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　本誌2017年６月号別冊インターフェックスジャパン特

集号にて，「FDA 483指摘に基づくデータインテグリティ

実務対応」のポイントを紹介した。その後，FDA 483

をさらに多数収集し，データインテグリティを指摘した

FDA 483を合計140件入手するに至った。今回，この

140件のFDA 483を分析し，インターフェックスジャパ

ン特集号にて紹介したデータインテグリティ実務対応の

有効性を確認した。140件のFDA 483の分析結果，およ

びこの分析において得られたデータインテグリティ対応

の留意点を以下の連載にて紹介する。

　第１回　 コンピュータ化システムにおける実務対応（本

稿）

　第２回　FDA 483に見るデータインテグリティ指摘

　第３回　 FDAのOOS調査ガイダンス概要とデータイ

ンテグリティ対応　今すぐ行うべきこと行え

ること

　インターフェックスジャパン特集号に掲載された記事

の概要を図１に，本連載の目次を図２に示す。FDA査

察における生の指摘事項はForm FDA 483（通称：483）

に記載され，査察最終日に企業へ提出される。483を受

け取った企業は指摘事項に対する回答を行うが，その回

はじめに

答が不十分である場合FDAは警告書（ウォーニングレ

ター：WL）を発行する。WLは全数公開されているが，

WLには最終的にGMP不適合とされた指摘事項しか記載

されない。一方，483には査察官の生の指摘がすべて記

図１　�2017年６月号別冊インターフェックスジャパン特集号掲載
記事の概要

表題：
～FDA�483指摘に学ぶ～
ラボにおけるデータインテグリティ実務対応のポイント

目次と概要：
１．�データインテグリティとは� �
本連載にて要約を紹介

２．�厳しいGMP査察� �
本連載に再掲載

３．�データインテグリティ要件� �
ALCOA原則と信頼性基準を説明

４．�コンピュータ化システムの信頼性確保� �
ERES対応とCSV対応を説明

５．�査察指摘の例� �
ウォーニングレターにおける指摘を紹介

６．�国内におけるFDA�483指摘� �
４件の483における指摘を紹介

７．�ガイダンスの概況� �
MHRA，FDA，WHO，PIC/Sの各ガイダンスの概況を
紹介

８．用語の説明★
９．実務対応★
10．�データインテグリティの是正� �

ウォーニングレターに記載される是正方法を紹介
掲載号：
PHARM�TECH�JAPAN�Vol.33�No.8（2017）

★：本連載にて補強説明する

コンピュータ化システムにおける実務対応
その１

データインテグリティ実務対応の留意点
～FDA 483指摘140件に基づく～

合同会社エクスプロ・アソシエイツ 代表，株式会社シーエムプラス 提携コンサルタント

望月　清
Kiyoshi MochizuKi

CEO, Xpro Associates LLC, Associate Consultant, CM Plus Corporation

～ Based on FDA 483s issued at 140 inspections ～
Considerations to Meet Data Integrity Expectations

Part 1: Practical Approach for Computerized Systems
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　患者の安全を守るため，GMP査察においてデータイ

