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薬機法と医療機器開発
～より良い医療をデザインしよう～

◎薬機法のポイントと医療機器の開発・承認におけるQMS・STED・リスクベース審査の考え方を解説！

第1章　薬機法はなんのためにあるか
  1. 最近の法改正がもたらしたもの　
  2. 法の目的の再認識 

第2章　医療機器とは何か
　1. 薬機法と現場意識　2. 定義にある目的  
  3. 該当性照会をする  4. 医療機器であるということ   
  5. リスクの考え方    6. 他にもある分類
 
第3章　業態とは何か
　1. 業とは何か  2. 医療機器における業態の繋がり
　3. 製造販売業  4. 製造業 5.販売業、貸与業、修理業
  6. 他に関連するビジネス  
  7.業態の開設のための準備と手続き
  8. ビジネス構造を考える

第4章　市場に届ける仕組み
　1. 製造販売行為の意味
　2. リスク分類と手続き
　3. 手続きとビジネス

第5章　製造販売を目指す開発
　1. 開発薬事という戦略
　2. マネジメントを導入する
　3. 医療機器の基本要件が示すこと
　4. デザイン思考の導入
  5. QMSとSTED
  6. リスクマネジメント
　7. 評価をするということ
　8. 3つのマップ
　9. 全社的取り組みのススメ
 10.コーディネーションというカギ
 11.成長する事業にする仕掛け

◇著者◇
　　

第6章　医療機器の審査に備える
　1. リスクベースの審査とは  2. 新しさの見積を科学的に
　3. 何を示す必要があるのか  4. 規格基準を活用すること
  5. コンセプトと証明ボリューム 6. エネルギーを扱うということ
  7. 材料を扱うということ    8.ソフトウエアの医療機器化
  9. デバイスとユーザの関係 10. 正しく使うことを促進する

　第7章　様々なコミュニケーション
　1. 規制当局とのコミュニケーション機会
　2. よい書類を作るには    3. コミュニケーションツールを使いこなす
　4. 書類の作り方を効率的にするコツ  5. 臨床評価に備える
　6. 相談制度を利用する
　7. 効果のある相談にするために
　8. 照会対応のコツ
  9. 変更に対応する
 10. 革新的な医療技術に取り組む時

第8章　医療機器の周りに：医薬品とのコンビネーション　　
　1. 成長著しい分野の理由　　2. 組み合わせることを科学的に考える
  3. 医薬品の仕組み          4. 医薬品を取り巻く環境を理解する
  5. 製造販売に備える　

第9章　医療機器の周りに：再生医療
　1. 再生医療等製品とは何か　
  2. 再生医療のパートナー、医療機器
  3. 特性に合わせた審査の仕組み

第10章　2035ビジョンにみえる変化
　1. 新しい医療の時代　
　2. ユーザビリティに注目
  3. 周辺技術の巻き込み
  4. 科学的なコミュニケーション

★薬機法(医薬品、医療機器等法)における注意点とは？
　　＞添付文書の届け出制度、使用成績調査対応、再生医療への対応

★薬機法において医療機器の位置付けをどのように確認すべきか？
　　＞該当性照会、リスク分類、バイオ製品分類、設置・保守分類

★医療機器に関連する業態の繋がりと関係性
　　＞登録認証機関・サプライヤ・試験機関、各機関との手続き

★医療機器の開発の道筋とは？
　　＞開発薬事という戦略、リスクとベネフィット、デザイン思考、

　　　QMSとSTED、コーディネータの重要性　
　

★医療機器審査の注意点
　＞PMDA・通知・規格、製造販売届出書・申請書、設計検証・
　　妥当性確認、リスク評価、デバイスのユーザビリティ

★申請におけるコミュニケーションと関連書類作成
　＞規制当局とのやりとりでの注意点、
　　STEDの作成ポイントと関連資料作成、
　　臨床評価のために考えること、効果的な相談制度利用

◎医療機器と医薬品が組合製品・再生医療製品
・コンビネ―ション製品、法制度とビジネスの考え方

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名 【BA151201】 冊数 　　冊　※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

薬機法と医療機器開発　書籍

備考

FAX

特定非営利活動法人医工連携推進機構　客員研究員　吉川 典子 先生　



※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書
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◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
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6000人に教えた 図解レオロジー入門
★レオロジストへの近道！　その豊富な経験から伝授する職人レオロジー！
★多数のスライドと著者ならではの切り口でおもしろく学べる！現象論的レオロジーの入門書！

[ 主な経歴 ]
　1972 慶応義塾志木高等学校卒業
　1979 慶応義塾大学工学研究科応用化学修了
　1979 日本ペイント株式会社　入社
　2013 日本ペイント株式会社　退社
　2014 上田レオロジー評価研究所　創業

本書を読んで理解できること
◎ レオロジーは何を測定して、
　　何をわかろうとしているのか
◎ レオロジー測定で
　　　　何がポイントなのか
◎ 分散系レオロジーの測定方法
◎ 塗料でのレオロジー利用の実際
◎ 研究開発マネジメントの手引き 

著者より
　　
レオロジーを測定するという現象論的
レオロジーの入門書として図解で理解
できるように簡便にまとめた資料であ
り、読み込むというのではなく眺めて
ゆくことでレオロジーの基本的な知識
を得られるようにした。

２日間の講義の資料としてまとめたも
のをベースにしているので、レオロ
ジーだけでなく著者が研究を進める上
で重要だと思われる研究開発マネジメ
ントについても言及しており、最後の
章では付録として研究開発マネジメン
トとしてまとめてある。

塗料のレオロジーも著者の経歴から最
も専門分野として講演した資料をまと
めた資料として付け加えた。

§1.　はじめに
§2.　レオロジーってなに
　・レオロジー測定・解析の意味
　・レオロジーとは？　・レオロジーの現象論的目的
　・時間温度換算則　　・テボラ数
　・分析化学とレオロジー
　・レオロジーはおさわりの学問
　・レオロジーは触った感覚の定量化
　・模式図で高分子の構造を考えてみよう
　・弾性（フックの法則）　・粘性（ニュートンの法則）
　・粘弾性とは　・剪断と引っ張り
　・静的測定と動的測定

§3.　静的粘度測定
　・ストーマー粘度計　・食品業界レオメーター
　・B 型粘度計　・E 型粘度計　・静的粘弾性測定
　・液体測定治具　・コーンプレート
　・LSV（LOW SHEAR VISCOMETER）
　・レオメーター　・レオメーターと治具
　・キャピラリーレオメーター
　・ウェーバー・フェフナー則　・流動曲線について
　・流動の種類　・ニュートン流動
　・オストワルド流動　・ビンガム流動
　・拡張オストワルド流動　・降伏値と残留粘度
　・剪断速 度の決定の方法　・剪断応力の求め方

§4.　粘度測定データ
　・ハンドソープ　・水飴　・醤油　・水溶き片栗粉
　・ハンドクリーム　・塗料の顔料分散ペースト
　・マヨネーズ　・建築用塗料
　・自動車用塗料　・水性塗料　・マイクロゲル
　・ケチャップ　・乳化とレオロジー

§5.　静的粘弾性測定
　・引っ張り試験　・クリープ測定、クリープ曲線の解析
　・応力緩和（静的粘弾性）測定、試験、解析
　・マックスウェルモデル　・フォークトモデル
　・遅延時間λと強度 G　・緩和時間

§6.　動的粘弾性測定
　・自由減衰法と 強制振動法　・E と G の関係
　・マックスウェルモデルの動的粘弾性
　・幾つかの重要な粘弾性パラメーター
　・Boltzmann の重畳原理
　・線形と非線形　・実験　スライムを作って測る
　・周波数分散とよく跳ねる・跳ねないスライム

§7.　動的粘弾性測定例
　・動的粘弾性測定の方法
　・周波数分散、ひずみ分散、温度分散 
　・ハンドクリームの周波数分散
　・顔料ペーストの定常流測定
　・マルコビッツの式　・波形とリサージュ
　・熱硬化塗料の温度分散　・バターの温度分散
　・チョコレートの温度分散　・高分子の動的粘弾性

§8.　合成波による測定
　・分散系の周波数分散　・RCP 法 　・FT-RM 法
　・正弦波での合成の例　・RCP 法と FTRM 法の結果比較
　・自動車用中塗り塗料の硬化過程
　・FTRM 法で PET フィルムの測定
　・なぜ損失弾性率がピークになるのか
　・活性化エネルギーの算出
　・チッピング性と活性化エネルギー
　・エポキシ樹脂の Ea　・接着剤の温度分散
　・でんぷんの熱変化　・メルトチーズを測定した結果

