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　「吾輩はGDPである。日本名はまだ無い。」　冒頭から

パクリであるが事実である。GDPは“Good Distribution 

Practice”の略であるが，本邦では現時点（2016年８月

30日執筆時点）で公的要件となっていないこともあり，

結果として正式な日本名もない。厚生労働省の医薬品産

業・流通に関連した会議等では「医薬品の流通に関する

基準」1）あるいは「医薬品の流通過程における品質の管

理に関する基準」2）などと記されているが，これら名称

が正式なものか否かは不明である。

　本稿は，WHO・EU・PIC/SなどのGDPの紹介や解説

をするものではなく，また低温輸送の技術的説明をする

ものでもない。GDPという意味合いにおいて「各業種・

各業態として何をすべきなのか」，「行政に何を期待する

のか」を明確に示したものをほとんど見かけたことがな

いことから，日本における医薬品流通の現状を見据えた

うえで，医薬品流通の各パートならびに行政として「何

に留意すべき」で「そのために何を準備すべき」かの情

報を関係者間で共有化したいという意図のもとに整理し

たものである。

　また本稿は，本年６月29日に開催された第29回イン

ターフェックスジャパンの専門技術セミナー「PIC/S 

GMP/GDPの最新動向～求められる品質保証に向けて」

のセッションにおいて，「わが国におけるGDPの現状と

課題について」という演題で筆者が講演した内容を“読

みもの”としての補足説明（余計なお世話かもしれない）

を加えて書き起こしたものであり，前編と後編の２回に

分けて説明する。

　なお，本稿記載の内容はすべて筆者個人の意見であり，

はじめに
弊社の意見でないだけでなく，製薬業界の意見でも物流

業界の意見でもない。その点をお含みおきいただきたい。

　また，一口に医薬品と言っても多種を極め，医薬品流

通事情は各国により異なることから，“医療用医薬品の

国内流通に限定”して話を進めることをお許しいただき

たい。

　さらに，GDPもしくはそれに相当する規制は１つで

はなく多々存在する。詳細については後述するが，本稿

でいうところの“GDP”とは，特に断りを入れない限

りは“PIC/S GDP”3）を指すものとして，PIC/S GDPに

フォーカスしての話と考えていただきたい。

　この数年，なぜGDPが取りざたされているのだろうか。

展示会としてのインターフェックスジャパンを見る限り

でも，データロガー販売会社や物流会社の出展が目立つ。

勝手な推測にすぎないが，以下のような点が考えられる。

①コールドチェーンの必要性と進展

　ワクチン・抗体医薬のようなバイオ医薬品が増加した

ことによる温度管理の必要性が高まったこと，さらに要

冷蔵医薬品の保管・輸送の技術が高まったこと，などが

背景にあると思われる。

②PIC/S GDPの正式採用と日本規制当局のPIC/S加盟

　日本規制当局（厚生労働省（各都道府県薬務行政を含

む）および医薬品医療機器総合機構）のPIC/Sの正式加盟

は2014年７月１日付である。元をたどれば，2012年３月

に加盟申請し，審査を受け，2014年５月のローマでの総

１．�なぜ今GDPが取りざたされてい
るのか？

GDPありのままに 前編
Let GDP Go: Part 1 of 2

三井倉庫ホールディングス株式会社 事業開発室 シニアマネージャー

古田土真一
Shinichi Kodato, Ph. d. 

MITSUI-SOKO Holdings Co., Ltd.
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若しくは販売業者又は病院，診療所若しくは飼育動物診

療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者（薬局開

設者等）に対し，販売し，又は授与する業務」とされて

いる。PIC/S GDPにおいても「卸売販売とは，公衆（患

者のことと理解すればよい）への医薬品供給を除く調達・

保管・供給・輸入・輸出を業として行うこと」と記述さ

れている。したがって，GDPの適用範囲は「医療機関（病

院）および薬局に届くまで」と理解すればよい。

　医療用医薬品の一般的サプライチェーンをもう少し詳

細に示したものが図２である。ここでGMPについて“日

本のGMP”5）と記しているのは，GQP6）という日本特有

の規制との関係もあり，欧米でいうところの“GMP”

