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農産物への残留農薬迅速分析法の適用性について(第3報)

Application of the Multi.residue Analytical Method

for Pesticide in Agricultural Products (Part 3)

佐藤　正幸　　　内山　康裕*　　　宇野　豊子　　　新山　和人

Masayuki Sato, Yasuhiro Uchiyama, Toyoko Uno and Kazuhito Nhyama

We investigated the application of the multi.residue analytical method for 11 organonitrogen

pesticides and 28 Organophosphorus pesticides in 23 kinds of agricultural products. The recover1

ies of organonitrogen pesticides and organophosphorus pesticides added at the concentrations of

0.4μgig and 0.2μgig were almost in the range of 70 to 120%. Coefficients of variation on the

recoveries were within　20%, although those over　20%　were observed in the recoveries of

acephate in broccoli samples, ethion in turnip samples, pirimiphos-methyl in grape samples,

fenthion in chingentsuai and welsh onion samples, phosmet in taro samples and methamidophos

in broccoli samples. The peak of isofenphos oxon recovered from broccoli samples, pirimiphos-

methyl recovered from leafy greens (komatsuna) samples and methamidophos recovered from

turnip and chingentsuai samples was divided into two peaks on the gas chromatograms. The re-

tention time of each pesticide in sample solution on the gas chromatograms was almost similar

to that of standard solution, but there was the delay more than one minute in the retention time

of methamidophos in komatsuna samples. The peak width at half height of dimethoate recov-

ered from sweet pepper samples, phosmet recovered from edible burdock, komatsuna, sweet po-

tato, chingentsuai, eggplant, broccoli and lettuce samples, methamidophos recovered from welsh

onion samples, methidathion recovered from onion samples narrowed, although that of

edifenphos recovered from brown rice and buckwheat samples, acephate recovered from turnip,

sweet potato, watermelon, chingentsuai, potato, grape and apple samples, isofenphos oxon re.

covered from adzuki beans, pumpkin, taro, watermelon, soybeans, tomato and ca汀ot samples,

methamidophos recovered from chhese chive samples spread. No interfering peak was found on

the gas chromatograms of komatsuna, onion, chingentsuai, welsh onion, Chinese chive and broc-

coli extracts which were homogenized in dIute phosphoric acid.

Key words : pesticide residue (残留農薬) ; rapid analytical method (迅速分析法) ; organonitrogen

pesticides (合窒素系農薬) ; organophosphorus pesticides (有機リン系農薬)

緒　　　　　言

現在,世界で約700種類の農薬が使用されており,その

うち国内で登録されているものは約350種類といわれてい

る1).平成14年4月現在,食品衛生法では229種類の農薬に

ついて残留基準値が設定されている.厚生労働省は平成15

年度から3年程度で新たに約200種類の農薬について基準

値の設定を予定しており,今後ますます多くの農薬検査が

求められると考えられる.基準値の設定に伴い分析法が告

示されているが,個別分析法が多いためその数は100種類

以上に及ぶ.このため,すべての農薬を限られた時間と労

力で告示分析法に従い検査することは非常に困難である.

そこで,広範囲な農薬を短期間で検査するためには,簡便

かつ多成分の農薬を同時に分析できる試験法の確立が必要

不可欠と考えられる.このような状況下,残留農薬検査業

務を効率的に行うため,平成9年4月8日に厚生省から残

留農薬迅速分析法(以下通知法と略記)が通知2)された.

通知法の利用に当たっては,あらかじめ,農薬と農作物の

組み合わせごとに各農薬の添加回収試験を実施し,回収率

が概ね70～120%の範囲に入らない場合若しくは相対標準

偏差　CV　が概ね20%以上である場合は,当該農薬と農

作物の組み合わせに対して本分析法の使用は適切ではない

こととしている.通知法の農産物-の適用性については,

既にいくつかの例が報告3-6)されている.我々は主に北海

道において残留農薬検査実績のある農産物を対象に迅速分

析法の適用性について検討しており, 13農産物に対する11

種類の合窒素系農薬及び28種類の有機リン系農薬の通知法

適用性については既に報告した7, 8)
*現北海道岩見沢保健所
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今回, 23農産物と上記農薬の組み合わせについて農薬の

