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分析機器に対するデータインテグリティ対応の
具体的な進め方

Practical procedures for data integrity compliance in the analytical laboratory
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。分析ラボにおいては、データインテグリティ対応を進めることが喫緊の課題となっている一方で、データインテ
グリティの概念がつかみにくいために、どこから手を付ければ良いのか迷いが生じてしまうケースが少なからずあります。そこで、本文書
では分析機器に対するデータインテグリティ対応の具体的な進め方についてご紹介します。
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1. 分析機器に対するユーザーの役割と責任
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

の対応は喫緊の課題となっていますが、FDA（米国食品医薬品局）
の Warning Letter 1）によれば、ラボの分析機器に対するアクセス

制限が必要であるだけではなく、分析ラボのメンバーに対する

ユーザー権限の割り振りについても対処が必要であることがわか

ります（下記参照）
：

In response to this letter:

・ provide a summary of your interim controls to prevent
deletion and modification of data;
・ define the roles and responsibilities of personnel who have
access to analytical instruments and data;

ここで重要なことは、上記 Warning Letter からわかるように、誰

にどのような権限を与えるのか（誰をどの権限グループに振り分け

るのか）になります。なぜならば、不適切なユーザー権限の付与は、
不適切な操作が行なえてしまうリスクを生み出してしまうためです。
では、適切な権限を適切なユーザーに付与するためには、どの

ような手段を取ればよいのでしょうか？
① 権限グループを作成します
グループ
A
グループ
B

・ detail the associated user privileges for each analytical
system;
・ provide a detailed summary of your procedural updates and
associated training for user role assignment and controls;

② 作成した権限グループに権限を付与します
グループ
A

所有する権限

グループ
B

所有する権限

したサマリを提出すること。

Lさん

(e), (f), (g)

【意訳】本 Warning Letter に対する回答には、

・ データの削除・変更を防止するための暫定的管理について記

③ ユーザーを登録します

Mさん

Nさん

(x), (y), (z)

・ 分析機器および分析データにアクセスするメンバーの役割と
責任を定めること。
・ それぞれの分析機器に対して詳細なユーザー権限を設定し、
これを提示すること。

④ 権限グループにユーザーを振り分けます
グループ
A

所有する権限

グループ
B

所有する権限

(e), (f), (g)

・ ユーザー権限の割り振りと管理に関する手順書の改訂とメン
バーへの教育について詳細に言及したサマリを提出すること。

2. ユーザーにユーザー権限を与えるための
手順
ユーザーに権限を与えるための一般的な手順をFig. 1 に示しま

Mさん

ループにユーザーを振り分けます。これで、
⑤ユーザーにユーザー

Nさん

(x), (y), (z)

⑤ ユーザーにユーザー権限を与えることができました
グループ
A

所有する権限

グループ
B

所有する権限

Lさん

(e), (f), (g)

す。図のように、
①権限グループを作ったら、
②各権限グループに

権限を付与します。続いて、
③ユーザーを登録した後、
④権限グ

Lさん

Mさん

Nさん

(x), (y), (z)

