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農産物中残留農薬の検査結果(2007年度)

本ヰナ秀章、西川徹、)11口喜之

Pesticide Residues in Agricultural Products 

回街地iMOTOMURA， Toru NIS回 KAW A， and Yoshi戸lkiKA WAGUCHI 
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は じ め に

ポジティブリスト制度により残留農謝食査の検査項目を

拡大する必要があるため、当センターにおいても平成19

年度より検体数及び検査対象農薬を拡大し、平成 19年

度は75検体の農産物についてGC!MSにより 120項目、

LC!MS!MSにより 30項目の残留農薬検査を行ったので、

報告する。

調査方法

1検体

平成 19 年 6 月 ~11 月に当所へ搬入された表 1 ~こ示

す75検体について検査を行った。

なお、ねぎ、たまねぎは電子レンジで前処理を行った。

2検査対象農薬

表 2に示す 150農薬について検査を行った。なお

GCIMSによる一斉分析法対象農薬は農穀昆合標準溶

液22、34(関東化明槻動及び表4に示す当所で調整し

混合した農薬を用いた。また、 LCIMSIMSによる個別分

析法対象農薬は農薬湯合標準溶j夜 44(関東化学側勝

を用いた。

3誤薬等

関東化学側製農薬混合標準溶液 22、34、44も含め標

準品は市販の農薬標準品を用い、また、有機溶媒等の

試薬は残留農薬分析用又は特級を、 LC!MS!MS分析に

おいては LC!MS用を用いた。ミニカラムは日刊lI-C紅b

止CNl丑 (50伽 g/5倫理， 6mL， SUPELCO社駒を用い

た。

4 装置及び測定条件

(1) GC!MS:附島津製作所敷GC17A+QP5050A)

カラム:DB-5l¥侶+DG(内径0.25mm，長さ3臼n，s輿享0.25

μ'm，Agil<巴:ntネ士三駒

カラム温度:500C (lmin)ー25oC /min-125 oC (1伽血)_10
0C

/min-300
0

C(6.5min) 

注入口温度:250
o
C，インターフェイス温度:280

0
C 

キャリアーガス:ヘリウム， 80kpa(泡王←ト7
注入量:2μL

表1検査対象農産物

(6月)

国内産:ばれいしょ(3)，なすω，びわ(2)，さといも(1)，トマト(2)，さつまいも(1)
輸入品:スナックエンドウ(1)，バナナ(3)
σ月)
国内産:アスパラガス(3)，きゅうり(3)，トマト(3)，にんじん(2)，ぶどう(2)，かぼちゃ(2)，すいか(2)
幹レ入品:さとしも(2)，えだまめ(1)
(9月)
国内産:ねぎ(3)，ぶどう(3)，な1../3)，ピーマン(2)，かぼちゃ(2)，プロツコリー(1)，キャベツω，いんげん(1)
輸入品:ブロツコリー(1)，アスパラガス(1)，いんげん(1)
(11月)

国内産:ほうれん車3)，たまねぎ包)，プロツコリー(1)，はくさい(1)，みかん(3)，りんご(3)，ねぎω，きゅうり(1)，レタス(1)

大根(1)，メロン(1)，キウィ(1)

*()内の数字は検件数を示す
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表2検査対象農薬

EPN，BHCラアクナトリンラアサ守コナソ'-;レラアシ三オ七スメチ/レ，アセタミプリド，アレスリン，イソフェ/'iJ¥.ス，イソプロカルフ;ェディフ

ェンホスラエスプロカルフ;ェトプロホヘエトリムホヘオキサ、ン浄ンル，オキ、ンフルオルフェンラカスVホス，キナルホスラクレソ午ンムメ

チル，クロマソシ，クロルピリホス，クロルブェナピルラクロルフェンヒ十ンオベクロ/い〉ンエートラクロロプロファムヲシ冶卜ブエンカルフ;

