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妥当性評倍

GC品店店店による農産物中のリン酸処理残留農薬一斉分析法の妥当性評価

緒

（王子成26iド3月24日受滋）

員壁祐樹＊ 高橋洋 援本智子 相 Jll建彦

Validation Study on a Multi“residue Analysis of Pesticides in Agricultural Products 

by Using Phosphoric Acid Treatment and GCふ!LS品在S

Yuhki MAKABE*, Hiroshi t位 以HASHI,Tomoko ENOMOTO and Takehiko ArKAWA 

Shinmei Branch Laboratory, Chiba Prefectural Institute of Public Health: 
205-8 Shinmei-cho, Chuo-ku, Chiba 260-0022, Japan; *Corresponding author 

A rapid method for multi-residue determination of pesticides in agricultural products was vali-

dated. The sample was cut into pieces and placed into a mixer cup containing half weight amount of 
10% phosphoric acid in order to suppress degradation of easily degraded pesticides, represented by 
captan, and then homogenized. Pesticides in the phosphoric acid働treatedsample were extracted 
with acetonitrile using a homogenizer, followed by salting out with anhydrous magnesium sulfate 
and sodium chloride. The extract was cleaned up on a C18 and graphite carbon black/PSA mini-
cartridge column. Some pesticides gave tailing peaks, but these peaks became sharp and symmetri-
cal when polyethylene glycol (PEG) 300 was added to the test solution. Recovery tests were per-
formed on nine kinds of agricultural products (brown rice, soybean, spinach, cabbage, potato, 
orange, apple, strawberry, and Japanese pear) fortified with 170 pesticides at 0.01 and 0.1ドg/g.
Each concentration of pesticide residue was extracted from 2 samples on 5 separate days. The true ’ 

ness of the method for、147…164pesticides in each sample was 70一120%with satisfactory repeat 司

ability and within句a

of pesticides in agricultural products. 

(Received 時arch24, 2014) 

Key words：妥当性評側methodvalidation study；残留農薬pesticideresidue；一斉分析multi-residue
analysis; 1）ン駿処潔phosphoricacid treatment；ガスクロマトグラフィータンデム質量分析計GC飽
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付録資料：付録資料（付銭表Sl）はふSTAGEの日本食品衛生学雑誌（http://dx.doi.org/10.3358/
shokueishi. 55 .188）で関覧できる．

食品衛生法の改定に伴うポジテイブリスト制の導入に

よって規制対象となる農薬数は800種以上となり，その数は

今なお増加している．それに伴い残習農薬分析においては

多成分の農薬を検査して報告することが要求され，多成分

を効察よく分析できる一斉分析法の必要性が高まっている，

また，食品衛生法に定められている農薬等の規格基準への

適合性について判断を行う試験については f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判

（以下，ガイドラインという）」が適用されるため，残留農

薬の一斉分析法についてもガイドラインが適用される．

斉分析法の妥当性評価は多強多様な食品に対し多壌自の農

を毅み合わせて評価するため，多大な作業量を必要とす

る．妥当性評価は1間限りで終了するものではなく，対象

食品の退加や分析機器の変更があればその都度実施する必

要があるので約，検査法はガイドラインで求められる性能

を担保したうえで可能な限り迅速で、簡便に分析できる方法

であることが望ましい．欧米で迅速な前処理法として広く

使用されている QuEChERS法1）は，操作は簡便であるが精

製が簡略化されているので，試験溶液に多量の爽雑物質が常連絡先 y.mkb@pref.chiba.lg.jp 
千葉県衛生研究所作11境庁舎）．〒260-0022千葉市中央阪神
明間J205-8

利厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知“食品中に残惚する渓
薬等に関する試験i去の妥当性評｛謝ガイドラインの一音1；改正につ
いて”平成22年12月24日食安発1224第l号．

ネ2厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審交議長通知“食品中
に残留する農薬等に隠する試験法の妥当性評価ガイドライン
に関する質疑応答集（Q&A）について”平成23iド12月8日
食安暴発1208第1号