との差を意識せざるを得ないことがある。ただ一方で，

GDP的な解釈としてGQPに記されている「市場への出荷」

を読み取るに，理想論かもしれないが“あるべき姿”と

しての「公衆への供給」とも解釈できる。現実に患者か

らの直接の苦情（病院・薬局などからが多く，品質にか

かわるとは限らないことも理解したうえで）に対しての

窓口としては製造販売業者のコールセンター・お客様相

談室などが対応しているのではないだろうか。

会で承認され正式加盟したことによる。

　一方で，PIC/S GDPの正式採用はこのローマでの総

会で採択され，同年６月１日付として発効された。要は，

日本規制当局が加盟のための審査を受けた段階では

PIC/S GDPはまだ採択されておらず，したがって加盟

審査の対象に入っていなかったと言える。

　PIC/S自体が企業に直接関係するものではないという

こともあってあまり知られていないが，PIC/S加盟当局

は５年ごとに再審査を受けることになっている。日本規

制当局の加盟が2014年７月１日付であるということは，

原則的には2019年６月30日までに再審査を受けることを

意味する。当然，再審査の際には「日本でのGDP運用

状況」が調査対象に入ることになる。査察を受けるのは

企業であるが，GDPという規制自体にやきもきしてい

るのは実は規制当局なのではないかと想像する。

　本年４月に平成28年度厚生労働科学研究「GMP，

QMS，GTP及び医薬品添加剤のガイドラインの国際整

合化に関する研究」の分担研究「（仮）GDP素案検討

WG」により日本版GDPガイドライン案の検討を開始す

るとして日本製薬団体連合会を通じてアンケート調査が

実施された。尻に火がついた状態になったと言ったら言

いすぎだろうか。

　大きくは上記の２点が背景にあると推測するが，新た

な規制要件がブームに終わってしまっては本末転倒であ

る。大事なことは現実を見据え，それを基に適切な運用

を図ることである。そのためにも，まずは日本の医薬品

流通の現状を正しく認識する必要がある。

（1）医療用医薬品の一般的サプライチェーン
　医療用医薬品の一般的サプライチェーンのイメージと

GxP（ここではGMP・GQP・GDP）を図１に示す。製造

販売業者については管理のみでモノとしての保管・配送

はないと考えてよいであろう。卸売販売業者としては２

種類に大別されることが多いと思われる。第１番目は製

造販売業者に代わって保管・配送業務を行う“物流セン

ター”，第２番目は俗に言う“卸”（例えば，スズケン・

アルフレッサなど）になる。

　ちなみに，卸売販売業者とは，薬機法4）においては「医

薬品を，薬局開設者，医薬品の製造販売業者，製造業者

２．�医薬品流通の現状を正しく認識
する

製造所
（製造業者）

製造販売業者
物流センター

（卸売販売業者）

ＧＭＰ

卸
（卸売販売業者）

ＧＱＰ
ＧＤＰ

医療機関
薬局

図１　医療用医薬品の一般的サプライチェーンのイメージ

日本の
ＧＭＰ ＧＱＰ

ＧＤＰ広義
ＧＤＰ

（理想的）解釈上or苦情対応上
ＧＱＰ

図２　医療用医薬品の一般的サプライチェーン（全体像）

GDPありのままに 前編
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　ペースト法は，ヌジョール法とも呼ばれ，粉末試料を

