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環境モニタリングシステムにおける
適正規範（GxP）準拠に関するFDA、EMAの規制

お客様の会社で新しく環境モニタリングシステムを制御環境に導入する場合、発生する可
能性があるリスクを軽減するために重要な投資をすることになります。まず、アラーム機能
付きのモニタリングシステムを導入することによって、製品が破損したり、品質が低下したり
するリスクを軽減します。次に、冗長性のメモリ保存機能を念頭において設計された機器と
ソフトウェアを使って、データが欠測したり紛失したりするリスクを軽減します。優れた環境
モニタリングシステムはどれも製薬業界や医療機器業界に関わる規制要件に適合するよう
に設計されています。さらに、規制要件に適合するシステムはユーザーフレンドリーでなけ
ればなりません。そうでなければ、規制順守を保証している機能を十分に活用できないこと
になります。しかし、規制順守を本当に保証するためには、環境モニタリングシステムをお客
様の工場の品質システムに組み込む必要があります。

ソフトウェアベースのモニタリングソリューションをお客様の品質システムに組み込むだけ
でなく、欧州医薬品庁（EMA）と米国食品医薬品局（FDA）によって公表されている規制を
順守する必要があります。このアプリケーションノートでは、お客様のモニタリングシステム
で適正規範（GxP）を順守する方法について解説しています。

モニタリングシステムをお客様の品質システムに適切に組み込み、維持して
いく必要のある主な領域は以下の通りです。

1.   標準作業手順書（SOP） 

2. トレーニング
3. バリデーション
4. 変更管理
5. 校正

SOP
標準作業手順書（SOP）はあらゆる品質システ
ムの基本となる資料です。SOPの中で段階的に
示される指示は、お客様の作業目標で要求され
るプロセスを確実に実施する上で役に立つもの
です。さらに、ライフサイエンス業界においては、
適正製造規範（GMP）プロセスの手順書を作
成・順守し、改訂管理していくことが極めて重要
な要件として課されています。以下に示す規制
からの引用文では、用途（保管と販売）、パラメー
タ（光、温度など）、手順書の作成、管理の重要性
などに対する要件が明確に示されています。

21 CFR 211.142：「手順書を・・・作成し、それを
順守すること。手順書には、製剤の識別、強度、品
質、純度などに影響が出ないようにするため、温
度、湿度、光などの適切な条件での保管について
記載すること」1

21 CFR 820.40：「各メーカーは要求されるすべ
ての資料を管理するための手順書を作成し、保管
すること・・・」2

欧州連合に対し、EMAは「日米EU医薬品規制調
和国際会議（ICH）Topic Q7、原薬の適正製造
に関するガイダンスについて」を公表し、その中
のコンピュータ化システムで、「コンピュータ化シ
ステムの運転および保守については、文書化した
手順が用意されていること」3と述べています。

環境モニタリングシステムの適切な維持管理
は、ソフトウェアおよびモニタリング用周辺機器
の操作、管理に関するSOPに従って行います。
品質システムの中に、校正、トレーニング、バリ
デーション、変更管理など他のサポート作業まで
をカバーした専用のSOPが設けられていること
が理想的です。SOPにこれらのサポート作業に
ついての規定がない場合でも、（これらの作業は
モニタリング用ソフトウェアのみに適用されるた
め）モニタリングシステムのSOPで対応すること
が可能です。すべてのSOPは管理文書として取
り扱い、承認や改訂のために管理しておく必要
があります。

規制では現場環境の要請に沿ってモニタリング機器を適切に使用し、バリデーションを行い、校正す
ることが求められています。



トレーニング
規制要件で示されているもう一つの重要点は、
従業員が遂行する職務に関して文書化された手
順書に沿ったトレーニングを受けるということ
です。これは、適正製造規範（GMP）を維持する
ために使用されているすべてのシステムに適用
されます。このことが理にかなっているのは、品
質管理システムにおけるすべての業務について
最終的な責任を担っているのは人だからです。
工場での規制順守は、自社で作成し文書化した
手順書をよく理解し、順守しているかどうかにか
かっています。自動化されたプロセスの世界に
おいてでさえ、プロセスを開始し、操作し、プロセ
スを監督するのは常に担当の従業員であるから
です。従業員がその作業に適任であることを保
証するために、以下のEMAとFDAの規制では、
従業員に責任をもたせ、必要に応じトレーニン
グを受けさせるように規定しています。

EMA：ICH Q7－従業員の適格性3.10「中間体・
原薬の生産を実施し監督するために、適切な教
育訓練を受け、または経験を有する適任者を適
切な人数配置すること」
EMA：ICH Q7－従業員の適格性3.11「中間体・
原薬の生産に従事する全従業員の責任を文書
で規定すること」
EMA：ICH Q7－従業員の適格性3.12「適任者
による教育訓練を定期的に実施すること。なお、
それぞれ従業員の教育訓練は、少なくとも、当該
従業員が行う作業および職務に係るGMPの訓
練を含むこと。また、教育訓練の記録を保管し、
定期的に評価すること」4