添加回収試験を実施したので報告する.夾雑物質が多いと

考えられるかぶ,こまつな,玉ねぎ,チンゲンサイ,長ね

ぎ,にら及びブロッコリーについては試料磨砕時における

リン酸処理の効果についても検討した.さらにガスクロマ

トグラフィー(GC)により農薬を定量する際,標準溶液

の感度が試料溶液の注入前後で大きく異なる場合があるこ

とから,起爆注入9)の回数についても検討した.また,前

報8)において試料によりGCにおける保持時間が標準溶液と

比較し0.1分以上遅れる農薬,ガスクロマトグラム上のピー

クが2本に分離する農薬があったことから,標準溶液と試

料溶液の保持時間及びピーク形状(新たにピーク半値幅)

を比較し,保持時間及びピーク形状に及ぼすマトリックス

の影響(マトリックス効果)についても検討を行ったので

前回未報告の分も併せて報告する.

方　　　　　法

1.対象農産物

小豆,いちご,かぶ,玄米,ごぼう,こまつな,さつま

いも,さといも,すいか,そば,大豆,玉ねぎ,チンゲン

サイ,とうもろこし,トマト,長いも,長ねぎ,なす,に

ら,ピーマン,ぶどう,ブロッコリー及びレタスを札幌市

内の小売店から入手した.

2.対象農薬

対象農薬は表1に示した合窒素系農薬11種類及び表2に

示した有機リン系農薬28種類である.

3.分析方法

既報8)に従い,抽出操作は農薬無添加試料1検体及び添

加試料3検体について行った.なお,穀類及び豆類につい

ては試料10.0gに水20mLを加え,各農薬を4 μg添加後,

1時間放置し抽出を開始した.今回,ケイソウ土カラム処

理後の抽出液を濃縮する際,リン酸処理を行ったこまつな,

チンゲンサイ及びブロッコリーについては試料により不溶

物が発生した.このため,デカンテーションまたは遠心分

離(2500rpm, 5分間)により不溶物を除去した.ゲル浸

透クロマトグラフィー(GPC)カラムに注入する前には,

すべての試料について抽出液をメンブランフィルター(孔

径0.5μm)でろ過した.有機リン系農薬をGC-FPDによ

り分析する際, ULBON HR-1カラムを用いて定量を行っ

たが,かぶ,ごぼう,こまつな,さつまいも,さといも,

大豆,チンゲンサイ,長いも,長ねぎ,なす,にら,ぶど

う,ブロッコリー及びレタスについては,確認用としてよ

り極性の高いHicap CBP-10カラムも用いた.また　GC-

FPDに標準溶液を注入する前には,感度を安定化させるた

め起爆注入として試料抽出液を3回注入した.以下にGC-

NPD及びGC-FPDの分析条件を示す.

○GC-NPD

装置:HP 6890 (横河アナリテイカルシステムズ)

カラムーQuadrex MPS-50, 0.25mm I.D.×25m,膜厚

0.25μm (東京化成工業)

注入口温度: 270℃

検出器温度: 300℃

カラム温度: 50℃ (2 min)→15℃/min→260℃ (15 min)

キャリアーガス流量: 1.6mL/min

注入量:1μL (スプリットレス法)

○GC-FPD (条件1,定量用)

装置: GC -15A (島津製作所)

カラム: ULBON HR-1, 0.25mm ID.×25m,

膜厚0.25μm (信和化工)

注入口温度: 260℃

検出器温度: 280℃

カラム温度: 100℃→5 ℃/min→260℃ (3 min)

キャリアーガス(ヘリウム) :1.5kg/cm2

メイクアップガス(ヘリウム):35mL/min

水素: 1.2kg/cm2

空気: 0.7kg/cm2

注入量:2μL (スプリット法,スプリット比　　2)

○GC-FPD (条件2,確認用)

装置: GC-14B (島津製作所)

カラム: Hicap CBP-10, 0.25mmID.×25m,

膜厚0.25μm (島津製作所)

注入口温度: 260℃

検出器温度: 280℃

カラム温度: 100℃→ 5℃/min→260℃ (12min)

キャリアーガス(ヘリウム) :150kPa

メイクアップガス(窒素) :80kPa

水素: 120kPa

空気: 70kPa

注入量:2μL(スプリット法,スプリット比1:2)