流動パラフィン（ヌジョール）に練り込みペースト状にし

たものを，板状のハロゲン化アルカリ（臭化カリウム：

KBr，塩化ナトリウム：NaClなど）に塗布して測定する

方法である。一般に，２枚のハロゲン化アルカリの板に

挟んで金属製の枠に固定し，光路上に静置して透過測定

を行う。医薬品の品質試験では，確認試験の赤外吸収ス

ペクトル測定法において錠剤法に次いで多く設定されて

いる。錠剤法におけるハロゲン化アルカリとのすり混ぜ

処理と比較して，流動パラフィンへの試料の練り込み処

理における試料の吸湿は小さく，吸湿性の高い試料の透

過測定に優れている。このため，錠剤法よりもペースト

法を優先的に選択したいとする意見もある。

　本稿では，ペースト法による透過測定における技術的

ポイント，前処理ならびにスペクトル測定において起こ

り得るトラブルと解決策について，解説するとともに，

その他の透過測定法として，薄膜法，液膜法，気体試料

（ガス）測定法について紹介する。

　ペースト法は，日本薬局方一般試験法では「固形試料

５～10mgをめのう製乳鉢で粉末とし，別に規定するも

ののほか，流動パラフィン１～２滴を加えてよく練り合

はじめに

１．ペースト法

わせ，試料ペーストを調製する。調製した試料ペースト

を１枚の窓板の中心部に薄く広げた後，空気が入らない

ように注意しながら別の窓板で挟んで測定する。」と規

定している1）。多くの化合物で，この比率を目安に錠剤

を調製することで適切な透過率を得ることができる。

　錠剤法と異なり，ペースト法では，再現性よく透過ス

ペクトルを得ることが難しいことがある。これは，流動

パラフィン（ヌジョール）に練り込んだ試料の量（試料と

ヌジョールの量の比率）とハロゲン化アルカリの窓板に

塗布する試料ペーストの量の加減により，試料由来の吸

収と流動パラフィンの吸収強度の比率，また透過率のば

らつきなどが生じることがある。これらのスペクトルの

ばらつきは，個々の試験室において，個々の試験者が操

作する場合，特に標準品などとの比較による判定では問

題となることは少ないと思われるが，参照スペクトルと

の比較など，別途，測定されたスペクトルとパターンに

よる比較で判定を行う際には問題となることがある。す

なわち，参照スペクトルに対する，「同一波数のところ

に同様の強度の吸収を認める」とする判定基準に対して，

ヌジョールの吸収と試料の吸収の強度比，またはヌ

ジョールを含めた試料ペーストから得られるスペクトル

パターンが参照スペクトルと異なることがある。このよ

うな場合，ヌジョール由来の吸収である3000cm−1～

2800cm−1ならびに1500cm−1～1300cm−1に観察される吸

収を除いて判定することで差し支えない。

　最近では，一定量の流動パラフィンが滴下できるスポ

イト様のボトルで流動パラフィンが市販されており，再

赤外分光法 透過測定（ペースト法他）その２

医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定　第２回

国立医薬品食品衛生研究所1），ジャスコエンジニアリング株式会社2），日本分光株式会社3）

坂本知昭1），閑林直人2），赤尾賢一3），福田晋一郎2）

Tomoaki SakamoTo1），NaoTo kaNbayaShi2），keNichi akao3），ShiNichiro Fukuda2）

National Institute of Health Sciences1），JASCO ENGINEERING2），JASCO Corporation3）

Molecular Vibrational Spectroscopy for Pharmaceutical Development, Quality and 
Manufacturing Process Control

Mid-Infrared Spectroscopy II. Transmittance measurement
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であるが，NaCl板では約600cm−1であり，窓板として

