(57)【要約】
【解決手段】下記の式
【化１】

（式中の各記号は明細書記載のものと同義である。）で
示されるピラゾロン誘導体、その生理的に許容される
塩、その任意の水和物又は溶媒和物、その任意の水和物
の生理的に許容される塩、並びにその任意の溶媒和物の
生理的に許容される塩を有効成分とする放射線障害の予
防剤。
【効果】本発明の化合物は、急性放射線障害や晩発性放
射線障害等の予防に有用である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】下記の式（Ｉ）
【化１】

1

（式中、Ｒ は水素原子、アリール、炭素数１〜５のア
ルキル又は総炭素数３〜６のアルコキシカルボニルアル
2
キルを表し、Ｒ は、水素原子、アリールオキシ、アリ
ールメルカプト、炭素数１〜５のアルキル又は１〜３の
1
2
ヒドロキシアルキルを表し、あるいは、Ｒ 及びＲ は、
3
共同して炭素数３〜５のアルキレンを表し、Ｒ は水素
原子、炭素数１〜５のアルキル、炭素数５〜７のシクロ
アルキル、炭素数１〜３のヒドロキシアルキル、ベンジ
ル、ナフチル又はフェニル、又は炭素数１〜５のアルコ
キシ、炭素数１〜３のヒドロキシアルキル、総炭素数２
〜５のアルコキシカルボニル、炭素数１〜３のアルキル
メルカプト、炭素数１〜４のアルキルアミノ、総炭素数
２〜８のジアルキルアミノ、ハロゲン原子、トリフルオ
ロメチル、カルボキシル、シアノ、水酸基、ニトロ、ア
ミノ、及びアセトアミドからなる群から選ばれる同一若
しくは異なる１〜３個の置換基で置換されたフェニルを
表す。）で示されるピラゾロン誘導体、その生理的に許
容される塩、その任意の水和物又は溶媒和物、その任意
の水和物の生理的に許容される塩、並びにその任意の溶
媒和物の生理的に許容される塩を有効成分として含む放
射線障害予防剤。
【請求項２】３−メチル−１−フェニル−２−ピラゾリ
ン−５−オン、その生理的に許容される塩、その任意の
水和物又は溶媒和物、その任意の水和物の生理的に許容
される塩、並びにその任意の溶媒和物の生理的に許容さ
れる塩を有効成分として含む放射線障害予防剤。
【請求項３】放射線障害が急性局所性放射線障害、急性
全身性放射線障害、晩発性局所性放射線障害、晩発性全
身性放射線障害からなる群より選ばれる１又は２以上の
放射線障害である請求項１又は２いずれかに記載の予防
剤。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】本発明は、放射線被曝事故や
放射線治療による放射線障害の予防に有用な医薬に関す
るものである。
【従来の技術】電離放射線によって生体が受ける障害
は、急性障害と晩発性障害にわけることができる。全身
被爆時の急性障害では、脱毛や皮膚の炎症などの表皮所
見とともに、３〜８Ｇｙでは骨髄造血器系の障害、１０
〜１００Ｇｙでは消化管の障害により、多臓器における
出血、感染症などを伴ってそれぞれ約３週間、数日で死
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亡する。さらに１００Ｇｙ以上の高線量での被爆では中
枢神経系の障害により、意識障害を起こし、数時間以内
に死亡する。放射線障害の急性期を乗り越えても、晩発
性の障害が発症する場合も有る。現在これらの障害を予
防する有効な方法はない。また癌に対する放射線治療に
おいても、上記のような放射線障害の発生を予防するた
めに、癌病巣に線量を集中させて周囲の正常組織の被爆
を減少させているが、逆にこの正常組織の障害防止のた
めに治療線量が制限されていると言っても過言ではな
い。しかし、治療線量の制限を行わず、これらの放射線
障害を予防することができる薬剤は知られておらず、そ
の開発が切望されている（Ｈａｕｅｒ−Ｊｅｎｓｅｎ，
Ｍ．ｅｔ ａｌ．，Ａｃｔａ Ｏｎｃｏｌｏｇｉｃａ，
２９，４０１，１９９０、Ｇｅｒａｃｉ，ｊ．Ｐ．ｅｔ
ａｌ．，ＲａｄｉａｔｉｏｎＲｅｓｅａｒｃｈ，１２
９，６１，１９９２、Ｂｒｏｏｋ，ｉ．ｅｔ ａｌ．，
Ｍｉｌｉｔａｒｙ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，１５７，１３
０，１９９２、Ｋｏｋｕｎａｉ，ｔ．ｅｔ ａｌ．，Ｎ
ｅｕｒｏｌｏｇｉａ Ｍｅｄｉｃｏ−Ｃｈｉｒｕｒｇｉ
ｃａ，３０，３６，１９９０、Ｆａｊａｒｄｏ，ｌ．
Ｆ．，Ｓｅｍｉｎａｒｓ ｉｎ Ｒｏｅｎｔｇｅｎｏｌ
ｏｇｙ，２８，２９７，１９９３）。
【０００１】一方、下式（Ｉ）
【化２】
