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平成19年12月に発生した中国産冷凍餃子や20年10月

の中国産冷凍インゲンの有機リン系農薬による健康被

害事件などを背景として､ 高知県でも加工食品中の残

留農薬検査についてのニーズが高まり､ 迅速かつ正確

な試験検査が求められている｡

残留農薬検査について､ 当所では抽出操作に ｢QuE-

ChERS法｣､ 精製操作に ｢固相カートリッジ法｣ を用い

た自動前処理装置による一斉分析法を平成21年度から

導入し､ 検査の迅速化及び正確性の向上を図っている｡

本法については､ 県内に流通する４種の野菜を用い

て妥当性評価試験を実施し､ 各野菜で対象農薬の約８

割の成分が分析可能であることを確認した１)｡

本法による加工食品中の残留農薬一斉分析法の妥当

性評価試験を実施するにあたり抽出溶媒等の検討を行っ

たので､ これらの経過をまとめ､ 記録し､ 今後の残留

農薬検査業務の参考とする｡
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１ 試 料

市販の冷凍餃子を用いた｡

２ 対象農薬

GC/MS対象農薬：クレソキシムメチル､ クロルピ

リホス､ ジエトフェンカルブ

LC/MS/MS対象農薬：イミダクロプリド､ クレソ

キシムメチル､ クロルピリ

ホス､ ジエトフェンカルブ､

ジメトエート
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自動前処理装置を用いた加工食品中の残留農薬抽出法の検討

�宮 真美・中村 秋香＊１)・宅間 範雄・西森 一誠
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【要旨】 食品中の残留農薬試験について､ 迅速化及び正確性の向上を図るため､ 抽出操作に ｢QuEChERS法｣､ 精
製操作に ｢固相カートリッジ法｣ を用いた自動前処理装置による一斉分析法を平成21年度から導入した｡
県内に流通する野菜について妥当性評価試験を実施した結果､ GC/MS分析対象農薬112成分､ LC/MS/MS

分析対象農薬86成分のうち約８割の成分が本法により測定可能であった｡
県民のニーズが高い加工食品についても本法を用いた妥当性評価試験を実施するにあたり､ 抽出時に

おけるサンプル中の水分量､ 抽出溶媒のヘキサン量及びアセトニトリル量について検討した｡ GC/MSでは､
水分量による変化は見られず､ ヘキサン量が増えるほど回収率が低下し､ アセトニトリル量を増やすと回
収率が上昇した｡ LC/MS/MSでは､ 水分量が少ないと高回収率となり､ ヘキサン量､ アセトニトリル量とも
に特徴的な傾向は見られなかった｡
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＊１) 高知県安芸福祉保健所



３ 試 薬

農薬標準品：混合標準液 (林純薬工業㈱製)､ フェ

ナントレン－ｄ体 (関東化学㈱製)

