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　データインテグリティ（Data�Integrity：以下DIとする）

の対応は，検討して準備を行う段階から，定められた手

順に従って運用する状態へ変わってきている。このこと

を裏打ちするように，DI�remediation（DIへの改善事項）�

を含むFDA（Food�and�Drug�Administration：米国食品

医薬品局）Warning�Letterの発行は2020年に明らかに減

少し，COVID-19による査察への影響も関係していると

思うが，2021年にはいまだ発行がないと認識している。

このように，国内外の各社は鋭意DI対応を行い，前進

していることが理解できる。

　また，海外の規制当局，PIC/S，あるいはWHOから

のDIガイダンスは既出であり，わが国でも2021年の

GMP省令改正にてDIに関する内容が追加となった。こ

のため，以前から査察や監査にてDIに関する確認は受

けていたものの，名実ともにDI対応は不可避の状態となっ

た。DI対応は決して完了することはなく，業務として

継続し続ける内容であり，必要に応じて改善する対象で

もある。

　その一方で，あってはならないことではあるが，昨今

の医薬品製造における不祥事では，不正は言語道断とし

て，DIへの認識や理解不足による不備と思われること

はじめに
もいまだに散見される。

　当たり前のことであるが，DIは査察や監査のために

行うことではなく，やや大袈裟にいえば医薬品等の品質，

有効性，安全性を保証するために，GXPの適用を受け

るデータ／記録に対して不備がなく，常に正しいことを

立証できること，すなわち日常として実施することと考

えている。そこで，DI対応について参考になればとの

思いで，実務的な内容を紹介したい。

　海外の規制当局等からは，すでにDIに対するガイド

ラインが発出あるいは発行しており，業界団体である

ISPE（International� Society� for� Pharmaceutical�

Engineering,�Inc.）やPDA（Parenteral�Drug�Association）

からも実践的な内容のガイドラインを発行している。

DI対応を検討するうえでは，これらのガイドラインが

参考となることはいうまでもない。GMP省令改正を加

えた，規制当局等が発出／発行のガイドラインを図１に

示す。

　図１に記載のとおりGMP省令改正は2021年８月１日

に施行となり，省令第20条へDIに関する内容が次のと

おり盛り込まれた。

１．DIガイドラインと 
　　GMP省令改正

DIの実務的なアプローチと留意点

データインテグリティ対策の要点

特集

①

The practical approach and the points of attention for data integrity

バイエル薬品株式会社

大戸　篤
aTSuSHi oTo

Bayer Yakuhin, Ltd.
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　データインテグリティ（DI）は，事業を持続的に運営