ンテグリティは以下の観点からたいへん厳しく調査され

る。

◦データ改ざんはないか

◦不都合なデータを隠蔽していないか

◦繰り返しテストによる，良いとこ取りはないか

　調査は以下の基本姿勢のもとになされる。

◦性悪説ベース

◦疑わしきは指摘

◦組織ぐるみの隠蔽操作はないか

◦ 原因が不注意であっても，結果は悪意／故意と同じ

なので容赦しない

　データインテグリティ対応を進めるうえで重要な用語

を説明する。まず，はじめに現時点におけるGMP生デー

タの定義を紹介するので，各企業における定義との整合

性を確認されたい。次に表１に記載した各ガイダンスに

おけるデータインテグリティ用語を説明する。各ガイダ

ンスにおける用語の説明に齟齬はないので，そのなかか

ら一番簡潔な説明を紹介する。以下，データインテグリ

ティガイダンスをガイダンスと略す。なお，PIC/Sのガ

イダンスは査察官向けのドラフトガイダンスであり，

PMDAを含むPIC/S加盟の各査察当局は2017年２月末を

２．厳しいGMP査察

３．用語の説明

載されており，規制対応を行ううえで大いに参考となる。

ただし，483は請求ベースでの開示となっているため，

その入手には能動的な活動が必要である。本連載はこの

ような483に記載されたデータインテグリティ指摘に基

づいた内容となっている。なお，説明の都合上，図１に

示したインターフェックスジャパン特集号の一部を本連

載にて補強説明する。

　データインテグリティとは，データが「完全」で，「一

貫性」があり，「正確」であることである。つまり「デー

タが信頼できる」ことである。医薬品業界におけるデー

タインテグリティの目的は，患者の安全性を確保するこ

とである。データインテグリティ問題を引き起こす要因

として以下のものがあげられる。

◦ 悪意／故意：データ改ざん，不都合隠蔽，面倒くさ

い…

◦不注意／無知：うっかり，ミス，知らなかった…

１．データインテグリティとは

はじめに
１．データインテグリティとは
２．厳しいGMP査察
３．用語の説明
４．コンピュータ化システムにおける実務対応
５．140件のFDA�483にみるデータインテグリティ指摘
６．FDA�483指摘内容とその対応
７．FDAのOOS調査ガイダンス概要
８．今すぐ行うべきこと行えること
おわりに
図２　本連載の目次

表１　データインテグリティガイダンスの概況

規制当局 対象
領域

発出
時期 状態 頁数 備考

MHRA GMP 2015/3 正式版3） 16 ・体系だった簡素な説明
・ALCOA原則を採用

MHRA GxP 2016/7 ドラフト4） 14 ・GMP版をGxP向けに汎用化
・ALCOA原則を採用

FDA GMP 2016/4 ドラフト5） 10 ・Q&A形式
・ALCOA原則を採用

WHO GxP 2016/6 正式版6） 45
・ALCOA原則を採用
・紙，電子の場合について説明
・業務委託に言及

PIC/S GMP/GDP 2016/8 ドラフト7） 41

・査察官向けガイダンス
・ALCOA原則を採用
・紙，電子の場合について説明
・サプライチェーン／業務委託における対応を説明

MHRA：英国医薬品庁
FDA：米国食品医薬品局
WHO：世界保健機関
PIC/S：医薬品査察協定および医薬品査察協同スキーム

コンピュータ化システムにおける実務対応その１データインテグリティ実務対応の留意点
～FDA 483指摘140件に基づく～
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　平成26年３月31日厚生労働省発薬食0331第44号認可の

独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期計画において

示された，的確かつ迅速な審査の実施の一環として，平

成29年３月１日からジェネリック医薬品の申請において

も「コモン・テクニカル・ドキュメント（国際共通化資料，

CTD）」形式による承認申請書の作成が義務づけられた。

CTD形式による添付資料の作成が困難である場合には，

平成30年２月28日まで従前のとおり添付資料を作成する

ことも認められているが，平成12年（2001年）から新薬の

申請において求められているCTDによる医療用医薬品

の申請形式がようやく統一された。そこで，今回と次回

の２回にわたって，新薬，ジェネリックの製剤開発につ

いて概説するとともに，CTD/eCTD申請に期待される

目的や取り組みなどについて考えてみたい。

はじめに

　わが国の製薬企業は長年にわたり世界的に必要とされ

る多くの新薬を提供してきており，その新薬開発力で医

療への高い貢献度を誇っている。その一方で，表１に示

すように平成27年度の医療費は42.3兆円に達し，毎年１

兆円のペースで増加しており，国民の医療費負担は増加

の一途をたどっている。医療費に占める調剤費も7.9兆

円と約20%を占める1）ことからその抑制が大きな課題と

なっている。政府はジェネリック医薬品の普及率が欧米

に比べ極端に低いことに着目し（図１），調剤費削減の１

つとして後発品使用促進による医療費節減のためさまざ

まな施策をとり，かけがえのない国民皆保険制度が維持

できる社会が継続できるように取り組んでいる。

　ジェネリック医薬品とは，新薬の特許（物質・用途）が

１．�新薬とジェネリック医薬品の� �
共生社会を目指して

表１　平成27年度国民医療費の概況（厚生労働省）
■診療種類別

2015年度　 増減率
（前年比）金額 （億円） 構成比

国民医療費 423,644 100.0% ＋3.8%
医科診療医療費 300,461 70.9% ＋2.7%
歯科診療医療費 28,294 6.7% ＋1.4%
薬局調剤医療費 79,831 18.8% ＋9.6%
入院時食事・
生活医療費 8,014 1.9% −0.1%

