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Figure 1―Chemical structure of nitrendipine 

(ethyl methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl- 

4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate). 

1,4-dihydropyridine 骨格を持つ分子 

：カルシウム拮抗剤として用いられる  

NTDは３つのmodificationをもつが、構造は明らかになっていない 

⇒ラセミ体の個体状態と多形での分子パッキングは分析化学的に重要である 
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細胞膜上のカルシウムチャネルに結合し、細胞内
へのカルシウムイオン流入を阻害する薬剤 



EXPERIMENTAL 
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Thermoanalytical Method 

• 偏光サーマルマイクロスコープ 

• DSC 

Spectroscopic Method 

• FT-IR 

X-ray Diffraction Method 

• X線構造解析 

示差走査熱量測定 DSC (Differential Scanning Calorimetry) 

試料及び基準物質を加熱(冷却)によって調節しながら等しい条件下におき、この２つの間の熱量の差を計測 

用途 

・ガラス転移温度の測定 

・融解等の相変化の測定 

・結晶転移等の二次転移の   

 測定    

・反応熱、転移熱の定量    

・比熱の測定 
試料および基準物質の温度を一定のプログラムに
従って変化させながら、その試料および基準物質の
温度差を、単位時間あたりの熱エネルギー(熱流速)

へと変換し、これを温度の関数として測定しているもの。 

入力補償DSC 

:試料と基準物質の温度を、一定のプログラムに従って
変化させながら、その試料および基準物質の温度が
等しくなるように、両者に加えた単位時間あたりの熱エ
ネルギーの入力差(補償エネルギー)を温度の関数とし
て測定しているもの。 

熱流速DSC 



RESULT 
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Figure 2-Micrograph of a crystal film of RS-mod. I-

III of NTD (60ºC, polarized light). 

■Thermoanalysis of the Modifications of the Racemate (RS-mod.) 

mod. I : 市販のNTD 

En-mod. : 光学活性体 

RS-mod. :ラセミ体 

RS-mod. I (mp. 156-158.5ºC)を融解 

⇒ガラス状の個体に結晶化 

  
• 90ºCでアニーリング 

層状結晶 +  針状結晶(RS-mod. I) 

 

• アニーリング後、急冷 

  60- 75ºCでアニーリング: RS-mod. II 
(細かいクラックのある球状結晶) 

  80-90ºCでアニーリング: RS-mod. III  
（網目状のクラックを持つザラザラした板状結晶) 

 

室温で数日静置 

室温下でゆっくり 

90ºC以上で急激 
RS-mod. II 

RS-mod. III 
⇒ RS-mod. I  
転移 

準安定形 安定形 

※アニーリング：サンプル溶融後、高温状態  

 を保持した状態で結晶化させる 
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Figure 3 - DSC curves of different crystal forms of RS-NTD: 

a, commercial product;  

b, melt annealed and crystallized by 75ºC, 24 h;  

c, melt annealed and crystallized by 90 ºC, 22 h;  

d, melt annealed and incompletely crystallized by 60ºC, 20 h;  

P1, glass transition point;  

P2, crystallization and exothermic transition;  

P3, melting peak of RS-mod. III; 

P4, melting peak of RS-mod. II, inhomogeneous melting;  

P5, crystallization of RS-mod. I;  

P6, melting peak as a result of the deviation of the 50%-axis; 

P7, melting peak of RS-mod. I. 
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RS -mod. I RS -mod. II RS -mod. III En-mod. I En-mod. III 

Preparation from S MF MF from S MF 

60-75 ℃ 80-90 ℃ 90 ℃a

Color yellow whitish whitish whitish whitish 

Melting point (℃ ), TM 156-158.5 130-134 124-126 156-158 about 121 

Melting point (℃ ), DSC  

      Onset temperature,5 K min-1 157.0 130 124 158.1  

Enthalpy of fusion (kJ mol-1) 41.1 ± 0.2b 29.4 27.2 34.5 ± 1.3b  

Entropy of fusionc (J mol-1 K-1) 95.0 72.9 68.5 79.9  

FTIR bands (cm-1) 3316 3358 3338 3360 3382

1649 1653 1655 1651 1645

1489 1484 1481 1484 1478

1350 1348 1345 1347 1346

1214 1218 1215 1228 1221

1121 1128 1122 1127 1124

704 700 710 701 710

Calculated density (g cm-3) 1.356d  1.346

RS -NTD En-NTD 

Table 1 - Physicochemical Data of Various Modifications of NTDe 

a Seeded with RS-mod. III.  b ±95% CI. c Calculated by entropy-of-fusion rule. d True density: 1336 ± 0.001b g cm-3 

(297 K). e S, solvent; TM, thermomicroscopy;MF, melting film. 
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■Thermoanalysis of the Modifications of the Enantiomers (En-mod.) 

