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データインテグリティ対応：
スペクトロ機器に対する革新的な手法

Data Integrity compliance: Innovative solution for spectroscopy products
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。分析機器に対する規制当局の関心は、LC や GC のようなクロマト機器だけではなく、UV や IR などのスペクトロ
機器にも向けられていることから、分析ラボにおいてはスペクトロ機器を含めた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。本文書では、こうしたスペクトロ機器のデータインテグリティ対応に向けた革新的な手法をご紹介します。
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1. 規制当局によるスペクトロ機器への言及
GxP の遵守が求められる企業にとって、データインテグリティへ

・WHO（世界保健機関）3）

の対応は喫緊の課題となっていますが、分析ラボで使用されてい

For example, the original dynamic electronic spectral files

る機器に対する規制当局の関心は、LC や GC のようなクロマト機

created by instruments such as FT-IR, UV/Vis, chromatography

器だけではなく、UV や IR などのスペクトロ機器にも向けられてい

systems and others can be reprocessed, but a pdf or printout is

ます（下記参照）
：

fixed or static and the ability to expand baselines, view the full
spectrum, reprocess and interact dynamically with the data set

・MHRA（英国医薬品庁）

would be lost in the PDF or printout.

However, it is common for companies to overlook systems of

例えば、FT-IR や UV/Vis あるいはクロマトグラフィーシステムなど

apparent lower complexity. Within these systems it may be

の分析機器が生成したオリジナルで動的な電子ファイルは再解析

possible to manipulate data or repeat testing to achieve a

することができる。しかし、PDF や印刷物は固定された状態すなわ

1）

desired outcome with limited opportunity for detection (e.g.

ち静的なので、ベースラインを拡大したり、フルスペクトルを表示

stand-alone systems with a user configurable output such as

したり、再解析したりといった動的に相互のやりとりを行う機能が

ECG machines, FTIR, UV spectrophotometers).

PDF や印刷物においては失われてしまう。

しかしながら、一見すると複雑ではないように見えるシステムを見
過ごしてしまいがちであり、こうしたシステムでは、データ操作や

・PIC/S 4）

再テストを行うことで、誰にも気づかれることなく望ましい結果を

For example, QC supervisors and managers should not be

得ることが可能である（例：心電計や FTIR、UV 分光光度計のよう

assigned as the system administrators for electronic systems in

にユーザーが出力設定できるスタンドアロンシステム）。

their laboratories (e.g., HPLC, GC, UV-Vis).

・FDA（米国食品医薬品局）2）

ラボで使われている電子システム（例：HPLC、GC、UV-Vis）のシ

For example, the spectral file created by FT-IR (Fourier transform

ステム管理者に就くべきではない。

例えば、QC のスーパーバイザーおよびマネージャは、彼らの分析

infrared spectroscopy) can be reprocessed, but a static record
or printout is fixed, which would not satisfy CGMP requirements
to retain original records or true copies (§ 211.180(d)).
例えば、FT-IR（フーリエ変換赤外分光法）が生成したスペクトルファ
イルは再解析が可能だが、静的な記録にあたる印刷物は固定さ
れた状態なので、オリジナルの記録もしくは真のコピーを保存す
るというCGMP の要件を満足できない（21 CFR Part 211.180(d) を
参照）。
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Table 1

一般的なデータインテグリティ対応
スペクトロ ※1

クロマト
（データ収集・管理）

（データ管理）

（データ収集）

収

集

●

ー

●

管

理

●

● ※2

ー

オーディットトレイル（メタデータ）

●

ー

● ※2

ユーザー

●

●

セキュリティ

●

●

データ

●

●

時刻（タイムスタンプ）

備

● ※3

※3

・ サーバーは、クロマト用とスペクトロ用の計２台が必要
・ソフトウェアは、計３種類が必要：（1）クロマトのデータ収集・管理用
（2）スペクトロのデータ管理用
（3）スペクトロのデータ収集用
・ 電子的なデータセットに未対応

考

※1 本 Table では、スペクトロ機器のデータをスペクトロ機器とは別会社のデータ管理システムで管理する事例を示している。
※2 本例の場合、スペクトロ機器のデータとオーディットトレイルとは一元的に照査・管理できない。
※3 本例の場合、スペクトロ機器のデータ管理用ユーザーとデータ収集用ユーザーとは一元管理できない。

