
食品に残留する農薬等の試験については，厚生労働省か
ら通知された「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」（以下ガイドラインとする）１，２）

に基づいた妥当性評価の実施が必須であり，厳しい精度管
理，分析技術の向上が求められている．当所では輸入加工
食品の残留農薬検査を行っているが，加工食品中に含まれ
る農薬の残留基準値の適合判定を目的とした試験法が厚生
労働省から示されていないことから３），妥当性評価が行わ
れた試験法の早急な整備が課題となっている．一方，従来
の分析では，農薬の特性に合わせた複数の試験法や分析機
器を使用するため，検査に時間と手間を要していたが，近
年では，GC−MS/MS等の機器の発展に伴い，より高感度
かつ選択性の高い分析が可能となってきている．そこで，
検査の迅速・効率化を図ることを目的として，高感度かつ
選択性の高い GC−MS/MSを用いた加工食品中の残留農薬
一斉分析法を確立することとし，妥当性評価を行ったので，
その結果について報告する．

方 法

１．試料

道内小売店で購入したいちごジャム，パインアップル缶
詰，みかん缶詰，もも缶詰，ワイン，アスパラガス缶詰，
とうもろこし缶詰，トマト缶詰，マッシュルーム缶詰，れ
んこん水煮，クラッカー，パスタ，甘ぐり，はるさめ，ビー
フンの１５品目を使用した．
２．対象化合物

農薬１３２項目１４６化合物を表１に示した．
３．試薬

農薬混合標準原液：和光純薬工業（株）製農薬混合標準液
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を農薬混合標準原液とした．
農薬標準品及び農薬標準原液：上記和光純薬工業（株）製

の各農薬混合標準液に含まれていない農薬の標準品は，関
東化学（株），和光純薬工業（株），Sigma−Aldrich社製残留
農薬試験用を用いた．また，各農薬標準品２５mgを精秤
し，５０mL メスフラスコに入れ，アセトンで溶解して５００
mg/L としたものを標準原液とした．
農薬標準溶液：農薬混合標準原液及び農薬標準原液を混

合し，アセトンで０．２mg/L としたものを添加用農薬標準
溶液とした．これを２０mL メスフラスコに１０mL とり，
ヘキサンを加えてアセトン及びヘキサン（１：１）混液０．１
mg/L とした．これをアセトン及びヘキサン（１：１）混液
で適宜希釈し，０．０２～０．０６mg/L の検量線作成用農薬混
合標準溶液とした．
溶媒及び試薬：試験溶液調製に用いた有機溶媒は，関東

化学（株）製または和光純薬工業（株）製残留農薬試験用を，
水は関東化学（株）製または和光純薬工業（株）製高速液体ク
ロマトグラフ用を用いた．その他の試薬は関東化学（株），
和光純薬工業（株）またはナカライテスク（株）製特級を用い
た．
固相ミニカラム：Agilent Technologies社製MEGA BE−

C１８（１，０００mg，６mL）（以下 C１８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．

SUPELCO社製 ENVI−Carb/LC−NH２（５００mg／５００mg，６
mL）（以下 GC/NH２ミニカラムとする）を，あらかじめ
アセトニトリル及びトルエン（３：１）混液１０mL でコン
ディショニングした後，用いた．
ろ紙：東洋濾紙（株）製ろ紙５A を用いた．
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表１ 分析対象化合物とMS/MS測定条件
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表１ 分析対象化合物とMS/MS測定条件（続き）
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４．分析装置及び測定条件

１）装置
ホモジナイザー：（株）日本精機製作所製エースホモジナ

イザー AM―７を用いた．
GC−MS/MS：（株）島津製作所製 GCMS−TQ８０３０システ

ムを使用した．
２）GC−MS/MS分析条件
分析カラム：Agilent Technologies社製 DB―５MS（０．２５

μm，０．２５mm i.d.×３０m）
カラム温度：５０℃（１min）→２５℃／min→１２５℃（０min）

→１０℃／min→３１０℃（１７．５min）
注入口温度：２５０℃
インターフェース温度：３００℃
キャリアーガス：ヘリウム（１mL/min）
注入法：スプリットレス
注入量：２μL

イオン化法：電子イオン化法
測定モード：多重反応モニタリング（MRM）
各農薬の測定イオンは，表１に示した．

５．試験溶液調製法

図１に試験溶液調製法を示した．前処理としてクラッカー
はフードプロセッサーで粉砕し，パスタ，はるさめ及びビー
フンについては，ミキサーで粗く粉砕した後，超遠心粉砕
機により粉体とした．クラッカー，パスタは試料１０．０g