するためにすべてのビジネスにとって不可欠なものであ

る。なぜなら，信頼性のないデータや誤解を招くような

データは不適切な意思決定を招き，場合によっては不正

行為につながることもあるからである。医療と医薬品の

業界では，患者の健康と安全にとって信頼できる記録が

必須であるため，データインテグリティは極めて重要で

ある。

　「データインテグリティ」という用語は，「データ完全

性」または「DI」と呼ばれることもあり，GxPデータだ

けでなくGxP記録全般の完全性を指すために使用される。

近年，規制当局は査察中にGxP記録のDIの欠陥を数多く

指摘してきた。そうしたなかで，電子記録の改ざんや不

適切な操作をして不正行為を行ったという，とりわけ重

大な事件さえ発生している。

　当局は現在，GxPデータ完全性に関する詳細なガイド

ラインを発行し，規制対象企業がGxP記録の完全性を確

保するための方針と手順を定めることを勧告している。�

したがって，今後は不適切なあるいは不十分な定義付け

の方針や手順に対する査察官の許容範囲は狭くなってい

き，データインテグリティ整備への圧力がさらに強まる

はじめに
ことが考えられる。�

　データインテグリティの不備を是正することが困難な

ことは自明であるが，欠陥があるITシステムや悪い慣

行が根付いてしまっている企業文化が原因となり，不適

切なプラクティスを引き起こしている場合などは，個々

の部門がそれを是正しようとすることはさらに難しい。

また，異なる部門が連携せずにバラバラに改善に取り組

んでいたために，知らぬうちに貴重なリソースを無駄に

してしまうこともあり得る。さらに，改善策自体が十分

検討し尽されていないものだった場合，GxPのリソース

に持続不可能な負担をかけることになり，GxP対応の失

敗をさらに助長し，コンプライアンスの不備という悪循

環をもたらす可能性もある。

　データインテグリティのコンプライアンス対応がもた

らす課題と有益さをそれぞれ把握し管理するためには，

包括的な対策が不可欠になってきている。こうした対策

の実施により，規制当局に注意事項を指摘される前に，

データインテグリティに関わる問題への対応が維持継続

でき，かつ効果的な方法で確実に行われることとなる。

　本稿の目的は，GxP電子記録のDIをサポートする全社

的なデータインテグリティの対策を実施するための実用

的なフレームワークを紹介することである。�また，既

存のGxP品質システムに盛り込むことができる包括的な

データインテグリティ対策の構造とリスクベース・アプ

GxP電子記録に関する
データインテグリティのフレームワーク

データインテグリティ対策の要点

特集

②

Data Integrity Framework for Electronic GxP Records

元サノフィ株式会社

GxPシステムズバリデーションエンジニア

ダニエル プライス
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　米国食品医薬品局（FDA）は，新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）のパンデミックにより，ほとんどのオ

ンサイト査察が停止されてから１年以上経過した2021年４

月14日，“Remote� Interactive�Evaluations� of�Drug�

Manufacturing�and�Bioresearch�Monitoring�Facilities�

During�the�COVID-19�Public�Health�Emergency”と称

する業界向けガイダンスを発行した。「COVID-19によ

る公衆衛生上の緊急事態中における医薬品製造およびバ

イオリサーチモニタリング施設に遠隔対話式評価」に関す

るガイダンスである。“Remote�Interactive�Evaluations”

は，直訳すると，「リモートによる相互評価」になるが，

本稿では「遠隔対話式評価」とした。そのポイントにつ

いて解説してみたい。

　本ガイダンスの構成は表１のとおりである。

表１　ガイダンスの構成
Ⅰ．序文
Ⅱ．背景
Ⅲ．遠隔対話式評価の計画立案
　A．施設の選択と通知
　　１．承認前およびライセンス取得前査察に関する特記事項
　　２．承認後査察に関する特記事項
　　３．監視査察に関する特記事項
　　４．フォローアップおよび法令遵守査察に関する特記事項
　　５．バイオリサーチモニタリング査察に関する特記事項
　B．遠隔対話式評価の準備
Ⅳ．遠隔対話式評価の実施
　A．技術的要件
　B．文書類および記録類の遠隔対話式評価
Ⅴ．遠隔対話式評価の結論
Ⅵ．確立されたコミットメントと時間枠に関する遠隔対話式評価の影響
　A．承認前およびライセンス取得前査察のコミットメント
　B．すべての査察タイプの時間枠

