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報文

茶の加工工程および熱湯浸出時における農薬の消長

(平成25年1月23日受理)
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Residual Pesticide Concentrations in Tea after Processing to 

Various Types of Tea and in Tea Infusions 
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The effects of processing to produce various types of tea or infusion on the levels of pesticide 
residues in tea were investigated for three insecticides (chlorfenapyr， pyrimiphos-methyl， and clo-
thianidin)， Tea plants were sprayed with one of the three pesticides and cultivated under cover， 

The levels ofpesticide residues in tea decreased after processing according to the time and tempera-
ture of heating， as well as fermentation， Although significant differences were not observed among 

the three pesticides in the ratio of decreased of pesticide concentration after processing to green tea， 
clothianidin， which is a neonicotinoid insecticide and has a lower log Pow value， tended to be trans-
ferred more than the other two insecticides into infusions， However， no significant difference in the 
ratios of clothianidin transferred to infusions was observed among green tea with three different 
leaf sizes， 
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Key words:残留農薬pesticideresidue; クロルフェナピルchlorfenapyr; ピリミホスメチルpyrimi-
phos・methyl;クロチアニジンclothianidin;生茶葉rawtea leaves; DO工茶processedtea;茶浸出液

tea infusion;オクタノール/水分配係数 octanol-waterpartition coefficient (log Pow) 

緒 昌 0，01 ppmが適用されている.
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食品中の残留農薬等については，ポジテイブリスト制度

の導入により， 820品目以上に基準値が設定されている.

また，基準値が設定されていないものには，一律基準

*連絡先 s鴎81泳ka凶ts叩u回ka暗ga北ku@cit旬y，s阻ai託tama，叫.lg，剖，j

1 さいたま市健康科学研究セン夕-生活科学謀干3泊38ふ一
O∞01臼3さいたま市中央区鈴谷7一5一-12

2静岡県農林技術研究所 茶業研究センター・干439-0002静

岡県菊川市倉沢1706-11
8静岡県立大学食品栄養環境科学研究院:干422-8526静岡市

駿河区谷田52-1

わが国の残留農薬基準の設定にあたっては，一日摂取許

容量 (ADI)の評価と暴露評価により，リスク評価を行う

ことが基本である.このうちADIの評価については，動

物実験で得られた無毒性量に，ヒトと動物との種差や個人

差などを考慮して，安全係数として通常11100を乗じて求

めるという方法がすでに国際的に定着しており，わが国で

も同様の方法を採用している.一方，暴露評価について

は，今まで理論最大一日摂取量方式 (TMDI方式)が採用

されていたが，近年，国際的に見ると，より詳細な暴露評

価として，各食品に残留する農薬を実測濃度などから推定
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する推定一日摂取量方式 (EDI方式)の採用が進められつ

つある.これらを踏まえて，わが国でも「残留農薬基準設

定における暴露評価の精密化に関する意見具申J*lで，よ

り精密な暴露評価の導入に対する基本的な考え方を示して

いる.残留農薬基準設定における新しい暴露評価は，各作

物ごとの農薬の残留量に当該農作物の摂取量を乗じて，そ

の総和をもって暴露量とする点においては， TMDI方式お

よびEDI方式と同様で、ある.しかしながら，各農作物に

おける農薬の残留量や当該農作物の摂取量等については，

可食部における残留や加工調理の残留レベルへの影響も考

慮することとしている.

加工調理の農薬残留レベルへの影響に関する研究につい

ては，これまでに種々の報告1)引がなされているが，生

茶葉から各種加工茶を製造して研究した例は見当たらな

い.本研究では，残留農薬暴露の観点、から重要と考えられ

るものとして，茶の加工工程および熱湯浸出時における農

薬の消長に着目し， 3種の殺虫剤(クロルフェナピル，ピ

リミホスメチル，クロチアニジン)を茶に散布し摘採後

に各種茶を製造し，また熱湯浸出し残留農薬の消長を詳

細に検討したので報告する.

実験方法

1. 試料および試薬

1.1 試薬

散布農薬:クロルフェナピル(商品名:コテツフロアブ

ル， 日本曹達(株)製)， ピリミホスメチル(商品名:アク

テリック乳剤，日本農薬(株)製)およびクロチアニジン

(商品名.ダントツ水溶剤，住友化学(株)製)を用いた.

農薬標準品・クロルフェナピル(関東化学(株)製)，ピ

リミホスメチル(和光純薬工業(株)製)，クロチアニジン

(Dr. Ehrenstorfer社製)を用いた.