§9.　分散系のレオロジー
　・分散系の親和性と周波数分散　・粒子間相互作用
　・分散系の粘度　・アインシュタインの式
　・コックスメルツ則
　・マヨネーズ、ハンドクリーム、顔料ペースト
　・微粒子分散系の分散評価・レオロジーで凝集を評価する
　・光学顕微鏡写真と流動曲線の比較

§10.　レオロジーの応用
　・パンの膨張について
　・クリームの塗り心地 官能評価とレオロジー
　・オールインワン化粧品の開発
　・新たなレオロジー測定法（触れずに測る）
　・新たなレオロジー測定（ころころ粘度計）

§11.　レオロジストの心得とおまけ

§12.　塗料のレオロジー

§13.　研究開発マネジメント
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[ 関連の活動 ]
　1998 日本レオロジー学会有功賞受賞
　2005 日本レオロジー学会　理事
　2007 日本レオロジー学会　理事・副会長
　2008 神戸大学　非常勤講師
　　　 日本レオロジー学会技術賞受賞（清水建設共研）
　2009 日本レオロジー学会　理事・西日本支部長
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　2013 日本レオロジー学会　理事・会長
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クリーンルームだけに頼らない
本当のクリーン化技術

【本書のポイント】
▼現場を見据えたクリーン化のノウハウが満載！　他書には無い、「非」クリーンルームでのクリーン化方法も！
●異物、塵埃の発生・動き　●発塵　●クリーンスーツ　●清掃の基本
●クリーンルームに頼らないクリーン化技術　●非クリーンルームのクリーン化ガイドライン・チェック項目
●持ち込み品の管理、設備の配置と留意点項目・保全　●作業員教育の重要項目　●衛生管理　●6Sの徹底方法

★その清掃方法で本当に綺麗になってますか？ 無駄にお金をかけていませんか？
 作業者への指導は適切ですか？ 現場担当者・管理者のためのクリーン化“実務書”です!

【執筆者】クリーンサイエンスジャパン　代表　工学博士　園田 信夫　先生

クリーンルームだけに頼らない本当のクリーン化技術 書籍

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp
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第1章　クリーン化技術の基本となる考え方
1　クリーン化技術の目的

2　塵埃対策に対する考え方

3　語源で見る塵埃と清浄の大きさと持つ意味

4　塵埃・異物の大きさの定義

5　PM2.5に見る、浮遊粒子の形状

6　SPMとPM2.5

7　除塵対象の大きさのイメージ

8　クリーン化の4原則

9　クリーンルームの簡単なイメージ

10　クリーンルームの表示

第2章　異物や塵埃の動き
1　製造現場で見かける異物・塵埃

2　非クリーンルーム内へ侵入する塵埃

3　塵埃の6大特徴

4　塵埃の発生由来と付着・吸着の形態

5　作業環境での発塵源

6　どの大きさの塵埃・異物が見えるかのイメージ

7　パーティクル（塵埃）発生のイメージ

8　通行人数と塵埃付着数

9　クリーンルームでも大きな塵埃は問題

10　塵埃の大きさと相関性

11　各気流速度における塵埃の落下と移動

12　粒子の大きさと落下時間

13　浮遊塵埃の運動方程式

14　気流による渦の発生

15　扉の開閉による気圧の変化

16　錆びた金属棒からの金属片の落下

第3章　発塵性の評価データとその意味

第4章　無塵服からの発塵

1　無塵服各部からの発塵

2　組立工程の2ピース無塵服からの発塵

3　市販の高清浄度のクリーンルームに対応する無塵服

4　各作業動作で発生する無塵服内外の圧力差

5　アメニティを追及したコンポジット系無塵服の評価

6　無塵服の各部からの発塵

7　自宅洗濯化を前提とした洗濯時の発塵評価

8　導電性無塵服の洗濯回数と表面抵抗値の変化

第5章　拭き取り材について
1　拭き取り材の基本

2　ワイピングクロスの選定のポイント

3　織布タイプのワイピングクロスの帯電

4　マイクロファイバータイプの形状と帯電

5　マイクロファイバータイプの拭き取り性能

6　屋外曝露時付着異物の拭き取り除去率

第6章　静電気について

第7章　クリーンルームに頼らないクリーン化技術
1　クリーンルームだけに頼らないクリーン化の基本

2　クリーンルームと一般作業室との比較

3　最低限のクリーン化設備について

4　非クリーンルームでのクリーン化アプローチ

5　クリーンルームのないクリーン化のガイドライン

6　SPCクラスとWRCの関係

7　非クリーンルームのクリーン化対策の

　　ガイドラインに基づく実施項目

第8章　製造現場でのクリーン化技術
1　持ち込み品の管理

2　ゴミ（塵埃）の見つかりやすいところ

3　装置と設備の配置と注意点

4　製造装置や関連設備で注意項目と保全

5　現場で役立つクリーン化標語

6　非クリーンルームのクリーン化改善事例

7　改善すべき作業者の服装および足の置き方

8　簡易ミニエンブースの導入事例

第9章　作業員の教育
1　クリーン化に求められる姿勢

2　クリーン化教育の重要項目

3　クリーンルームに入ってはいけない人とは

4　作業員の衛生管理の基本

5　クリーンルームの日常管理

6　クリーンルームでの災害

※三菱電機（株）にて分析技術センターの立ち上げ後、分析センター長、品質技術部長を歴任。
先端クリーン化技術の開発、アセンブリのクリーン化、静電気対策に従事。関連セミナー講演を多数。

第10章　6Sの見直しと新6S
1　6Sの定義と見直し

2　新6Sの定義に基づく整理とは

3　新6Sの定義に基づく整頓とは

4　新6Sの定義に基づく躾・習慣とは

第11章　作業員とのコミュニケーション

第12章　清掃の基本
1　清掃の基本と考え方

2　清掃の種類と用具、評価

3　掃除方法の基本

4　清掃のその他のチェックポイント

5　掃除の原則と周期

6　各拭き取り方法の効果

7　一方向と往復拭き取りの違い

8　清掃後の異物・塵埃のチェック

9　LED光源を用いた異物・塵埃の見え方

10　塵埃のモニタリングおよび可視化の方法

第13章　クリーン化社内改善委員会について

※紙面の都合上、一部割愛しております。

　詳しくはウェブでご確認くださいませ！

https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC151002.php
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★市場拡大が期待される生活支援ロボットの実用化・事業化は何故遅れているのか？克服すべき点とは？
　 今後の開発・ビジネス展開に向け、ハードウェア・ソフトウェア技術だけでなく、各種ロボット開発事例から市場動向、
　 規制・安全性、特許など、必要となる情報を総合的に網羅した、指針となる書籍です。
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★本書のポイント：
○病院・社会福祉施設における生活支援ロボット適用・使用の実状と問題点！現場で真に求められるロボットやその機能とは？ 
○生活支援ロボットビジネスを進める上で問題となる、販促・流通の実状から国内外の市場動向、ビジネス・知財戦略のすすめ方について解説！ 
○国際安全規格 ISO 13482の動向から CEマーキング取得の際の留意点等、法規制とその対応・リスクマネジメントの考え方・すすめ方！ 
○グラフェン・人工筋肉等々、今後応用が期待される・求められる新材料と今後の展開とは？ 
○人物・音声認識等各種センシング技術からアクチュエータ技術、リチウム電池・ワイヤレス給電等の電源（バッテリー）技術、IoTクラウド連携等の通信技術まで！ 
○人との共生に向けて必要となる、モーションコントロール・運動学習・ハプティックス・コミュニケーション等の各種制御技術や、受け入れられるためのデザインの
　考え方について！ 
○HAL・パロ・HSR・マッスルスーツ・RIBA・PALRO・Terapio・Lucia・・・医療用の脳・神経・筋系疾患の機能改善・セラピーから、歩行・移動・移乗・リハビリ・
　排泄支援の他、コミニュケーション、ベッドみまもり・回診ロボット等々、開発・商品化されているロボットの様々な具体例！開発にあたり苦労した点等がわかる！

★本書の構成・内容：

第1章 生活支援ロボットの現状と課題
第2章 生活支援ロボット事業のすすめ方・市場動向
第3章 生活支援ロボットの安全規格・法的規制とリスクマネジメント
第4章 生活支援ロボットに向けた材料・センサ・デバイス
　　　・アクチュエータ・バッテリー技術

第5章 生活支援ロボットに向けた制御技術とその評価
第6章 生活支援ロボットの最新技術と開発事例

＊より詳細な内容は、ホームページ
　（https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC151001.php）
　をご確認下さい。