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（式中、Ｒ は水素原子、アリール、炭素数１〜５のア
ルキル又は総炭素数３〜６のアルコキシカルボニルアル
2
キルを表し、Ｒ は、水素原子、アリールオキシ、アリ
ールメルカプト、炭素数１〜５のアルキル又は１〜３の
1
2
ヒドロキシアルキルを表し、あるいは、Ｒ 及びＲ は、
3
共同して炭素数３〜５のアルキレンを表し、Ｒ は水素
原子、炭素数１〜５のアルキル、炭素数５〜７のシクロ
アルキル、炭素数１〜３のヒドロキシアルキル、ベンジ
ル、ナフチル又はフェニル、又は炭素数１〜５のアルコ
キシ、炭素数１〜３のヒドロキシアルキル、総炭素数２
〜５のアルコキシカルボニル、炭素数１〜３のアルキル
メルカプト、炭素数１〜４のアルキルアミノ、総炭素数
２〜８のジアルキルアミノ、ハロゲン原子、トリフルオ
ロメチル、カルボキシル、シアノ、水酸基、ニトロ、ア
ミノ、及びアセトアミドからなる群から選ばれる同一若
しくは異なる１〜３個の置換基で置換されたフェニルを
表す。）で表されるピラゾロン誘導体については、発明
者の知る限り、医薬の用途として、脳機能正常化作用
（特公平５−３１５２３号公報）、過酸化脂質生成抑制
作用（特公平５−３５１２８号公報、例１の化合物）、
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抗潰瘍作用（特開平３−２１５４２５号公報）、及び血
糖上昇抑制作用（特開平３−２１５４２６号公報）が知
られている。しかしながら、これらの各刊行物には、こ
の化合物が放射線障害予防剤として有用であることは、
示唆ないし教示されていない。また、上記式（Ｉ）の化
合物は、２００１年６月以来、脳保護剤（一般名「エダ
ラボン」、商品名「ラジカット」：三菱ウェルファーマ
株式会社製造・販売）として上市されているが、この化
合物が放射線傷害の予防に有用であるという報告は未だ
かってなされていない。
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【０００２】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、放射線被曝
や放射線治療に伴う障害、より具体的には急性局所性放
射線障害、急性全身性放射線障害、晩発性局所性放射線
障害、晩発性全身性放射線障害の予防剤を提供すること
を目的とする。
【０００３】
【課題を解決するための手段】本発明者は上記の課題を
解決すべく鋭意努力した結果、従来、脳保護作用を有す
ることが知られていたピラゾロン誘導体、その生理的に 20
許容される塩、その任意の水和物又は溶媒和物、その任
意の水和物の生理的に許容される塩、並びにその任意の
溶媒和物の生理的に許容される塩を有効成分として含む
医薬組成物が放射線障害の予防に有用であることを見出
し、本発明を完成するに至った。
【０００４】すなわち本発明は、以下の予防剤に関す
る。
（１）下記の式（Ｉ）
【化３】
30

（式中、各記号は前記と同義である。）で示されるピラ
ゾロン誘導体、その生理的に許容される塩、その任意の
水和物又は溶媒和物、その任意の水和物の生理的に許容
される塩、並びにその任意の溶媒和物の生理的に許容さ
れる塩を有効成分として含む放射線障害の予防剤。
40
（２）３−メチル−１−フェニル−２−ピラゾリン−５
−オン、その生理的に許容される塩、その任意の水和物
又は溶媒和物、その任意の水和物の生理的に許容される
塩、並びにその任意の溶媒和物の生理的に許容される塩
を有効成分として含む放射線障害の予防剤。
（３）放射線障害が急性局所性放射線障害、急性全身性
放射線障害、晩発性局所性放射線障害、晩発性全身性放
射線障害からなる群より選ばれる１又は２以上の放射線
障害である請求項１又は２いずれかに記載の予防剤。
【０００５】本発明の放射線障害予防剤に含有される上 50
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記式（Ｉ）の化合物は、合目的な任意の方法により合成
することができ、好ましい方法の例としては特開昭６２
−１０８８１４号公報に記載されている方法が挙げられ
る。
【０００６】本発明の放射線障害予防剤の有効成分とし
ては、遊離形態の上記式（Ｉ）の化合物を用いてもよい
が、その生理的に許容される塩、その任意の水和物又溶
媒和物、その任意の水和物の生理的に許容される塩、並
びにその任意の溶媒和物の生理的に許容される塩を用い
ることもできる。なお、上記化合物には特公平５−３１