サロゲート物質:ピリミホスメチルー出およびクロチア

ニジン-ds(Dr. Ehrenstorfer社製)を用いた.

茶葉用および茶浸出液用サロゲート混合溶液・茶葉用は

サロゲ}ト物質が5ドg/rnL，茶浸出液用は1μg/rnLになる

ようアセトニトリルで調製した.

内部標準物質:フルオランテン-dlO (和光純薬工業(株)

製)を用いた.

固相抽出用ミニカラム:Agilent Technologies社製の

C18ミニカラム (BondMEGA-BE-C18; 1 g)， DRYミニ

カラム (BondElut J子 Sodiumsulf; 3 g) ，シリカゲルカ

ラム (BondElut Jr-SI; 1 g) およびSUPELCO社製の

ENVI-Carb/PSAミニカラム (SupelcleanENVI-CarbIIl 

PSA; 500 rng/500 rng)を用いた.

フィルター :GDIXシリンジフィルター(ワットマンネ土

製， PVDF，0.45μrn)を用いた.

内部標準含有アセトンーヘキサン (1:1)混液，酵母エキ

*1“残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見
具申"平成10年8月7日，食調第57号

食衛誌 VoL54， NO.4 

ス抽出液および、内部標準含有酵母エキス抽出液:既報4)

のとおり.

サロゲート含有メタノール:サロゲート物質が0.05μg/

rnLになるようメタノ}ルで調製した.

クロルフェナピル標準溶液:クロルフェナピルが1問/

mLになるよう内部標準含有酵母エキス抽出液で調製した.

LC-MS瓜日用混合標準溶液:ピリミホスメチルおよび

クロチアニジンを混合し各標準品が1陪/rnLになるよう

サロゲート含有メタノールで調製した.

その他の試薬:すべて残留農薬試験用を用いた

1.2 農薬を含有する各種茶の製造

原料となる茶は，やぶきた42年生および43年生を使用

し静岡県農林技術研究所茶業研究センターにて茶の栽培

および、製茶を行った.散布農薬は，クロルフェナピル，ピ

リミホスメチルおよびクロチアニジンを選択した.クロル

フェナピルおよびピリミホスメチルにおいては原液の

2，000倍，クロチアニジンにおいては原液の 1，000倍にな

るよう水道水で希釈したものを使用した.散布方法は，ク

ロルフェナピル処理区 (76.5rn2， 17 rn2
)，ピリミホスメ

チル処理区 (17rn2
) およびクロチアニジン処理区

(25.5 rn2
) がそれぞれ10a当たり 200L相当になるよう，

各農薬を電池式噴霧器で摘採3日前に散布した日光によ

る農薬の分解を避けるため，被覆資材(クレモナ寒冷紗

610番)を用いて摘採日まで被覆した.茶の摘採は，一番

茶摘採期 (5月上旬)に行い，これらを生茶葉とした(収

穫量 1rn2当たり約0.2kg). 

加工条件による残留農薬の比較を行うために，クロル

フェナピルを散布した生茶葉を用いて， Scherne 1の製造

工程5) に従い，普通煎茶，深蒸し煎茶，ウーロン茶，紅

茶，釜妙り茶およびほうじ茶を製造しこれらを加工茶と

した.また，農薬別の比較を実施するために，各農薬を散

布した生茶葉を用いて普通煎茶を製造した

粒度(葉の大きさ)の違いによる差を調べるために，ク

ロチアニジンを散布した生茶葉を用いて，普通煎茶を製造

し，それを各ふるい (5号， 8号および11号)に通したも

のを作製した.

2. 装置

電池式噴霧器はIRIS社製のIR田3000を，定温乾燥器は

ADVANTEC社製のDRM620DAを用いた.

GC-MS装置は， Agilent Technologies社製の6890N

(GC部)， 5975B inert MSD (MS部)およびHP-5MS

(カラム;0.25 rnrn i.d. X 30 rn， 0.25μrn)を用いた.

LC-MS瓜，fS装置は， Waters社製のACQUIYUPLC 

(LC部)， Quattro Prernier XE (MS部)およびACQUI-

TY UPLC BEH C 18 (カラム;2.1 rnrn i.d. X 100 rnrn， 1.7 

μrn)を用いた.