NaCl板を用いる場合には600cm−1より低波数側では吸収

スペクトルを得ることはできないので注意を要する。

　使用した窓板は，一般に溶媒を用いて試料ペーストを

完全に取り除き，表面をシリコン布などで磨いた後，パ

ラフィン紙などで包み，デシケータ内（一般に相対湿度

50%以下）で保管する。洗浄には，ヘキサンなどの非水

系溶媒を用いる。エタノールなどのアルコールは水を含

むため，洗浄に用いることは望ましくない。エタノール

を用いると，概して窓板表面は白濁する。また，洗浄の

際には，できるだけ湿度が低い環境で行うことが望まし

い。高湿度環境下での洗浄では，溶媒の気化熱により窓

板表面が冷やされ，雰囲気中の水分は窓板表面に付着（結

露）することがあるので注意を要する。

　これらの窓板は潮解性があり，吸湿により表面が白濁

する。また表面が柔らかいため，使用を繰り返すうちに

表面に傷がつくことがある。表面に細かい傷が多くある

場合や白濁した場合には，赤外光の透過に影響を与える

ことがあり，適切な窓板の透過性を確保するために表面

を磨く必要がある。ひどい曇りや汚れ，また深い傷が表

面にある場合では，酸化セリウムなどの研磨剤を用いる。

研磨剤を懸濁させた水数滴を研磨用の板の表面に滴下し

て均一に広げ，研磨したい窓板の表面を研磨板上で円を

描くように動かし，窓板面が平滑になるように研磨する。

仕上げに乾いたシリコン布で表面の曇りが取れるまで磨

くことで研磨を行う。少しの汚れや細かな傷の場合など

では，窓板表面を湿らせたシリコン布で円を描くように

動かして研磨することもある。もちろん，研磨後は乾い

たシリコン布で表面の水分を完全に拭い乾燥させること

が重要である。

現性よく，一定の透過率をもつスペクトルの取得に役立っ

ている。

　図１に試料ペーストにおけるヌジョールが多すぎる例

を示す。緑線が最初に測定したスペクトルであるが，

3000cm−1～2800cm−1（CH伸縮振動）ならびに1500cm−1

～1300cm−1（CH変角振動）に観察されるヌジョール由来

の吸収が飽和していることがわかる（青矢印部分）。この

スペクトルの場合，試料由来の吸収も飽和傾向を示して

いるため，試料ペーストを窓板に塗り過ぎであると判断

し，試料ペーストを少し除いて測定したスペクトルが赤

線である。ヌジョール由来の吸収ならびに試料由来の吸

収は飽和せずに適切な範囲に透過率を得ることができた。

このスペクトルは，ヌジョールの量と練り込んだ試料の

量の割合は問題なく，窓板に塗り付けた試料ペーストの

量が多いことに起因する測定トラブルの例である。

　一方で，ヌジョールの量に対する練り込んだ試料の量

が少ないことから，ヌジョールの吸収が異常に目立つス

ペクトルを見かけることがある。3000cm−1～2800cm−1

（CH伸縮振動）ならびに1500cm−1～1300cm−1（CH変角振

動）の吸収以外に試料由来の吸収が十分に観察できるこ

とを確認していただきたい。また，炭化水素基を多くも

つ化合物では，ヌジョール由来の吸収が強く出るために，

試料に由来する吸収との識別が困難な場合があり，ペー

スト法は適さないことが多い。

　ペースト法では，一般に２枚の窓板に試料ペーストを

挟み測定を行う（図２）。通例，窓板だけを測定して対照

とする。窓板で用いられるハロゲン化アルカリの材質と

して，臭化カリウム（KBr）または塩化ナトリウム（NaCl）

が用いられることが多い。

　赤外光の透過波数域の下限は，KBr板では約340cm−1
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3000～2800，1500～1300cm－1の吸収（C-H基）が飽和した場合

飽和したスペ
クトル

試料ペーストを
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図１　過量の試料ペーストを窓板に塗布した例
緑線：飽和したスペクトル，赤線：吸収強度が改善したスペクト
ル
青矢印が飽和したヌジョール由来のCHの吸収

A型 K型

K型組立セル

KBr板

スペーサー

図２　�ペースト法，薄膜法ならびに液膜法に用いる窓板（KBr板）
と固定具（組立セル）の１例　（写真の組立セルは日本分光製，
A型とK型）
スペーサーとしてアルミ箔を挟むことで液膜法における液層の厚
みを増すことができる

医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定　第２回

赤外分光法 透過測定（ペースト法他）その２
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　「データインテグリティ」に関する各国や組織などか

ら相次いでガイダンスが発行されているが，それらの要

件はMHRAガイダンスの影響を受けたと思われる部分

も見受けられる。それだけMHRAガイダンスは比較的

短い中に重要で貴重な情報が盛り込まれているといえる。

　元来，イギリスは国際的な規格や標準に大きな足跡を

残している。ISO-9000品質マネジメントシステムはイ

ギリスの国家規格「BS5750」がベースであり，情報セ

キュリティマネジメントの国際規格である「ISO/

IEC27001」はイギリスの国家規格「BS7799」が発展し

たものである。また，今日では国際的なCSV（コンピュー

タ化システムバリデーション）の指針となっている

「GAMP5」を発行している“GAMP Forum”は，「UK 

Pharmaceutical Industry Computer System Validation 

Forum」が母体となっている。

　「データインテグリティ」の問題は改ざんや偽装のよ

うな悪意のあるケースはわずかであり，不注意や不十分

な取り組みの結果によることが多い。CSVやERES（電

子記録・電子署名）への見直しも含めて，もう一度デー

タの取り扱いや“紙の記録と電子記録”の問題に真摯に

取り組むよい機会でもある。

　日本語訳の部分は原文と見比べながら，本ガイダンス

を理解して自社の「データインテグリティ」の取り組み

の一助としていただきたい。

はじめに １．�「MHRA�GMP�Data�Integrity�
Definitions�and�Guidance�for�
Industry�March�2015」の概要
とその要点（前号からの続き）

用語 定義
期待／ガイダンス
（該当する場合）

Audit Trail/
監査証跡

GMP監 査 証 跡 と は，
GMP活動の再構築に必
要となるGMPの重要な
情 報（GMPに 関 連 す る
データの変更や削除な
ど）の記録であるメタ
データを指す。

コンピュータ化システム
を用いて，生データを電
子的に取り込み，処理，
レポート，保存する場
合，システムは，１つ前
のデータやオリジナル
データを保持する一方，
完全な監査証跡を保持し
すべてのデータ変更が見
える設計であること。す
べてのデータ変更は変更
者と関連付けられ，タイ
ムスタンプが押され，変
更理由があること。ユー
ザーが，監査証跡の修正
やスイッチオフができて
はいけない。
監査証跡に保存された
データの妥当性は，堅牢
なデータレビューや検証
が行えるよう各企業にて
考慮すること。監査証跡
の対象項目は，工程や作
業の再構築を行うのに妥
当なものであること。監
査証跡のレビューには，
システムアクティビティ

