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バリデーションについてのGｘP規制の歴史やISO，取り組みについて学習する。

バリデーションの具体的なステップと分析機器のバリデーション，コンピュータ

システムバリデーション，分析法バリデーション，システム適合性試験，点検に

ついて学習する。

1

2

バリデーションを理解することにより，データの信頼性を確保するプロセスを

習得する。

3

学習のねらい ・・・・・ 第5章 分析バリデーション

◆ 解説
本章ではバリデーションの概念がスタートした歴史的背景やGxP規制，ISOについて学習する。
また，バリデーションのステップと分析機器のバリデーション，コンピュータシステムバリデー

ション，分析法バリデーション，システム適合性試験，点検の具体的な手法について学習する。



3

分析バリデーション 3
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1 バリデーションとは ・・・・・ バリデーションの歴史

米国FDAによるGLP規制（Good Laboratory Practice）の制定

GLP規制の発端

・睡眠薬サリドマイドによる薬害事故(1960年代）

・人工甘味料(1976年）

申請データの転記や統計処理に誤り

実験動物の取り扱いに問題

・・・・・新人工甘味料の上市がストップ

・・・・・規制当局にも問題点が発覚

消費者の保護のため，データの品質と信頼性確保のためGLP規制がスタート

試験データの品質と信頼性を証明することを目的として実施

◆ 解説
バリデーションの歴史

米国FDAによるGLP規制（Good Laboratory Practice）の制定の経緯としては，睡眠薬サリドマイドニヨ
ル薬害事故(1960年代）や，人工甘味料(1976年）の申請データの転記や統計処理に誤り，
実験動物の取り扱いに問題があり，実質人工甘味料の上市がストップしたことが発端となっている。ま
た，この際，規制当局にもそのステップのなかで問題点が発覚し，消費者の保護のため，データの品
質と信頼性確保のためGLP規制（Good Laboratory Practice）がスタートすることとなった。

試験データの品質と信頼性を証明することを目的としてGLP規制がスタートしたが，その適用

される部門としては，公的な規制を受ける新規の医薬品，動物用医薬品，香料，食品添加物等の開発

段階での前臨床安全性試験がある。具体的には，試験施設における試験の計画，実施，

記録，報告等を行う上で，組織の運営方法ならびに条件を規定するものである。
GXP規制（Good X Practice: X部分がことなり，規制の総称としてGXPと呼ぶ場合が多い）

の代表的なものとしては，製品の開発段階から製造段階まで，下記のようなものがある。
・GLP････Good Laboratory Practice 医薬品の開発段階

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施に関する省令
（平成9年厚生省令第21号）

・GCP････Good Clinical Practice 医薬品の臨床試験段階
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
（平成9年厚生省令第28号）

・GMP････Good Manufacturing Practice 医薬品の製造段階
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理規則
（平成11年厚生省令第16号）

・GQP ････Good Quality Practice 
医薬品，医薬部外品，化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令 医薬品の
製造段階
（平成16年厚生労働省令第136号）

・GVP････Good Vigilance Practice
医薬品，医薬部外品，化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令
医薬品の販売後
（平成16年厚生労働省令第135号)

◆ 参考資料

1) GLP研究会；医薬品・化学物質GLP解説，pp.2-3，薬事日報社，2002.
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1 バリデーションとは ・・・・・ バリデーションの定義

バリデーション：期待される結果を与えることを検証し文書化すること
（妥当性確認）

規格又は基準 確認や評価 計画書，データ，
考察，判断，承認

ISO 9000：2005，JIS Q 9000：2006 3.8.5 妥当性確認

「客観的証拠を提示することによって，特定の意図された用途又は

適用に関する要求事項が満たされていることを確認すること。」

ISO17025：2005，JIS Q 17025：2005 5.4.5.1

「妥当性確認とは，意図する特定の用途に対して個々の要求事項が満たされて

いることを調査によって確認し，客観的な証拠を用意することである。」

改正バリデーション基準（薬食監麻発第0330001号 平成1 7 年3 月3 0 日）

「バリデーション」とは，製造所の構造設備並びに手順，工程その他の製造管理及び品質

管理の方法（以下「製造手順等」という。）が期待される結果を与えることを検証し，これを

文書とすること。

◆ 解説
バリデーションとは，期待される結果をクリアするかを検証，確認，評価を行う行為であり，その

ための計画書の作成，データの作成，考察，判断，承認を文書化する行為。 近では，紙（ペー
パー）ベースだけでなく電子記録，電子署名による記録，保存，保管である。承認も行われる。

ISOでのバリデーションの定義としては，下記のものがある。
・ISO 9000：2005，JIS Q 9000：2006 3.8.5 妥当性確認
・ISO 17025：2005，JIS Q 17025：2005 5.4.5.1
同様に，医薬品規制でのバリデーションの定義としては，下記のものがある。

・改正バリデーション基準 （薬食監麻発第0330001号 平成17年3月30日）
目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造できるようにすること

・第15改正日本薬局方
“分析法バリデーションとは，医薬品の試験方法に用いる分析法が，分析法を使用する
意図に合致していること，すなわち，分析法の誤差が原因で生じる試験の判定の誤りの
確率が許容できる程度であることを科学的に立証することである。”

◆ 参考資料
1) 厚生労働省，改正バリデーション基準（薬食監麻発第0330001号 平成17年3月30日）
2) JIS Q 9000：2006 品質マネジメントシステムー基本及び用語，p.18，

日本工業標準調査会，日本規格協会，2006．
3) JIS Q 17025：2005 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項，p.14，

日本工業標準調査会，本規格協会，2006．
4) 厚生労働省，第15改正日本薬局方 p.14，じほう，2006．
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適格性評価 （Qualification)

適切に選定され，正しく据え付けられ，設定された仕様に適合して稼働

することを設備の据付時，稼働時及び保守点検時に確認すること

適格性評価のステップ

･ 設計時適格性評価 （DQ: Design Qualification)

･ 据付時適格性評価 （IQ: Installation Qualification)

･ 運転時適格性評価 （OQ: Operational Qualification)

･ 性能適格性評価 （PQ: Performance Qualification)

2 バリデーションのステップ ・・・・・ 適格性評価

適格性確認プロセス（qualification process: Q 9000 3.8.6)
規定要求事項を満たす能力を実証するプロセス

◆ 解説
原薬GMPのガイドラインでは，下記のように定義されている。

・設計時適格性評価（DQ）
設備，装置又はシステムが目的とする用途に適切であることを確認し文書化すること。

・設備据付時適格性評価（IQ）
据付け又は改良した装置又はシステムが承認を受けた設計及び製造業者の要求と
整合することを確認し文書化すること。

・運転時適格性評価（OQ）
据付け又は改良した装置又はシステムが予期した運転範囲で意図したように作動
することを確認し文書化すること。

・性能適格性評価（PQ）
設備及びそれに付随する補助装置及びシステムが，承認された製造方法及び規格
に基づき効果的かつ再現性よく機能できることを確認し文書化すること。

その他，OQを稼動時適格性確認，PQを稼動性能適格性確認と呼ぶ場合もある。DQ，IQ，OQ，
PQの各ステップを原薬GMPガイドラインをベースに分析機器のバリデーションのステップを紹介す
る。

◆ 参考資料

1) 厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬GMPのガイドラインについて，
p.32

2) JIS Q 9000：2006 品質マネジメントシステムー基本及び用語，p.18，
日本工業標準調査会，日本規格協会，2006．

3) 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 http://www.nihs.go.jp/drug/DrugDiv-J.html