3. 試験溶液の調製

試験溶液を調製は，岩屋らの方法6)および中野らの方

法*2を参考に，厚生労働省から通知されている一斉試験

法 (IGC瓜邸による農薬等の一斉分析法(農産物)Jおよ
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Rοlling 

Water content: 3-5% 

Rolling 

Standing 

Room temperature . 270 min 

Heating fermentation 

Room temperature ， 270 min 30't， 90%rh， 180 min Water content: 3-5% 

350OC， 10mIn Water contentみる%

Water content: 3-5% 260't， 10血 n Water content:<l% 

Scheme 1. Manufacturing process of (A) Green tea， (B) Over‘steamed green tea， (C) Oolong tea， (D) Black tea， (E) Pan-
自redtea， and (F) Roasted green tea 

The boxed areas with bold lines show the most important processing procedures. 
Water content of raw tea leaves is about 80% 

ぴ iLC瓜日による農薬等の一斉分析法(農産物)J)判を

一部変更して行った

3.1 生茶葉および加工茶の場合

試料5gを採り，茶葉用サロゲート混合溶液を 100ドL添

加した後，水20mLを加えて 15分間静置したこれにハ

イフロスーパーセル5g，アセトニトリル50mLを加え

て，ホモジナイズした後，吸引ろ過した.残誼はアセトニ

トリル30mLで洗い込みながら吸引ろ過しろ液を合わ

せてアセトニトリルで100mLに定容し，うち 20mLを分

取したこれを分液漏斗に移して，塩化ナトリウム 10g， 

リン酸緩衝液20mLを加え， 10分間振とうして静置した

後，アセトニトリル層を分取した. C18ミニカラム(上

部)およびDRYミニカラム(下部)を連結したものにア

セトニトリル10mLでコンデイショニングした後，アセ

トニトリル層を負荷した.アセトニトリル5mLを注入

し，流出液を合わせて45
0

C以下で減圧乾固した残留物

をアセトンーヘキサン (1:1)混液2mLで溶解した. EN司

VI-Carb/PSAミニカラム(上部)およびシリカゲルミニ

カラム(下部)を連結したものにアセトンーヘキサン

(1: 1)混液10mLでコンデイショニングした後，溶解液

を負荷した.アセトンーヘキサン (1:1)混液20mLで溶

出したものを水浴50"C，窒素吹き付け下で蒸発乾固した.

残留物を内部標準含有アセトンーヘキサン (1:1) 混液

lmLで溶解したものをGC-MS試験溶液とした.これか

ら250ドL分取し水浴50
0

C，窒素吹き付け下で蒸発乾固

した.残留物をメタノール50011Lで溶解したものをLC-

判中野昌枝，小田真也，稲葉彰乃，杉山直子，本海聡，松浦
裕司.第45回全国衛生化学技術協議会年会講演集， p. 77-78 
(2008). 

判厚生労働省医薬品食品局食品安全部長通知“食品に残留する
農薬，飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験
法について(一部改正)"平成18年10月3日，食安発第
1003001号

MS瓜1:S試験溶液とした.

3.2 茶浸出液の場合

茶浸出液は，加工茶を各lOg採り，それぞれ100
0

Cの水

500mLを加えて5分間放置した後， 40メッシュ相当の漏

斗でろ過したこれを 500mLに定容したものを試料とし

た試料50mLを採り，茶浸出液用サロゲート混合溶液

を100ドL添加した後，塩化ナトリウム 25g，アセトニト

リル50mLを加えて 10分間振とうし静置した.アセトニ

トリル層に無水硫酸ナトリウム 6gを加えてろ過した.ろ

液を 45
0

C以下で減圧乾固し，残留物をアセトンーヘキサン

(1: 1)混液2mLで溶解した.溶解液を ENVI-Car出b/PSA

ミニカラムおよぴぴ、シリカゲルミニカラムで精製しし， 3.1生

茶葉およぴ加工茶の場合と同様に調製したものを GC圃MS

試験i溶容液およぴび、LC

4. 水分含量の測定

アルミカップを恒量にし，重量 (wJを測定した.試

料約5gをアルミカップに入れて重量 (w2) を測定した

後，定温乾燥器で130
0

C，3時間乾燥したデシケータ}

内で放冷後，アルミカップの重量 (w3) を測定した水

分含量(%)は (w2- W3)/(W2- W1) X 100の計算式により

求めた.

5. 検量線の作成

GC-MS分析では，クロルフェナピル標準溶液を内部標

準含有酵母エキス抽出液で希釈し各農薬の濃度が0.01，

0.02， 0.05， 0.1， 0.2陪/mLの溶液を調製した試験溶液

2ドLをGC-MSに注入し，メタンガスによる負化学イオン

化 (NCI)法を用いて分析した SIM法により得られた

クロマトグラムのピ}ク面積を用いて内部標準法により検

量線を作成した.

