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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】胃腸障害等の副作用を回避すると共に、優れた抗炎症・鎮痛作用を有する新規な
２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体の提供。
【解決手段】式（Ｉ）で示される２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理
学的に許容される塩。

［式中、Ｒ１は、水素原子、ハロゲン原子又は置換若しくは非置換フェニル基を表し、Ｘ
は、－ＣＨ２－、－ＮＨ－、－Ｏ－、又は－Ｓ－を表し、Ｙは、特に、基：

（基中、Ｚ１は、－ＣＯ－、－ＣＨ(ＯＨ)－、又は－ＣＨ２－を表し、ｎは１又は２の整
数を表す）。］
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次式（Ｉ）：
【化１】

［式中、
Ｒ１は、水素原子、ハロゲン原子又は置換若しくは非置換フェニル基を表し、
Ｘは、－ＣＨ２－、－ＮＨ－、－Ｏ－、又は－Ｓ－を表し、
Ｙは、
（１）基：

　（基中、Ｚ１は、－ＣＯ－、－ＣＨ(ＯＨ)－、又は－ＣＨ２－を表し、ｎは１又は２の
整数を表す）、
（２）基：

　（基中、Ｚ２は、酸素原子又は硫黄原子を表す）、又は
（３）基：

　（基中、Ｒ２及びＲ３は、同一又は異なって低級アルキル基を表す）
で示される、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に許容される塩
。ただし、同時に、Ｒ１が水素原子であり、Ｘが－ＣＨ２－であり、Ｚ１が－ＣＯ－又は
－ＣＨ(ＯＨ)－であり、ｎが１である場合を除く。
【請求項２】
　式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ａ）：
【化２】

（式中、Ｒ１、Ｘ、Ｚ１及びｎは、請求項１の定義と同一）
で示される、請求項１に記載の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学
的に許容される塩。
【請求項３】
　式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ｂ）：
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【化３】

（式中、Ｒ１、Ｘ及びＺ２は、請求項１の定義と同一）
で示される、請求項１に記載の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学
的に許容される塩。
【請求項４】
　式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ｃ）：

【化４】

（式中、Ｒ１、Ｘ及びＺ２は、請求項１の定義と同一）
で示される、請求項１に記載の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学
的に許容される塩。
【請求項５】
　式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ｄ）：

【化５】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＸは、請求項１の定義と同一）
で示される、請求項１に記載の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学
的に許容される塩。
【請求項６】
　式中、Ｒ１のハロゲン原子が塩素原子、臭素原子、フッ素原子、ヨウ素原子から選択さ
れるものである、請求項１～５のいずれかに記載の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘
導体又はその薬理学的に許容される塩。
【請求項７】
　式中、Ｒ１の置換フェニル基における置換基が、ハロゲン原子又は水酸基である請求項
１～５のいずれかに記載の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に
許容される塩。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれかに記載の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬
理学的に許容される塩を有効成分として含有する医薬。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れた消炎作用を有し、且つ安全性の高い新規な２－フルオロフェニルプロ
ピオン酸誘導体に関する。詳細には、特に胃腸障害などの副作用を示さない、医薬品とし
て有用な２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　非ステロイド系消炎剤（Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs：ＮＳＡＩＤｓ）は
、優れた鎮痛、抗炎症、解熱作用を有する医薬品として臨床的に広く使用されており、日
本においては、全処方製剤の約５％占めている薬剤である。
　ＮＳＡＩＤｓは、シクロオキシゲナーゼ（ＣＯＸ）の活性阻害作用によりプロスタグラ
ンジン（ＰＧｓ）、例えば、ＰＧＥ２の生成を抑制し、その結果、優れた消炎作用を発揮
する。その一方で、消化管に対する副作用が強いものである。
　ＰＧＥ２は、消化管粘膜に対する強い保護作用を有していることから、ＮＳＡＩＤｓの
消化管に対する副作用は、ＣＯＸの活性抑制作用に基づいているものといわれている。
【０００３】
　ＣＯＸのサブタイプのなかで、特にＣＯＸ－１及びＣＯＸ－２は、ＣＯＸの消化管粘膜
、或いは組織における炎症発現に対する主要な活性本体であることから、選択的ＣＯＸ－
２活性阻害物質は、胃、十二指腸部位における副作用の低減に結びつくものである（非特
許文献１）。
　しかしながら、最近、この選択的ＣＯＸ－２活性阻害作用物質には、心筋梗塞などの心
臓血管系における血栓症発現の潜在的なリスクがあることが報告されている（非特許文献
２、３）。
　かかる点からみれば、強力な血小板凝集抑制作用並びに血管拡張作用を有するプロスタ
サイクリンは、選択的ＣＯＸ－２活性阻害作用物質によって主に生成されるものであり、
選択的ＣＯＸ－２活性阻害作用物質によらない、消化管に対する副作用のないＮＳＡＩＤ
ｓの開発が望まれているのが現状である。
【０００４】
　本発明者らは、ＣＯＸに依存しないＮＳＡＩＤｓに基因する細胞死は、ＮＳＡＩＤｓに
より誘発される胃組織で生じており、ＮＳＡＩＤｓの直接的な細胞毒性は、胃粘膜透過活
性によることを明らかにし（非特許文献４、５）、その結果、胃粘膜透過活性の低いＮＳ
ＡＩＤｓは、選択的ＣＯＸ－２阻害活性によることなく、胃組織に対して安全であること
を提唱した。
【０００５】
　ところで、下記に示したロキソプロフェン（１）は、選択的ＣＯＸ－２活性阻害作用に
よらないＮＳＡＩＤｓとして広く臨床的に使用されてきており、一般的なＮＳＡＩＤｓと
して使用されてきたインドメタシンよりも安全であり、日本においてはスタンダード的な
消炎剤である。
　このロキソプロフェン（１）は、消化管部位で吸収された後、生体内でその活性本体で
あるｔｒｎｓ－アルコール体に変換されるという、いわゆるプロドラッグであり、他のＮ
ＳＡＩＤｓに比較して、低い粘膜透過性活性を有しており、消化管粘膜における低い潰瘍
形成を有する化合物の検索にあたって、リード化合物であるともいえる。
【０００６】
　かかる考え方に沿って、本発明者らはロキソプロフェン（１）の２－位にフッ素原子を
導入した、下記に示した２－フルオロロキソプロフェン（２）を提供してきており、この
化合物は低い潰瘍形成作用を有しており、その消炎活性はロキソプロフェンと同等である
ことを確認し、これら化合物を含めて、既に特許出願を行っている（特許文献１）。
【０００７】
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【化１】

【０００８】
　本発明者らは、さらに検討を加え、２－フルオロロキソプロフェン誘導体について検討
を行った結果、潰瘍発生による胃腸障害等の副作用を回避し、より優れた抗炎症、鎮痛効
果を有する化合物を合成することに成功し、本発明を完成させるに至った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１０－１９５７２７号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】N. Engl. J. Med., 345, pp433-442 (2001)
【非特許文献２】JAMA, 286, pp954-959 (2001)
【非特許文献３】Biochem. Pharmacol., 63, pp817-821 (2001)
【非特許文献４】Biochem. Pharmacol., 67, pp575-585 (2004)
【非特許文献５】Biochem. Biophys. Res. Commun., 323, pp1032-1039 (2004)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって本発明は、胃腸障害等の副作用を回避すると共に、優れた抗炎症・鎮痛作用
を有する新規な２－フルオロロキソプロフェン誘導体、すなわち、２－フルオロフェニル
プロピオン酸誘導体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　かかる課題を解決する本発明は、次式（Ｉ）：
【００１３】
【化２】

【００１４】
［式中、
Ｒ１は、水素原子、ハロゲン原子又は置換若しくは非置換フェニル基を表し、
Ｘは、－ＣＨ２－、－ＮＨ－、－Ｏ－、又は－Ｓ－を表し、
Ｙは、
（１）基：
【００１５】



(6) JP 2013-133323 A 2013.7.8

10

20

30

40

50

【化３】

【００１６】
（基中、Ｚ１は、－ＣＯ－、－ＣＨ(ＯＨ)－、又は－ＣＨ２－を表し、ｎは１又は２の整
数を表す）、
（２）基：
【００１７】

【化４】

【００１８】
（基中、Ｚ２は、酸素原子又は硫黄原子を表す）、又は
（３）基：
【００１９】

【化５】

【００２０】
（基中、Ｒ２及びＲ３は、同一又は異なって低級アルキル基を表す）
で示される、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に許容される塩
である。ただし、同時に、Ｒ１が水素原子であり、Ｘが－ＣＨ２－であり、Ｚ１が－ＣＯ
－又は－ＣＨ(ＯＨ)－であり、ｎが１である場合を除く。
【００２１】
　したがって、本発明はその一つの具体的な態様として、式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ａ）：
【００２２】
【化６】