結　　　　　果

1.回収率について

各農産物についての合窒素系農薬及び有機リン系農薬の

添加回収試験結果を表1及び表2に示した.合窒素系農薬

においてはすべての試料で定量可能であったが,有機リン

系農薬においては農産物によってはガスクロマトグラム上

に妨害ピークが出現したため定量困難な農薬があった.定

量困難な農薬は,リン酸無処理及びリン酸処理かぶ中のメ

タミドホス,こまつな中のアセフェート,イソフェンホス

オキソン及びメタミドホス,リン酸処理こまつな中のアセ

フェート,玉ねぎ中のアセフェート,イソフェンホスオキ

ソン,パラチオン,ピリミホスメチル及びメタミドホス,

リン酸無処理及びリン酸処理チンゲンサイ中のβ -CVP,

イソフェンホスオキソン,キナルホス及びフェントエート,

長ねぎ中のアセフェート,エトプロホス,エトリムホス,

ジクロルボス,ダイアジノン,パラチオン,パラチオンメ

チル,ピリミホスメチル,フェンチオン及びメタミドホス,

にら中のアセフェート,エトプロホス,ジクロルボス及び

メタミドホスであった.

今回,有機リン系農薬をULBON HR-1カラムにより定
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表1 -1　含窒素系農薬の添加回収試顔結集

表1-2　含窒素系農薬の添加回収試験結果

表1 -3　含窒素系農薬の添加回収試験結果
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表2-1　有機リン系農薬の添加回収試験結果

表2-2　有機リン系農薬の添加回収試験結果
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量したが,より極性の高いHicap CBP-10カラムを用い

た場合,定量可能となる農薬があった.このうち,回収率

及びCVが通知法のガイドライン(回収率が概ね70～120%.

相対標準偏差が20%以下)の範囲内に入った農薬(回収率,

CV)は,リン酸無処理及びリン酸処理かぶ中のメタミド

ホス(115%, 3.7%及び99%, 4.8%),こまつな中のイソ

フェンホスオキソン(107%, 8.5%),リン酸無処理及びリ

ン酸処理チンゲンサイ中のキナルホス(95%, 9.5%及び99

%, 3.5%),チンゲンサイ中のフェントエート(95%, 14.0

%),長ねぎ中のエトプロホス(92%, 8.6%),エトリムホ

ス(121%, 14.5%),ジクロルボス(89%, 9.3%),ダイ

アジノン(87%, 7.4%),パラチオン(95%, 6.1%),パ

ラチオンメチル(106%, 8.4%),ピリミホスメチル(85%,

7.2%),フェンチオン(112%, 7.6%)及びメタミドホス

(124%, 12.1%),にら中のエトプロホス(93%, 7.6%)

であった.

表2-3　有機リン系農薬の添加回収試験結果

回収率及びCVがガイドラインをはずれていた農薬を表

中太字で示した.回収率がガイドラインを上回った農薬は,

合窒素系農薬ではかぶ,玄米及びそば中のイソプロカルブ,

そば,とうもろこし及びにら中のイプロジオン,小豆,リ

ン酸処理玉ねぎ,長いも及びぶどうを除く試料中のカルバ

リル,長ねぎ中のメフェナセット,小豆,玄米,そば,玉

ねぎ及びにら中のレナシルであった.有機リン系農薬では,

夾雑物質が多いと考えられる玉ねぎ,チンゲンサイ,長ね

ぎ及びにら中のアセフェート,エディフェンホス,ジメト

エート,ホサロン及びホスメットの回収率がガイドライン

を大きく上回る傾向を示した.一方,回収率がガイドライ

ンを下回った農薬は,合窒素系農薬ではいちご,リン酸処

理玉ねぎ及びぶどう中のビテルタノール,いちご及びリン

酸処理玉ねぎ中のプロピコナゾール,いちご中のメフェナ

セットであった.有機リン系農薬では小豆,玄米及びそば

中のアセフェート,ジクロルボス,マラチオン及びメタミ

ドホスの回収率はそれぞれ36～70%, 32～62%, 54～71%

及び41～72%と低くなる傾向を示した.また, CVがガイ

ドラインを上回った農薬は,リン酸処理ブロッコリー中の

アセフェート　70.4%),かぶ中のエチオン(21.1%),ぶ

どう中のピリミホスメチル(20.3%),リン酸処理チンゲン

サイ及びリン酸処理長ねぎ中のフェンチオン(75.4%及び

34.5%),さといも中のホスメット(38.7%),リン酸処理

ブロッコリー中のメタミドホス(58.5%)であった.

