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量子化学的手法に基づく非イオン性ヨード製剤の薬剤物性解析

今井 國治

X 線造影剤は血管内治療後の判定や腫瘍性病変の質的診断を行う上で欠か
すことのできない検査薬であり、現在、これらを目的とする造影検査では、主
に非イオン性ヨード製剤が使用されている。この造影剤の基本構造は
triiodobenzene 誘導体で、側鎖に水酸基（-OH）やアミノ基（-NH2）を多く含
む分子構造となっている。一般に、水酸基やアミノ基は親水基として知られて
おり、これらが分子内に多く存在すると、水溶性が高まると言われている。ま
た、造影特性に視点を置いた場合、ヨード含有量が高いほど造影能は高くなる
と考えられており、これを高濃度にするには高い水溶性を示すことが必要とな
る。このことから、非イオン性ヨード製剤の水溶性は造影能と深く関連する薬
剤物性であると言える。

以前、筆者は名古屋大学医学部附属病院との共同研究で、造影能はヨード含
有量だけに左右されるのではなく、造影剤の分子構造に関わる物性量も、その
支配的要因であることを明らかにした。図⚑は非イオン性ヨード製剤における
造影能の違いを分子構造の違いに基づいてメタ解析した結果であり、ここでは
造影能の違いを CT 値の比と定義した。この検討で使用した CER（Contrast
Enhancement Ratio）は、

⛶ 分子構造の異なる⚒種類の非イオン性ヨード製剤を考え、どちらの造影
剤が X 線光子と衝突し易いか。

⛷ X 線光子が造影剤分子と衝突した際、ヨードに吸収される確率はどの程
度違うのか。

⛸ ヨード含有量は何倍違うのか。
と言う考えに基づいて導出した理論値であり、これを算出する際に使用した理
論式は⑴式で与えられる。式中のIA/IBは造影剤の分子構造の違いを反映し
た物性量となっており、非イオン性ヨード製剤の分子量から算出できる。
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IA、IB：造影剤 A 及び B におけるヨード重量比
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図⚑ 非イオン性ヨード製剤における造影能の違い

図⚒ 各時相における造影能の違いと理論値との関係

IA、IB：造影剤 A 及び B のヨード濃度（mg/ml)
l IA、l IB：造影剤 A 及び B の血中ヨード容量（ml)
この図からわかるように、実測値と CER とはよく一致した。さらに、これと
同様の検討を脳血管 DSA 画像に対して行ったところ、図⚒に示すように、ど
の時相においても両者はよく一致した。（この場合の造影能の違いは平均 pixel
値の比と定義した。）特に、この結果はヨード含有量だけでなく、造影剤の分子
構造の違いを考慮しなければ、説明できない代表的な事例である。このように、
非イオン性ヨード製剤の分子構造も、造影能を支配する物理的要因であること
を示したが、これらの解析で明らかにした造影能の違いは、非イオン性ヨード
製剤が有する本質的な造影能の違いを表したものであり、実際の X 線血管造
影検査では、血管内における造影剤の動態特性も造影能に影響を及ぼす要因で
あると考えられる。図⚓は脳血管 DSA 画像における総 pixel 値の経時変化を
示したものであり、この検討では、iopamidol、iohexol、及び iodixanol を解析対
象とした。動脈相では、造影剤の種類による動態特性の違いが認められたが、
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図⚓ 脳血管 DSA 画像における総 pixel 値の経時変化

図⚔ 脳血管のコンパートメントモデル

毛細血管相以降ではほぼ同じ特性となった。一般に、造影剤の動態特性に影響
を与える物理的要因として、粘性が挙げられる。そこで、動脈相における動態
特性の違いは粘性に起因するのではないかと言う仮定の下、図⚔に示すコン
パートメントモデルを用いて薬物動態解析を実施した。その結果、図⚓の実線
で示した結果が得られ、動脈相では、非イオン性ヨード製剤の粘性が薬物動態
特性を支配する要因であることが示された。これに対し、毛細血管相では、図
⚕に示したように、赤血球の変形に伴うレオロジー特性がその主な支配要因と
なり、この血管相での薬物動態特性が、これ以降の特性を律速しているのでは
ないかと考察した。