今後の超高齢化社会に求められる生活支援（医療・福祉・介護・リハビリ）ロボット技術　書籍
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　筆者が所属していた企業には、当時、教育・訓練プログラムがなく、筆者が

日頃考えていたことや経験したことや、採用していた監査手法等について

まとめたものです。

　したがって、不適切な内容や一般的でない内容も含まれていると思いますので、

読者の皆様が取捨選択、修正して、日頃の業務（管理）の参考にして頂ければ幸いです。

＜本書のポイント＞

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

●経験に基づいたサプライヤ管理の具体的な方法を解説！

サプライヤ管理手法
　

～主にGQP,GMPに基づく製造業者の監査について～

＜著者＞下村昌夫 氏
経歴：
1980年、エーザイ株式会社に入社
・基礎研究部（薬物動態）
・臨床開発部門（臨床第Ⅰ相試験、臨床薬理試験）
・新事業推進部門（後発品販売会社設立）
・内部監査部門（自社および関係会社の内部監査）
・生産部門（委託先管理）
・子会社品質部門（品質保証、改正薬事法対応）
・品質保証部門（GQP関連（自己点検、教育訓練、委託先管理））
2014年、エーザイ株式会社を退職。

＜第1部 はじめに＞
1.本書について
2.サプライヤ管理の厳密化の背景
3.当局査察と製造販売業者および製造業者の監査
4.共用原薬や原材料の製造業者の管理

＜第2部 製造販売業者による管理について＞
第1章 製造販売業者による管理について
1.製造販売業者によるサプライヤ管理について
2.監査（定期的な確認）に関する内容
3.監査担当者（責任者）に関する内容
4.その他の製造業者等の確認内容
  変更管理/逸脱管理/品質情報
  製造販売業者と製造業者の連携/市場出荷/その他のGMP
5.製造販売業者による製造業者等の管理の概要
　監査担当者の業務/監査対象
　製造業者等の管理の役割分担（定期的確認）
　品質保証責任者の業務

第2章 監査の方法
1.取決め・品質契約/市場出荷の可否の決定の委託
2.監査体制について
　監査担当者の業務・指定・要件
  教育訓練プログラムの整備
  監査に関する手順書の整備
3.実地監査
  製造業者等の定期的な確認の業務の概要
  年間計画の作成/監査日程の調整
  個別監査計画の作成/監査スケジュール案の作成
  事前アンケート/監査依頼書
  監査依頼書、監査スケジュール等の製造業者等への提出
  チェックリストの作成と利用

  監査の実施/監査報告書の作成・評価
  製造業者等への改善指示と改善計画の評価
  改善の進捗管理と結果の評価
　総括製造販売責任者への報告
4.チームによる監査
5.書面による確認/調査票による確認/その他の書面確認
6.2回目以降の監査、共用原薬の監査
7.外部委託による監査
8.外国製造業者の監査
9.監査の観察事項
10.GDPと監査
11.品質照査（年次レビュー）と監査

第3章 監査の問題点
1.監査の目的の問題
2.品質保証責任者の問題
3.監査の範囲の問題/GMPの範囲/取決めと承認書の範囲
  監査対象の範囲（MF国内管理人や国内代理人の業務）
4.製造販売業者に起因する製造業者等の問題
5.監査担当者等の問題
6.購入契約、委託契約との関係
7.監査の限界問題の検出
　過去の重大な問題と監査における検出の可能性
　製造（販売）中止等の判断の難しさ

＜第3部 原材料の製造業者の管理について＞
第1章 サプライヤ管理について
1.目的
2.対象
3.法的背景等/医薬品医療機器法等、省令（施行通知）
  PIC/S GMP、原薬GMP/その他
4.サプライヤ管理の必要性等

第2章 サプライヤの管理方法
1．サプライヤの評価/製剤処方決定時
   製剤の製造業者における管理（原材料の製造業者の変更含む）
2．新規添加剤、新規製造業者の評価ステップ
　 処方の予備検討/品質検討
   原料調査票等の入手と追加規格等の調整
　 製造業者の調査/サプライヤの認証（承認）
  (新規認証)/(初回認証後の管理）/品質契約（取決め）
3．受入試験の一部省略（試験項目の省略）
4．受入試験の一部省略（確認試験のN数の省略）
5．監査方法/監査の必要性と留意事項
   サプライヤ管理としての監査
　　
＜第4部 製造業者の監査の例＞
1．サプライヤ監査
2．製造販売業者および製剤製造業者の共通の点検内容
3．システム別監査項目
   品質システム/原材料管理・構造設備管理・
   製造管理・包装表示管理・試験検査室管理
   その他の監査項目
4．監査結果の評価と活用
   監査結果の評価者・評価
　 改善の依頼と改善結果の確認/監査と認証（承認）
   監査結果の評価以後の業務

参考資料1　サプライヤ管理についての通知
PIC/S GMP関連/厚生労働省（GMP省令）および施行通知
ICH Q9,Q10/ICH Q7/事例集（2013年版)

参考資料2　リスク別点検項目詳細例
GMP省令等からの逸脱/他物質の混入、交叉汚染
誤出荷（不合格品、別製品）etc
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◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
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◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
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エマルションの科学と
実用乳化系の特性コントロール技術

【本書のポイント】
●長年産業分野で乳化関連製品の開発研究に携わってきた、筆者の経験を基にした実用書です。
●乳化剤使用時に欠かせない界面活性剤・相図の知識を、初心者でも理解できるようわかりやすく解説。
　実際に応用・最適条件を設定する際に問題となる点をふまえ掲載。
●乳化の機構解析や乳化状態の観察・測定・定量化法の実際について。
●微細なエマルションの調製や粘弾性挙動の制御についても基礎から解説。
　実用系で生きる最新のエマルション、ゲル技術と応用例についても網羅。

★教科書にある基礎理論を実用系に応用できずお困りの方へ！
　：基礎と応用のギャップを埋められる実用書です！

【執筆者】株式会社コスモステクニカルセンター　執行役員　工学博士　鈴木 敏幸　先生

＊より詳細な内容は、ホームページ
　http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC150701.php
　をご確認下さい。

エマルションの科学と実用乳化系の特性コントロール技術　書籍

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて
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本書のねらい
　近年、乳化剤の選択や乳化プロセスの解析に相平衡図（相図：phase diagram）が用いられるようになって、従来複雑で難解とされていた乳化の機構が明
らかにされるとともに、相図を利用した新しい乳化法が報告されている。
　乳化系（エマルション）は、水と油のように互いに溶解しない媒質を任意の割合で共存させ得る系であるため、実用性が高く化粧品、医薬品、食品、燃料
、ペイントなど、日常生活に密着した様々な分野で用いられている。しかしながら、物理化学のテキストに取り上げられている乳化の基礎理論と、実用系で
応用されている特製賦与技術の間にはかなりの乖離がある。そこで、長年産業分野で乳化関連製品の開発研究に携わってきた筆者の経験を基に、できるだけ
基礎と応用のギャップを埋められる実用書を目指して、本書をまとめた。
　特に、乳化の機構解析や最適条件の設定に役立つ乳化・可溶化と相図に関しては、三角図の読み方や、相図の作り方も含め、初心者が理解できるよう解説
を行った。また、微細なエマルションの調製や粘弾性挙動の制御に欠かせない液晶やD相の生成・制御についても、基礎からまとめた。さらに近年注目されて
いるαゲルとその安定化についての最新技術も盛り込んだ。本書が基礎と実用系エマルションの架け橋になることを願う。本文より抜粋） 

第7章　実用系で生きるエマルション、ゲルの技術と応用例

1.相図で見るエマルションの状態

2.高級アルコールのco-surfactant効果と粘弾性挙動の制御

3.αゲルの安定化とエマルション、αゲル製剤への応用

4.自己乳化液晶ジェルの調製と応用

5.両連続（bicontinuous）マイクロエマルションを用いた

　高可溶化製剤

6.両親媒性脂質を用いたエマルションとその応用

7.両親媒性高分子を用いた乳化と撥水性O/Wエマルション

第1章　エマルションの基礎と状態解析

1.エマルションの種類と状態

2.可溶化系

3.マイクロエマルションとナノエマルション

4.エマルションの生成

5.乳化状態の観察・測定と定量化の実際

6.エマルションの安定性と安定化の理論

第2章　乳化のための界面活性剤の基礎知識

1.界面活性剤の種類と構造

2.界面活性剤の溶解挙動と会合体の形成

3.結晶、液晶、ゲル（αゲル）の状態と見分け方および測定法

4.乳化剤選択の指標と応用

第3章　相図を用いた乳化の解析と最適条件の設定

1.相図の基礎知識:読み方と基本ルール

2.相図で理解する界面活性剤の溶解挙動

　（界面活性剤/水、2成分系の相図）

3.乳化・可溶化に関わる3成分系の相図（界面活性剤/水/油系）

4.乳化・可溶化解析のための相図の用い方

第4章　微細エマルション調製技術

1.転相温度（HLB温度）乳化

2.サブミクロン粒子による低粘度エマルションの安定化

3.液晶乳化

4.D相乳化

5.マイクロエマルションを用いたナノエマルション

第5章　高内相比エマルションの安定化

1.逆ヘキサゴナル液晶を用いたW/Oエマルション

2.キュービック液晶を用いたゲルエマルション

3.両連続相用いたW/Oエマルション

第6章　固体粒子、ソフトマターによるエマルション調製

1.ピッカリングエマルション

2.粘土包接体を用いたW/Oエマルション

3.ソフトマターを用いたエマルション調製:3相乳化
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～化粧品会社が考えておかなければならないこと～