【００２３】
（式中、Ｒ１、Ｘ、Ｚ１及びｎは、前記定義と同一）
で示される、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に許容される塩
である。
【００２４】
　また、本発明は、別の具体的な態様として、式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ｂ）：
【００２５】
【化７】

【００２６】
（式中、Ｒ１、Ｘ及びＺ２は、前記定義と同一）
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で示される、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に許容される塩
である。
【００２７】
　さらに本発明は、また別の具体的な態様として、式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ｃ）：
【００２８】
【化８】

【００２９】
（式中、Ｒ１、Ｘ及びＺ２は、前記定義と同一）
で示される、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に許容される塩
である。
【００３０】
　また本発明は、さらに別の具体的な態様として、式（Ｉ）が、次式（Ｉ－ｄ）：
【００３１】
【化９】

【００３２】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＸは、前記定義と同一）
で示される、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に許容される塩
である。
【００３３】
　より具体的な本発明は、上記式中、Ｒ１のハロゲン原子が塩素原子、臭素原子、フッ素
原子、ヨウ素原子から選択されるものであり、また、式中、Ｒ１の置換フェニル基におけ
る置換基が、ハロゲン原子又は水酸基である、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体
又はその薬理学的に許容される塩である。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明が提供する２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体は、これまで知られていな
い新規な化合物であると共に、従来の酸性ＮＳＡＩＤｓにみられた胃腸障害等の副作用が
なく、その上、臨床的に使用されているロキソプロフェンより抗炎症、鎮痛作用が強いも
のである。また、選択的ＣＯＸ－２活性阻害作用が弱いので、心筋梗塞などの心臓血管系
へのリスクを回避できる。
　したがって、その安全域が大きいことから、ヒトに対して安全に使用できる点で、極め
て有効なものといえる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、試験例２の「Ａ：胃潰瘍の形成」の結果を示した図である。
【図２】図２は、試験例２の「Ｂ：カラゲニン惹起性浮腫に対する効果」の結果を示した
図であり、（Ａ）は投与３時間後の抑制率を、（Ｂ）は投与６時間後の抑制率を示した。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　本発明は、上記したようにその基本は、下記式（Ｉ）、具体的には式（Ｉ－ａ）、（Ｉ
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【００３７】
【化１０】

【００３８】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｘ、Ｙ、Ｚ１、Ｚ２、及びｎは、前記定義と同一である）
で示される２－フルオロプロピオン酸誘導体又はその薬理学的に許容される塩である。
【００３９】
　本明細書において、置換基「Ｒ１」におけるハロゲン原子とは、塩素原子、臭素原子、
フッ素原子又はヨウ素原子から選択されるハロゲン原子をいう。
【００４０】
　また、置換基「Ｒ１」で示される置換フェニル基における置換基である低級アルキル基
とは、炭素原子数１～６程度の置換若しくは非置換アルキル基をいい、具体的には、メチ
ル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基
、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基等を意味する。
　これらの低級アルキル基の置換基としては水酸基、アミノ基、ニトロ基等を意味する。
【００４１】
　置換フェニル基における置換基の位置、またその数は特に限定されないが、好ましくは
モノ置換フェニル基であって、その置換位置がオルト位或いはメタ位であることが好まし
い。
【００４２】
　さらに、「Ｒ２」及び「Ｒ３」で示される低級アルキル基としては、炭素原子数１～６
程度の低級アルキル基であり、具体的には、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル
基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチ
ル基、イソペンチル基、ヘキシル基等を意味する。
【００４３】
　したがって、本願発明が提供する新規なロキソプロフェン誘導体としては、具体的には
以下のタイプの化合物（Type-A、Type-B、及びType-C）を列記することができ、その具体
的化合物は、後記する実施例に記載の化合物である。
【００４４】
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【００４５】
　なお、上記式（Ｉ）、（Ｉ－ａ）、（Ｉ－ｂ）、（Ｉ－ｃ）及び（Ｉ－ｄ）において、
フェニルプロピオン酸部分のメチル基は、その立体配置がα－配位、或いはβ－配位を取
り得るが、本発明においてはメチル基の配位は、その両者、並びにその混合物であっても
よい。
　更に、式（Ｉ－ａ）におけるシクロ環の２位に置換基を有する場合には、その１位と２
位の配位は、シス－及びトランス－配位を取り得るが、本発明においては、１，２－シス
体であっても、または１，２－トランス体であっても、或いはそのジアステレオマーの混
合物であってもよい。
【００４６】
　本発明が提供する新規な２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体は、具体的には以下
のようにして製造することができる。
　なお、以下に説明する製造方法は、具体的な一製造方法であり、これに限定されるもの
でなく、一般的な化学教科書を参照し、種々の方法により製造し得ることはいうまでもな
い。
【００４７】
　本発明が提供する２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体の製造に当たっては、以下
の製造スキームに記載する化合物（７）～（９）が、基本的な製造中間体であり、これら
の反応化合物（７）～（９）は、例えば、下記化学反応式で示す製造スキーム１に従って
合成することができる。
［製造スキーム１］
【００４８】
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【化１２】

【００４９】
　式中、算用数字は具体的化合物番号を表す（以下の製造スキームにおいて同じ）。
　また、反応式中、（ａ）～（ｆ）は、上記製造スキーム中の目的とする化合物を調製す
るための反応試薬／反応条件であり、その好ましい具体的一例を示したものであり、これ
らに限定されるものではない。
　また、その反応操作条件（時間、温度等）、反応処理等は、一般的な化学教科書に記載
の方法に従って、実施できることはいうまでもない。
　なお、その具体的条件は、後記する実施例を参照されたい。
【００５０】
　具体的に、まず、市販されている１，２－ジフルオロ－４－ニトロトルエン（３）を適
当な溶媒、例えばジメチルホルムアミド（以下、「ＤＭＦ」と記す）中、アルカリの存在
下、ジエチル　メチルマロネートと反応させ、式（４）で示される、ジエチル　２－（２
－フルオロ－４－ニトロフェニル）－２－メチルマロネートへ変換する。
　次いで、得られた式（４）のジエステル体を、酸加水分解と脱炭酸の反応を行い、式（
５）で示されるニトロフェニルプロピオン酸へ変換させる。
　かかる変換は、例えば、酸として濃硫酸の存在下、酢酸溶液中還流することで実施する
ことができる。
　得られた式（５）のニトロフェニルプロピオン酸を、次いで常法によるエステル化反応
に付し、式（６）で示されるニトロフェニルプロピオン酸エステル体へ誘導する。かかる
エステル化反応は、例えば低級アルコール中酸触媒による還流反応で行うことができ、低
級アルコールとしてメタノールを使用した場合には、メチルエステル体が、エタノールを
使用した場合にはエチルエステル体として得ることができる。
【００５１】
　以上により得られたニトロフェニルプロピオン酸のニトロ基を還元し、４－アミノフェ
ニルプロピオン酸（７）へ変換させる。
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　かかる還元反応は、適当な触媒、例えば、パラジウム－炭素を用い、アルコール系溶媒
の存在下での接触還元により、計算量の水素を吸収させることにより、実施することがで
きる。
【００５２】
　得られた式（７）の４－アミノフェニルプロピオン酸は、本発明の式（Ｉ）の２－フル
オロフェニルプロピオン酸誘導体において、「Ｘ」が窒素原子である化合物を調製する場
合の中間体となる。
【００５３】
　一方、本発明の式（Ｉ）の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体において、「Ｘ」
が酸素原子である化合物を調製する場合には、式（７）の化合物のアミノ基を、硫酸／亜
硝酸ナトリウム／水によるジアゾ化したのち、酸触媒によるアルコール分解により式（８
）で示される４－ヒドロキシフェニルプロピオン酸へ誘導して、得ることができる。
【００５４】
　また、本発明の式（Ｉ）の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体において、「Ｘ」
が硫黄原子である化合物を調製する場合には、式（７）の化合物のアミノ基を、硫酸／亜
硝酸ナトリウム／水によるジアゾ化したのち、エチル　キサントゲン酸カリウム（ＥｔＯ
ＣＳＳＫ）と処理することにより、式（９）で示される４－メルカプトフェニルプロピオ
ン酸へ誘導して、得ることができる。
　以上の製造スキームにより、本発明が提供する２－フルオロプロピオン酸誘導体の製造
中間体（７）～（９）が調製され、これらの化合物を出発化合物とした本発明の式（Ｉ）
である式（Ｉ－ａ）の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体は、具体的には以下の製
造スキームにより実施することができる。
［製造スキーム２］
【００５５】



