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GLP/GMPを支援するバリデーションソフトの紹介
Introduction of GLP/GMP Supporting Performance Validation Software
現在，
さまざまな規制や規格において分析機器のバリデー

並びに日本薬局方（JP）
，ヨーロッパ薬局方（EP）
，米国薬

ションが求められていますが，手動でバリデーションを行う

局方（USP）の試験に対応しており，このソフトウェアを用

ことは煩雑な作業です。そこでUV-2600/2700には，手軽

いることで，条件設定など煩雑であった分光光度計の性能

にバリデーションを行うためのソフトウェアが標準装備され

確認作業が簡単に行えます。
H. Abo

ました。このソフトウェアは，
JIS K0115吸光光度分析通則，

■バリデーション
Validation
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準
を指してGMP（Good Manufacturing Practice）
といいます
が，
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基

とされる項目は記述されていますが，はっきりとした適合範
囲についての記載はありません。
一方，日本薬局方やヨーロッパ薬局方においては，分光

準に関する省令（平成16年12月24日厚生労働省令第179号）
」

光度計に必要とされる試験と適合範囲がそれぞれ定められ

において『
「バリデーション」
とは，製造所の構造設備並びに

ています。

手順，
工程その他の製造管理及び品質管理の方法
（以下「製

現在日・米・欧医薬品規制の国際的ハーモナイゼーション

造手順等」
という。
）
が期待される結果を与えることを検証し，

が行われつつありますが分光光度計のバリデーションにつ

これを文書とする』
と記述されています。分析機器において

いてはまだ統一されていません。

は，
「バリデーションとは，あらかじめ文書化された手順に
従い，機器の点検整備（校正を含む）を定期的に行い，そ
Table 1

の記録を残す。
」
ことになります。
UV-2600/2700にはこのバリデーションのためのソフト
ウェアが標準装備されています。Table 1にバリデーションソ
フトウェアの検査項目名と各規格が要求している項目の対

バリデーションソフト対応検査項目
Inspection Items of Performance Validation Software

検査実施項目
波長正確さ

JIS
○

JP
○

EP
○

USP
○

○

○

応表を示します。このソフトウェアは必要とされる全ての項

波長繰り返し精度

○

○

測光正確さ

○

○

目に対応しています。

測光繰り返し精度

○

○

分解

○

○

迷光

○

○

ノイズレベル

○

ベースライン平坦度

○

ベースライン安定性

○

このうちJIS K0115吸光光度分析通則には，分光光度計
の「装置の性能試験」に関する9項目が記述されています。
しかしながら，必要とされる適合範囲については，はっきり
と言及されていません。米国薬局方（USP）
においても必要

■日本薬局方
Japanese Pharmacopoeia (JP)
「第十六改正

日本薬局方

一般試験法

紫外可視吸

光度測定法」
の「装置及び調整法」
には，分光光度計の波
長および透過率の試験について記述があります。

て低圧水銀ランプユニットを用意しました。Fig. 1にUV-2600
に低圧水銀ランプユニットの設置した外観を示します。
輝線を用いる場合，波長の適合範囲は波長正確さ＊にお

波長については，市販の波長校正用光学フィルター，低

いて±0.3 nm以内，波長繰り返し精度＊は平均値±0.2 nm

圧水銀ランプ，重水素放電管のいずれかを用いて試験を行

以内とされています。フィルターを用いる場合，波長正確さ＊に

うとされています。その中で本体装置に標準装備されている

おいて±0.5 nm以内，波長繰り返し精度＊は，平均値±0.2 nm

重水素放電管の2つの輝線（486.00 nm，656.10 nm）
で試

以内とされています。

験する方法がよく行われています。一方，低圧水銀ランプの
場合には，4つの輝線（253.65 nm，365.02 nm，435.84 nm，

さらに透過率又は吸光度については，市販の透過率校
正用フィルターを用いて試験を行うとされています。

546.07 nm）
を用い，紫外領域を含む広い範囲で波長の試

透過率又は吸光度の適合範囲は，測光正確さ＊において

験が行えます。そこでUV-2600/2700では，オプションとし

透過率校正用フィルターの試験成績書に示された相対精度
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の上限値および下限値にそれぞれ1 %を加えた値以内，測
光 繰り返し精度＊は，吸光度が0.500以下のとき，平均値
±0.002以内，吸光度が0.500を超えるとき，平均値±0.004
以内とされています。さらに透過率の異なる透過率校正用
フィルターを複数枚用い，直線性の確認を行うことが望ま
しいとされています。
これらのバリデーションの試 験条 件をそれぞれ設定し，
データを測定，さらに測定値の計算を手動で行うことは，
非常に煩雑な作業です。そこで役立つのがバリデーション
ソフトウェアです。このソフトウェアでは，検査項目の選択
をするだけで，バリデーションを簡単に行うことができます。
Fig. 1

低圧水銀ランプユニット
Low-Pressure Mercury Lamp Unit

■ヨーロッパ薬局方
European Pharmacopoeia (EP)
「European Pharmacopoeia 7th Edition」の「Absorption
spectrophotometry, ultraviolet and visible」では，紫外可

