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道立検査施設を対象とした食品衛生検査に関する精度管理調査
Ⅱ　食品中の保存料検査

Proficiency Testing of Prefectural Laboratories for Food Inspection in Hokkaido

Part Ⅱ Analysis of Food Preservatives in Food

高橋　哲夫　　　早船　克己*　　砂川　紘之

Tetsuo Takahashi, Katsumi Hayafune and Hiroyuki Sunagawa
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The resuts of proficiency testing on quantitative analysis of food preservatives carried out amoung tweleve

prefectural laboratories for food inspection in Hokkaido are described. Testing samples were prepared with

soy sauce (shoyu) spiked with three food preservatives, benzoic acid, ethyl p-hydroxybenzoate and n-

propyl p-hydroxybenzoate at the concentration of 0. 05 - 0. 15 g/L Testing performance of each laboratory

was assessed on the basis of Z-score and x -R control charts (Shewhart control charts).

Ten laboratories utilized dialysis method, while the others utilized steam distillation method in sample

extraction, and HPLC was used to determin the food preservatives in all laboratories participated. The mean

of recoveries and relative standard deviations (RSDs) of the food preservatives analyzed at laboratories,

in which dialysis method was utilized as extraction method, were 75. 5 - 111. 6% and 0. 1 - 3.2, respectively.

The recoveries of ethyl p-hydroxybenzoate at laboratories utilizing steam distillation for sample extraction

were relatively low (61.3 - 70.2%)and also RSDs of measured values were relatively high (9.9 - 12. 1%).

Inter-laboratory RSDs of analytical data for benzoic acid, ethylp-hydroxybenzoate and n-propyl

p-hydroxybenzoate were 2. 5%, 17. 0% and 9. 1%, respectively. Z-scores for all laboratories were within the

range of -2 to 2 in every testing item showing to be classified into the satisfactory performance score.

Key words : proficiency test (精度管理調査); benzoic acid (安息香酸); p-hydroxybenzoic acid esters
(パラオキシ安息香酸エステル); Z-score (Z-スコア)

目　　　　　的

平成8年から全国の食品衛生検査施設に業務管理システ

ム,いわゆるGLPが導入されたのを契機に,精度管理の

重要性が改めて認識されるようになった.各検査施設では

日常の内部精度管理の履行に努めているところであるが,

外部精度管理調査については,全国的な規模で行われてい

る｢食品衛生外部精度管理調査｣1)を除けば,その実施例

は極めて少ない.

北海道では,食品衛生検査に関わる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,これに基づいて続-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,農産物中の残留

農薬検査について調査を行った2).平成12年度は加工食品

中の食品添加物検査として醤油中の保存料の定量,細菌検

査としてドルセット培地中の汚染指標細菌,食中毒菌及び

枝肉の汚染指標細菌の同定試験について調査を行った.本

報告では,その中の保存料検査の結果について述べる.

方　　　　　法

1.参加検査施設及び調査実施期間

今回の精度管理調査には道立保健所10カ所,衛生研究所

の他,旭川市保健所も参加し,計12施設で実施した.実施

期間は平成13年1月15日(試料の発送)から2月15日(報

告書の提出期)であった.

2.調査項目及び調査用試料の調製

調査項目は,食品添加物試験として醤油中の保存料(安

息香酸[BA],パラオキシ安息香酸エチル[EHB],パラ

オキシ安息香酸プロピル[NPHB])の定量試験精度とした.

これらの保存料の醤油における使用基準(最大使用限度)

はBA (0.60g/L), EHB及びNPHB (パラオキシ安息

香酸の合計として0.25g/L)であり,これらを考慮して試

料への添加量は使用基準の1/4～1/2程度とした.

BA750.0mg, EHB250.0mg, NPHB500.0mgを合わ

せてメタノール50mLに溶解後,あらかじめ保存料が含ま

れていないことを確認した市販の醤油を加えて全量を

5,000mLとした. 20分間超音波処理を行い添加した保存
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料が溶解していることを確認した後,ポリプロピレン製瓶

(容量250mL)に130mLずつ分注し,検査用試料とした.

各保存料の添加濃度はBA, EHB及びNPHBについてそ

れぞれ0.150g/L, 0･050g/L及び0.100g/Lである.調製

した試料は冷蔵宅急便にて各検査施設に送付した.

