
平成１８年５月２９日付けで食品に残留する農薬等のポジ
ティブリスト制度が施行され，新たに多くの農薬について
基準値が設定された１）．一方，平成２２年１２月には「食品
中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラ
インについて」（以下「ガイドライン」とする）が改正さ
れ，食品衛生法に基づく規格基準への適合性を判断する試
験法については，試験法を適用する食品ごとに対象農薬の
添加回収試験を行い，選択性，真度及び精度等を評価する
「妥当性評価」を実施することが求められた２）．これらの
ことから，食品中の残留農薬の試験では，より多くの農薬
をより簡便かつ迅速に分析するための効率的な残留農薬一
斉試験法の開発が必要となった．
当所には，高感度かつ高選択性を有する GC−MS/MS及

び LC−MS/MSが整備されている．両機器は，食品中の残
留農薬を一斉に測定するという点において非常に優れてお
り，これらを用いた食品中の残留農薬一斉試験法の確立は，
検査精度の向上，検査の迅速化及び効率化が可能となるこ
とから極めて重要であると考えられた．そこで筆者らは，
これまでにパスタ、野菜缶詰及び果実缶詰等の加工食品を
対象とした残留農薬一斉試験法を検討し，妥当性評価を行っ
てきた３―４）．しかし，近年，高濃度の農薬が検出され問題
となった餃子，グラタン，ピザなどの冷凍調理加工食品５―６）

は脂質を多く含んでおり，さらに原材料に種々の食品が用
いられていることから，分析時に妨害となる夾雑物が多く，
精製方法として固相ミニカラムのみを用いた上記一斉試験
法３―４）では良好な測定が困難であった．そこで，今回，新
たに脂質の多い調理加工食品を対象とする残留農薬一斉試
験法の開発を行うこととした．本研究では，試料として冷
凍餃子を用い，厚生労働省通知試験法「農薬等の一斉試験
法（畜水産物）」７）で採用されているゲル浸透クロマトグラ
フィー（以下「GPC」とする）を精製法とする試験法を
検討した後，開発した試験法の妥当性評価試験を行ったの

で，その結果を報告する．

方 法

１．試料

道内小売店で販売されていた冷凍餃子を松下電器産業
（株）（現 パナソニック（株））製スピードカッターMK−K

７７を用いて均一化し，試料とした．
２．対象化合物

分析対象とした農薬１４１品目１５７化合物を表１に示した．
LC−MS/MS測定対象農薬については，分析対象化合物に
（LCMSMS）と付記した．その他については，GC−MS/MS

測定対象化合物である．アセフェート，イソプロカルブ，
オメトエート及びメタミドホスについては，両方の機器で
測定した結果を示した．
３．試薬等

農薬標準品：和光純薬（株）製農薬混合標準液８種（PL―１―２，
PL―２―１，PL―３―３，PL―４―２，PL―５―１，PL―６―３，PL―１１―２
及び PL―１２―１）を用いた．これら標準液に含まれていない
ものについては，関東化学（株），林純薬工業（株），和光純
薬工業（株）及び Sigma−Aldrich社製残留農薬試験用単成分
標準品を用いた．
標準原液：農薬混合標準液を除く各農薬標準品２５mg

を精密に秤量し，アセトンに溶解して５００mg/L としたも
のを農薬標準原液とした．
農薬標準溶液：各農薬混合標準液及び農薬標準原液を混

合した後，アセトンで希釈し，１mg/L 農薬混合標準溶液
を調製した．これをアセトンで希釈し，０．１mg/L とした
ものを添加用農薬標準溶液とした．また，１mg/L 農薬混
合標準溶液を n―ヘキサンで希釈し，０．５mg/L とした後，
アセトン及び n―ヘキサン（１：１）混液で適宜希釈し，０．０２，
０．０３，０．０４，０．０５及び０．０６mg/L としたものを GC−MS/

MS検量線用農薬標準溶液とした．添加用農薬標準溶液を
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メタノールに転溶した後，メタノールで適宜希釈し，０．０１，
０．０１５，０．０２，０．０２５及び０．０３mg/Lとしたものを LC−MS/

MS検量線用農薬標準溶液とした．
試薬及び溶媒：LC−MS/MSに使用したメタノール及び

水は関東化学（株）または和光純薬工業（株）製 LC/MS用を，
酢酸アンモニウムは和光純薬工業（株）製特級を用いた．試
験溶液調製に用いた有機溶媒及び硫酸ナトリウム（無水）
は関東化学（株）または和光純薬工業（株）製残留農薬試験用
を，硫酸マグネシウム（無水）は和光純薬工業（株）製特級
を用いた．
固相抽出用ミニカラム：Agilent Technologies社製Mega

BE−C１８（１g，６mL）（以下「C１８ミニカラム」とする）
及び Agilent Technologies社製 BOND ELUT−PSA（５００mg，
３mL）（以下「PSA ミニカラム」とする）をあらかじめア
セトニトリル１０mL でコンディショニングした後，用い
た．
ろ紙：アドバンテック東洋（株）製ろ紙５A を用いた．