August 2014 幾度物中のリン酸処現残留農薬一斉分析法の妥当性評官官i 189 

残留し測定機器を汚染するためメンテナンスを頻繁に実

施する必要が生じる 2）.このためQuEChERSi去を改変し

て精製に面相抽出カラムを熔いて爽雑物質を除去する方法

が多数報告されている 3）～5l_ またQuEChERS法は抽出時

にクエン酸経衡法または酢酸緩衝痕でpHを調整すること

により農薬の分解を抑制しているがね， 6）’試料を均一化す

るときはp況を調整していないので，均一化時における農

薬の分解を抑制するためにはドライアイスを加えて冷却し

ながら均一化するなどの処霞を講じなければならない的．

一方，有機塩素系農薬のキャブタン，クロロタロニル，ジ

クロフルアニドは均一化時に分解することが知られている

がわ～9）’この分解反応はリン酸を添加してp肢を3以下に

保ちつつ均一化することで抑制が可能であり 10）～12），通知

法（倒別分析法）料でも 1）ン識を添加しての均一化が採用

されている．そこで本研究でもこれらのj長薬が均一化時に

分解ーするのを拐止するために10%リン離を添加して均一

化することとし QuEChERS法で迅速に抽出したうえ

で，爽雑物質による測定機器の汚染を軽減するためCl8

ミニカラムとグラファイトカーボン／PSA( GCB/PSA）ミ

ニカラムで精製後， GC-MS瓜!ISで測定することとした．

この一斉分析法について. 170種類の農薬を9麓類の農産

物に適用して妥当性評価を実施したところ，良好な結果を

得たので報告する．

実 験方法

1. 試料

ガイドラインの例示を参考に，代表的な食品として千葉

県内で市販されている玄米，大豆，ホウレンソウ，キャベ

ツ，パレイショ，オレンジ，リンゴを選定した．また，千

葉県での生産量が多く当所での検査件数が多いイチゴおよ

び日本ナシを追加して選定した．玄米および大立は粉砕し

た後，ポリエチレン袋に入れて試験日まで冷蔵保存した

その他の試料は締切せずに分割して冷凍保存し試験日ご

とに分割した試料を解凍して使用した．

2. 試薬等

Table 81で示した170種類の農薬を対象とした．農薬標

準品は和光純薬工業（株）製，関東化学（株）製，林純薬工業

（株）製， Dr.Ehr・enstorfer社製， AccuStandard社製の残

皆農薬試験用を用いた．それぞれの農薬標準品をアセトン

（クロロタロニルのみFレヘキサン）で1,000ドg/mL（レナ

シルおよびcis齢ヘブタクロルエボキシドのみ100問／mL)

となるようにj容解したものを農薬諜準原液とした．各農薬

標準原液を 1μg/mL （フイブロニルは0.2ドg/mL，アルドリ

ン，エトプロホス，エンドリン，デイルド 1）ンおよびテル

ブホスは0.5μg/mL）になるように混合しアセトンで希

*3 http://qu巴chers.cvua-stuttgart.de/pdf/reality.pdf
(2014/3/24関覧）

制厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知“キャブタン，クロ
ルベンジレ｝ト，クロロタロニルおよびホルペット試験法”
王子成17ij:: 1 月 24 日食安発第0124001~号．

釈したものを農薬混合襟準披とした．内部標準溶液はd10”

クロルピ 1)＊ス（関東化学（株）製）をアセトンで5ドg/mL

として用いた．

1）ン援は関東化学（株）製特級を，塩化ナトリウムおよび

硫楼マグネシウムはAgilent社製QuEChERS抽出SPE

キットを，ポリエチレングリコール（PEG)300は和光純

（株）製一級を，その他の試薬は関東化学（株）製残留

農薬試験用を使用した. Cl8ミニカラムはジーエルサイエ

ンス社製InertSepCl8 （野菜，果実は1g/6 mL，穀物は

2 g/12 mL）をアセトニトリル10mL-C・コンテ＠ショニング

して， GCB/PSAミニカラムはジーエルサイエンス社製

InertSep GC/PSA (300 mg/500 mg/6 mL）をアセトンーヘ

キサン（1:1) 10 mLで、コンディショニングして使用した．

3. 装

フードプロセッサー： DLC嶋NXJ2SS(Quisinart），ホ

モジナイザー： Ultra”turraxT25 (IKA），遠心機： H-

500FR (KOKUSAN), GCゐ1:8/MS:TSQ Quantum GC 

(Thermo Fisher Scientific). 