訪問看護医療費 1,485 0.4% ＋18.2%
療養費等 5,558 1.3% 0.3%

■財源別
財源 構成割合

公費
　　国庫
　　地方

38.9%
25.7%
13.2%

保険料
　　事業主
　　被保険者（国保含）

48.8%
20.6%
28.2%

その他（患者負担等） 12.3%
計 100.0%

第１回

新薬，ジェネリックの製剤開発の特徴と
それに係るCTD申請書作成のための戦略

神戸学院大学　薬学部　教授

山原 弘
HirosHi YamaHara

Professor, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kobe Gakuin University

Tactical and Strategic considerations for CTD/eCTD submission of New drug application 
and new Generic drug application in JAPAN Part Ⅰ
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る（図２）3）。超高齢化と医療費の増加が進むわが国にお

いては，新薬とジェネリック医薬品が共生し，相互に発

展しながら日本の医療を支えることのできる社会への転

換が望まれている。

　こういった政府の動きの追い風の１つとして，1990年

代に開発された新薬の多くが2010年前後から特許切れを

迎えていることがあげられ（医薬品業界における2010年

問題），ジェネリック専業メーカーだけでなく，新薬メー

カーなども参入し，ジェネリック医薬品開発が活況を呈

している。表２に示すように，最近では１年間の承認品

目数は3,000を超えている4）。ジェネリック医薬品は新薬

の独占的販売期間が終了した後に発売可能となるので，

多くのメーカーが特許期間満了後のタイムリーな上市を

目指して開発を進めている。ジェネリック医薬品の承認

は2007年から年２回と機会が増え，２月15日までに承認

されたものは６月に，８月15日までに承認されたものは

12月に薬価収載されるようになり，フレキシブルな上市

が可能となったが，承認のタイミングがずれると薬価が

下がるため，大型商品の特許切れにあわせて多くの製薬

企業がピンポイントで一斉に承認申請を行ってくる。同

じ品目で30を超える製薬会社が承認申請をすることも珍

しくない。行政側はこれだけの数の医薬品の承認を一斉

に行う必要があることから，その事務作業量は想像を絶

するものであろう。

　医薬品・医療機器・再生医療等製品の承認審査は平成

16年４月１日に設立された独立行政法人医薬品医療機器

２．承認審査部門とプロセス

切れ，有効性と安全性が確かめられた後に発売され，規

格，品質，安全性，効能・効果（一部例外あり），用法用

量が同一で，治療学的に同等である“後発医薬品”のこ

とを指す。新規収載される後発医薬品の薬価は，原則と

して先発品の５割（10品目を超える内用薬は４割）まで一

気に低くなることから，仮に，後発品への置き換え可能

な医薬品をすべて置き換えるとすると，毎年１兆円近く

の医療費削減につながるといわれている。これまでの政

府をあげた取り組みから，平成29年度第１四半期（４月

～６月）のジェネリック医薬品の数量シェアは，平成22

年度の40%程度から67.8%まで上昇してきた2）。政府の目

標もそれにあわせて更新されてきており，現在の目標は

平成27年６月の閣議決定の「骨太の方針2015」に基づき，

平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時

期に80％以上とする，という数量シェアが定められてい

図１　各国の後発医薬品の数量シェア（数量ベース，年平均値）2）

図２　わが国の後発医薬品の数量シェアの推移と目標2）
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　日本のGMPがスタートして40年以上が過ぎ，その間，