シ守オフェノラン，ジクロホップメチル，シ守コホールラシハロトリンラシヲェノコナプールラげルトリンラげロコナソ守一ルラシへ。ルメトリンヲ

シ子メチヒ。ンラシ守メチルピンオ'A，シツトエ一人シメトリン，ソ守キサミト;ダイアシソン，チオへやンカルプヲチフ;Lサミド，テニルクロー/九

テプコナソ寸ールラテフヲェンヒヲト;テフルトリンラデルタメトリンラテルプホス， トリアシ守メノー/九トリアゾホスラトルクロホスメチ/レ，トリシ

クラソ守一ルラノルブ;Lラソシラハ。クロブ守卜ラソeー/レ，ハ。ラチオン，ハ。ラチオンメチル，ハ/レブエ〉フ。ロックス， ヒ。コリナブエンラヒ守テルタノ-

GCぶtIS ル，ヒ守ブエ/トリン，ピへ。ロホスラピラクロホス，ピラゾホスラピリダブエ〉チオンラピリダヘシラヒVフェノックス，ピリプロキシフェン，ピリ

ミカルフ;ピリミノハ守ックメチ/レラピリホスメチルラピロキロン，ファムブールラフィプロニルラフェナリモル，ブエニトロチオンラフェノトリン，ブ

エノブ》レフ;フェンアミドンラブエ/ス/レホチオンラブェンチオンラフェントエート，フェンハやレレートラフェ〉プコナソゃールラフヲミホスラプ

ピリメー卜，うルキンコナプールラフルントリネートラフルンラプールラアルトラニルラフルハVネートラブ/印ロラックへ0，チルラフ0[，.チラク

ロー/レ，プロ、ンミトシ，プロチオホスラプロハ。クロー/レラプロハ。、ン会ン，プロハ。ニコレラプロハ。ルギットラプロヒ。コナゾー/レ，プロピサミト;

フ。ロフェノホスラブ。ロへ>iJ\~スラプロホ。キスルラプロメトリン，プロモプロピL ート，ヘキサ、ンソン，へ。/レメトリン，ヘシダイオカルフ〉へ。

〉ディメタリンラへやンフLセ一人ホサロンラホスチアセL卜，ホスフアミドン，ホスメットラマラチオンラミクロプタニルラメトキシクロール，メト

ラクロールラメフェナセットラメプロニルラレナシル

アニロホヘイソキサアルトールライフ。ロハ守リカルフ;イミダクロプリト;インドキサカルフ;オキンカルホ子ン/， オリサVンラ キサーロホッ

プ。エチル， クロキントセットー1-}チ/レヘギンルエステルラ クロチアニ、ン守ンラ クロマブエ/、ン守ドラ クロメプロップラ クロリタγンラ げルブエ

LC瓜tISIMS ナミ卜;シメコナプールラ チアクロフOU卜;チアヘシダソゃールラ チアメトキサムラ ナフ。ロアニリト;ピリアタリト;フエノキ、ンカルフ;ブエ

リムソシ(E)及び守但)，フェンメテVファムラ フヲフェナシ/レラ フラチオカルプラ へいfフェナッフ:シレへ辛メクチンA3及びA4ラメ

トキ、ンフェノシ下二 ラクトフェン

ο) LCIMSIMS 

液体クロマトグラフは LC-VPシステム(附島津製作所

製)、質量分析計はAPI2000(アフ。ライド、バイオシステムズ、

半過与を用いた。分析カラムは関東化学側製Mightysil

RP-18GP (2.伽lllli.d.x15伽m、粒子径3問n)を用いた。

カラム温度は40口とし、移動相はA液lこ5mmol/L酢酸ア

ンモニウム水樹夜、 B?夜に 5mmol危面下酸アンモニウム含

有メタノールを用い、 B液(%):15 (白血1)→ 40(1min) 

→40 (3.5min)→5 (6min)→55 (8min)→95 

( 17.5-3伽血)でグラジエント分析を行い、次の分析まで

は10分間平衡化した。満車は0.2ml / min、試料注入量

は5μlとした。

イオン化はエレクトロスプレー(ESI)によるポジティブ

及びネガティブイオン化法により行った。ポ、ジティブモー

ドではイオンスプレー電圧は 5.0kv、イオン源温度は

500
0Cに設定し、ネガティブモード、で、はイオンスフ。レー電

圧は-4.5kv、イオン源温度は 500
0Cに設定した。

5.分析方法

厚生労働省通知法iGCIMSによる農薬等の一斉分析法

(農産物I)J1)及び厚生労働省通知法iLCIMSによる農薬

等の一斉分析法(農産物I)J斗こ準じて行った。すなわち、
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それぞ、れ均一化した試料20gにアセトニトリノレ50mLを加