6
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Step 1

Step 2

Step 3

設計時適格性評価
Design Qualification

設計時適格性評価
Design Qualification

据付時適格性評価
Installation Qualification

据付時適格性評価
Installation Qualification

ユーザ要求仕様を作成
メーカーからそれらの要
求仕様の確認，文書化

装置が要求通りに据付
けられたことを確認，
文書化

装置が所期の性能を有
していることを確認，
文書化

使用時に必要な性能を
有していることを確認，
文書化

性能適格性評価
Performance Qualification

性能適格性評価
Performance Qualification

運転時適格性評価
Operational Qualification

運転時適格性評価
Operational Qualification

Step 4

2 バリデーションのステップ ・・・・・ 適格性評価のステップ

◆ 解説
1 初のStep1として設計時適格性評価（DQ)がある。ここでは，ユーザ要求仕様を作成し

メーカーからそれらの要求仕様の確認，文書化を行う。
2 Step2では，据付時適格性評価（IQ)がある。ここでは，装置が要求通りに据付けられたこと

を確認し文書化する。
3 Step3では，運転時時適格性評価（OQ)がある。ここでは，装置が所期の性能を有している

ことを確認し文書化する。
4 Step4では，性能適格性評価（PQ)がある。ここでは，使用時に必要な性能を有している

ことを確認し文書化する。

医薬品製剤ＧＭＰガイドラインでは，DQ，IQ，OQ，PQの用語を定義している。

設計時適格性評価（ＤＱ）

設備据付時適格性評価（ＩＱ）

運転時適格性評価（ＯＱ）

稼働性能適格性評価（ＰＱ）

◆ 参考資料

1) 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 http://www.nihs.go.jp/drug/DrugDiv-J.html

7
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3 分析機器のバリデーション ・・・・・ ハードウェアバリデーション

ルーチン分析時

システム適合性試験

ハードウェアバリデーション
コンピュータバリデーション

分析法バリデーション

メソッド開発時

特異性
直線性
範囲
真度
精度
検出限界
定量限界
頑健性

分析能パラメータ

DQ
IQ
OQ
PQ

Qualification

分離度
理論段数
シンメトリ係数
S/N比
溶出順

◆ 解説
機器の納入，使用時には，DQで設定した機器とコントロール，データ解析等を行うコンピュータ

のIQ，IQ，OQ，PQを検証し，メソッド開発時には，その仕様を満足した機器を用いて分析法を開
発する。分析法バリデーションでは，要求する分析能パラメータを検証する。ここでは， 適化さ
れた機器やパラメータ，使用する試薬やカラムを使用して恒常的にルーチン分析時に利用でき
る分析法を開発する。ルーチン分析時には，分析法バリデーション時に開発された，十分なパフ
ォーマンスを持っているかどうか検証するためのシステム適合性試験を測定前，測定時（コントロ
ールサンプルの測定等）に実施する。この後の説明では，分析機器としてよく用いられる高速液
体クロマトグラフ（HPLC)を主に紹介していく。ハードウェア及びコンピューターバリデーションは，
USP1058では，AIQ（Analytical Instrument Qualification）として収載されている。

8
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設計時適格性評価（ＤＱ）

設備，装置又はシステムが目的とする用途に適切であることを確認し

文書化すること。

「試験に用いる分析機器の機能及び性能の仕様，規制対応機能に

対する要求事項とメーカー提出の機能，性能の仕様が適格であること

を検証し文書化する作業」

3 分析機器のバリデーション ・・・・・ DQ

高速液体クロマトグラフ（HPLC)の例

機能：流量，溶出法(イソクラティック又はグラジェント），圧力，注入量，試
料数，試料の冷却，カラム温度，検出器の種類，カラム，フローセル，
分析時間等

性能：精度（保持時間，ピーク面積），キャリーオーバー，注入量直線性，
検出器の直線性範囲，ノイズ，ドリフト等

◆ 解説
試験に用いる分析機器の機能及び性能の仕様，規制対応機能に対する要求事項とメーカー

提出の機能，性能の仕様が適格であることを検証し文書化する作業で，高速液体クロマトグラフ
の例を示したが，ガスクロマトグラフやその他の機器についてもその装置についての必要な機能
や性能について項目を挙げて表を作り比較していくと良い。機能としては，流量，溶出法(イソク
ラティック又はグラジェント），圧力，注入量，試料数，試料の冷却，カラム温度，検出器の種類，
カラム， フローセル，分析時間等，性能としては，保持時間やピーク面積精度，キャリーオー
バー（キャリーオーバーとは，高濃度のサンプルを注入した後に，次のサンプルを注入した際，
前のサンプルがオートサンプラーのニードルやニードルシート，切り替えバルブなどにわずかに
残り，それが現在測定中のサンプルのクロマトグラム上に現れ，分析結果に影響を与えること），
注入量直線性，検出器の直線性範囲，ノイズ，ドリフト等を規定する。
分析機器の機能や性能は，その用途のみで決めていくことでも良いが，コストや手間を考えると
何年か後でも十分な機能，性能を考慮して決めていくことが望ましい。

◆ 参考資料
1） 厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，

p.32
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4℃

保持時間 RSD=1%
ピーク面積 RSD=1%

3 分析機器のバリデーション ・・・・・ DQ：ユーザー要求仕様

• 機能及び性能

– ポンプ

• 流量範囲：0.05-5.0 mL/nin

• 流量精度：RSD1.0%以下

– オートサンプラ

• 注入量：5-100uL

• 注入量精度：RSD 1.0%以下

• 試料数：50以上

• サンプル冷却：最小4℃

– カラム槽

• 温度範囲：40-60℃

• 温度精度：±1℃

• 温度真度：±2℃

– 検出器

• スペクトル採取

• 波長範囲；200-800nm

• ノイズ：0.02mAU以下

• システム

– 全自動4液グラジエントHPLCシステム

• PCによる制御，データ処理

– システム構成

• デガッサー

• 4液グラジエントポンプ

• 冷却オートサンプラー

• カラム槽

• PDA検出器

• PCワークステーション

フォトダイオードアレイ検出器による
スペクトル採取機能

0 1 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 6

ユーザー要求仕様（URS: User Requirement Specification)

◆ 解説
システム構成，システムを構成する機器の要求仕様を検討し，文書化する。
システムとしては，全自動4液グラジエントHPLCシステム，システム構成としては，PCによる制

御，データ処理，システム構成，デガッサー，4液グラジエントポンプ，冷却オートサンプラー，カ
ラム槽，PDA（フォトダイオードアレイ）検出器，PCワークステーションという形で必要なモジュール
を選択する。

機能及び性能としては，使用する分離カラムのカラムサイズに対応した流す流量範囲や保持
時間（溶出ピークの位置により成分を特定）の再現精度を確保するための流量精度，注入量範
囲や注入量再現精度，一度の測定での試料数や，熱不安定な試料の場合に必要なサンプルの
冷却機能を設定する。使用するカラムに合わせたカラム槽の温度範囲と保持時間の再現性に重
要な温度正確さ，精度を設定する。検出器については，測定サンプルが検出できるものとして，
紫外可視検出器（UV検出器），紫外から可視までの吸光度を連続的にスペクトルとクロマトグラ
ムを測定できるフォトダーオードアレイ検出器（PDA検出器)，屈折率の違いを検出する示差屈折
率検出器（RI検出器），蛍光物質を検出する蛍光検出器，光散乱を利用した蒸発光散乱検出器
（ELSD)，質量分析計（MS)等の機能と性能を要求仕様としてまとめる。