４．分析装置及び測定条件

１）装置
ホモジナイザーは（株）日本精機製作所製エースホモジナ

イザー AM―７を，GPCは日本分光（株）製 PU―２０８０Plus，
UV―２０７５，CO―２０６５Plus及び AS２０５０Plusのシステムを，
ガスクロマトグラフ／質量分析計は（株）島津製作所製GCMS―
８０３０を，液体クロマトグラフ／質量分析計は（株）島津製作
所製 LCMS―８０４０を使用した．
２）GPC条件
カラム：昭和電工（株）製 CLNpak EV―２０００（ガードカラ

ムとして EV−Gを連結して使用），移動相：アセトン及び
シクロヘキサン（１：４）混液，カラム温度：５０℃，波長：
２５４nm，流速：５mL/min，注入量：４mL

３）GCMS―８０３０条件
a．ガスクロマトグラフ
分析カラム：Agilent Technologies社製 DB―５MS（内径

０．２５mm，長さ３０m，膜厚０．２５μm），カラム温度：５０℃
（１min）→２５℃／min→１２５℃（０min）→１０℃／min→３００℃
（１０min），注入口温度：２５０℃，インターフェース温度：
３００℃，キャリアガス：ヘリウム（１mL/min），注入法：
スプリットレス，注入量：２μL

b．質量分析計
測定モード：MRM（Multiple Reaction Monitoring），イ

オン化法：EI，イオン源温度：２５０℃，測定イオン：各農
薬のモニターイオンは表１に示した．
４）LCMS―８０４０条件
a．液体クロマトグラフ
分析カラム：GL サイエンス社製 Inertsil ODS―４（内径

２．１mm，長さ１５０mm，粒子径３μm），カラム温度：４０℃，
移動相：５mmol/L酢酸アンモニウム溶液（A液），５mmol/L

酢酸アンモニウム・メタノール溶液（B液），移動相流量：
０．２mL/min，グラジエント条件：B液 １０％（０分）→９９％
（２０分）→９９％（３０分）

注入量：０．５μL

b．質量分析計
イオン化法：ESI（ポジティブモード），測定モード：

MRM，脱溶媒管（DL）温度：２５０℃，ヒートブロック温
度：４００℃，ネブライザーガス流量：３．０L/min，ドライガ
ス流量：１５．０L/min，測定イオン：各農薬のモニターイオ
ンは表１に示した．
５．試験溶液調製法

試験溶液調製法を図１に示した．試料１０．０gにアセト
ン１００mL を加え，ホモジナイズした後，減圧ろ過した．
ろ液を約１０mL 以下まで減圧下濃縮した後，濃縮液を酢
酸エチル８０mL で三角フラスコに移した．これに硫酸ナ
トリウム（無水）５０gを加えて脱水し，硫酸ナトリウム
（無水）をろ別した後，減圧下濃縮し，溶媒を除去した．
この残留物に n―ヘキサン２０mL を加え，n―ヘキサン飽和

図１ 試験溶液調製法
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表１ MS/MS測定条件及び妥当性評価試験結果
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表１ MS/MS測定条件及び妥当性評価試験結果（続き）
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アセトニトリル４０mL ずつで３回振とう抽出した．抽出
液を合わせ，減圧下濃縮し，溶媒を除去した．この残留物
をアセトン２mL に溶解し，シクロヘキサンで１０mL に定
容した．遠心分離（３，０００rpm，５分間）した後，その上
澄み液４mL を GPC用カラムに注入し，アセトン及びシ
クロヘキサン（１：４）混液で溶出した．アクリナトリンの
保持時間からトリシクラゾールの溶出終了時間までの溶出
液を採り，減圧下濃縮し，溶媒を除去した．残留物にアセ
トニトリル２mL を加えて溶解し，全量を C１８ミニカラ
ムの下に PSA ミニカラムを連結したカラムに負荷した．
アセトニトリル２０mL を注入し，負荷液を含む全溶出液
を採り，減圧下濃縮し，溶媒を除去した．残留物をアセト
ン及び n―ヘキサン（１：１）混液１mL に溶かし，試験溶
液とした．
６．定 量

１）GC−MS/MS測定
ブランク試験溶液（標準品無添加の試料から調製）と検

量線用標準溶液を等量ずつ混合し，０．０１～０．０３mg/L の
マトリックス添加農薬標準溶液を調製した後，各濃度のマ
トリックス添加農薬標準溶液２μL を GC−MS/MSに注入
し，得られたピーク面積により検量線を作成した．試験溶
液に等量のアセトン及び n―ヘキサン（１：１）混液を加え
て混合した溶液２μL を GC−MS/MSに注入し，得られた

ピーク面積を用いて絶対検量線法により各農薬を定量し，
回収率を算出した．
２）LC−MS/MS測定
検量線は，各濃度の検量線用農薬標準溶液０．５μLを LC−

MS/MSに注入し，得られたピーク面積により検量線を作
成した．試験溶液１００μL を採り，溶媒除去後，メタノー
ル２００μL に溶解したもの０．５μL を LC−MS/MSに注入し，
得られたピーク面積を用いて絶対検量線法により各農薬を
定量し，回収率を算出した．
７．添加回収試験（妥当性評価試験）