科学の進歩は著しく，医薬品のライフサイクルを通して

安全で安心な医薬品を作り出す規範としてすべての製造

所がこれを遵守しているはずである。しかし，医薬品医

療機器総合機構（以下，PMDA）がまとめた2016年度の

回収情報（クラスⅡ）によれば，回収分野は製剤に関する

ものがほとんどではあるものの，原薬供給者側に起因し

た事例として「承認書に記載のないところで製造した中

間体で原薬を製造」，また，「原薬製造所の建屋補修用溶

剤が原薬に吸着していた」等，製販業者や製剤等使用者

側では感知し得ない，あるいは気づきにくい事案が発生

していることも事実である。

　これらは，原薬等を使用する側が受入れ試験を厳密に

行うとともに，供給者管理としてGQP省令で定められ

た取り決めを遵守して製造管理および品質管理の状況を

リスクに基づいて正しく確認していたら（二重帳簿等に

よる秘匿などは論外であるが），あるいは防げた可能性

がある。

　世界のGMPレベルは各国当局がPIC/Sに加盟すること

で確実に上がってきており，アジア各国の当局による査

察もより厳しくなっている。

　この「原薬工場（非無菌）へのGMP監査のポイント」が，

製剤等使用者側の原料受入れに関し，製造管理や品質管

理を供給業者任せにしている部分がないか，もう一度原

点に立ち返って見直しをするきっかけになれば幸いである。

　なお，本稿は，NPO-QAセンター2017年度新緑セミ

はじめに
ナーで講演した内容を本誌へ投稿のため編集したもので

あり，治験薬GMPは除く。また，本稿の中には個人的

見解も含まれている。

（1）GMPについてのおさらい
　まず，GMPについて“おさらい”を図１に示す。近年，

１．GMPについて

ICH 1991年～
ICH Q7 GMP（原薬） 2000年

（日本） 2001年，ガイドライン

ICH Q11（日本 2014年，原薬の製造と開発GL）

PIC/S 1995年～
PIC/S GMP 1972年～

当局のGMP査察レベル

承認申請事項

標準化を設けて世界的に統一しようという動き

内容に差異はないか？

国によって異なる
企業によって異なる
製品区分によって異なる
★時代と共に変化する（取り残されては×！）

GMP

引用：H26.5.20榊原敏之「図解で学ぶGMP 第４版」㈱じほう

GMPについて（おさらい）

図１　GMPについてのおさらい（1）

１. 人為的な誤りを最小限にすること（混同，間違いの防止）

２. 医薬品の汚染および品質低下を防止すること

３. 高い品質を保証するシステムを設計すること

ハード ：保管区分，作業室広さ，包装仕切り
組　織 ：製造部門と品質部門の独立，ダブルチェック体制
ソフト ：SOP（手順書），正しい記録，設備等へのロット表示

ハード ：塵埃・粉塵汚染を防止する構造，温湿度管理，清掃しやすい床・壁の材質
組　織 ：製造部門と品質部門の衛生管理体制と衛生教育計画・実施
ソフト ：作業室・設備の洗浄，職員の就業時の健康状態管理，立入り制限

ハード ：作業室・設備が工程の順に配置，人と物の動線が明確化
組　織 ：品質部門による保証体制，経営陣のコミットメント，バリデーション・システ

ムの確立
ソフト ：自己点検，定期点検と照査，ロット追跡，工程管理，参考品保存

◆ GMP３原則（今後も頻繁に出てくる）

図２　GMPについてのおさらい（2）

原薬工場（非無菌）への
GMP監査のポイント　　　

NPO-QAセンター会員（元医薬品医療機器総合機構品質管理部GMPエキスパート）

萬　弘太郎
HirotaroH Yorozu

NPO-QA Center （ex-GMP Expert, GMP Audit Division, Office of GMP/QMS Inspection of PMDA）

Audit Points of GMP to the API facilities （limited only non-sterile API）

その１
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　1990年前後の，医薬品製造業界全体の動きを見てみた