★大好評の関連セミナーを書籍化！★処方情報をシステム管理しましょう！

●執筆者 有限会社久光工房　代表取締役　久光 一誠 先生

第1章　化粧品処方情報管理システムの必要性 
　1. 配合成分や配合原料から該当する処方を検索 2. 正確で素早い成分リストの作成  3. 情報の一元化と共有 
第2章　化粧品処方情報管理システムに求められる機能
第3章　委託開発の問題点
第4章　処方情報管理であって商品情報管理ではないことを再確認する 
第5章　データベースとは 
第6章　必要な情報の種類とヒモ付けの方法
　1. 処方管理に必要な情報の種類と関係性  2. 処方、原料、成分の識別  
  3. 管理の基本となる主キーを何にするか  4. 主キーを使ったデータ間のひも付けの例 
第7章　成分管理 
　1. 成分管理でよくある失敗
　 1.1 化粧品の成分表示名称の情報に旧種別許可成分名の項目を入れてしまう
　 1.2 化粧品の成分表示名称の情報に旧表示指定の項目を入れてしまう 
　 1.3 化粧品の成分表示名称とINCI との関係 
　 1.4 医薬部外品の申請成分名と医薬部外品の成分表示名称との関係
　2. 成分管理にみるシステム開発の要点 
　3. 化粧品の成分表示名称の管理 
　4. 医薬部外品の申請成分名の管理 
　5. 医薬部外品の成分表示名称の管理 
　6. INCI の管理 
　7. 中文名称 
第8章　原料管理 
　1. 基本情報   2. 規制情報  3. 配合成分情報   4. キャリーオーバー成分  5. プレミックス申請への対応
　6. 中間原料への対応 
第9章　処方管理
　1. 基本情報    2. 設計処方   3. 化粧品の全成分リスト  4. 医薬部外品の申請処方   
  5. 医薬部外品の全成分リスト  6. INCI リスト           7. 中文リスト          8. 規　格 
第10章　全成分リストの自動計算
　1. 化粧品の全成分リストの自動計算 
　　1.1 キャリーオーバー成分の調整   1.2 表示順位の調整   1.3 警告表示 
　2. 医薬部外品の申請処方
　　2.1 エアゾール申請への対応  2.2 プレミックス申請への対応  2.3 表示する配合量の桁数 
　3. 医薬部外品の全成分リスト 
　4. INCI リスト 
第11章　情報の一元化と共有 
　1. 情報の一元化  2. 情報の共有
第12章　処方情報管理システムを委託開発する際の注意点 
　1. コンパクトに考える  2. システム開発会社に任せない 

化粧品処方情報管理システムの構築はなぜ失敗するのか

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→ http://www.johokiko.co.jp　にて
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経皮吸収型製剤開発における
基礎と実務への応用

◎経皮吸収開発の基礎知識と重要ポイントを企業・大学・臨床の各現場の執筆人が解説！

第1章　経皮吸収と皮膚の基礎知識
  1. 薬物投与部位としての皮膚　2. 皮膚透過性 
　3. 皮膚透過メカニズム　　　　4. 物質の皮膚透過性改善
　5. 皮膚刺激性
　　　　 　
第2章　経皮吸収の改善/促進方法
　1. 薬物の皮膚透過に影響を与える因子
  2. 経皮吸収過程と吸収ルート  3. 化学的経皮吸収促進法
　4. 物理学的経皮吸収促進法    5. 経皮吸収促進効果の評価

第3章　経皮吸収製剤の製剤設計
　第1節 経皮吸収製剤の特性と種類と特徴
　第2節 化粧品製剤の設計ポイント
　第3節 医薬品向け設計のポイントと注意点

第4章　経皮吸収の測定・評価および安全性試験
　第1節 動物愛護管理法と非臨床試験
　第2節 In vitro試験評価とin vivo試験評価
　第3節 三次元培養皮膚モデルを用いた試験

第5章　経皮吸収製剤の臨床試験評価のポイント
　1. 経皮吸収製剤についての理解
　2. 経皮吸収局所作用型製剤製剤について
　3. 全身作用型の貼付剤
　4. 経皮吸収型貼付剤の臨床試験の評価について

第6章　医薬品における承認申請手続き
　1. 医薬品の承認申請の留意点
　2. 医療用医薬品の申請区分と添付資料
　3. 申請書作成にあたっての留意点

　
◇執筆者一覧◇
●藤堂 浩明(城西大学)　●小出 倫正(Vファームコンサルティング(株))　●内野 智信(静岡県立大学)　●早瀬 基(花王(株))　
●金箱 眞(興和(株))　●稲木 敏男(興和(株))　●小島 肇(国立医薬品食品衛生研究所)●藤井 まき子(日本大学)●廣部 祥子(大阪大学)　
●吉田 大介((株)コスモステクニカルセンター)　●山口 重樹(獨協医科大学)　●山内 仁史(ニプロパッチ(株))　●竹前 和久(興和(株))　
●森 健二(城西国際大学)　●宮城 孝満(亀田医療大学)●勝見 英正(京都薬科大学)　●山本 昌(京都薬科大学)　●渡邊 哲也(奥羽大学)　
●岡田 直貴(大阪大学)　●中川 晋作(大阪大学)　●小幡 誉子(星薬科大学)　●草森 浩輔(京都薬科大学)●権　英淑(コスメディ(株))　
●神山 文男(コスメディ(株)) ●徳留 嘉寛(城西大学)●柴田 富士子(綾船国際特許事務所)●関東 裕美(東邦大学医療センター大森病院) 
●高橋 良佳(順天堂大学)●井関 雅子(順天堂大学) ●春田 吉則(広島アレルギー呼吸器クリニック)●福田 啓伸(獨協医科大学病院)
●吉原 重美(獨協医科大学) ●大井 一弥(鈴鹿医療科学大学)●杉林　堅次(城西大学) 
　　　　 　

◇監修◇　　●杉林　堅次　(城西大学)

  第7章　経皮吸収技術を利用した開発事例
　第1節 イオントフォレシス技術を利用した経皮吸収製剤の開発
　第2節 溶解型ヒアルロン酸マイクロニードルを用いた
        次世代型経皮吸収製剤の開発
　第3節 経皮全身伝達型(TTSによる全身送達)製剤の開発
  第4節 経皮ワクチン製剤の開発
　第5節 鎮痛・抗炎症用経皮吸収剤(癌性疼痛含む)
　第6節 アルツハイマー治療用経皮吸収剤
　第7節 経皮吸収技術の化粧品への応用

第8章　経皮吸収に関する特許管理　　
　1. 特許に関する基本的事項　　2. 各国段階における留意点
　
第9章　経皮吸収に関連した製品の市場と開発状況
　1. 経皮吸収製品の市場　2. 経皮吸収製品の研究動向

第10章　臨床現場における経皮吸収製剤の要望と課題
　第1節 医師の立場から
　　第1項 皮膚科医　第2項 ペインクリニック医
　　第3項 内科医　　第4項 小児科医　
　第2節 薬剤師の立場から

第11章　今後、皮膚適用製剤化に期待がもたれる薬物
　1. 薬物の経皮吸収性の決定因子と薬効
　2. 作用部位と経皮吸収
　3. アンメットメディカルニーズと経皮吸収型製剤
　4. 薬物のライフサイクルマネジメントリポジショニングに
　　 及ぼす経皮吸収型製剤の寄与

★皮膚の基礎と経皮吸収のメカニズムを解説！
・皮膚透過性/皮膚刺激性/化学的・物理学的経皮吸収促進

★医薬品向け・化粧品向けの各設計の考え方とは？
・経皮吸収型製剤の種類と各特徴/製剤開発における素材の選択
★経皮吸収の測定試験・評価験法のポイントとは？
・皮膚関連の安全性試験の国際動向/In vivo・In vitro経皮吸収試験法/

