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LabSolutions レポートセットを活用した
Data Integrity（データの完全性）への対応

LabSolutions DB/CS report set for data integrity compliance
菊本 守 1

Abstract:
分析データに関する最近のトピックスとして、データの改ざんや差し替えなどによるデータインテグリティ（Data Integrity：データの完
全性）の欠落があります。その原因は、意図的であれ偶発的であれ、多くの場合は誤った操作によって引き起こされていることから、分析
ラボにおいてはデータの完全性をいかに確保するかが喫緊の課題となっています。
LabSolutions DB/CS ver. 6.50 は、従来から搭載されている高度なセキュリティ機能に加え、新搭載のレポートセット機能により、ソフト
ウェア操作の「見える化」を実現。分析ラボで求められる分析データの信頼性を確保するとともに、各種結果の確認業務に要する時間を
1/2 〜 1/3 に短縮することができます。
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1. データの改ざん
分析データに関する最近のトピックスとして、データの改ざんや

差し替えなどによるデータインテグリティ（Data Integrity：データ
の完全性）の欠落があります。その原因は、意図的であれ偶発的

であれ、多くの場合は誤まった操作によって引き起こされているこ

とから、分析ラボにおいては、データの完全性をいかに確保する
のかが喫緊の課題となっています。

それによれば、OBSERVATION 1として、
OBSERVATION 1

（略）The Quality Unit failed to: review electronic data as

part of batch release, review computer audit trails in the
Waters Empower Data Acquisition System and provide
adequate training to analytical chemists.（略）

との記述があり、これより、クロマトグラフィデータシステムが指摘
対象に挙がっていることがわかります。
また、上記以外には、

2. エイブル・ラボラトリーズ社の詐欺事件
FDA（米国食品医薬品局）は、データインテグリティに関連した

Warning Letter や Form FDA 483 を数多く発行していますが、そ

の 引 き金となった の は、ジェネリック医 薬 品メーカー の Able

Laboratories 社（エイブル・ラボラトリーズ：米国ニュージャージー

・ OOS results were substituted with passing results by
Analysts and Supervisors.

・ Changed chromatogram headers by cutting and pasting,

so during review all sample injections would appear to be
in sequence（略）.

との記述があり、ここには、

州）の詐欺事件だといわれています。同社は 2005 年に FDA の査

・ 規格外試験の結果が合格している結果と差し替えられてい

子データとの間に不一致が見つかったほか、規格外試験結果に対

・ クロマトグラムのヘッダーがカット＆ペーストによって変更さ

察を受けましたが、その結果、分析ラボにおいて紙のデータと電

する調査も未実施であったことなどが発覚。これを受け、同社は、
出荷の停止、全製品の回収、製造停止の措置を取り、加えて7 つ

の後発品申請を取り下げました。さらに、同年 10月には破産申請

の提出に至り、同年末にはサン・ファーマ社へ売却。会長とCEO

は辞任、また、責任者 4 名が罪に問われました 1）、2）、3）。

た。

れていた。

との指摘がなされています。

4. FDAの対応
ECA 4）のGMP News 5）によれば、上記の事件を受けてFDAがとっ

3. Form FDA 483
上記のエイブル・ラボラトリーズ社に対し、FDA は Form FDA

483 を発行しており、これは FDA の Web サイトに公開されてい

ます 1）。

た対応について以下のように述べています：

Triggered by the cases of fraud at Able Laboratories in 2005, the

requirements for audits of data integrity during FDA Pre-Approval
inspections have been set in the Compliance Programme Guide

(CPG) 7346.832. Moreover, FDA's inspectors have been explicitly
trained on computer systems and the data they contain.
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分析計測事業部
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Table 1
分類

