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コンピューターシステムバリデーション対応

品質イベント管理システム

●Microsoft Office は、米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Oracle は、米国 Oracle Corp. およびその子会社、関連会社の登録商標です。
●TrackWise は、Sparta Systems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●TrackWise Coodinator は、Sparta Systems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
●製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
●本製品を輸出等される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、
●必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
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システム利用イメージ

導入効果の例

●品質イベント情報の処理

●品質イベント情報の活用

ワークフロー
・規定プロセスの遵守
・入力漏れの防止

レポーティング、エクスポート
・レポートの自動作成
・傾向分析情報の出力

進捗管理機能・ダッシュ
ボード機能

・状況のリアルタイム確認
・対応漏れの防止

自動通知機能
・業務処理の依頼の自動化
・フォローアップの自動化

品質イベント情報の一元管理
・さまざまなイベント情報を関連付け、
・業務横断で管理

品質イベントの起案

 ● 動作環境は右記URLをご参照願います。　http://www.hitachi-ics.co.jp/product/business_support/trackwise/tw_spec.html

品質イベントの確認

品質イベントの
情報共有

関連部署への展開 
（作業指示・対応回答等）

効率的なレポーティング
品質トレンドの参照
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業務が属人化し、人的なミスや不適切な処理の発生リスクが
ある

現場の作業進捗が見えず、処理の遅れや漏れが発生する

品質問題の全体的な傾向が掴めず、効果的な対処につなげら
れない　

部門間の情報共有が進まない

欲しい情報を探すのに手間がかかる

レポート業務では、散在するデータを都度収集・加工しており
大変 

役割が明確化され、入力漏れなどのミスも防止できる。
業務の平準化と手順の順守体制が確立。

案件の進捗が可視化される。
漏れや滞留が予防される。

潜在的な問題を顕在化させ是正・予防につながる。 
継続的な品質改善活動が促進される。

情報へのアクセシビリティが向上し情報共有を促進。

様々なキーワードで素早く情報を検索できる。
品質イベント情報のトレーサビリティーが確保できる。

情報をすばやく検索し、必要な情報を抽出・加工して活用可能となる。

導入前 導入後



●すべてが設定により構築可能

●多彩な自動処理機能（オプション）

●他システムとの連携（オプション）

●「イベント追跡」コンセプト

●Webアプリケーションシステム

●帳票出力と傾向分析苦情管理

変更管理

監査・自己点検

逸脱管理

是正措置・予防措置

不適合品管理

問題管理

委託先評価

お客様
販売部門

安全管理
統括部門

品質保証部

自社工場
または

製造委託先
研究部門

統括製造販売
責任者

TrackWiseは、社内の関連部門を一元的に結びつけ、
スムーズな問題解決を支援する画期的な管理ツールです。

TrackWiseは、社内の関連部門を一元的に結びつけ、
スムーズな問題解決を支援する画期的な管理ツールです。

さまざまな業務フローの契機となる「事象（イベント）」に着目。さまざまな情報をイベントに
関連付けて記録し、イベントの状態を変化させることで業務フローを実現します。

ユーザー操作画面はすべてWWW（World Wide Web）技術を用いて実現。特別なクライアント
ソフトウェアをインストールすることなく、イントラネット上のPCからすぐに利用できます。

各種Microsoft Office  ドキュメント形式やPDF形式で帳票出力が可能。イベントごとに出力
する帳票の他、複数のイベントを基にした二次元グラフや三次元グラフも作成可能です。

入力・表示画面、業務フロー、出力帳票、セキュリティ設定など、すべてプログラミングする
ことなく設定（コンフィギュレーション）により構築可能。バリデーション負荷を軽減します。

電子メールによる通知、各種帳票の定期的な自動作成、関連する他のイベントとの連動、
期限設定に基づく上位者への転送（エスカレーション）などの自動処理が可能です。

ERPの持つ製品情報の参照、CRM内の顧客情報の参照など、外部データを参照・抽出
することにより、データ整合性問題を根本的に回避することが可能です。

品質情報
（苦情など）

回答書

発生報告

回答

報告

指示

報告調査指示
処置指示報告

検討依頼

品質情報

安全管理
情報

品質イベント管理システム

利用イメージ：品質に関する問題（例：苦情）
を処理する場合

R

各種基準書・手順書の変更提案から影響調査、修正版の承認
過程まで、業務フローの完全電子化を可能にします。苦情管理、
逸脱管理、あるいはCAPA管理と連動させれば、業務効率向上
に大きく貢献します。

監査計画立案から実施記録まで、業務フローの完全電子化を実現。
オプションツールを使って監査実施記録をオフラインで入力し、
サーバにログインして記録を転送。実施状況を一目で把握できます。

苦情入力から調査・改善、報告・回答までの一連の業務を一元管
理。回答書などの帳票作成のほか、傾向分析や進捗確認、必要
に応じたCAPA活動開始を行います。

変更管理

苦情管理

監査（自己点検）管理

監査管理と組み合わせれば、指摘事項に対する調査報告や改
善報告のシームレスな管理を実現できます。変更管理やCAPA
管理との連携により、改善措置のフォローアップも可能です。

苦情、逸脱、不適合品発見などを契機としてCAPA活動を開始。
原因調査から是正措置・予防措置の立案、実施までを一元管理。
契機となったイベントへのフィードバックや、傾向分析によるさらなる
根本原因遡及も可能です。

逸脱管理

是正措置・予防措置（CAPA）管理

ワークフロー設定画面

自社のワークフローを
設定する機能。問題
の発生から、調査、是
正措置、検証、承認ま
での一連の流れを設
定することができます。 

アドホック検索画面

特別なトラッキング条
件などに回答するため
の検索機能。検索ク
エリを保存して、後日、
再利用することも可能
です。

ダッシュボード画面

使用頻度の高いイベ
ントを各ユーザー単位
で保存、表示可能な機
能。デスクトップ画面の
替わりに、ログイン後の
初期画面に設定するこ
とも可能です。

監査証跡画面

定義された監査対象の
アクションが実行されると、
フィールド単位で変更履
歴を保存する機能。日時、
責任者などの条件で閲覧・
印刷することが可能です。

デスクトップ画面

TrackWiseのイベント
全体を管理する機能。
あるイベントの件名、
発生日、現在の進行
状態他の情報が一覧
で確認できます。

製薬会社世界上位20社が採用
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TrackWiseの実績と特長

主な画面例