★臨床試験での経皮吸収型製剤の注意点は？
　薬剤効果の注意点/有害事象のポイント
　
　

★経皮吸収剤における申請手続きの実務！
・製剤の申請区分と添付資料/剤型変更・追加申請他/
　申請書作成上の留意点　

★各種経皮吸収製剤の開発事例
・イオントフォレシス技術適用薬剤/アルツハイマー治療剤/
　マイクロニードル技術経皮吸収製剤/化粧品への経皮吸収応用/
　全身伝達型製剤/ワクチン製剤/鎮痛・抗炎症剤

◎経皮吸収の製品の市場・開発動向の現状は？
・市場の動向/国内外の研究開発動向
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炭素繊維およびCFRP／CFRTPの

　　　　　　　　　　特性と製造・開発動向

★軽量・高強度の素材として市場拡大を続けるCFRP／CFRTPの開発動向！
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 より軽量に！より高強度に！コストは！？　市場が期待するCFRP／CFRTPの開発ヒント！

◆炭素繊維の分類と特性（物理的特性／熱的特性／電磁気的性質／化学的性質／耐候性）

◆最適設計に向けた炭素繊維と樹脂の選定

◆CFRP/CFRTPの製造方法・成形技術

◆疲労特性と強度評価、炭素繊維／樹脂界面の密着性評価

◆写真で見るCFRP／CFRTPのトレンド！　 カラー画像のCD付

第1章 炭素繊維の分類とその特性およびCFRPの基礎
1．炭素繊維（Carbon Fiber：CF）
2．炭素繊維の特性
3．炭素繊維強化複合材料（CFRP）
第2章　CFRP の最適設計に向けた炭素繊維と樹脂の選定
1．CFRP の原材料
2．マトリクス樹脂
第3章　CFRP およびCFRTP の設計・開発・成形事例
第1節　短繊維および長繊維型CFRP の作製と成形加工
1．CFRP 複合材料とその製造法
2．短繊維型CFRP の作製と加工
3．長繊維型CFRP の作製と加工
第2節　CFRP における樹脂の含浸性改善
1．CF マットを用いたCFRTP
2．PP の高流動・高延性化
3．PP の無水マレイン酸修飾
4．PP へのナイロングラフト
5．反応性可塑剤を用いたPPE
6．PP 系CFRTP の成形加工
第3節　自動車へのCFRP 適用の現状と技術動向
1．CFRP への期待
2．自動車用CFRP の現状
3．自動車用CFRP の今後
4．CFRP のポピュラー化
第4節　熱可塑性CFRP の用途例と成形方法、加工方法
1．熱可塑性CFRP の用途例
2．熱可塑性CFRP の成形方法
3．熱可塑性CFRP の加工方法
第5節　熱可塑CFRP の特性と押出成形（熱可塑CFRP 押出素材)
1．熱可塑CFRP と熱硬化CFRP の比較
2．熱可塑CFRP の押出素材の製造プロセス
3．熱可塑CFRP 押出素材の特徴
4．今後の展開
第6節　CFRTP における接着技術
1．鋼板とPP の接着
2．室温での接着
3．火炎処理による接着

4．プライマーを用いた接着
5．CFRTP 接着の具体化
第7節　熱可塑性CFRP のヒートアンドクール成形技術
1．通電抵抗加熱金型によるCFRTP の成形
2．TAM 成形法によるCFRTP（熱可塑性CFRP) の成形方法
3．TAM 成形法によるCFRTP（ 熱可塑性CFRP) の成形手順
4．長繊維射出成形
5．CFRP 複合成形
第4章　CFRP／CFRTPに関する試験・評価法
第1節　CFRP の疲労特性と強度評価
1．CFRP 積層板の疲労損傷
2．疲労特性評価
3．トランスバースクラック累積挙動の評価
4．トランスバースクラック発生寿命評価
第2節　金属/CFRP 接着における疲労試験と強度評価
1．S-N 関係
2．疲労き裂の進展速度
第3節　CFRP の炭素繊維/ 樹脂界面の密着性評価法
1．界面せん断応力の測定法
2．フラグメンテーション法によるCFRPの界面せん断応力の実験例
3．CFRP の繊維/ 樹脂界面密着性向上のための研究開発
第5章　繊維充填複合材料のレオロジー
1．希薄系のレオロジー
2．濃厚系のレオロジー
3．ブラウン運動の影響
4．剛直性の影響
5．高次構造と降伏現象
6．定常状態におけるせん断粘度
第6章　亜臨界・超臨界流体法によるCFRP のリサイクル技術
1．亜臨界・超臨界流体とは
2．亜臨界・超臨界水によるCFRP のリサイクル
3．亜臨界・超臨界メタノールによるCFRP のリサイクル
4．その他の亜臨界・超臨界流体を用いるCFRP のリサイクル
第7章　写真で見るCFRP/CFRTP の開発動向
1．材料開発の動向
2．成形加工技術の動向
3．用途開発動向
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第1章　WHO ＜世界保健機関＞とは何者か
第2章　WHO GMP（2014）の紹介
第3章　用語の定義と解説
第4章　WHO GMP の緒言と本文
1.　2014 版「緒言」 /① Contents table（目次） ② Introduction（はじめに）
　③ General considerations（一般的考察）/④ Glossary（用語） 
　⑤ Quality management in the medicines industry: philosophy and essential elements
　　（医療用産業における品質マネジメント: 原理と基本要素）
2.　2014 版「本文」
○ 日本のGMP との対比 
　1.　Pharmaceutical quality system（PQS）（ 医療用品の品質システム） 
　　　・Quality risk management（ 品質リスクマネジメント） ・ Product quality review（ 製品の品質レビュー）
　2.　Good manufacturing practices for pharmaceutical products（ 医療用製品のGMP）
　　　・Under GMP:（ 以下 医療用品のGMPとは）
　3.　Sanitation and hygiene（ 衛生設備と衛生管理）
　4.　Qualification and validation（ 適格性確認と妥当性確認）
○ 参考資料　「適格性確認と妥当性確認」PIC/S GMPと日本のGMPにおけるValidation の比較
　5.　Complaints（品質情報; 苦情）　/　6.　Product recalls（市場からの回収）
　7.　Contract production, analysis and other activities（契約による生産、分析とその他の活動）
　　　・General（一般事項）              ・The contract giver（契約委託者）
　　　・The contract acceptor（契約受託者） ・The contract（契約）
　8.　Self-inspection, quality audits and suppliers’ audits and approval（自己点検、品質監査、供給業者監査と許可）
　　　・Items for self-inspection（自己点検の項目）     ・Self-inspection team（自己点検のチーム）
　　　・Frequency of self-inspection（自己点検の頻度）  ・Self-inspection report（自己点検報告書）
　　　・Follow-up action（追跡調査）            　　　・Quality audit（品質監査）
　　　・ Suppliers’ audits and approval（供給業者の監査と許可）
　9.　Personnel（職員） / ・General（一般事項）  ・Key personnel（重要な職員）
　10.　Training（訓練） /  11.　Personal hygiene（個人の衛生）
　12.　Premises（施設）/・General（一般事項）・Ancillary areas（用役エリア） ・Storage areas（保管区域）
　　　・Weighing areas（秤量エリア）・Production areas（生産エリア）・ Quality control areas（QC エリア）
　13.　Equipment （装置）
　14.　Materials（原材料）　/・General（一般事項）　・Starting materials（出発原材料）
　　　・Packaging materials（包装材料）・Intermediate and bulk products（中間製品、バルク製品）
　　　・Finished products（最終製品）
　　　・Rejected, recovered, reprocessed and reworked materials （原材料の除外、工程内の回収、再加工、再処理）
　　　・Recalled products（市場からの回収品） ・Returned goods（良品戻り品）
　　　・Reagents and culture media（試薬と培地） ・Reference standards（標準品）　・Waste materials（廃棄物）
　　　・Miscellaneous（その他雑件）
　15.　Documentation（文書化）
　　　・General（一般事項） 　・Documents required（必要な文書） ・Labels（ラベル）
　　　・Specifications and testing procedures（仕様と検査に関する手順書）
　　　・Specifications for starting and packaging materials（出発材料と包装材料の仕様）
　　　・Specifications for intermediate and bulk products（中間製品とバルク製品の仕様）
　　　・Specifications for finished products（最終製品の仕様）　・Master formulae（製造指図書原本）
　　　・Packaging instructions（包装指図書）  ・Batch processing records（ロット製造記録）
　　　・Batch packaging records（ロット包装記録）
　　　・Standard operating procedures and records（SOP と記録）
　16.　Good practices in production（生産の規範）　　/・General（一般事項）
　　　・Prevention of cross-contamination and bacterial contamination during production
　　　　（生産途中の交叉汚染と微生物汚染の予防）
　　　・Processing operations（プロセスの操作） ・ Packaging operations（包装の操作）
　17.　Good practices in quality control（ QC の規範）
　　　・Control of starting materials and intermediate, bulk and finished products
　　　　（出発原材料、中間製品、バルク製品、最終製品の管理）
　　　・Test requirements（試験の要求事項）  ・Starting and packaging materials（出発原材料と包装材料）
　　　・In-process control（工程内管理） ・Finished products（ 最終製品）
　　　・Batch record review（ロット記録レビュー） ・Stability studies（安定性調査） 
3.　References（参考資料）
付録　演習問題 