4. GじMS瓜'1S分析条件。GC条件

分析カラムはRestek社製RxiるSilMS(30 m×0.25 

mm, i.d. 0.25ドm）を用いた．昇温条件は50℃（1min）→ 

25℃／min→125℃→10℃／min→300℃（5 min）→10℃／min→ 

310℃（4 min）とし， He流速1mL/min，注入口j昆度240℃，

トランスファーラインj鼠度280℃，注入量2ぃLで分析した．

2) MS/MS条件

イオン化法： EI. イオン化エネルギー： 70eV，イオン

源菰度： 250℃，測定モード： TimedSR開，サイクルタイ

ム： 0.3秒，農薬各成分の測定時間：保持時間こと0.50min. 

農薬各成分のMRM条件はTable81に示した

5. 試験溶液の謡製

野菜および果実は操り返し試験ごとに検体200gに対し

10% 1）ン援を 100gの割合で加えてフードプロセッサーで

均一化し試料10g相当を50mLホ。 1）プロピレン遠沈管

に量り採った．玄米および大立は粉砕した試料5gを

50mLポリプロピレン遠沈管に量り採り， 10%リン駿lOmL

を加え30分間膨i関させた．量り採った試料－にアセトニトリ

ル15mLおよび内部標準溶法100μL （玄米，大立は50ドL)

を加え1分間ホモジナイズした．これに硫駿マグネシウム

6gおよび塩化ナトリウム 1.5gを加え1分間激しく振とう

した後， 2,500rpm, 4℃， 5分間遠心分離した．アセトニト

リル層6mLをCl8ミニカラムに負荷しアセトニトリル

5mLで溶出した 溶出液を40℃でlmLまで減庄濃縮し

た後，アセトンを lOmL加え再度減圧濃縮し議素気流下

で乾閤した．残智物をアセトンーヘキサン（1:1) 2 mLに

溶解してGCB/PSAミニカラムに負荷しアセトンーヘキサ

ン（1:1) 25 mLでf容出した．議出液を40℃でlmLまで

減庄濃縮して議素気流下で乾闘した後，残習物に0.025%

PEG含有アセトンーヘキサン（1: 1）で2mL（玄米および

大立はlmL）に定容し試験溶波とした．
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存することにより分析数値が高い（あるいは低い）僚を示

したり，ピークがテーリングするなどのマトリックス効果

が起こることはよく知られている 13l_ マトリックス効果

を防止する方法としては，掠準添加法，ブランク試料から

抽出した試験溶液で標準搭液を希釈するマトリックス検量

線法，マトリックスと向様な作用を持つ物質（Analyte

Protectants）を添加する方法 14),15）などがあるが，今回は

Analyte Pr悦 ectantsとしてPEG300を標準洛液および試

料溶液に添加した. PEG300未添加ではアセタミプリド，

アゾキシストロピン，カルパリル，クロロタロニル，ジメ

トエートのどークがテーリングしたが，試験溶液中の

PEG300濃度を0.025%となるようにPEG300を添加する

ことによりテーリングを抑制することができた（Fig.I).

2. 選択性

各作物のブランク試料についてTableSlに示した定量

結果および考察 イオンで分析した．日本ナシはフェンプロパトリンを含ま

1. PEG300添加濃度の検討 ない検体が入手できず，フェンプロパトリン0.01～0.02

GC-MS （瓜侶）測定において，試料マトリックスが共 同lgのピークが認められた．その他の作物については評｛阪

182併行， 5日誌の枝分かれ実験モデルで実施した．

添加濃震は0.01および0.1河lgの2濃度とした．ただし

フィブロニルは0.002および0.02μg/g，アルドリン，エト

プロホス，エンドリン，ディルドリンおよびテルブホスは

0.005および0.05問lgとした試料に添加後30分経過し

でから抽出操作を実施した．

7. 検翠線の作成と定議

農薬混合標準液を0.025%PEG含有アセトンーヘキサン

(1: 1）で希釈しさらに内部標準溶液を lOOng/mLとなる

ように加えて10,20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 ng/mL 

の捺準溶液を調製した．これら標準溶液をGC-MS爪118に

投入し内部標準物質とのピ｝ク面積比から検量線を作成

して定量を在った．

(a) 