3.作成試料の評価

試料問の均一性を確認するために無作為に10個の試料を

採取し, 3種類の保存料を定量した.定量は,試料を蒸留

水で50倍に希釈後, HPLCにより行った. HPLCの分析

条件は以下のとおりである･

分析カラム: TSKgelODS-80Ts (内径4.6mm,長さ150

mm),移動相: A液(10%アセトニトリル/水, 0.05%

リン酸), B液(90%アセトニトリル/水, 0.05%リン酸),

B液25%で5分間保持後B液80%まで7分間リニアグラ

ジエント,流速:1.0mL/min,カラム温度:40℃,検出

波長: 240nm,注入量: 10μL.

その結果,試料中のBA, EHB及びNPHBの定量値

はそれぞれ0.151±0.002g/L, 0.050±0.001g/L及び

0.099±0.001g/Lであった(n=10).また, 5℃で30日

間保有した時の試料中の保存料の濃度を測定した結果, 30

日後も全く濃度に変化は認められなかった.

4.　分析方法及び報告手順

検査項目としては安息香酸,ソルビン酸,パラオキシ安

息香酸エチル,パラオキシ安息香酸プロピル,パラオキシ

安息香酸イソプロピル,パラオキシ安息香酸プチル及びパ

ラオキシ安息香酸イソプチルの7種類の保存料とした.各

検査施設には試料に添加した保存料の種類及び添加量は伏

せておき,検出された保存料の濃度を小数点第3位まで求

めるよう通知した.

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

並びに標準溶液及び試料溶液についてのクロマトグラムの

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にあたっては,前

回と同様に｢食品衛生外部精度管理調査｣での集計方法及

び評価方法3)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4) (有意

水準5%)により異常値の棄却検定を行った後, Z-スコ

ア51,管理線61を定め,管理状況の評価及び施設内変動と

各施設間の変動を比較した.

表1測定結果一覧

結果及び考察

保存料の抽出方法としては参加12施設中2施設が水蒸気蒸

留法, 10施設が透析法を採用し,定量には全施設でHPLC

法が用いられていた. HPLCの分析条件としては,全施

設でODS系カラムを用いたイソクラティック溶出法が採

用されていた.溶離液としては,ほとんどの施設でリン酸

緩衝液/アセトニトリル混液(安息香酸及びソルビン酸)

及びメタノール/水/酢酸混液(パラオキシ安息香酸エス

テル)が用いられていた.また,検出波長は220～230nm

(安息香酸及びソルビン酸)及び245～270nm　パラオキ

シ安息香酸エステル)であった.

各検査施設から提出された測定結果を表1に示した.

各々の検査項目ごとに各施設の5回測定値の平均値につい

て, Grubbsの方法(有意水準5%)により異常値の棄却
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検定を行ったところ,棄却された値はなかった.x管理

図の上部管理限界及び下部管理限界は厚生労働省が定めた

｢精度管理の一般ガイドライン｣7)に従い,原則としてそれ

ぞれ添加量の120%及び70%に設定したが,x管理図及び

R管理図における管理線を逸脱する施設は無かった. Z -

スコアは,全施設の測定値分布の中でのその施設の測定値

の相対的位置を示すものであり,精度管理調査の評価方法

として推奨されている　Z-スコアの絶対値が2以上に

なる確率は5%, 3以上になる確率は0.3%であり, Z-

スコアが3以上となると,その施設の分析値は通常の変動

の範囲を超えていると判断される.当該施設のZ-スコア

の絶対値が2以下の場合は,検査精度は良好に管理されて

いると判断される.3)今回の調査ではZ-スコアの絶対値

が2以上となった施設は無く,全施設において検査精度は

｢良好｣と判断された.