LC-MS瓜自分析では， LC-MS瓜1:S用混合標準溶液をサ

ロゲート含有メタノールで希釈し，各農薬の濃度が0.005，

0.01， 0.02， 0.05， 0.1μg/mLの溶液を調製した試験溶液
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Table 1. Recoveries of the three pesticides from raw tea leaves， green tea and tea infusions 

Pesticide 

Chlorfenapyr 
Pyrimiphos-methyl 
Clothianidin 
Pyrimiphos-methyl田d6

Clothianidin -d3 

Mean 

97.8 

98.1 
98.9 

87.6 

89.9 

Raw tea leaves 

RSDrb
) RSDR') 

1.0 4.0 
1.2 1.8 
1.1 1.6 
3.0 6.8 
1.1 4.7 

a) Samples were spiked with 0.1 Ilg/g of each compound 
b) RSDr: repeatability relative standard deviation 

Mean 

87.0 
100.4 

98.6 

76.8 

67.7 

Recovery (%)，) 

Green tea Tea infusion 

RSDr RSDR Mean RSDr RSDR 

0.8 4.4 91.1 1.9 4.5 
1.7 2.9 96.2 0.9 1.7 
2.6 3.6 94.9 1.6 2.1 
3.4 6.0 92.2 2.9 5.2 
3.7 9.7 92.9 1.3 3.4 

c) RSDR: intermediate reproducibility relative standard deviation 

5ドLをLC・MS瓜t1Sに注入し， ESI法を用いて分析した

MRM法により得られたクロマトグラムのピーク面積を用

いて，内部標準法により検量線を作成した.

各試料の濃度は，各茶葉の水分含量を測定した後，生茶

葉の乾燥重量ベースに換算した値の平均値 (n=3)を求

め，これを農薬残存量とした.

6圃 データの統計処理

得られたデータの統計学的有意差検定は， 2群間では

Student t-検定を，多群聞で、はTukeyの多重比較検定を用

いた.有意水準は，いずれも危険率5%未満 (P<0.05) と

した.

結果および考察

l 添加回収試験

農薬が含有されていないことをあらかじめ確認した試料

(生茶葉，加工茶(普通煎茶)，茶浸出液)に対して，試料

中の濃度が0.1阿倍になるよう標準混合溶液を添加し， 3.1 

生茶葉および加工茶の場合および3.2 茶浸出液の場合に

示した手順に従い，分析者2名が2併行， 3日間の枝分かれ

試験を実施したその結果，生茶葉，加工茶，茶浸出液と

もすべての農薬で¥厚生労働省より通知されている試験法

の妥当性評価ガイドライン制に示されている目標値(真度

70~120%，併行精度 15%未満，室内精度20%未満，サロ

ゲート回収率40%以上)を満たしていた (Table1). 

2. 消長試験

Table 2に各加工後における農薬残存量を示した今回

の分析結果において，原料である生茶葉 (22.1ppm) に

対し加工茶の農薬残存量がN.D.~15.7 ppmであった.こ

れは，生茶葉に加熱や発酵等の加工工程が入ることで農薬

が減少したものと考えられた.そこで加工条件や農薬ごと

の消長を見るため，農薬残存率の比較を行った

2.1 農薬ごとの消長の比較

農薬を散布した生茶葉，その加工茶および茶浸出液を用

いて，農薬ごとの消長を比較した.加工茶は，一般的な茶

制厚生労働省医薬品食品局食品安全部長通知“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の一部改
正について"平成22年12月24日，食安発1224第1号

Table 2. Effect of processing on chlorfenapyr residue in 6 
samples 

Concentration (ppm) 

Sample Raw tea 

Green tea 
Over-steamed green tea 

leaves 

Oolong tea 22.1::!:2.2 
Black tea (100) 
Pan-fired tea 
Roasted green tea 

Mter processing 

15.7土1.0(71.0) 
8.7::!:0.9 (39.4) 
15.0::!: 1.4 (67.9) 
8.1::!:0.4 (36.7) 
12.2士1.0(55.2) 

N.D. (0.0) 

Each value is the average of three experiments. 
Parenthesis shows residual rate of each pesticide to raw tea 
leaves (%). 