ユーザー要求仕様とメーカーの仕様を対比し要求を満足するかを文書化しチェックするための
チェックシート例をp.34（補足資料）に示した。

◆ 参考資料
1）厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインに

ついて，p.32
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設備据付時適格性評価（ＩＱ）

据付け又は改良した装置又はシステムが承認を受けた設計及び製造業者

の要求と整合することを確認し文書化すること。

注文時の仕様書通りに装置が納品され，適切な環境に据付けられたことを

確認し，記録を作成する

3 分析機器のバリデーション ・・・・・ IQ：仕様チェック

設置場所の温度，湿度
電源が仕様を満足しているか？

◆ 解説
設置前に据付前要領書をメーカーから取り寄せ，その機器を運転するときのユーティリティが確

保できているか確認する。
IQ実施の際には，員数検査，各モジュールのシリアル番号，ファームウェアのバージョン，電源

をonにした際の各機器の状態が正常であるかを検証し文書化する。p.35に補足資料として
HPLCのチェックシートを示した。

◆ 参考資料
1） 厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，

p.32
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据付け又は改良した装置又はシステムが予期した運転範囲で意図した
ように作動することを確認し文書化すること。

3 分析機器のバリデーション ・・・・・ OQ：手順

装置が仕様書とおりの性能を有していることを確認， 文書化

ポンプ：
流量再現性
グラジェント正確さ
グラジェント再現性
リップル
オートサンプラ：
注入量再現性
注入量直線性
キャリーオーバー

カラムコンパートメント：
温度正確さ
ＵＶ検出器：
ベースラインノイズ
ドリフト
ランプ強度
波長正確さ
リニアリティ

0 1 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 6

◆ 解説
HPLCの場合を例にとると，ポンプでは，流量再現性，グラジェント正確さ，グラジェント再現

性リップル（混合時の組成比の変動幅）を検証する。
オートサンプラでは，注入量再現性，注入量直線性，キャリーオーバー等を検証する。同様に

，カラムコンパートメントでは，温度正確さ，ＵＶ検出器では，ベースラインノイズ，ドリフトレベル，
ランプ強度，波長正確さ等を検証し結果を文書化する。

実際の手順と結果の例をp.36（補足資料）に示した。

◆ 参考資料
1） 厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，

p.32

12
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設備及びそれに付随する補助装置及びシステムが，承認された製
造方法及び規格に基づき，効果的かつ再現性よく機能できること
を確認し文書化すること。

3 分析機器のバリデーション ・・・・・ ＰQ1

分析機器のPQとは
分析に使用する機器が，使用時にその分析に必要な性能を維持して

いることを確認し，記録する作業．

ポンプ：
流量再現性
グラジェント正確さ
グラジェント再現性
リップル
オートサンプラ：
注入量再現性
注入量直線性
キャリーオーバー

カラムコンパートメント：
温度正確さ
ＵＶ検出器：
ベースラインノイズ
ドリフト
ランプ強度
波長正確さ
リニアリティ

0 1 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 6

◆ 解説
OQと同様にHPLCの場合を例に取ると，ポンプでは，流量再現性，グラジェント正確さ，

グラジェント再現性，リップル（混合時の組成比の変動幅）を検証する。オートサンプラでは，注
入量再現性，注入量直線性，キャリーオーバー等を検証する。同様に，カラムコンパートメントで
は，温度正確さ，ＵＶ検出器では，ベースラインノイズ，ドリフトレベル，ランプ強度，波長正確さ
等を検証し結果を文書化する。分析機器の場合には，内容的にOQと同じ場合があり，OQとPQ
を同一としてOQを行うケースもある。
実際の手順と結果の例をp.37（補足資料）に示した。

◆ 参考資料
1） 厚生労働省，医薬発第1200号，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，p.32，

平成13年11月2日．
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4 コンピュータシステムバリデーション ・・・・・ DQ

装置制御装置制御

データ採取データ採取

データ処理データ処理

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ
ー

データ保存データ保存

分析機器のコントロール

分析機器のシグナルを採取

ピークの認識，面積計算
検量線作成，定量
クロマトグラムパラメータの計算
表示，報告書印刷

データの改ざんを防止

監査証跡（変更履歴を自動で取得）

上位コンピュータへのデータ転送

コンピュータのハードウェアとソフトウェアの機能と仕様を明確化

ソフトウェア
オペレーティングシステム

製造者
型式
バージョン

アプリケーション
製造者
型式
バージョン

ハードウエア
プロセッサ
メモリー (RAM)
ハードディスク (容量)
ディスプレーサイズ

◆ 解説
コンピュータシステムバリデーションのDQでは，コンピュータのハードウェアとソフトウェアの

機能及び性能の仕様，規制対応機能に対する要求事項とメーカー提出の機能，性能の仕様が適格
であることを検証し文書化する。

コンピュータのハードウェアとしては，下記のものを明確化する。
・プロセッサ
・メモリー (RAM)
・ハードディスク (容量)
・ディスプレーサイズ

アプリケーションソフトウェア，オペレーティングシステムとしては，下記のものを明確化する。
・製造者
・型式
・バージョン

アプリケーションソフトウェアの仕様としては，機器のコントロール，データ処理の各種の機能
データ保存の方法，セキュリティや規制対応等を明確にする。

◆ 参考資料

1） 厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，
p.13
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納品された装置，マニュアル類と仕様書とを比較

コンピュータ，プリンタ，ケーブル類を据付

ソフトウェアをインストール

インストールが正しく行われたことを確認

分析機器との通信，自己診断機能を確認

製造番号や，コンピュータのメモリ，

ハードディスク容量等を記録する

4 コンピュータシステムバリデーション ・・・・・ IQ

ソフトウェアのIQ自動化例

◆ 解説
分析機器本体のIQと同様に注文時の仕様書通りに装置が納品され，適切な環境に据付け

られたことを確認し，記録を作成する。手順としては，納品された装置，マニュアル類と仕様書と
を比較し，記録する。コンピュータ，プリンタ，ケーブル類を据付，ソフトウェアをインストール，
インストールが正しく行われたことを確認（自動化されたものではソフトウェアが正規のフォルダーにコ
ピーされたかを記録するものもある），分析機器との通信，自己診断機能を確認，製造番号やコンピュ
ータのメモリ，ハードディスク容量等を記録する。講義資料では，システム情報等
自動でIQの検証を行い記録した例を示している。

◆ 参考資料

1) 厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，p.13
2) 日本ダイオネクス株式会社，Chromeleonシステム IQレポート
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4 コンピュータシステムバリデーション ・・・・・ OQ

コンピュータの各種のデータ処理機能をあらかじめコンピュータに内蔵された

メソッドやデータに基づいて下記の機能を内部検証する。

OQの例：

装置の制御

データ採取（クロマトグラムを生成）

ピークの認識

面積計算

検量線作成

定量

クロマトグラムパラメータの計算

（理論段数，テーリングファクタ，分離度等）

表示

報告書印刷

◆ 解説

コンピュータの各種のデータ処理機能をあらかじめコンピュータに内蔵されたメソッドやデータに

基づいて下記の機能を内部検証する。

・装置の制御

・データ採取（クロマトグラムを生成）

・ピークの認識

・面積計算

・検量線作成

・定量

・クロマトグラムパラメータの計算 （理論段数，テーリングファクタ，分離度等）

・表示

・報告書印刷

上記，検証例では，コンピューターシステムに内蔵された自動OQソフトウェアによりレポートまで

自動で検証されている。

◆ 参考資料
1） 厚生労働省，医薬発第1200号，平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，p.13.
2） 日本ダイオネクス株式会社，Chromeleonシステム OQレポート
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PQの目的は，特定の日常的に繰り返される操作で必要とされるシステム

