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要旨

製薬技術と医療技術による製品はどちらも、患者やユーザの健康
と快適さに直接影響を与えます。そのため、有効性、同一性、お
よび純度は、これらの製品に適用される最も重要な品質特性にな
ります。温度（℃）と相対湿度（%RH）の環境パラメータのモニ
タリングは、要求される品質を保証するにあたって、生産および
保管に特に重要な役割を果たします。指令や標準には、このため
の詳細な要件も記載されています。しかし、このようなパラメー
タは手動または半自動式の方法で記録および文書化されることが
多く、そのような方法は適切ではなかったり、ミスが発生しやす
い場合があります。この点に関して、特に重要で繊細な環境やプ
ロセスが存在する場合、測定データを自律的に記録、分析、およ
び継続的に文書化する自動モニタリングシステムの使用が、すべ
ての基準でサポートされています。このようなシステムにはアラー
ム機能もあり、限界値を超過した場合に早期に対応することがで
きます。バリデーション済みの環境におけるこの種のコンピュー
タベースのシステムには、手動記録されて署名されたデータと同
レベルの信頼性および一貫性を記録されたデータに認めるという、
特別な要件があります。これには、電子署名を伴う詳細な承認方
式などがあります。多岐にわたる測定作業の要件に適合できるよ
うにするには、自動システムが信頼性および柔軟性の問題と折り
合いをつける必要があります。
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環境モニタリングの目的

医薬品および医療技術製品は、人間や動物が摂取したり、直接接触
したりします。つまり、これらは患者やユーザの健康と快適さに
直接影響を与えます。

そのため、有効性、同一性、および純度は、これらの製品に適用
される最も重要な品質特性になります。
温度や湿度といった環境条件に問題があると、加工前の材料と材
質だけでなく、最終製品も大きく影響を受けます。不適切な条件
によって安定性が損なわれ、薬効に影響することがあります。

この代表的な例がタンパク質で、多くの薬剤で使用されています。
タンパク質は環境変化による影響を非常に強く受け、特に温度変
動による影響は大きくなります。また、許容される温度範囲を外
れて保管された場合、薬やその成分だけではなく、保管容器やパッ
ケージングもリスクにさらされます。温度が氷点下になったり、
温度変動が大きかったりすると、アンプルやガラス容器に細かい
ヒビが入ったり、ガラスの成分が分解したりすることがあります。
その結果、汚染が生じたり、無菌状態が損なわれたりする可能性
があります。

保管状態の湿度が高すぎても薬の品質に悪影響があり、パッケー
ジが湿ったり、ラベルがにじんで判読不能になったり、箱にカビ
が生えたりするなど、用途に適さなくなることがあります。

このことから、該当エリアの一般的な環境パラメータの持続的な
モニタリングと文書化は不可欠であり、多岐にわたる規制と法令
要件で管理されています。例としては、Good Storage Practices

（GSP）に関する世界保健機関（WHO）の規定、医薬品および医薬
品有効成分の製造に関するドイツの法令要件（AMWHV）、Good 

Manufacturing Practice（GMP）に関する EUガイドライン、21 CFR 

Part 211の Current Good Manufacturing Practice（CGMP）に関す
る米国要件などがあります。

そのため、研究所から始まり、製造（図 1参照）と保管を経て最
終的な輸送までの、製品の開発と流通プロセス全体で、高度な環
境モニタリングが極めて重要な構成要素となります。

これに関連して、クリーンルームも影響に対して敏感です。クリーン
ルームの品質管理には、前述した温度および相対湿度のパラメー
タ以外に、差圧、風速、空気中の粒子数の恒常的なモニタリング
と文書化も含める必要があります。

品質特性の本質ではありませんが、経済的な損失の可能性を排除
することも、正しい環境条件を恒常的にモニタリングすることの
非常に重要な理由となります。誤った条件や悪影響がある操作 

手順による生産中断は、直接大きなコストを発生させる可能性が
あり、場合によっては下流のコストにまで波及します。
モニタリングによってすべてのリスクを排除できるわけではあり
ませんが、管理可能で安全なレベルまで抑制することはできます。

図 1： 製薬環境  

（すべての画像の提供元： Testo SE & Co. KGaA）
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現在の測定技術

