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LabSolutions でラボのデータインテグリティ
を確保する方法
ライフサイエンス業界のラボでデータインテグリティを確保するには、手順、行
動および技術面で対策が必要です。データインテグリティの説明責任は規制対象
企業にありますが、規制要件への対応は、規制対象企業とサプライヤの両方で実
施していくものです。

このホワイトペーパーでは、ラボでのデータインテグリティを確保するために必
要な管理、対処しなければならない手順や人の問題、技術的要件を LabSolutions
CS 分析データ管理システムでどのように対応できるか説明します。

規制の現状（規制上の懸念、査察、所見と法
的措置）
現在、製薬業界などライフサイエンス業界において、データインテグリティが非
常に注目されていますが、これは新しい問題というわけではありません。データ
インテグリティに関する最近の規制ガイダンス1に適切に対応するために、規制対
象企業は、最新の指摘事例の背景を適切に読み取り、一部で生じている恐れや疑
念に過剰反応しないことが大切です。

1980 年代から 1990 年代にかけて、データインテグリティはすでに規制当局の懸
念事項でした。注目されていたのは自動処理や機器制御システム内のデータイン
テグリティであり、その多くはカスタム開発されたものでした。1990 年代半ばか
ら後半にかけて、産業界では電子署名の使用に注目が移り、米国 FDA が『21
CFR Part 11, Electronic Records, Electronic Signatures』を公布しました。
21CFR Part 11 の適用範囲と施行に関して混乱があったため、データインテグリ
ティに関する検討が注目されなくなりましたが、目を背けるべきではありませ
ん。
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英国 MHRA『’GXP’ Data Integrity Guidance and Definitions』2018 年 3 月
米国 FDA『Data Integrity and Compliance With Drug CGMP Questions and
Answers Guidance for Industry』2018 年 12 月
WHO『Guidance on good data and record management practices』テクニカルレ
ポート 996 の一部、2016 年 5 月
PIC/S ドラフト『GOOD PRACTICES FOR DATA MANAGEMENT AND
INTEGRITY IN REGULATED GMP/GDP ENVIRONMENTS』2018 年 11 月
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最近では、いわゆる「海外」査察（特にインドと中国

規制当局が特定のトピックを重視していると、業界は

では FDA 事務所を設立して）に重点を置くことが増

迅速に反応し、多くの新しい本が出版され、会合が開

え、規制当局は多くのデータインテグリティの問題を

催されます。このため、じっくりとデータインテグリ

認識しています。誤りが犯された事例、データが改ざ

ティに対応しようとする規制対象企業においては、過

んされた例、ほぼ間違いなく騙すつもりだった例もあ

剰反応ではないかとの疑念も生じたようです。

りました。これらは非常に重大で、規制当局は製品の
品質や患者の安全を合理的に保証できませんでした。

ISPE の GAMP COP などの組織は、ラボの機器やシス
テムの使用に関する部分など、データインテグリティ

自らは不正していないと考える規制対象企業にとっ

をより深く考慮したリスクベースでのアプローチを提

て、適切なデータインテグリティが確実に確立されて

案しています。

いるかどうかは、過去の査察結果では判断できないと
いうことになります。すべての規制対象企業は現在の

規制対象企業は、ラボの機器およびシステムの使用に

慣習や以前の査察履歴に関係なく、データインテグリ

関する規制当局の懸念に対処する必要があります。こ

ティ対応に真剣に取り組まなければなりません

れは『ISPE GAMP 記録とデータのインテグリティガ
イド』2で概説されている、データインテグリティに対

これらの査察での所見の大半は、製造実践規範

する組織全体のアプローチの一部です。

（GMP）の品質保証（QA）ラボを対象としたもので
す。これらの査察結果の例は規制当局が開示してお

本書の残りの部分では、より広い範囲で島津製作所の

り、査察の結果、警告書発行や輸入制限措置などの措

機器と LabSolutions CS ソフトウェアの機能が、どの

置が取られています。

ようにラボでのデータインテグリティと電子記録の規
制要件に対応できるのか説明します。



所見はアジアに限定されたものではありません。
ヨーロッパや米国での査察でも、同様のデータイ
ンテグリティの問題が明らかになっています。



データインテグリティを重視しているのは米国の
FDA だけではありません。ヨーロッパや他地域の
規制当局および WHO も注目しています。



データインテグリティは、QA ラボや GMP 領域
の問題だけでなく、規制対象ビジネス全分野に適
用される話題です。

特定のデータインテグリティ管理を確立するための明
確な期限を設定する規制当局もあります（英国 MHRA
など）が、このホワイトペーパーは、特定の規制に関
するトピックや要件の個々の期限に対応することは目
的としていません。

GAMP® Guide：『記録とデータのインテグリテ
ィ』、2017 年 3 月、www.ispe.org から入手可能
2
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データインテグリティを保証
する文化的・組織的側面

経営幹部がスタッフに無理なスケジュールで分析を完
了するよう過度の圧力をかけた結果、現場で改ざんさ
れる場合もあります。製品を予定通りに出荷できるよ
うにするために、経営幹部があえて「目をつぶる」こ

近年の規制当局の査察によると、データインテグリテ

ともありえます。

ィを損なう 2 つの大きな要因があると言われていま
す。

経営幹部がデータの改ざんに加担し、改ざんを奨励し
てたり、実行すべきと指示している可能性もありま





技術対応の欠如により


データインテグリティが侵害される



データインテグリティ違反が検出されない

改ざんを招く手順、データインテグリティ文化が
欠如している

す。これらの不正行為は、製品の品質と患者の安全を
保証できなくします。

データインテグリティに関する査察の問題の大部分は
QA ラボです。たとえば、本番分析実行前に、試し分
析が実行されることがあります。試し分析は分析条件

機器およびソフトウェアでの対応方法、電子記録電子
署名およびデータインテグリティ規制要件を満たす方
法を解説します。

を調整するために使用されます（分析対象のサンプル
の重量を変更する、解析パラメータを変更する、分析
シーケンスのステップを変更するなど）。さらに、
QA ラボが本番の分析を実行する前に、別の人が「試

手順管理と組織データインテグリティ文化の欠如は重

し分析」を行っていた事例もありました。

要な要素です。これらはラボだけでなく組織全体に影
響を与えるため、非常に大きな問題になることもあり
ます。

規格外の結果を意図的に削除する、合格データをコピ
ーして規格外となった別データに上書きする、分析結
果が規格外であることが判明したときにケーブルを抜

近年の査察共通テーマは、個人によるデータの改ざん
です。これは経営幹部には発見不可能です。技術的な
対応が不十分な環境では、データの改ざんが可能で、

いたり、試験の途中でパラメータを変更して分析結果
が除外される「理由」をつけ、オペレータが意図的に
分析を中止していた例もありました。

検出困難なためです。経営幹部がそのような改ざん
（または偶発的な変更や削除）を見つけることができ
るのは、データの改ざんを積極的に探そうとした場合
のみなのです。

問題の多くは QA ラボで発生していますが、データイ
ンテグリティはもっと広い組織の問題です。このよう
な行動がラボで日常的に行われているならば、問題は
個人の単純なデータ改ざんを超え、経営幹部によって

LabSolutions CS はデータの改ざん可能な範囲を限定
し、検出しやすくできますが、完全に防ぐことはでき

体系的に不正行為や共謀が行われていることが疑われ
ることになります。

ません。たとえば、入力値が許容の範囲内なら、オペ
レータは改ざんできてしまいます。データの各項目が
改ざんされているかどうか、ソフトウェア自身は判断
できないのです。だからこそ、経営幹部がデータガバ
ナンスプログラムを導入して、データ改ざんを招く可
能性のある文化的・組織的な問題に対処することが不
可欠なのです。

これらの問題は自分の組織では決して起こらないと主
張するかもしれません。しかし、不正行為が可能な状
態あれば、過去に不正は発生してないから今後も発生
しない、との主張が受け入れられることはありませ
ん。全組織でデータガバナンスとデータインテグリテ
ィプログラムを確立し、データの改ざんや不正操作が
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発生しないこと、また、仮に発生しても検出して対処

証プロセスの基盤形成に役立ち、規制当局への説明も

可能であること保証する必要があります。

容易にします。

鍵となるのはデータの改ざんが起こらない文化を確立

各問題の対応には、技術的課題のレビューと対処を同

することです。

時に実施することを推奨します。組織上の問題を考慮



技術および手順構築に投資し、データの改ざんを

しながら、ラボの機器とシステムを導入して対応する

ほぼ不可能に、かつ、簡単に検出できるようにす

必要があります。

ること






スタッフ（データスチュワードとデータオーナを



含む）は、罰や報復を恐れることなく、データイ

ユーザーは、標準操作手順書（SOP）を遵守したラボ

ンテグリティについて懸念表明できること

の機器とシステム利用方法の訓練を受ける必要があり

経営幹部がデータインテグリティについて真に責

ます。この訓練は、日常のデータ処理の操作だけでな

任を負うこと

く、規制や組織の要求事項、データインテグリティや

組織を育成してデータ改ざんの必要性をなくすこ

情報セキュリティ管理などを含むことがあります。

ユーザーのトレーニング

と
SOP を単に読んだことを確認するだけでは不十分なの
規制対象企業は、これらの組織的および文化的問題に

で、ユーザーに対して訓練の有効性を検証する理解度

対処し、データインテグリティを保証するための強固

テストなどを実施するのもよいでしょう。

な基盤が構築されていることを証明する責務がありま
す。それができなければ、技術的な基盤やソフトウェ



アがあっても、規制当局の期待に応えることは難しい

機器の保守サポートや校正の担当者、システム管理者

でしょう。

も職責に合わせて訓練を受ける必要があります。シス

システム管理者の訓練と職務分掌

テム管理者は多くの場合、大きな権限を持っているた
『GAMP 記録とデータのインテグリティガイド』に

め、データを誤ってまたは意図的に削除や変更する可

は、規制対象企業向けに、電子記録と電子署名の両面

能性が高く、情報セキュリティとデータインテグリテ

における組織のコンプライアンス対応、データインテ

ィ意識の訓練が重要です。

グリティ対応のガイダンスが掲載されています。


データガバナンスフレームワーク

システム管理者は機器の保守サポートを担当すること



データのライフサイクル

がありますが、分析やデータ処理操作も担当する場合



データと記録の品質リスクマネジメント

は問題が生じます。たとえば、管理者権限によりオー



企業のデータインテグリティプログラムの確立

ディットトレイル取得をオフにした状態で、データを



データインテグリティ成熟度モデルの使用

削除できるようなシステムもあります。



人的要因



データ監査と定期的レビュー

役割と権限を精査して、職務を分離し、一人がシステ



査察準備

ム使用と管理の両方の権限を持たないようにします。



既存の記録管理プロセスへのデータインテグリテ

一人で複数の役割を担うのが認められるのは、データ

ィの統合

改ざんの検出に効果的な対策がある場合のみです。

この ISPE/GAMP ガイドの内容は、多くの規制対象企
業のデータガバナンスおよびデータインテグリティ保
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データライフサイクルのモデル化

