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抄録：局所麻酔薬ロピバカインの血中濃度測定のた
めに高速液体クロマトグラフィー／質量分析計（LC
/MS）の有用性と測定条件を検討した。
ロピバカインは逆相カラムにて効率的に分離さ

れ，理論的な質量数（２７５m/z）にて測定することが
できた。ロピバカイン濃度とマススペクトル強度
は，１．５μg/mL までほぼ直線の相関関係が得ら
れ，０．０７５μg/mL 以下の測定が可能であった。
２．３％トリクロロ酢酸処理の除タンパク後も血漿中
ロピバカインの回収率は９０％以上であった。ウサギ
を用いたロピバカインの静脈内（０．４mg/kg）および
皮下（５mg/kg）投与後の血中薬物動態の測定に LC/
MS法を適用した結果，投与後の動態は１－および
２－コンパートメントモデルを示し，生物学的半減
期はそれぞれ０．５４±０．０５と２．８３±０．５１時間であっ
た。これらの結果は以前に報告された結果とほぼ一
致していた。
本研究の LC/MS法は，ロピバカインに対して選

択的で高感度な測定法であり，ロピバカインの血中
モニタリングの有効な手法であることが示唆され
た。

緒 言

ロピバカイン塩酸塩水和物（商品名：アナペイ
ン，Fig.１）は，脂質親和性が比較的低いアミド型
の長時間作用型局所麻酔薬である１）。同類の脂質親
和性が高いブピバカイン塩酸塩水和物（商品名：
マーカイン）に比べて，末梢の神経膜ナトリウム
チャネルに対する作用が高く，心筋ナトリウムチャ
ネルへの作用が弱い特徴を有し，安全に局所麻酔薬
として臨床応用されている２）３）。
多くの局所麻酔薬は過剰投与により，中枢神経系

の興奮作用による振戦や痙攣などが生じる３）。この
局所麻酔薬の有害な副作用は，局所麻酔薬の血中濃
度と密接に関連しており，興奮作用は抑制性ニュー
ロンの抑制により興奮性ニューロンが促進した結果
によると考えられている４）。さらに局所麻酔薬誘発
痙攣と神経伝達物質の関係が研究され，その多くが
抑制神経系の機能低下を支持している５）～１０）。
ロピバカインの中枢神経系に対する研究におい

て，痙攣を誘発する平均投与量と血中濃度が４．８８±
０．４７mg/kg，i. v.と１１．４±０．９μg/mL であることが
報告されている１１）。この結果は，ロピバカインによ
る痙攣誘発を抑え安全に用いるためには，少なくと
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もロピバカインの血中濃度を痙攣誘発濃度以下に維
持する必要があることを示唆している。従って，ロ
ピバカインを術後疼痛１２）のために持続的に用いる時
には，ロピバカインの中枢神経系に対する副作用を
未然に防ぐためにも血中濃度のモニタリングが必要
である。
局所麻酔薬の血中濃度測定に関しては種々の測定

法が報告されている１３）１４）。しかし，ロピバカインの
痙攣誘発濃度以下の低濃度の測定法はほとんど報告
されていない。本研究において，高速液体クロマト
グラフィー／質量分析計（LC/MS）を用いたロピバ
カインの選択的な高感度の測定条件を検討し，ロピ
バカインの血中濃度測定方法を確立する目的で本研
究を行った。

材料および方法

１．試薬類
ロピバカイン塩酸塩水和物はアストラゼネカ㈱か

ら購入した。トリクロロ酢酸（TCA），酢酸アンモ
ニウム，LC/MS用アセトニトリルおよび他の試薬
類は和光純薬工業㈱から得た。ロピバカインは蒸留
水で希釈し，測定分析に用いた。
２．実験動物
日本白色種ウサギ（雄性，体重３．３５～３．５kg）は日

本 SLC㈱から得た。実験動物は一定の温度（２３±
３℃），明暗下（午前６時点灯，午後６時消灯）にて
飼育し，日本薬理学会および東京歯科大学実験動物
使用指針に従って取り扱った。

３．LC/MS分析
LC/MSによるロピバカインの測定は次の測定条

件で行った。
１）高速液体クロマトグラフィー（LC）：機種；Hi-
tachi L－７１００（日 立 製 作 所），分 析 カ ラ ム；
ChemcosorbⓇ 7-ODS-H（４．６×２５０mm），プレカラ
ム；AC-ODS（４．６×１０mm），移動相；アセトニ
トリル／１０mM 酢酸アンモニウム（９５／５，v/v），
流速；０．３mL/min，カラム温度；３０℃，注入量；
５μL．