の機能を実証し文書化することであり，内容的にはOQと同様の内容を試験

コンピュータの各種のデータ処理機能をあらかじめコンピュータに内蔵された
メソッドやデータに基づいて下記の機能を内部検証する。

装置の制御
データ採取（クロマトグラムを生成）
ピークの認識
面積計算
検量線作成
定量
クロマトグラムパラメータの計算（理論段数，テーリングファクタ，分離度等）
表示
報告書印刷

4 コンピュータシステムバリデーション ・・・・・ PQ

◆ 解説

PQの目的は，特定の日常的に繰り返される操作で必要とされるシステムの機能を実証し文書化する
ことであり，内容的にはOQと同様の内容を検証する。

コンピュータの各種のデータ処理機能をあらかじめコンピュータに内蔵されたメソッドやデータに基
づいて下記の機能を内部検証する。

装置の制御

データ採取（クロマトグラムを生成）

ピークの認識

面積計算
検量線作成

定量

クロマトグラムパラメータの計算（理論段数，テーリングファクタ，分離度等）

表示

報告書印刷

◆ 参考資料

1） 厚生労働省，医薬発第1200号 平成13年11月2日，原薬ＧＭＰのガイドラインについて，p.13
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分析法バリデーションの定義

医薬品の試験法に用いる分析法が，分析法を使用する意図

に合致していること，すなわち，分析法の誤差が原因で生じる

試験判定の誤りの確率が許容できる程度であることを科学的

に立証すること。

分析能パラメータ(Validation Characteristics)の検討

5 分析法バリデーション ・・・・・ 分析法バリデーションの目的

1 真度（Accuracy/Trueness）
2 精度（Precision）
3 特異性（Specificity）
4 検出限界（Detection limit）
5 定量限界（Quantitation limit）
6 直線性（Linearity）
7 範囲（Range）
8 頑健性（Robustness）＊

*頑健性は，分析能パラメータには含まれないが，
実分析を行う際での信頼性確保のために必要な
項目である。

◆ 解説

“医薬品の試験法に用いる分析法が，分析法の誤差が原因で生じる試験判定の誤りの確率が許
容できる程度であることを科学的に立証すること。”によって医薬品の有効性と安全性を
保証するための規格を恒常的に満たすよう行うプロセスである。分析結果の正確さ，再現性，
検出能力，識別性など分析法の性能を表すパラメータを分析能パラメータという。 実際には，医
薬品の試験に良く用いられるクロマトグラフィーの各種の主要な必要なパラメータを示して
いる。

◆ 参考資料

1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650， じほう， 2006．
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号，平成9年10月28日．

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3)  鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.2-4，林純薬工業，2003．
4) ICH；Validation of Analytical Procedure; Text and Methodology Q2(R1)，

http://www.ich.org/cache/compo/276-254-1.html 
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5 分析法バリデーション ・・・・・ 真度（Accuracy）

真度（Accuracy）

「真度」は，分析法で得られる測定値の偏りの程度のことで，真の値と

測定値の総平均との差で表される。

評価方法：室内再現精度又は室間再現精度を求めるときに得られる測

定値の総平均と真の値（標準品の認証値，標準溶液の測定値）との差で

表わされる。

JISの真度の定義：
JIS Z 8101-2：1999 統計－用語と記号－第2部 ： 統計的品質管理用語 より
Trueness（真度，正確さ） ： 真の値からの偏りの程度
Accuracy（精確さ，総合精度） ： 観測値・測定結果と真の値との一致の程度。

真度と精度を総合的に表したもの。

◆ 解説
評価実験で用いる試料に添加した標品の濃度を真の値とし，HPLCで測定した試験試料のレ

スポンスから別に標準試料を用いて作成した検量線から求めた濃度の総平均を比較する。
真度を評価するための分析能パラメータとして“分析法バリデーションに関するテキスト（実施方

法）について”では下記の項目が解説されている。
1 ブランクに分析対象物を添加して，その添加回収率を測定
2 適切な濃度範囲（規格値を中心に）を求め，等間隔に3ポイントを選定
3 それぞれの濃度について3回繰り返しの添加回収試験を行う。

上記項目として，下記を求める。
・個々の回収率を求める。
・各濃度の平均値（平均回収率）と相対標準偏差（RSD）を求める。

◆ 参考資料

1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう，2006．平成9年10月28日，
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号，

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.2-4，50-60，林純薬工業，2003．
4) 日本工業標準調査会，測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）第1部，

一般的な原理及び定義 JIS Z 8402-1：1999，日本規格協会，1999．

19
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精度（Precision）

精度とは，均質な検体から採取した複数の試料を繰り返し分析して得られる

一連の測定値が，互いに一致する程度のことであり，測定値の分散，標準偏差

又は相対標準偏差で表される。精度には，併行精度，室内再現精度，室間再現

精度がある。

i)併行精度（Repeatability/intra-assay precision）

試験室，試験者，装置，器具及び試薬のロットなどの分析条件を変えずに，繰り返し分析するとき

の精度である。

ii)室内再現精度（Intermediate precision）

室内再現精度とは，同一試験室内で，試験者，試験日時，装置，器具及び試薬のロットなどの

一部又はすべての分析条件を変えて，繰り返し分析するときの精度である。

iii)室間再現精度（Reproducibility）

室間再現精度とは，試験室を変えて，繰り返し分析するときの精度である。

5 分析法バリデーション ・・・・・ 精度（Precision）

0 1 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 6

◆ 解説
“分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について”では，下記のように評価方法

を説明している。
i) 併行精度（Repeatability）

同一の試験室内において短時間内に同一条件下で測定する場合の精度
① 規定する範囲を含む濃度について，分析法の全操作を3濃度について分析法の全操作を

各濃度3回ずつ繰り返して測定する。
② 試験濃度の100％に相当する濃度で，分析法の全操作を少なくとも6回繰り返して測定する。

ii) 室内再現精度（Intermediate precision）
同一の試験室内において，試験日，試験者，装置，器具，試薬のロットなどの一部又はすべての
測定条件を変えて，上記（1）-①，②の操作を行う。

iii) 室間再現精度（Reproducibility）
異なった試験室間で，上記(2)操作を行う。

iv) 必要なデータ
各タイプの精度ごとに，標準偏差，相対標準偏差（変動係数）及び標準偏差の信頼区間を記載
する。

◆ 参考資料

1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう，2006．
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号 平成9年10月28日

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について，．
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.2-4，10-50，林純薬工業，2003．
4) JIS Z 8402-1：1999 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）第1部，

一般的な原理及び定義，日本工業標準調査会，日本規格協会，1999．
5) JIS Z 8402-2：1999 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）第2部，