本書はWHO GMPの翻訳資料となります
Annex 2 WHO good manufacturing practices 
for pharmaceutical products: main principles
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21
467en/s21467en.pdf

※本書籍ご利用の注意
　本書における日本語翻訳についての責任は翻訳
書の著者にあり、関係機関には責任はなく、英文原本
の公式な日本語翻訳ではありません。翻訳は原文の
内容を正確に反映するように努力いたしましたが、
疑義がある場合、正確な解釈については、原文で確
認ください。利用者が本情報を使用して行う一切の
行為について、著者並びに発行元は、何ら責任を負
うものではないことをお断りしておきます。また、いか
なる場合においても、著者並びに発行元は利用者が
本情報を使用して被った損害、損失について、何ら責
任を負いません。

■ 本書のポイント
　このテキストで使用している用語の定義は、従来
のGMPガイドラインと異なる意味で使われているか
も知れません。
　例えば、“quality unit”（品質ユニット）はGMPにお
ける生産部門と品質部門だけではなく、開発から終
売に至る医療に対する品質のリスクを管理する独立
した部門を指しています。
　この様に、最新の考え方を取り込んでいますので、
2014年に施行されたわが国の「医薬品、医療機器等
法」の参考となる内容です。
　テキストの内容を理解するため、参考資料として、
演習問題と回答・解説を添付しました。
　このテキストは、４章で構成されています。
　　第１章　WHO＜世界保健機関＞とは何者か
　　第２章　WHOGMP（2014）の紹介
　　第３章　用語の定義と解説
　　第４章　WHOGMPの緒言と本文
　　添付資料　演習問題と回答・解説
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★試験実施における注意点、問題解決のヒントが満載！
★起こりがちな「細かいこと」に留意された、初めての資料集！  ★最新の国際調和動向、FDAガイダンス、課題等も踏まえて！ 
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改訂第2版 エンドトキシン試験
        －どのように実施し、どのように理解するか－

第1章　エンドトキシン試験に必要な基礎知識
1. エンドトキシン試験の歴史と概要
2. エンドトキシン　/2.1　エンドトキシンの構造と生物活性　　2.2　標準エンドトキシンの種類と性質
　2.3　エンドトキシンの熱安定性　　2.4　エンドトキシン溶液の活性の安定性
3. リムルス試薬　　/3.1　リムルス試薬の反応機構　　3.2　リムルス試薬の特異性
　3.3　リムルス試験の種類　3.4　リムルス試薬と細菌の反応性　　3.5　リムルス試薬とβ-グルカンの反応性
4. ウサギによる発熱性物質試験とエンドトキシン試験の相関
5. 汚染とその対策　/5.1　エンドトキシン及びβ-グルカンによる汚染　5.2　エンドトキシンの除去

第2章　局方エンドトキシン試験法
1. 準備　/1.1　試薬　1.2　測定手法　1.3　使用器具　1.4　標準品　1.5　試料溶液の調製　1.6　操作上の留意点
2. 最大有効希釈倍率とエンドトキシン規格値
3. ゲル化法　/3.1　予備試験　　3.2　限度試験法　　3.3　定量試験法
4. 光学的定量法　/4.1　予備試験　　4.2　定量
5. エンドトキシン試験における各試料の測定意義　/5.1　測定結果のパターン　　5.2　各試料の測定意義

第3章　エンドトキシン試験におけるバリデーション
1. バリデーションの要件　　2. バリデーションの実際
3. エンドトキシン試験の測定条件をどのように設定するべきか　　4. サンプリングについて

第4章　エンドトキシン試験における注意点
1. エンドトキシン及びリムルス試薬の不確実性
　1.1　エンドトキシンの性質に由来する不確実性　1.2　リムルス試薬の性質に由来する不確実性
2.　エンドトキシン試験に対する影響因子
　2.1　高濃度の塩・糖　　2.2　金属イオン　2.3　界面活性剤　　2.4　キレート剤　　2.5　タンパク質
　2.6　プロテアーゼ　　2.7　プロテアーゼ阻害剤　　2.8　タンパク変性剤　　2.9　β-グルカン
　2.10　LAL反応物質（LRS）　2.11　容器の材質　　2.12　加熱　　2.13　pH　　2.14　反応温度
　2.15　反応試験管の種類　　2.16　反応試験管の形状　　2.17　振動・衝撃　　2.18　着色物質及び濁り
3.　誤差の要因　/3.1　標準エンドトキシン希釈液活性の変動　　3.2　手法に特有のバイアス
　3.3　測定者が見逃しやすい誤差

第5章　エンドトキシン試験をより深く理解するために
1. 海外で使用されているエンドトキシン試験の手法　/　2. エンドトキシン試験法の国際調和
3. 国際調和における課題
4. 米国FDAの動向
　4.1　FDAによるPAT（Process Analytical Technology）の推進
　4.2　発熱性物質とエンドトキシン試験に関するＦＤＡガイダンス
　　① 中間製品及び最終製品のサンプリングプランの確立 　② 再試験　③ サンプル保存と取り扱いの重要性
　　④ 測定前の試料のプール　⑤ 代替法の使用　⑥ エンドトキシン試験法における手法の変更
　　⑦ エンドトキシン規格値　⑧ エンドトキシン規格値とデザインによる品質　⑨ ウサギ発熱性試験
　　⑩ 動物用製品のエンドトキシン規格値　⑪ 医療機器のエンドトキシン規格値　⑫ 治療薬の試験条件設定
　　⑬ ＣＳＥの使用
5. Low Endotoxin Recovery（LER） について
6. リムルス試薬を使わないエンドトキシン測定技術
　6.1　リコンビナントFactor C を用いたエンドトキシン測定キット
　6.2　エンドトキシン・アクティビティ・アッセイ
　6.3　細胞の活性化を利用したエンドトキシン測定キット
　6.4　ファージレセプターを用いたリガンドアッセイキット

第6章　事例研究
1.サンプルpH が測定値に影響を及ぼした一例　/　2.β - グルカンを含んだサンプルの測定値
3.予期しない標準エンドトキシンの活性低下　/　4.カイネティック法における検量範囲
5.保存検量線と用時調製検量線　/　6.カイネティック法における検量線の曲がりによるバイアスの実際
7.セルロース誘導体に含まれるLAL 反応物質（LRS）/　8. 血液中のプロテアーゼ及びプロテアーゼ阻害剤の影響

付録 　｢ついでに一言｣

■ 改訂にあたって
　2010年代に入り、エンドトキシン試験法の分野でいくつかの重要な出
来事があった。一つはエンドトキシン試験法の国際調和の完了であり、一
つは米国FDAの発熱物質とエンドトキシン試験に関するガイダンスの発
行である。これは、エンドトキシン試験法が国際的に統一されつつあり、
その最終段階にあることを示している。ただ、三極における実際の結果の
相互利用においては、いくつかの課題があり、本改定で指摘したい。最終
的にこれらの課題がどのように解決されていくかは、今後の経過を見て
いく必要があるが、潜在する問題点をあらかじめ知っておくことには、意
義があるものと考える。また、最近欧米で話題になっているL o w 
Endotoxin Recovery
 (LER)は、新しい現象ではないが、FDAなど規制側の要望もあり、その理
解と解決が求められている。この現象を理解するためには、再度エンドト
キシン及びリポ多糖（LPS）の物理化学的性質を確認し、何が起こってい
るのかを類推することが不可欠である。そのため、本改定では、LPSミセ
ル（凝集体）に関する説明を加筆した。その他、情報をできるだけ新しい
ものに更新するよう心がけた。本書が、エンドトキシン試験に携わる方々
のお役に立てれば幸いである。 