添加回収試験は，ガイドラインに従い，実験者１名で２
併行５日間実施し，選択性，真度及び精度（併行精度及び
室内精度）を評価した２）．添加濃度は，一律基準濃度（０．０１
mg/kg）とし，添加後３０分間経過してから抽出操作を開
始した．

結果及び考察

冷凍餃子はその約１０％が脂質８）であることから，抽出
溶媒は，脂質とともに農薬を抽出でき，種々の農薬抽出に
よく利用されるアセトンを選択した．アセトンで各農薬を
抽出した後，抽出液を減圧下濃縮し，厚生労働省通知試験
法「アセフェート，オメトエート及びメタミドホス試験法
（農作物）」７）の抽出方法を参考に，酢酸エチルを加え，そ

表１ MS/MS測定条件及び妥当性評価試験結果（続き）
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こに硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水操作を行うこと
とした．
次に酢酸エチルを除去した残留物を GPCにより精製す

る方法について検討した．残留物をアセトン及びシクロヘ
キサン（１：４）混液１０mL に溶解し，そのうちの４mL を
GPCに注入したところ，注入時にカラム圧の上昇が認め
られた．この原因として，注入液の粘性が高いことが考え
られたため，GPC注入前に n―ヘキサン／アセトニトリル
分配による脱脂操作を追加した．その結果，注入時のカラ
ム圧の上昇は認められなくなった．

GPCの分取画分については，厚生労働省通知試験法
「農薬等の一斉試験法（畜水産物）」を参考にして，アクリ
ナトリンの保持時間からトリシクラゾールの溶出終了時間
までとした７）．しかし，GPC分取画分の溶媒を除去したと
ころ，油脂状の残留物が少量認められ，GPC精製では完
全に脂質を除去することができなかった．そこで低極性化
合物及び脂肪酸の除去を目的として，C１８ミニカラム及
び PSA ミニカラムでの精製を検討した．C１８ミニカラム
の下に PSA ミニカラムを連結し，各標準品１μgを負荷し
た後，アセトニトリルで溶出した際の溶出状況を確認した
ところ，アセトニトリル２０mL で概ねすべての農薬が溶
出することが確認できた．また，これらミニカラムによる
精製により，脂質をほぼ除去することが可能であった．
以上の検討からデザインした試験法（図１）を用いて，

冷凍餃子に対する添加回収試験（n＝２）を行った．残留
基準値の設定のない加工食品に対しては，一律基準濃度
（０．０１mg/kg）が適用されることから９），今回，各農薬標
準品を０．０１mg/kgで添加した．なお，各農薬の定量限界
は，０．０１mg/kgに設定した．添加回収試験において，GC−

MS/MS測定対象化合物のうちシメトリン，テルブトリン
及びプロメトリンについては，溶媒標準溶液で１ピークの
ものが試験溶液ではブロードな２ピークとなるなどしたた
め同定不能であった．また，シアナジンについては添加濃
度０．０１mg/kg相当のピークが S/N≧１０を満たしていな
かったことから，定量不能であった．LC−MS/MS測定対
象化合物については，試験溶液の注入量を最初２μL とし
たが，メタミドホスに顕著なイオン化抑制が認められたこ
とから，０．５μL 注入とした．添加回収試験の結果，１５７分
析対象化合物のうち１４８分析対象化合物が７０～１２０％の範
囲にあったことから，今回開発した試験法は冷凍餃子中の
残留農薬の試験法として有用と思われた．そこで，引き続
き冷凍餃子を用いて本試験法の妥当性評価試験を行った．
妥当性評価試験結果を表１に示した．今回の添加濃度にお
いて，ガイドラインで規定された各パラメータの評価基準
は以下のとおりである．選択性の許容範囲は定量を妨害す

るピークが０．０１mg/kg相当ピークの１／３未満であること．
真度は７０～１２０％の範囲内，併行精度は２５％未満，室内
精度は３０％未満であることが目標値とされている２）．選
択性については，すべての農薬でガイドラインの許容範囲
を満たしていた．真度については，ジスルホトン，チオメ
トン，フィプロニル，ブプロフェジン及びホルモチオンが
７０％未満と目標値を満たさなかった．併行精度について
は，ジスルホトン，チオメトン及びブプロフェジン，室内
精度については，ジスルホトン，スルプロホス，チオメト
ン，テルブホス，フェナミホス，ブプロフェジン，プロパ
ホス及びホレートが目標値を満たさなかった．以上の結果
より，ガイドラインの目標値を満たした農薬は，１２７品目
１４２分析対象化合物であった．
今回開発した試験法は，冷凍餃子に限らず，他の調理加

工食品にも適用可能と考えられることから，今後これらに
ついても妥当性評価を進めたい．
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