５２３号公報第５欄上段の化学構造式に示されるような
互変異性体（下式（Ｉ ）又は（Ｉ
））が存在する
が、本発明の医薬の有効成分には、これらの異性体のす
べてが包含されることはいうまでもない。
【化４】

【０００７】上記化合物の塩としては、酸付加塩又は塩
基付加塩を用いることができる。例えば、塩酸塩、硫酸
塩、臭化水素酸塩、若しくはリン酸塩などの鉱酸塩；メ
タンスルホン酸塩、パラトルエンスルホン酸塩、酢酸
塩、シュウ酸塩、クエン酸塩、リンゴ酸塩、若しくはフ
マル酸塩などの有機酸塩；ナトリウム塩、カリウム塩、
若しくはマグネシウム塩などの金属塩；アンモニウム
塩；又は、エタノールアミン若しくは２−アミノ−２−
メチル−１−プロパノールなどの有機アミン塩などを用
いることができるが、生理的に許容されるものであれば
塩の種類は特に限定されることはない。
【０００８】本発明の放射線障害予防剤の投与形態は特
に制限されず、経口的・非経口的に投与することができ
る。好ましくは、非経口的に、注射あるいは点滴により
静脈内に投与すればよい。本発明の放射線障害予防剤と
して有効成分である前記式（Ｉ）の化合物、その生理的
に許容される塩、その任意の水和物又は溶媒和物、その
任意の水和物の生理的に許容される塩、並びにその任意
の溶媒和物の生理的に許容される塩の内、１種又は２種
以上をそのまま患者に投与してもよいが、好ましくは、
有効成分と薬理学的及び製剤学的に許容しうる添加物を
加え、当業者に周知な形態の製剤として提供されるべき
である。薬理学的及び製剤学的に許容しうる添加物とし
ては、例えば、賦形剤、崩壊剤ないし崩壊補助剤、結合
剤、滑沢剤、コーティング剤、色素、希釈剤、基剤、溶
解剤ないし溶解補助剤、等張化剤、ｐＨ調節剤、安定化
剤、噴射剤、及び粘着剤等を用いることができる。経口
投与に適する製剤の例としては、例えば、錠剤、カプセ
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ル剤、散剤、細粒剤、顆粒剤、液剤、又はシロップ剤等
を挙げることができ、非経口投与に適する製剤として
は、例えば、注射剤、点滴剤、又は坐剤などを挙げるこ
とができる。
【０００９】経口投与に適する製剤には、添加物とし
て、例えば、ブドウ糖、乳糖、Ｄ−マンニトール、デン
プン、又は結晶セルロース等の賦形剤；カルボキシメチ
ルセルロース、デンプン、又はカルボキシメチルセルロ
ースカルシウム等の崩壊剤又は崩壊補助剤；ヒドロキシ
プロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ポリビニルピロリドン、又はゼラチン等の結合
剤；ステアリン酸マグネシウム又はタルク等の滑沢剤；
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、白糖、ポリエチ
レングリコール又は酸化チタン等のコーティング剤；ワ
セリン、流動パラフィン、ポリエチレングリコール、ゼ
ラチン、カオリン、グリセリン、精製水、又はハードフ
ァット等の基剤を用いることができる。注射あるいは点
滴用に適する製剤には、注射用蒸留水、生理食塩水、プ
ロピレングリコール等の水性あるいは用時溶解型注射剤
を構成しうる溶解剤又は溶解補助剤；ブドウ糖、塩化ナ
トリウム、Ｄ−マンニトール、グリセリン等の等張化
剤；無機酸、有機酸、無機塩基又は有機塩基等のｐＨ調
節剤等の製剤用添加物を用いることができる。
【００１０】注射あるいは点滴用に適する製剤には、注
射用蒸留水、生理食塩水、プロピレングリコール等の水
性あるいは用時溶解型注射剤を構成しうる溶解剤又は溶
解補助剤；ブドウ糖、塩化ナトリウム、Ｄ−マンニトー
ル、グリセリン等の等張化剤；無機酸、有機酸、無機塩
基又は有機塩基等のｐＨ調節剤等の製剤用添加物を添加
してもよい。なお、上記の式（Ｉ）の化合物を有効成分
とする脳保護剤（点滴剤）が、すでに臨床において使用
されているので（一般名「エダラボン」、商品名「ラジ
カット」：三菱ウェルファーマ株式会社製造・販売）、
本発明の放射線障害予防・治療剤として、上記市販製剤
をそのまま用いることができる。
【００１１】本発明の放射線障害予防剤の適用対象とし
ては、例えば、原発事故や核爆発などによる全身性の放
射線被曝に起因する急性及び／又は晩発性放射線障害、
あるいは、癌治療等の医療目的での放射線照射又は放射
線被曝事故などによる局所性の放射線被曝による急性及
び／又は晩発性放射線障害などを挙げることができる。
これらのうち、局所性又は全身性の晩発性放射線障害の
予防に用いることが好ましい。