■ こんなことが理解出来ます！
○ エンドトキシン・リムルス試薬の基礎
○ 局方エンドトキシン試験法
○ エンドトキシン試験のバリデーション
○ エンドトキシン試験実施における注意点
○ 最近の動向－FDA、PTSTM、試薬を使用しないエンドトキシン測定技術
、等

○ 最新の国際調和動向、FDAの発熱物質とエンドトキシン試験のガイダ
ンス

○ 最近欧米で話題のLow Endotoxin Recovery (LER) の状況 

■ 本書のポイント
　リムルス試薬を用いたエンドトキシン試験法が日本薬局方に収載され
てから、25年以上が経っています。その間、新発見や新技術の開発があり、
エンドトキシン試験法も国際調和がなされるほど確立されたように思われ
ます。このような状況でも、エンドトキシン試験を実際に行うと未だに問題
にぶつかることがあります。
　本書では、エンドトキシン試験を実際に行うために必要な情報を、わか
りやすく解説することを試みました。
　特に、これまでの解説書ではあまり取り上げられてこなかった｢細かいこ
と｣をできるだけ取り入れるように心がけました。エンドトキシン試験の問
題を解決するためには、限られた情報から、できるだけ多くの可能性を考
えて対策を見つけることが必要です。このときに、この｢細かいこと｣を知っ
ていることは、問題の原因の可能性を考える上で必ず役に立つと思うので
す。また、試験を実施する場合の注意点を、できるだけ具体的に記載しまし
た。これらの情報が、エンドトキシン試験を始める場合や製品の試験条件
を設定する場合に、お役に立つことを願っております。 

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。
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撹拌槽の操作・設計のための計算法と実験法

◎旧版より写真を増やしより分かりやすく、流体混合評価等の新項目を加えた増補改訂版！

●執筆者 名古屋工業大学　　教授　加藤　禎人　先生

第1章 撹拌の目的と撹拌槽の構造
 1.撹拌の目的  2.撹拌槽の構成  3.撹拌翼の種類 4.大型翼について
 5.撹拌に使用される主な無次元数
第2章 乱流撹拌における撹拌所要動力の重要性
 1.撹拌所要動力から推定できること
 2.撹拌翼を使用しない撹拌方式もふくめた撹拌性能の評価方法
第3章 層流撹拌における流脈の重要性
 1.流脈とは  2.流脈の可視化に基づく層流撹拌槽の混合性能評価方法
 3.各種大型翼の流脈
  3.1マックスブレンド  3.2フルゾーン  3.3スーパーミックスMR205
　3.4マックスブレンドR型  3.5撹拌レイノルズ数
　3.6翼上端から液面までの距離の影響
 4.流脈の可視化に基づく新型翼の開発
　4.1 新型撹拌翼（HB翼）の流脈  4.2 HB翼の幾何形状の最適化
　4.3 他の翼形状との比較        4.4 撹拌レイノルズ数の限界
　4.5 液深の影響      4.6 数値解析による速度分布と圧力分布
 5.今まであまり紹介されていない大型翼の流脈
　5.1 サンメラー      5.2 ベンドリーフ
 6.乱流域の流脈
第4章 流動特性
 1.層流と乱流および放射流と軸流  2.旋回流速度分布と固体的回転半径
 3.中心部液面低下と槽壁部液面上昇 4.循環流量と吐出流量    
 5.循環時間分布       6.計算例
第5章 動力特性
 1.撹拌レイノルズ数と動力の関係
 2.邪魔板無し撹拌槽の動力相関式
　2.1 2枚羽根パドル翼に対する永田の式
　2.2 パドル翼に対する亀井・平岡らの式
　2.3 傾斜パドル翼に対する平岡・亀井らの式
　2.4 プロペラ翼、ファウドラー翼に対する式
　2.5 ヘリカルリボン翼に対する式  2.6 アンカー翼に対する式
 3.邪魔板あり撹拌槽の動力相関式
　3.1 完全邪魔板条件   3.2 最高撹拌所要動力
　3.3 種々の邪魔板条件での最高撹拌所要動力
　3.4 ディスパー翼の撹拌所要動力
 4.各種大型翼の動力相関式
 5.種々の幾何形状の撹拌槽の動力相関式
　5.1 角型槽  5.2 伝熱コイルを備えた槽 5.3 ドラフトチューブを備えた槽
  5.4 偏芯された槽  5.5 翼板厚さの影響
 6.計算例
第6章 混合特性
 1.混合時間とは
 2.典型的な混合パターン
　2.1 層流の場合の混合パターン  2.2 動力線図と混合パターンの関係
 3.混合時間の推算式
　3.1 乱流撹拌槽における混合時間の推算式
  3.2 高粘度流体の混合時間の推算式
 4.大型翼の混合パターン  5.角槽の混合パターン
 6.非ニュートン流体の混合パターン 7.計算例
第7章 伝熱特性
 1.撹拌槽の伝熱方式  2.撹拌槽壁伝熱係数
 3.伝熱コイル表面の伝熱係数相関式 4.計算例
第8章 異相系の撹拌
 1.気液系の撹拌
　1.1 ガス吹き込み時の撹拌所要動カ1.2 ガス吹き込み時の物質移動容量係数
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　1.3 大型リングスパージャー  1.4 コンケーブタービン　
 2.固液系の撹拌
　2.1 固液系での撹拌所要動力  2.2 固液撹拌での粒子浮遊限界速度　
 3.液液系の撹拌
　3.1 液液系での撹拌所要動力　3.2 Sauter平均液滴径　　
 4. 計算例
第9章 スケールアップ
 1.スケールアップにおける影響因子
　1.1 力学的スケールアップ    1.2 主なスケールアップの要因
 2.具体的なスケールアップ則と採るべきデータ
　2.1 単位体積当たりの所要動力一定  2.2 混合時間一定
　2.3 翼先端速度一定    2.4 単位体積当たり伝熱量一定
　2.5 懸濁粒子浮遊条件一定
 3.計算例
第10章 各種実験方法
 1.撹拌所要動力の測定方法
　1.1 測定方法の種類  1.2 動力曲線を作成する時の注意
 2.循環時間分布の測定方法
 3.フローパターンの測定方法
 4.混合過程の可視化および混合時間の測定方法
　4.1 脱色法  4.2 電気伝導度法
 5.物質移動係数(壁面伝熱係数)の測定方法
 6.固液間物質移動係数の測定方法
　6.1 物質移動のモデル  6.2 実験方法
 7.気液間物質移動容量係数の測定方法
　7.1 実験方法   7.2 酸素濃度計を使用する場合の取り扱い
　7.3 ダイナミック法の実験手法  7.4 カラーチェンジ法
 8.流脈の可視化方法
第11章 流動数値解析
 1.流動数値解析の検証  2.パドル翼付き層流撹拌槽の計算プログラム例
 3.大型翼の層流撹拌流動解析結果
第12章 実機と実験装置における撹拌所要動力の差異
 1.皿底槽(実機)と平底槽（実験機）の違い   2.検討した系
 3.乱流域での翼取り付け位置に対する動力の差異
　3.1 パドル翼   3.2 ラシュトンタービン翼
　3.3 ピッチドパドル翼 3.4 プロペラ翼
 4.遷移域から層流域での動力の差異
第13章 非定常撹拌操作
 1.非定常撹拌とは
 2.層流における非定常撹拌
　2.1 翼の断続的な運転  2.2 翼の回転方向の変動
　2.3 翼の上下移動   2.4 翼の回転方向の変動と上下移動の組み合わせ
　2.5 非対称な撹拌翼の効果
 3.乱流における非定常撹拌
　3.1 乱流に対する非定常撹拌の意義  3.2 定常撹拌と非定常撹拌の比較
　3.3　断続運転と正逆運転の差 3.4　トルク変動特性
　3.5　動力による混合性能評価
第14章 揺動撹拌操作
 1.揺動撹拌の歴史
 2.旋回揺動撹拌
　2.1 混合限界回転数   2.2 整流棒の効果
 3.往復揺動撹拌
　3.1 往復揺動における混合限界回転数
　3.2 往復揺動に邪魔板を設置した場合
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★タイ国への工業材料の輸入申請に必須の一冊！

○輸入手続きに関する電子申請の解説とフローチャート

○輸入申請書類も英訳済み

○有害物質法に基づく有害物質の一覧を収録

○わかりにくい用語には脚注で解説

○翻訳・著者はチュラロンコン大学でGHS等を講義してきたタイの第一人者

○タイ人輸入担当者とのコミュニケーションにも有効に活用できる一冊！

73頁 定価　20,000円＋税

NOPPAPORN PANICHI (D.Eng.)
SANGSANT PANICH(Ph.D.)
Planner of the book;

SHINYA HASHIMOTO
HS-TECH ENGINEERING Co., Ltd.