・PMDA（医薬品医療機器総合機構）5）
データの完全性を適切に：
現場で、こんなことが行われてないですよね？
過去の IR 試験結果の PDFファイルを加工して、印刷。
⇒試験結果の使い回し。
以上のように、規制当局の関心は、LC や GC のようなクロマト機
器に加え、UV や IR などのスペクトロ機器にも向けられていること
がわかります。

3. スペクトロ機器のデータインテグリティ
対応
では、スペクトロ機器のデータインテグリティについて、どのよ
うな対応を取れば良いのでしょうか？
データの形態から見た場合、スペクトロ機器のデータは、前ペー
ジで引用しているFDA や WHO のガイダンスからわかるように、ク
ロマト機器のデータと同じく動的データ（dynamic data）であると
みなされていることから、その対応はクロマト機器との同等性が
キーポイントになると考えられます。

2. FDAのWarning Letter
ここで、FDA のウェブサイトを確認すると、スペクトロ機器に対
するWarning Letter がいくつも挙がっており、具体的には、UV や
IR を対象にした Warning Letter が発出されているのがわかります

4. スペクトロ機器をデータインテグリティ
対応する上での障害：
オーディットトレイルとユーザーの管理
データインテグリティ対応をイメージ的に捉えた場合、Fig. 1 の

（下記参照）。

ように、GMP に基づいて、システムや分析メソッドに対するバリ
・Warning Letter 例 ①

6）

デーションを基礎として、その上で「データ」と「オーディットトレ

In response to this letter, provide details of your retrospective

イル（メタデータ）」と「ユーザー」を「セキュリティ」のかかった

review of the HPLC and other laboratory data, such as Fourier

環境下において正しい「時刻（タイムスタンプ）」で SOP に準じて

transform infrared spectroscopy, gas chromatography, UV

運用することが必要になります。ここで、クロマトとスペクトロの両

spectrophotometry, and (b)(4) analyzer data.

機器が分析ラボにある場合、Fig. 1 の要素がクロマトとスペクトロ

本ウォーニングレターへの回答には、HPLC および分析ラボの他

の両機器に発生するため、一般的なデータインテグリティ対応に

のデータ、例えばフーリエ変換赤外分光法（IR）やガスクロマトグ

おいては Table 1 のように複雑な運用にならざるを得ません。

ラフィー（GC）、紫外可視分光法（UV）および（b）
（4）アナライザ

GMP

等のデータに対して回顧的にレビューした結果を報告すること
（注：
（b）
（4）は FDA による伏字です）。

データ

・Warning Letter 例 ②

オーディットトレイル

7）

You lacked controls to prevent the unauthorized manipulation
of your laboratory’s electronic raw data. Specifically, your

セキュリティ
時刻

ユーザー

infrared (IR) spectrometer did not have access controls to
prevent deletion or alteration of raw data.

SOP

貴社は、不正操作を抑制するための管理を分析ラボの生データに

バリデーション

対して実施していなかった。とりわけ、赤外分光光度計（IR）では、
生データの削除や変更を防ぐためのアクセス管理がなされていな
2

かった。

Fig. 1

データインテグリティ対応のイメージ

Table 2

革新的なデータインテグリティ対応
クロマト＆スペクトロ
（データ収集・管理）

革新

データ

GC

UV

FT-IR

RF

集

●

管

理

●

オーディットトレイル（メタデータ）

● ※4

ユーザー

●

セキュリティ

●

時刻（タイムスタンプ）

●

備

LC

収

・ サーバーは 1 つ
・ソフトウェアは 1 つ ※5
・ 電子的なデータセットに対応

考

※4 スペクトロ機器のデータとオーディットトレイルを一元的に照査・管理できる。
※5 ここで、ソフトウェアが１つとは、Fig. 1 に記している要素を一元的に管理できる状態を指す。

とりわけ、オーディットトレイル（メタデータ）は、Table 1 のよ
うにスペクトロのデータ収集システム内に残るのが一般的である
ため、スペクトロ機器のデータとオーディットトレイルとを一元的
に管理できない（両者を紐付けた管理ができない）という欠点が
あります。ユーザー管理についても同様に、データ管理用ユー
ザーとデータ収集用ユーザーとを一元管理できないのが一般的
です。
データインテグリティに注目が集まっている現在では、査察官
に対して「分析結果に対する不正操作は行っていない」という証
拠を提示することに重点が移っていると言われていますが、査察
側のこのような姿勢は、
まさに「疑わしきは罰せよ」
というアプロー
チ法であり、従来の査察とは大きく異なっていると言われていま
す 8）。こうした考え方は、クロマト機器に対してだけではなく、ス
ペクトロ機器についても同様であるため、上述からわかるように、
従来の手法では適切な対応が行えない状況にあります。