Concentrations are expressed as dry weight of raw tea leaves. 
N.D.: <0.01 ppm 

の製法で「蒸熱」と呼ばれる，蒸気熱で生茶葉を加熱する

工程のある普通煎茶を用いた.加工時の消長および茶浸出

液への移行を比較するために，蒸気圧を揮散の指標に，オ

クタノールー水分配係数(logpow)を浸出液への移行の指

標にして，これら物理化学的性状の異なるクロルフェナピ

ル，ピリミホスメチルおよびクロチアニジンを散布農薬に

選択した.

農薬ごとの各試料における農薬残存量および農薬残存率

をTable3に示した.平原ら 7)は，蒸気圧が高いほど揮散

しやすいと報告しているが，生茶葉に対する普通煎茶の農

薬残存率は 74.5~80.6%であり，蒸気圧の違いによる有

意差は認められなかった.これは， 100
0

Cの蒸気熱により

蒸気圧が増大し農薬の揮散が促進されたため，差が現れ

にくかったものと考えられた.一方，茶浸出液において

は，クロルフェナピルおよびピリミホスメチルの農薬残存

率が5%以下であるのに対し，クロチアニジンは 50%以上

であり，有意差が認められた (P<0.05). これは，普通煎

茶から浸出液への移行率として換算すると 64.0%となる.

水への農薬の移行に関する報告8). 9)。判では，移行率と水

*5藤吉智治，阿宮 彩，辻内真希子，片岡洋平，菊川1~告史，宮
田 守.日本食品衛生学会第94回学術講演会講演要旨集. p. 
34 (2008). 
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Table 3. Residues of the 3 pesticides in raw tea leaves， green tea and tea infusions 

Vapor pressure Concentration (ppm) 
Pesticide 

(Pa， 25"C) 
log Pow 

Raw tea leaves Green tea Tea infusion 

Chlorfenapyr 1.3X 10-5 4.8 25.5士1.5(100) 19.0士1.0(74.5) 0.7士0.0(2.7) 

Pyrimiphos-methyl 1.2 X 10-3 4.2 34.5:t3.3 (100) 27.7:t1.7 (80.3) 1.3:t0.1 (3.8) 

Clothianidin 1.3X 10-10 0.7 34.1:t0.7 (100) 27.5:t0.6 (80.6) 17.6土1.8(51.6) * 

Each value is the average of three experiments. 

Parenthesis shows residual rate of each pesticideωraw tea leaves (%). 

Concentrations are expressed as dry weight of raw tea leaves. 
*: p<0.05 

Table 4. Effect of leaf size on clothianidin residue in green tea and tea infusion 

Leaf size (Sieve mesh size) 

Big (No. 5-8) 

Medium (No. 8-11) 

Small (No. 11-40) 

Raw tea leaves 

34.1土0.7(100) 

Each value is the average of three experiments. 

Concentration (ppm) 

Green tea 

19.9土0.3(58.4) 

19.8:t0.6 (58.1) 

21.5土1.1(63.0) 

Tea infusion 

16.0:t0.6 (46.9) 

16.8士0.6(49.3) 

17.5士2.0(51.3) 

Parenthesis shows residual rate of each pesticide to raw tea leaves (%). 

Concentrations are expressed as dry weight of raw tea leaves. 

溶解度および、10gPowには高い相関があると述べられてい

る.クロチアニジンの10gPowは0.7と小さく，水溶性が高

いため，茶葉から浸出液への農薬の移行が他の農薬よりも

大きかったものと推察された

2.2 粒度による消長の比較

クロチアニジンを散布した生茶葉，その加工茶(普通煎

茶)および茶浸出液を用いて，粒度による農薬の消長を比

較した粒度とは，加工茶における葉の大きさを表したも

のであり，通したふるいの番号を粒度として示している.

粒度は 3段階 (5~8 号， 8~11 号， 11~40号までのもの)

に区分しそれぞれ大，中，小とした.

粒度による各試料の農薬残存量および農薬残存率を Ta-

b1e 4に示した生茶葉に対する農薬残存率は，普通煎茶

が58.1~63.0%，茶浸出液が46.9~51.3% であり，共に

有意差は認められなかった.

このことから，茶浸出液への農薬の移行は，水に対する

溶解度に大きく依存しており，粒度による影響は見られな

いことが示唆された.