ι＂ 'c制何事 "' γm削附句

、‘，y’
’h
u
 

／’
z
t
 

問問 i•mtf<nf'J .. "' ~＇ τむ~＇旬開

(c) 

(d) 

(e) 

。%

"' "' "' ,;, "' '" 7噌同時

0.005 % 0.025 % 

Concentration of PEG300 
Fig. 1. Comparison of peak shapes of MRM chromatograms of standard solution (0.1ドg/mL)in the presence of different con-

centrations of PEG 300 

(a) Dimethoate (right peak), (b) Chlorothalonil, (c) Carbaryl, (d) Acetamiprid, (e) Azoxystrobin. 
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Table 1. Validation study criteria 

Fortification level 0.01 ftg/g 0.1ドgig

Criteria 中、irueness 

（%） 

A* 70孟～主玉120
B 50系～＜70or 120＜～孟150

c 150＜～三五200

Repeatability 
(RSD; %) 

<25 
<25 
<25 

Within-run 
reproducibility 

(RSD; %) 

<30 
<30 
<30 

Repeatability 
(RSD; %) 

<15 
<15 
<15 

Within-run 
reproducibility 

(RSD; %) 

<20 
<20 
<20 

D 

E 

50~玉～話200

<50 or 200< 

Repeatability or within”run reproducibility was unsatisfactory 

*Levels of trueness, repeatability and within-run reproducibility met the requirements of the method validation guideline of the 
Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. 

対象とした農薬の定量を妨害するピークは認められなかっ

fこ．

3. 内部標準物質の選定

内部標準法（クリーンアップスパイク）で定量するにあ

たり， 1）すべての作物で回収不が70～120%の範関内，

2) GCでの保持時間がGC測定時間の中間fす近にある，

3）サロゲート物質が容易に入手できる，の3条件をすべて

満たすd10‘クロルピリホスを内部襟準物費として選定した

4. 建議銀界

一律：基準である 0.01同lg（一部0.005または0.002ドg/g)