(12) JP 2013-133323 A 2013.7.8

10

20

30

40

50

【化１３】

【００５６】
　反応式中、（ａ）～（ｈ）は、上記製造スキーム中の目的とする化合物を調製するため
の反応試薬／反応条件であり、その好ましい具体的一例を示したものであり、これらに限
定されるものではない。
　なお、反応スキーム中における、例えば「ａ，ｂ」、「ｃ，ｂ」と記載されている場合
には、「ａ，ｂ」の場合には、（ａ）の反応、処理に続いて、（ｂ）の反応、処理を行う
ことを意味し、「ｃ，ｂ」の場合には、（ｃ）の反応、処理に続いて、（ｂ）の反応、処
理を行うことを意味する。
　この場合において、その反応操作条件（時間、温度等）、反応処理等は、一般的な化学
教科書に記載の方法に従って、実施できることはいうまでもない。
【００５７】
　詳細には、上記した反応試薬、反応条件を用いて、式（７）の４－アミノフェニルプロ
ピオン酸を出発原料として、式（Ｉ－ａ）中「Ｘ」が窒素原子である式（１０ａ）、（１
０ｂ）、（１１ａ）及び（１１ｂ）の各化合物を調製することができる。
　また、式（８）の４－ヒドロキシフェニルプロピオン酸を出発原料として、式（Ｉ－ａ
）中「Ｘ」が酸素原子である式（１２）、（１３）及び（１４）の各化合物を調製するこ
とができる。
　さらに、式（９）の４－メルカプトフェニルプロピオン酸を出発原料として、式（Ｉ－
ａ）中「Ｘ」が硫黄原子である式（１５）、（１６）及び（１７）の各化合物を調製する
ことができる。
　なお、反応の実際、その処理等は、一般的な化学教科書に記載の方法に基づいて行うこ
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とができ、その詳細については後記の実施例を参照されたい。
【００５８】
　また、本発明の式（Ｉ）の他の化合物として式（Ｉ－ｂ）或いは（Ｉ－ｃ）並びに式（
Ｉ－ｄ）で示される化合物は、式（８）で示される４－ヒドロキシフェニルプロピオン酸
を出発原料として、下記製造スキームに示した化学反応式を用いて、調製することができ
る。
［製造スキーム３］
【００５９】
【化１４】

【００６０】
　反応式中、（ａ）～（ｇ）は、上記製造スキーム中の目的とする化合物を調製するため
の反応試薬／反応条件であり、その好ましい具体的一例を示したものであり、これらに限
定されるものではない。
　なお、反応スキーム中における、例えば「ｄ，ｅ」、「ｆ，ｇ」と記載されている場合
には、「ｄ，ｅ」の場合には、（ｄ）の反応、処理に続いて、（e）の反応、処理を行う
ことを意味し、「ｆ，ｇ」の場合には、（ｆ）の反応、処理に続いて、（ｇ）の反応、処
理を行うことを意味する。
　また、この場合において、その反応操作条件（時間、温度等）、反応処理等は、一般的
な化学教科書に記載の方法に従って、実施できることはいうまでもない。
【００６１】
　すなわち、上記した製造スキーム１に従って製造した式（８）で示される４－ヒドロキ
シフェニルプロピオン酸誘導体を、例えば、ジクロルメタン溶媒中、塩基としてトリエチ
ルアミンの存在下、無水トリフルオロメタンスルホン酸（(ＣＦ３ＳＯ２)２Ｏ）と処理す
ることにより、式（１８）の化合物へ誘導し、次いで、１，４－ジオキサン中、Ｐｄ(dpp
e)Ｃｌ２（［１，２－ビス（ジフェニルホスフィン）エタン］ジクロロパラジウム）を触
媒としてジメチル亜鉛（Ｚｎ(ＣＨ３)２）と反応させ、式（１９）で示される４－メチル
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フェニルプロピオン酸誘導体と変換させる。
　次いで、式（１９）の化合物を、ＡＩＢＮ（アゾビスイソブチロニトリル）の存在下、
ＮＢＳ（Ｎ－ブロモコハク酸イミド）、と処理して式（２０）で示される中間体の４－ブ
ロモメチルフェニルプロピオン酸とし、それぞれ対応するボロン酸誘導体と、Suzuki-Miy
amuraのクロスカップリング反応により、対応する本発明の目的化合物である式（２１－
ａ，ｂ）及び（２２－ａ，ｂ）で示される化合物を得る。
　また、式（２０）の中間体の４－ブロモメチルフェニルプロピオン酸は、対応するアセ
ト酢酸誘導体と反応させ、別の目的化合物である式（２３）及び（２４）で示される化合
物を得ることができる。
【００６２】
　また、上記したタイプＣのグループに属する本発明の２－フルオロフェニルプロピオン
酸誘導体は、例えば、以下の製造スキーム４に示した化学反応式に従って、調製すること
ができる。
［反応スキーム４］
【００６３】
【化１５】

【００６４】
　上記反応式中、（ａ）～（ｉ）は、上記製造スキーム中の目的とする化合物を調製する
ための反応試薬／反応条件であり、その好ましい具体的一例を示したものであり、これら
に限定されるものではない。
　なお、その反応操作条件（時間、温度等）、反応処理等は、一般的な化学教科書に記載
の方法に従って、実施できることはいうまでもない。
【００６５】
　すなわち、具体的には、市販の式（２５－ａ，ｂ）の化合物を出発原料とし、それぞれ
対応する試薬、反応条件による一般的な化学教科書に記載の反応処理等を行い、目的とす
る本発明の式（３３－ａ，ｂ）に示す２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体を得るこ
とができる。
【００６６】
　また、同様のタイプＣのグループに属する、本発明の別の２－フルオロフェニルプロピ
オン酸誘導体は、例えば、以下の製造スキーム５に示した化学反応式に従って、調製する
ことができる。
［製造スキーム５］
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【００６７】
【化１６】