はじめに

　FDAは，コロナウイルス感染症2019（COVID-19）の

パンデミックを含む，新興感染症などの脅威から米国を

守るために重要な役割を果たしている。FDAは，この

パンデミックへの非常時対応を支援するために時宜にか

なったガイダンスを提供することを約束する。

　FDAは，COVID-19による公衆衛生上の緊急事態期

間中に，医薬品を製造，処理，梱包，または保管してい

る施設，FDAのバイオリサーチモニタリング（BIMO）プ

ログラムの対象となる施設，それに連邦食品医薬品化粧

品法（FD＆C法）のセクション503Bに基づいて登録され

ている外部委託施設において，自主的な「遠隔対話式評

価」をどのように要求および実施するかを説明するため

に，本ガイダンスを発行している。�

　本方針は，公衆衛生局法（PHS法）（42�USC�247d（a）

（2））に従って保健福祉省（HHS）長官が行った更新を含め，

保健福祉省長官が2020年１月27日に宣言し，2020年１月

30日より施行されたCOVID-19に関連する公衆衛生上の

緊急事態が発生している間のみ有効であるものとする。

　今回の公衆衛生上の緊急事態を考慮し，2020年３月25

日の連邦官報の通知「コロナウイルス感染症2019に関連

する利用可能なガイダンス文書を作成するためのプロセ

ス」1）で説明されているように，事前の一般参加は実行

不可能または不適切と判断したため，本ガイダンスは事

前のパブリックコメントなしで発表されている（FD＆C

法セクション701（h）（1）（C）および21�USC�371（h）（1）（C）

および21�CFR�10.115（g）（2）参照）。本ガイダンスは直ち

Ⅰ．序文

FDAが待望のパンデミック
遠隔査察ガイダンスを発行

GMPテクニカルアドバイザー

佐々木次雄
TSuGuo SaSaki

GMP Technical Advisor

FDA issues long-awaited pandemic remote inspections guidance
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（1）本稿の目的
　品質・工程管理，物性評価で有用な分析法として，製

薬分野でもラマン分光法や近赤外（NIR）分光法などの先

端的工程分析技術が注目されている。先端的工程分析技

術を承認試験法として規定する際には，その適格性を客

観的に評価するための十分な背景データが必要となる。

また，近年はQbD（Quality�by�Design）のコンセプトに

基づき，PAT（Process�Analytical�Technology）ツール

の導入が積極的に進められているが，PATにおいては

先端的工程分析技術の適切な活用が期待される。

　そこで，国立研究開発法人�日本医療研究開発機構

（AMED）医薬品等規制調和・評価研究事業研究班「医

はじめに
薬品の製造工程・品質管理における先端的工程分析技術

の導入に向けた技術的要件の標準化に関する研究（研究

代表者�坂本知昭（国立医薬品食品衛生研究所））」のワー

キンググループ（WG）では，規格・基準設定に向けて考

慮すべき，またその妥当性を検証するために必要な技術

的要件について研究を行っている。また，この検討は，

製薬企業に勤める皆様が先端的工程分析技術を実際の製

品の製造に適用できるようにするための情報提供を目的

としている。PATツール導入の課題の１つとして，一

部の企業を除いて，実際の製造への適用事例が多いとは

いえず，技術要件に関する情報が必ずしも十分でないこ

とがあげられる。そこで，本稿においては，これまで報

告されているPATの活用事例を確認し，実際の製造現

場への適用に際して有用な情報を整理した。

　また，製薬企業各社におけるPATツールの具体的な

PATツールの導入事例と今後への期待
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■口腔内崩壊錠から始まったインクジェット錠剤印刷 ―刻印錠から錠剤印刷―  
 槙野 正（菊水製作所，マキノ製剤技術研究所），内田直樹（SCREENホールディングス）

■第11回製剤技師認定試験 問題と解説（５）（応用編） 
 公益社団法人 日本薬剤学会 製剤技師認定委員会

■PTP基礎講座（第30回）材料規格 標準化に向けた取り組み  
 医薬品包装標準化委員会

■モノクローナル抗体医薬品のチャージバリアント〔後編〕 新見伸吾（日本化薬）
■薬の名前　ステムを知れば薬がわかる　追補-７  

特集：COVID-19治療薬-2 宮田直樹（名古屋市立大学），他
■リスクマネジメントの視点からの防虫管理（その６）  

 谷　壽一，他（シーアンドエス）
■新型コロナウイルスの汚染防止に関する医薬品製造管理マニュアル（案）の  

作成指針〔その３〕 編集部
■デジタルトランスフォーメーションで変わる医療  

AIがもたらすがんのプレシジョンメディスン  
 東條有伸（東京大学医科学研究所先端医療研究センター）

■製剤研究者が注目する一押しトピック
■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.165）  

 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）

■続 毒性学的評価による洗浄バリデーション PIC/S HBEL Q&Aと  
最近の査察官用備忘録（第５回） 島　一己（ファルマハイジーンサポート）

■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備（第43回） 柳澤徳雄
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場の未来予想  橋爪隆秀（畑鐵工所），鈴木一博，照井裕二（東芝ナノアナリシス）， 
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