21 CFR 211 Subpart B－組織と従業員「製剤
保管・・・に従事している各従業員には、割り当
てられた職務を遂行できるように・・・トレーニン
グを・・・受けさせること。トレーニングは、これら
の規制で要求されている手順書・・・などに沿っ
て・・・実施する特定業務の中で行うこと・・・」5

21 CFR 820.25b「各メーカーはトレーニングに
必要な項目が分かるように手順書を作成し、すべ
ての従業員に、割り当てられた責任を適切に実
施できるようにトレーニングを受けさせること。ト
レーニングについては文書化しておくこと」6

要するに、環境モニタリングシステムのソフト
ウェアを使用しているすべての従業員は、自分
の作業に関連しているSOPのセクションに沿っ
てトレーニングを受けなければなりません。ト
レーニングについての記録は保管し、トレーニ
ングを受けた個々の人員、トレーニングの内容、
トレーニングを監督した者について、社内で文
書化しておく必要があります。FDAでは「機器に

関する助言：包括的な規制支援」7の「市販後要
求事項（医療機器）」という記事の中で添付資料
として「従業員トレーニング記録」の実例を提供
しています。

バリデーション
製造時の品質を保証するプロセス、特に、プロ
セスが自動化されていて、GxP環境向けの環境
モニタリングシステムを含む場合には、バリデー
ションを行うことが要件とされています。基本的
には、薬剤の安全性や純度、機器の有効性など
に影響するプロセスにソフトウェアが使われて
いる場合に、バリデーションが必要となります。
バリデーションの対象範囲を決める際には、リス
ク分析を行うと時間と経費の節約につながりま
す。モニタリングソフトウェアを導入するときに
は、据付時適格性確認（IQ）と運転時適格性確
認（OQ）によってバリデーションを実施する必
要があります。ソフトウェアのバージョン、更新、
パッチ等の変更やソフトウェアのアップグレー
ドでは、再バリデーションが必要になります。既
存のソフトウェアにパッチをあてた後、システム
が適正に動作していることを確認するために、
必要なバリデーションプロトコルをソフトウェア
メーカーから提供してもらうことができます。

プロセスバリデーションに関するFDAの主要なガ
イダンスでは、以下の3つの箇所が特に重要です。

21 CFR 820.75－プロセスバリデーション「プ
ロセスの結果が後続の検査や試験で完全に検
証できない場合、そのプロセスについては信頼
性の高いバリデーションを実施し、確立された手
順に沿って承認を受けること」8

21 CFR 820.70－生産とプロセスの管理「生
産や品質システムの一環としてコンピュータや自
動データ処理システムを使用する場合には、メー
カーは確立されたプロトコルに沿って、使用目的
に対するコンピュータソフトウェアのバリデーショ
ンを行うこと。すべてのソフトウェア変更はバリ
デーションを行ってから承認、発行すること。これ
らのバリデーション業務とその結果については文
書化しておくこと」9

21 CFR820.75（c）「変更やプロセスの逸脱が生
じた場合には、メーカーはプロセスを精査、評価
し、必要に応じ再バリデーションを行うこと。当該
業務については文書化しておくこと」10

820.75によると、製品の出来不出来を検証する
ための合理的な試験や検査ができないために
プロセスのバリデーションが必要な場合か、も
しくは、製品の有効性を評価する製品試験を合
理的に行うことはできてもプロセスのバリデー

ションを行う方が経済的で信頼もできる場合に
バリデーションを行うことになります。21 CFR 
820.75で留意すべき重要な点は、プロセスの
最終結果が検証できない場合に、プロセスのバ
リデーションが必要となるということです。セク
ション820.75(c)では、逸脱に対処するための
プロセスを設け、当該プロセスの概要を適切な
文書に記録しておくよう定めています。逸脱をど
のように対処するかは、品質管理システムの体
制によって異なります。逸脱報告に特化した手
順が定められている場合もあれば、逸脱報告に
関する指示が、バリデーション、規格外（OOS）
報告、是正・予防措置（CAPA）などの他の手順
に含まれている場合もあります。

EU向けガイダンスでは、原薬GMPに対する
EMAのメモに沿って、セクション「コンピュータ
化システム」の中でバリデーションについて述べ
ています。

EMA：ICH Q7－コンピュータ化システム5.40
「GMPに関連するコンピュータ化システムについ
ては、バリデーションを実施すること。なお、バリ
デーションの程度および適用範囲は、コンピュー
タ化されたアプリケーションの多様性、複雑性、
および重要性による」
EMA：ICH Q7－コンピュータ化システム5.41
「コンピュータのハードウェアおよびソフトウェア
については、適切な据付時適格性確認および運
転時適格性確認により、課せられた業務の実行
に適合していることを実証すること」
EMA：ICH Q7－コンピュータ化システム5.42
「すでに適格性が確認されている市販のソフト
ウェアについては、同じレベルの検査は不要であ
る。なお、既存のシステムについて、据付時にバリ
デーションが実施されていない場合には、適切な
文書化が可能であれば、回顧的バリデーションに
より検証する場合がある」11