2.3 加熱時間による農薬の消長

普通煎茶と深蒸し煎茶を用いて，加熱時間による農薬の

消長を比較した散布農薬は， 2.1 農薬ごとの消長の比

較で農薬残存率の低かったクロルフェナピルを選択した

Scheme 1に示したとおり，両者は「蒸熱」と呼ばれる，

蒸気熱で生茶棄を加熱する工程があり，普通煎茶より蒸熱

時間 (1枚の生茶葉が蒸気熱に当たる時間)の長いものが

深蒸し煎茶である.

蒸熱時間による普通煎茶と深蒸し煎茶の農薬残存率を

Tab1e 5に示した.普通煎茶の農薬残存率が71.0%，深蒸

し煎茶が39.4%であり，有意差が認められた (p<0.05).

Table 5. Effect of steaming condition on chlorfenapyr resi-

due in green tea and over-steamed green tea 

Heating Residual 
Sample 

conditions rate 

Steam heat 
71.0% Green tea 

100'C， 45 sec 

Steam heat 
39.4%* Over-steamed green tea 

100'C， 90 sec 

*:p<0.05 

これは，蒸熱時間の長い深蒸し煎茶のほうがより多く揮散

されたためであり，このことから，蒸熱による揮散は蒸気

圧よりも蒸熱時間の影響を強く受けることが示唆された

2.4 発酵時間による農薬の消長

ウーロン茶と紅茶を用いて，発酵時間によるクロルフェ

ナピルの消長を比較した. Scheme 1に示したとおり，両

者とも生茶葉に含まれる酸化酵素を利用した発酵工程があ

り10) I萎凋」と呼ばれる，葉の発酵を促進させる工程の

後，発酵を停止させたものがウーロン茶で，萎凋の後も，

発酵を続けたものが紅茶である.

発酵時間によるウーロン茶と紅茶の農薬残存率を Tab1e

6に示したウーロン茶の農薬残存率が67.9%，紅茶が

36.7%であり，有意差が認められた (p<0_05). これは，

ウーロン茶の発酵条件が室温で270分の萎凋のみであるの

に対し紅茶は萎凋に加えて，温度30
0

C，湿度90%の醗

酵室で180分発酵を行っており，この発酵時間の差によ

り，紅茶のほうがより多く，クロルフェナピルの加水分解

が進んだものと思われた.
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Table 6. Effect of fermentation condition on chlorfenapyr 
residue in oolong tea and black tea 

Sample 
Fermentation 

condition 

Oolong tea 
Pre-fermentationa

) 

270 min 

Pre-fermentation + 
Black tea post-fermentationb) 

450min 

a) Withering: room temperature， 270 min 
b) Heating fermentation: 30

o
C， 90% rh， 180 min 

*:p<0.05 

Residual 
amount 

67.9% 

36.7%ネ

Table 7. Effect of thermal conductivity on chlorf，巴napyr
residue in pan-fired tea and roasted green tea 

Sample 
Heating Residual 
condition amount 

Pan-fired tea 
Direct heat 

55.2% 
350

o
C， 10 min 

Direct heat and 
Roasted green tea far-infrared 0.0% 

260
o
C，10min 

2.5 加熱方法による農薬の消長

釜妙り茶とほうじ茶を用いて，加熱方法(熱の伝わりや

すさ)によるクロルフェナピルの消長を比較した.

Scheme 1に示したとおり，両者の違いは， I釜妙り」と

呼ばれる，生茶葉を加熱した釜で妙る工程のあるのが釜妙

り茶で. I熔煎」と呼ばれる，普通煎茶を乾煎りする工程

のあるのがほうじ茶である.

加熱方法による釜妙り茶とほうじ茶の農薬残存率を Ta-

ble 7に示した釜妙り茶の農薬残存率が55.2%. ほうじ

茶が0.0%であり，有意差が認められた今回の結果で

は，釜妙り茶の加熱温度が350
0

Cと，クロルフェナピルの

熱分解温度(150"C以上)より高いにもかかわらず，農薬

残存率が高かった.河村らの報告 11)では，小麦粉を電気

炉で220
0C.15分間加熱することで¥マラチオンの残存率

が6%になったが，小麦粉と同量の水を添加した場合，残

存率は83%であったと述べている.釜妙り茶の場合，原

料に水分含量の多い(約80%)生茶葉を用いて，開放釜

でかくはんしながら加熱を行うため，茶葉の中心部まで熱

が伝わりにくく，十分に温度が上昇しなかったものと思わ

れた一方，ほうじ茶は釜妙り茶の加熱温度より低い

(260"C )にもかかわらず，農薬が完全に除去されたこ

れは，ほうじ茶が，原料に蒸熱による加熱工程の入った水

分含量の少ない (5%未満)普通煎茶を用いているため，

釜妙り茶より熱が茶葉へ伝わりやすく， ドラム式熔煎機の

直火熱と遠赤外線により，茶葉が中心部まで加熱され，ク

ロルフェナピルが完全に分解されたものと思われた坂本

らは，コーヒー豆の'培煎工程において. 90%以上の農薬

が消失すると報告しており ω，同様な結果が得られた.