電子記録とデータインテグリティのリスクを特定する
には、データライフサイクルをモデル化します。モデ
ル化には、ラボのビジネスプロセスと分析フローを使
用します。
モデル化では、データへの操作、操作者、データイン
テグリティ関連リスクを特定することが大切です。

ほとんどの場合、モデル化はデータライフサイクルの
概略レベルで実施されますが、組込型システムで電子
記録およびデータインテグリティの管理を確立する際
には、機器ベンダー側で定義したデータライフサイク
ルモデルも活用できます。

規制対象企業が標準外の活動（新しい分析方法の検
証、異なる供給者の機器やデータ管理ソフトウェアの
統合、一般的な IT インフラストラクチャを使用したデ
ータ管理など）を実行している場合には、ライフサイ
クルの各ステップで詳細なモデル化を実行して、特定
のリスクや異常なリスクを軽減します。
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ラボのシステムに関するデー
タインテグリティの重要原則
規制対象企業は、組織や文化の問題に対処するととも
に、適切な技術対策を実施し、データインテグリティ
を確保して電子記録電子署名の要求事項に適合する必
要があります。

ラボで要求されるのは、最新のデータインテグリティ
要求に適合する機器やシステムを使用することです。
それらの機器やシステムがデータインテグリティ管理
を実現できるように構成されていることも重要です。

クチャとは、データ管理システムや LIMS を搭載する
サーバー（物理または仮想）、ネットワークストレー
ジ、ローカルエリアネットワーク（物理または仮想
LAN）を構成するブリッジやスイッチならびにケーブ
ルなどのネットワークコンポーネントです。ワイドエ
リアネットワーク（WAN）経由で遠隔地からシステム
に接続する場合は、WAN も評価対象です。

インフラストラクチャを提供する供給者
（Infrastructure as a Service [IaaS]クラウドサービス
プロバイダーを含む）も適切に評価し、必要なレベル
の管理が実施されていることを確認します。

LabSolutions CS は統合的な機能でデータインテグリ
ティや電子記録電子署名の要求事項に適合します。



機器の適格性評価

ラボの機器は使用前に適格性評価を行う必要がありま

システムのバックアップやリストア、アーカイブに使
用されるインフラストラクチャとサービスも評価対象
です。評価はリスクベースで実施し、機能テストや性
能テストに含めることが多いです。

す。通常、据付時適格性評価（IQ、機器が正しく設置
およびセットアップされていることを確認する）と運
転時適格性評価（OQ、仕様通りに機器が性能を発揮
することを確認する）を実施します。
適格性評価は、供給者が提供する IQOQ 手順で実施す
ることがあります。適格性評価を実施するのは、規制
対象企業、資格のある第三者または供給者であること
が一般的です。

データインテグリティ対応で重要なのは、IQOQ でデ
ータインテグリティ機能を活用できるように機器が構
成され、重要機能を日常使用では無効化できないか確
認することです。なぜなら、これらの機器が使用され
る他の業界では、データインテグリティ対応が要求さ
れないためです。また、データインテグリティ対応機
能がオプションの場合でも、正しく適用されているこ
とを確認します。





一般的な情報セキュリティ管理

大量の電子記録のデータインテグリティ対応を可能に
するためには、効果的な情報セキュリティ管理が必要
です。情報セキュリティ管理だけでは規制対応には十
分ではありませんが、電子記録およびデータインテグ
リティコンプライアンスを構築する基盤を形成できま
す。

ISO 270013などの規格の認証取得は必須ではありませ
んが、規格の該当する管理策を実施することは、規制
対象企業がリスクベースで基本的なセキュリティを保
証する基盤の構築に有効です。これによってデータの
不正入力が防止される訳ではありませんが、基本的な
情報セキュリティ管理策の実施は、偶発的な削除、稼
働不能、データ破損などの各種問題への対処に効果的
です。

システムバックアップやデータアーカイブな
どの IT インフラストラクチャの適格性評価

ラボの機器に加え、IT インフラストラクチャも適格性
評価する必要があります。ここでの IT インフラストラ
3

ISO/IEC 27001:2013 情報技術 ‐‐ セキュリティ技術 ‐‐ 情報セキュリティ管理システム ‐‐ 要求事項
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ラボデータ管理の規制適合

に適格性評価済みの装置とソフトウェア上で、定めら

LabSolutions CS は、データインテグリティを担保す

れたシーケンスと分析メソッドを利用して分析結果が

る機能を備えています。ひとつのラボで少数の機器を
使用する場合でも、多数のラボで複数の機器を使用す
る場合でも、規制に適合したデータ管理環境を迅速か
つ容易に構築できます。



測定機器を接続して法規制に準拠した方法で管理
する（天びん/はかり など）



追加のラボデータを取得する



複数ベンダーのサードパーティ製機器のデータを
統合管理する

再現できることを検証します。この検証記録は
LabSolutions CS データベースに記録することができ
るので、分析法が適切に検証された証拠として使用で
きます。

分析法は、一度検証すれば評価済み環境（または類似
環境）においては継続的に使用できます。
厳格なデータインテグリティ環境では、一度分析法が
バリデートされると、ユーザーが通常の操作でシーケ
ンス、環境設定、データ処理パラメーターなどを変更
できないようにすることが要求されます。

LabSolutions CS は、データインテグリティおよび電
子記録/電子署名への適合をサポートする機能を備えて
います。これらの一般的な機能を解説するとともに
『21 CFR Part 11（電子記録電子署名）』、『EU

LabSolutions CS は、検証済みの分析メソッドを変更
できないように制限可能です。測定パラメーターや解
析パラメーターを変更する場合には、変更内容と変更
理由がオーディットトレイルに記録されます。

EudraLex Volume 4 Annex 11 Computerised
Systems』および『データインテグリティ ALCOA+要
件』との対応を別表に示します。

規制対象企業は、機器の適格性評価、ソフトウェアの
検証、分析法バリデーションの各プロセスを定義する
とともに、それらのプロセスがどのように相互に関連



ソフトウェアと分析法バリデーション

装置および IT インフラの適格性評価に加えて、データ

しているかを示すことで必要な検証作業を明確にでき
ます。

管理システムを適切に検証する必要があります。規制
対象企業は、ソフトウェアが再現できる方法で要件を
満たすことを確認する責任を有しますが、リスクベー
スアプローチを採用し、供給者の活動と文書を活用す
ることで、検証範囲を限定して効率化できます。



主要なデータインテグリティ機能

データインテグリティを確保するためには、ラボの機
器やデータ管理システムが、データインテグリティ要
求機能を備えている必要があります。これらの機能の
多くは、当たり前に備わっている基本機能のように思

装置の基本的な動作は OQ の一部として検証され、ユ
ーザー固有の要件は性能適格性評価（PQ）の一部と

われますが、ライフサイエンス市場に進出していない
供給者の製品でも備わっているとは限りません。

して検証します。たとえば、検証済みの分析法を手順
（シーケンス）に沿って実施することで、要件を満た
していることを検証します。

また、こういった機能をサポートするのは新しいバー
ジョンの機器とソフトウェアのみの場合もあり、機器
の更新やソフトウェアのアップグレードが必要なこと

ほとんどの場合、IQ と OQ によって機器とデータ管理

もあります。

システムのソフトウェアが検証されます。最初に機器
の適格性評価が行われ、ソフトウェアの据付と必要な
機能が検証された後、分析法が検証されます。最終的

適切に文書化されたデータライフサイクルモデルとリ
スク評価に基づいた効果的な手順を確立することで、
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リスクに基づいた更新やアップグレードへの投資を計

古いシステムや単純な装置で権限グループが利用でき

画し、優先順位付けできるようになります。

ない場合、運用手順でカバーする必要があります。た
だし、運用での管理には維持費用がかかり、時間の経

基本的な情報セキュリティコントロールに加え、主要

過とともに破綻する可能性が高いため、あくまでシス

な機能を理解して効果的な対策を確立することが必要

テム導入までの一時的な対応と考えた方がよいでしょ

です。これら機能とコントロールの利用環境を設定

う。

し、検証することが望まれます。
LabSolutions CS は、ユーザーグループごとの権限を



ユーザーアクセス管理

管理し、個人に割り当てる機能を備えています。な

ユーザーとシステム管理者の権限とアクセス許可を分

お、ユーザー権限の変更はオーディットトレイルに記

離することが重要です。

録可能されます。

システムで権限グループ（ユーザー、スーパーバイザ



ー、品質保証など）を定義し、各グループに使用可能

最近のラボデータ管理システムでは、個別のデータを

な権限を付与します。

フォルダに保存せず、リレーショナルデータベースの

ラボのデータ管理とスタンドアロン機器

機能を活用して、関連するデータセットを結合して紐
個々人はあらかじめ定義された権限グループに割り当

付けしています。オーディットトレイルを残さず、リ

てられ、「ユーザー兼システム管理者」、「スーパー

レーショナルデータベースの参照整合性も壊さずに、

バイザー兼品質保証」のように、一人が複数の権限を

個々のデータを改ざんすることは非常に困難です。バ

持たないようにします。

ッチデータセット単位に安全に管理して参照すること
が可能で、LabSolutions CS でも採用しています。

Microsoft Active Directory などと統合して、組織グル
ープを活用すると管理がより簡単になります

データの値、関連するメタ情報（タイムスタンプな

（LabSolutions CS は Microsoft Active Directory 連携

ど）、データベースのインデックスを慎重に改ざんす

をサポートします。）この場合、ユーザーID（とパス

ることでこの管理システムを破ることはできますが、

ワード）とユーザーグループを組織レベルで統合管理

ほとんどのラボのオペレーターの能力では行えません

できるので、データ管理システム内で独自にユーザー

（たとえ権限上では許可されていても）。データベー

とグループを管理するコストを削減できます。ただ

ス管理者であっても、複雑かつ規則に従ったベンダー

し、各ユーザーグループに関連付けられたシステム固

のリレーショナルデータベースモデルを十分に理解

有の権限は、データ管理システム内で管理します。

し、分析データのコンテキストを理解して、関連する
すべての情報に対して包括的な改ざんを完璧に行うこ

Microsoft Active Directory と連携しない場合は、

とは難しいでしょう。

LabSolutions CS で独自にユーザーとユーザーグルー
プを設定して管理します。

多くの場合、スタンドアロン機器には情報を保存した
り紐づける機能がないため、データ管理システムの範

権限グループを事前に定義し、ソフトウェア内で権限

囲外でスタンドアロン機器を使用することは、データ

設定状況の問題点を特定できることが理想的です。理

インテグリティのリスクがあると見なされることが増

想的には、権限設定内容が変更されるたびに確認する

えています。

ことですが、現実的にはリスクを勘案した定期的なレ
ビューが望まれます。
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これは、スタンドアロンの機器にコンピュータシステ

