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　これまで，FDAによる査察はGxPの中核的要件への

適合性 （コンプライアンス） を中心として実施されてきた。

そして，電子データやコンピュータ化システムの規制適

合性に関する懸念が存在する場合は，FDAのコンピュー

タ化システム専門家が招聘されて査察を支援するのが通

例であった。しかし，2010年以降，FDAは，データイ

ンテグリティ （データ完全性） への注力を強化する方針

を発表し，承認前査察 （PAI） 時にデータインテグリティ

の審査を受けることを義務付けるCPG 7346.832を発行し

た。その後，FDAは，電子記録とコンピュータ化シス

テムを含むデータインテグリティの審査に当たらせるた

めの査察官の採用と教育に着手し，データインテグリティ

に関して発せられる指摘事項が増加し始めた。2013年に，

FDAは，RPG Life Sciences，Wockhardt Limited，

Fresenius Kabiの３社に対して，ラボデータのインテグ

リティに関連する問題について警告書を発行し，2014年

には，データインテグリティに関する警告書を６件発行

した。2015年になると，FDAが発行した製薬のGMPに

関する警告書は50件を超え，そのうちの15件はデータイ

ンテグリティの問題を指摘するものであった。

　データインテグリティに対する継続的な懸念に対応す

るために，最近，いくつかの規制機関がデータインテグ

リティに関するガイダンス文書を発行した。2015年に，

MHRAとWHOが，データインテグリティに関するガイ

ドラインのドラフトを発行した1, 2）。2016年には，WHO

がガイダンスの最終版を発表し，MHRAがガイドライ

ンの改訂版を出し，PIC/SとFDAが新規ガイダンス文書

はじめに
のドラフトを発行した3〜6）。したがって，今後も，各規

制機関は，引き続きデータインテグリティへの注力を維

持し，査察官はデータインテグリティの問題を発見して

その調査結果を報告する能力をさらに高めていくことが

予想される。

　本稿では，データインテグリティに関するガイドライ

ンについて概観し，その主な概念について説明する。ま

た，GxP記録のインテグリティの保証に役立てるために，

リスクベースのコントロール （統制手段） をどのように

導入すればGxPデータとそれに関連するコンピュータ化

システムを効果的に管理できるかについても提言する。

1.1　規制の状況
　生データ（raw data），データ（data），およびメタデー

タ （metadata） に関する定義は規制機関ごとにさまざま

あり，主な定義を表１に示した。MHRAのガイダンスは，

「生データ」と「データ」の両方について個別に定義し

ており，「生データ」は「データ」のサブセットである

と見なされている。FDAのガイダンスには，「データ」

の定義も ｢生データ」の定義も存在しない。ただし，

FDAは，GLP規制で「生データ」を定義している。

MHRAとPIC/Sのガイダンスは，いずれも「データ」を

簡潔に定義しているが，これはオックスフォード辞典の

定義からの引用であるように思われる。WHOは，GxP

規制の文脈の中で「データ」を詳細に定義しており，そ

れには「生データ」も含まれている。

　表１に示したガイダンスの適用範囲は，主として医薬

１．�生データ，データ，およびメタ
データ

データインテグリティ
–�GxPデータおよび記録�–

Data Integrity − GxP Data and Records

元サノフィ株式会社（QA所属GxPシステムズ責任者）
GxPシステムズバリデーションエンジニア

CM Plus連携コンサルタント

ダニエル プライス
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能であることを示唆している。

　ガイダンスが医療機器メーカーにも適用されるかどう

かは明確ではない。FDAガイダンスはCDER，CBERと

CVMによって発行されているので，それがCDHR対象

産業に適用しないことを示しているようである。なお，

FDAの規制は医療機器メーカーに対して「生データ」

を記録することを明確には義務付けていない。例えば，

医 療 機 器 規 制（21 CFR 820：Quality System 

品のGMPである。FDAは，そのガイダンスが医薬品の

GMPに適用可能であることを明言しており，PIC/Sは，

そのガイダンスの範囲がGMPとGDPであることを明示

している。MHRAのガイドラインは，その適用範囲が

すべてのGxP規制に及ぶことを示唆している，テキスト

の中でGMP，GLP，およびGCPに言及している。WHO

のガイダンスは，その適用範囲を明確に記載していない

が，医薬品に関するGMP，GLP，およびGCPに適用可

表１　規制上で定義した生データ，データ，メタデータ
用語 定義

MHRA4） FDA WHO3） PIC/S5） オクスフォード辞典8）

生データ 最初に生成されたときの
形式（すなわち，紙また
は電子）のままで，また
は「 真 正 な コ ピ ー」

（true copy）として保管
されている原記録。生
データは，恒久的な手段
によって，生成と同時
に，しかも正確に記録さ
れなければならない。

生データとは，ラボにおけ
る非臨床的研究のオリジナ
ルな観察と活動の結果とし
て生成され，その研究の報
告を再構成および評価する
ために必要となるような実
験ワークシート，記録，メ
モ，ノート，またはそれら
の厳密なコピーを意味す
る7）。