このように筆者が所属する研究室では、薬剤物性の視点から造影能について
検討しており、⑴式に示した造影能の理論式をはじめ、これまでにない新たな
知見を報告してきた。しかし、水溶性や粘性と言った特性が、なぜ、非イオン
性ヨード製剤の種類によって異なるのかと言った議論までには至っていない。
そこで、新たな試みとして、量子化学的手法（現在、創薬の分野で用いられる
in silico 解析の一手法）による薬剤物性解析を実施した。今回、その一部ではあ
るが、この紙面においてその解析結果を紹介したいと思う。

本稿で議論する非イオン性ヨード製剤は、iopamidol、iomeprol、iopromide、
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表⚑ 非イオン性ヨード製剤の物性値

Contrast
Medium

Molecular
Formula

Molecular
Weight

Octanol/Water
Partition Coefficient

Viscosity
（37℃）

iopamidol C17H22I3N3O8 777 0.0019 4.5

iomeprol C17H22I3N3O8 777 0.0030 4.3

iopromide C18H24I3N3O8 791 0.0035 4.6

ioversol C18H24I3N3O9 807 0.0004 5.5

iohexol C19H26I3N3O9 821 0.0008 5.7

図⚕ 非イオン性ヨード製剤の動態特性に関する模式図

ioversol、iohexol の⚕種類であり、すべて単量体造影剤である。これらは、そ
れぞれ、イオパミロン（バイエル薬品）、イオメロン（エイザイ）、プロスコー
プ（田辺製薬）、オプチレイ（富士薬品）、オムニパーク（第一三共）の主成分
として広く知られており、その主な物性値は表⚑に示す通りである。

今回実施する薬剤物性解析は、Schrödinger の波動方程式（⑵式）に基づく理
論 解 析 で あ る。通 常、多 電 子 原 子 や 分 子 を 対 象 と す る 場 合、Born-
Oppenheimer 近似、つまり、原子核の位置は固定されていると言う近似のもと
で理論解析が行われている。そこで、本解析でもこの近似を用いることにし、
さらに、その解も厳密解として与えられないため、Hartree-Fock 法を使用して、
STO-3G のレベルで近似解を求めることにした。
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i()、i()、j()：電子  及び、 の波動関数
i：エネルギー固有値

F()：エルミート演算子

h：ハミルトニアン

J j：クーロン演算子

K j：交換演算子
r ：電子  と  との距離

既述したように、非イオン性ヨード製剤の水溶性と造影能との間には密接な
関係がある。このことから、非イオン性ヨード製剤の水溶性に関して詳細な検
討を行うことは、造影能を把握する上で、非常に重要となる。一般に、水分子
は極性分子として知られており、水素結合により水分子のネットワークを形成
している。（通称、水ネットワークと呼ばれている。）そのため、非イオン性ヨー
ド製剤が水に溶け込むには、静電気的な引力（クーロン力）である水素結合を
切断する必要があり、これを可能にする物理的条件の一つとして、非イオン性
ヨード製剤も極性分子であることが挙げられる。実際、非イオン性ヨード製剤
が水溶性であることから、その可能性は極めて高く、造影剤の種類によって水
溶性が大きく異なっていることも考慮に入れると、極性の物理指標である電気
双極子モーメントに何らかの影響が現れているのではないかと考えられる。こ
のことから、Schrödinger の波動方程式をもとに、各造影剤分子の電気双極子
モーメントを解析すれば、非イオン性ヨード製剤が、どの程度、水に溶解する
かと言った議論が可能になる。しかし、室温状態では、側鎖が様々な立体配座
をとるため、電気双極子モーメントは複数存在し、これらを全て推定すること
は困難である。そこで、側鎖の立体配座が Boltzmann 分布（基本的には Gauss
分布と等価）に従うと言う量子力学的性質を利用して、電気双極子モーメント
の解析を行うことにした。図⚖は iopamidol における電気双極子モーメントの
normal plot である。iopamidol はどの立体配座においても、電気双極子モーメ
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図⚖ 電気双極子モーメントの normal plot
図⚗各造影剤の水/オクタノール分配係数