重要な環境パラメータを測定する方法はいろいろあります。その
ため、測定値の記録には、機械的、アナログ、またはデジタルな
手法を使うことができます。このプロセスは、手動、半自動、ま
たは完全自動の方法で実行できます。それぞれの測定で使用され
る技術は、その分野と効力のある指令に大きく依存しています。

一部の分野では電子的な測定手法が法律で規定され、たとえば機
械式の毛髪湿度計やアナログ式の液体温度計は最初から除外され
ています。

電子測定器を使用するメリットはいくつもあります。アナログ式
測定器を使う場合、電子測定器ほど分解能が高くないアナログ表
示から測定値を読み取る必要があるため、誤差が発生する可能性
が潜在的に高くなります。このことに関連して、各従業員がどれ
ほど正確に表示を読み取れるかという問題も存在します。このよ
うなことから、測定値が許容できないほどの範囲で変動する潜在
的なリスクがあります。当然ながら、この種の測定方法は、0.1度
単位で温度を測定するような極めて重要なプロセスや用途分野、
特に誤差や改ざんの可能性も大きい手動による文書作成には使用
できません。

携帯型電子測定器やデータロガーなどの半自動的な方法では、測
定がデジタルで自動実行されます。ただし、データの分析には依
然として手作業による手順が必要になります。たとえばデータロ
ガーを使用する場合、各測定器の値を従業員が読み取ってデータ
ベースに転送する必要があり、測定ポイントの数によっては非常に
大きな人件費がかかります。しかし、企業は、高度なトレーニング
を受けた従業員リソースをこのような作業のために割くのではなく、
本来行うべき業務に充てる必要があります。

ここまででご紹介した測定方法では、読み取った値からは、直前
のサイクルですべてのパラメータが制限値内に入っていたかどう
かしかわかりませんが、たとえば温度が超過していた場合、その
温度超過が製品またはプロセスにどのような影響を与えるかを調
べる必要があります。不適切なパラメータに対して、ユーザが能
動的に介入したり、即座に対応することはできません。それを行
うのは自動システムだけです。

自動環境モニタリング

自動環境モニタリングのための測定システムは何を実現するので
しょうか。このような測定システムは、文字どおりシステムをモ
ニタリング（監視）します。

ここまででご紹介したすべての選択肢では、測定と測定データの
文書化は行いますが、モニタリングすることはできません。モニ
タリングには、測定値の記録と文書化に加えて、社内の製品およ
びプロセスに危険が及ぶ場合にアラームを発生させることも含ま
れます。そのため最新のモニタリングシステムには、限界値を超
えた場合の単純なアラームから、複数のアラーム受信者への同時
送信まで、さまざまなアラームオプションが用意されています。
これは、時間帯を問わず、必要な受信者にアラーム通知を確実に
送信することを目的としています。アラーム通知は音または光で
行えますが、ショートメール（SMS）や電子メールでメッセージ
を送信することもできます。また、この種のシステムは設定済み
の測定ポイントをモニタリングするだけでなく、プロセスの中で
独自のステータスもモニタリングできます。つまり、システム内で、
接続上の問題、バッテリ状態の低下、携帯電話ネットワークの不
具合などの問題を自律的に検出できます。システムの安定運用の
脅威となるあらゆる状態を検出してレポートできるため、すぐに
対処できます。

自動システムが提供するメリットはこれだけではありません。 
この種の最新システムには、アラームを発生させるほかにも非常
に重要な 2つのメリットがあり、それによって測定全体の信頼性
を高め、リソースを節約できます。これには、測定値の自動伝送と
文書化が含まれます。測定ポイントからデータベースへの測定値
の伝送は、無線および有線接続によって行われます。多くのシス
テムはこのような機能を持っているため、高いレベルの柔軟性を
備えた技術をすぐに使うことができます。このような、測定値の
伝送と分析を自動的に行うプロセスでは、値を手動で読み取って
解釈する場合に人為的に発生する可能性があるすべての誤差が防
止されます。さらに、値の改ざんを事実上排除することができます。
これは、個別に設定できる自動文書化とレポート作成によって実
現されます。ユーザが関与することなく、生データからレポート
が生成され、直接提出することもできます。

エキスパートレポート 自動環境モニタリング
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バリデーション済みの環境