２）質量分析計（MS）：機種；Hitachi M-8000 LC/3
DQMS（日立製作所），インターフェイス；ソ
ニックスプレーインターフェイス（SSI），測定極
性；正イオン（［M＋H］＋＝２７５m/z），ドリフト電
圧；５０Ｖ，フォーカス電圧；３０Ｖ，第一細孔温
度；１５０℃，シールド温度；２５０℃，窒素ガス圧；
３５０KPa．
４．ロピバカイン投与と血中濃度測定
ロピバカインをウサギ耳静脈（０．４mg/kg）および

頸部皮下（５mg/kg）投与後，耳静脈からヘパリン
添加チューブに経時的に採血（約１mL）した。血液
は直ちに遠心（１，０００×g，１０分間）し，血漿画分を
得た。血漿は分析まで－８０℃下で保存した。血漿
２００μL に３０％TCAを１６．６μL 添加（最終濃度２．３％）
し，氷冷下に１時間放置後，遠心分離（１０，５００×
g，１０分間）を行ない上清画分の除タンパク試料を
得た。試料はフィルター（０．４５－μm）を介してろ過
後，ロピバカイン測定のために LC/MSに供した。
血中ロピバカイン濃度は，ロピバカイン標準線と

Table１ Effect of trichloroacetic acid（TCA）on recovery
of ropivacaine in plasma

Final concentration
of TCA（％）

Recovery of
Ropivacaine（％）

１．３ ９３．４± ２．７
２．３ ９１．８± ５．０
５．０ ８６．９± ７．６
６．９ ６８．６±１０．９

Total volume of 400μL containing 200μL rabbit plasma,
30% TCA, and ropivacaine（1.5μg/mL）was kept on ice
for 1 h and centrifuged at 10,500×g for 10 min. Five μL
resulting supernatant was injected into LC/MS system.
Results indicate percentage of value obtained with TCA,
with no-addition condition taken as 100%. Data represent
mean±S. D. of 4-6 samples.

Fig.１ Chemical structure and molecular weight of ropi-
vacaine.
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TCA存在下の回収率から算定した。測定は採血後
２日以内に行った。

結 果

１．LC/MSによるロピバカイン測定
標準ロピバカイン（０．７５ng）を逆相カラム装着の

LC/MS系に注入した時，ロピバカインは約１６分後
に溶出した（Fig.２A）。さらに，質量数２７５m/z に
おけるマスクロマトグラムの測定結果は，保持時間
（１６．１分）と同じ位置に単一ピークを示していた
（Fig.２B）。この保持時間の強度ピークは，ロピバ
カインの理論的な質量数（２７５（［M＋H］＋）m/z）と一

致していた（Fig.２C）。これらの結果は，ロピバカ
インを逆相カラムにより効果的に分離でき，LC/
MSにより選択的に測定できることを示している。
２．ロピバカイン濃度とマススペクトル強度
LC/MSへの注入量を５μL に設定した時，ロピ

バカイン濃度が０．０７５μg/mL においても質量数２７５
m/z の強い信号強度を測定することができた。こ
の信号強度はロピバカイン濃度と共役しており，ロ
ピバカイン濃度と信号強度は，ロピバカイン濃度が
１．５μg/mL までほぼ直線の相関関係が得られた
（Fig.３）。

Fig.２ Measurement of ropivacaine using LC/MS system. Ropivacaine（０．７５
ng）was injected into LC/MS system and monitored by UV chroma-
togram at 200 nm（A）, mass chromatogram at 275 m/z ion（B）and mass
spectrum at 16.1 min retention time（C）. Arrow in（A）shows the peak of
ropivacaine.
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３．血中ロピバカインに対するTCAの影響
ロピバカイン投与後の血中濃度測定に先駆け，血

漿タンパク質の除タンパク剤として用いたTCAの
ロピバカイン回収率に対する影響を調べた。薬物未
投与のウサギから得た血漿と既知濃度のロピバカイ
ンとの混合液にTCAを添加し，除タンパク後の血
漿中の遊離ロピバカイン量を測定した。ロピバカイ
ンの回収率はTCA濃度の増加と共に低下した（Ta-

ble１）。しかし，TCA濃度が２．３％以下では９０％以
上の回収率であった。そこでロピバカインの血中濃
度測定の除タンパク剤として２．３％のTCAを用い
た。
４．ロピバカイン投与後の血中濃度測定
この研究で確立した LC/MS法を用いてロピバカ