標準測定方法の併行精度及び再現精度を求めるための基本的方，日本工業標準調査会，
日本規格協会，1999．

20
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特異性（Specificity）

特異性とは，試料中に共存すると考えられる物質の存在下で，

分析対象物を正確に測定する能力のことで，分析法の識別能力

を表す。

5 分析法バリデーション ・・・・・ 特異性（Specificity）

分離度Rs>1.5

シンメトリー係数

特異性を評価するための分析能パラメータ
及び判定基準例

ピークの形状
・シンメトリー係数（S）
・理論段数（N)
ピークの分離度
・分離度（Rs）

S=0.9～1.1

カラムの理論段数 N>6000

◆ 解説
“分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について”では，下記のように評価方法

を説明している。
クロマトグラフ法では，代表的なクロマトグラムを示すことによって，特異性を立証する。成分が互

いに分離されていることを示す分離限界（Critical Separation）について，適当な濃度の試料を用い
て検討する。特異性を示すために，互いに も近接して溶離する2つの成分の分離度を用いて分
離限界を表してもよい。クロマトグラム上の分析対象物のピークが複数の成分に由来していないこと
を示すためには，ダイオードアレイや質量分析計などを検出器として用いるクロマトグラフ法のピー
ク純度試験（ピーク単一性試験）が有用である。

特異性を評価するための分析能パラメータ及び判定基準例
i) ピークの形状

・シンメトリーファクター（S） S=0.9～1.1
・理論段数

ii) ピークの分離度
・分析対象物と個々のピークが完全に分離していることを確認する。
・分離度（Rs） Rs>1.5

iii) ピークの単一性
・分析対象物及び内部標準物質の溶出位置に定量上の妨害ピークを認めない（不純物，
分解物，配合成分などによる妨害を認めない）ことを確認する。

・分析対象物のみの溶液，内部標準物質のみの溶液，不純物又は分解物のみの溶液
又はブランク溶液などを用いて測定した結果（クロマトグラム）を比較する。

・ダイオードアレイ検出器，MSなどを用いて個々のピークの単一性を証明する。
・分析対象物の長期保存試験（加速試験）を実施し，個々のピークが完全に分離すること

を確認する。
◆ 参考資料
1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう， 2006．
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審 第338号，平成9年10月28日，

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.2-4，林純薬工業，2003．
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検出限界（Detection limit）

検出限界とは，試料に含まれる分析対象物の検出可能な最低の量

又は濃度のことである。検出限界では定量できるとは限らない。

検出限界を求める方法

(1) 視覚的評価に基づく方法

(2) シグナル対ノイズに基づく方法

(3) レスポンスの標準偏差と検量線の傾きに基づく方法

5 分析法バリデーション ・・・・・ 検出限界（Detection limit）

シグナル：S

ノイズレベル：N 検出限界設定
3～2：1のシグナル対ノイズ比が一般的

◆ 解説
“分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について”に記載されている検出限界を

求める方法には以下のようなものがある。
(1) 視覚的評価に基づく方法

検出限界は，既知濃度の分析対象物を含有する試料を分析し，分析対象物が確実に
検出できる 低の濃度を視覚的に確認することによって決められる。

(2) シグナル対ノイズに基づく方法
シグナル対ノイズ比は，分析対象物を既知の低濃度で含有する試料のシグナルをブランク試料

のシグナルと比較することによって求めることができる。検出限界設定には，3～2：1の
シグナル対ノイズ比が一般的に許容されている。

(3) レスポンスの標準偏差と検量線の傾きに基づく方法
検出限界（ＤＬ）を次式により決定することもできる。

ＤＬ＝3．3σ／Ｓ
ここで，σはレスポンスの標準偏差を，Ｓは検量線の傾きを表す。傾きＳは，分析対象物

（不純物）の検量線から推定できる。標準偏差σについては，種々の推定方法があるが，
以下はその例である。

① ブランクの標準偏差に基づく方法
適当な数のブランク試料を分析し，そのレスポンスの標準偏差を計算することによって，

分析法のバックグラウンドの標準偏差の大きさを見積もる。
② 検量線に基づく方法

検出限界付近の濃度の分析対象物を含む試料を用いて，検量線を作成する。回帰直線の残差
の標準偏差又は回帰直線から推定した濃度ゼロにおけるシグナル の標準偏差を標準偏差σと
して利用できる。

◆ 参考資料
1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう，2006．
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号，平成9年10月28日

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp65-74，林純薬工業，2003．
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定量限界（Quantitation limit）

定量限界とは，試料に含まれる分析対象物の定量可能な最低の量

又は濃度のことである。定量限界の分析対象物を含む試料の測定値

の精度は，通例，相対標準偏差で表して10%である。

定量限界を求める方法

(1)視覚的評価に基づく方法

(2)シグナル対ノイズに基づく方法

(3)レスポンスの標準偏差と検量線の傾きに基づく方法

5 分析法バリデーション ・・・・・ 定量限界(Quantitation limit)

シグナル：S

ノイズレベル：N

定量限界設定
10：1のシグナル対ノイズ比が一般的

◆ 解説
“分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について”に記載されている定量限界を求め

る方法
(1) 視覚的評価に基づく方法

定量限界は，既知濃度の分析対象物を含有する試料を分析し，分析対象物が許容できる
真度と精度で定量できる 低の濃度を確認することによって決められる。

(2) シグナル対ノイズに基づく方法
シグナル対ノイズ比は，分析対象物を既知の低濃度で含有する試料のシグナルをブランク
試料のシグナルと比較することによって求めることができる。
定量限界設定のための標準的なシグナル対ノイズ比は，10：1である。

(3) レスポンスの標準偏差と検量線の傾きに基づく方法
定量限界（QL）を次式によって決定

QL＝10σ／S
Σ：レスポンスの標準偏差S：検量線の傾きＳは，分析対象物の検量線から推定できる。
標準偏差σについての推定方
① ブランクの標準偏差に基づく方法

適当な数のブランク試料を分析し，そのレスポンスの標準偏差を計算することによって，
分析法のバックグラウンドの標準偏差の大きさを見積もる。

② 検量線に基づく方法
定量限界付近の濃度の分析対象物を含む試料を用いて，検量線を検討する。
回帰直線の残差の標準偏差又は回帰直線から推定した濃度ゼロにおけるシグナルの
標準偏差を標準偏差σとして利用できる。

◆ 参考資料
1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう，2006.
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号，

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.74-76，林純薬工業，2003.
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5 分析法バリデーション ・・・・・ 直線性（Linearity）

直線性（Linearity）
分析対象物の量又は濃度に対して直線関係にある測定値を与える分析法の
能力のことである。

直線性を評価するための分析能パラメータ
試験法の濃度が検量線のほぼ中央の濃度になるように検量線を作成
検量線は少なくとも5種類の濃度（又は量）が異なる試料を用い作成
分析能パラメータの一つである範囲に含まれる濃度で検討する。

判定基準例：相関係数 r = 0.999以上

例）

得られた結果から回帰直線を求め，
相関係数，残差平方和を求める。

◆ 解説
“分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について”に記載されている直線性を求め

る方法
シグナルを分析対象物の濃度又は含量の関数としてプロットした図を用いて視覚的に直線性

を評価する。直線関係が認められる場合には， 小二乗法による回帰直線の計算などの統計学
的手法を用いて測定結果を評価する。分析値と試料濃度との間の直線関係を得るために，回帰
分析を行う前に，測定ータを数学的に変換する必要があることもある。回帰直線から得られる情
報は，直線性の程度を数学的に評価するときに役立つ。相関係数，ｙ－切片，回帰直線の傾き
及び残差平方和を求める。実測値と回帰直線上の予測値との差を濃度に対してプロットした図
を解析することも直線性を評価する上で有用である。直線性を立証するときには，少なくとも5水

準の濃度を用いる。

◆ 参考資料
1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう，2006.
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号，平成9年10月28日，

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.61-64，林純薬工業，2003.
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5 分析法バリデーション ・・・・・ 範囲（Range）