-

■バリデーションプロトコルについては
バリデーションの実施前に審査 
および承認を受けてください。

■実施プロトコルが審査、 
承認を受けるまではバリデーション 
作業は完了していません。

■システムに将来どのような変更が 
あった場合でも、必ずその評価を 
実施し、その変更が用途の 
バリデーション済み状態に影響を 
与えるかどうかを判定してください。

バリデーションの要点：



変更管理
すべてのGMPプロセスについて、自動化さ
れているか否かにかかわらず、手順書を作成
する必要があります。この手順に変更がある
場合、FDAはその変更が管理された方法で
実施されることを求めています。これは一般に

「変更管理」として知られています。

21 CFR 820.70－生産およびプロセスの管
理：「各メーカーは仕様、方法、プロセス、手順
などの変更についての手順書を作成し、これ
を保管すること。このような変更については、
変更の実施前に検証するか、もしくは、必要に
応じセクション820.75に沿ってバリデーション
を行うこと。これらの活動については文書化し
ておくこと。変更はセクション820.40に沿って
承認を受けること」12

EMA：ICH Q7－コンピュータ化システム
5.47「コンピュータ化システムに対する変更
は、変更手順に従って行い、また、正式に承認
し、文書化し、検査すること。システムのハード
ウェア、ソフトウェア、およびその他すべての重
要な構成要素について行った修正および拡張
を含む変更に関連する記録を保管すること。こ
れらの記録は、システムがバリデーション済み
の状態に保守されていることを実証するもの
であること」13

システムに対するすべての変更は、実施前に
その影響を精査してください。変更の性質に
よって必要な場合は、追加のバリデーションが
要求されることがあります。

校正
モニタリングシステムは、製造、研究、保管等のエリアに設置した機器を用いて温度や
湿度などの重要な環境パラメータを測定するものです。規制機関は、これらの機器が正
確で信頼できるデータを提供することを求めています。しかし、恒久的にずれが発生し
ないセンサはありません。FDAでは、基本的にシステム機器は定期的に校正され、正確
な測定が保証され、校正時の記録は査察時に利用できることを要件としています。セン
サの本来の精度やお客様用途での動作環境の要件次第で、装置や計量機器について
の校正と機能試験が必要になります。これは、EMAやFDAによって義務付けられてい
ます。

21 CFR 211.68－自動的、機械的、電子的機器「製剤の製造、加工、梱包、保管で使われ
る・・・自動的、機械的、電子的機器などについては、適正な性能を保証することを念頭に
設計された計画書に沿って定期的に校正、検査、点検などを実施すること。これらの校正
点検および検査の文書記録は整備しておくこと」14

原薬の製造、保管、取り扱い、加工に関するGMPについてのEMAガイダンスには、校正
について詳しく記載されています。装置や機器の種類、基準、文書化についての概要が
記されています。さらに、EMAガイダンスでは、校正の基準を確立すること、逸脱が発生
した場合に品質への影響を判断するための調査を実施することなども明確に規定して
います。

EMA：ICH Q7－校正5.30「中間体・原薬の品質を保証するために重要な制御、秤量、
測定、モニタリングおよび試験装置については、文書による手順および確定した計画に
従って校正を行うこと」

EMA：ICH Q7－校正5.31「装置の校正にあたっては、証明された基準にトレーサブルな
基準が存在する場合には、これを用いて実施すること」

EMA：ICH Q7－校正5.32「これらの校正の記録は保管すること」

EMA：ICH Q7－校正5.33「重要な装置については、校正に係る現状を認識し、検証で
きる状態にしておくこと」

EMA：ICH Q7－校正5.34「校正基準に適合しない計測器は使用しないこと」

EMA：ICH Q7－校正5.35「重要な計測器について、認定された校正基準から逸脱した
場合には、これらの逸脱が前回の正しい校正以降において、当該計測器を用いて生産し
た中間体または原薬の品質に影響を与えたか否かを判定するために、調査を行うこと」15

まとめ
自動モニタリングシステムは、今やライフサイエンス業界のあらゆる企業への導入が期
待されています。競争が激しく規制の厳しいこの分野において、重要な制御環境向けに
設計された環境モニタリングシステムは、製品の品質低下や欠測のリスクを軽減してく
れます。しかし、規制を完全に順守するシステムでは、順守を維持していくためにメンテ
ナンスを行う必要があります。このアプリケーションノートで言及した規制に従って、お
客様の会社の品質システムの既存能力をモニタリングシステムのサポートに活かすこ
とによって、このメンテナンスを簡単に実施することができます。SOP、トレーニング、バ
リデーション、変更管理、校正などの分野におけるGxPの順守に努めることで規制順守
に関連する多く見返りを得ることができるでしょう。

グローバルな規制では、GxP環境の機器の校
正は、動作環境から求められる頻度と同じ頻度
で実施することが求められています。



バリデーション用途についての詳細は、 
sales.japan@vaisala.comよりヴァイサラの
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ください。
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