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2-3．品質評価研究 ‒分析法バリデーション結果出力‒
分析法バリデーションは、試験法の正当性を立証するための重

Fig. 6 に真度精度のレポートを示します。真度は濃度値の平均

要な工程であり、ICH のガイドラインにも明記されています。検証

値の理論値からの偏差を示すのに対し、精度は濃度値の相対標

項目は、真度、精度、特異性、検出限界、定量限界、直線性、範囲

準偏差を示します。精度については併行精度、室内再現精度を出

からなり、その結果出力には計算式が必要なことから溶出試験同

力しています。

様 Excel がよく用いられています。結果計算にはクロマトグラムか

Fig. 7 に検出限界のレポートを示します。検出限界は測定値の

ら得られる成分の面積値や濃度を Excel に手動で転記する必要が

誤差の分布である標準偏差（σ）と、検出限界付近の濃度の検量

あり、転記の手間やミスが発生するおそれがあります。

線傾き（S）に基づいて計算されます。

本稿では、マルチデータレポートが分析法バリデーションの
検証項目を漏れなく正確に記載し、膨大なバリデーション業務の
効率化に貢献する事例を示します。

LOD = 3.3σ / S
標準偏差（σ）の計算方法は、回帰直線の残差の標準偏差と回
帰直線から推定した濃度ゼロにおける測定値の標準偏差の 2 つが
あります。本稿では両方の計算方法での結果を出力しています。
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Abstract:
医薬品メーカーにおける CMC（Chemistry, Manufacturing and Control）では、医薬品の品質を立証するために、原薬プロセス研究、
製剤開発研究、およびこれらの品質評価研究を担っています。HPLC は各研究において幅広く利用されており、原薬プロセス研究では反応
の追跡や不純物の確認に、製剤開発研究では含量均一性や溶出試験に、品質評価研究では試験法の開発における分析法バリデーション
などに利用されています。
これらの研究では、目的に応じて分析結果から表計算を行い、レポートとしてまとめる必要がありますが、未だ得られた結果を Excel な
どへ転記してレポートを作成されているケースを多く目にします。本稿では、LabSolutions のマルチデータレポート機能を活用した以下の
医薬品開発研究における 3 種の事例をご紹介します。
（1）原薬プロセス研究 ‒ キラル化合物のスカウティング結果出力
（2）製剤開発研究 ‒ 溶出試験におけるトレンドプロット出力
（3）品質評価研究 ‒ 分析法バリデーション結果出力
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に計算式を組み込むことを可能とし、これまで Excelで使用してき

る機能です。このマルチデータレポートを用いることにより、CMC

たフォーマットを流用することが可能です。レポートテンプレート

の試験報告書作成業務を大幅に効率化させることができます。
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従来より報告書作成には Excel が使用されてきました。Excel を

3. おわりに
本稿ではキラル化合物のスカウティング、溶出試験におけるト

報告書の電子管理やペーパーレス化を促進し、品質試験のバック

レンドプロットの出力ならびに分析法バリデーションにマルチ

データとして長期的に管理・運用することが可能となるとともに、
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2. 事例紹介