範囲（Range）

適切な精度及び真度を与える，分析対象物の下限及び上限の量

又は濃度に挟まれた領域のことである。

規定すべき範囲は，通常，直線性を検討する

ことによって導かれ，分析法が適用される目的

に依存する。規定する範囲内又は範囲の両端

の量の分析対象物を含む試料を用いて分析を

行い，分析法の直線性，真度及び精度が容認

できる程度であることを確認することによって，

範囲を立証する。

◆ 解説
規定すべき範囲は，通常，直線性を検討することによって導かれ，分析法が適用される

目的に依存する。規定する範囲内又は範囲の両端の量の分析対象物を含む試料を用いて
分析を行い，分析法の直線性，真度及び精度が容認できる程度であることを確認することに
よって，範囲を立証する。

規定すべき範囲：医薬品の場合は，下記のような範囲とされている。
(1) 原薬又は製剤の定量法

試験濃度の80～120％
(2) 含量均一性試験

試験濃度の70～130％
(3) 溶出試験

規格の全範囲の±20％
(4) 不純物の定量試験

規格の限度値の120％
(5) 有効成分の定量法と純度試験が1つの試験で同時に行われ，有効成分の表示量の

100％を含む試料のみが標準として用いられる場合
不純物の報告の閾値～表示量の120％。

◆ 参考資料
1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう，2006.
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号，平成9年10月28日，

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.2-4，林純薬工業，2003．
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頑健性（Robustness）

頑健性は，分析条件を故意に変動させたときの分析法の信頼性を表す。

それぞれの条件をある範囲で変化させたときに，期待する結果の範囲に

入ることを検証する。

5 分析法バリデーション ・・・・・ 頑健性（Robustness）

HPLCの例

•移動相のｐＨの変動の影響

•移動相の組成の変動の影響

•カラムの変更

（異なるロット又は異なる銘柄）

•温度

•流速

例：流量，温度をそれぞれ±5%変動させ，それぞれ3回繰り返し測定

◆ 解説
頑健性を評価することによってシステム適合性に関する一連のパラメータ（例えば，分離度）を

確立することができる。これらのパラメータを確認することによって，日常の分析において
分析法の妥当性が維持されていることを保証できる。

代表的な変動因子
(1) 種々の分析法に共通する変動因子

・試験溶液の安定性
・抽出時間

(2) 液体クロマトグラフ法の代表的な変動因子
・移動相のｐＨの変動の影響
・移動相の組成の変動の影響
・カラムの変更（異なるロット又は異なる銘柄）
・温度
・流速

(3) ガスクロマトグラフ法の代表的な変動因子
・カラムの変更（異なるロット又は異なる銘柄）
・温度
・流速

これらのパラメータを確認することによって，日常の分析において分析法の妥当性が維持
されていることを保証できる。

◆ 参考資料
1) 厚生労働省，第15改正日本薬局方，pp.1647-1650，じほう，2006.
2) 厚生労働省，厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審，第338号，平成9年10月28日，

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
3) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.2-4，林純薬工業，2003.
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システム適合性試験（System suitability test：SST）

システム適合性試験とは，データの質の保証及び管理のため，分析

前及び分析時にその使用する分析システム全体が，分析法バリデー

ションによって確立されたシステムの構成に合致しているかを確認し

文書化することである。

6 システム適合性試験

クロマトグラフィーのパラメータ
ピークの溶出順
分離度
S/N比
シンメトリー係数：ピークの対称性
理論段数
保持時間再現性
面積再現性
検量線直線性

カラムの理論段数 N=6000

分離度

シグナル：S

ノイズレベル：N

シンメトリー係数

◆ 解説
システム適合性試験では，分析システム全体が，分析法バリデーションで求められた分析能パラ

メーターの要求範囲内であることを確認する。
試料を測定する前に，HPLCやGCの場合，クロマトグラフィーのパラメーターとして，測定対象成

分のピークの溶出順やピークの分離度，再現性等が要求範囲に適合するかを検証する。
クロマトグラフィーのパラメーターの詳細については，高速液体クロマトグラフィー通則
（JIS K 0124：2002） を参照のこと。

シンメトリー係数：S=W0.05h/2f
W0.05h:ピークの基線からピーク高さの1/20の高さにおけるピーク幅
ｆ：W0.05hのピーク幅をピークの頂点から記録紙の横軸に下ろした垂線で2分した時のピーク
の立ち上がり距離

分析システム全体が，分析法バリデーションで求められた分析能パラメーターの要求範囲内
であることを確認する。

医薬審第338号 平成9年10月28日 厚生省医薬安全局審査管理課長 “分析法バリデーションに
関するテキスト（実施方法）について” のシステム適合性試験（System suitability test：SST）の中で
，“詳細については，薬局方を参照すること。”とあるが，現状記載がされていない。今後，収載され
る予定である。

◆ 参考資料
1) JIS K 0124 高速液体クロマトグラフィー通則，p.61，日本工業標準調査会，日本規格協会，

2002.
2) 医薬審第338号，厚生省医薬安全局審査管理課長，平成9年10月28日，

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について
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クロマトグラフィーのパラメータ
•ピークの溶出順
•分離度
•S/N比
•シンメトリー係数
•理論段数
•保持時間再現性
•面積再現性
•検量線直線性

6 システム適合性試験 ・・・・・ クロマトグラフィーのパラメータ

分析システム全体が，分析法バリデーションで求められた
要求範囲内であることを確認する。

システム適合性試験自動計算例

◆ 解説
システム適合性試験では，分析システム全体が，分析法バリデーションで求められた分析能パラ

メーターの要求範囲内であることを確認する。試料を測定する前に，HPLCやGCの場合，
クロマトグラフィーのパラメータとして，測定対象成分のピークの溶出順やピークの分離度，
再現性等が要求範囲に適合するかを検証する。

現在では，システム適合性試験のパラメータを任意に選択，許容範囲の値を設定自動計算
するソフトウェアがクロマトグラフデータ処理ソフトウェアを扱うメーカーから市販されている。

◆ 参考資料

1) JIS K 0124 高速液体クロマトグラフィー通則， p.61，日本工業標準調査会，日本規格協会，
2002.

2) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，pp.2-4，林純薬工業，2003．
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溶離液
点検項目 内容

1 使用期限範囲内であること ラベルに記入されている使用期限を確認する。
2 使用する溶離液の種類の確認 ポンプに接続されている溶離液が、使用する分析法に合っているか、

ラベルに記入されている溶離液を確認する。
ポンプ

点検項目 内容
1 液漏れの点検 ポンプヘッド、ジョイント部から液漏れがないことを確認する。
2 送液の安定性 圧力表示の変動が仕様を満足していることを確認する。
3 異常音がしないこと

オートサンプラ
点検項目 内容

1 液漏れの点検 ポンプヘッド、ジョイント部から液漏れがないことを確認する。
2 注入回数の点検 注入回数が使用範囲内であることを確認する。
3 異常音がしないこと

カラム恒温槽
点検項目 内容

1 液漏れの点検 ジョイント部から液漏れがないことを確認する。
2 温度の安定性 温度表示の変動が仕様を満足していることを確認する。

UV検出器
点検項目 内容

1 液漏れの点検 ジョイント部から液漏れがないことを確認する。
2 波長真度の点検 内蔵のフィルタ等により波長をチェックし仕様を満足していることを確認する。
3 ベースラインの安定性 ベースライン、ドリフトレベルの変動が仕様を満足していることを確認する。