1

2

3

内容

FDA 指摘事項の分類と対策
指摘例

基本的な認識不足の問題

対策

・紙の試験結果は、すべての分析データを含んでいない
・オーディットトレイル機能がない

機能欠如や設定不足と

・規制対応可能なシステムに更新する

・ログイン IDとパスワードを共用している

利用面での指摘

・データの削除をユーザー権限で制限していない
・許容される結果が得られるまで再試験を繰り返している

試験業務の信頼性への指摘

・規格外（OOS）のデータは未調査・未報告

《意訳》2005 年のエイブル・ラボラトリーズ社の詐欺事件が引

き金となり、データインテグリティが監査要件として承認前審査に

・規制の要件を正しく解釈する

・システムに適切な設定を行う

・不正操作が行われていないことを確認する

FDA 査察に関し、データインテグリティに注目が集まっている現

在では、「分析結果に対する不正操作は行っていない」という証

関するコンプライアンス・プログラム・ガイダンス・マニュアルに

拠を提示することに重点が移っており、査察側のこのような姿勢

びそのデータインテグリティに対するトレーニングを受講すること

の査察とは大きく異なっていると言われています 6）。

加えられた。また、FDA の査察官は、コンピュータ・システムおよ

になった。

は、まさに「疑わしきは罰せよ」というアプローチ法であり、従来

6. INPUTとOUTPUTとの関係

5. FDA指摘の分類と対策
データインテグリティに関連するFDA の指摘は数多くあります

ここでは、HPLC 分析を例にして、データインテグリティの観点

から現行の運用には何が足りないのかを考えてみることにしましょ

が、大別するとTable 1 のようになります。分類 1 は、基本的な認

う。Fig. 1 の前提条件のように、ログイン ID やオーディットトレイル

解釈することが求められます。分類 2 は、機能欠如や設定不足と

れまでの規制対応で実施済みである場合、現状のままでも問題な

識不足からくる問題であり、これに対しては規制の要件を正しく
利用面での指摘であり、これに対しては、規制対応可能なシステ
ムに更新する、あるいはシステムに適切な設定を行うことが求め