6. LabSolutionsを利用したスペクトロ機器
のレポートセット作成手順
レポートセットの作成手順は、クロマト機器の作成手順に準じ
ているので、クロマト機器の場合と同様に簡単な操作で行えます。
Fig. 2 のように「①任意のファイルを選択」して「②右クリックして
〔レポートセットの作成〕を実行」するだけで「③レポートセットの
完成」です。完成したレポートセットはデータベースの中に自動格
納されるため、差し替え・改ざん・破棄等の不正を防止することが
可能になります。
レポートセットの作成により、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、電子データが自動的
に編集不可（ロック）の状態になります。これにより、レポート作
成後の電子データに対する編集等の不正を防止することが可能に
なります。
また、レポートセットの検討・承認作業では電子署名が利用で
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

5. 革新的なデータインテグリティ対応
このように、スペクトロ機器のデータインテグリティ対応は、規
制環境下における分析ラボの運用に対して大きな障害となりうる
ことから、この問題を解決する革新的なデータインテグリティ対応
が求められています。そして、これを実現したものが LabSolutions
です。
LabSolutions は、さまざまな分析機器の開発・製造・販売を
手がける島津製作所の総合分析機器メーカーとしての特長を最大
限に生かし、LC や GC のようなクロマト機器に限定されることなく、
UV や IR などのスペクトロ機器もLabSolutionsファミリーとして包

認も併せて行えます。電子署名を利用すれば、レポートをプリント
アウトして改めて手書き署名する作業が不要になり、ペーパーレ
ス化が図れることから、電子記録と紙の記録を二重管理する必要
がなくなることに加え、紙の記録が抱える差し替え・改ざん・破棄
等の問題を解決できます。
これに加え、Fig. 2 のように、電子承認されたデータの行は色付
け表示に変わることから、検討・承認がなされないまま残っている
データと承認データとの区別が簡単につくため、クロマト機器の
場合と同じく、孤立データ（Orphan Data）を容易に見つけ出すこ
とができます。

括することで革新的なデータインテグリティ対応を実現しました
（Table 2 参照）。
すなわち、クロマト機器のデータインテグリティ対応において高
い評価を得ているレポートセット機能 9）をスペクトロ機器に展開
することで、クロマトとスペクトロの両機器に対するデータインテ
グリティの運用体系を統一することに成功しました。Fig. 2 の「③
レポートセットの完成」のように、レポートセットにはデータイン
テグリティを担保するために必要な情報が含まれているのが特長
です。
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分析台帳
① 任意のファイルを選択

ログ

測定レポート

※7

※6

データマネージャ画面

データベースの中にレポートセット（ひと
つの PDF ファイル）が生成されると共に、
データにロックがかかります。※8
PDF

測定
パラメータ

オーディット
トレイル

③ レポートセット ※9 の完成
データマネージャ画面

② 右クリックして〔レポートセットの作成〕を実行

電子承認されたデータの行は色付け表示に変わることから、検討・承認がなされないまま
残っているデータと承認データとの区別が簡単につくため、孤立データ（Orphan Data）を
容易に見つけ出すことができます。

Fig. 2

LabSolutions を利用したスペクトロ機器のレポートセット作成手順

※6 レポートセット作成時のファイルの選択については、UV のフォトメトリックの場合は、ひとつのファイルを選択すると関連するファイルを含めたレポートセットが作成されます。
一方、UV、FT-IR、RF の確認試験では、複数ファイルが関連する場合は、それら複数ファイルを手動で選択します。
※7 ログについては、測定時のログ（測定のためにログインしたときからログアウトするまでの操作ログ）が記載されます。
再解析している場合は、測定時のログとは独立したページとして、再解析時のログ（再解析のためにログインしたときからログアウトするまでの操作ログ）が記載されます。
※8 ロックされたファイルについては、権限を有する者のみがロック解除可能です。
※9 UV、FT-IR、RF のレポートセットについて、下記（1）～（3）の機能は将来的に対応予定です。
（1）測定メソッドへの ID 付与。
（2）複数データに対する測定メソッドの重複印刷の回避。
（3）シーケンス測定。ただし、UV の定量試験（フォトメトリック）の場合は対応済み。上記 ※6 を参照。
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