析メソッドのバリデーション、測定パラメーターや解

ム（デスクトップ PC など）が接続されている場合で

析パラメーターの変更など）が結び付けられ、画面上

も同様です。多くの場合、ファイル操作をしやすいと

や印刷物でレビューできます。

いう理由で、比較的単純なファイル管理システムを使
用しています。また、ストレージ容量が限られている



ため（数十年に及ぶ規制対象データの保持期間と比較

電子記録の対応要件として、すべての重要なデータと

した場合）、ユーザーは古いデータを削除して分析操

メタデータのオーディットトレイルを取得する必要が

作を続行することもあります。

あります。通常、再解析を可能にするためには生デー

オーディットトレイル

タの情報が必要ですが、重要なデータセットと関連フ
多くのスタンドアロン機器では、オペレーターが分析

ァイルも含めます。

メソッドを変更することを防げないという問題もあり



分析メソッドとバッチ（変更が許可されている場

ます。旧式の機器や古いソフトウェアの機器では、各

合は、検証済み分析メソッドの変更とともに、分

種操作をロックアウトして不正な変更が行われないよ

析実行中のメソッドやバッチに加えられた変更）

うにすることはできません。また、そのような変更が



レポートテンプレート

行われたことを検出するオーディットトレイル機能が



結果データ

ない機器もあります。
また、オーディットトレイルとして取得する項目は次
規制当局は、データインテグリティに対するリスクと

の通りです。

して、また査察における比較的容易なターゲットとし



て、スタンドアロンの機器の確認と報告を増やしてい

作成、変更、削除されたデータ/メタデータの内容
（新旧の値を含む）

ます。そこは、スタンダードとみなされる以下のデー



データ/メタデータが作成、変更、削除された時刻

タ管理ソリューションを活用することで解決可能で



データ/メタデータを作成、変更、削除した人（一

す。




意に特定可能な人物）
複数の機器（ラボ用天びんなどの比較的単純な機



データ/メタデータが変更された理由。操作の内容

器を含む）へのインターフェイスを管理する

に応じて自動取得する場合と、ユーザーに理由の

管理された分析メソッドに従って分析機器を遠隔

入力を要求する場合があります。

操作し、機器本体のフロントパネルから変更する



機能をロックアウトする

オーディットトレイルは自動的に生成される必要があ

複数の機器からのすべてのデータ（生データ、分

り、ユーザーがオーディットトレイルをオフにするこ

析メソッド、メタデータ、結果レポートなど）を

とができてはいけません。システム管理者でさえ、オ

単一の分析データセットの一部として、管理して

ーディットトレイルを無効にできないように（特に

オーディットトレイルを残す（入力エラーを最小

GMP 環境下では）するのが望ましいです。

限に抑えるよう定義、構造化された方法で手入力
されたデータの取得も含む）

定期レビューの対象となる記録（製造バッチ記録な
ど）に関連するオーディットトレイルは、記録の一部

このようなシステムが、正しく構成されていると、ス

として簡単に確認できるようにします。これは、記録

タンドアロンの機器を使用する場合と比較して、デー

レビューの一環として、データに対する変更が承認さ

タインテグリティに対する保証が非常に高くなりま

れたものか未承認のものか特定するためです。オーデ

す。LabSolutions CS では、すべての関連データ（生

ィットトレイルは、人間が容易に読める形でなければ

データ、結果、レポート、オーディットトレイル、分

ならず、記録の保管期間に合わせて保存する必要があ
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ります。LabSolutions CS では、これらのオーディッ

このような記録とファイルはすべて、適切な情報セキ

トトレイル機能を利用でき、すべての分析実行に対し

ュリティ規範を使用して保護し、オーディットトレイ

てトレーサビリティを保証します。なお、近年では、

ルを取得します。

QA 部門が結果を受け入れる前にオーディットトレイ
ルのレビューを義務付けることが提案されています

記録（またはデータセット）に署名する場合、電子署

が、この要求が現実的かどうか、業界内で議論の対象

名機能を利用します。オーディットトレイルの範囲ま

となっています。

たはセキュリティに関して疑問がある場合には、記録
への不正な変更を検出可能にするために、デジタル署

このほか、データインテグリティの問題を特定するた

名を採用することもあります。

め、オーディットトレイルを定期的またはリスクベー
スによるタイミングでレビューします。オーディット



トレイルは、最低でもリスク評価で決定された期間保

規制当局は、データセットの詳細調査を実施するた

持し、人間が読めるようにします。また、オーディッ

め、データベースへのアクセスを要求することが増え

トトレイルのレビューを容易にする運用手順（データ

ています。これは、データインテグリティの問題を特

ベースクエリやレポート）を用意する考えもありま

定するためです。フォレンジック・データ分析技術を

す。

用いて、偽造された可能性の高いデータ（人間は、真

フォレンジック調査

にランダムまたは擬似ランダムな分析プロセスの結果
機器やシステムにそのようなオーディットトレイル機

として生じるデータパターンに一致するような真にラ

能がない場合、手順を策定することで代替できます。

ンダムなデータセットを生成することは極めて困難で

この方法は大規模で時間のかかる変更管理プロセスを

すが、これらの差を検出することができます）を検出

必要とする可能性が高いため、一時的な手段としての

したり、ある分析のデータが単に別の記録にコピーさ

み使用します。そのような方針を許容するかどうか

れただけの場合を特定したりします。

は、実施する試験と運用のリスク評価と重要性に依存
します。

データインテグリティを適切に管理することで、この

.

ような行為を効果的に防ぐことができますが、ベンダ



記録/ファイルのロックと署名

ーは、ユーザーが疑わしいデータを予防的に検索でき

すべてのデータが記録と見なされるわけではありませ

るようにしたり、疑わしいデータを自動的に強調表示

ん（『US 21 CFR Part 11 Scope and Application』4で

したりするソフトウェアを開発していたりします。こ

定義）が、データが電子記録と見なされる場合（また

れらはまだラボの機器の一般的な機能ではありません

はそのような記録の一部である場合）、『US 21 CFR

が、利用可能ならばデータ管理システムで使用するの

Part

11』5に準拠するには特定の管理を追加する必要

もよいでしょう。

があります。
複数のデータセットによって統合的にデータの異常を
文書化されたデータライフサイクルモデルとリスク評

探すレビューも実施できます。たとえば、さまざまな

価に基づいて、厳密には電子記録と見なされないデー

ラボの機器のデータの日時をチェックします。そし

タにもこのような管理を適用できます。

て、その日時がバッチ分析実施とタイミング的に合致
しているかチェックします。こういったチェックは、

『US FDA Guidance for Industry: Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures — Scope and Application』
2003 年 8 月
5 『US Code of Federal Regulations, Chapter 21, Part 11—Electronic Records; Electronic Signatures』
4
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最も進んだラボデータ管理システムのデータを使用す
れば、簡単に行うことができます。

この概念は、他のシステムのデータにも適用できま
す。たとえば、製造システムのタイプスタンプとバッ
チをリリースする ERP システムのタイムスタンプは
整合しているか、また、結果を承認したラボの管理者
が、その結果が承認された時点で実際に出勤していた
ことが勤怠システムで確認できるか、などのチェック
も可能です。

これらの手法は、すべての結果やすべてのバッチのレ
ビューと承認に使うのは難しいですが、定期的なデー
タインテグリティ監査の一部として使用できます。
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島津製作所の規制適合




機器およびデータ管理ソフトウェアアーキテクチ
ャとハードウェアサポートに柔軟性に対応し、オ

サプライヤの責任

ンプレミスのインストール、専用物理サーバーと

島津製作所はライフサイエンス業界の責任あるサプラ
イヤとして、データインテグリティ、電子記録および

仮想化の使用、IaaS（Infrastructure as a

電子署名、その他の規制要件の技術的準拠を担保する

Service）の使用を含む幅広いソリューションを
サポートする

製品の開発、供給、サポートの責任を理解し、果たし
ます。



レガシー機器およびソフトウェアに関する潜在的
な規制問題に関して、お客様に対してオープンで



透明性のある対応を行い、適切な手順および行動

規制遵守のあらゆる側面に対処するための適切な

の管理とアップグレードの実施をサポートする。

技術要件を備えた製品を開発、供給、サポートす
る




規制環境の詳細な理解を維持することに取り組む

現実的に可能な限り、異なるソフトウェアバージ
ョン間での下位および上位互換性を確保し、法規
制が求める保存期間全体で完全なデータの可用性
と可読性を確保する

ライフサイエンス分野の顧客が事業を行っている



データインテグリティなど、進化する規制の期待
に対応するために、製品サポートとアップグレー
ドを提供する
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(2012 – 2017)

(和訳)

