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目　　　　　的

食品衛生法施行規則の改正により､食品衛生検査施設に

おける製品検査の業務管理要領が定められ､検査の信頼性

の確保が計られることとなった｡平成8年5月には保健所､

地方衛生研究所､食肉衛生検査所等の公立検査施設におい

てもこれら業務管理システムが導入され1)､いわゆるGLP

の遵守が求められるようになった｡ GLPでは精度管理が

重要な位置づけとなっていることから､厚生省は｢食品衛

生検査施設における検査等の業務管理要領｣2) (平成9年

1月)において内部精度管理および外部精度管理調査の履

行を求めており､ ｢精度管理の一般ガイドライン｣3) (平成

9年4月)により実施することと定めている｡

平成9年度以降､道立検査施設の食品衛生検査部門では

外部精度管理の一環として(財)食品薬品安全センターが実

施している｢食品衛生外部精度管理調査｣4)に毎年参加し

ている｡この外部精度管理調査は､重金属､食品添加物､

残留農薬､残留動物用医薬品および細菌学的検査の各項目

に亘ってそれぞれ年間1回程度実施されており､国内の指

定検査施設および公的検査施設等500施設程度が参加する

全国的な規模での統一した外部精度管理調査となっている｡

しかし､参加施設の規模や性格が多種多様であることから

検査項目や食品材料の選定には制約があり､保健所等での

検査業務内容に即した精度管理調査とは必ずしもなってい

ない場合があった｡

このことから､信頼性確保部門(保健福祉部食品衛生課

に設置)では検査項目および食品材料をより実際の検査業

務に即した内容で精度管理調査を行い､道立検査施設全体

の検査精度の維持､向上を図ることを目的として｢食品衛

生検査における共通精度管理調査実施要領｣ (平成11年12

月)を作成し､これに基づいて統一した精度管理調査を定

期的に実施することとなった｡平成11年度は衛生研究所お

よび理化学検査実施保健所を対象として､農産物中の残留

農薬検査について精度管理調査を実施した｡なお､当該調

査は残留農薬検査､食品添加物検査､動物用医薬品検査お

よび細菌学的検査の各項目に亘って平成12年度以降も継続

実施される予定である｡

方　　　　　法

1.参加検査施設および調査実施期間

今回の精度管理調査に参加した施設は､理化学検査を実

施している道立保健所10カ所のうち9施設および衛生研究

所の計10施設である｡実施期間は平成12年1月中旬から2

月中旬までの約1ヵ月であった｡

2.調査項目および調査試料の調製

調査項目はダイアジノン､フェニトロチオンおよびクロ

ルピリホスの3種類の有機リン系農薬の定量試験精度であ

る｡各々の農薬標準品(和光純薬株式会社製) 50.0mgを

それぞれアセトンに溶解して500μg/mlの標準原液を調製

した｡これらの標準原液をアセトンで適時希釈後混合し､

添加用溶液を調製した｡添加用溶液中のダイアジノン､フ

ェニトロチオンおよびクロルピリホスの濃度はそれぞれ

1.6μg/ml､ 0.8μg/mlおよび1.2μg/mlである｡あらか

じめこれらの農薬を含まないことを確認したバレイショ約

2 kgをミキサーで摩砕し､ 50ml容のガラス製試料ぴん

に20gづつ秤取した｡これに添加用溶液1 mlを添加し､

よく混和して1時間室温に放置後､冷凍庫内(-20℃)に

保存した｡合計6個(5回測定分+予備1回分)の試料を

冷凍宅配便で送付した｡調査試料中のダイアジノン､フェ

ニトロチオンおよびクロルピリホスの添加濃度は､それぞ
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れ0.08μg/g､ 0.04μg/gおよび0.06μg/gとした｡

3.　調査試料の品質評価

調査試料から無作為に10個の試料を採取して､ 3種類の

農薬の濃度を測定した｡分析方法は以下のとおりである｡

試料の取扱いについての指示(分析方法の項参照)に従い

試料ぴんから内容物を取り出した後､アセトン100mlで

2回ホモジナイズを行い抽出液を得た｡抽出液を減圧濃縮

してアセトンを留ま後､ 10%食塩水50mlを加えてn-ヘキ

サン100mlで2回抽出した｡無水硫酸ナトリウムで脱水

後減圧濃縮し､ n-ヘキサンを加えて4 mlに定容した｡内

部標準物質としてパラチオンメチルの1.0μg/mlヘキサン

溶液1 mlを加えてGC試験液とした｡各農薬の測定は､

FPD付きキャピラリカラム対応のガスクロマトグラフ(島

津GC-14B　を用いて行った.