個別の定義なし 個別の定義なし 個別の定義なし

データ 参照や分析のために収集
された事実や統計

（以下の定義で，「デー
タ」という言葉は生デー
タを含む。）

個別の定義なし データとは，GxP活動の実施時点
で生成または記録され，GxP活動
の完全かつ包括的な再構成と評価
を可能にするようなすべての原記
録および原記録の真正なコピーを
意味し，ソースデータとメタデー
タ，およびそれらのデータの後続
の変換や報告すべてを含む。デー
タは，活動の時点で，恒久的な手
段によって正確に記録されなけれ
ばならない。データは，紙の記録 

（例：ワークシートやログブック／
日誌），電子的な記録や監査証跡，
写真，マイクロフィルムやマイク
ロフィッシュ，音声ファイルや動
画ファイルとして保持できるほか，
GxP活動に関連する情報を記録す
る手段となるその他のあらゆる種
類の媒体に格納することができる。

参照や分析のため
に収集してまとめ
ら れ た 事 実， 数
値，および統計。

参照や分析のために
収集してまとめられ
た事実と統計。

メタデー
タ

メタデータとは，他の
データの属性を記述し，
そのデータのコンテキス
ト（背景，状況，環境な
どの文脈的な情報）や意
味を与えるデータであり，
通常は，データの構造，
データ要素，相互関係，
およびその他のデータ特
性を記述するデータであ
る。また，メタデータに
よってデータを個人に帰
属させることもできる（あ
るいは，データが自動生
成された場合は，オリジ
ナルのデータソースに帰
属させることができる）。

メタデータは，データを理
解するために必要となる文
脈的な情報である。メタ
データは，データに関する
データであると言い表され
ることが多い。メタデータ
は，データを記述し，説明
し，さまざまな方法でデー
タの検索，使用，管理を容
易にする，構造化された情
報である6）。

メタデータとは，データに関する
データであり，そのようなデータ
を理解するために必要となる文脈
的な情報を提供する。これには，
構造的および説明的なメタデータ
も含まれる。そのようなデータは，
データの構造，データ要素，相互
関係，およびその他のデータ特性
を記述する。メタデータによって
データを個人に帰属させることも
できる。データの意味を判断する
ために必要なメタデータは，その
データに確実にリンクされている
べきであり，適切な審査を受ける
べきである。

他のデータの属性
を記述するデータ
であり，コンテキ
スト（文脈的情報）
と意味を提供す
る。

他のデータに関する
情報を記述して提供
する一連のデータ。

データインテグリティ– GxPデータおよび記録 –
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　日本PDA製薬学会バイオウイルス委員会は2016年11

月18日，東京都大田区の大田区産業プラザで，「バイオ

医薬品ハンドブック（第２版）」（発行：じほう）の出版記

念シンポジウムを開催した。受講者には同書籍が配布さ

れ，書籍と講演の双方からBiologicsの製造・品質管理に

関しての理解が深められた。

　旭化成メディカルの井上雅晴氏は，「バイオ医薬品の

安全性確保」と題して講演した。バイオ医薬品製造にお

ける安全性確保の基本的な考え方は，ICH Q5Aにも示

されているとおり，細胞株や培地，製造工程におけるヒ

トへの感染性ウイルスの存在を否定することであり，そ

のための試験はマスターセルバンク（MCB）およびワー

キングセルバンク（WCB）で行うべきであるとされている。

井上氏は，バイオ医薬品でウイルスの迷入を特に問題視

するのは，PCRで検出できないごく微量の迷入ウイルス

であっても，培養基材が当該ウイルスに感受性を有する

場合，培養工程で爆発的に増えてしまうためであるとい

う理由を示したうえで，抗体医薬品の製造フロー例とウ

イルス汚染例を紹介，その後にウイルス否定試験の種類

や実施方法を詳説するという流れで解説を進めた。講演

の総括として，多くのウイルス迷入事例において，原材

料の検査だけでは迷入リスクを排除することが困難であ

り，ウイルス安全性は製

造工程全体で考慮される

べきであり，各技術の目

的・堅牢さを十分理解し，

妥当な方法で評価するこ

とが肝要であるとした。

バイオ医薬品の安全性確保に向けて

　「シングルユース技術の現状と今後」について，日本

ポールの粟津洋寿氏が講演を行った。設備への初期投資

額が小さいこと，洗浄バリデーションおよび洗浄作業の

手間がないこと，よりクローズドな状態で運用でき無菌

性保証のレベルが向上することなどのメリットがあるシ

ングルユース技術は，ここ十年で導入が急速に増加して

おり，業界内でのガイダンス等も整備されつつある。一

方で，導入を控える理由も徐々に明確になってきており，

バッグの破損による製品ロスのリスクやExtractables（抽

出物）/ Leachables（溶出物）に対する懸念などがあげら

れるという。粟津氏は，Extractables / Leachables評価

のデータ取得やシングルユースシステムのリーク試験の

手法を解説し，「技術的にもまだ途上の部分もあるが今

後も市場は拡大する」との見解を示した。

　シンポジウムではこのほか，「抗体医薬とバイオシミ

ラー」，「バイオ医薬品の特性解析と品質管理」，「再生医

療等製品における近年のトピックス～品質・安全性・有

効性について～」など幅広いテーマが設定され，活発な

議論が行われた。 

シングルユース技術の動向

▲粟津洋寿氏

▲井上雅晴氏

日本PDA製薬学会バイオウイルス委員会
「バイオ医薬品ハンドブック～Biologicsの製造
から品質管理まで～（第２版）」
出版記念シンポジウム開催
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　ISPEメンテナンスCOP（Community of Practice）は