「貴社は、コンピューターまたは関連システムの適切な管理を怠り、主生産および管理記録、またはその他
の記録の変更が許可された人員によってのみ行われることを保証していません。」
「貴社は、UV、IR、HPLC、GC 機器などコンピュータ化システムによって収集されたデータを適切に管理
できるように、適切なユーザー名とパスワードの要件を設けていません。貴社のすべての従業員が同じユー
ザー名とパスワードを使用しています。さらに、機器に保存されたソフトウェアまたはデータに加えられた
変更が文書化されていません。」
「貴社には、電子生データの適切なバックアップを確保するためのシステムがなく、後日の検索用にデータ
に名前を付けて保存するための標準手順がありませんでした。」
「ラボの電子データのセキュリティ管理が実施されていません。ラボのすべての分析者が、QC 分析化学ラ
ボの HPLC と微生物学ラボで同じパスワードを共有しています。さらに、HPLC にアクセスして検証済み
のメソッドの作成や変更ができる権限を分析者が持っています。」
「貴社の HPLC 機器には、分析生データの変更または削除を防ぐための制限がありません。さらに、以前
の生データが削除されたことを判断するためのオーディットトレイルがありません。」
「査察により、貴社のすべての QC ラボ用機器（HPLC）がスタンドアロンであり、ラボの職員がローカル
のハードドライブから電子生データファイルを削除できました。」
「貴社は、ハードドライブのスペースを空けるために、2013 年に取得した複数の HPLC データファイルの
バックアップを作成せずに削除したと申し立てられています。オペレーティングシステムに削除に関するオ
ーディットトレイルまたはその他のトレーサビリティがないことが確認されました。さらに、貴社の分析者
に、コンピューターおよびラボの情報システム用の一意のユーザー名とパスワードが設定されていませんで
した。貴社の複数の QC 分析者は、共有ユーザーID とパスワードを使用して、複数のスタンドアロンシス
テムにアクセスして操作しています。」
「ガスクロマトグラフィーデータのレビュー中に、査察官が原材料の規格外（OOS）テスト結果など、報
告されていない結果を発見しました。貴社はこの OOS の結果を調査したり、公式記録から失敗した結果を
除外したりした理由を説明しませんでした。」
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
This publication may contain references to products that are not available in your country. Please contact us to check
the availability of these products in your country.

「貴社の施設の査察により、サンプルの「試し打ち」試験を実行し、試験結果を無視し、実施した追加試験
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「複数の医薬品を試験する複数の分析者が、正当な理由なく未知のピークを削除しました。これらの操作に
より、当該の医薬品は規格を満たしているように見えました。懸念されるのは、これらの未知のピークの 1
つが遺伝毒性不純物であることが知られている残留溶媒のものだったということです。」

SHIMADZU | WHITE PAPER

LabSolutions でラボのデータインテグリティを確保するために知っておくべきこと

US FDA Warning Letter Excerpts (2012 – 2017) (原文)
“Your firm has failed to exercise appropriate controls over computer or related systems to assure that
changes in master production and control records, or other records, are instituted only by authorized
personnel.”
“Your firm did not put in place requirements for appropriate usernames and passwords to allow appropriate
control over data collected by your firm's computerized systems including UV, IR, HPLC, and GC
instruments. All employees in your firm used the same username and password. In addition, you did not
document the changes made to the software or data stored by the instrument”
“Your firm had no system in place to ensure appropriate backup of electronic raw data and no standard
procedure for naming and saving data for retrieval at a later date“
“You have not implemented security control of laboratory electronic data. All laboratory analysts share the
same password for the HPLCs in the QC analytical chemistry lab and Omnilog in the microbiology lab. In
addition, analysts have access to the HPLCs which allow them to create and/or modify validated methods”
“Your firm’s “Jasco LC-Net II” HPLC instruments do not have restrictions in place to prevent any change or
deletion of analytical raw data. Additionally, there is no audit trail in place to determine any previous deletion
of raw data”
“The inspection documented that all of your QC laboratory computerized instruments (HPLCs) were found to
be stand-alone, and laboratory personnel demonstrated that they can delete electronic raw data files from
the local hard drive.”
“Your firm deleted multiple HPLC data files acquired in 2013 allegedly to clear up hard drive space without
creating back-ups. Your QC management confirmed that there is no audit trail or other traceability in the
operating system to document the deletion activity. Furthermore, your analysts do not have unique user
names and passwords for the computer and laboratory information systems; your QC analysts use a single
shared user identifier and password to access and manipulate multiple stand-alone systems”
“While reviewing gas chromatography data on instrument QA/G07, our investigator found unreported results,
including an out-of-specification (OOS) test result for raw materials. You did not investigate this OOS result
or explain why you excluded the failing result from the official record”
““The inspection of your facility documented multiple incidents of performing "trial" testing of samples,
disregarding test results, and reporting only those results from additional tests conducted.”
“Your firm failed to have adequate procedures for the use of computerized systems in the quality control
(QC) laboratory. Our inspection team found that current computer users in the laboratory were able to delete
data from analyses. Notably, we also found that the audit trail function for the gas chromatograph (GC) and
the X-Ray Diffraction (XRD) systems was disabled at the time of the inspection. Therefore, your firm lacks
records for the acquisition, or modification, of laboratory data”
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Part 11 Subparts
規制対象企業が米国 21 CFR Part 11（電子記録、電子署名）の要件に対して、島津製作所がどのように対応できるかを示しています。

Subpart A — General Provisions
サブパート A — 一般条項
§11.1 Scope.

21 CFR Part 11 の範囲は、Subpart 11.1 に記載されているとおりです

§11.1 範囲

（ここでは掲載しません）。
試験結果（生データを含む）は、一般に 21 CFR Part 11 の範囲内である
とみなされます。21 CFR Part 11 の範囲外とみなされるその他のデータ
（分析メソッドやユーザーアクセス記録など）であっても、リスクベー
スのデータインテグリティ対応を示す必要があります（以下を参照）。

§11.2 Implementation.
§11.2 実施
(a) For records required to be maintained but not submitted to the agency, persons

一般的に紙の試験記録は、一貫性、完全性、セキュリティの面で十分な

may use electronic records in lieu of paper records or electronic signatures in lieu of

データインテグリティを確保しているとみなされません。データインテ

traditional signatures, in whole or in part, provided that the requirements of this part

グリティを確保するためには電子記録が望ましいです。

are met.
（a）維持する必要はあるが当局に提出しない記録については、このパートの要件が
満たされていれば、全部または一部において、紙の記録の代わりに電子記録、または
従来の署名の代わりに電子署名を使用できる。
(b) For records submitted to the agency, persons may use electronic records in lieu of

新薬申請用データの一部として当局に提出されない限り、一般的に試験

paper records or electronic signatures in lieu of traditional signatures, in whole or in

結果/記録には適用されません。

part, provided that:
（b）当局に提出する記録については、次の要件が満たされていれば、全部または一
部において、紙の記録の代わりに電子記録、または従来の署名代わりに電子署名を使
用できる。

(1) The requirements of this part are met; and
（1）このパートの要件が満たされており、かつ、

(2) The document or parts of a document to be submitted have been identified in
public docket No. 92S-0251 as being the type of submission the agency accepts in
electronic form. This docket will identify specifically what types of documents or parts
of documents are acceptable for submission in electronic form without paper records
and the agency receiving unit(s) (e.g., specific center, office, division, branch) to which
such submissions may be made. Documents to agency receiving unit(s) not specified
in the public docket will not be considered as official if they are submitted in electronic
form; paper forms of such documents will be considered as official and must
accompany any electronic records.
Persons are expected to consult with the intended agency receiving unit for details on
how (e.g., method of transmission, media, file formats, and technical protocols) and
whether to proceed with the electronic submission.
（2）提出する文書または文書の一部が、当局が電子形式で受理する種類の提出であ
るとして、パブリック文書番号 92S-0251 で指定されている。この文書は、どのよう
な種類の文書または文書の一部が、紙の記録がない電子形式での提出が可能か、およ
びこのような提出を行うことができる機関の受理部署（特定のセンター、オフィス、
部門、支所など）を具体的に特定したものである。パブリック文書で指定されていな
い機関の受理部署への文書は、電子形式で提出しても公式とはみなされない。そのよ
うな文書の場合、紙の形式が公式と見なされ、電子記録を添付すること。方法（送信
方法、メディア、ファイル形式、技術プロトコルなど）の詳細と、電子提出を進める
かどうかについては、担当機関の受入部門と相談することが求められる。

§11.3 Definitions.

注：

§11.3 定義

生体認証がラボで使用されることは少ないです。ほとんどのラボのシス
テムはデータ所有者が管理できるネットワーク上のクローズドシステム

(a) The definitions and interpretations of terms contained in section 201 of the act

とみなされます。

apply to those terms when used in this part.
（a）この法の 201 項に含まれる用語の定義と解釈が、このパートで使用される場合

異なる拠点のラボが、管理された広域ネットワークに接続されている場

に、該当する用語に適用される。

合（MPLS(Multi-Protocol Label Switching)などを使用した閉域接続な
ど）も、クローズドシステムとみなされる場合があります。

(b) The following definitions of terms also apply to this part:
（b）以下の用語の定義もこのパートに適用される。

ラボがインターネット経由で接続されている場合、これは（データ所有
者がインターネット経由のデータルーティングを管理しないため）オー

(1) Act means the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (secs. 201-903 (21 U.S.C.
321-393)).
（1）法とは、連邦食品・医薬品・化粧品法（201～903 項（21 U.S.C. 321～393））
を指す。

(2) Agency means the Food and Drug Administration.
（2）当局とは、食品医薬品局を指す。

(3) Biometrics means a method of verifying an individual's identity based on
measurement of the individual's physical feature(s) or repeatable action(s) where
those features and/or actions are both unique to that individual and measurable.
（3）生体認証とは、個人の身体的特徴または反復可能な行動の測定に基づいて個人
の身元を検証する方法であり、これらの特徴および/または行動は個人に特有のもの
であり、測定可能である。

プンシステムとみなされる場合があります。

(4) Closed system means an environment in which system access is controlled by
persons who are responsible for the content of electronic records that are on the
system.
（4）クローズドシステムとは、システム上の電子記録の内容に責任を持つ人がシス
テムへのアクセス管理ができる環境を意味する。

(5) Digital signature means an electronic signature based upon cryptographic
methods of originator authentication, computed by using a set of rules and a set of
parameters such that the identity of the signer and the integrity of the data can be
verified.
（5）デジタル署名とは、署名者の身元とデータの完全性を検証できるように、一連
のルールと一連のパラメーターを使用して計算された署名者認証の暗号化方法に基づ
く電子署名を意味する。