となるように農薬を添加し分析して得られたj長薬のピー

クは評価対象としたすべての農薬でSIN比注10を満たし

たため，分折法における定量限界は，フイプロニルは

0.002ドgig，アルドリン，エトブロホス，エンドリン，デイ

ルドリンおよびテルブホスは0.005ドgig，その他の農薬に

ついては0.01ドgigとした．

5. 真度，併行絹震および室内精度

ガイドラインに従って真皮，併行精度，室内精度を評価

した結果をTableSlに示した．真皮， i精度ともにガイド

ラインを満たした場合はA評価，真度50～70%または

120～150%で務度をj持たす場合はB評価，真度150～200%

で精度を満たす場合はC評価，真皮50～200%で精度を満

たさない場合はD評価，真皮切%未満または200%を超え

る場合はE評価として分類した. 9種類すべての作物につ

いてガイドラインをi椅たしたA評価の農薬は評価対象とし

た170農薬のうち 112種類であった．また，真度が劣るも

のの精度を満たしている B,C評価の農薬を含めると， 9麓

類すべての作物についてAおよびB評価を満たした農薬は

152種類， AからC評価までを満たした農薬は158掻類で

あった逆に真皮は50～200%内だが精度がフゲイドライン

を満たしていないD評飯の農薬はαーエンドスルファン

（大豆），ジコホール（イチゴ）の2農薬のみであった．ス

ルプロホス，チオメトン，フェナミホス，フェンチオン，

プロパホス，ホレートは玄米および大豆において， 0.1μg/ 

g添加ではA評価だ、が0.01問lg添加で、はいずれの農薬も真

度が120%以上となりガイドラインを満たさなかった．玄

米および、大立のblank検体で、はこれらの農薬に対する妨害

ピークは検出されなかった．この6農薬はいずれも有機リ

ン系農薬に分類されるが， i可じ有機1）ン系農薬でも保持時

間がチオメトンに近識しているジメトエートやスルブロホ

スに近接しているトリアゾホスでは0.01問lg添加で、もA

評価であった．玄米や大豆はともに指坊および脂肪援を多

最に含むが，これらの成分は残留農薬の分析を妨害するこ

とから 16），玄米と大立に含まれる成分が測定に影響を与

えた可能性は苔定できない. 1作物でも真度50%未i持また

は300%以上となったE評価の農薬はEPTC，アニロホス，

クロロタロニル，ジクロフルアニド，シプロコナゾール，

チオメトン， トリシクラゾール，ビテルタノール，フェン

プロパトリン，ベルメトリンー1の10農薬であった．ただ

しフェンプロパトリンは検体に0.01～0.02μg/g含まれ

ていた日本ナシの0.01問lg添加のみE評価となり，その他

の作物ではA評価であった．日評価となった農薬のうち，

均一化時に分解しやすい農薬であるクロロタロニルは，添

加濃度0.01問lgではすべての農産物で12%以下と低い真

度であった．同様に分解しやすいジクロフルアニドも添加1

濃度001問lgにおいて，玄米，キャベツ，パレイショ，

リンゴの真度が50%未満であった．一方で、，キャブタン

はオレンジ（0.01問lg添加持に真皮156%）以外はA評価

であったことから，キャブタンの分解は10%リン酸の添

加により抑制されていると考えられた．また，抽出時に詮

硫酸を添加してpHを1.！；）、下とし， PSAによる精裂を省い

たQuEChERS変法で、はクロロタロニルやジクロフルアニ

ドが分析可能であること 17）から，この2農薬の真度が低

いのは均一化時の分解ではなく．別な要因があると考えら

れた．要因の1つとして0.1ドgig添加ではガイドラインを

満たす農産物が有るのに対し0.01開lg添加では真皮の低

下が顕著であること， PSA処理により有機誌をが除去され

試料溶液のpHが上昇するとクロロタロニルの回収率が減

少することから料，精製中またはパイアル中において，

鍛最の食品成分と反応して分解することなどが考えられる

が，これらの可能性については今後検討する必要があると

思われる．

的 http://www.crl命 pesticides.巴u/library/docs/srm/meth_
QuEChERSforChlorothalonil_201 O _PDF (2014/5/9関覧）
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まとめ

試料均一化時に 1）ン鼓処還を行った農産物中の 170農薬

一斉分析法の妥当性を評価した

1) 試料の均一f七時に 10%1）ン殺を加えることにより

キャブタン等の易分解性農薬の分解を抑制した

2) 試験溶液および諜準漆液にPEG300を添加するこ

とによりピークのテーリングをj:!p制した．

3) 9麓の農産物について 170農薬の妥当性を評備した

ところ，各作物につき 147～164農薬が目標値を達

成した．

また，本試験法は約3時間で試料の均一化から試験溶液

の器製が可能であることから，適用農産物および農薬の追

加・拡充にも対応、が容易である．
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GCみ'IS/MSによる農産物中のリン酸処理残留農薬一斉分

析法の妥詣性評価（妥当性評価）

震壁祐樹ネ高橋洋援本智子相Jll建彦

食街誌 55(4),188～192 (2014) 

GC欄MS瓜！£8を用いて迅速に実施できる農産物中の残留

農薬一斉分析法について妥当性評価を実施した．キャブタ

ンに代表される易分解性農薬の分解を抑制するため，試料

に 112重量；の 10%リン駿を加え均一化した．均一化した

試料からアセトニトリルで抽出後，硫酸マグネシウムおよ

び塩化ナトリウムで；塩析脱水しアセトニトリル層を C18

およびGCB/PSAミニカラムで精製した．試験溶液に

PEG300を添加して GC－羽Sふ目測定時における農薬ピー

クのテーリングを抑制した. 9種類の農産物に対し 170農

を添加して妥当性評価（添加濃度0.01および0.1μgig. 

2併行5日間）を実施したところ，各農産物につき 147～

164種類の農薬がガイドラインの目標値を満たした

＊千葉県衛生研究所（神明庁舎）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