規定済みの要件をプロセスまたはシステムが満たしていることを
書面で証明する場合は必ず、再現可能な方法での検証（バリデー
ション）が必要です。特に製薬の分野では、使用環境内で、システ
ムに影響するあらゆる作用を含めた状態で測定システムを試験し、
規定されたすべての指令と法律にプロセス内で準拠していること
を証明する必要があります。ここでは、21 CFR Part 11の特記事項
およびGxP指令が必要になります。これに関しては、GAMP 5（Good 

Automated Manufacturing Practice）が、GxPで規制されるコン
ピュータベースシステムの検証のための承認済みガイドラインと
なります。検証プロセスが記述されていますが、拘束力はありま
せん。自動測定システムには、いわゆるコンピュータベースのシ
ステムが必然的に含まれるため、これらも仕様に従って検証する
必要があります。コンピュータベースのシステムには実際のシス
テム自体が含まれるだけでなく、システムが使用される環境も同
程度考慮されます。ハードウェアとソフトウェアに加えて、作業
者とプロセスおよび装置、および隣接するシステムが検証に使用
されます（図 2）。  

前述した米国法令全書の 21 CFR Part 11指令の特記事項が、ここで
必要になります。この指令には、電子的に格納されたデータセッ
トの取り扱いと、それに関連して必要となるセキュリティ手法が
記載されています。これには、完全性と信頼度に関して、手書き
署名付きの記録と同等と見なされる電子記録が含まれます。コン
ピュータベースシステムで置き換えられた手動作業の価値が品質
と管理の面で損なわれるわけではありません。

作成、修正、維持、保管、および伝送され、GxP検査の対象にな
りうるすべてのデータが、指令の対象となります。
この高いレベルの信頼性が達成されるよう、使用するシステム 

では、必要な要件をメーカーが実装しておく必要があります。それ
には、詳細なユーザ管理によって従業員とその権限を個別に設定
できるようにすることが含まれます。その結果、権限を持つ従業
員だけが各システムのコンテンツを使用することを保証できます。
管理性はきわめて重要です。システムでは、システム内のすべて
の動きを記録し、それを従業員に紐付けられるようになっている
必要があり、記録対象には、ログイン /ログアウト、限界値の設定、
アラームの確認などが含まれます。これを実現するために監査証
跡や電子署名が存在します。このようなメカニズムによって、す
べてのアクションが明確に 1人に割り当てられます。

図 2： GAMP 5に準拠したコンピュータベースのシステム

使用環境 
（隣接するシステムとその作業者および作業手順）

GAMP 5に準拠したコンピュータベースのシステム

コンピュータシステム プロセス /管理される機能

ソフトウェア 作業手順と作業者

ハードウェア 
（ファームウェアを含む）

装置

柔軟性と信頼性の両立

規制のある分野において、高い信頼性を実現するための要件を実
現することと、各顧客の要件に合わせてシステムをカスタマイズ
することを両立できるかどうかという疑問をもつことは、不思議
なことではありません。この疑問を解消するためには、柔軟性と
信頼性の両方の条件をよく検討することが必要です。これらはど
のような要件を含むのでしょうか。また、互いに両立することは
できるのでしょうか。
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モニタリングシステムの柔軟性はどのような条件で実現できるの
でしょうか。まず、各測定ポイントの記録を実現する技術機能が
必要です。したがって、長距離や構造上の課題に対応できる機能
を持つ必要があります。次に、多様なセンサを選択できることは
メリットとなります。ユーザは離れた場所の測定ポイントを測定
できたり、要求されるレベルの精度を実現したりできるようにな
ります。システムの導入後は、顧客の作業の増加に合わせた拡張、
各測定での顧客の条件への適合、顧客の条件に応じた拡張を実現
できる必要があります。

柔軟性に関しては、ユーザのことを考慮する必要もあります。シス
テムは直感的に操作でき、さまざまなユーザが確実に扱える必要
があります。従業員の作業はあまり複雑にせず、極力シンプルに
することをおすすめします。