権限を与えることができました。
1

分析計測事業部

Fig. 1

ユーザーにユーザー権限を与えるための手順

1

3. フローチャートを使ったワークフローの見える化
ユーザー権限の適切な設定を行うために、ここでは、コンピュー

Fig. 3 のワークフローでは、データ（およびメタデータ）の承認

タ業務のフローチャートを作成することで、ワークフローの「見える

手段として、LabSolutions DB/CS のレポートセット機能を使った事

そのデータの承認に至るワークフローを例にします（Fig. 2 参照）
。

タ）の照査に必要な情報をパッケージ化したものであり、その作

化」を図る手法をご紹介します。理解を容易にするため、LC 分析と
Fig. 3 には、LabSolutions DB/CS が推奨するワークフローの例

を示しています（LabSolutions DB は、スタンドアロンで運用する

ためのソフトウェアであり、もう一方の LabSolutions CS は、ネット

ワークで運用するためのソフトウェアになります）。

ここで、ワークフローを考えるためには、ユーザー権限グループ

例を紹介しています。レポートセットとは、データ（およびメタデー
成方法は、Fig. 4 のように、目的のバッチファイル（連続分析のた

めのシーケンスファイル）を右クリックして〔レポートセットの作成〕

を選択するだけです。詳細につきましては、本資料の末尾に参考
文献として示しているテクニカルレポート 2）3）をご参照ください。

なお、Fig. 3 におけるシステムオーナーおよびプロセスオーナー

を設定することから始めます。ユーザー権限グループとは役職の

の概念については、GAMP5 4）を参照しています。GAMP5とは、

ち「ユーザー権限」を任意のグループに割り振ったものがユーザー

ピュータ化システムバリデーション）を実施するためのグローバル

ようなものであり、コンピュータ業務上のさまざまな役割、すなわ

権限グループになります。Fig. 3では、Ⅰ～Ⅴの５つユーザー権限

グループを提案しています。

ISPE が発行している出版物のひとつです。GAMP5 は、CSV（コン

スタンダードな参考書として知られています。

ユーザー権限グループへのユーザー権限の割り振りについて

は、データインテグリティの観点から、それが適正かどうかを確認

しながら進めることが大切です。例えば、「試験責任者に権限が集
中していないか？」「オペレータが必要以上の権限を有していな

認

いか？」「役職上は分析するはずがないのに、分析実行の権限を
有していないか？」などについて確認します。

Aさん

Bさん

I
システムオーナー
システムの基幹部分を管理

Fig. 2

Cさん

Ⅱ
プロセスオーナー

Ⅲ
試験責任者

システムの運用を管理

（PC の管理）

（LabSolutions の管理）

・OS セキュリティの管理
・OS ユーザーの管理
・OS 時刻の管理

・セキュリティの管理
・ユーザーの管理
・装置の管理

LC を使った分析とデータの承認

Dさん

Eさん

Fさん

Ⅳ
試験担当主任者

Ⅴ
オペレータ

試験業務の責任者

試験の実務を統括

装置の稼働と試験を担当

・試験結果の承認

・メソッドファイルの作成
・バッチファイルの作成
・分析結果の確認
・再解析の実行

・分析の実行

管理業務

日常的な分析業務
《ワークフロー例》

① OS 設定の確認と変更

⑪ セキュリティの確認と
変更

㉑ プロジェクト（データの保存先）
の確認と変更

② OS 時刻の確認と調整

⑫ ユーザーおよびユーザー
権限の確認と変更

㉒ レポートセットの
レポートフォーマット作成

③ OSユーザーおよび
ユーザー権限の確認
と変更

⑬ 装置の接続設定の確認と
変更

㉓ メソッドファイルの作成

⑭ バックアップとリストア

㉔ バッチファイル（連続分析のための
シーケンスファイル）の作成

㉕ 装置の立ち上げ
（㉖ メソッドの微調整）
㉗ 分析の実行
㉛ やり直し〔再解析等〕

㉙ レポートセットの作成と確認
㉚ レポートセットの照査

不受理
不受理
受理
（差し戻し） （不適合） （承認）

Fig. 3
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LabSolutions DB/CS が推奨するユーザー権限グループとワークフロー例

㉘ 分析完了の確認

4. ユーザー権限グループの主な役割
Fig. 3 を参考にしてフローチャートを作成したら、それぞれの

再解析を行いますが、分析を行うことはありません。一方、オペ

ユーザー権限グループに対して、Fig. 5 のようにそれらの主な役割

レータの役割は分析を行うことあり、メソッドに関しては、メソッド

見えなかった不適切な権限付与が行われていないかを確認する

く、メソッドを微調整するための権限、例えば日本薬局方に従って

を書き出します。主な役割を書き出すことで、フローチャートでは

ためであり、また、この作業を行うことで、それぞれの権限グルー

プに対する役割を明確にすることが可能になります。

例えば、本例のケースでは、試験責任者の職務は試験結果の照

査（承認・不適合・差し戻し）を行うことであり、メソッドファイル

を作成したり、分析を行ったりすることありません。また、試験担
当主任者は、メソッドファイルやバッチファイル（連続分析のため

のシーケンスファイル）を作成したり、試験責任者の指示に従って

ログイン

データマネージャを
開く

バッチファイルを右クリックして
〔レポートセットの作成〕を選択

変更に関するすべての権限がオペレータに与えられるのではな
送液ポンプの流量を変更する権限のみが与えられます。

このように、Fig. 3 の「フローチャート」とFig. 4 の「ユーザー権

限グループの主な役割」
とを作成することで、データインテグリティ
の観点からみて矛盾のないワークフローを確定します。

続いて、確定したワークフローに基づいて、ユーザー権限に関

す る 設 定 文 書 を 作 成 し た 後、こ れ を OS（Windows）お よ び
LabSolutions DB/CS の設定に反映させます。
レポートセット（PDF）の生成と
データベースへの自動保存

電子署名 ＆ 電子保存

レポートセットに電子署名することで、自動的に電子データ（オリジナルデータ）にも電子署名が入ります

Fig. 4

Aさん

システムの基幹部分を管理

管理業務

I
システムオーナー
Bさん

・システムオーナーは、OS（Windows）をはじめとしたシステムの基幹部分を管理・サポートします。
・システムオーナーは、いわゆるIT 部門と呼ばれている人たちに相当します。
・ネットワークシステムの場合は、IPアドレスなどを含めたインフラの管理を担当します。
・一方で、スタンドアロンシステムの場合は、システムオーナーの役割は多くありません。