ガイドラインをはずれた農薬のうち, Hicap CBP-10カ

ラムを用いた場合,ガイドラインの範囲内に入った農薬は,

かぶ中のエチオン(84%, 17.8%),フェンチオン(68%,

7.6%　及びフェントエート(66%, 9.4%),リン酸処理こ

まつな中のα-CVP (121%, 8.3%)及びエトプロホス

(111%, 2.6%),リン酸処理チンゲンサイ中のエトプロホ

ス(120%, ll.9%)及びマラチオン(119%, 10.3%),長

いも中のジクロルボス(72%, 10.5%)及びジメトエート
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表3-1　農薬保持時間のマトリックスによる相違(ΔtR)

表3-2　農薬保持時間のマトリックスによる相違(ΔtR)
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表3-3　農薬保持時間のマトリックスによる相違(ΔtR)

(110%, 13.3%),リン酸処理長ねぎ中のホサロン(123%,

4.6%),ぶどう中のフェンチオン　67%, 17.3%),レタス

中のホサロン(122%, 1.4%)であった.

2.保持時間の標準溶液からのずれ

各農薬のGCにおける保持時間を試料溶液と標準溶液と

で比較した(表3).有機リン系農薬においては試料との

組み合わせにより　EPN (1試料),アセフェート(11試

料),イソフェンホスオキソン(17試料),エチオン(2試

料),エディフェンホス(2試料),ジメトエート(1試料),

ピリミホスメチル(1試料),ホサロン(1試料),ホスメッ

ト(2試料)及びメタミドホス(10試料)の保持時間に0.1

分以上の差が認められた.中でも,リン酸処理こまつな中

のメタミドホスの保持時間は標準溶液と比較し1.3分の遅れ

が生じた. GCのカラムにHicap CBP-10を用いた場合に

も,リン酸処理こまつな中のメタミドホスの保持時間は1.5

分の遅れが生じた.今回データを示さなかったが,合窒素

系農薬については保持時間にほとんど差は認められなかっ

た.

図1リン酸処理テンゲンサイ抽出液中のメタミドホスピー

ク形状

3.ピーク形状の比較

ガスクロマトグラム上においてブロッコリー中のイソフェ

ンホスオキソン,リン酸処理こまつな中のピリミホスメチ

ル,リン酸処理かぶ,リン酸無処理及びリン酸処理チンゲ

ンサイ中のメタミドホスピークは2本に分離した.また,

ブロッコリー及びさつまいも中のイソフェンホスオキソン
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のピークは,立ち上がりにショルダーが検出された.

農薬無添加のリン酸処理チンゲンサイ抽出液にメタミド

ホスを添加(0.8μg/mL)した溶液をアセトンで希釈した

際のガスクロマトグラムを図1に示した.　この場合にもメ

タミドホスのピークは2本に分離したが,希釈率が高くな

るに伴い後ろのピークの保持時間が早くなり, 16倍希釈液

では1本のピークとなった.この時の保持時間は標準溶液

とほぼ一致した(ΔtR=0.012分).途中, 4倍希釈液では

ピークは4本に分離したことから, 2本に分離したピーク

が光学異性体であるとは考えにくい.なお,抽出液を2.5倍

に濃縮した場合, 2本に分離したピーク間の保持時間の差

はさらに大きくなった.

また,今回新たにガスクロマトグラム上における農薬の

ピーク半値幅を,既に通知法の適用性について検討した13

農産物(16試料,7,8)も併せ,試料溶液と標準溶液とで比較

した.メタミドホスのガスクロマトグラムを図2に示した.

リン酸処理長ねぎ中のメタミドホスはピーク半値幅が狭く

なる傾向を示した.回収率は面積計算した場令117% (CV

1.4%),高さ計算した場合252% (CV 1.2%)であった.