ントを有しており、その大きさは正規確率紙上で直線的な分布となった。これ
は電気双極子モーメントが Boltzmann 分布に従っていることを間接的に示し
ており、この傾向は iomeprol、iopromide、ioversol、iohexol でも得られた。こ
れに対し、疎水性を有する triiodobenzene は、常に、電気双極子モーメントを
持たない分子構造となっていた。このことから、triiodobenzene は無極性分子
であり、その誘導体である iopamidol、iomeprol、iopromide、ioversol、iohexol
は極性分子であることが示された。また、各造影剤分子に対する normal plot
から、⑶式を用いて電気双極子モーメントの平均及び分散を算出したところ、
平均にはほとんど違いはなかったが、分散については明らかな差異が認められ
た。

－1(F(x))＝x
－

 ⑶

－1(F(x))：累積確率 F(x)に対する逆正規分布関数値
：電気双極子モーメントの平均
：電気双極子モーメントの標準偏差
通常、薬剤の水溶性や脂溶性を比較・検討する際、水/オクタノール分配係数が
用いられており、この値が低いほど、水溶性が高いと言われている。そこで、
電気双極子モーメントの分散と水/オクタノール分配係数との関係を求めた。
図⚗に示すように、電気双極子モーメントの分散が大きくなるに従って、水/オ
クタノール分配係数は低くなった。このような結果が得られた理由として、

⛶ 分散が大きいほど、大きな電気双極子モーメントを持つ可能性が高くな
り、この確率的要因が水ネットワークの切断に大きく関与している。

⛷ 分散の増大に伴い小さな電気双極子モーメントを持つ可能性も高くなる
が、その大きさは水分子の電気双極子モーメント（1.85Debye）に近づ
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図⚘ 各造影剤に対する粘稠度 図⚙ 分子量と粘稠度の関係

くため、水ネットワークになじみ易くなる。
と言った考察が可能であるが、どちらにしても、電気双極子モーメントが水溶
性を支配していると言う考え方で、この結果の定性的な説明がつく。以上のこ
とから、非イオン性ヨード製剤の水溶性は、電気双極子モーメントと密接に関
連することが明らかとなった。

また、粘性も造影剤分子間の相互作用に起因する物理特性であることから、
電気双極子モーメントの大きさが深く関与していると考えられる。したがっ
て、粘性の物理指標である粘稠度も、水/オクタノール分配係数の場合と同様、
iopromide、iomeprol、iopamidol、iohexol、ioversol の順に高くなると考えられ
る。しかし、実際は図⚘に示す通りで、厳密にはこの順番通りに粘稠度は高く
なっておらず、粘性に関しては、他の分子間相互作用も効果的に働いていると
考えられる。一般に、分子間相互作用は電気双極子間のクーロン力だけでなく、
van der Waals 力や London 分散力と言った静電力とも深く関連していると言
われている。また、van der Waals 力の大きさについては、電気双極子間相互
作用の1/10程度であり（London 分散力は van der Waals 力よりもさらに小さ
い）、分子量と正の相関があると言われている。そこで、分子量と粘稠度との関
係を求めたところ、図⚙のような結果が得られ、非イオン性ヨード製剤の粘性
は、電気双極子間相互作用や van der Waals 力と言った分子間力に支配されて
いることが示された。

以上のことから、非イオン性ヨード製剤の水溶性や粘性は、電気双極子間相
互作用や van der Waals 力を起源とする薬剤物性であることが明らかとなり、
これらの根源となる静電気的な引力は、造影剤の分子構造に由来する軌道電子
の局在化と密接に関連することが示唆された。

今回、研究背景として、これまで当研究室が行ってきた非イオン性ヨード製
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剤の造影能に関する研究成果を紹介し、本論において、その造影能に影響を及
ぼす薬剤物性についての量子化学的見解を与えた。ここで示した解析結果が臨
床的にどのような価値があるかについては定かではないが、造影剤の基礎研究
及び開発を行っていく上で、有益な情報になるのではないかと筆者は考えてい
る。今後は、生体に近い状況下で、量子化学的手法による薬剤物性解析を推し
進めていく予定である。最後に、このような執筆機会を与えて下さった名古屋
大学名誉教授佐久間貞行先生に心より感謝いたします。なお、この研究の一部
は、名古屋大学医学部生命倫理委員会の承認を受けて行われた。

（名古屋大学大学院医学研究科医療技術学専攻医用量子科学講座教授）
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