に水２０．０mL，甘ぐりは試料１０．０gに水１５．６mL，いち
ごジャムは試料１０．０gに水１６．４mL を加え，３０分間放置
した４）．加えた水の量については，日本食品標準成分表
（本表）５）の水分含量を参考にした．はるさめ，ビーフンは
試料１０．０gにセライト５４５を１０g加え，よく混和した．
その他の含水率の高い果実類，野菜類は試料２０．０gを量
り採った．これにアセトニトリル５０mL（はるさめ，ビー
フンはアセトニトリル及び水（７：３）混液７０mL）を加え
てホモジナイズし，吸引ろ過した．ろ紙上の残渣をブレン
ダーカップに戻し，アセトニトリル１５mL（はるさめ，ビー
フンはアセトニトリル及び水（７：３）混液１５mL）を加え
てよく攪拌し，吸引ろ過した後，抽出液を合わせてアセト
ニトリルで１００mL に定容した．硫酸マグネシウム七水和
物４g，塩化ナトリウム３g及び炭酸水素ナトリウム０．５g

を加えた共栓付遠沈管に上記抽出液４０mL を加え，５分間
振とうし，遠心分離（３，０００rpm，５分間）後，C１８ミニ
カラムにアセトニトリル層，次いでアセトニトリル５mL

を注入し，負荷液を含む全溶出液を回収した．無水硫酸ナ
トリウムを加えて脱水した後，溶媒を除去し，残留物にア
セトニトリル及びトルエン（３：１）混液３mL を加えて溶
解した．この液を GC/NH２ミニカラムに負荷し，次いで
アセトニトリル及びトルエン（３：１）混液２０mL を注入
し，負荷液を含む全溶出液を回収した．減圧濃縮後，窒素
気流下で溶媒を除去し，得られた残留物にアセトン及びヘ
キサン（１：１）混液を加えて洗い込み，総容量を１mL

（クラッカー，パスタ，甘ぐり，はるさめ及びビーフン），
又は２mL（その他の試料）としたものを試験溶液とした．
６．定量

検量線作成用農薬混合標準溶液と農薬無添加の各ブラン
ク試験溶液を等量混合し，０．０１，０．０１５，０．０２，０．０２５及
び０．０３mg/L のマトリックス添加標準溶液を調製した．
これらを GC−MS/MSに２μL 注入し，各々得られたクロ
マトグラムのピーク面積により検量線を作成した．試験溶
液についてはアセトン及びヘキサン（１：１）混液で５０％
に希釈したものを同様に測定し，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の回収率を算出した．
７．添加回収試験（妥当性評価）

残留基準が設定されていない加工食品は，一律基準（０．０１
mg/kg）による規制が原則適用される６）．このことから，
試料に対して０．０１mg/kgとなるように添加回収試験用標
準溶液を添加し，３０分間放置した後，５の方法により試験
溶液を調製した．ガイドラインの実施方法に従い，実施者
１名で１日２併行を５日間行い，選択性，真度，精度（併
行精度及び室内精度）及び定量限界について評価を行った２）．

図１ 試験溶液調製法
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結果及び考察

１．試験溶液調製法

試験溶液調製法については，厚生労働省通知により示さ
れている「GC/MSによる農薬等の一斉試験法（農産物）」３）

を基本とした青�らの改良法７）で添加回収試験の前検討を
行ったところ，ほとんどの食品で概ね良好な回収率を得る
ことが可能であった．しかし，ビーフンについては，試料
に水を加え浸潤させた後，アセトニトリルで抽出する方法
では，一部の農薬で回収率が低かった．ビーフンは，水で
浸潤させるとダマとなり，その後の磨砕均一化が困難とな
ることが原因と考えられた．そのため，はるさめと同様７）

にダマ防止策として，量り採った試料にあらかじめセライ
ト５４５を１０g加えてよく混和し，その後，アセトニトリ
ル及び水（７：３）混液で抽出する方法を検討したところ，
回収率の向上が認められた．
２．妥当性評価

添加回収試験による妥当性評価を行った結果を表２に示
した．評価項目ごとの結果は，以下のとおりであった．
１）選択性
方法の７で示したとおり，残留基準が設定されていない

加工食品は，原則一律基準（０．０１mg/kg）による規制の
対象となる６）．本妥当性評価試験における定量限界は一律
基準濃度としており，ガイドラインによる選択性の許容範
囲は，定量限界が基準値の１／３を超える場合に該当する．
この場合，定量を妨害するピークが定量限界濃度に相当す
るピークの面積（又は高さ）の１／３未満となることが要件
となる．この要件について各食品のブランク溶液を測定し
たところ，はるさめのシペルメトリンとテフルトリンがこ
の目標値を超え，不適合となった．その他の食品では，い
ずれも選択性の要件を満たしていた．
２）真度
ガイドラインでは，同一濃度の分析対象農薬を添加した