一方,リン酸処理にら中のメタミドホスはピーク半値幅が

拡がる傾向を示した.回収率は面積計算した場合112%

(CV 2.8%),高さ計算した場合25% (CV 5.4%)であっ

た.ピーマン中のジメトエート,ごぼう,リン酸処理こま

つな,さつまいも,リン酸無処理及びリン酸処理チンゲン

サイ,なす,リン酸処理にら,ブロッコリー及びレタス中

のホスメット,リン酸処理長ねぎ中のメタミドホス,リン

酸処理玉ねぎ中のメチダチオンのピーク半値幅は狭くなる

傾向を示し(表4),玄米及びそば中のエディフェンホス,

リン酸処理かぶ,さつまいも,すいか,リン酸処理チンゲ

ンサイ,ばれいしょ,ぶどう及びりんご中のアセフェート,

小豆,かぼちゃ,さといも,すいか,大豆,トマト及びに

んじん中のイソフェンホスオキソン,リン酸処理にら中の

メタミドホスのピーク半値幅は拡がる傾向を示した(表5).

GCのカラムにHicap CBP-10を用いた場合にも,試料溶

液中の農薬ピーク半値幅が標準溶液と大きく異なる農薬が

あった.

図2　メタミドホスのガスクロマトグラム

図3　ぶどう抽出液中のアセフェート定量における希釈倍

数の影響

図4　同.マトリックスにおけるぶどう抽出液中の

アセフェートピーク形状

農薬無添加のぶどう抽出液にアセフェートを添加(0.8

μg/mL)した溶液(原液)をアセトンで希釈した際のガ

スクロマトグラムを図3に示した.希釈率が高くなるに伴

いピーク半値幅は狭くなり,標準溶液との保持時間の差も

小さくなった. 4倍に希釈した場合,標準溶液と近似した

半値幅を示し,保持時間についても標準溶液とほぼ一致し

た. 2倍に希釈した場合,ピーク面積は約1/2の値を示した

が,ピーク高さは原液よりも若干高い値を示した. 4倍に

希釈した場合,ピーク面積,ピーク高さ共に2倍希釈液の
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約1/2の値を示した. 8倍に希釈した場合,ピーク面積,ピー

ク高さは共に4倍希釈液の約1/3の値を示した(クロマトグ

ラムは示さず).アセフェート濃度とピーク面積の間には

原液～8倍希釈液間で直線性が認められた(r=0.999).一

方,アセフェート濃度とピーク高さの間には原液, 2倍,

4倍希釈液間では直線性が認められなかった(r=0.633)

が, 2倍, 4倍, 8倍希釈液間では直線性が認められた(r

=0.999).

表4　ピーク半値幅が狭くなった農薬

表5　ピーク半値幅が拡がった農薬

農薬無添加のぶどう抽出液にマトリックス濃度が同一と

なるよう各濃度(0.1, 0.2, 0.4, 0.8μ　　　のアセフェー

トを添加した際のガスクロマトグラムを図4に示した.標

準溶液と比較し抽出液中の農薬ピーク半値幅は拡がる傾向

を示したが,添加濃度とピーク面積及びピーク高さの間に

は相関(何れもr=0.999)があり,良好な直線性が認めら

れた.ピーク形状が標準溶液と大きく異なる場合において

も,標準添加法による定量は可能であることが明らかとなっ

た.

4.リン酸処理の効果

かぶ,こまつな,玉ねぎ,チンゲンサイ,長ねぎ,にら

及びブロッコリーについて,試料磨砕時におけるリン酸処

理の効果について検討を行った.前報8)と同様にリン酸処

理試料抽出液の方がガスクロマトグラム上における夾雑ピー

クが少なく,分析が容易であると考えられた.しかし,抽

出操作中に不溶物が発生したり,メンブランフィルターで

ろ過する際,ろ過が困難な場合があるなどの問題点もあっ

た.回収率及びCVがガイドラインをはずれる農薬,保持

時間が著しく遅れる農薬,ピーク形状が標準溶液と大きく

異なる農薬もあることから,リン酸処理は必ずしも有効と

はいえない農産物もあると考えられる.

考　　　　　察

1.起爆注入について

起爆注入は試料抽出液をGCに注入することにより,注

入口インサート及びGCカラムの吸着や分解の活性点をマ

スキングすることを目的に行われる9).そこで,有機リン

系農薬をGC-FPDにより分析する際の起爆注入の回数に

ついて検討を行った.標準溶液を注入する前に起爆注入を

3回行った場合には,試料抽出液注入前後の標準溶液はほ

ぼ一定のピーク強度を示した.