コンピュータ
点検項目 内容

1 HPLCモジュールとの通信 HPLCモジュールの通信が行えることを確認する。
2 データ処理機能 既存データを呼び出し妥当性を確認する。
3 ハードディスク容量の確認 ハードディスク残量が充分あることを確認する。

7 点検

点検
1.日常点検：毎日の測定前での機器や試料，試薬類の確認
2.定期的な機器の保守と校正
3.総合的なモジュールとシステムの確認

HPLC分析の毎日の測定前のチェック例

◆ 解説

日常点検としては，毎日の測定前の機器や試料，試薬類の確認，6ヶ月，1年の定期的な
機器の保守と校正を行う。

HPLCの場合は，使用する移動相の種類，使用期限，各HPLCモジュールを稼働させた
ときの液漏れのチェックや検出器のランプの点灯時間が仕様を越えていないか，使用する
カラムが適正か，コンピュータから各機器のコントロールが正常に行えるか等をチェックし，
記録する。

◆ 参考資料

1) JIS K 0124 高速液体クロマトグラフィー通則， pp.29-30，日本工業標準調査会，
日本規格協会，2002．
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（1） バリデーションとは

データの品質と信頼性確保のため行われるプロセスで，期待される結果を

与えることを検証し文書化することである。

（2） 分析機器，コンピュータのバリデーション

分析機器や，コンピューターに関しても測定時の再現性や分析データの

信頼性，真正性を確保する上でバリデーションを行うことは重要な事項

である。

（3） 分析法バリデーション

分析法を開発する上で各ステップについて要求する事項を満足する基準の

範囲の設定と分析条件の確立，頑健性についての評価，システム適合性

での必要なチェック項目の選定と許容値の設定は，重要である。

ま と め ・・・・・ 第5章 分析バリデーション

◆ 解説
バリデーションとは，データの品質と信頼性確保のため行われるプロセスで，期待される結果

を与えることを検証し文書化することである。分析機器，コンピュータのバリデーションに関して
も測定時の再現性や分析データの信頼性，真正性を確保する上でバリデーションを行うことは
重要な事項である。分析法バリデーションでは，分析法を開発する上で各ステップについて要
求する事項を満足する基準の範囲の設定と分析条件の確立，頑健性に
ついての評価，システム適合性での必要なチェック項目の選定と許容値の設定が重要で
ある。バリデーションは，データの品質と信頼性確保のため行われるプロセスで，バリデーション
の考え方は，消費者の保護のためスタートしたが，規制外の民間企業においても，品質保証の
面で重要な事項である。
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1 バリデーションとは何か？ 空欄を埋めなさい。

バリデーションとは，期待される結果を与えることを検証し すること

2 適格性評価の4つのステップの名称を答えなさい。

①

②

③

④

3 分析能パラメータで検討する項目を答えなさい。

演習問題 A ・・・・・ 第5章 分析バリデーション

◆ 解説
1 バリデーションとは，データの品質と信頼性確保のため行われる行為で，期待される結果を

与えることを検証し文書化することである。
2 適格性評価のステップは，下記の4ステップがある。

･ 設計時適格性評価 （DQ: Design Qualification)

･ 据付時適格性評価 （IQ: Installation Qualification)

･ 運転時適格性評価 （OQ: Operational Qualification)

･ 性能適格性評価 （PQ: Performance Qualification)

3 分析能パラメータで評価する項目は下記のとおりである。

（1） 特異性（Specificity）

a) 確認試験（Identification）

b) 定量法と純度試験

（2） 直線性（Linearity）

（3） 範囲（Range）

（4） 真度（Accuracy/Trueness）

（5） 精度（Precision）

（6） 検出限界（Detection limit）

（7） 定量限界（Quantitation limit）

（8） 頑健性（Robustness）

頑健性は，分析能パラメーターには含まれないが，実分析を行う際での信頼性確保のために
必要な項目である。
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演習問題 B ・・・・・ 第5章 分析バリデーション

1 頑健性（Robustness）で，変動させる項目をピックアップし，なぜその項目

について頑健性をテストしなければならないか理由を示しなさい。

2 システム適合性に関するクロマトグラフィーのパラメータとしてはどのような

ものがあるか，また，その理由を示しなさい。

3 分析機器等の機器の校正を行うための校正用機器の国家標準までのトレ

ーサビリティについて調べなさい。

◆ 解説
1 頑健性（Robustness）で，変動させる項目として，例えばHPLCのカラムのバッチの違い

がある。同じメーカーの充てん剤でもバッチ間で測定するサンプルに対しての選択性の
違いがある。また，そのメーカーが生産をやめたとき，他のメーカーのカラムも同様に
チェックしておき，リスクを減らす役目もある。

2 システム適合性に関するクロマトグラフィーの一連のパラメータとしての例として下記の
ものがある。
・分離度

・理論段数
・シンメトリー係数
・S/N比
・アナライトの溶出順

それぞれ分析法バリデーションで確認した項目であり，これらの能力を検証した上で
実サンプルの測定が可能となる。

3 ポンプの流量や波長の校正，温度校正等を行う場合，それぞれの測定器又は，校正
サンプルが国家標準までのトレーサビリティを確保していれば，機器間の測定時での
差がなくなる。
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◆ 文 献

1) GLP研究会，医薬品・化学物質GLP解説，pp.2-3，薬事日報社，2002.
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薬食監麻発第0330001号 平成1 7 年3 月3 0 日，

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行

に伴う医薬品，医療機器等の製造管理及び品質管理（ＧＭＰ／ＱＭＳ）

に係る省令及び告示の制定及び改廃について

3) 厚生省医薬安全局審査管理課長医薬審 第338号 平成9年10月28日

分析法バリデーションに関するテキスト（実施方法）について

4) JIS Q 17025：2005 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

日本規格協会 編

5) JIS K 0124：2002 高速液体クロマトグラフィー通則，日本規格協会 編，

6) 鹿庭 なほ子，医薬品の分析法バリデーション，林純薬工業，2003.

参考資料 ・・・・・ 第5章 分析バリデーション
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ユーザー要求仕様 メーカー仕様

ポンプ HPG 3400 高圧混合型バイナリポンプ

流量範囲：0.05-5.0 mL/nin 流量範囲：0.001-10.0 mL/nin

流量精度：RSD1.0%以下 流量精度：RSD　0.1%以下

デガッサ SR3400　デガッサ

内部容量12mL以下 内部容量7mL以下

オートサンプラ WPS3000TSL　冷却オートサンプラ

注入量：5-100uL 注入量：0.1-100uL

注入量精度：RSD 1.0%以下 注入量精度：RSD 0.5%以下

試料数：50以上 試料数：max120

サンプル冷却：4℃ サンプル冷却：4℃

カラム恒温槽 TCC3000　カラムコンパートメント

温度範囲：40-60℃ 温度範囲：室温－１0℃から80℃

温度精度：±1℃ 温度精度：±0.1℃

温度真度：±2℃ 温度真度：±0.5℃

DAD検出器 DAD3000　ダイオードアレイ検出器

波長範囲:200-600nm 波長範囲：190-800nm

ノイズレベル：0.02mAU以下 ノイズレベル：0.02mAU以下

補足資料 ・・・・・ 3 分析機器のバリデーション

ユーザー要求仕様とメーカーの仕様を対比し
要求を満足するかを文書化しチェック

仕様チェック
DQ：ユーザー要求仕様とメーカー仕様

◆ 解説
このスライドでは，HPLCの各モジュールのユーザー要求仕様とメーカーの仕様を対比して要

求を満足するかを文書化しチェックしている。
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補足資料 ・・・・・ 3 分析機器のバリデーション

