
成功の処方箋
ライフサイエンス業界向けの製造実行 
システム・ソフトウェア・ソリューション 



問題を解決 
ライフサイエンス企業は、標準化のメリットを 
求めている一方で、柔軟性を必要としています。

そのアプリケーションには、さまざまなタイプのユー
ザと、おそらくさまざまな施設が関わっており、それぞ
れのニーズはすべて異なります。アプリケーションの
発展に伴い、そのニーズは進化し続けています。その
ため、今日機能しても、明日には機能しなくなるかもし
れません。汎用性が鍵となります。既製のコンテンツ
には一貫性がありますが、変化するニーズに対応する
ために簡単に構成できることが必要となります。さら
に、厳しい規制を満たすために、すべてを文書化する
必要があります。

汎用性
一貫性

構成可能性
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  ニーズを満たす 
プロセスの変更や、コストのかかるカスタ
マイズを行なうことなく、ワークフローやレ
ポートなどの既製のコンテンツと、ユーザ
が独自に追加するコンテンツを組み合わせ
ることができます。PharmaSuiteはスケーラ
ブルで、規模や複雑さに関係なく、大きな
混乱もなく設備やアプリケーションの進化
するニーズを満たすことができます。

  簡単にアップグレード 
PharmaSuiteでは、既存のマスタデータとバッ
チレコードを保持することにより、アップグ
レードが簡単になります。全体的なアップ
グレードプロセスは常時行なわれ、法令順
守と検証のために文書化されます。

  すべてのユーザのためのMES 
PharmaSuiteは、さまざまなユーザを想定し
て設計されています。例えば、オペレータ
画面には順を追った手順が表示され、オペ
レータはレシピに従って作業を進めること
ができます。作成者画面では、柔軟にレシ
ピを作成できます。各ユーザに表示される
インターフェイスは、各自の役割によって異
なります。

  実証された安定性 
世界企業番付であるフォーチュン500に名
を連ねるライフサイエンス企業の95%は、
ロックウェル・オートメーションに信頼を寄
せており、100年以上のライフサイエンスの
経験と世界的規模のサポートおよびインテ
グレータのネットワークのメリットを享受し
ています。

  性能と生産性の向上 
電子バッチ記録（EBR）を使用して例外によ
るレビューを行なうことで、製品リリース 
を迅速化し、在庫管理を効率化できます。
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Rockwell Software®のPharmaSuite®は、柔軟
性と標準化を独自に融合させた製品です。
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ロックウェル・オートメーションは、10億ドルを超える規模のライフサイ
エンスの設置ベースがあり、フォーチュン500に名を連ねる製薬会社の
95%に製品を供給しています。また、ロックウェル・オートメーションはラ
イフサイエンス向けの世界の大手装置製造メーカの75%と提携してお
り、PDA、JETT、ISPE、ISA88、ISA95、MESA、およびWBFに参加しています。

PharmaSuiteは、貴社が規制コンプライアンスガイドラインに従って優れた業績を達成
し、サプライチェーンの効率を高め、サステナビリティ(持続可能性)の目標を達成できる
ように、価値観に基づくアプリケーションを提供しています。

そのオープンなコンテンツアプローチと独自のソフトウェア開発キットには、パートナと 
お客様が独自のファンクションブロックを構築できるフレームワークが用意されています。

ロックウェル・ソフトウェアのPharmaSuiteが最も有効な選択肢である理由

機能
  能力を適合させ、構成し、
拡大する広範な機能

  結果を得るまでの時間の
短縮

  既存の構成ブロックを再
利用して、新しいワーク
フローを数分で設定する
ことにより、インテグレー
タによるプログラミング
を不要にする

配備
  配備のペースが業界で
最も速い（5年間で25の
施設）

  アップグレードエンジン
  既製のERPの統合

テクノロジ
  真の JAVA
  複数の業界向けのプラッ
トフォーム

  スケーラビリティ、信頼性
  主要な統合機能により、
既存のロックウェル・オー
トメーションへの投資を
活用

ロックウェル・ソフトウェアの 
PharmaSuite

ケーススタディ
工場全体の生産管理
PharmaSuiteは、ライフサイエンス分野全体
の業務にメリットをもたらしました。

詳細ケーススタディ

実装の2つの事例

製品の追跡の最適化

 ケーススタディをご覧ください

 ケーススタディをご覧ください

 製薬MESのビデオをご覧ください

ライフサイエンス業界向けのソリューション  |   4



ロックウェル・オートメーションのPharmaSuiteの購入方法
         当社の販売サポートに直接お問い合わせください。

リソース管理 計量と調剤 レシピの設計
と実行

例外による 
レビュー

ITの卓越性 統合

PharmaSuiteの導入

++

+

+

リソース管理と追跡
PharmaSuiteでは、包括的な電子バッチ記録（EBR）
システム内で材料、装置、担当者などのあらゆる
生産関連リソースを自動的に追跡します。

  物品の受入れから出荷まで、途切れることなく自動的に
材料を追跡できますか。

  どのようにして、「目的に適合する」装置のみが生産工程
全体で使用されるようにしていますか。

  間違えが発生しやすい紙ベースの装置ログブックを電子
記録に置き換える予定ですか。

+
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計量と調剤 ITの卓越性 統合

PharmaSuiteの導入

計量と調剤
PharmaSuiteでは、クラス最高レベルの計量前シ
ナリオをサポートしています。計量と調剤は、 
モジュール式 EBRソリューションに完全に組み込
まれています。