調査試料の安定性の確認は､バレイショ摩砕物(20g)

に農薬標準品を各々1.0μg/gになるように添加した試料

を用いて行った｡作製直後､ 3､ 10および30日間冷凍保存

(-20℃)および冷蔵保存(5℃)した試料について､そ

れぞれ5個の試料を上記の方法により分析し各農薬の残存

量を求めた｡

4.分析方法および報告手順

各検査施設には､試料の取扱いについて以下の点を指示

した｡凍結試料を室温にて解凍後､試料ぴんから内容物を

抽出用容器に移す｡試料ぴんに摘出溶媒を適当量加えて超

音波処理を1分間程度行い､抽出用容器に移す｡この操作

を2回繰り返し行う｡検査実施の期限は試料の受領より2

週間とし､検査開始まで冷凍保存すること｡

分析は5試料の平行測定とした｡分析方法は各検査施設

で通常行っている方法を用い､検査手順の標準作業書

(SOP)並びに標準溶液および試料溶液のガスクロマトグ

ラムの写しを結果報告書に添付することとした｡また､機

器の測定条件､ SOPからの変更点(変更がある場合のみ)

などについても報告するように指示した｡

5.結果集計と評価方法

本精度管理調査の結果成績をまとめる作業は､参加施設

から所定の様式により結果報告を受けた後､ ｢食品衛生外

部精度管理調査｣での集計方法および評価方法5)に準じて

行った｡各々の検査項目毎に各施設の5回測定値の平均値

について､ Grubbsの方法6) (有意水準5%)により異常

値の棄却検定を行った後､各施設における検査精度の相対

的な判定に有効なZ-スコアによる評価7)を行った｡また､

工場での品質管理などに用いられているx-R管理図8)を

代用する方法5)で次のように管理線を定め､施設内変動と

施設間の変動を比較した｡

Zスコア

Z= (x-x)/s

x:各施設の5回測定の平均値

x:指定値　{各施設の平均値(x)の平均値}

s :標準偏差　{各施設の平均値(x)の標準偏差}

|Z|≦2　　　良好

2<|Z|<3　改善措置が必要か否かの検討が必要

|Z|≧3　　　改善措置の必要あり

x管理図の管理線

中心線: x

上部管理限界UCL :添加量×1.2

下部管理限界LCL :添加量×0.7

R管理図の管理線

中心線:R

上部管理限界ULC : D4×R=2.1148)×R

R :範囲(施設内の測定値の最大値と最小値の差)

R: Rの合計/参加施設数

結果および考察

1.調査試料

食品材料としては､日常の検査業務において検査する機

会が多く､北海道での生産量も多いバレイショを選定した｡

検査項目としては測定頻度の高い3種類の有機リン系農薬

とし､試料中濃度は食品衛生法で定められた残留基準値に

近い濃度とした｡

精度管理用試料は通例､同一ロットの均一な調製試料を

送付し､検査施設において分析回数に応じて必要量を秤取

して用いるが､材料の性質上試料中の農薬濃度の均一性を

確保することが難しいと考えられたため､今回はバレイシ

ョ摩砕物20g (1回測定分)に一定量の農薬標準溶液を

添加した調製試料を分析回数分送付した｡

調査試料間の均一性の評価は､作製した試料(80個)か

ら無作為に10個の試料を採取し､ 3種類の農薬の濃度を測

定して行った｡その結果､試料中のダイアジノン､フェニ

トロチオンおよびクロルピリホスの濃度はそれぞれ0.071

±0.003μg/g､ 0.036±0.001μg/gおよび0.056±0.002

μg/gであり､いずれの農薬についても変動係数は5%以

内と小さいことから､精度管理用試料としての均一性が得

られていると判断した｡

試料中の農薬の安定性を確認するため､ 1カ月に亘って

保存試験を実施した｡農薬の添加濃度は各々1.0μg/gとし､
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30日間の濃度の変化を測定した｡保存条件としては凍結保