IQの手順

1 据付前要領書に従って，設置場所の環境と付帯設備を確認し，
チェックリストに記入する。

2 注文時の仕様書にしたがい員数確認，付属のドキュメント確認を行う。
3 装置が正常に起動することを確認し，記録する。

員数チェック

記録

装置の起動チェック

◆ 解説
IQの手順としては，据付前要領書に従って，設置場所の環境と付帯設備を確認し，チェックリ

ストに記入する。注文時の仕様書にしたがい員数確認，付属のドキュメント確認を行う。
後に装置が正常に起動することを確認し，記録する。

◆ 参考資料

1) 日本ダイオネクス株式会社，U-30002 HPLC IQチェックシート
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補足資料 ・・・・・ 3 分析機器のバリデーション

記録

◆ 解説
HPLCシステムの据付時チェックリストの例を示した。機器のシリアル番号，ファームウェアの

バージョン等の詳細を記入する。

◆ 参考資料

1) 日本ダイオネクス株式会社，U-3000 HPLC IQチェックシート
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補足資料 ・・・・・ 3 分析機器のバリデーション

 OQの検証結果例
高速液体クロマトグラフ OQレポート

機器名 機種名 測定項目 測定条件 リミット値 測定値 結果

ポンプ DGp.3200

流量再現性
10回サンプルを注入し，保持時間により再現
性を測定する

RSD ≦ 0.30% RSD =0.10% 合格

グラジェント正確さ Bチャンネルに水に0.1%％アセトンを含んだ移
動相，Aチャンネルに水をセットし，3回グラジェ
ント分析を行った時の正確さと再現性を測定

≦ 0.2% 0.10% 合格

グラジェント再現性 STD ≦ 0.5% STD = 0.2% 合格

リップル 上記の条件下でのミキシングのリップルを測定 ≦ 0.5 0.20% 合格

オートサンプラ WPS-3000TS

注入量再現性
5μLのサンプルを10回注入した時の再現性を
測定

RSD ≦ 0.30% RSD=0.1% 合格

注入量直線性
5つの異なる注入量のカフェインを5回注入し，
直線性の相関係数を求める

r ≧ 99.99%
RSD ≦ 0.50%

r= 99.99%
RSD =0.20%

合格

キャリーオーバー
高濃度のカフェインを注入後，ブランクを測定
し，その差を求める

≦ 0.01 % 0.05% 合格

カラムコンパートメント TCC-3000 温度正確さ
10°C，30°C， 60°C， 80°C設定時の
温度を校正された温度計により測定

±1℃ ±0.2℃ 合格

UV検出器 VWD-3100

ベースラインノイズ
純水を1mL/minでフローセルに流し254nmで
測定

< 0.025mAU 0.010mAU 合格

ドリフト
純水を1mL/minでフローセルに流し254nmで
測定

< 0.3mAU 0.1mAU 合格

ランプ強度 230nmで測定 >50% 95% 合格

波長正確さ
カフェインを1mL/minで流し，272.5nmで波長
を確認

±2.0nm ±1.0nm 合格

リニアリティ
5つの異なる濃度のカフェインを注入し，直線
性の相関係数を求める

r ≥ 99.97%
RSD ≦ 3 %

r = 99.99%
RSD=1％

合格

◆ 解説
HPLCシステムのOQ検証リストの例を示した。
ポンプについては，流量再現性，グラジェント正確さ，グラジェント再現性等，保持時間再現性に

係る項目をチェックしている。
オートサンプラ-では，注入量再現線，直線性のチェックを行い，サンプルの確実な定量を，キャ

リーオーバーのチェックでは，高濃度テストサンプルを注入後，ブランクを注入し，前に
注入したサンプルが今回注入したサンプル分析の際に残ってクロマトグラム上に現れ，測定の障
害にならないかをチェックしている。

保持時間の変動に関わるカラムコンパートメントの温度の正確さのテストでは，カラム温度が正確
に設定温度になるかを検証する。

UV検出器（紫外可視検出器）では，検出感度に係るベースラインノイズ，ドリフト，ランプ強度の
チェックとサンプル濃度の正確さに係る波長正確さやリニアリティの検証を行う。

リミット値は，DQの時点決めておかねばならないが，メーカーのカタログスペックをそのまま
リミット値としてはならない。メーカーの仕様は，その機器が 適に稼動する場合を想定した
もので，ユーザーの設置条件等によりその値はクリアできない場合が多い。また，経年変化により
機器の劣化もあるので，PQの場合のリミット値もゆとりを持った設定にしておく必要がある。

◆ 参考資料
1) 日本ダイオネクス株式会社，U-3000 OQ検証リスト
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補足資料 ・・・・・ 3 分析機器のバリデーション

 PQの検証結果例
高速液体クロマトグラフ PQレポート

機器名 機種名 測定項目 測定条件 リミット値 測定値 結果

ポンプ DGp.3200

流量再現性
10回サンプルを注入し，保持時間により再現性
を測定する

RSD ≦ 0.5% RSD =0.10% 合格

グラジェント正確さ Bチャンネルに水に0.1%％アセトンを含んだ移動
相，Aチャンネルに水をセットし，3回グラジェント
分析を行った時の正確さと再現性を測定

≦ 0.5% 0.10% 合格

グラジェント再現性 STD ≦ 0.5% STD = 0.2% 合格

リップル 上記の条件下でのミキシングのリップルを測定 ≦0.5% 0.20% 合格

オートサンプラ WPS-3000TS

注入量再現性
5μLのサンプルを10回注入した時の再現性を
測定

RSD ≦ 0.5% RSD=0.1% 合格

注入量直線性
5つの異なる注入量のカフェインを5回注入し，
直線性の相関係数を求める

r ≧ 99.90%
RSD ≦ 0.50%

r = 99.99
RSD =0.20%

合格

キャリーオーバー
高濃度のカフェインを注入後，ブランクを測定し，
その差を求める

< 0.01 % 0.05% 合格

カラムコンパートメント TCC-3000 温度正確さ
10°C，30°C， 60°C， 80°C設定時の温
度を校正された温度計により測定

±2℃ ±0.2℃ 合格

UV検出器 VWD-3100

ベースラインノイズ
純水を1mL/minでフローセルに流し254nmで測
定

0.050mAU 0.010mAU 合格

ドリフト
純水を1mL/minでフローセルに流し254nmで測
定

0.3mAU 0.1mAU 合格

ランプ強度 230nmで測定 >50% 95% 合格

波長正確さ
カフェインを1mL/minで流し，272.5nmで波長
を確認

±2.0nm ±1.0nm 合格

リニアリティ
5つの異なる濃度のカフェインを注入し，直線性
の相関係数を求める

r  ≧ 99.90%
RSD ≤ 3 %

r = 99.99%
RSD=1

合格

◆ 解説
HPLCシステムのPQチェックリストの例を示した。
リミット値は，DQの時点決めておかねばならないが，メーカーのカタログスペックをそのまま

リミット値としてはならない。メーカーの仕様は，その機器が 適に稼動する場合を想定した
もので，ユーザーの設置条件等によりその値はクリアできない場合が多い。また，経年変化により
機器の劣化もあるので，PQの場合のリミット値は，ゆとりを持った設定にしておく必要が
ある。

◆ 参考資料

1) 日本ダイオネクス株式会社，U-3000 PQ検証リスト