食衛誌 Vol. 54， NO.4 

結論

今回，国内の茶の栽培でよく使用されている農薬のう

ち，物理化学的性状の異なるクロルフェナピル，ピリミホ

スメチルおよびクロチアニジンの3種を選択しこれらを

チャに散布後，被覆下で栽培した原料の生茶葉から各種

加工茶を製造しさらに茶浸出液を調製して，原料から飲

用茶に至るまでの過程における農薬の消長を調査した.

加工茶の種類による農薬の消長をクロルフェナピル散布

の茶を用いて比較した結果，生茶葉に加熱や発酵等の加工

工程が入ることで，加工茶の農薬残存率は減少した.その

程度は加熱時間や発酵時聞が長いほど，また，熱が茶葉に

伝わりやすいほど大きかった.

また. 3種の農薬について消長を比較するために，加工

茶として普通煎茶を選んで製造し残留を調べたが，農薬ご

との農薬残存率に有意な差は認められなかったしかし

茶浸出液においては水溶性の高い農薬ほど移行率が高くな

る傾向があり，特にlogPowが最も低いネオニコチノイド

系のクロチアニジンではほかの2農薬と有意な差が認めら

れた.

一方，茶葉から浸出液への農薬の移行において，粒度に

よる農薬移行率の違いをクロチアニジン残留普通煎茶で調

べたが，粒度による有意差は認められなかったこれは，

クロチアニジンの水溶性が高いために差が現れにくいとも

考えられた.

今回の調査では，茶の加工条件や農薬の物性の違いによ

り，農薬残存率に影響を及ぼすことが示唆された.残留農

薬の「暴露評価の精密化に関する意見具申J*1では.加

工調理による残留レベルへの影響も考慮することとされて

いるが，本研究は茶中残留農薬の暴露評価に資するものと

考えられる.
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3種の殺虫剤クロルフェナピル ピリミホスメチルおよ

びクロチアニジンをチャに散布して被覆下で栽培し摘採

後の茶の加工工程および熱湯浸出時における農薬の消長を

調査した生茶葉に加熱や発酵などの加工工程が入ること

で，加工茶における農薬残存率は減少したが，加熱時間や

発酵時聞が長く，熱が茶葉へ伝わりやすいほど減少した.

また，普通煎茶において 3農薬の農薬残存率に有意差は認

められなかったが，ネオニコチノイド系のクロチアニジン

のように，オクタノール/水分配係数が低く水溶性の高い

農薬ほと茶浸出液への移行率が高くなる傾向が見られ

た.一方，粒度による農薬移行率に有意な差は認められな

お、っ?こ.

*さいたま市健康科学研究センタ一 生活科学課

天然トラフグ肝臓の毒性分布(報文)

谷口香織高尾秀樹新名真也山中祐二

岡田 幸 長 中 島 梨 花 王 俊 ボ 辰野竜平

阪 倉 良孝高谷智裕荒川修*野 口 玉雄

食衛誌 54(4)，277~281 (2013) 

トラフグ肝臓につき，滑らかな面を表側，肝門脈との結

合部を上部として 10分割し，マウス毒性試験で各部位の

毒力を測定したところ，生肝臓 58個体中 16個体と凍結肝

臓 13個体中 9個体ですべての部位が毒性を示した毒の

主体はテトロドトキシンであった.これらにつき，個体の

平均毒力に対する各部位の相対毒力を求めて二元配置分散

分析を行ったところ，凍結肝臓では毒の分布に有意な偏り

は見られなかったが，生肝臓では右側中央下寄りの毒性が

有意に高いことが分かつた.肝臓の毒性評価に際しては，

本部位を用いた個別検査の実施が望ましいと判断した

*長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科

分散固相および固相カートリッジカラムを用いた LC-MSI
MSによる食肉中の動物用医薬品一斉分析法(ノート)

山口貴弘*柿本健作永吉晴奈

山口瑞香起橋雅浩梶村計志山本容正

食衛誌 54(4)， 290~297 (2013) 