【００６８】
　上記反応式中、（ａ）～（ｎ）は、上記製造スキーム中の目的とする化合物を調製する
ための反応試薬／反応条件であり、その好ましい具体的一例を示したものであり、これら
に限定されるものではない。
　また、その反応操作条件（時間、温度等）、反応処理等は、一般的な化学教科書に記載
の方法に従って、実施できることはいうまでもない。
【００６９】
　すなわち、市販されている式（３４）で示される化合物を用い、そのアミノ基をジアゾ
化した後、ホルミル基に変換し、式（３５）で示される化合物を得、次いで、Wittig反応
による増炭反応と、ピリジニウムフッ化クロム酸（ＰＦＣ）による酸化反応に付し、式（
３６）で示されるフェニル酢酸誘導体へ導く。
　得られた式（３６）のフェニル酢酸のα位をブロム化し、メチル基に変換させ、式（３
７）で示される化合物へ誘導した後、製造スキーム３に示した式（１９）から式（２２）
への変換と同様の処理を行い、式（３８）で示される化合物へ誘導し、脱炭酸を行い、目
的とする本発明の一つに２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体である式（３９）の化
合物が誘導される。
　この式（３９）の化合物は、更に、Suzuki-Miyamuraのクロスカップリング反応により
、対応する本発明の目的化合物である式（４０）で示される化合物に変換される。
【００７０】
　以上の製造方法により提供される本発明の２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体は
、遊離カルボン酸のまま、或いはその薬理学的に許容される塩として使用することができ
る。
　薬理学的に許容される塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩或
いはアンモニウム塩を挙げることができる。
【００７１】
　また、本発明が提供する２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体またはその薬理学的
に許容される塩を医薬組成物として投与する場合、例えば、当該誘導体またはその薬学的
に許容される塩である有効成分を単独、または慣用の賦形剤と共にカプセル剤、錠剤、注
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射剤等の適宜な剤形として、経口的または非経口的に投与することができる。具体的には
、例えば、カプセル剤は、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体またはその塩を乳糖
、澱粉またはその誘導体、セルロース誘導体等の賦形剤と混合してゼラチンカプセルに充
填し調製することができる。
【００７２】
　また、錠剤は、上記賦形剤の他に、カルボキシメチルセルロースナトリウム、アルギン
酸、アラビアゴム等の結合剤と水を加えて練合し、必要により顆粒とした後、さらにタル
ク、ステアリン酸等の滑沢剤を添加して、通常の圧縮打錠機を用いて錠剤に調製すること
ができる。
【００７３】
　さらに、注射による非経口投与に際しては、２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体
またはその塩を溶解補助剤と共に滅菌蒸留水または滅菌生理食塩水に溶解し、アンプルに
封入して注射用製剤とする。必要により安定化剤、緩衝物質等を含有させてもよい。これ
らの非経口投与製剤は、静脈内投与、あるいは点滴静注により投与することができる。
【００７４】
　本発明が提供する２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体の投与量は、種々の要因、
例えば治療すべき患者の症状、重症度、年齢、合併症の有無等によって一概には限定でき
ない。
　また、投与経路、剤形、投与回数等によっても異なるものであるが、一般的には、経口
投与の場合は、有効成分として、通常、０．１～１０００ｍｇ／日／ヒト、好ましくは１
～５００ｍｇ／日／ヒトの範囲内、また、非経口投与の場合は、経口投与の場合における
投与量の約１／１００～１／２量程度の範囲内で適宜選別し、投与することができる。な
お、これらの投与量は、患者の年齢、症状等により適宜増減することが可能であることは
勿論である。
【実施例】
【００７５】
　以下、製造例、実施例、並びに試験例に基づいて、本発明を更に具体的に説明するが、
本発明の範囲をこれらの例に限定するものではないことはいうまでもない。
【００７６】
製造例１：出発化合物（７）、（８）及び（９）の製造／中間体化合物［反応スキーム１
の中間体］の製造
（ａ）ジエチル　２－（２－フルオロ－４－ニトロフェニル）－２－メチルマロネート（
４）の製造
【００７７】
　３．０ｍＬ（２７ｍｍｏｌ）の市販の化合物（３）をＤＭＦ（３ｍＬ）に溶解し、そこ
にメチルマロン酸ジエチルエステル（３．９ｍＬ、２２ｍｍｏｌ）及び水酸化ナトリウム
（０．９８ｇ、２４，５ｍｍｏｌ）を加え、室温にて６時間攪拌した。反応終了後、反応
混合物を乾固し、ジクロルメタンで抽出し、乾燥（硫酸ナトリウム）後、溶媒を留去し、
残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル混液で溶
出し、目的とする化合物（４）を、単褐色油状物として７．１２ｇ（８４％）得た。
【００７８】
（ｂ）２－（２－フルオロ－４－ニトロフェニル）プロピオン酸（５）の製造
　上記で得た化合物（４）（７．０９ｇ、２２．６ｍｍｏｌ）の酢酸（２６ｍＬ）及び水
（１８ｍＬ）に濃硫酸（７．５ｍＬ）を加え、１２時間加熱還流した。反応終了後、冷却
し、減圧下に濃縮し、残渣をジクロルメタンで抽出した。抽出液を飽和食塩水並びに水で
洗浄し、乾燥（硫酸ナトリウム）後、減圧留去し、目的とする化合物（５）を、透明な赤
褐色油状物として３．７２ｇ（７７％）得た。
【００７９】
（ｃ）メチル　２－（２－フルオロ－４－ニトロフェニル）プロピオン酸（６）の製造
　上記で得た化合物（５）を、メタノール中触媒量の濃塩酸を加え、エステル化を行い、
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９３％の収率で、透明な黄色油状物として目的化合物（６）を得た。
【００８０】
（ｄ）メチル　２－（４－アミノ－２－フルオロフェニル）プロピオン酸エステル（７）
の製造
　上記で得た化合物（６）を、エタノール中触媒として１０％パラジウム－炭素を存在さ
せ、接触還元により計算量の水素ガスを吸収させた。反応終了後、触媒を除去し、濾液を
濃縮、乾固し、目的とする化合物（７）を９３％の収率で、透明なオレンジ色油状物とし
て得た。
【００８１】
（ｅ）メチル　２－（２－フルオロ－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸エステル（
８）の製造
　上記で得た化合物（７）をジアゾ化し、次いで塩酸触媒による加水分解に付し、目的と
する化合物（８）を５４％の収率で、透明なオレンジ色油状物として得た。
【００８２】
（ｆ）メチル　２－（２－フルオロ－４－メルカプトフェニル）プロピオン酸エステル（
９）の製造
　上記で得た化合物（７）をジアゾ化し、次いでエチル　キサントゲン酸カリウムと処理
し、目的とする化合物（９）を９２％の収率で、無色油状物として得た。
【００８３】
実施例１：２－［２－フルオロ－４－（（１Ｓ，２Ｓ）－２－ヒドロキシシクロペンチル
アミノ）フェニル］プロピオン酸（１０ａ）の製造
　上記で得た化合物（７）（０．７ｇ、３．６ｍｍｏｌ）のジクロルメタン（３ｍＬ）溶
液にシクロペンテンオキサイド（１．１ｍＬ、１２．４ｍｍｏｌ）及び臭化リチウム（０
．４７ｇ、５．４ｍｍｏｌ）を加え、室温にて１２時間攪拌した。反応終了後、ジクロル
メタンを加え、有機溶媒を乾燥（硫酸ナトリウム）後、減圧留去した。残渣をシリカゲル
カラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（３：１）溶液にて溶出し
て、次いで常法加水分解を行い、目的化合物（１０ａ）を、淡黄色油状物として０．６４
ｇ（６４％）得た。
【００８４】
実施例２：２－［２－フルオロ－４－（（１Ｓ，２Ｓ）－２－ヒドロキシシクロヘキシル
アミノ）フェニル］プロピオン酸（１０ｂ）の製造
　上記で得た化合物（７）（０．８ｇ、４．０ｍｍｏｌ）、シクロヘキセンオキサイド（
１．３ｍＬ、１３．１ｍｍｏｌ）及び臭化リチウム（０．３７ｇ、４．３ｍｍｏｌ）のジ
クロルメタン（３ｍＬ）溶液を、実施例１と同様に反応、処理し、得た組成生物をシリカ
ゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（３：１）溶液にて溶
出して、次いで常法加水分解を行い、目的化合物（１０ｂ）を、褐色固形物として０．９
７ｇ（８１％）得た。
【００８５】
実施例３：２－〔４－（シクロペンチルアミノ）－２－フルオロフェニル〕プロピオン酸
（１１ａ）の製造
　メタノール１０ｍＬと酢酸０．２ｍＬの混合溶媒に化合物（７）１．５０ｇ（７．６ｍ
ｍｏｌ)を溶解した溶液に、シクロペンタノン１．４ｍＬ（１５．２ｍｍｏｌ）とシアノ
ボロハイドライドナトリウム（ＮａＢＨ３ＣＮ）０．９６ｇ(１５．２ｍｍｏｌ）を加え
、その溶液を室温で１２時間攪拌した。次いで、反応液を真空下で乾燥し、ジクロロメタ
ンで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後濾過した。濾液を真空下で乾燥し、残渣
をシリカゲルクロマトグラフ（ｎ-ヘキサン：酢酸エチル＝３：２）で精製し化合物（１
１ａ）のメチルエステル体を得た。この化合物を水酸化ナトリウムで加水分解して、目的
化合物（１１ａ）を褐色粉末として１．０９ｇ（収率５４％）得た。
【００８６】
実施例４：２－［４－（シクロヘキシルアミノ）－２－フルオロフェニル］プロピオン酸
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（１１ｂ）の製造
　化合物（７）（１．５０ｇ、７．６ｍｍｏｌ）、シクロヘキサノン（１．５７ｍＬ、１
５．２ｍｍｏｌ）及びＮａＢＨ３ＣＮ（０．９６ｇ、１５．２ｍｍｏｌ）のメタノール（
１０ｍＬ）及び酢酸（０．２ｍＬ）溶液を常法反応させ、実施例３と同様に反応、処理し
、得た組成生物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチ
ル（４：１）溶液にて溶出して、次いで常法加水分解を行い、目的化合物（１１ｂ）を、
褐色粉末状物として１．３７ｇ（６５％）得た。
【００８７】
実施例５：２－［２－フルオロ－４－（２－オキソシシクロペンチルオキシ）フェニル］
プロピオン酸（１２）の製造
　上記で得た化合物（８）（０．８７ｇ、４．４ｍｍｏｌ）の乾燥ＤＭＦ（８．７ｍＬ）
溶液に、炭酸カリウム及びクロロシクロペンタノン（０．５３ｍＬ、５．３ｍｍｏｌ）を
加え、３時間加熱還流した。反応後、濾過して得た濾液を減圧留去し、残渣をシリカゲル
カラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（７：１）溶液にて溶出し
て、次いで常法加水分解を行い、目的化合物（１２）を、黄色油状物として０．２８ｇ（
３２％）得た。
【００８８】
実施例６：２－［２－フルオロ－４－（（１Ｓ，２Ｓ）－２－ヒドロキシシクロペンチル
オキシ）フェニル］プロピオン酸（１３）の製造
　化合物（８）（３．５０ｇ、１７．７ｍｍｏｌ）の乾燥ＤＭＦ（３５ｍＬ）溶液中にシ
クロペンテンオキサイド（２．３ｍＬ、２６．６ｍｍｏｌ）及び水素化ナトリウム（０．
６４ｇ、２６．６ｍｍｏｌ）を加え、７０℃にて１４時間攪拌した。反応終了後、室温ま
で冷却し、減圧下に濃縮し、残渣を酢酸エチル（３００ｍＬ）で抽出し、水洗、乾燥（硫
酸ナトリウム）した。溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し
、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（８：１）溶液にて溶出して、次いで常法加水分解を行い、
目的化合物（１３）を、黄色油状物として２．６０ｇ（５２％）得た。
【００８９】
実施例７：２－［４－（シクロペンチルオキシ）－２－フルオロフェニル］プロピオン酸
（１４）の製造
　化合物（８）（０．５０ｇ、２．５ｍｍｏｌ）の乾燥ＤＭＦ（５ｍＬ）溶液に炭酸カリ
ウム（１．２ｇ、８．８ｍｍｏｌ）及びブロモシクロペンタン（０．３２ｇ、３．０ｍｍ
ｏｌ）を加え、６０℃にて５時間攪拌した。反応混合物を濾過し、濾液を減圧下に濃縮し
、残渣を酢酸エチル（３００ｍＬ）で抽出し、水洗、乾燥（硫酸ナトリウム）した。溶媒
を留去し、残渣をジクロルメタンに溶解させ、１Ｍ－水酸化ナトリウム水溶液（３０ｍＬ
）で洗浄した。有機層を乾燥（硫酸ナトリウム）し、減圧留去し、得られた残渣をシリカ
ゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（４：１）溶液にて溶
出して、次いで常法加水分解を行い、目的化合物（１４）を、白色固形物として０．５６
ｇ（８４％）得た。
【００９０】
実施例８：２－［２－フルオロ－４－（２－オキソシシクロペンチルチオ）フェニル］プ
ロピオン酸（１５）の製造
　上記で得た化合物（９）（０．５４ｇ、２．５ｍｍｏｌ）のジクロルメタン（２５ｍＬ
）溶液に、シクロペンタノン（０．１９ｍＬ、２．１ｍｍｏｌ）およびＮ－ブロモコハク
酸イミド（０．３１ｇ、２．３ｍｍｏｌ）を０℃にて加え、次いで室温下に４時間攪拌し
た。ジクロルメタンを加え、有機層を食塩水にて洗浄し、乾燥（硫酸ナトリウム）後、減
圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチ
ル（８：１）溶液にて溶出して、次いで常法加水分解を行い、目的化合物（１５）を、黄
色油状物として０．２７ｇ（３６％）得た。
【００９１】
実施例９：２－［２－フルオロ－４－（（１Ｓ，２Ｓ）－２－ヒドロキシシクロペンチル