試料の抽出方法別に回収率を比較すると,水蒸気蒸留法

ではBA, EHB及びNPHBでそれぞれ添加量の96.3%,

65.7%及び88.7%であり,透析法では99.5%, 101.1%及

び91.0%であった.水蒸気蒸留法は多数の検体処理には難

点があるが, HPLC測定に際して妨害ピークが少ないク

ロマトグラムが得られるため, ｢食品衛生検査指針｣等の

検査法解説書8,9,10)に収載され,標準的な検査法として汎

用されている.ちなみに, ｢平成11年度　食品衛生外部精

度管理調査結果報告書｣11)の保存料検査における抽出法の

調査でも全体の7割強が水蒸気蒸留法であり,溶媒抽出法

が2割弱,その他(透析法等)が1割となっており,全国

的に見ると水蒸気蒸留法が最も多く用いられている.水蒸

気蒸留法ではパラオキシ安息香酸エステル類のうち,メチ

ル及びエチルエステルの回収率は低い(50～70%)といわ

れている12)今回の調査でも水蒸気蒸留法を採用した2施

設でのEHBの回収率が低かった(平均65.8%)のは試験

法そのものに起因すると思われたため,水蒸気蒸留法を採

用した施設ではEHBの管理限界を0.025～0.035g/L (添

加量の50～70%)の70～120%とした.

一方, 12施設中10施設で採用していた透析法は操作が簡

便で多数の検体処理には便利であるが,精製効果はあまり

無いためHPLC測定に際して妨害ピークの影響を受けや

すく,適切な測定条件の設定が必要となる.今回の調査で

も,クロマトグラム上で測定対象ピークが妨害ピークと一

部重なっている例が見られた.保存料の濃度が低い場合に

は大きな定量誤差を生じる可能性もあるため, LCの溶出

条件を変更するなどして,できるだけ妨害ピークの影響を

受けないクロマトグラムを得るよう心がけるべきである.

いくつかの検査施設ではダイオードアレイ検出器により

ピークの同定,確認を行っていたが,近接したピークが多

数見られるような場合にはダイオードアレイ検出器を用い

てピークのスペクトル確認やピーク純度の検定を行うこと

により,分析精度の向上が期待できると思われる.

抽出方法別に各測定項目についての施設間変動係数をみ

ると,透析法ではBAが1.9%, EHBが9.2%, NPHBが

10.5%であり,検査項目によってはバラツキが大きかった.

一方,施設内変動係数はいずれも5%以下であった.水蒸

気蒸留法ではBAが0.2%, EHBが9.6%, NPHBが2.8%

であり, EHB以外は3%以下と安定していた.また,施

設内変動係数はBAが1.6～2.0%, EHBが9.9～12.1%,

NPHBが4.7～5.5%であり, EHBでのバラツキが特に

大きかった･水蒸気蒸留法では,試料用フラスコ内の液量

の変動や流出速度の違いにより回収率が大きく変動し,測

定値のバラツキの原因となる.9)特にEHBのような分子

量の小さいパラオキシ安息香酸エステルではその影響が大

きいことから,再現性の高い結果を得るためにはこれらの

操作条件を一定にコントロールするよう細心の注意が必要

である.

道立検査施設を対象とした共通精度管理調査も2年目を

迎え,本年度からは細菌検査も加えて合計29の検査施設に

おいて実施された.精度管理の基本となるのは各検査施設

での内部精度管理の遵守にあるが,それに加えて外部精度

管理調査に参加し,他機関との比較を通して客観的な評価

を行うことも重要である.今後も,関係各位のご意見,ご

要望を取り入れながら,精度管理事業の充実を計っていき

たい.

要　　　　　約

道立保健所10施設,衛生研究所及び旭川市保健所の合計

12カ所の検査施設を対象にして,食品中の保存料検査につ

いての精度管理調査を行った.検査項目は醤油中の3種類

の保存料(安息香酸,パラオキシ安息香酸エチル,パラオ

キシ安息香酸プロピル)とし,添加濃度は0.05～0.15g/L

とした.各施設での測定値をZ-スコア及びx-R管理図

を代用する方法で評価した.

試料の抽出方法としては, 2カ所の施設で水蒸気蒸留法

が用いられていた他は,全て透析法が用いられていた.ま

た,保存料の測定は全ての施設でHPLC法が用いられて

いた.水蒸気蒸留法を用いていた施設でパラオキシ安息香

酸エチルの回収率及び変動係数の成績が若干悪かったが,

全体的に回収率,変動係数ともに概ね良好な成績が得られ

た.全参加施設でZ-スコアの絶対値は2以下となり,管

理状況は｢良好｣と判断された･
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