分散固相および固相カートリッジカラムを用いた LC-
MS瓜胞による食肉中の動物用医薬品一斉分析法を開発し

た試料に 85%アセトニトリル水溶液を加えて分析対象

成分を抽出し， ODS分散固相およびポリマー系固相カー

トリッジカラムを用いて精製を行った.牛肉，豚肉，鶏肉

を用いて添加濃度 (0.002μg/g，0.01μg/g)での妥当性評価

を実施したその結果，動物用医薬品妥当性評価対象 70

成分に対し，牛肉が 64成分，豚肉が 58成分，鶏肉が 49

成分で妥当性ガイドラインの目標値を満した.各動物用医

薬品の定量下限は 0.001阿倍または 0.005問/gであった

本法により牛肉，豚肉および鶏肉の各残留基準値を満た

しかっ妥当性ガイドラインの目標値を満たした動物用医

薬品は 40成分であった.

*大阪府立公衆衛生研究所

トウモロコシ中のフモニシン BloB2および B3のLC-MSI
MSによる同時分析法の試験室閏共同試験(報文，英文)

吉成知也田中敏嗣石黒瑛一堀江正一永山敏康

中島正博内藤成弘大西貴弘小西良子*

食衛誌 54(4)，266~276 (2013) 

トウモロコシに含まれるフモニシン B1 (FB1) ，フモニ

シン B2(FB2) およびフモニシン B3(FB3)のLC-MSIMS

を用いた同時分析法を評価するために， 9機関の共同試験

を実施した試験には添加試料 3種，自然汚染試料2種と

陰性試料 1種を用いた. FBl' FB2およびFB3の回収率は

それぞれ 79~87% ， 79~103% および 80~93% であり，

室内再現性および室間再現性の相対標準偏差は 3種のフモ

ニシンいずれについてもそれぞれ 20%および30%以下で

あり， HorRat 値は 0.2~0.9 の範囲であった本分析法を

用いて，国内で入手したコーングリッツ中に含まれるフモ

ニシンを分析した.以上の結果より，本法はトウモロコシ

におけるフモニシンの汚染実態調査に有用で、あることが示

された.

*国立医薬品食品衛生研究所

健康食品に関する健康被害事例の情報源およびその有用性

評価(報文)

梅垣敬三*山田浩千葉剛

中西朋子佐藤陽子福山哲

食衛誌 54(4)，282~289 (2013) 
健康食品による健康被害の因果関係評価を視点に， 3つ

の情報源(保健所情報， PIO-NET情報，企業情報)で収

集された事例の実態を調べた.保健所情報は約 20件/年

が収集されており，約 40%が医療関係者からの通報で医

学的データが含まれていた. PIO-NET情報は約 370件 /

年が収集されており， 8割程度が利用者からの通報で，製

品名や利用状況などの具体的内容が少なかった.企業情報

は利用者からの通報が9割以上で，大部分が苦情に相当す

る内容であった.保健所情報と PIO-NET情報を， 2つの

因果関係評価法に試行的に適用したところ，因果関係が確

からしいと判断できた事例は少なかった.収集されている

被害事例を安全性確保に効果的に活用するためには，健康

被害の症状に関して共通の考え方を持ち，収集事例の質と

件数を高める取り組みが必要である.

*(独)国立健康・栄養研究所情報センター

調昧液への浸漬による牛肉中放射性セシウム量の変化に関

する検討(ノート)

鍋師裕美*堤智昭蜂須賀暁子松田りえ子

食衛誌 54(4)，298~302 (2013) 

食品中の放射性物質を低減させる調理・加工に関する情

報の収集は，放射性物質の内部被ばく量を低減させ，より

安全で安心な食品摂取を実現するために重要である.そこ

で，本研究では牛肉を用いて調味液への浸漬の際に生じる

放射性セシウム (Cs)量の変化を検討したその結果，

牛肉中の放射性 Cs は，塩分濃度 8~10%の調味液中に 24

時間浸漬することで浸漬前の約 20%が，塩分濃度約 9%

の味噌調味液に 7日間浸漬することで浸漬前の約 55%が

除去されたまた， 10%食塩水を交換しながら 7日後ま

で浸漬することにより，牛肉中の放射性 Csを約 75%除去

することが可能であった浸漬後の調味液は廃棄されるこ

とが多く，調味液への浸漬は牛肉中の放射性 Csの除去に

有効であるといえる.

*国立医薬品食品衛生研究所
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