存(-20℃)の他に､解凍後の安定性を確認するために5℃

で保存した試料についても同様に測定した｡凍結保存の場

合30日後においても残存率はダイアジノン､フェニトロチ

オンおよびクロルピリホスについてそれぞれ 98.7､ 97.8お

よび97.8%であり､ 3農薬とも安定であることが確認され

た｡一方､冷蔵試料では3日目までは各農薬とも濃度の低

下は殆ど見られないが､ 10日日以降クロルピリホス以外は

徐々に濃度が低下する傾向が見られ､ 30日後の残存率はダ

イアジノン､フェニトロチオンおよびクロルピリホスにつ

いてそれぞれ 89.0､ 91.9および98･0%であった｡

2.試験方法

今回の調査では､各施設で通常行っている方法で分析を

行うよう指示した｡検査対象農薬の増大により食品中の残

留農薬検査には多成分一斉分析法が汎用されており､平成

8年には厚生省から『食品中残留農薬迅速分析法』9)が通

知されている｡参加施設中8施設が『迅速分析法』に依拠

した方法､ 2施設がヘキサン/水分配による方法でクリー

ンアップを行い､ GC/FPDで測定する分析法が用いられ

ていた｡　なお､ GC測定においては全施設で絶対検量線法

による定量法が用いられていた｡

9施設においては試料到着後2週間以内に試験を実施し

ていたが､ 4週間後に試験を実施した施設が1施設あった｡

試験開始から終了までの期間は2日～1週間であった｡

3.測定結果の評価

各検査施設から提出された測定結果を表1に示した｡

各々の検査項目毎に各施設の5回測定値の平均値について､

Grubbsの方法6) (有意水準5%)により異常値の棄却検

定を行ったところ､棄却された値はなかった｡ ｢精度管理

の一般ガイドライン｣3)では回収率に関して少なくとも

70%～120%の範囲を確保することとされていることから､

x管理図の管理線はJISの方法ではなく添加量の70%お

よび120%をそれぞれ下部管理限界線(LCL) および上部

管理限界線(UCL)として設定した｡ x管理図ではフェ

ニトロチオンで2施設が上部管理限界線を越えており､ R

管理図では1施設が3項目ともに比較的高いR値を示し､

そのうち1項目では上部管理限界線を越えていた(図1)｡

また､各施設の個々の測定値では､x管理図で上部･下

部管理限界線をはずれる値を含むものがダイアジノンで2

施設､フェニトロチオンで6施設､クロルピリホスで1施

設あった｡施設間変動係数をみるとダイアジノンで12.1%､

フェニトロチオンで14.8%､クロルピリホスで12.2%とい

ずれも10%を越えており検査施設間での測定値(平均値)

にバラツキが大きいことが認められた｡一方､施設内変動

係数は各項目について､ 1～2施設が10%を越えているが

半数以上の施設が5 %以下の低い値であった｡

Z-スコアの算出においては､ ｢指定値｣として各施設

の平均値の平均値(x)を採用したが､ 3項目とも指定値

はほぼ添加量に近い値となり､ダイアジノン､フェニトロ

チオンおよびクロルピリホスでそれぞれ添加量の96.7%､

106.9%および95.5%であった｡参加施設全体の中での各

施設の成績を評価する目安となるZ -スコアの判定では､

絶対値が2以上の施設はなく全施設において｢良好｣と判

断された｡

表1　測定結果一覧
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x-R管理図では各施設のデータを大きさが5個の一組