(19) JP 2013-133323 A 2013.7.8

10

20

30

40

50

チオ）フェニル］プロピオン酸（１６）の製造
　１，２－エポキシシクロペンテン（０．８ｍＬ、９．３ｍｍｏｌ）及び化合物（９）（
１．６０ｇ、７．５ｍｍｏｌ）を、ホウ砂（０．１ｇ、０．２６ｍｍｏｌ）の水（１９ｍ
Ｌ）溶液に順次加えた。混合物を室温にて３９時間攪拌し、ジクロルメタン（５０ｍＬ）
を加え、有機層を水洗、乾燥（硫酸ナトリウム）した。溶媒を留去し、残渣をシリカゲル
カラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（８：１）溶液にて溶出し
て、次いで常法加水分解を行い、目的化合物（１６）を、黄色油状物として１．７９ｇ（
８４％）得た。
【００９２】
実施例１０：２－［４－（シクロペンチルチオ）－２－フルオロフェニル］プロピオン酸
（１７）の製造
　化合物（９）（０．５３ｇ，２．５ｍｍｏｌ）、ブロモシクロペンタン（０．３２ｍＬ
、３．０ｍｍｏｌ）及び炭酸カリウム（１．２ｇ．８．８ｍｍｏｌ）の乾燥ＤＭＦ（５ｍ
Ｌ）溶液を実施例７と同様に処理し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ
ーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（４：１）溶液にて溶出して、次いで常法加水分解
を行い、目的化合物（１７）を、白色固形物として０．６４ｇ（９０％）得た。
【００９３】
製造例２：中間体（１８）～（２０）の製造
（ａ）メチル　２－［フルオロ－４－（トリフルオロメチルスルホニルオキシ）フェニル
］プロピオン酸エステル（１８）の製造
　化合物（８）（３．６９ｇ，１４．９ｍｍｏｌ）及びトリエチルアミン（４．１３ｍＬ
、２９．７ｍｍｏｌ）の乾燥ジクロルメタン溶液中に、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｏ（２．９３
ｍＬ、１７．８ｍｍｏｌ）を０℃にて滴下し、終了後混合物を室温にて１２時間攪拌した
。有機層を１Ｍ塩酸水溶液（９０ｍＬ）、１Ｍ水酸化ナトリウム水溶液（９０ｍＬ）及び
食塩水（９０ｍＬ）で順次洗浄し、乾燥（硫酸ナトリウム）し、溶媒を留去した。得られ
た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（１０
：１）溶液にて溶出して、目的化合物（１８）を、透明黄色液状物として５．４４ｇ（９
６％）得た。
【００９４】
（ｂ）メチル（２－フルオロ－４－メチルフェニル）プロピオン酸エステル（１９）の製
造
　［１，２－ビス（ジフェニルフォスフィノ）エタン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）［Ｐ
ｄ（ｄｐｐｅ）Ｃｌ２］（１４．１ｍｇ、１．３ｍｏｌ％）の乾燥１，４－ジオキサン（
３ｍＬ）懸濁溶液に、化合物（１８）（０．６２ｇ、１．９ｍｍｏｌ）の乾燥１，４－ジ
オキサン（３ｍＬ）溶液をアルゴンガス気流下に滴下した。この懸濁溶液に、ジメチル亜
鉛（２Ｍ－トルエン溶液、９．０ｍＬ、２．０ｍｍｏｌ）をゆっくりと滴下し、終了後４
時間加熱還流した。冷却後、メタノール（０．４ｍＬ）を加え、エーテルで処理した。有
機層を１Ｍ塩酸水溶液（１８ｍＬ）で洗浄し、乾燥（硫酸ナトリウム）し、溶媒を留去し
た。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エ
チル（１０：１）溶液にて溶出して、目的化合物（１９）を、無色液状物として０．２６
ｇ（７０％）得た。
　本化合物の器機分析データは、標品と同定した。
【００９５】
（ｃ）メチル　２－［４－（ブロモメチル）－２－フルオロフェニル］プロピオン酸エス
テル（２０）の製造
　J. Med. Chem., 53, 7879 (2010) に記載の方法に準じて製造した。得られた目的物（
２０）は、標品の器機分析データで同定した。
【００９６】
実施例１１：２－［２－フルオロ－４－（フラン－２－イルメチル）フェニル］プロピオ
ン酸（２１ａ）の製造
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　化合物２０（０．８８ｇ，３．２ｍｍｏｌ）及び２－フランボロン酸（０．５４ｇ、４
．８ｍｍｏｌ）を、テトラヒドロフラン（１２ｍＬ）及び２Ｍ－炭酸ナトリウム－水溶液
（４．０ｍＬ）中に溶解し、この溶液にtrans-ブロモ（Ｎ－コハク酸イミジル）ビス（ト
リフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）［trans-PdBr(N-Succ)(PPh３)２］（２５．
９ｍｇ、１．０ｍｏｌ％）を加え、３時間加熱還流した。室温に冷却し、エーテル（５０
ｍＬ）を加え、有機層を水洗（３０ｍＬ）し、乾燥（硫酸マグネシウム）し、溶媒を留去
した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸
エチル（２０：１）溶液にて溶出し、次いで常法水酸化カリウムによる加水分解を行い、
目的化合物（２１ａ）を、白色固形物として０．３６ｇ（４３％）得た。
【００９７】
実施例１２：２－［２－フルオロ－４－（チオフェン－２－イルメチル）フェニル］プロ
ピオン酸（２１ｂ）の製造
　化合物２０（０．９８ｇ，３．８ｍｍｏｌ）及び２－チオフェンボロン酸（０．７３ｇ
、５．７ｍｍｏｌ）を、テトラヒドロフラン（１２ｍＬ）及び２Ｍ－炭酸ナトリウム－水
溶液（４．８ｍＬ）中に溶解し、この溶液にtrans-ブロモ（Ｎ－コハク酸イミジル）ビス
（トリフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）［trans-PdBr(N-Succ)(PPh３)２］（３
０．８ｍｇ、１．０ｍｏｌ％）を加え、実施例１１と同様処理し、得られた残渣をシリカ
ゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（２０：１）溶液にて
溶出し、次いで常法水酸化カリウムによる加水分解を行い、目的化合物（２１ｂ）を、白
色固形物として０．７５ｇ（７６％）得た。
【００９８】
実施例１３：２－［２－フルオロ－４－（フラン－３－イルメチル）フェニル］プロピオ
ン酸（２２ａ）の製造
　化合物２０（０．８８ｇ，３．２ｍｍｏｌ）及び３－フランボロン酸（０．５４ｇ、４
．８ｍｍｏｌ）を、テトラヒドロフラン（１２ｍＬ）及び２Ｍ－炭酸ナトリウム－水溶液
（４．０ｍＬ）中に溶解し、この溶液にtrans-ブロモ（Ｎ－コハク酸イミジル）ビス（ト
リフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）［trans-PdBr(N-Succ)(PPh３)２］（２５．
９ｍｇ、１．０ｍｏｌ％）を加え、実施例１１と同様処理し、得られた残渣をシリカゲル
カラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（２０：１）溶液にて溶出
し、次いで常法水酸化カリウムによる加水分解を行い、目的化合物（２２ａ）を、白色固
形物として０．４６ｇ（５５％）得た。
【００９９】
実施例１４：２－［２－フルオロ－４－（チオフェン－３－イルメチル）フェニル］プロ
ピオン酸（２２ｂ）の製造
　化合物２０（０．８８ｇ，３．２ｍｍｏｌ）及び３－チオフェンボロン酸（０．８７ｇ
、３．４ｍｍｏｌ）を、テトラヒドロフラン（１２ｍＬ）及び２Ｍ－炭酸ナトリウム－水
溶液（４．２ｍＬ）中に溶解し、この溶液にtrans-ブロモ（Ｎ－コハク酸イミジル）ビス
（トリフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）［trans-PdBr(N-Succ)(PPh３)２］（２
７．５ｍｇ、１．０ｍｏｌ％）を加え、実施例１１と同様処理し、得られた残渣をシリカ
ゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（２０：１）溶液にて
溶出し、次いで常法水酸化カリウムによる加水分解を行い、目的化合物（２２ｂ）を、白
色固形物として０．７５ｇ（８５％）得た。
【０１００】
実施例１５：２－［４－（エチル－３－オキソブチル）－２－フルオロフェニル］プロピ
オン酸（２３）の製造
　無水炭酸カリウム（０．８６ｇ、６．２ｍｍｏｌ）のアセトン（４０ｍＬ）懸濁液中に
、攪拌下にエチル　２－エチルアセト酢酸エステル（０．５６ｍＬ、３．４５ｍｍｏｌ）
）を加えた。室温にて１５分間攪拌後、化合物（２０）（０．９５ｇ、３．４５ｍｍｏｌ
）を加え、反応混合物を１２時間還流した。冷却後、反応混合物を減圧濃縮し、残渣をジ
クロルメタン（５０ｍＬ）と処理し、有機層を重曹溶液及び食塩水で洗浄し、溶媒を留去
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した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸
エチル（７：２）溶液にて溶出し、次いで常法脱炭酸及び加水分解を行い、目的化合物（
２３）を、透明無色油状物として０．５５ｇ（４５％）得た。
【０１０１】
実施例１６：２－［２－フルオロ－４－（２－メチル－３－オキソぺンチル）フェニル］
プロピオン酸（２４）の製造
　化合物（２０）（０．７８ｇ、２．８２ｍｍｏｌ）、エチル　２－メチル－３－オキソ
ペンタン酸エステル（０．４６ｍＬ、２．８２ｍｍｏｌ）及び無水炭酸カリウム（０．７
０ｇ、５．１ｍｍｏｌ）のアセトン（４０ｍＬ）懸濁液中で実施例１５と同様に反応させ
、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチ
ル（７：２）溶液にて溶出し、次いで常法脱炭酸及び加水分解を行い、目的化合物（２４
）を、透明無色油状物として０．５３ｇ（５３％）得た。
【０１０２】
製造例３：中間体化合物［反応スキーム４の中間体］の製造
（ａ）ジエチル　２－（２，５－ジフルオロ－４－ニトロフェニル）－２－メチルマロン
酸エステル（２６ａ）の製造
　市販の２，４，５－トリフルオロニトロベンゼン（２５ａ）（５．０ｍＬ、４３．５ｍ
ｍｏｌ）、ジエチル　メチルマロン酸エステル（６．２ｍＬ、３６．１ｍｍｏｌ）及び水
酸化ナトリウム（１．５７ｇ、３９．１ｍｍｏｌ）のＤＭＦ（５５ｍＬ）溶液を、製造例
１の（ａ）と同様に反応させ、粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、
ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（１０：１）溶液にて溶出し、目的化合物（２６ａ）を、透明
褐色油状物として１１．０ｇ（７６％）得た。
【０１０３】
（ｂ）ジエチル　２－（２，６－ジフルオロ－４－ニトロフェニル）－２－メチルマロン
酸エステル（２６ｂ）の製造
　市販の３，４，５－トリフルオロニトロベンゼン（２５ｂ）（５．０ｍＬ、４２．８ｍ
ｍｏｌ）、ジエチル　メチルマロン酸エステル（６．１ｍＬ、３５．７ｍｍｏｌ）及び水
酸化ナトリウム（１．５４ｇ、３８．５ｍｍｏｌ）のＤＭＦ（５５ｍＬ）溶液を、製造例
１の（ａ）と同様に反応させ、粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、
ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（１０：１）溶液にて溶出し、目的化合物（２６ｂ）を、透明
褐色油状物として９．１ｇ（６３％）得た。
【０１０４】
（ｃ）２－（２，５－ジフルオロ－４－ニトロフェニル）プロピオン酸（２７ａ）の製造
　化合物（２６ａ）（１０．８ｇ、３２．６ｍｍｏｌ）の酢酸（３６ｍＬ）溶液を、濃硫
酸（１０ｍＬ）及び水（２６ｍＬ）を製造例１の（ｂ）と同様に処理し、黄色固形物とし
て６．２ｇ（８２％）得た。
　本品は精製することなく、次の反応に付した。
【０１０５】
（ｄ）２－（２，６－ジフルオロ－４－ニトロフェニル）プロピオン酸（２７ｂ）の製造
　化合物（２６ｂ）（７．８ｇ、２４．９ｍｍｏｌ）の酢酸（２８ｍＬ）溶液を、濃硫酸
（８．０ｍＬ）及び水（２０ｍＬ）を製造例１の（ｂ）と同様に処理し、黄色固形物とし
て４．９ｇ（８５％）得た。
　本品は精製することなく、次の反応に付した。
【０１０６】
（ｅ）メチル　２－（２，５－ジフルオロ－４－ニトロフェニル）プロピオン酸エステル
（２８ａ）の製造
　化合物（２７ａ）（６．２ｇ、２６．８ｍｍｏｌ）を、触媒量の濃塩酸（０．２４ｍＬ
）を含むメタノール（１２３ｍＬ）溶液に溶解し、製造例１の（ｃ）と同様に処理し、淡
黄色油状物として５．９ｇ（９０％）得た。
　本品は精製することなく、次の反応に付した。
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【０１０７】
（ｆ）メチル　２－（２，６－ジフルオロ－４－ニトロフェニル）プロピオン酸エステル
（２８ｂ）の製造
　化合物（２７ｂ）（３．６ｇ、１５．６ｍｍｏｌ）を、触媒量の濃塩酸（０．１４ｍＬ
）を含むメタノール（７２ｍＬ）溶液に溶解し、製造例１の（ｃ）と同様に処理し、淡黄
色油状物として３．４ｇ（８９％）得た。
　本品は精製することなく、次の反応に付した。
【０１０８】
（ｇ）メチル　２－（４－アミノ－２，５－ジフルオロフェニル）プロピオン酸エステル
（２９ａ）の製造
　化合物（２８ａ）（５．２ｇ、２１．２ｍｍｏｌ）のエタノール（９６ｍＬ）溶液に１
０％パラジウム－炭素（０．５２ｇ、１０％ｗ／ｗ）を加え、水素ガス気流下に、製造例
１の（ｄ）と同様に処理し、赤色油状物として３．５ｇ（８３％）得た。
　本品は精製することなく、次の反応に付した。
【０１０９】
（ｈ）メチル　２－（４－アミノ－２，６－ジフルオロフェニル）プロピオン酸エステル
（２９ｂ）の製造
　化合物（２８ａ）（３．４ｇ、１３．９ｍｍｏｌ）のエタノール（８０ｍＬ）溶液に１
０％パラジウム－炭素（０．３４ｇ、１０％ｗ／ｗ）を加え、水素ガス気流下に、製造例
１の（ｄ）と同様に処理し、赤色油状物として２．３ｇ（８４％）得た。
　本品は精製することなく、次の反応に付した。
【０１１０】
（ｉ）メチル　２－（４－ブロモ－２，５－ジフルオロフェニル）プロピオン酸エステル
（３０ａ）の製造
　化合物（２９ａ）（３．０ｇ，１３．９ｍｍｏｌ）の４０％臭化水素酸（８．０ｍＬ、
５４．４ｍｍｏｌ）溶液に、亜硝酸ナトリウム（１．１ｇ、１５．７ｍｍｏｌ）の水（１
７ｍＬ）溶液を０－５℃にて攪拌下に滴下した。室温に戻し、ＣｕＢｒ（１．１ｇ、１１
．２ｍｍｏｌ）及び９６％硫酸（０．１ｍＬ）を加え、混合物を１時間攪拌還流した。冷
却後、酢酸エチルで抽出し、得られた残留物をメタノール（５０ｍＬ）に溶解し、触媒量
の濃塩酸（０．１ｍＬ）を加え、３時間還流した。冷却後、溶媒を留去し、エーテル（５
０ｍＬ）で処理し、有機層を乾燥（硫酸ナトリウム）し、溶媒を留去した。得られた残渣
をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（４：１）溶
液にて溶出し、淡黄色液状物として３．０１ｇ（７３％）得た。
【０１１１】
（ｊ）メチル　２－（４－ブロモ－２，６－ジフルオロフェニル）プロピオン酸エステル
（３０ｂ）の製造
　化合物（２９ｂ）（６．７ｇ，３１．３ｍｍｏｌ）の４０％臭化水素酸（１８．４ｍＬ
、１２５ｍｍｏｌ）溶液に、亜硝酸ナトリウム（２．４ｇ、３３．８ｍｍｏｌ）の水（３
８ｍＬ）溶液、ＣｕＢｒ（２．５ｇ、１７．５ｍｍｏｌ）及び９６％硫酸（０．１ｍＬ）
を上記（ｉ）と同様処理し、更に、メタノール（１００ｍＬ）に溶解し、触媒量の濃塩酸
（０．２ｍＬ）を加え、同様処理し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ
ーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（４：１）溶液にて溶出し、淡黄色液状物として６