起爆注入を1回しか行わなかった場合には,標準溶液の

ピーク強度が小さくなる傾向が認められ,試料抽出液中の

農薬回収率が高くなる結果を招いた.さらに,抽出液注入

後の標準溶液のピーク強度の増加も認められた.また,当

日の分析終了後, GCを1晩初期条件で放置した後,翌日

標準溶液をGCに注入した場合にはピーク強度は再び小さ

くなった.この上とから,試料未注入の時間が一定時間以

上であると起爆注入の効果は失われると考えられた.

なお,抽出液を起爆注入する際,マトリックス濃度が高

いと考えられる抽出液ほど標準溶液のピーク強度の増加が

認められた.そこで今回,標準溶液をGC-FPDに注入す

る前に,当日注入する試料抽出液の中で最もマトリックス

濃度が高いと考えられる試料抽出液を起爆注入として3回

注入することとした.

2.通知法のガイドラインをはずれた農薬について

合窒素系農薬のうち,イソプロカルブ及びカルバリルの

回収率がそれぞれ83～164%, 73～556%と,試料によって

はガイドラインを大きく上回るものもあった.カルバリル

については前報8)においても同様の傾向(131～477%)が

認められている.これらはGCにおけるマトリックスによ
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る増感効果と考えられる.イソプロカルブ及びカルバリル

は,通常,定量性に優れたポストカラムHPLC法により分

析される. GC法は農薬が検出された際の確認手段として

有用と考えられる.

かぶ,大豆,リン酸処理チンゲンサイ,トマト及びぶど

う中のフェンチオンの回収率がガイドラインを下回ったが,

フェンチォン添加試料からは酸化体であるフェンチオンス

ルホキシドのピークも検出されていることから､抽出の過

程で酸化を受けたものと思われる.

今回データは示さなかったが,農薬添加リン酸処理チン

ゲンサイ抽出液を調製する際,操作途中に色調が線色から

褐色に変化するものがあった.この時のイソフェンホスの

回収率は平均27%, CV60.6% (n=3)と色調未変化の抽

出液の回収率(平均98%　CV2.0%n=3)を大きく下回っ

た.原因については不明だが,同様な現象が確認された場

合には,農薬により回収率が著しく低下する可能性がある

ことから分析する際には注意を要する.

Hicap CBP-10カラムはULBON HR-1カラムと比較し,

農薬のカラムへの吸着などによりGC感度が低下したり,

クロマトグラム上にテーリングが認められる農薬もあるこ

とから,通常の分析では使用は好ましくない.しかし,夾

雑ピークと重なることなく定量可能となる農薬や通知法の

ガイドラインをはずれた農薬がガイドラインの範囲内に入

る場合もあることから,試料によっては有効と考えられる.

3.マトリックス効果

有機リン系農薬においては試料との組み合わせにより,

ガスクロマトグラム上の保持時間が標準溶液と比較し0.1分

以上遅れる農薬があった.中でもアセフェート,イソフェ

ンホスオキリン及びメタミドホスの保持時間は,多くの試

料で遅れる傾向を示し,中には1分以上遅れるものもあっ

た.これらの農薬については前報8)においても同様の傾向

が認められている.今回夾雑物質が多いと考えられるかぶ,

こまつな,玉ねぎ,チンゲンサイ,長ねぎ,にら及びブロッ

コリーについてはリン酸処理の効果についても検討を行っ

たが,ブロッコリーを除く農産物においてはリン酸処理を

行った方が保持時間が遅れる傾向を示した.これらは何れ

もマトリックスの影響と考えられる.

イソフェンホスオキソン,ピリミホスメチル及びメタミ

ドホスのピークは試料により2本に分離した.アスパラガ

ス,オレンジ,大根及びりんご中のメタミドホスピークに

っいてはマトリックスの影響により2本に分離するが,精

製効果の高いシリカゲルカラム処理を行う告示分析法に従

いアスパラガス中のメタミドホスを分析した場合,メタミ

ドホスピークは1本となることを既に報告7,8)している.

ブロッコリー及びさつまいも中のイソフェンホスオキソン

のピークは立ち上がりにショルダーが検出された.農薬無

添加の抽出液にイソフェンホスオキリンを添加した場合に

もショルダーが検出されたことから,これらについてもマ

トリックスの影響と考えられる.