い。この時期の詳細な経過は，SafeBridge社からの論文

に紹介されている15）。この報文では，CBが必要とされ

た背景に加え，今回のテーマとも関連する事項が記述さ

れており，たいへん興味深いので，少し長いが，その部

分を以下に紹介する。

　「…従来の評価方法では，OELの設定と現場でのサン

プリング，曝露モニタリングの分析解析が必要であり，

化合物ごとに行われていた。このサンプリング，分析解

析の仕事は，専門家（Industrial Hygienist）によって行わ

れていた。専門的な知識を要し，また煩雑な業務でもあっ

たので，費用と時間がかかっていたのが実情であった。

　一方，新規な化合物が1980年後半から1990年初期にお

いて爆発的に増加してきたので，今までの方法で評価す

るのが現実的にできにくいか，できないような事態が生

じてきた。また，新規化合物のすべてが具体的な毒性学

的数値をもっているとは限らずに，不明な状態のままで，

ラボ，試作，製造の現場で従事するオペレータの健康を

確保する必要が生じていた。

　このような現場の安全の問題に憂慮した15の国際的規

模の大手医薬品製造会社が1988年に集まって協議した。

４．�医薬業界でのケミカルハザード物
質への取り組み経過

…その中から，このような板ばさみの状況を打破するべ

く，同じ認識を有していた米国内の５つの製造会社が集

まり，現場の問題点を共有し，よりシンプルなリスクア

セスメント手法，設備選定を行うための具体的な手法に

ついて，ボランティアベースで協議を開始した。この５

社とは，Syntex，Merck，Eli Lilly，Abbott，Upjohn（現

在のPfizer）であり，いわば「薬理活性化合物を取り扱

う場合の安全なシステム」“potent compound safety 

management system”を構築しようとしたものである。

　……２年間の検討の後に，効果的な化合物の区分け，

曝露に対するコントロール，化合物ハンドリングシステ

ムの選定などについて，ひな形を構築することができた。

　この初期のアプローチにおけるひな形は，米国疾病対

策センター（the Centers for Disease Control：CDC）が

規定する微生物分野でのハザード対策手法であり，BSL

（Bio Safety Level）がそのひな形を作成する際に参考と

された。そこでは，４つの区分けに分類されている。

･･･中略････

　このボランティアグループでは，全社で共通的に使え

る統一的なもの“One size fits all”を作ろうと努力した

のだが，結局，各社の製造工程の考えが異なり，各社で

それぞれ独自の区分け，機器選定を設定している状況が

判明して，統一的なものを作成することを断念した。そ

して，その代替として，汎用的なコンセプトを確立した

－ハザード区分はなぜ４～６なのか？－

数値で学ぶ�GMPと医薬品開発

ファルマハイジーンサポート 代表

島　一己
Kazumi Shima

Pharma Hygiene Support

Learn GMP and drug development from NUMBER
Part 4 Categorization of hazardous substances evolved to Control Banding

－Why pharmaceutical compounds are classified to 4-6 tiers?

化合物の有害性区分けとCBへの展開（後編）第５回

173（3225） Vol.33 No.15（2017）



ファームテク編集部へのご意見，ご質問，ご感想等は

じほうホームページは

E-mail アドレス：pt@jiho.co.jp
http：//www.jiho.co.jp

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
が必要となってまいりました。そこで弊社といたしましては，記事の電子化ならびに二次利用につきまして，著作権の適正な管理・運
用をめざし，次のとおり手続きをさせていただきます。
　本誌に掲載された記事につきましては，その利用にかかわる著作権（複製権，公衆送信権，翻案権，上映権，譲渡権，二次的著作物
の利用に関する権利など著作物の利用上必要な著作権）の行使および複写権の管理を弊社に許諾いただいたものとし，今後発行する本
誌に関しましても同様の扱いとさせていただきます。
　なお，上記の許諾は，執筆者の著作権（執筆者自身による他誌・書籍への転載など）を制限するものではありませんが，本誌掲載後に
執筆者ご自身で著作物を他の書物，WEBサイト等に転用される場合も，編集部にご一報いただければ幸いです。
　ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。� 株式会社じほう