2009年に発足し，１回／月の定例会議を継続して開催し，

現在70回を迎えている。COPの人員は延べ30名を超え，製

薬企業と施工会社，製薬機器メーカーなどで構成される。

　これまでの活動実績としては，Good Practice Guide

（GPG）の翻訳および出版，出版記念セミナーおよび各種

セミナーを開催してきた。現在は，①メンテナンスプロ

グラム，②メンテナンスにおけるリスクベースアプロー

チの手法，③キャリブレーションにおけるリスクベース

アプローチ手法を検討している。各種レギュレーション

に合致することはもちろん，各種サイトの競争力強化を

目的に活動している。

　メンテナンス業務の重要性を図１に示す。

　品質，安定供給，コストに直接的に影響するメンテナ

はじめに

１．メンテナンス業務の重要性 ンスは，あらゆるファクターが関連している。製薬企業

内部の組織における責任分掌から，メンテナンス要員の

スキルとトレーニング，サプライヤや協力会社の管理，

最近では高活性物質における取り扱い物質の安全，環境

メンテナンス
グッド プラクティス

に適合する
メンテナンス
プログラム

メンテナンス
計画および
作業指図 メンテナンスの

分類

リスク
アセスメント

予備部品の
適用

相違点

役割および
責任

教育訓練
プログラム

教育訓練計画
遂行管理

繰延
メンテナンス
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　PIC/S時代の洗浄バリデーションのハイライトとして，

「毒性ベースの残留許容値」というテーマ，しかも「洗

浄剤」のそれをどうしていくかについて，特別インタ

ビューを実施した内容を掲載し，この連載の最終回とし

たい。

　筆者は未熟ながら2013年より関東甲信越ブロック10都

県主催のGMP調査員新任・復帰研修で講師に選任いた

だいている。2014年の研修会では，業界としては依然と

して0.1%基準，10ppm基準および目視基準を使用する旨

の研修資料を当局に提出した後，４月13日にPIC/S 

GMP Annex 15の改訂版が採用されたため，「10.6製品

残留による持越しの限度値は毒性学的評価に基づかなけ

ればならない。選定された限度値に対する妥当性を，す

べての裏付け資料を含むリスク評価において文書化しな

ければならない」という内容に慌てて変更したことは記

憶に新しく，あらためてPIC/S時代のフォローアップの

難しさを考えさせられた（詳しくは2016年10月号掲載の

第５回を参照）。

　洗浄バリデーションにおける毒性ベースの残留許容値

設定については，リスクベース・サイエンスベースのア

プローチの体現として，食品添加物や環境学における化

学物質のリスクアセスメントの流れから，残留溶媒，原

薬などさまざまな分野で議論され，問題を残しながらも

製剤についてついに導入された。

はじめに 

　製剤におけるこのテーマでは，近年の先発薬メーカー

にとっての主力商品である高薬理活性製剤，もしくはジェ

ネリック分野での超多品目製造，CMOでのクライアン

ト別の対応など，個別のテーマでようやく議論がなされ

ている。

　一方で，もう１つ議論をしなければならないテーマが

ある。それが，「洗浄剤の残留許容値」をどう考えてい

くか，というものである。

　例えば日常生活のなかで，シャンプー，歯磨きに風呂

掃除，トイレ掃除，食器洗い洗剤など，あらゆるシーン

で洗浄剤は使われている。もちろんあらゆる工業・産業

についても同様である。それにもかかわらず，医薬品の

製造所においては，どうしてもこの残留問題があるため

に，洗浄剤が使用できないケースがあり，作業員の方が

たいへんな苦労をして汚れを除去したり，非常に時間を

かけた自動洗浄が実施されたりすることをよく目にする。

　当然，水やお湯のみで汚れを除去できるに越したこと

はないが，洗浄剤を使用することで非常に効率よく汚れ

を除去できるのであれば，効率化の観点だけではなく

PIC/S GMP上の「有効性が既知の洗浄及び脱汚染手順」

の実施，つまり効果的でサイエンスベースの洗浄法を実

施できる大きなメリットがあり，残留許容値設定の問題

と効率的な洗浄方法とがそれぞれトレードオフの関係に

あるべきではない。

　洗浄剤使用にあたっての課題は２点である。１つは「そ

１．洗浄剤の残留許容値の問題

第
８
回

最終回

PIC/S時代の洗浄工程と
洗浄バリデーション入門

Modern Approach for Cleaning Process and Cleaning Validation to observe PIC/S GMP

ガデリウス・インダストリー株式会社

永田記章
Noriaki Nagata

Gadelius Industry K.K.
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