Figure 4 - DSC curves of quantitative mixtures of 

RS-mod. I and En-mod. I:  

a,   0% (+)-En (100% (-)-En-mod I;  

b, 10% (+)-En;  

c, 20% (+)-En;  

d, 30% (+)-En;  

e, 40% (+)-En;  

f, 50% (+)-En (RS-mod. I) 

融点 : En-mod. I ≒ RS-mod. I 

融解エンタルピー :  En-mod. I < RS-mod. I 
 (34.5 ± 1.3 kJ mol-1)  (41.1 ± 0.2 kJ mol-1)  

融解⇒アニーリング⇒ 結晶化⇒再測定.  

 

• 90ºCでアニーリング: En-mod. I 
(RS-mod. IIと同様の細かいクラックのある球状結晶) 

  

• 融液にRS-mod. IIIを接種後90ºCでアニーリング
   ：En-mod. III 

P1, melting peak of eutectic mixture;  

P2, melting peak of En-mod. I;  

P3, melting peak of RS-mod. I. 

   (mp ca. 121 ºC) 

高い温度レートで観測可能 

110 ºC以上 
En-mod. III⇒Enmod. I RS-mod. III 

転移 準安定形 安定形 
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Figure 5 - Binary (melting point) phase diagram of 

(+)- and (-)-NTD (ET, eutectic):  

－, calculated liquidus curves;  

- -, ET (measured with a thermomicroscope);  

- -,supposed liquidus curve.  

DSC data:  

●, ET of RS-mod. I and En-mod. I;  

○, liquidus temperatures of RS-mod. I and En-mod. I;  

■, ET of (+)- and (-)-En-mod. I (equal to RS-mod. II);  

□, liquidus temperatures of (+)- and (-)-En-mod. I;  

▲, ET of (+)- and (-)-En-mod. II (equal to RS-mod. III);  

△, liquidus temperatures of (+)- and (-)-En-mod. II. 

152 ºC 
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RS-mod. II とEn-mod. I : 同一 

Figure 6 - IR spectra of RS-NTD and En-NTD crystal forms and the amorphous phase recorded by 

FTIR microspectromet 
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 En-mod. IとRS-mod. I は異なった結晶構造を持つ 

■X-ray Investigations 

Figure 7 - Powder X-ray diffraction patterns of RS-mod. I and En-mod. I. 

Crystal data RS-mod. I   En-mod. I 

Crystal system monoclinic monoclinic 

Space group P21/c P21 

Unit cell dimensions 

a (Å) 8.812(2) 12.340(1) 

b (Å) 15.292(4) 7.529(2) 

c (Å) 12.956(3) 19.157(2) 

α (º) 90 90 

β (º) 93.66(2) 95.05(1) 

γ (º) 90 90 

Volume(Å3) 1742.2(13) 1772.9(5) 

粉末X線回折:多数の単結晶の集合と考えられる試料のX線回折を測定する 

(複数の物質の混合物の識別,  既知の化合物を同定) 



11 Figure 8 - Molecular geometries of NTD conformers including the atomic numbering. 

ジヒドロピリジン環の2重結合に対する
CO基の立体配置 

methyl ester ethyl ester 

conformer A  trans  cis  

conformer B  cis  trans 

racemic compound   cis  trans 



ラセミ混合物 ラセミ化合物 ラセミ固溶体 

(R)- 

(S)- 

光学活性体結晶 ラセミ体結晶 

融点 > 

溶解度 < 

IRスペクトル 同一 

X線回折図 同一 

ラセミ混合物の判定基準 

ラセミ混合物とラセミ化合物の結晶形態(単位格子) 
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光学活性体結晶 ラセミ体結晶 

融点 - 

溶解度 > 

IRスペクトル 相違 

X線回折図 相違 

ラセミ化合物の判定基準 

ラセミ体結晶の5～10%程度 
報告例は極めて少ない 
優先晶出が可能である 

DISCUSSION 
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enantiomer : Schrödinger-van Laar式 

racemate : Prigogine-Defay式 

T     : 混合物の融点  

Tf,A ：En-mod. Iの融点 

Tf,M ：RS-mod. Iの融点 

ΔHf,A ：En-mod. Iの融解熱 

ΔHf,M：corresponds to ラセミ化合物の“1 mol”の融解熱 

ΔHf,M=2ΔHf,R (ΔHf,R is the heat of fusion of RS-mod. I) 