(6) Electronic record means any combination of text, graphics, data, audio, pictorial, or
other information representation in digital form that is created, modified, maintained,
archived, retrieved, or distributed by a computer system.
（6）電子記録とは、コンピュータシステムによって作成、変更、保守、アーカイ
ブ、取得、または配布されるデジタル形式のテキスト、図形、データ、音声、画像、
またはその他の情報表現の任意の組み合わせを意味する。

(7) Electronic signature means a computer data compilation of any symbol or series of
symbols executed, adopted, or authorized by an individual to be the legally binding
equivalent of the individual's handwritten signature.
（7）電子署名とは、個人の手書き署名の法的拘束力と同等の力を持つ、個人が実
行、採用または承認した任意の記号または一連の記号によりコンピュータのデータを
編集したものを意味する。

(8) Handwritten signature means the scripted name or legal mark of an individual
handwritten by that individual and executed or adopted with the present intention to
authenticate a writing in a permanent form. The act of signing with a writing or
marking instrument such as a pen or stylus is preserved. The scripted name or legal
mark, while conventionally applied to paper, may also be applied to other devices that
capture the name or mark.
（8）手書き署名とは、その個人が手書きし、永続的な形式で文書を認証するという
現在の意図で実行または採用された個人が手書きした名前または法的マークを意味す
る。ペンやスタイラスなどの筆記用具またはマーキング用具で署名する行為は保持さ
れる。署名した名前または法的マークは、従来は紙に適用されていたが、名前または
マークを記録する他のデバイスにも適用される。

(9) Open system means an environment in which system access is not controlled by
persons who are responsible for the content of electronic records that are on the
system.
（9）オープンシステムとは、システム上の電子記録の内容に責任を負う人がシステ
ムアクセスを管理しない環境を指す。

Subpart B — Electronic Records
サブパート B — 電子記録
§11.10 Controls for closed systems.

単一のラボ、またはローカルエリアネットワーク、もしくは完全に管理

Persons who use closed systems to create, modify, maintain, or transmit electronic

されたワイドエリアネットワークで接続された複数のラボで適用可能で

records shall employ procedures and controls designed to ensure the authenticity,

す。これらの管理には、行動管理、手順管理、技術管理を含める必要が

integrity, and, when appropriate, the confidentiality of electronic records, and to

あります。

ensure that the signer cannot readily repudiate the signed record as not genuine.
Such procedures and controls shall include the following:

これらの管理は、オープンシステムにも適用する必要があることに注意
してください。

§11.10 クローズドシステムのコントロール
電子記録の生成、変更、維持、転送のためにクローズドシステムを用いる者は、
・信憑性と完全性 そして 必要なら 電子記録の秘匿性、
・署名者が署名された記録が本物でないと容易に否認できないこと
を保証するような手続きと管理を行わなければならない。
そのような手続きと管理とは、以下のようなものである。
(a) Validation of systems to ensure accuracy, reliability, consistent intended

規制対象企業は、電子記録を管理する機器およびデータ管理システムの

performance, and the ability to discern invalid or altered records.

検証について責任を負います。

（a）正確性、信頼性、一貫性のある意図した性能、無効な記録/変更された記録の識

そのような検証（全部または一部）を島津製作所に委託できますが、規

別可能性があることを裏づけるシステムのバリデーション。

制対象企業はその検証内容が適切であることを保証する責任を負いま
す。
実際には、規制対象企業は通常、特定のユーザー要件を検証するための
全体的な責任を性能適格性評価で持ち、その他の検証プロセスを島津製
作所などの機器/システムサプライヤーに委託します。

(b) The ability to generate accurate and complete copies of records in both human

規制対象企業は、LabSolutions CS の機能を使用して、各種コピーを当

readable and electronic form suitable for inspection, review, and copying by the

局に提供する責任があります。

agency. Persons should contact the agency if there are any questions regarding the
ability of the agency to perform such review and copying of the electronic records.

LabSolutions CS で取り扱うデータは、人間が読める形式で画面表示お
よび紙で出力可能です。

（b）FDA による査察のために人が読める形式でと電子的の両方の形式で、正確かつ
完全な記録のコピーを生成できること。この要求に関して質問がある場合は、当局
（FDA）に問い合わせること。
(c) Protection of records to enable their accurate and ready retrieval throughout the

LabSolutions CS は、すべての記録の完全性を保ち、長期の記録保護期

records retention period.

間中に容易に検索して取得できるセキュリティ機能を備えています。

（c）記録の保管期間中、正確かつ迅速に検索できるような記録の保護。

(d) Limiting system access to authorized individuals.

LabSolutions CS はユーザー管理機能（ユーザーアカウントへの変更の

（d）許可された人のみがアクセス可能なシステム。

オーディットトレイルを含む）を備え、ユーザーグループで利用可能な
権限を制限可能です。

(e) Use of secure, computer-generated, time-stamped audit trails to independently

LabSolutions CS は、コンピュータにより自動生成された、タイムスタ

record the date and time of operator entries and actions that create, modify, or delete

ンプ付きのオーディットトレイルを提供します。変更の日付/時刻ならび

electronic records. Record changes shall not obscure previously recorded information.

に変更前後の値も含まれます。

Such audit trail documentation shall be retained for a period at least as long as that

規制対象企業は、LabSolutions CS が実行される OS のタイムゾーンと時

required for the subject electronic records and shall be available for agency review

刻（インターネット上の時刻情報やネットワーク上の時刻サーバーな

and copying.

ど）に定期的に同期されるようにする責任があります。

（e）安全で、かつコンピュータが自動生成し、タイムスタンプ付きのオーディット

オーディットトレイルは、該当するデータと関連付けて保存期間中は保

トレイルを使用することにより、電子記録の作成・変更・削除といったオペレータの

持され、人間が読める形式で画面出力・紙での印刷が可能です。

入力操作や動作の日時を自立的に記録すること。このオーディットトレイルは、記録
の変更により、以前に記録された情報があいまいにならないこと。また、そのような
オーディットトレイルが、それが従属している電子記録に要求される期間以上の期間
保持され、FDA の査察時にレビューとコピーが可能であること。
(f) Use of operational system checks to enforce permitted sequencing of steps and

LabSolutions CS は分析メソッド、バッチの変更をオーディットトレイ

events, as appropriate.

ルに記録できます。

（f）手順と処理を許可された順序で行うようなチェック。

必要に応じて、分析メソッドとシーケンスの利用を強制にします。バッ
チは分析結果と一緒に保存した中である。これらを変更した場合には、
オーディットトレイルへの変更記録が要求されます。

(g) Use of authority checks to ensure that only authorized individuals can use the

LabSolutions CS はユーザー管理機能（ユーザーアカウントへの変更の

system, electronically sign a record, access the operation or computer system input or

オーディットトレイルを含む）を備え、定義されたユーザーグループに

output device, alter a record, or perform the operation at hand.

適用する権限を制限可能です。

（g）権限のある者のみが、システム使用、記録への電子署名、システム入出力デバ

これには、島津製作所の機器のフロントパネルへのアクセスをロックア

イスへのアクセス、記録の変更、手動操作の実施ができること。

ウトする機能が含まれます。

(h) Use of device (e.g., terminal) checks to determine, as appropriate, the validity of
the source of data input or operational instruction.

メソッドには装置構成情報が含まれています。装置構成情報が異なる場
合は警告が出力されるため、データ入力の正当性を確認できます。

（h）データ入力源や操作命令が正当であることを判定するためのデバイスチェッ
ク。
(i) Determination that persons who develop, maintain, or use electronic

規制対象企業は、すべてのスタッフ、コンサルタント、請負業者に適切

record/electronic signature systems have the education, training, and experience to

な教育や訓練を行い、経験を与える責任があります。

perform their assigned tasks.
（i）電子記録、電子署名システムを開発・維持・使用する者は作業を行うための教

島津製作所の製品開発関係者は、適切な教育、訓練、経験を積んでいま

育や訓練を受け、作業経験を有すること。

す。

(j) The establishment of, and adherence to, written policies that hold individuals

規制対象企業はポリシーと SOP をすべて整え、訓練を完全かつ効果的な

accountable and responsible for actions initiated under their electronic signatures, in

ものとする責任があります。

order to deter record and signature falsification.
（j）各個人に電子記録、電子署名に関する不正行為を阻止するため、個人に責任を
持たせるよ文書化された方針の確立と遵守。
(k) Use of appropriate controls over systems documentation including:

規制対象企業は文書の配布、使用および変更について責任を負います。

（k）システム文書の適切な管理：

島津製作所からの納品文書は、改訂および変更管理の対象となります。
規制対象企業は、スタッフが使用、校正、保守などの目的で該当する島

(1) Adequate controls over the distribution of, access to, and use of documentation for
system operation and maintenance.
（1）システム操作と維持のための文書の配布、アクセスと使用の管理。

(2) Revision and change control procedures to maintain an audit trail that documents
timesequenced development and modification of systems documentation.
（2）文書の作成経過、システム文書の変更をオーディットトレイルとして残すため

津製作所の文書にアクセスできるようにする責任があります。

の文書の改訂や変更管理手順。
§11.30 Controls for open systems.

公共のインターネットの使用など、データ所有者が完全に管理できない

§11.30 オープンシステムのコントロール

広域ネットワークを介して機器やデータベースシステムが接続されてい
る場合に適用される可能性があります。

Persons who use open systems to create, modify, maintain, or transmit electronic

追加の管理にはたとえば、以下のようなものがあります。

records shall employ procedures and controls designed to ensure the authenticity,

• 暗号化されたネットワーク接続の使用。（例：https プロトコル、暗号

integrity, and, as appropriate, the confidentiality of electronic records from the point of

化された仮想プライベートネットワークを使用した接続）

their creation to the point of their receipt. Such procedures and controls shall include

• データベース暗号化による機密情報のアクセス制限、オーディットト

those identified in §11.10, as appropriate, and additional measures such as document

レイル、および必要に応じたロックによる保存データのセキュリティの

encryption and use of appropriate digital signature standards to ensure, as necessary

確保。ハードディスクやディスクアレイの暗号化も利用できます。

under the circumstances, record authenticity, integrity, and confidentiality.
電子記録の作成、変更、維持、転送にオープンシステムを使う場合は、§11.10 の手
続き・管理に加えて、文書の暗号化、デジタル署名の利用などの方策を講ずること。
§11.50 Signature manifestations.
§11.50 署名の明示
(a) Signed electronic records shall contain information associated with the signing that

すべての署名イベントの日時は、オーディットトレイルのタイムスタン

clearly indicates all of the following:

プにも使用される時刻を基準に記録されます（データインテグリティに

(1) The printed name of the signer;

関して一貫性を確保します）。

(2) The date and time when the signature was executed; and

LabSolutions CS では、署名の意味の入力は、あらかじめ定義した意味

(3) The meaning (such as review, approval, responsibility, or authorship) associated

から選択したり（よくある事例の場合）、手入力したり（署名の理由が一

with the signature.