インのウサギ耳静脈（０．４mg/kg）および頸部皮下
（５mg/kg）投与後の血中濃度と薬物動態パラメー
ターを測定した。用いた投与量ではウサギが振戦や
痙攣などの副作用を起こすことはなかった。耳静脈
投与１５分後のロピバカインの平均血中濃度は２．１７±
０．１８μg/mL であった。投与４時間後にはほぼ血中
から消失した（Fig.４A）。耳静脈投与後の薬物動態
パラメーターは１－コンパートメントモデルを示
し，生物学的半減期は０．５４±０．０５時間であった
（Fig.４B）。一方，皮下投与後は吸収と排泄の二相
性の動態を示し，投与９０分後に最高血中濃度（０．６９
±０．０８μg/mL）に達し，生物学的半減期は２．８３±
０．５１時間であった（Fig.５）。

考 察

ロピバカインはブピバカインに比べて中枢神経系
および循環器系に対する毒性が比較的低いために広
く使用されている局所麻酔薬である３）１５）。しかし，
ロピバカインの中枢神経系に対する毒性を防ぐため
に血中ロピバカイン濃度の測定が必要である。本研

Fig.３ Relationship between ropivacaine concentration
and intensity of mass spectrum. Five μL ropivacaine
at concentrations indicated was injected into LC/MS
system and mass spectrum at 275 m/z ion was
measured. Data represent mean±S. D. of 4-5 sam-
ples.

Fig.４ Pharmacokinetics of plasma ropivacaine after intravenous administration. Ropiva-
caine（0.4mg/kg, i. v.）was administered in rabbits and plasma concentrations of ropiva-
caine（A）and pharmacokinetic phase parameters（B）were measured at times indicated.
Values represent mean±S. D. in 3 rabbits.
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究において，LC/MSを用いたロピバカインの測定
方法を研究した。
はじめにロピバカインの選択的で高感度な測定条

件を検討した。ロピバカインは，逆相カラムとアセ
トニトリル／１０mM酢酸アンモニウム（９５／５）の移
動相による LC条件下で効率的に分離することがで
きた。さらに，質量数２７５m/z におけるMS測定条
件でロピバカインを選択的に検出することができた
（Fig.２）。また，LCへの注入量を５μL に設定した
時，０．０７５μg/mL のロピバカインの検出が可能であ
り，ロピバカイン濃度とマススペクトル強度は，ロ
ピバカインが１．５μg/mL までほぼ直線の相関関係が
得られた（Fig.３）。これらの結果は，確立した LC/
MS法がロピバカインの選択的で高感度な測定法で
あり，痙攣誘発血中濃度１１）である１１．４±０．９μg/mL
以下の低濃度の測定に利用できることを示してい
る。また，LCへの注入量を５μL 以上に設定した
時には，０．０７５μg/mL よりもさらに低濃度の測定が
可能であることを示唆している。
薬物の薬理作用は，血漿タンパク質と結合してい

ない遊離型量と密接に関係している。それ故に，血
漿中の遊離型量を知ることは薬物の薬理効果や副作
用の発現を推定する上で非常に重要である１６）。ロピ
バカインは主に α１－酸性糖タンパク質とアルブミ
ンに結合することが知られている１７）。本研究におい

て除タンパク剤として用いたTCA処理後の血漿中
遊離ロピバカイン量を測定し，その回収率から
TCAのロピバカイン測定への影響を調べた。ロピ
バカインの回収率はTCA濃度の増加と共に低下し
たが，２．３％以下のTCA濃度では回収率は９０％以
上であった（Table１）。この結果は，２．３％以下の
TCAは効率的な除タンパク作用を示し，血漿中の
遊離ロピバカイン量の測定に影響を与えることは少
ないことを示している。さらにこの LC/MS法を用
いてロピバカインのウサギ耳静脈および皮下投与後
の血中濃度と薬物動態パラメーターを測定した結果
は，それぞれ１－および２－コンパートメントモデ
ルを示し，生物学的半減期は０．５４±０．０５時間と２．８３
±０．５１時間であった（Fig.４，Fig.５）。耳静脈投与
後の生物学的半減期は，以前にイヌを用いて算出さ
れた半減期（０．４３±０．０３時間）１８）とほぼ一致してい
た。これらの結果は，この研究で確立した LC/MS
法がロピバカインの血中濃度測定のための有効な手
法になることを示している。また，LC/MS法はロ
ピバカインと同類のリドカインやブピバカインなど
の他のアミド型局所麻酔薬の測定にも適用できると
考えられる。
本研究において，LC/MSを用いたロピバカイン

の選択的な高感度の測定法を確立し，ロピバカイン
の血中モニタリングに適用できることを示した。

Fig.５ Pharmacokinetics of plasma ropivacaine after subcutaneous administration. Ropiva-
caine（5mg/kg, s. c.）was administered in rabbits and plasma concentrations of ropiva-
caine（A）and pharmacokinetic phase parameters（B）were measured at times indicated.
Values represent mean±S. D. in 3 rabbits.
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