（ユーザーログイン／ロ
グオフ，キー入力など） 

“Data integrity”-What we need now, trend and countermeasures 
Part 4

株式会社シー・キャスト（元 株式会社野村総合研究所）

荻原健一
Ken-ichi Ogihara

C-CAST CORPORATION

今，求められる

〔その４〕
「データインテグリティ」の傾向と対策
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　1997年８月に米国FDAはそれまでの“紙と手書き署名”

に代えて，“電子記録・電子署名”の使用を認め，その

条件としてPart 11を発出した。当時は今日ではあたり

まえとなっているアクセス管理もないシステムが数多く

稼働しており，“電子記録・電子署名”は“紙と手書き

署名”より記録の信頼性が低いと考えられていた。紙に

ボールペンや印刷されたデータは容易に変更できないが，

アクセス管理もなく誰でもシステムに入ることができ読

み書きできるシステム内の“電子記録・電子署名”の信

頼性が低いのは当然である。しかし，それでもFDAは

予想される電子化の時代を考慮し，Part 11で示された

要件を遵守することを条件として“電子記録・電子署名”

が“紙と手書き署名”と同等であることを認めた。この

ときのFDAの最大の“心のよりどころ”は「監査証跡」

であった。電子記録や電子署名が不正に変更された場合，

FDAの査察官は，この監査証跡を調べることで変更や

“改ざん”されたことを知ることができる。

　Part 11は時代の波にさらされ，その後「Scope and 

Application（範囲と適用）」ガイダンスが発行され，重

要な要件が“施行裁量”になるような悲運な経過をたど

ることになった。Part 11が迷走した最大の理由も

「§11.10（e）監査証跡」要件への適合であった。しかし，

それからすでに20年近くが経ち，技術革新が進むなかで

監査証跡の実現は難しいことではない。

　「期待／ガイダンス」には監査証跡に対する詳細なガ

イドが記載されている。以下にその要件を箇条書きに整

理した。

１． システム設計の段階において，１つ前のデータを

保持するなどすべてのデータ変更が見える設計で

あること。

２． すべてのデータ変更は変更者が明確であり，いつ，

どのような理由で変更したかの情報があること。

３． ユーザーが，監査証跡の修正やスイッチオフがで

きてはいけない。

４． 監査証跡の対象項目は，工程や作業の再構築を行

うのに妥当なものであること。

５． 監査証跡のレビューにはシステムアクティビティ

（ユーザーログイン／ログオフ，キー入力など）の

すべてを含める必要はない。

６． 設計およびバリデートされたシステム報告書をレ

ビューすることにより達成が可能である。

７． 監査証跡のレビューは，日常のデータレビュー／

承認プロセスの一環として行うこと。

のすべてを含める必要は
ない。また，設計および
バリデートされたシステ
ム報告書をレビューする
ことにより達成が可能で
ある。
監査証跡のレビューは，
日常のデータレビュー／
承認プロセスの一環とし
て行い，通常はデータが
生成される作業エリア

（試験室など）で実施する
こ と。 監 査 証 跡 の レ
ビューが実施されたこと
が確認できるようエビデ
ンスを残すこと。監査証
跡のレビューができるよ
うにシステムを設計する
場合は，GMPに関連す
ること（例えば，データ
の生成，処理，改訂，削
除など）に限定してよい。
監査証跡は関連するデー
タ の リ ス ト と し て レ
ビューされ，または，バ
リデートされた“例外報
告”プロセスによってレ
ビューしてもよい。QA
もまた，自己点検の一環
として関連する監査証
跡，生データ，メタデー
タのサンプルをレビュー
することにより，データ
ガバナンスの方針／手順
に適合した状態が維持で
きていることを保証しな
ければならない。
もし，システムに監査証
跡がない場合は，完全な
監査証跡システム（統合
されたシステム，または
バリデートされたイン
ターフェースのある独立
した監査証跡ソフトウェ
ア）を導入するまでの間，
紙ベースの監査証跡で
データの変更を実証する
ことが許される。現在，
このようなハイブリッド
システムは，GMPガイ
ドラインAnnex 11で述
べ る 統 合 さ れ た オ ー
ディットトレイルと同等
レベルが達成できるので
あれば使用してもかまわ
ない。このような同等性
を示すことができない場
合 は，2017年 末 ま で に
オーディットトレイルシ
ステムにアップグレード
する必要がある。

今，求められる「データインテグリティ」の傾向と対策〔その４〕
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著作物利用許諾に関するお願い
　近年，薬学雑誌出版を取り巻く環境は大きく変貌し，誌面情報の電子化とネットワーク上での利用などに対しあらゆる面からの対処
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