般的ではない場合）できます。

（a）署名された電子記録は、署名に関する下記の情報を含むこと
（1） 署名者の名前
（2） 署名した日時
（3） 署名の意味（レビュー、承認、責任、作成 など）

(2) Persons using electronic signatures shall, upon agency request, provide additional

電子記録と電子署名は、人が読める形式で画面表示および印刷可能で

certification or testimony that a specific electronic signature is the legally binding

す。電子署名は電子記録と紐づけて安全に管理され、通常の状態では削

equivalent of the signer's handwritten signature.

除不可です。

（b）この章の(a) (1)、(a) (2)、(a) (3)で要求される項目は、電子記録と同様な管理が
適用され、人が読める形式で表示できること。

§11.70 Signature/record linking.

LabSolutions CS では電子記録と電子署名はリンクしており、通常の方

§11.70 署名と記録のリンク

法では削除・編集できません。

Electronic signatures and handwritten signatures executed to electronic records shall
be linked to their respective electronic records to ensure that the signatures cannot be
excised, copied, or otherwise transferred to falsify an electronic record by ordinary
means.
不正防止のため、電子記録への電子または手書きの署名は、通常の方法では削除・コ
ピー・移し替えできないように記録に関連付けされていること。
Subpart C—Electronic Signatures
サブパート C — 電子署名
§11.100 General requirements.
§11.100 一般的な要求事項
(a) Each electronic signature shall be unique to one individual and shall not be reused

規制対象企業は、すべてのシステムユーザーの識別情報を確認し、署名

by, or reassigned to, anyone else.

の構成要素（ユーザーID、トークンなど）が識別可能な個人として一意

（a）各々の電子署名は個人に特有であること、他の人に再利用されたり、他の人に

に追跡するための管理手順を確立する責任があります。

再割り当てされたりしてはならない。

ユーザーID はシステム内で一意に管理され、同一 ID は登録不可です。

(b) Before an organization establishes, assigns, certifies, or otherwise sanctions an
individual's electronic signature, or any element of such electronic signature, the
organization shall verify the identity of the individual.
（b）電子署名を割り当てる前に、個人の本人確認を行うこと。
(c) Persons using electronic signatures shall, prior to or at the time of such use, certify

この要件は、米国電子商取引法（米国 CFR 15 Part 96）に基づく法的拘

to the agency that the electronic signatures in their system, used on or after August

束力のある電子署名の一般的な受け入れ可能性よりも前の日付になって

20, 1997, are intended to be the legally binding equivalent of traditional handwritten

いますが、引き続き有効です。

signatures.

規制対象企業は、これらの要件を遵守する責任があります。

（c）1997 年 8 月 20 日以降、電子署名をシステムで使用する場合には、それが従来
の手書きの署名と同等の法的拘束力を有するものであることを事前に FDA に証明す
ること。

(1) The certification shall be submitted in paper form and signed with a traditional
handwritten signature, to the Office of Regional Operations (HFC-100), 5600 Fishers
Lane, Rockville, MD 20857.
（1）証明書は、紙の様式としその上に手書きの署名をした上で the Office of
Regional Operations (HFC-100), 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20857.まで提出す
ること。
(2) Persons using electronic signatures shall, upon agency request, provide additional
certification or testimony that a specific electronic signature is the legally binding
equivalent of the signer's handwritten signature.
（2）FDA から要求があれば、特定の電子署名が、その署名者の手書き署名と同等の
法的な拘束力があることを示す証明書や証拠を提出すること。
§11.200 Electronic signature components and controls.

LabSolutions CS は、ユーザーID とパスワードの組み合わせを使用しま

§11.200 電子署名の構成要素とその管理

す。バイオメトリクス認証は非対応です。

(a) Electronic signatures that are not based upon biometrics shall:
(1) Employ at least two distinct identification components such as an identification
code and password.
（a）バイオメトリックス（身体的特徴）に基づかない電子署名は：
（1）ID コードとパスワードなど、本人特定のための少なくとも 2 つの識別認証要素
を使うこと。
(i) When an individual executes a series of signings during a single, continuous period

LabSolutions CS には、組織のポリシーと規範に基づき、どちらの要件

of controlled system access, the first signing shall be executed using all electronic

にも対応可能です。具体的には、連続して署名する場合にはパスワード

signature components; subsequent signings shall be executed using at least one

は再入力の必要があります。

electronic signature component that is only executable by, and designed to be used
only by, the individual.
（i）一連の連続する署名操作をシステムから離れずに行う場合、最初の署名には電
子署名の全ての識別認証要素を使用し、それ以降の署名には、最低一個の本人のみ使
用できるように設計されている識別認証要素を使用して署名するものとする。

(ii) When an individual executes one or more signings not performed during a single,
continuous period of controlled system access, each signing shall be executed using
all of the electronic signature components.
（ii）複数個の署名が、システムから離れずに行われることのない、あるいは連続し
て行われることのない場合は、各々の署名には全ての署名要素を必要とする。
(2) Be used only by their genuine owners; and

規制対象企業は、ユーザーID とパスワードが複数の者に共有されず、シ

（2）真正な本人のみが使うことができること

ステム管理者がユーザーパスワードを知らないことを保証するための、

(3) Be administered and executed to ensure that attempted use of an individual's

効果的な行動および手順管理を確立する必要があります。

electronic signature by anyone other than its genuine owner requires collaboration of

複数代理人による電子署名機能は非対応です。

two or more individuals.
（3）電子署名の本人以外の人がその署名を使用しようとする場合は、複数の人の協
力を必要とするように管理し、実行すること。
(b) Electronic signatures based upon biometrics shall be designed to ensure that they

LabSolutions CS は、バイオメトリクス認証に非対応です。

cannot be used by anyone other than their genuine owners.
（b）バイオメトリクスに基づく電子署名は、本人以外が使用できないような設計に

規制対象企業がバイオメトリクス認証を使用できるコンピュータハード

なっていること。

ウェアを使用する場合、セキュリティ、データインテグリティ、および
アクセスの可用性を確保するために、評価および検証する必要がありま
す。

§11.300 Controls for identification codes/passwords.
§11.300 ID コードとパスワードの管理
Persons who use electronic signatures based upon use of identification codes in

規制対象企業は、すべてのユーザーID が識別された個人に対して一意に

combination with passwords shall employ controls to ensure their security and

追跡可能であることを確認するための管理手順を確立する責任がありま

integrity.

す。

Such controls shall include:

ユーザーID はシステム内で一意に管理され、同一 ID は登録不可です。

ID コードとパスワードに基づく電子署名を使用する場合は、安全性と完全性を保証
できる管理を行うこと。そのような管理とは下記のものを含む。

(a) Maintaining the uniqueness of each combined identification code and password,
such that no two individuals have the same combination of identification code and
password.
（a）ID コードとパスワードの組み合わせが唯一無二のものであり、いかなる人も同
じ ID コードとパスワードの組み合わせを持つことがないようにすること。
(b) Ensuring that identification code and password issuances are periodically

規制対象企業は、確立された手順に従って LabSolutions CS パスワード

checked, recalled, or revised (e.g., to cover such events as password aging).

を時間の経過に応じて管理し、ユーザーアカウント、権限、およびパス

（b）ID コードとパスワードを定期的にチェックし、取り消し、または改訂するよう

ワードの使用を定期的に確認するプロセスを確立する責任があります。

にすること。すなわち、パスワードの有効期限管理を行うこと。

LabSolutions CS ではパスワードの有効期限を設定できます。

(c) Following loss management procedures to electronically deauthorize lost, stolen,

規制対象企業は、ID やパスワードが含まれたトークンカードなどの遺

missing, or otherwise potentially compromised tokens, cards, and other devices that

失、盗難、紛失または損壊時に、新しいトークンカードの発行手順を確

bear or generate identification code or password information, and to issue temporary

立する責任があります。

or permanent replacements using suitable, rigorous controls.

LabSolutions CS にはトークンカードなどを利用した認証機能はありま

（c）ID コードやパスワード情報が入った、または生成するトークン、カードやその

せん。

他のデバイスの逸失、盗難、紛失、喪失、損壊などが起きたときに、それを再認定
し、また適切で厳格な管理に基づき一時的または恒久的に代替品を発行する遺失管理
手順を作ること。
(d) Use of transaction safeguards to prevent unauthorized use of passwords and/or

規制対象企業は、LabSolutions CS のパスワード管理を設定して、繰り

identification codes, and to detect and report in an immediate and urgent manner any

返されるログイン試行を報告し、確立された手順管理に従ってアカウン

attempts at their unauthorized use to the system security unit, and, as appropriate, to

トを無効にする責任があります。データ所有者へのログイン繰り返しの

organizational management.