試料５個以上を試験法に従って定量し，得られた定量値の
平均値の添加濃度に対する比（回収率）が７０～１２０％以内
であることが目標とされている．試験を行った結果，最も
多くの加工食品において添加回収率が７０％を下回った農
薬はジクロルボス及びナレドであり，目標値を満たせなかっ
た食品は，いちごジャム，パインアップル缶詰，みかん缶
詰，もも缶詰，とうもろこし缶詰，トマト缶詰，れんこん
水煮，パスタ，甘ぐり，はるさめ及びビーフンであった．
ホルモチオンも添加回収率の値が低い食品が多く，いちご
ジャム，とうもろこし缶詰，れんこん水煮，クラッカー，
パスタ，甘ぐり及びはるさめで不適合となった．また，い
ちごジャム，甘ぐり及びビーフンに添加したチオメトン，
れんこん水煮に添加したピリダベン，甘ぐりに添加したホ
レートも真度の目標値を下回った．一方，回収率が１２０％
を超えて不適合となったものは，とうもろこし缶詰，クラッ

カー及びはるさめに添加したジメトエートであった．
ジクロルボス及びナレドは，多くの食品で７０％を下回

り不適合となったが，ジクロルボスは蒸気圧が高く８），試
験溶液を調製する際の濃縮過程で揮散したことが低回収率
の原因と考えられる．また，ホルモチオンは GCの注入口
でジメトエートに変換することがあるため，ホルモチオン
の回収率が低下し，他方，ジメトエートの回収率が高くなっ
たと考えられる．チオメトンは分解しやすい農薬との報告９）

があり，また，ホレートはチオメトンと類似した構造のた
め分解しやすいと推測されることから，両者は低回収率だっ
たと考えられる．
３）精度
一律基準濃度（０．０１mg/kg）添加で試験を行った場合，

ガイドラインでは０．００１＜添加濃度mg/kg≦０．０１に該当
し，この場合の目標値（RSD％）は，併行精度が２５％未
満，室内精度が３０％未満とされている．
併行精度は，甘ぐり及びはるさめのテフルトリンが目標

値を満たさなかった．また，室内精度では，とうもろこし
缶詰及びはるさめのホルモチオン，甘ぐり及びはるさめの
テフルトリン，はるさめのジクロルボス及びナレド，シペ
ルメトリン，プロフェノホスが目標値を満たさなかった．
４）定量限界
定量限界の目標値は，�定量限界濃度添加回収試験（本

試験法では０．０１mg/kg）において，真度，精度が目標値
を満たしていること，�定量限界濃度に対応する濃度から
得られるピークが，S/N≧１０であることとされている．
上記２）及び３）で不適合となったものは�を満たさず，
�については，はるさめのシペルメトリン，テフルトリン，
ピリメタニル及びペルメトリンが目標値を満たさなかった．
５）総合判定
食品ごとに結果をまとめると，対象とした農薬１３２項目

１４６化合物中目標値を満たした数は，いちごジャム１２９項
目１４３化合物，パインアップル缶詰１３１項目１４５化合物，
みかん缶詰１３１項目１４５化合物，もも缶詰１３１項目１４５化
合物，ワイン１３２項目１４６化合物，アスパラガス缶詰１３２
項目１４６化合物，とうもろこし缶詰１２９項目１４３化合物，
トマト缶詰１３１項目１４５化合物，マッシュルーム缶詰１３２
項目１４６化合物，れんこん水煮１２９項目１４３化合物，クラッ
カー１３０項目１４４化合物，パスタ１３０項目１４４化合物，甘
ぐり１２７項目１４１化合物，はるさめ１２４項目１３８化合物，
ビーフン１３０項目１４４化合物であった．
以上の結果より，評価を行った農薬の大半がガイドライ

ンの要件を満たしており，本研究で妥当性評価試験を行っ
た分析法は，加工食品の残留農薬一斉分析法として充分な
性能を有していることが確認できた．今後は妥当性評価を
行った食品から順次本分析法を検査に用いることとし，さ
らに食品の種類を拡大し，妥当性評価を実施していく予定
である．
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表２ 妥当性評価試験結果
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表２ 妥当性評価試験結果（続き）
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表２ 妥当性評価試験結果（続き）
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表２ 妥当性評価試験結果（続き）
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表２ 妥当性評価試験結果（続き）
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