【００１２】本明細書において、放射線治療の治療期に
は、最初の放射線照射に先立つ治療準備期間、最初の放
射線照射から最後の放射線照射までの全期間、又は、上
記全期間中の任意の１又は２以上の期間若しくは日が含
まれる。例えば、最初の放射線照射に先立って本発明の
医薬を投与することは、放射線治療に起因する放射線障
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害の予防のために好ましい。また、上記治療期の放射線
照射スケジュールに合わせて間歇的に本発明の医薬を投
与することも好ましい。
【００１３】本発明の放射線障害予防剤の投与量は特に
限定されず、投与形態や、患者の年齢、急性又は晩発性
放射線障害の程度や症状、年齢、体重等の条件に応じて
適宜選択することができる。本発明の医薬の投与量は、
放射線障害の予防の目的、患者の年齢や状態などの条件
に応じて適宜選択可能であるが、一般的には、成人に対
して０．０１〜１００ｍｇ／ｋｇ程度を注射又は点滴に
より投与するか、０．１〜１００ｍｇ／ｋｇ程度を経口
的に投与することが好ましい。注射により投与する場合
には、例えば、特開昭６３−１３２８３３号公報に記載
された注射剤などを用いることが好適である。本発明の
放射線障害予防剤を被爆の可能性が予想される場合など
で急性放射線障害の予防として用いる場合には、３０分
前から前投与を開始し数回連続投与することが好まし
い。また、晩発性放射線障害の予防的投与としては、被
爆が明らかになった時点から可及的速やかに投与を開始
し、以後１週間に１回の投与を数ヶ月間行うことが好ま
しい。
【００１４】なお、本発明の医薬の有効成分である上記
化合物は安全性が高く（マウス腹腔内投与 ＬＤ50 ２０
１２ｍｇ／ｋｇ；ラット経口投与ＬＤ50 ３，５００ｍ
ｇ／ｋｇ: Ｒｅｇｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｔｏｘｉｃ Ｅｆ
ｆｅｃｔｓ ｏｆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｓｕｂｓｔａｎ
ｃｅｓ，１９８１−１９８２）、発癌性もないことが証
明されている（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｎｃｅｒ Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｅ Ｒｅｐｏｒｔ，８９，１９７８）。
【００１５】
【実施例】以下、実施例により本発明をさらに具体的に
説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されること
はない。
【００１６】合成例：１−フェニル−３−メチル−２−
ピラゾリン−５−オンの合成
エタノール５０ｍｌ中にアセト酢酸エチル１３．０ｇ及
びフェニルヒドラジン１０．８ｇを加え、３時間還流攪
拌した。反応液を放冷後、析出した結晶をろ取し、エタ
ノールより再結晶して、表題の化合物１１．３ｇを無色
結晶として得た。
収率 ６７％
融点 １２７．５〜１２８．５℃
【００１７】実験例１
以下の通りマウスを５群に分け、１−フェニル−３−メ
チル−２−ピラゾリン−５−オンを照射前又は照射後に
腹腔内投与した、エックス線８．０Ｇｙを全身照射し、
生存期間をエンドポイントとして評価した。
【表１】

(5)
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【００１８】結果を図１（表１中に示した「図中の記
＊ −フェニル−３−メチル−２−ピラゾリン−５−オンが
号」が図１中の各群に相当する。）に示した。なお、生 10 放射線障害の予防に有効であることが示唆された。
存率（％）＝（生存数／１０）×１００である。図１か
【００１９】
ら明らかなように、照射後３０日まで観察したが照射３
【図面の簡単な説明】
０分前に１−フェニル−３−メチル−２−ピラゾリン−
【図１】表１に示した各群に対し、放射線照射後から３
５−オン３００ｍｇ／ｋｇと４５０ｍｇ／ｋｇを投与し
０日間の生存率をグラフにしたものである。
た群では対照群に比べて明らかな生存率の改善が認めら
【００２０】
れた。特に４５０ｍｇ／ｋｇ投与群は照射後３０日でも
【発明の効果】本発明の医薬は放射線障害の予防に有用
８０％が生存し、著しい効果を認めた。この結果より１＊
である。
【図１】
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