報告もこれに含める必要があります。

（d）パスワードや ID コードの不正な使用を防止し、システムのセキュリティ部門へ

LabSolutions CS はログインエラーなどの不正アクセスに関する記録を

の不正なアクセスの試みを速やかにかつ最優先で検出し、部署の管理者に通知するト

ログに残すことが可能です。また、電子メールによる通知機能がありま

ランザクション保護機能を使用すること。

す。

(e) Initial and periodic testing of devices, such as tokens or cards, that

LabSolutions CS にはトークンカードなどを利用した認証機能はありま

bear or generate identification code or password information to ensure

せん。

that they function properly and have not been altered in an unauthorized
manner.
（e）ID コードやパスワード情報が入った、または生成するトークン、カードなどの
デバイスを、使用開始時、およびその後定期的にチェックし、それらの機能が正しく
動き、内容を不正に変更できないようにすること。

Annex.11 適用条項
島津製作所が、EudraLex（欧州連合における医薬品の規制規則）Vol.4「9 Good Manufacturing Practice, Medicinal Products for Human and Veterinary Use」の
「Annex 11：コンピュータ化システム」の要件遵守をどのように支援できるかを示しています。

規制対象企業は、Eudralex Vol.4、Annex 11 の広範な範囲を遵守する責任を負います。
1. Risk Management

規制対象企業は、ラボ機器の適格性およびラボのシステムの検証に対してリス

1. リスクマネジメント

クベースのアプローチを取る責任があります。
島津製作所のプロフェッショナルサービスが仕様検討、据付、適格性評価およ

Risk management should be applied throughout the lifecycle of the computerised

びバリデーションをサポートしている場合、規制対象企業は、当社の機器およ

system taking into account patient safety, data integrity and product quality.

びシステムの使用方法と、機器またはシステムの使用に伴うリスクの重要性を

As part of a risk management system, decisions on the extent of validation and data

明確に定義することが重要です。（研究施設で使用するか製造 QC ラボで使用

integrity controls should be based on a justified and documented risk assessment of

するか）。

the computerised system.
リスクマネジメントは、患者の安全性、データの完全性、製品の品質を考慮に入れ、
コンピュータ化システムのライフサイクル全体に適用すること。リスクマネジメント
の一部として、バリデーションの範囲とデータの完全性の判断は正当化し、文書化し
たコンピュータ化システムのリスク評価に基づいて行うこと。
2. Personnel

島津製作所が提供するスタッフと委託業者（代理店を含む）はすべて、適切な

2. 職員

資格、教育および訓練を受けており、仕様検討、据付、適格性評価およびバリ
デーション作業を確実に実行します。

There should be close cooperation between all relevant personnel such as Process
Owner, System Owner, Qualified Persons and IT. All personnel should have
appropriate qualifications, level of access and defined responsibilities to carry out their
assigned duties.
プロセスオーナー、システムオーナー、出荷責任者、IT 部門などあらゆる関連のあ
る職員に密接な協力関係があること。全職員は、割り当てられた職務を行なうため
の、適切な能力、アクセスレベル、明確な責任を持つこと。

3. Suppliers and Service Providers

3.1 島津製作所は、すべての規制対象企業と正式な契約が確立されることを想

3. 供給者とサービスプロバイダ

定しています。
3.2 島津製作所は成熟した定評のあるサプライヤーであり、ISO 9001 などの

3.1 When third parties (e.g. suppliers, service providers) are used e.g. to provide,

品質管理システムを遵守しています。

install, configure, integrate, validate, maintain (e.g. via remote access), modify or

ほとんどの規制対象企業はこの状況を活用して、規制対象企業が現地ですべて

retain a computerised system or related service or for data processing, formal

の監査を行うのではなく、島津製作所のアセスメントで済ますようにしていま

agreements must exist between the manufacturer and any third parties, and these

す。

agreements should include clear statements of the responsibilities of the third party.

3.3 島津製作所は、当社の機器とシステムの実装とバリデーションで活用でき

IT-departments should be considered analogous.

る包括的な文書を提供します。

3.1 サードパーティー（例えば供給者、サービスプロバイダ）をコンピュータ化シス

3.4 島津製作所は、要望に応じて品質システム認証のコピーを提供できます。

テム或いは関連したサービス、データ処理のためのサービスを提供、インストール、
環境設定、集約、バリデート、保守管理（例えば、リモートアクセスを経由し
て） 、変更、維持するために使う場合、製造業者とサードパーティーの間に、正式
な契約が存在せねばならず、これらの契約には、サードパーティーの責任の明確な記
載を含むこと。IT 部門は同様に責任があるとみなすこと。

3.2 The competence and reliability of a supplier are key factors when selecting a
productor service provider. The need for an audit should be based on a risk
assessment.
3.2 製品或いはサービスプロバイダを選ぶときの供給者の能力と信頼性は主要な要素
である。監査の必要性はリスク評価を基にすること。

3.3 Documentation supplied with commercial off-the-shelf products should be
reviewed by regulated users to check that user requirements are fulfilled.
3.3 市販の製品に関する文書は、ユーザーの要求事項を満たすことを確認するために
規制を受けるユーザーが照査すること。

3.4 Quality system and audit information relating to suppliers or developers of
software and implemented systems should be made available to inspectors on

request.
3.4 供給者、ソフトウェア及び運用しているシステムの開発者に関する品質システム
及び監査情報は査察官の要求があり次第、提示できるようにすること。

4. Validation

4.規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。

4. バリデーション

4.1 規制対象企業は、島津製作所が作成した標準機器/システムの文書
やプロジェクト固有の文書を活用できます。

4.1 The validation documentation and reports should cover the relevant steps of the

4.2 これは規制対象企業の責任です。島津製作所のスタッフは、規制

lifecycle. Manufacturers should be able to justify their standards, protocols,

対象企業の変更管理システムの範囲内で、生産機器/システムのみを変

acceptance criteria, procedures and records based on their risk assessment.

更します。

4.1 バリデーションの文書及び報告書はライフサイクルの該当する段階を網羅するこ

4.3 規制対象企業は、この要件を満たす責任があります。

と。製造業者は、リスク評価を基にした、基準、プロトコル、許容基準、手順書、記

4.4 規制対象企業のユーザー要件は、島津製作所の標準機器/システム

録を正当化できるようにすること。

仕様を活用できますが、機器/システムの使用目的に沿った要件でなけ
ればなりません。

4.2 Validation documentation should include change control records (if applicable) and

4.5 上記のセクション 4.3 を参照ください。

reports on any deviations observed during the validation process.

4.6 規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。

4.2 バリデーション文書に変更管理記録（該当する場合）及びバリデーションの工程

島津製作所の機器およびシステムはカスタマイズすることを目的とし

で認められた逸脱に関する報告書を含めること。

ていません。
4.7 島津製作所の標準 IQ および OQ プロトコルを、テスト活動の一環

4.3 An up to date listing of all relevant systems and their GMP functionality

として活用できます（規制対象企業または当社のスタッフが実行）。

(inventory)should be available.

4.8 島津製作所の機器とシステムを統合するときの検証チェックは、

For critical systems an up to date system description detailing the physical and logical

標準手順で実施します。

arrangements, data flows and interfaces with other systems or processes, any
hardware and software pre-requisites, and security measures should be available.
4.3 すべての該当するシステムと GMP で果たしている機能の最新のデータリスト
（一覧表）が入手できること。
重要なシステムについては、物理的及び論理的な配列、データの流れ、他のシステム
或いは工程とのインターフェイスを詳しく述べている最新のシステム、ハードウェ
ア、ソフトウェアの必須条件の記述及びセキュリティ対策が利用できること。

4.4 User Requirements Specifications should describe the required functions of the
computerised system and be based on documented risk assessment and GMP
impact. User requirements should be traceable throughout the life-cycle.

4.4 要求事項仕様書は、コンピュータ化システムに要求された機能を記述し、文書化
されたリスク評価及び GMP への影響に基づいてこと。ユーザー要求事項は、ライフ
サイクルを通じて追跡可能であること。

4.5 The regulated user should take all reasonable steps, to ensure that the system
has been developed in accordance with an appropriate quality management system.
The supplier should be assessed appropriately.
4.5 規制を受けるユーザーは、適切な品質管理システムに従って、システムが開発さ
れていることを保証するための、あらゆる妥当な措置を講じること。供給者を適切に
評価すること。

4.6 For the validation of bespoke or customised computerised systems there should
be a process in place that ensures the formal assessment and reporting of quality and
performance measures for all the life-cycle stages of the system.
4.6 特注或いはカスタマイズされたコンピュータ化システムのバリデーションについ
ては、システムの全ライフサイクルを通じて品質及び性質について採られた措置は正
式に評価して報告を保証するための工程があること。

4.7 Evidence of appropriate test methods and test scenarios should be demonstrated
Particularly, system (process) parameter limits, data limits and error handling should
be considered. Automated testing tools and test environments should have
documented assessments for their adequacy.
4.7 適切な試験方法及び試験計画の証拠を示すこと。特にシステム（工程）パラメー
タの限界値、データの限界値及びエラーの扱いを考慮すること。自動テストツール及
び試験環境については、文書化した適性評価の結果を保有していること。

4.8 If data are transferred to another data format or system, validation should include
checks that data are not altered in value and/or meaning during this migration
process.

4.8 データを別のデータフォーマット或いはシステムに変換する場合は、バリデーシ
ョンにおいては、データがこの移行処理の間に、量及び／又は意味が変わっていない
かの確認を含むこと。

5. Data

島津製作所の機器とシステム、または認定サードパーティの機器を統

5. データ

合する場合は、標準機能として実装しています。

Computerised systems exchanging data electronically with other systems should
include appropriate built-in checks for the correct and secure entry and processing of
data, in order to minimize the risks.
他のシステムでコンピュータを用いてデータを変換するコンピュータ化システムは、
リスクを最小にするために、正確で安全な入力及びデータ処理のための適切な組込検
査を含むこと。
6. Accuracy Checks

手入力データの正確性確認作業は規制対象企業の責任です。

6. 正確性の確認

島津製作所の機器およびシステムでは、確認作業を構成できます。

For critical data entered manually, there should be an additional check on the
accuracy of the data. This check may be done by a second operator or by validated
electronic means. The criticality and the potential consequences of erroneous or
incorrectly entered data to a system should be covered by risk management.
手動で入力された重要なデータは、データの正確性に関する追加確認をすること。こ
の確認は、別の操作者或いはバリデートされたコンピュータを用いた方法で行って差
し支えない。システムに誤って或いは不正確に入力されたデータの重篤度と起こりう
る結果は、リスクマネジメントで防ぐこと。

7. Data Storage

7.1 島津製作所のシステムに保存されているすべてのデータは、役割

7. データの保存

に基づいたアクセス許可やユーザー認証などの包括的なセキュリティ
管理機能によって論理的に保護されています。

7.1 Data should be secured by both physical and electronic means against damage.

7.2 規制対象企業は、LabSolutions CS によって提供されるバックアッ

Stored data should be checked for accessibility, readability and accuracy. Access to