お客様の個人情報の取扱いについて
　弊社は，書籍購入のお申込み，新聞・雑誌購読のお申込み，その他の商品のご購入やサービスのご利用にあたり，お客
様の個人情報を収集させていただき，厳重に管理しております。
　この個人情報は，書籍，新聞･雑誌，その他の商品や各種サービスのご提供・ご案内など，弊社事業活動に利用させて
いただく場合がありますので，あらかじめご了承ください。
　なお，お客様が個人情報の利用を希望されない場合や，お客様の個人情報の確認・訂正につきましては，お手数ですが
下記の窓口までご連絡ください。
　【お問い合わせ窓口】
　■E-Mail：privacy@jiho.co.jp
  〒101-8421　東京都千代田区神田猿楽町1-5-15 猿楽町SSビル
  株式会社 じ ほ う

特集　製剤と粒子設計

ARTICLES

Study of GMP

製剤技術

そ の 他

1月号予告
Vol.34 No.1

■総論（解説）：微粒子コーティング・国内の状況� 市川秀喜（神戸学院大学）
■経口固形製剤のアドヒアランスとコンプライアンスを改善するための最新のアプローチ
　� 石川　宏，他（日本カラコン）
■高機能フィルム技術とレミッチOD錠� 太田琴恵，他（東レ）
■錠剤コーティング機パウレックコータについて� 鈴木　茜（パウレック）
■粒子をデザインする各種コーティング装置� 鵜野澤一臣（フロイント産業）
■乾式コーティング装置シューネルコータ� 曽根遥香（大川原製作所），他

■【新連載】品質管理“力”をアップする統計講座（第１回）� �
「有意差なし」は「差がない」ことではない� 内田圭介（中外製薬工業）
■固形製剤の製造における単位操作と製剤品質（第３回）� 池松康之（エーザイ）
■FDA�483�指摘140件に基づく�データインテグリティ実務対応の留意点（その２）
　� 望月　清（エクスプロ・アソシエイツ）
■指導者の行動と振る舞いはどのようにして品質文化に影響するのか� 川上浩司（京都大学）
■新薬，ジェネリックの製剤開発の特徴とそれに係るCTD申請書作成のための戦略（第２回）
　� 山原　弘（神戸学院大学）
■医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定（第16回）� 坂本知昭（国立医薬品食品衛生研究所），他
■水質評価技術�－新たな展開－（第５回）� �
スパッタナノカーボン電極を用いた電気化学的な重金属イオン計測

　� 栗田僚二，加藤　大（産業技術総合研究所）
■バイオ医薬品の分析のコツ　品質評価のための基礎と応用（第６回）� �
タンパク質溶液の性質� 内山　進（大阪大学）

■デジタル革命が製剤学の将来に与える影響（その３）� Hans�Leuenberger（IFIIP�GmbH）
■Pharma�PSE�Spotlight（第４回）� �
無菌製剤製造における収率向上のための数理モデル� 杉山弘和（東京大学）
■ゼロからのプロジェクトマネジメント（第22回）� 星野　隆（Star�Enterprise）
■若手製剤研究者必読！　単位操作からみた固形製剤（第５回）� 保地毅彦（アステラス製薬）
■製剤研究者が注目する一押しトピック
■PTP基礎講座（第４回）� Milanda�Ramchandani（Perlen）
■製品開発のための相図から読み解く界面活性剤の物性� �
－実例に基づく製剤化と応用特性制御のヒント－（第10回）� 山下裕司（千葉科学大学）

■薬剤系研究者が使える！有機化学（29）� 高橋秀依，夏苅英昭（帝京大学）
■欧州の市販後薬事規制（第３回）� 野村香織（東京慈恵会医科大学）
■【連載】医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団ニュース（No.123）
　� 津田重城（医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団）
■医療現場を知ろう！� 槇原洋子（九州大学病院）

■数値で学ぶGMPと医薬品開発（第６回）
　交叉汚染対策から見た室間差圧（10～15Pa）設定根拠� 中村健太郎（日揮）
■原薬工場（非無菌）へのGMP監査のポイント�その２� 萬�弘太郎（元PMDA）

■【製剤と粒子設計】高分子医薬の吸入粉末剤設計と評価法の確立（仮）� 岡本浩一（名城大学）
■【製剤と粒子設計】粒子加工技術分科会�平成29年度第２回見学・講演会印象記
　� 植田辰弥（スペラファーマ）

◦行政ニュース� ◦News�Topics
◦New�Products� ◦World�News�Topics