られます。分類 3 は、試験業務の信頼性への指摘であり、これに
対しては、不正操作が行われていないことを確認することが求め

られます。

の設定、あるいはデータ削除の権限などのセキュリティ設定は、こ
いようにみえます。しかし、通常の場合は、プリントアウトされたク

ロマトグラムのみを確認しており、その分析に使用した装置条件

（装置パラメータ）や解析条件（データ処理パラメータ）、あるい

は連続分析条件（バッチ）などについては確認しておらず、これら

をクロマトレポートと共に確認することではじめて信頼性が確保

できることになります 7）。

分析の実行

試料の準備

分析データの生成・保存

クロマトレポート

（プリントアウト）

ログイン

ログアウト

分析条件の設定

検討

承認

検討

承認

保管

装置
パラメータ

波形処理
パラメータ

前提条件

ログイン ID やオーディットトレイルの設定、あるいはデータ削除の権限などの

バッチ設定

セキュリティ設定は、これまでの規制対応で実施済みとする。

Fig. 1

2

HPLC 分析業務のフロー図

INPUT

それはコンピュータ操作の「見える化」を図ることで可能になり

OUTPUT

ます。コンピュータ操作の「見える化」とは、条件設定やデータ解
析など人の手が介在する作業の結果を収集して目に見える形で提

分析データ
（電子データ）

装置
パラメータ

示することであり、この「見える化」により、データの改ざんや差し

替えなどの不正は行っていないという証拠を示すことができるよう
になります。

波形処理
パラメータ

バッチ設定

8. LabSolutions DB/CS レポートセット

分析の実行
再解析の実行

Fig. 3 のように、コンピュータ操作の「見える化」を実現したも

のが、LabSolutions DB/CS ver. 6.50 のレポートセット機能です。

レポートセットとは、バッチ（連続分析）レポート、操作ログレポー

ト、クロマトレポートなどの各種レポートを PDF 化した後、ひとつ

PCソフトウェアによる
セキュリティ管理

の PDFファイルとして電子的に綴じたものです。人の手が介在す

る操作の結果が含まれているこのレポートセットを利用すれば、

手入力による操作

Fig. 2

ソフトウェア操作の「見える化」が実現できることから、データの

HPLC 分析の INPUTとOUTPUT の関係

改ざんや差し替えなどの不正は行っていないという証拠を示すこ

とができるようになります。

これは、INPUTとOUTPUT の関係でとらえるとわかりやすくなり

ここでは、レポートセットの 3 つの特長を以下にご紹介します。

ます。Fig. 2 のように、アウトプット（分析データ）に対してセキュ

リティ管理の強化を図ったとしても、インプット（分析・解析条件

《特長 1》

など）が正しくないと意味をなさないことが理解できます。コン

一連の分析操作の「見える化」による確認作業の負担軽減と信頼

ピュータはセキュリティをかけることはできても人の悪意は判断で

性の確保

きないため、コンピュータのセキュリティを強化しても、人の手が

バッチ（連続分析）レポート、操作ログレポート、ク

介在する作業（分析条件の設定作業や分析データに対する解析作

ロマトレポートなどの各種レポートは、新たに搭載され

業）における不正操作を防ぐことは困難といえます。

たレポートセット機能により、ひとつの PDFファイルと

して電子的に綴じられます。ここで、バッチレポートと

PDF
○○○.pdf

は、バッチスケジュールではなく、実際に行われた一連の分析と

7. コンピュータ操作の「見える化」
を図る

その再解析を一覧表（リスト）に記した「分析の台帳」になります。

では、「分析結果に対する不正操作は行っていない」という証

また、操作ログレポートとは、分析作業の開始から終了までの操

拠を提示するためには、どのような手法を採用すれば良いので

作（および再解析時の操作）を記録した「分析（および再解析）の

しょうか？

PC 操作ログ」です。

LabSolutions データベース内
分析の実行

試料の準備

分析データの生成・保存

ログイン

ログアウト
リンク

分析条件の設定
装置
パラメータ

Fig. 3

レポートセット

レポートセットの内訳

バッチレポート

電子署名

その他レポート

検討者

ログイン
ログアウト
承認者

操作ログレポート クロマトレポート

承認

バッチ設定

PDF

その他レポートの内訳
・装置パラメータレポート
・データ処理パラメータレポート
・検量線レポート

検討

波形処理
パラメータ

（データ 〜 レポートセット）

電子署名

ログイン
ログアウト
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レポートセットには、必要な情報がひとつの PDFファイルとして

綴じられていることから、一連の分析（および再解析）操作の「見

える化」が可能となりました。また電子書籍と同じような感覚で、

プリントアウトが抱える問題点 1

分析レポートの「印刷・まとめ・確認・保管」にかかる時間が
膨大になり、業務が回らなくなる。

ページをめくりながら内容確認が行えるため、これまでのように、

画面やタブをいくつも切り替えながら操作・設定の確認を行う必

要がありません。このように、レポートセットは、確認作業の負担
軽減と信頼性の確保を実現しています。

プリントアウトが抱える問題点 2

保管用バインダーが増えるので、格納場所がなくなる。

《特長 2》

「見える化」の対象となった一連の分

析結果（電子データ）とレポートセット

との間には、電子的なリンクが生成さ
れると共に分析結果は自動的に編集不

PDF

保管用バインダー

一連の分析結果は自動的に改ざん防止

Link

プリントアウトが抱える問題点 3

○○○.pdf

可（ロック）の状態になります。これにより、分析結果の差し替え

分析結果の差し替えや破棄の恐れがある。

①

や破棄などの改ざんに対する抑制が可能になります。

電子的なリンクが生成されることで、レポートセットとその分析

②

③

結果（電子データ）との間には、一意性が確保されることに加え、

分析結果（電子データ）の検索と確認も素早く行えるようになりま

Fig. 4

PDF

Paperless
OK

ポート確認機能）。これは、プリントア

OK

ウトの場合と同じようにクロマトレポー

ト上の任意の場所へ記すことができま

OK
電子署名

す。確認し忘れの項目があった場合は、

エラーを通知してレポート確認の漏れを知らせてくれる確認支援
機能が備わっていますので、確実な内容確認が行えます。

プリントアウトが抱える問題点

また、レポートセットに対する検討・承認作業では電子署名が

PDFファイルとして出力されたクロ

確認した証拠を残すことができます（レ

破棄

③ʼ

《特長 3》

マトレポートについては、その内容を

⑤

差し替え

した。

分析結果レポートの確認作業の電子化による業務の効率化

④

利用できますが、ここでは、元となる電子データ（分析結果）の検

討・承認も併せて行えます。電子署名を利用すれば、電子署名済

みレポートをプリントアウトして改めて手書き署名することが必ず

しも必要ではなくなることから、ペーパーレスへの移行によりプリ
ントアウトが抱える問題（Fig. 4 参照）を解決できることに加え、各
種結果の確認業務に要する時間を 1/2 〜 1/3 に短縮することが可
能になります。

レポートセット機能は LabSolutions に内蔵されているため、別

途バリデーションを行う必要がないことから、CSV の効率化が図れ

ます。
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