農薬のピーク半値幅を試料溶液と標準溶液とで比較した

ところ,ピーク半値幅が大きく異なる農薬があった.農薬

無添加の抽出液に農薬を添加した場合にも同様の現象が認

められたことから,これらについてもマトリックスの影響

と考えられる.試料溶液中でピーク半値幅が狭くなる農薬

の場合,回収率は面積計算値より高さ計算値の方が高い値

を示した.一方,ピーク半値幅が拡がる農薬の場合,回収

率は高さ計算値より面積計算値の方が高い値を示した.今

回すべての試料についてピーク面積により回収率及びCV

を算出したが,アセフェートの回収率が通知法のガイドラ

インをはずれたさつまいも(回収率163%, CV3.2%)及び

リン酸処理チンゲンサイ(回収率158%, CV7.6%)につい

ては,高さ計算した場合,回収率はそれぞれ124%

(CV1.5%)及び76% (CV5.4%)と概ねガイドラインの範

囲内に入った.さつまいも及びリン酸処理チンゲンサイ中

のアセフェートについてはピーク面積よりピーク高さによ

り定量することが望まれる.

農薬が検量線の濃度上限を超えて抽出液から検出された

場合,検量線の濃度範囲を高めに調製し直すほかに,抽出

液をアセトンで希釈する方法が考えられる.ピーク形状が

標準溶液と大きく異なる農薬においては,抽出液をアセト

ンで2倍に希釈すると,マトリックス濃度が変わるため,

農薬濃度とピーク高さの間に直線性が認められず,ピーク

高さ計算による定量が困難となる場合がある(図3).し

かし,希釈倍数を4倍, 8倍とさらに高くし,マトリック

ス濃度をより低くすることにより,農薬濃度とピーク高さ

の間に直線性が認められ定量可能となる場合がある.抽出

液をアセトンで希釈し定量する際には,保持時間及びピー

ク半値幅が標準溶液と近似した値となるように適宜希釈し

た複数の溶液を調製し,希釈倍数とピーク面積またはピー

ク高さの間の直線性を確認する必要がある.

外部標準法を用いた迅速分析法により抽出液中の農薬定

量を行った場合,マトリックスの影響により保持時間が大

きくずれる農薬,ピークが2本に分離する農薬,面積計算

値と高さ計算値では異なる値を示す農薬があった.そこで,

マトリックスの影響を最小限に抑えるため,抽出液をアセ

トンで希釈する方法も考えられるが,検出限界値が高くな

るなどの問題点がある.これらの農薬が検出された場合に

は,標準添加法または精製効果の高いカラム処理を行うた

めマトリックスの影響が少ないと考えられる告示分析法に

より再定量することが望ましいと考える.

今回11種類の合窒素系農薬及び28種類の有機リン系農薬

について,農産物-の残留農薬迅速分析法の適用性につい

て検討した.その結果,一部の農薬を除き23種類の農産物

に迅速分析法の適用が可能と考えられた.

結　　　　　語

厚生省通知法に準じた残留農薬迅速分析法の適用性を検

討するため, 23農産物と39農薬(合窒素系11,有機リン系

28)の組み合わせについて添加回収試験を行った.その結

果,一部を除き本法の適用が可能と考えられた.
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ガスクロマトグラム上においてブロッコリー中のイソフェ

ンホスオキソン,リン酸処理こまつな中のピリミホスメチ

ル,リン酸処理かぶ及びリン酸無処理及びリン酸処理チン

ゲンサイ中のメタミドホスのピークは2本に分離した.

各農薬のガスクロマトグラム上の保持時間を試料溶液と

標準溶液とで比較したところ,リン酸処理こまつな中のメ

タミドホスについては,標準溶液と比べ1分以上の遅れが

生じた.

こまつな,玉ねぎ,チンゲンサイ,長ねぎ,にら及びブ

ロッコリーについては,試料磨砕時にリン酸処理を行うこ

とにより,ガスクロマトグラム上の夾雑ピークが少なくな

るが, CVがガイドラインをはずれる農薬,保持時間が著

しく遅れる農薬,ピーク形状が標準溶液と大きく異なる農

薬があるなどの問題点もあることから,リン酸処理が有効

とはいえない農産物もあることが判明した.

終りに臨み,本研究を遂行するに当たり御協力頂いた北

海道保健福祉部食品衛生課の関係各位に深謝いたします.
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