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• フィルターのろ過滅菌性能を予知・検証
するための試験

• 完全性試験因子（試験条件、試験基準
値）はバクテリアチャレンジ試験に基づ
き検証

• フィルターの設置の適格性、フィルター
の瑕疵の有無を確認し、ろ液の無菌性
を保証するために必要

ろ過滅菌グレードフィルターの完全性試験
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フィルター完全性試験の方法：
フォワードフロー試験 (FF) ／バブルポイント試験 (BP)

フィルターの湿潤

（水または薬液）

加圧

（試験気体：空気または窒素）
測定

試験圧力 大気圧

液体で湿潤したフィルターメンブレン

FF: 一定圧
BP: 昇圧

瑕疵のないフィルター → Flow < limit = FF 合格 = 無菌のろ液

BP > limit = BP 合格 = 無菌のろ液

瑕疵のあるフィルター → Flow > limit = FF 不合格 = 非無菌のろ液のリスク

BP < limit = BP 不合格 =非無菌のろ液のリスク

外的要因（リーク、環境温度など）の影響大
⇒試験系、環境のコントロールが重要
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• ろ過滅菌による無菌性保証が必要な無菌医薬
品においては、患者の安全確保、医薬品の安
定供給の観点から非常に重要である

• 試験系からリーク、フィルターの湿潤不足、試
験環境の不十分な温度管理等により見かけ上
の不合格が起こりうる

• 不合格の発生時には、その原因を調査し対策
を講じた上で再試験を実施する必要がある

• 不合格時の対応含めた試験手順を定め、教育
訓練を実施することが求められる

• マニュアルでも試験は可能だが、フィルター完
全性試験装置を使用することが一般的である。
適切な試験装置を選ぶことで、データインテグ
リティ対応を強化することができる

フィルター完全性試験の留意点
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• フィルター完全性試験装置から試験結果（電子記録）を削除できる

• 不合格あるいは中断した試験結果を記録していない

• 不合格あるいは中断した試験結果の理由を記録していない

• 不合格時の原因調査をすることなく再試験の実施が許容されている

• 装置のID/PWを共有している

• 監査証跡をバックアップしていない

• 監査証跡をレビューしていない

フィルター完全性試験に関わるDI指摘の事例*

*PHARM TECH JAPAN vol. 36 No.10 (2020)より引用
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• Palltronic フロースターVはALCOA＋原則
の9つすべての要素を網羅

- 最新のデータインテグリティガイダンス
および21 CFR Part 11に準拠した高度
なアクセス管理が可能

DIに関わるフィルター完全性試験装置に求められる特徴
－Palltronic® フロースター Vの例



77

Palltronic フロースター V 完全性試験装置
高度アクセス管理機能

ユーザー権限に基づくアクセス管理が可能

ビューアー オペレーター スーパーバイザー 管理者 スーパー管理者

実行中の試験の
閲覧

試験結果の閲覧

監査証跡の閲覧

試験プログラムの
使用

試験の
スタート／終了

試験結果への署名

試験プログラムの
作成／管理

試験の作成

試験の
スタート／終了

試験結果への署名

日付／時刻の
設定／管理

構成の
設定／管理

ユーザーアクセスの
設定／管理

スーパーバイザー
レベルの権限
（選択可）

日付／時刻の
設定／管理

構成の
設定／管理

ユーザーアクセスの
設定／管理
（管理者含む）
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• Palltronic フロースターVはALCOA＋原則
の9つすべての要素を網羅

- 最新のデータインテグリティガイダンス
および21 CFR Part 11に準拠した高度
なアクセス管理が可能

- 試験結果は“静的な記録”であり、再計
算は一切不要かつ修正は不可能

- 電子監査証跡は記録監査証跡に加え、
装置上のすべての活動履歴を記録する
イベント監査証跡が利用可能

DIに関わるフィルター完全性試験装置に求められる特徴
－Palltronicフロースター Vの例
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Palltronic フロースター V 完全性試験装置
監査証跡機能

• 記録監査証跡

• 電子記録の一部

• イベント監査証跡

• 装置上のすべての活動を記録

イベント監査証跡は監査証跡レビューのメインツールとして有用
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• Palltronic フロースター VはALCOA＋原
則の9つすべての要素を網羅

- 最新のデータインテグリティガイダンス
および21 CFR Part 11に準拠した高度
なアクセス管理が可能

- 試験結果は“静的な記録”であり、再計
算は一切不要かつ不可能

- 電子監査証跡は記録監査証跡に加え、
装置上のすべての活動履歴を記録す
るイベント監査証跡が利用可能

• SOPに従って再試験の回数を定義可能

DIに関わるフィルター完全性試験装置に求められる特徴
－Palltronicフロースター V の例
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サイバーセキュリティー:
• Palltronic フロースター VはLinuxベースの
専用オペレーティングシステム（OS)を採用

• OS、ソフトウェア、データはチェックサムに
より保護

Palltronic フロースター Vはコンピュータウイルスからの保護機能を備える

Palltronic フロースター V 完全性試験装置
データセキュリティの確保

 Linux is a registered trademark of Linus Torvalds in the United States.
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Integrations to:
• PLC
• SCADA 
• MES
• Delta V

Remote I (input) 
connected to sensors 
(4-20 mA)

Rockwell and 
Siemens PLC 
for controlling a 
standalone 
system

Protocols including: 
• OPC UA
• ProfiNET
• Profibus
• DeviceNet

Ethernet network switch

Local 
touchscreen 
HMI 

Palltronic フロースター V 完全性試験装置
業界標準の多様な自動化オプション

 Rockwell is a trademark of Rockwell Automation Inc.; Siemens is a trademark of Siemens.
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• フィルター完全性試験のDI確保のため
には、適切な手順の策定、教育訓練の
実施、完全性試験装置の利用といった
ソフト、ハード両面での考慮が必要

• 最新の完全性試験装置はALCOA+の
原則を網羅する機能によりDI対応をサ
ポート可能

• 完全性試験装置の選択においては、
DIのみならず、データセキュリティの観
点も重要

• リモートコントロール、データ転送のオ
プションもDI確保の観点で有用

まとめ
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• GAMP5 ガイドラインに準拠して開発

• 21 CFR Part 11に準拠

• 充実した適格性評価ドキュメントパッケージ

• 軽量、コンパクト、人間工学に基づく使いやすいデザイン

• タッチスクリーンとユーザーフレンドリーなインターフェイス

• データはPDFまたはXML形式でエクスポート可能

• 進化した自動化オプション

• 測定範囲
• フォワードフロー試験： 0.1 – 1000 mL/min
• ウォーターイントルージョン試験： 0.03 – 50 mL/min
• バブルポイント試験： 400 – 6500 mbar

• 精度
• フォワードフロー試験： 0.05 mL/min or 3%
• ウォーターイントルージョン試験： 0.02 mL/min or 3%

自動フィルター完全性試験装置
Palltronic フロースター V

 GAMP a trademark of International Society for Pharmaceutical Engineering, Inc.
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ご清聴ありがとうございます

日本ポール（株）バイオテック事業部

製品資料のダウンロード

デモ／製品説明のご依頼は
ウェブサイトより承ります。
ぜひご覧ください！
https://biotech.pall.jp/
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