2-2．製剤開発研究 ‒溶出試験におけるトレンドプロット出力‒

2-1．原薬プロセス研究 ‒キラル化合物のスカウティング結果出力‒
原薬研究部門ではキラルカラムを用いた効率的かつ迅速な光

本稿で紹介しているマルチデータレポートを活用することによ

学分割法が研究されています。しかし、多種多様なキラルカラム

り、スカウティングで得られる大量のデータを定量的に解析するこ

から分析種に適したカラムと最適な移動相条件を見出すには多大

とができます。

な労力と時間を要することから、キラル化合物の分離条件開発の
効率化が求められています。

Fig. 2 に Methylclothiazide のスクリーニング結果を、Fig. 3 に分
離状態の比較を示します。分離度順に順位付けを行いグラフに可

当社では、溶媒切換バルブとカラム切換バルブの組み合わせに
より、最大 192 通りのカラムと移動相の組み合わせを自動かつ連

視化することで、キラル化合物に適したカラムと分離条件を迅速
に見出すことができます。

続的に切り換えながら網羅的にデータを取得することができる

分離度以外にもシンメトリ係数、ピーク検出数、理論段数など

“Method Scouting System” を提供しています。しかし、スカウティ

分析で得られたパラメータを任意に使用できるため、用途に応じ

ングで得られる大量のデータから最適な分離条件を見出すのは多

た評価値を作成することも可能です。

大な時間を要する作業であり、作業者によって異なる結果が得ら
れるなど、多くの問題を抱えています。

本手法により、作業者に依存することなくカラムのスカウティン
グが可能になるとともに、定量的なバックデータとしてスカウティ
ング結果の信頼性を高めることができます。

Fig. 2
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製剤開発研究部門における溶出試験は、製剤に関する開発・品

“DT Solution” を用いることで、SST から始まる一連の分析シー

質管理や、ジェネリック部門における生物学的同等性試験など幅

ケンスを作成するだけではなく、溶出率の計算に必要なサンプリ

広く用いられています。検体数の増加に伴いオペレータの拘束時

ング間隔や成分の秤示量などの情報をデータに残すことが可能に

間も増加していることから、溶出試験の結果判定の迅速化が求め

なります。これらの情報を元にマルチデータレポートでは溶出率

られています。

を計算します。

製剤開発においては製剤の溶出の傾向を確認するために、短

Fig. 5 に溶出率のトレンドをプロットしたレポートを示します。

いサンプリング間隔における溶出率を時系列的にプロットするこ

本手法により分析の実行からレポート出力までを自動化すること

とでレポートを作成しています。この溶出率の計算は局方に掲載

ができます。また、マルチデータレポートを用いることで秤示量か

されている計算式を用いて算出する必要があるため、レポート作

ら溶出率を自動的に計算し、トレンドプロットとして図示化するこ

成には主に Excel が使用されることが多く、そのテンプレートのバ

とができます。

リデーションや管理に苦慮することが多く見られます。

レポートテンプレートは LabSolutions のデータベースでセキュ

本稿で紹介しているマルチデータレポートと溶出試験専用ソフ
トウェア“DT Solution” を用いることで、複雑なレポート作成業務

アに管理され、その変更履歴はオーディットトレイルとして保存さ
れますので、管理業務からも開放されます。

やファイル管理業務の負担を軽減することができます。
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報告書の電子管理やペーパーレス化を促進し、品質試験のバック

レンドプロットの出力ならびに分析法バリデーションにマルチ

データとして長期的に管理・運用することが可能となるとともに、

務の大幅な効率化が図れることを紹介しました。

慮しつつ、医薬品がもたらす総売り上げを最大化する戦略）を支

データレポートを活用することにより、CMC の試験報告書作成業

また、今回ご紹介したマルチデータレポート機能をLabSolutions

のデータベースと組み合わせることにより、医薬品開発に関する

医薬品ライフサイクルマネジメント（医薬品のライフサイクルを考

履歴はオーディットトレイルとして保存されます。

使用する場合、分析結果を手作業で転記する必要があり、転記の

マルチデータレポート機能を用いたレポート作成においては、

手間やミスが発生していました。また、Excel の変更管理は個人に

分析結果をシームレスにレポートテンプレートへ反映できるため、

依存してしまうことも多く、複数のテンプレートの存在を許容して

Excel 使用時に発生していた転記の手間やミスを軽減し、データの

しまう・計算式や結果が改ざんされるなどのおそれがありました。

信頼性と業務効率を大幅に向上させることができます。

《LabSolutions のデータベース》

援します。

データ1

CHIRALPAKは、株式会社ダイセルの登録商標です。

LabSolutions DB

分析データ

データ2

データ3

濃度
(mg/L)

濃度
(mg/L)

平均値
(mg/L)

平均値
(mg/L)

レポートテンプレート

データ1

データ2

データ3

3.019

2.998

3.011

3.009

レポートの作成

テンプレート作成画面
・標準的な関数を用意

・Excelと同様の感覚で作成可能
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・オーディットトレイルにも対応
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分析計測事業部

マルチデータレポートの概要
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