 R ：気体定数 

2成分系融点図 
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ラセミ化合物    RS-mod. I  共融点： 150 ºC   ((-)-NTD ： 0.81 (+)-NTD = 0.19 : 0.81)  

  
RS-mod. II  (En-mod. I  と共晶混合物) 

RS-mod.  III   (En-mod. IIと共晶混合物) 

 

ラセミ混合物 

仮晶：結晶形が保たれた状態で相転移が起こっている 

 

過剰enantiomer がラセミ化合物の層を併合 

⇒融点の低下 

ラセミ混合物 

ラセミ 混合物中で155 ºCの吸熱ピークが定期的に観測 

鏡像体比の不均一性 

Figure 4の一部 
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• NTDの多形は分類が曖昧なケースである  

  RS-mod. I は (+) -NTD  と (-)-NTD が互いに交互に配列するラセミ化合物 

  RS-mod. II とRS-mod. III はラセミ混合物 

  

• ラセミ混合物(RS-mod. II , RS-mod. III)のラセミ化合物 (RS-mod. I)への転移 は室温か
つ固相で起こる(Figure 2) 

 

• カルシウム拮抗剤として用いられるNTDについて、融点相図を作成することで、同様の
骨格を持つ分子についてラセミ体のタイプの形式の見解について知見を深めた 

 

• 複雑な複合物についての分析をDSC曲線にて達成した 
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ラセミ混合物 ラセミ固溶体ラセミ化合物
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二成分系融点相図 

ラセミ体の融点は、光学
活性体よりも高い場合も
低い場合もあり、     
比率を変化させていくと 

•ラセミ体の融点よりも低い
温度あるいは、高い温度
で溶け始める。 

ラセミ体の融点は、光学
活性体よりも必ず低く、 
比率を変化させていくと 

ラセミ体の融点は、光学
活性体よりも高い場合も
低い場合もあり、     
比率を変化させていくと 

•どの比率でも、ラセミ体の
融点で溶け始める。 

•どの比率でも、必ず２点
の融点が確認される。 

•ラセミ体の融点よりも低い
温度で溶け始める。 

•どこかの比率で、必ず１
点の融点が確認される。 
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• NTDの多形は分類が曖昧なケースである  

  RS-mod. I は (+) -NTD  と (-)-NTD が互いに交互に配列するラセミ化合物 

  RS-mod. II とRS-mod. III はラセミ混合物 

  

• ラセミ混合物(RS-mod. II , RS-mod. III)のラセミ化合物 (RS-mod. I)への転移 は室温か
つ固相で起こる(Figure 2) 

 

• この調査の重要性は NTD の様々なconformationの比較と isobar phase diagram of 光
学活性と多形性のある物質のisobar phase diagram の決定 を行った 

 

• カルシウム拮抗剤として用いられるNTDについて、融点相図を作成することで、同様の
骨格を持つ分子についてラセミ体のタイプの形式の見解について知見を深めた 

 

• 複雑な複合物についての分析をDSC曲線にて達成した 
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特にラセミ化合物のpure enantiomer はどちらも近接し, formation of a solid solution5

は度々観測される5  

 

nimodipine3のと 2つの互変異性(enantiotropically )を持つRS-NTD の形態の性質 

の比較は 興味ふかい  

because 骨格が同じでこんぞうが似ている  

両方の市販品yellowラセミ化合物が存在した 

nimodipineのracemateは多形性がありNTDと同じくconglomerateとして結晶化  

X線構造解析は示した： enantiomeric NTD  conformer Aの大きいester基 groupの
は nimodipine,3と同じ 

それはcalcium channel receptors.16ととても強い結合親和性 を示した 

ethyl ester基 は 立体的にconformer A 中でless demanding orientation (Figure 8),  

なぜなら phenyl基の配置はこのケースのみ分子全体としてmore spherical shapeを導
く.  

C2-C3-C4-C5 と C3-C4-C5-C6のねじれ角の絶対値平均 はよく似ている   

23º  conformer A,  

24º  conformer B,  

25º  the racemic compound.  

Also,これらの値は nimodipine, where õav is over 20°によく似ている.16 

Interestingly, conformer A のboat conformation はnimodipineのそれに最も似ている 

(Table 2) 

 N1 is 12.7° out of the C2-C3- C5-C6 plane (10.75° for nimodipine),  

 C4 is 19.9° out of plane (19.55° for nimodipine).  