固相カートリッジ及び試薬：

著者ら１)の報告に示した｡

４ 装 置

著者ら１)の報告に示した｡

５ 分析条件

著者ら１)の報告に示した｡

６ 検量線

標準溶液を溶媒で希釈し､ 20､ 50､ 100､ 200ppbの

４点を調製した｡ GC/MS用の標準液については､ 各検

量線系列に１ppmフェナントレン－ｄ体と0.1％ポリエ

チレングリコール(300)のアセトン溶液を１mLあたり

20μLとなるように添加した｡ 試験溶液については､

得られたクロマトグラムのピーク面積から絶対検量線

法により定量した｡

７ 試料の調製

冷凍餃子を半解凍後､ フードプロセッサーで細切均

一化した後､ 添加濃度がイミダクロプリド160ng/g､

クレソキシムメチル90ng/g､ クロルピリホス110ng/g､

ジエトフェンカルブ70ng/g､ ジメトエート120ng/gと

なるよう農薬を添加､ 攪拌混合し調製された試料(外

部精度管理調製試料)を用いた２)｡

８ 試験溶液の調製

８. １ 抽出

均質化した試料10ｇを秤量し､ 図１のとおりアセト

ニトリルで抽出した｡

本研究では､ 試料に添加する①水､ ②ヘキサン､ ③

アセトニトリルについて､ ９ 検討内容 に示すとお

り､ 条件を変えて抽出した｡

８. ２ 自動前処理工程

抽出後､ 分取した各１mLを自動前処理装置にて､ GC

法は図２､ LC法は図３のとおり､ 固相カートリッジ

Smart-SPE C18-50､ PSA-30で精製した｡

GC法は､ 溶出液に１ppmフェナントレンｄ体と0.1

％ポリエチレングリコール(300)のアセトン溶液を20

μL加えた後､ アセトン／ヘキサン(15/85)で１mLに定

容し､ GC/MS試験溶液とした｡

LC法は､ 溶出液を水で４mLに定容し､ LC/MS/MS試

験溶液とした｡
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図１ 試験溶液の抽出フロー図

図２ GC法試験溶液の精製フロー図



９ 検討内容

１. 水の添加量

抽出時の水分量による影響をみるため､ アセトニト

リル10mLを添加する前に､ 試料に添加する水の量０mL､

５mLについて検討した｡ LC/MS/MS用試験溶液につい

ては､ ２mL､ ４mLについても追加検討した｡

２. ヘキサン添加量

抽出溶媒がアセトニトリルのみでは､ 試料の脂質に

取り込まれた農薬の抽出が不十分ではないかと考え､

抽出溶媒に添加するヘキサンの影響をみるため､ アセ

トニトリル10mLと同時に添加するヘキサンの量０mL､

２mL(1/5量)､ 2.5mL(1/4量)､ ５mL(1/2量)について

検討した｡

３. アセトニトリル量

試料に対する抽出溶媒量の影響をみるため､ 試料５

ｇに対し添加するアセトニトリルの量５mL(１倍量)､

10mL(２倍量)､ 15mL(３倍量)､ 20mL(４倍量)につい

て検討した｡

50mLのコニカルチューブでは､ アセトニトリル添加

量が増加すると十分ホモジナイズできないため､ 試料

を５ｇにスケールダウンして検討した｡
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１. 水の添加量

水の添加量ごとの遠心分離後の状態を図４に､ 回収

率を表１に示した｡

GC/MSでは､ 大きな変化が見られなかった｡

LC/MS/MSでは水分量が０mLだと高回収率となり､

水の添加量とともに回収率が減少した｡

通常､ 本法で試験を実施するにあたっては､ 食品標

準成分表３)により検査対象品目の水分量を確認し､ 水

分量が約100％となるよう､ 適宜水の添加を行ってい

る｡

本試料については､ 見かけ上､ 水分量があるように

見え､ 水の添加がなくてもアセトニトリルのみでホモ

ジナイズができていたが､ 分析結果はLC/MS/MSでの

定量値が添加量を超え､ 特に高極性農薬では120％を

超える回収率となった｡

食品標準成分表によると､ 冷凍餃子は可食部100ｇ

あたり水分59.3ｇとなっているが､ メーカーによって

は冷凍餃子の組成も違うため､ 試料について常圧加熱

乾燥法により水分量を測定した結果､ 試料中の水分量

は62.1％であった｡

試験検体中の水分量により影響を受けるLC/MS/MS

について､ 更に２mLと４mLの項目を増やし検討した｡

２mLと４mLでは大きな差はなかったものの､ 試料の水

分量が62.1％であったことから４mL添加が妥当である

と考えた｡

これらの結果から､ LC/MS/MSにおいては､ 精製工

程で除去しきれない水溶性の夾雑物を抽出段階で除去

しておく必要があると考えられ､ 今後は成分表を参考

にしながら添加する水分量を決定､ または､ 必要に応

じて試料の水分量を測定し添加量を決定することとし

た｡
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図３ LC法試験溶液の精製フロー図

  

 

 

図４ 遠心分離後の状態 (水の添加量)



 

 

 
 

 
 

２. ヘキサンの添加量

ヘキサン添加量ごとの遠心分離後の状態を図５に､

回収率を表２に示した｡

GC/MSでは､ アセトニトリルに対するヘキサン添加

の割合が増えるとともに回収率が低下した｡ ヘキサン

量の増加に伴い､ アセトニトリル中の低極性農薬がヘ

キサン層に分配されたためと考えられた｡

LC/MS/MSでは､ 特徴的な傾向が見られなかった｡

これらの結果から､ 抽出はヘキサンを添加せず､ ア

セトニトリルのみで実施することとした｡

３. アセトニトリルの量

抽出するアセトニトリルの量ごとの遠心分離後の状

態を図６に､ 回収率を表３に示した｡

GC/MSでは､ 試料に対するアセトニトリル量の割合

が増加するとともに回収率も上昇した｡ 抽出する溶媒

量が多いほど､ 水層中の低極性農薬を多く抽出できた

と考えられた｡

LC/MS/MSでは､ 特徴的な傾向が見られなかった｡

GC/MSの結果から､ 抽出溶媒の増量が望ましいと考

えられたが､ そのためには試料を５ｇにスケールダウ

ンする必要があり､ サンプリングの誤差の問題､ LC/

MS/MSで大きな効果が見られないこと､ 試料と同量の

アセトニトリルでも妥当性評価における真度(回収率)

の目標値70－120％を満足する値であることから､ 通

常どおり試料10gに対し､ アセトニトリル量10mLで実

施することとした｡
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図５ 遠心分離後の状態 (ヘキサン添加量)

表１ 水の添加量による回収率 表２ ヘキサン添加量による回収率

図６ 遠心分離後の状態 (アセトニトリル添加量)
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自動前処理装置を用いた加工食品中の残留農薬一斉

分析法の妥当性評価試験を実施するにあたり､ 抽出条

件の検討を行った｡

その結果､ 抽出工程において､ LC/MS/MSでは水溶

性夾雑物の除去のため､ 水分量が約100％となるよう

水の添加が必要であること､ GC/MSでは､ 水分量によ

る影響よりも､ 抽出溶媒へのヘキサン添加による回収

率低下､ 試料に対する溶媒量の増加による回収率上昇

といった溶媒による影響を受けることがわかった｡

本研究では､ 厚生労働科学研究 ｢食品中に含まれる

微量農薬の分析法と精度管理体制の構築に関する研究｣

で調製された外部精度管理調製試料を用いたため､ 分

析対象農薬がごくわずかな成分数となったが､ 農産物

の妥当性評価と同様の条件１)でも分析可能であること

が判明したため､ 今後､ 農薬の種類を拡大し加工食品

における妥当性評価試験を実施していきたい｡
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表３ アセトニトリル添加量による回収率