システムの運用を管理

Ⅱ
プロセスオーナー
Cさん

・プロセスオーナーは、運用にかかわる業務（LabSolutions DB/CS を使った運用業務）に対する管理を行い
ます。
・プロセスオーナーは、LabSolutions DB/CS の運用に対して総務的な役割を担うため、例えば人事異動に応
じてユーザーを追加したり、新規導入した分析装置を LabSolutions DB/CS に追加登録する業務等を担当し
ます。

試験業務の責任者
・試験責任者は、試験結果の照査（承認・不適合・差し戻し）を行います。
・LabSolutions DB/CS では、試験結果の照査にレポートセットを使用するため、レポートセットで使用する
レポートフォーマットの作成も担当します。
・試験責任者は、メソッドファイルを作成したり、分析を行ったりすることありません。メソッドファイルの作成
は試験担当主任者の業務であり、分析の実行はオペレータの業務です。

Ⅲ
試験責任者
日常的な分析業務

Dさん

試験の実務を統括

Ⅳ
試験担当主任者
Eさん

LabSolutions DB/CS によるレポートセットの作成手順

・試験担当主任者は、試験実務を統括的にカバーします。
・試験担当主任者は、試験結果を照査する権限を持たないので、試験結果の内容を確認するだけで判定を下
すことはありません。つまり、試験結果に対してコメントを残すことはあっても、試験結果の照査は行えません。
・試験担当主任者は、メソッドファイルやバッチファイル（連続分析のためのシーケンスファイル）を作成したり、
試験責任者の指示に従って再解析を実行します。

装置の稼働と試験を担当

Fさん

・オペレータの役割は、分析を行うことです。
・試験担当主任者が作成したメソッドファイルやバッチファイル（連続分析のためのシーケンスファイル）を
使って装置を稼働した後、分析を行います。オペレータは、分析が終了したら、異常なく分析が行われたこ
とを確認するだけであり、結果の内容確認は、試験担当主任者が行います。
・メソッドに関しては、メソッド変更に関するすべての権限が与えられるのではなく、メソッドを微調整するた
めの権限、例えば日本薬局方に従って送液ポンプの流量を変更する権限のみが与えられます。

Ⅴ
オペレータ

Fig. 5

LabSolutions DB/CS が推奨するユーザー権限グループの主な役割
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5. ユーザー権限の他機種への展開

このように、LabSolutions DB/CSでは、ユーザー権限の共有化

分 析 ラ ボ に は、LC や GC だ け で は なく、UV や FTIR ある い は

ICPMS などが使われています。LabSolutions DB/CSであれば、LC
や GCで設定したユーザー権限を他の機種へ展開することが可能
になります。

Fig. 6 のように、LabSolutions DB/CS のユーザー権限は、
「共通

の設定」と「機種固有の設定」で構成されています。[ 共通 ]とは、

を行うことで、異なる機種のスタンドアロンシステムを増設する場

合やネットワークを構築する場合において、統一された考え方に
基づいたユーザー権限の設定が可能になります。

6. ユーザー権限の推奨設定値
ユーザー権限については、お客様の業務内容や職制に深くかか

全ての機種に共通して使用されるユーザー権限を指します。一方、

わる作業になるため、お客様側での対応となります。しかしながら、

の機種に与えられた権限になります。例えば、以下の通りです。

での支援を始めましたので、必要に応じてご相談ください。設定仕

[ 機種固有 ]とは、[ 共通 ]で足りない権限を補うために、それぞれ

様については、これまでも島津（アクセス）にて通常的に有償支援

・ [ 共通 ] のユーザー権限例：プロジェクトの追加権限
・ [ 機種固有 ] のユーザー権限例：メソッド（ポンプ流量）の編
集権限

LC

GC

お客様側だけでは適切な設定が難しい場合につきましては、有償

LCMS

しているものになりますので、これに加えて、ユーザー権限につい
ても有償支援をご利用ください（Fig. 7 参照）
。

UV

FTIR

ICPMS

・・・

IR 固有

ICPMS 固有

・・・

共通

LabSolutions DB/CS
ユーザー権限

クロマト固有

UV 固有

ここで紹介している以外の機種につきましては、別途お問い合わせください。

Fig. 6

LabSolutions DB/CS のユーザー権限

設定仕様（セキュリティポリシー）の推奨設定値（*）
推奨設定値を提示したページ
（設定仕様編より）（*）
ユーザー権限グループⅠ～Ⅴに対する推奨設定値（*）
設定項目の
解説ページ（*）

推奨設定値を提示したページ
（ユーザー権限編より）（*）
（*）上記は、弊社にて別途用意している資料「よくわかる LabSolutions」からの抜粋です。
「よくわかる LabSolutions」には、「0. 導入編」や「1. 設定仕様編」、「2. ユーザー権限編」などが用意され
ています。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

Fig. 7

LabSolutions DB/CS の設定仕様（セキュリティポリシー）およびユーザー権限に対するサポート
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