．１ｇ（７０％）得た。
【０１１２】
（ｋ）メチル　２－（２，５－ジフルオロ－４－メチルフェニル）プロピオン酸エステル
（３１ａ）の製造
　trans-ジブロモビス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）［trans-Pd(PPh３
)２Br２］（０．０４８ｇ、５．６ｍｏｌ％）の１，４－ジオキサン（３０ｍＬ）溶液に
、化合物（３０ａ）（３．０ｇ、１０．７ｍｍｏｌ）の乾燥１，４－ジオキサン（４ｍＬ
）溶液をアルゴン気流下に加えた。この混合物中に、ジメチル亜鉛（２Ｍ－トルエン溶液
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、１１．０ｍＬ，２２．０ｍｍｏｌ）をゆっくりと滴下し、反応混合物を４時間加熱還流
した。反応混合物を室温に冷却後、反応混合物にメタノール（４．０ｍＬ）を加え、ジエ
チルエーテルで希釈し、有機層を１Ｍ塩酸水溶液（３４ｍＬ）で洗浄し、乾燥（硫酸マグ
ネシウム）した。溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに
付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（４：１）溶液にて溶出し、無色液状物として３．３ｇ
（８３％）得た。
【０１１３】
（ｌ）メチル　２－（２，６－ジフルオロ－４－メチルフェニル）プロピオン酸エステル
（３１ｂ）の製造
　化合物（３０ｂ）（５．４ｇ、１９．３ｍｍｏｌ）、ジメチル亜鉛（２Ｍ－トルエン溶
液、３８．７ｍＬ，７７．４ｍｍｏｌ）及びtrans-ジブロモビス（トリフェニルホスフィ
ン）パラジウム（ＩＩ）［trans-Pd(PPh３)２Br２］（０．０８５ｇ、５．６ｍｏｌ％）
の１，４－ジオキサン（４０ｍＬ）溶液を上記（ｋ）と同様に処理し、得られた粗生成物
をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（４：１）溶
液にて溶出し、無色油状物として３．２ｇ（７７％）得た。
【０１１４】
（ｍ）メチル　２－［４－（ブロモメチル）－２，５－ジフルオロフェニル］プロピオン
酸エステル（３２ａ）の製造
　化合物（３１ａ）（３．３ｇ，１５．４ｍｍｏｌ）の四塩化炭素（１００ｍＬ）溶液を
、触媒量のアゾ（ビス）イソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）（０．０５ｇ、０．０２ｍｍｏ
ｌ）の存在下Ｎ－ブロモコハク酸イミド（ＮＢＳ）（３．３ｇ、１８．５ｍｍｏｌ）と処
理をした。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサ
ン／酢酸エチル（４：１）溶液にて溶出し、透明赤色油状物として４．８ｇ（９０％）得
た。
【０１１５】
（ｎ）メチル　２－［４－（ブロモメチル）－２，６－ジフルオロフェニル］プロピオン
酸エステル（３２ｂ）の製造
　化合物（３１ｂ）（２．３ｇ，１０．７ｍｍｏｌ）の四塩化炭素（７０ｍＬ）溶液を、
触媒量のＡＩＢＮ（０．０４ｇ、０．０２ｍｍｏｌ）の存在下ＮＢＳ（２．３ｇ、１２．
９ｍｍｏｌ）と処理をした。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに
付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（４：１）溶液にて溶出し、透明赤色油状物として２．
７ｇ（８６％）得た。
【０１１６】
実施例１７：２－［２，５－ジフルオロ－４－（２－オキソシクロペンチルメチル）フェ
ニル］プロピオン酸（３３ａ）の製造
　化合物（３２ａ）（４．８ｇ、１６．４ｍｍｏｌ）、メチル　２－オキソシクロペンタ
ンカルボン酸エステル（２．５ｍＬ、２１．９ｍｍｏｌ）及び無水炭酸カリウム（４．０
ｇ、２８．９ｍｍｏｌ）をアセトン（２００ｍＬ）中、実施例１５と同様に反応させた。
得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エ
チル（４：１）溶液にて溶出し、次いで常法脱炭酸及び加水分解を行い、目的化合物（３
３ａ）を、透明黄色油状物として３．５ｇ（６０％）得た。
【０１１７】
実施例１８：２－［２，６－ジフルオロ－４－（２－オキソシクロペンチルメチル）フェ
ニル］プロピオン酸（３３ｂ）の製造
　化合物（３２ｂ）（２．２ｇ、７．５ｍｍｏｌ）、メチル　２－オキソシクロペンタン
カルボン酸エステル（１．３ｍＬ、１１．３ｍｍｏｌ）及び無水炭酸カリウム（１．９ｇ
、１３．６ｍｍｏｌ）をアセトン（１００ｍＬ）中、実施例１５と同様に反応させた。得
られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチ
ル（４：１）溶液にて溶出し、次いで常法脱炭酸及び加水分解を行い、目的化合物（３３
ｂ）を、透明黄色油状物として１．７ｇ（６４％）得た。
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【０１１８】
製造例４：中間体化合物［反応スキーム５の中間体］の製造
（ａ）２－ブロモ－６－フルオロ－４－メチルベンズアルデヒド（３５）の製造
　化合物（３４）より、J. Med. Chem., 53, 7879 (2010) に記載の方法に準じたホルミ
ル化を行い、褐色油状物として得た（３８％）。
【０１１９】
（ｂ）２－ブロモ－６－フルオロ－４－メチルフェニル酢酸（３６）の製造
　上記で得た化合物（３５）を、J. Med. Chem., 53, 7879 (2010) に記載の方法に準じ
たWittig反応、ピリジニウム　フッ化クロム酸（ＰＦＣ）による酸化反応を行い、白色固
形物として得た（２段階で６０％）。
【０１２０】
（ｃ）メチル　２－（２－ブロモ－６－フルオロ－４－メチルフェニル）プロピオン酸エ
ステル（３７）の製造
　上記で得た化合物（３６）を、J. Med. Chem., 53, 7879 (2010) に記載の方法に準じ
たエステル化反応、α－メチル化反応を行い、透明黄色液状物として得た（２段階で６６
％）。
【０１２１】
（ｄ）メチル　１－［３－ブロモ－５－フルオロ－４－（１－メトキシ－１－オキソプロ
パン－２－イル）ベンジル］－２－オキソシクロペンタンカルボン酸エステル（３８）の
製造
　上記で得た化合物（３７）を、製造例２の（ｃ）と同様に、α－ブロム化反応、及びア
セト酢酸エステル化反応を行い、透明無色液状物として得た（２段階で５４％）。
【０１２２】
実施例１９：２－［２－ブロモ－６－フルオロ－４－｛（２－オキソシクロペンチル）メ
チル｝フェニル］プロパン酸（３９）の製造
　上記で得た化合物（３８）を用い、J. Med. Chem., 53, 7879 (2010) に記載の方法に
準じた脱炭酸、及び加水分解反応を行い、透明黄色液状物として得た（８６％）。
【０１２３】
実施例２０：２－｛３－フルオロ－４’－ヒドロキシ－５－［（２－オキソシクロペンチ
ル）メチル］ビフェニル－２－イル｝ブロモ－６－フルオロ－４－｛（２－オキソシクロ
ペンチル）メチル｝フェニル］プロピオン酸（４０）の製造
　上記で得た化合物（３９）を用い、Bioorg. Med. Chem., 19, 3299 (2011) に記載の方
法に準じ、４－ヒドロキシフェニルボロン酸とSuzuki-miyauraクロスカップリング反応を
行い、白色固形物として得た（３段階で４７％）。
【０１２４】
　上記の各製造例１～４で得られた各中間体化合物の化学構造式と、その物理的データを
下記表１～表５にまとめて示した。
　また、上記した各実施例により得た目的とする本発明の２－フルオロフェニルプロピオ
ン酸誘導体について、その化学構造式、性状、物理的データを下記表６～表１１中にまと
めて示した。
【０１２５】
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【表１】