図 3： 製品の信頼性とデータセキュリティ

製品の信頼性

限界値のアラーム通知 
SMS/電子メールなど

システムアラーム 
バッテリ状態、 
接続状態など

無線伝送 / 
ネットワーク伝送の 
組み合わせ

指令の遵守

データセキュリティ 
（統合された 
データプロトコル）

自動レポートシステム

複数の 
データストレージ

停電または 
ネットワーク障害が 
発生した場合でも 
稼動を維持

データ 
セキュリティ

柔軟性とは対照的に、可用性、一貫性、データ保護という 3つのキー
ワードが信頼性の核となります。可用性とは、継続的で信頼でき
る測定データ文書と、信頼性の高いプロセスフローを保証するこ
とです。システムは、常時完全に稼動できる状態にあり、プロセ
スに不具合が発生した場合に確実にアラームを発生できる必要が
あります。システムの機能が損なわれるか障害が発生した場合、
システムはそのことを検出し、単独でアラームをトリガする必要
もあります。一貫性とは、記録、伝送、および文書化された測定
値が完全で、その内容が正しいことを意味します。これは、ユー
ザ自身には、測定値が正しいかどうかを検出する機会がほとんど
ないからです。

最後に重要なこととして、データ保護についても言及しておく必
要があります（図 3）。第三者がデータを見たり、変更したりする
ことを防止するメカニズムを用意する必要があります。
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実現の困難さ

ここまででご説明したとおり、すべての要件に適合するには、 
システムに多数の機能と手法を実装する必要があります。しかし、
システムは信頼性と柔軟性の両方をどこまで提供できるのでしょ
うか。

柔軟性は、主にシステム設計の問題になります。無線と有線（イー
サネットなど）のコンポーネントを組み合わせることで、社内ネッ
トワークで考えられるすべての測定ポイントに到達できることに
なります。その後、多様なプローブによって、実際の測定作業（室
内環境モニタリング、冷凍空調モニタリングなど）向けにシステ
ムを高い精度で調整できます。また、システムには直感的なユー
ザインターフェイスが備えられているため、すべてのオペレータ
が使用できます。

信頼性を実現するにあたっては、スムーズな動作を確保するため、
ハードウェアとソフトウェアに多数の機能が必要です。ハードウェ
アについて考えると、複数のデータストレージや、バッテリおよ
び充電式バッテリによる停電時の継続稼動について、この段階で
考慮しておく必要があります。ソフトウェアについて考えると、
限界値を超えた場合とシステムに問題が発生した場合の両方で、
高いレベルの信頼性が必要になります。内蔵の無線およびネット
ワークプロトコルによって、ユーザは特定の基準のもとにデータ
改ざんを防止できます。最後に、測定値を自動的にログに伝送し、
それを送信する独自のレポートシステムにより、実際のシステム
の外部で恒久的にデータを保管できます。

柔軟性と信頼性に関連して挙げたすべての機能をシステム内容と
組み合わせることができます。ユーザのニーズに合わせて個別に
カスタマイズし、ユーザが信頼できるシステムを提供するには、
このような機能やシステム内容が必要です。
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Testo SE & Co. KGaAについて

Testo SE & Co. KGaAはシュヴァルツヴァルトのレンツキルヒに本社
を置く、ポータブルおよび固定式測定ソリューションの分野での
グローバルブランドです。世界中に 30の関連会社を持つハイテク
企業で、2,500人の従業員が研究、開発、製造、および販売に従事
しています。測定技術のエキスパートとして世界中で 650,000社
以上のお客様にご利用いただき、高精度な測定器と、測定データ
を管理するための最先端の革新ソリューションをご提供してい 

ます。Testo SE & Co. KGaAの製品は、お客様による時間とリソー
スの節約、環境および人々の健康の保護、商品とサービスの品質
向上を支援いたします。

1957年の創立以来、10%を超える平均年間成長率を維持してい 

ます。現在の売上高は 2.5億ユーロにせまりつつあり、シュヴァル
ツヴァルトの地でハイテクシステムは着実に成長しています。企
業の未来のために平均を超えた投資を行っており、これは Testoの
成功の秘訣の 1つにもなっています。Testoは研究開発にグローバ
ルの年間売上の約 10%を投資しています。

詳細は testo.comをご覧ください。

図 4： Testo本社（ドイツ、ティティゼー =ノイシュタット）

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。本カタログに掲載されている内容は、2017年 8月現在のものです。