プおよびアーカイブ機能を利用して要求を満たす責任を負います。

data should be ensured throughout the retention period.
7.1 データは、物理学的方法及び電子的方法によって損傷害から守ること。記憶され
たデータはアクセスのしやすさ、可読性、正確性を確認すること。

7.2 Regular back-ups of all relevant data should be done. Integrity and accuracy of
backup data and the ability to restore the data should be checked during validation
and monitored periodically.
7.2 すべての該当データの定期的なバックアップを行うこと。バックアップデータの
完全性と正確性及びデータを保存する能力は、バリデーションで確認し、定期的にモ
ニターすること。
8. Printouts

8.1.すべての関連データについての人間が読めるコピー（ハードコピー

8. 印刷物

を含む）を提供できます。

8.1 It should be possible to obtain clear printed copies of electronically stored data.

8.2 LabSolutions CS ではオーディットトレイルを表示および印刷でき

8.1 電子的に記憶されたデータの鮮明に印刷した副本を入手可能にすること。

ます。

8.2 For records supporting batch release it should be possible to generate printouts
indicating if any of the data has been changed since the original entry.
8.2 バッチの出荷を判定する記録のために、オリジナルの入力以降に、データのいか
なる部分が変更されているかどうかを示せる印刷物を作成できるようにしておくこ
と。

9. Audit Trails

LabSolutions CS の標準機能であり、ユーザーの役割と権限、分析メソ

9. 監査証跡

ッド、結果、レポートなどの変更など、幅広いデータと記録に適用さ
れます。

Consideration should be given, based on a risk assessment, to building into the
system the creation of a record of all GMP-relevant changes and deletions (a system
generated "audit trail"). For change or deletion of GMPrelevant data the reason should
be documented. Audit trails need to be available and convertible to a generally
intelligible form and regularly reviewed.
リスク評価を基にして、あらゆる GMP 上の変更及び削除の記録の作成をシステムに
組入れることを考慮すること。（システムに組込まれた「監査証跡」であること。）
GMP 上のデータの変更或いは削除のための理由を文書化すること。監査証跡は入手
することができ、一般的にわかりやすい書式に変換可能で定期的に照査する必要があ
る。
10. Change and Configuration Management

規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。通常、島津

10. 変更と環境設定の管理

製作所のスタッフは、規制対象企業と連携し、規制対象企業の変更管
理システムの下で、機器とシステムの変更作業を行います。

Any changes to a computerised system including system configurations should only
be made in a controlled manner in accordance with a defined procedure.
システムの環境設定を含めたコンピュータ化システムの変更は、定義された手順に従
って管理された方法で行うこと。

11. Periodic evaluation

規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。島津製作所

11. 定期的な照査

は、規制対象企業に代わって機器およびシステムの定期的な評価を実
施し、それらが有効な状態を維持し、データインテグリティを含む

Computerised systems should be periodically evaluated to confirm that they remain in
a valid state and are compliant with GMP. Such evaluations should include, where
appropriate, the current range of functionality, deviation records, incidents, problems,
upgrade history, performance, reliability, security and validation status reports.
コンピュータ化システムについては、システムが有効な状態を保ち、かつ GMP に適
合しているかを確認するための定期的な照査を行うこと。そのような照査は、必要で
あれば、逸脱の記録、偶発的な事故、問題、アップグレードの履歴、性能、信頼性、
セキュリティ及びバリデーションの状況報告書の最新版を含めること。

GMP 要件に準拠していることを確認できます。

12. Security

12.1 島津製作所の機器およびシステムは、広範囲に設定可能なユーザ

12. セキュリティ

ー認証や役割に基づいた許可など、包括的な論理的セキュリティ管理
機能を備えています。

12.1 Physical and/or logical controls should be in place to restrict access to
computerised system to authorised persons. Suitable methods of preventing

12.2 島津製作所の機器およびシステムのアクセス管理とユーザー認証

unauthorised entry to the system may include the use of keys, pass cards, personal

ルールは、リスクに基づいて厳格に構成できます。

codes with passwords, biometrics, restricted access to computer equipment and data

12.3 規制対象企業がこれらの要件を満たす責任があります。

storage areas.

12.4 島津製作所のオーディットトレイル機能はこれらの要件を満たし

12.1 コンピュータ化システムへのアクセス権限を与えられた作業者に制限するため

ています（21 CFR Part 11 のセクションを参照）。

の物理的及び／又は論理的管理を設けること。システムへの不正な入力を予防する適
切な方法は、キー、パスカード、パスワードによる個人コード、生体認証、コンピュ
ータ装置及びデータ記憶領域へのアクセス制限を含める。

12.2 The extent of security controls depends on the criticality of the computerised
system.
12.2 セキュリティ管理の程度は、コンピュータ化システムの重要度による。

12.3 Creation, change, and cancellation of access authorisations should be recorded.
12.3 アクセス権限の設定、変更、解除を記録すること。
12.4 Management systems for data and for documents should be designed to record
the identity of operators entering, changing, confirming or deleting data including date
and time.
12.4 データ及び書類の管理システムは、日付と時間を含む、システムへのアクセス
をし、データを変更し、確認又は削除を行った操作者の識別を記録するように設計す
ること。

13. Incident Management

規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。

13. 事故の管理

All incidents, not only system failures and data errors, should be reported and
assessed.
The root cause of a critical incident should be identified and should form the basis of
corrective and preventive actions.
システムの機能停止及びデータの誤りだけでなく、あらゆる事故を管理し評価するこ
と。
重大な事故の根本的な原因を特定し、それを基に是正措置・予防措置を作り上げるこ
と。
14. Electronic Signature

LabSolutions CS の標準電子署名機能は、これらの要件を満たしていま

14. 電子署名

す（21 CFR Part 11 を参照）。

Electronic records may be signed electronically. Electronic signatures are expected to:
a. have the same impact as hand-written signatures within the boundaries of the
company,
b. be permanently linked to their respective record,
c. include the time and date that they were applied.
電子書類はコンピュータを用いた署名ができる。電子署名は以下の通りである。
a. 会社内での手書きの署名と同じ効力がある。
b. 記録が存在する限り、個々の記録と関連付ける。
c. 署名を行った日時を含む。

15. Batch release

規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。

15. バッチの出荷判定

When a computerised system is used for recording certification and batch release, the
system should allow only Qualified Persons to certify the release of the batches and it
should clearly identify and record the person releasing or certifying the batches. This
should be performed using an electronic signature.
判定及びバッチ出荷の記録にコンピュータシステムを使用する場合は、出荷判定者の
みにバッチ出荷の判定の権限を認め、バッチの出荷或いは判定を行った作業者を明確
に識別し記録すること。これは電子署名を使用すること。
16. Business Continuity

規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。

16. 事業継続性

島津製作所の機器およびシステムは非常に信頼性が高いですが、適切
なビジネス継続性を確保するには、適切な数の機器を設置する必要が

For the availability of computerised systems supporting critical processes, provisions
should be made to ensure continuity of support for those processes in the event of a
system breakdown (e.g. a manual or alternative system). The time required to bring
the alternative arrangements into use should be based on risk and appropriate for a
particular system and the business process it supports. These arrangements should
be adequately documented and tested.
重要工程をサポートするコンピュータ化システムの有効性のために、システムの故障
が発生した場合の工程のサポートの持続性を保証する規則を作成すること（例えば、
手動或いは代替のシステム）。代替手段を使い始めるのに必要な時間はリスクに基づ
き、特殊なシステム及びシステムがサポートする業務に適応していること。この処置
を適切に文書化し演習すること。

あります。

17. Archiving

規制対象企業は、これらの要件を満たす責任があります。LabSolutions

17. アーカイブ

CS はデータをアーカイブする機能があります。

Data may be archived. This data should be checked for accessibility, readability and
integrity. If relevant changes are to be made to the system (e.g. computer equipment
or programs), then the ability to retrieve the data should be ensured and tested.
データはアーカイブに保存することができる。このデータは、アクセスのしやすさ、
可読性、完全性を確認すること。システム（コンピュータの装置或いはプログラム）
に変更がある場合は、データ復元の能力を保証し演習すること。

データインテグリティの管理
次の表は、島津製作所がサポートする規制対象企業がデータインテグリティの要件にどのように準拠できるかを示しています。

上記のように、規制対象のお客様は、行動と手順の管理を保証する責任があります。

島津製作所のラボ機器およびデータベースシステムには複数の機能があり、正しく構成および検証されると、ALCOA+のデータインテグリティの原則が保証されま
す。LabSolutions CS ソフトウェアの機能の一部を以下に説明し、当社の機器とソフトウェアが強化された管理を実施する方法を示し、お客様が手順のコンプライ
アンス不足とデータインテグリティの動作不良に起因するデータインテグリティリスクの一部を防止できるようにします。

A Attributable

（帰属性）

L Legible

C Contemporaneous

（同時性）

O Original

（原本性）
誰がやったのか、いつやったの

か、なぜやったのか。

理解できるか、永続的か。

（判読姓）

それが起こった時点でキャプチャ

/記録されたか。













データ処理結果をデータ情報ビューで利用可能

















オーディットトレイルの変更理由を事前定義から選択する機能

結果ファイルの確認結果に署名/承認する機能

安全なデータベースでのレポートと測定パラメータの管理

選択したデータファイルに関する統合されたレポートセット

結果ファイルの外部 LIMS システムへの転送



安全なデータベースへの検証データの登録

使用したパラメータを確認および印刷する機能

使用したメソッドを確認および印刷する機能

メソッドの変更に関する管理可能な変更履歴

管理の説明

人間が読めるオーディットトレイルをログブラウザで表示

オーディットトレイルにデータ編集の理由を入力することを要求

ALCOA+属性
特徴と機能の例










原本か検証済みの複製か。


A Accurate
（正確性）
+ Complete
（完全性）

文書化されていないエラーや変更
がないか。





メタデータやオーディットトレイ
ルなど、すべてのデータが含まれ

























































































ているか。
Consistent

すべてのデータとタイムスタン

（一貫性）

プが一貫しているか。

Enduring

管理されたメディア（ハードコ

（耐久性）

ピーまたは電子）に記録されて
いるか。

Available

ライフサイクル全体を通して承

（利用可能性）

認されたユーザーが利用できる
か。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、
「 」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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