【０１２６】
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【表２】

【０１２７】
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【表３】

【０１２８】
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【表４】

【０１２９】
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【表５】

【０１３０】



(30) JP 2013-133323 A 2013.7.8

10

20

30

40

50

【表６】

【０１３１】
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【表７】

【０１３２】
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【表８】

【０１３３】
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【表９】

【０１３４】
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【表１０】

【０１３５】
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【表１１】

【０１３６】
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試験例１：ヒト全血アッセイ（インビトロ）
　試験は、Inflamm. Res., 45: 68-74 (1996) に記載される方法に準じて行った。
Ａ：インビトロにおけるＣＯＸ－１アッセイ
　採血対象者は、少なくとも１週間以上にＮＳＡＩＤｓを服用しておらず、採取日に健康
である人を選択した。
　血液は、血液凝固抑制剤無添加で採取し、直後にアッセイに用いた。採取した血液を５
００μＬずつチューブ（Protein Lobingdin tube, Eppendorf Co. LTD., Tokyo, Janan）
に分注し、適切な溶媒（ＤＭＳＯ又はMilliＱ water）に溶解させた試験化合物２μＬ（
最終濃度：０．１μＭ－１０００μＭ）を添加し、３７℃／２４時間血液凝固が認められ
るまでインキュベーションした。
　インキュベーション後、サンプルを１２，０００×ｇ／５分間の遠心分離を行い、血清
を分離した。血中タンパクを除外するため、得られた血清１００μＬをエタノール４００
μＬに添加し、再び１２，０００×ｇ／５分間の遠心分離を行った。上清中のＴＸＢ２を
酵素免疫測定法（ＥＩＡ）kit［Cayman （Ann, Arbor, MI,USA）＃519031］を用いて定量
した。プロトコルは、付属のプロトコルに従った。
【０１３７】
Ｂ：インビトロにおけるＣＯＸ－２アッセイ
　採血対象者は、少なくとも１週間以上にＮＳＡＩＤｓを服用しておらず、採取日に健康
である人を選択した。
　血液は、ヘパリン処理が施された試験管（Venojectll blood collection tubes、テル
モ社製）に採取し、炎症性刺激物質であるリポポリサッカロイド（ＬＰＳ）［Sigma-Aldr
ich Japan Inc,＃L2880 from E. coli055:B5、最終濃度が１００μｇ／ｍＬとなるように
リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）で希釈した］を添加した。５００μＬずつチューブに分
注し、適切な溶媒（ＤＭＳＯ又はMilliＱ water）に溶解させた試験化合物２μＬ（最終
濃度：０．１μＭ－１０００μＭ）を添加し、ＣＯＸ－２を誘導するために３７℃／２４
時間インキュベーションした。
　インキュベーション後、サンプルを１２，０００×ｇ／５分間の遠心分離を行い、血清
を分離した。血中タンパクを除外するため、得られた血清１００μＬをエタノール４００
μＬに添加し、再び１２，０００×ｇ／５分間の遠心分離を行った。上清中のＰＧＥ２を
酵素免疫測定法（ＥＩＡ）kit［Cayman （Ann, Arbor, MI,USA）＃514040］を用いて定量
した。プロトコルは、付属のプロトコルに従った。
【０１３８】
統計解析法
　測定の値は、平均値±Ｓ.Ｅ.Ｍ.で表示した。
　テューキー検定（Tukey test）に続いて、一元或いは二元の分散分析（ＡＮＯＶＡ）に
より２グループ以上の間で評価を行った。
　２グループ間での評価は、Student's t-testに従い、有意差はｐ＜０．０５である。
【０１３９】
　結果を、表１２に示した。
【０１４０】
【表１２】
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【０１４１】
試験例２：胃潰瘍の形成及びカラゲニン惹起性浮腫に対する効果
Ａ：胃潰瘍の形成
　試験は、Biochem. Pharmacol., 67; 575-85 (2004) に記載の方法に従った。
　Wister系雄性ラット（体重：180-200g）を１８時間絶食させ、試験化合物を経口投与し
た。８時間後、胃を摘出し、胃内部に生じた潰瘍の面積を測定した。全ての潰瘍の面積を
合計し、潰瘍係数とした。結果を図１に示した。
【０１４２】
Ｂ：カラゲニン惹起性浮腫に対する効果
　試験は、Br. J. Pharmacol., 151; 285-91 (2007) に記載の方法に従った。
　Wister系雄性ラット（体重：180-200g）を１８時間絶食させ、試験化合物を経口投与し
た。１時間後、左足蹠皮下に１％カラゲニン（生理食塩水に溶解）１００μＬを注射し、
浮腫を惹起させた。
　カラゲニン投与前、投与後３時間及び６時間後の足容積を、Plethysmometerを用いて測
定した。
　なお、浮腫抑制率は、以下の計算による。
　　抑制率（％）＝100－(化合物投与時の浮腫容積／Vehicle投与時の浮腫容積)×100
　結果を図２に示した。なお、図２においてＡは投与後３時間後の抑制率、Ｂは６時間後
の抑制率を表す。
【０１４３】
　表１２、図１及び図２から以下のことが判明する。
　本発明化合物（１１ａ）、（１４）はロキソプロフェン（１）よりも選択的ＣＯＸ－２
活性阻害作用が弱いにもかかわらず抗炎症作用に優れ、胃潰瘍形成が著しく軽減された。
これは心筋梗塞などの心臓血管系へのリスクを回避するとともに胃傷害を軽減し、抗炎症
作用に優れていることを示す。また、本発明化合物（２１ａ）、（２２ａ）は胃傷害を顕
著に軽減しながら抗炎症作用がロキソプロフェン（１）と同程度であった。
【０１４４】
　これらの結果からも判明するように、本発明が提供する２－フルオロフェニルプロピオ
ン酸誘導体は、良好な消炎作用を示すものであると共に、副作用である潰瘍形成を生じな
いものであり、薬理作用と副作用の分離が良好に行われた化合物であることが判明する。
【０１４５】
製剤例１：錠剤
　　　化合物１１ａ　　　　　　　　　　　　５０ｍｇ
　　　乳糖　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｇ
　　　ヒドロキシプロピルセルロース　　　１５０ｍｇ
　　　ステアリン酸マグネシウム　　　　　　５０ｍｇ
　上記処方を基本とし、顆粒を調製後、打錠し重量３５０ｍｇの錠剤を、常法により調製
した。
【０１４６】
製剤例２：顆粒剤
　　　化合物１１ａ　　　　　　　　　　　　５０ｍｇ
　　　乳糖　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｇ
　　　トウモロコシデンプンルロース　　　１５０ｍｇ
　上記処方を基本とし、２００ｍｇ顆粒中有効成分５０ｍｇ含有の顆粒を常法により調製
した。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　以上記載のように、本発明が提供する２－フルオロフェニルプロピオン酸誘導体は、こ
れまで知られていない新規な化合物であると共に、従来のＮＳＡＩＤｓにみられた胃腸障
害等の副作用がなく、その上、臨床的に使用されているロキソプロフェンより抗炎症、鎮
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痛作用が強いものである。また、選択的ＣＯＸ-2活性阻害作用が低減されているので心筋
梗塞などの心臓血管系へのリスクを回避することができる。
　したがって、その安全域が大きいことから、ヒトに対して安全に使用できる点で、極め
て有効なものであり、産業上の貢献度は多大なものである。

【図１】 【図２】
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