重クロム酸カリウム溶液を用いて確認するとされています。
その適合範囲は，吸光度で±0.010以内とされています。

＊

迷光＊では，吸収フィルターもしくは12 g/L塩化カリウム

に関する記述があります。分解＊と迷光＊は，日本薬局方に

溶液を用いて確認するとされています。198 nmにおいて吸

はない項目です。その他，測定の際のスリット幅の設定，

光度2.0以上（透過率で1 %以下）
であることが求められてい

分光光度計そのものではありませんが測定に用いるセルの

ます。

視分光光度計の波長正確さ ，測光正確さ ，分解 ，迷光
＊

＊

＊

光路長に関する記述も見られます。
波長正確さ＊については，ホロミウム過塩素酸溶液の吸収
もしくは，水素放電管，重水素放電管，低圧水銀ランプの

分解＊は，0.02 %（V/V）
トルエン含有ヘキサン溶液を用い
て確認するとされています。269 nmの吸収極大値と266 nm
の吸収極小値の比を確認することが求められています。

輝線のうち適切なものを用いて確認するとされています。そ

バリデーションソフトウェアは新たにヨーロッパ薬局方の

の 適 合 範 囲は， 紫 外 領 域 で±1 n m以 内， 可 視 領 域 で

迷光と分解にも対応し，全ての項目でバリデーションを簡単

±3 nm以内とされています。

に行うことができます。

測光正確さ については，適切な吸収フィルターもしくは
＊

■米国薬局方
The United States Pharmacopeia (USP)
「The United States Pharmacopeia」
の
「spectrophotometry
and light-scattering」
には，一部に紫外可視分光光度計の

■バリデーション実施例
Example of Instrument Validation
Fig. 2にバリデーションソフトウェアの画面を示します。画
面は大きく4つに分けられます。

波長正確さ＊，測光正確さ＊に関する記述があります。
まず波長正確さ＊については，低 圧水銀ランプの輝線，

①「ファイル情報」
ペーン

水素放電管の輝線あるいはディディミウムやホロミウムなど

測定後に自動保存されるファイルの情報を入力します。必

の紫外可視領域に吸収をもつ適切なガラスフィルターを用い

要な項目を入力しないと検査を開始できませんので必要事

て確認するとされています。

項の入力忘れがありません。また測定したデータは必ず保

また測光正確さ については，標準ガラスフィルターもしく
＊

存されますので記録忘れもありません。

は重クロム酸カリウムのような透過率のわかっている溶液を
用いて確認するとされています。
しかしながらそれらの適合範囲については，特に記載さ

②「検査実施項目」
ペーン
検査実施項目を確認します。項目はわかりやすくリスト表

れていません。バリデーションソフトウェアでは他の規制，

示されます。ツールバーの条件設定ボタンを押すと検査条

規格などの適合範囲の中で最も厳しい値を推奨値として全

件の設定画 面が表 示され 項目の追 加や削除ができます。

ての検査項目で設定しています。

Fig. 3に検査条件の設定画面を示します。必要な検査実施
項目をチェックボックスで簡単に選択できます。詳細条件を
表示させると適合範囲の変更や推奨値での設定も簡単に行
えます。

なお規制，規格に関する記述は，平成23年9月時点のものです。
＊
注）
：バリデーションソフトウェアでの対応検査項目名

③「システム状態」
ペーン
残り検査時間，および検査の進捗状況（検査ログ）
が表
示されます。
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⑤
②

①

③

④

Fig. 2

バリデーションソフトウェア画面
Screen of Performance Validation Software

④「検査結果」
ペーン
現在検査中のデータまたは検査実施項目ペーンで選択さ
れている項目の結果が表示されます。またタブを切り替える
ことで測定データや検査の条件が確認できます。
⑤「ツールバー」
使用頻度の高い機能をツールボタンとして表示します。
項目確認後，ツールバーのスタートボタンを押すと検査を
開始します。装置条件などの設定はソフトウェアが自動で行
うため手間がかかりません。試料室が空であることの確認，
フィルターの出し入れなどは，画面上の指示に従うだけで行
えます。
検査が終了すると②のペーンに各検査実施項目の合否判
定結果が表示されます。また印刷ボタンを押すだけで検査
した全項目が印刷できます。プリントアウトには検査項目ご
との測定データの詳細と合否判定結果が印刷されます。さ
らに測定結果は自動的に電子ファイルとして保存されます。
バリデーションソフトウェアで新たに対応した波長正確さ
（低
圧水銀ランプ）
と分解（トルエン/ヘキサン法）
の検査結果印
刷例をFig. 4とFig. 5に示します。

Fig. 3

検査条件の設定画面
Screen for Setting of Inspection Items
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波長正確さ（低圧水銀ランプ）1ページ目

波長正確さ（低圧水銀ランプ）2ページ目
Fig. 4

印刷例その1
Printed Results

■まとめ
Conclusion
このバリデーションソフトウェアを用いることでさまざまな
規制，規格で必要とされるバリデーションの条件設定，デー
タ測定，合否判定，結果の印刷，ファイルの保存までの一
連の作業が簡単に行えます。

分解（トルエン/ヘキサン法）
Fig. 5

印刷例その2
Printed Results
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