  手作業の計量プロセスによる計量ブースの高い人件費
を維持していますか。

  手作業の計量プロセスによる計算ミスの可能性や補正
器による修正に不安がありますか

  キャンペーンを作成することによって、調剤作業を最適
化できますか。

  純粋なスキャナ方式の計量ソフトウェアをこれまでに使
用したことがありますか。

+

++

+

+

リソース管理 レシピの設計
と実行

例外による 
レビュー

ロックウェル・オートメーションのPharmaSuiteの購入方法
         当社の販売サポートに直接お問い合わせください。
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計量と調剤 ITの卓越性 統合

PharmaSuiteの導入

レシピの設計と実行
PharmaSuiteのマスタレシピには、ISA S88/95規格
に従っており、API用のEBR、バイオテクノロジ、 
大量生産および包装に対応する広範な一連の 
標準的な構成要素が含まれています。

  施設全体でマスターレシピを共有できますか。

  レシピのすべてが同じ構造に従っており、一貫性のある
わかりやすい方法で提供されていますか。

  複数のレシピにわたってレシピの要素を再利用できま 
すか。

  レシピのすべてに厳密なバージョン管理を適用していま
すか。

  承認プロセスでは、新しいレシピの変更にのみ集中する
ことができますか。

  習熟期間が短いことは、オペレータにとってメリットにな
りますか。

+

+

+

+
+

リソース管理 レシピの設計
と実行

例外による 
レビュー

ロックウェル・オートメーションのPharmaSuiteの購入方法
         当社の販売サポートに直接お問い合わせください。

ライフサイエンス業界向けのソリューション  |   7



計量と調剤 ITの卓越性 統合

PharmaSuiteの導入

例外ごとのレビュー  
PharmaSuiteには、高性能の例外管理機能が備 
わっており、作業現場で柔軟性と管理の「最適
な」 バランスを保つことができます。品質管理 
ダッシュボードは、作業現場のリアルタイム表示
に対応しており、例外ごとのレビュープロセスが
スムーズに進みます。

  生産注文の品質状況に関する「リアルタイム」表示は有
効ですか。

  作業現場での例外的な状況に対応する明確な方法があ
りますか。

  「プロセス内管理」は、全体的なマスタレシピの一部ですか。

  製品リリースを大幅に迅速化するために、「例外による 
レビュー」を採用していますか。

+

++

+
+

リソース管理 レシピの設計
と実行

例外による 
レビュー

ロックウェル・オートメーションのPharmaSuiteの購入方法
         当社の販売サポートに直接お問い合わせください。
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計量と調剤 ITの卓越性 統合

PharmaSuiteの導入

ITの卓越性
PharmaSuiteには、総所有コスト（CoO）を低減
させる一連の革新的なソリューションが含まれ
ています。

  機能強化と新しいテクノロジを活用するための製品リ
リースに遅れないように、どのような対策をとっていま
すか。

  ビジネスプロセスを最適にサポートするための機能強
化のコストを、どのようにして最小限に抑えていますか。

  1つの調剤ブースから、複数のグローバル施設にわた
るフルフラッシュEBRまで、MESプログラムをサポート
できますか。

+

+

+

+
+

リソース管理 レシピの設計
と実行

例外による 
レビュー

ロックウェル・オートメーションのPharmaSuiteの購入方法
         当社の販売サポートに直接お問い合わせください。
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計量と調剤 ITの卓越性 統合

PharmaSuiteの導入

ERPおよびオートメーション 
システムへの統合
PharmaSuiteは、ERPシステムだけでなく、オートメ
ーションレイヤにもシームレスに統合できます。

  ビジネス、MES、およびオートメーションシステムにわたっ
て、複数の場所でデータを維持するのをどのように回避
していますか。

  ERPで正確な在庫をどのように保証していますか。

  オートメーションレイヤで発生したすべてのアラームを 
「例外によるレビュー」のアプローチの一部として組み
込むことができますか。

  GMP管理システムは、S95レベル2～4の基幹業務のあら
ゆる側面にわたって機能していますか。

+

++

+

+

リソース管理 レシピの設計
と実行

例外による 
レビュー

ロックウェル・オートメーションのPharmaSuiteの購入方法
         当社の販売サポートに直接お問い合わせください。
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PlantPAx、Integrated Architecture、Listen. Think. Solve.、Motor Control Center、Total Cost to Design, Develop and Deliver、およびPartnerNetworkは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの
企業に所有されています。

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、 産業用オートメーションに専心する世界最大の企業で、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。
当社の主力をなすAllen-Bradley®およびRockwell Software®の製品ブランドは、世界中でその革新性と優秀性を評価されています。

Facebook、Twitter、Google PlusでROKAutomationをフォローしてください。   Youtubeで当社をチャンネル登録してください。 
Linkedinで当社とつながってください。

Publication  INFO-BR003A-JA-P © 2015 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

ロックウェル・オートメーションとの提携

ロックウェル・オートメーションと当社のパートナと連携して、
コネクテットエンタープライズを活用してください。

  販売、製品、サービス、および技術サポートの疑問に対して
回答が得られます。詳細はこちら

  業界をリードする販売業者、システムインテグレータなど
のロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™を通じ
て、貴社のシステムソリューションを設計、構築、維持する
ための支援を受けることができます。詳細はこちら