の抽出試料と見なし､施設内変動と施設間変動を総合的に

比較した｡　x管理図では各施設の測定平均値が参加施設

全体の中でどの位置にあるかを表しており､一方､ R管

理図は各施設の測定値の範囲(最大値と最小値の差)を全

体の範囲分布と比較している｡今回の調査ではす管理図

で上部管理限界線を超えていた施設がフェニトロチオンで

2施設あったが､この原因として検量線用標準溶液の濃度

や検量線の範囲設定の不備､ GCの感度変化(時間的変化､

マトリックス効果等)に対する補正の有無などが考えられ

る｡また､ R管理図で3項目とも大きいR値を示した施

設については測定値のバラツキの原因を究明し適切な措置

を講じる必要がある｡

x-R管理図で管理限界線を越えていた施設に対しては､

その原因究明と改善措置の報告を求めた｡ 3項目のうちフ

ェニトロチオンのみ測定値が高めに出ていた施設では､標

準溶液の保存容器に不備があり濃度が不正確だった可能性

があるため､アンプル管への封入方法の改善あるいは市販

の標準溶液の使用を検討している｡また､ 3項目とも測定

値が高めでそのうちの1項目では上部管理限界線を越えて

いた施設では､ GCの時間的な感度変化が原因と考えられ

るため､検体測定の際には標準溶液の測定も合わせて行い

GCの感度変化に対する補正を行うとしている｡ GC分析

においては時間の経過とともに検出器の感度が相当程度変

化することがあるため､特に絶対検量線法で定量を行う場

合にはこまめに標準溶液の測定を行い､ GCの感度変化に

対する補正を行うことが必要であろう｡ R管理図で3項

目とも大きいR値を示した施設では､ 5回の併行測定の

うち1回だけが3項目とも測定値が高く出ており､これが

R値を大きくする要因となっていた｡この原園として

GPC (Gel Permeation Chromatography)装置へのサン

プル注入量が不均一だった可能性が考えられた｡サンプル

カップの気密性が高いため､オートサンプラーによる試料

吸引時にサンプルカップ内が陰圧状態となり採取量が変動

したものと考え､サンプルカップの蓋を加工することによ

りこの点を改善した｡

｢食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領｣2)

では定期的に内部精度管理および外部精度管理を実施する

こととしている｡外部精度管理については｢食品衛生外部

精度管理調査｣ への参加が定着してきている他､今回新た

に道立検査施設独白の精度管理調査を行うことにより､客

観的な技能評価が行われるようになった｡一方､内部精度

管理については｢精度管理の一般ガイドライン｣で標準的

な実施要領が示されているが､検査実施項目や実施頻度な

ど各施設によって検査業務の内容は様々であることから､

それぞれの実状に合わせて実施していくことが必要であろ

う｡検査精度の信頼性確保には日常の内部精度管理が基本

となることからできるだけこまめに精度管理検査を行い､

Z -スコア或いはx-R管理図等での評価を行いながら検

査精度の維持､向上を計っていくことが望まれる｡

図1　ダイアジノン､フェニトロチオン､クロルピリホスのx-R管理図

要　　　　　約

道立保健所9施設および衛生研究所を対象にして､食品

中の残留農薬検査の外部精度管理調査を行った｡検査項目

はバレイショ摩砕物中の3種類の有機リン系農薬(ダイア

ジノン､フェニトロチオン､クロルピリホス)とし､添加

濃度は残留基準値程度とした｡各施設の測定値をZ -ス

コアおよびx-R管理図を代用する方法で評価した｡全体

的に検査施設内での変動は少なかったが､施設間変動係数

は3項目とも10%を超えており､施設間におけるバラツキ

が大きかった｡ Z-スコアによる評価では各施設とも絶

対値が2以下で｢良好｣であったが､ x-R管理図では数
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施設が管理限界値を超えていた｡その原因として標準溶液

の調製および保存方法の不備､ GC感度の変動等が考えら

れた｡
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英　文　要　約

Proficiency testing of prefectural laboratories for food

inspection in Hokkaido was conducted in order to improve

the laboratory practice. Ten laboratories including nine

health centers were participated in the proficiency test-

ing program.

Homogenized potato was used as the sample material

and spiked with three organophosphorus insecticides,

diazinon, fenitorothion and chlorpyrifos at the concentration

near to the Japanese tolerance for pesticide residue.

Prior to delivery of the test sample, the concentrations of

three organophosphorus pesticides in the test sample

were checked and the results showed the uniformity and

stability (after storage in a freezer for a month) of the

test sample were acceptable for proficiency test

After statistical treatment of the data reported, testing

performance of each laboratory was assessed on the

basis of Z-score and x -R control charts (Shewhart control

charts) in which the average of the reported values from

all laboratories was used as the assigned value. The

mean of recoveries and relative standard deviations

(RSDs) ofthe pesticides analyzed at all laboratories

were 95.5 ～ 106.9% and 5.5 ～ 6.1%, respectively. Inter-

laboratory RSDs of analytical data for the pesticides

were 12.1 ～ 14.8%, which were significantly greater than

the average of mtra-laboratory RSDs.

Z-scores for all laboratories were within the range of

-2<Z<2 in every testing item showing to be classified

into the satisfactory performance score. In 7-R control

charts, some data of the recoveries exceeded the upper

critical value which is defined to 120% of the authentic

concentration of pesticide added･ The inaccurate recoveries

were presumed to be caused by incorrect concentration

of standard solution and alternation of detector sensitivity

of gas chromatograph.

Key words : proficiency test ; prefectural laboratory ;

pesticide residue in food ; z-score
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