えホモジナイズした後、遠Jl，')士離(2，500中m， 5min)し上清

を分取した。残った残直に、アセトニトリル 20mLを加え

同様に操作した。得られた上清を合わせ、アセトニトリル

を加え正確に 10伐nLとした。

抽出液20mLを採り、塩化ナトリウムlOg及び 0.5mol/L

リン匝厳粛菌液(pH7.0)2加止を加え、 10min振とうした。静

置した後、分離した水層を捨てた。野菜・果実の場合は、

アセトニトリル層に無水硫酸ナトリウムを加え脱水し、無

水硫酸ナトリウムはろ過で除き、ろ液を 40
0C以下で濃

縮、窒素気流下で樹某を除去した。残留物はアセトニトリ

ル:トルエン(3:1)混液2mLに溶かした。

あらかじめアセトニトリル:トノレエン(3:1)混液 10mLでコ

ンデ、イ、ンョニングした ENVI-白rblLCl'妊立に上記抽出液

を負荷し、さらにアセトニトリル:トノレエン(3:1)混液 2伽t

を負荷、全溶出i夜を 40
0
C以下で濃縮した。これにアセト

ンl臼nLを加え1mL以下に濃縮し、再度アセトン5mLを

加えて濃縮、窒素気流下で、樹某を除去した。残留物はア

セトンに溶かし、野菜・果実は 2mLとした。これを詞験溶

液とし、 GCIMS(SIl'v1)により測定した。なお、検量線は

O.ü2~O.4ppm(アセタミプリドは 0.1 ~2.Oppm)の範囲で、作

成した。
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表3農産物中残留農薬実態調査結果

時期 農産物 検体数 検出数 検出農薬及び検出値(ppm) 基準値(即m)

6月 なす 2 1 クロルフェナピル:0.02 クロルフェナピ/レ(1)

6月 バナナ 3 2 クロルピリホス:0.01， 0.05 クロルピリホス(3)

7月 アスパラガス 3 1 クレソ午ンムメチル:0.03 クレソキシAjチ/レ(30)※

7月 きゅうり 3 1 オキサ、ン守午ンル:0.03 オキサシさ午ン/レ(5)※

7月 ぶどう 2 1 へ。ルメトリン:0.06 へ。ルメトリン(5)

7月 えだまめ 1 1 ミクロフ守タニル:0.02 ミクロフさタコt，(1)

9月 ねぎ 3 1 シヘヲレメトリン:0.02 シへ。ルメトリン(5)

9月 ぶどう 3 2 
へ。ルメトリン:0.08 へ。ルメトリン(5)

ダイアシソン:0.09 ダイアシソン'(0.1)

クレソ午ンムメチJv:0.06， 0.05， 0.14 クレソキシムメチJt，(5)

9月 なし 3 
プロチオオ1ス:0.03 プロチオホベ0.1)

3 
シヘ。ルメトリン:0.03 シヘツレメトリン 2)

シヲェノコナソ守一1v:0.02 シゃフェノコナゾールu)

9月 ピーマン 2 1 ヘツレメトリン:0.17 へ。ルメトリン(3)

9月 キャベツ 2 1 フェンハミレL一ト:0.18 フェンハ守レL一ト(3)

9月 いんげん 1 1 トリアシゃメノール:0.05 トリア、ン守メノー/レ(1)※

11月 きゅうり
ピリダヘシ:0.14 ピリダへやン(1)

l 
シメコナソ守ール:0.04 シメコナソ守一Jt，(0.5)

11月 レタス 1 l インドキサカルフ':0.12 インドキサカルフロ)

11月 りんご 3 3 クロルヒ。リホス:0.01， 0.01， 0.01 クロルヒ。リホス(1)

11月 ねぎ
シへ。ルメトリン:0.03 シイルメトリン(5)

2 2 
クロチアニシシ:0.06 クロチアニ、ン守ン(0.η

※暫定基準値

LCIMSIMSにおいては残留物をメタノールに溶かし、

4mLに定容した。これを試験溶液とし、 LCIMSIMSにより

測定した。なお、検畠線は0.01~O.lppmの範囲で作成し

た。

また、 GCIMS(SIM)や LCIMSIMS(1居間測定により農薬

が検出された場合には、 SCAN測定等により開則定を行

い、標準品のマススペクトノレとの比較による確認を行っ

た。

検査 結果

検出された農薬について表3に示した。検出された

農薬のほとんどは基、準値を大きく下回る値であり、基準

値を超える農薬はなかっt~ 今年度より LCIMSIMS によ

る分析を開始したところ 2農薬が検出された。またぶどう

から検出されたダイアジノンは検出値が基準値を超える

恐れがあったため、更に4検体lこついて再詐験を行し¥

その平均値により検出値を算出したところ、 O.09ppmと基
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準値宋満であり、個別の値でも O.lppmを超えることはな

かったo
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