著者より＜一部抜粋＞

タイ国に輸入される工業材料中の有害物質量は年間200万トンを超え、農業および家庭向け材料に含まれる有害物質量の10倍以上に達すると言われています。
工業材料を管轄するタイ国工業省工場局有害物質管理部(HSCB)は2009年、有害物質法に基づく有害物質を含む工業材料の輸入手続きを周知させるため、
タイ語版ガイドブックをHSCBのウェブサイトに公開しました。その後も輸入手続きの改訂が行われています。

タイ国に有害物質を含む材料を輸入する際は、その有害物質の4つのカテゴリーごとに定められた各種申請書類(文書または電子申請)をHSCBに提出し、
書類審査および関連施設等の現地検査を受けなければなりません。担当官は厳密に審査しますよ、と述べています。

日系企業の中には有害物質の輸入手続きに精通しておらず、輸入許可を得ていないことが事後に発覚し、多額の賠償金を支払った事例もあります。

この英文ガイドブックの著者らは、王立チュラロンコン大学等で長年、GHSや化学物質管理関連の講座を担当してきた専門家で、
タイ語では理解しにくい複雑な輸入手続きを英文でわかりやすく解説しました。この本がタイ国の実情を把握するためにも有意義な一冊であると確信しています。

Introduction on publication of guidebook for import procedure of hazardous substances in Thailand.

Growing increase in the expansion of economic interchange will be made at the Greater Mekong Region in the face of Initiative for ASEAN Integration at the year
end of 2015.Some manufactuers think of their Thai factories as so called ‘MOTHER FACTORY’ to transfer it’s technologies and know-how to factories which are 
loceated in the ASEAN Region. Specific materials which would be the first time to use in Thailand or contains hazardous materials could be applied to 
the MOTHER FACTORIES.

More than two millions of hazardous substances in the industrial materials were imported annualy to Thailand. In the year 2009, an authority, 
Hazardous Substance Bureau, the Department of Industry in The Ministry of Industry prepared a guidebool, which is downloadable on the web site of HSCB to help 
increase the knowledge of regulation. The guidebook is available only in Thai language. Some amendments has been made since 2009.

Importers who are intended to import hazardous substances into Thailand, oblige to submit various application documents to HSCB through the Internet or paper
 basis in accordance with the requirements which are designated by each 4 hazardous substance category.

And the importers have to undergo inspection of application documents and related facilities by HSCB. Some officers in HSCB said that inspection will be much 
more stringent than applicants have imagined. A Japanese maker had a experience in paying huge amount of punitive fine in Thai.
Because the maker had already imported hazardous materials without any permission in advance from HSCB due to the lack of enough knowledge of regulations 
in Thailand. The violation was found by inspecters.

An aAuthors of the guidebook haves a lot of experience in delivering lecture at Chulalongkorn University etc. in the course of GHS and chemicals management area
 etc. Then readers of the book will clearly grasp the complexed import procedure with plain English by matured authors in this field.

Authors are sure that this guidebook will be one of the best one for readers who want to know current status on the import procedure for hazardous chemicals in Thailand.

1 Introduction　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜CONTENTS＞
2 Recommendation for Procedures According to Hazardous Substances Act B.E. 2535 (1992)
2.1 Checking if the Substance is Hazardous According to the Hazardous Substances Act
2.2 Registration of Hazardous Substances
2.3 Hazardous Substances of Category 2
2.4 Permitting Processes for Hazardous Substance Category 3.
2.5 Disclosure of Information (Form Vor Orr/Orr Gor 6)
ANNEX 1: Forms　
ANNEX 2：Consideration of the Officials Visiting Storage Facility for Importing Hazardous　Substances Shall Be Based on the Following Ministerial Regulation
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再生医療規制の動向と製品開発および
産業化の注意点

★医薬品医療機器等法(改正薬事法)、GCTP省令、構造設備規則のポイント

 
第1章 再生医療の開発および規制の歴史
 1.再生医療関連3法の成立過程
 2.再生医療推進法
 3.医薬品医療機器等法(改正薬事法)
　3.1 法律策定の経緯 3.2 法律の概要  3.3 薬事戦略相談
 4.再生医療安全性確保法
　4.1 法律策定の経緯  4.2 法律の概要
　4.3 再生医療安全性確保法の出口としての先進医療
第2章 再生医療に関する新しい規制と既存規制の違いと注意点
 1.新しい規制の構造について
　1.1 再生医療新法  1.2 改正薬事法
 2.既存の規制で対応できない事由
　2.1 再生医療新法  2.2 改正薬事法
 3.新しい規制で定められた構造設備の基準
　3.1 再生医療新法  3.2 改正薬事法  3.3 区域設定の変更
  3.4 環境モニタリング
 4.新しい規制で定められた製造管理・品質管理の基準
　4.1 再生医療新法  4.2 改正薬事法
 5.その他再生医療新法で新たに構築された枠組み
　5.1 再生医療等技術の分類  5.2 認定再生医療等委員会
　5.3 罰則等
第3章 細胞加工製品の安全性に関する海外の規制と
      日本での規制・非臨床安全性評価
 1.米国における細胞加工製品の規制
　1.1 細胞加工製品の分類  1.2 HCT/Pの規制における基本原則
　1.3 臨床試験制度・販売承認審査  1.4 HCT/Pの安全性評価
 2.欧州における再生医療製品の規制
　2.1 先端医療医薬品の規制の枠組み  2.2 ATMPの定義と分類
　2.3 ATMPの規制の原則  2.4 ATMPの安全性評価
 3.日本における再生医療開発の制度的枠組み
　3.1 再生医療関連法の成立
　3.2 再生医療等性製品/特定細胞加工物の実用化のための課題
　3.3 非臨床安全性評価
第4章 再生医療等製品における工程設計及び品質マネジメントのポイント
 1.再生医療における改正薬事法及び医療新法の概要
 2.再生医療等製品における品質管理の基準(GCTP省令)の特徴
 3.再生医療等製品の製造工程の開発
 4.再生医療等製品の製造工程開発における施設・設備設計での課題
 5.再生医療等製品の品質規格の考え方
 6.最終製品の形態と保存・搬送   7. 購買管理
第5章 再生医療等製品における細胞培養加工施設の考え方
 1.再生医療等製品を製造する細胞培養加工施設(CPF/CPC)の典型例
 2.アイソレータ等の技術による筐体密閉型の設備を採用した施設
 3.施設の運用手順の構築
 4.細胞培養加工施設(CPF)のライフサイクルコストについて
 5.製造コストを抑制可能な工程自動化の検討
第6章 再生医療等製品の交叉汚染防止に関する考え方
 1.交叉汚染とは
 2.再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する法令

 3.再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する交叉汚染防止の
   基本的考え方
　3.1 構造設備について 3.2 製造管理について 3.3 品質管理について
 4.再生医療等製品の加工作業工程別の交叉汚染防止のポイント
第7章 再生医療等製品の産業化および薬事申請の際の注意点と考え方
 1.二つの道があるということ
 2.目指すは製品として、薬事申請
　2.1 まずは、手続きの準備方法を知る。 2.2 業態を整備する。
 3.製品の情報を効率よくまとめるテクニック
　3.1 開発において必要になることを洗い出す。
　3.2 研究段階や医療サービスとして取り組んだ際の資料の要点を見出す
　3.3 臨床評価は注意が必要
 4.周辺もお忘れなく
 5.情報に強いということの意味
第8章 再生医療製品開発における自家培養軟骨の開発事例
 1.培養軟骨開発の経緯と臨床的意義
 2.開発等時の規制制度
 3.製品開発業務
　3.1 ヒト組織の入手 3.2 培養方法の開発
　3.3 製品の有効性と安全性に関わる細胞の特性解析
　3.4 製品規格の設定 3.5 保存安定性の確認
　3.6 パッケージ・輸送
 4.製品の提供
　4.1 医師への啓蒙活動のためのツール作成 4.2 講習会の実施
 5.課題と展望
第9章 医療機器開発ガイドライン策定事業および国際標準化活動の現状
 1.再生医療分野における開発ガイドライン策定の現状
 2.再生医療分野における国際標準化
 3.ISO/TC 198/WG 9における国際標準化の現状
 4.ISO/TC 150/SC 7における国際標準化の現状
第10章 再生医療に関する特許申請時の注意点
 1.再生医療関連特許の特徴
　1.1 本章が対象とする再生医療等製品とは
　1.2 特許法とは
　1.3 再生医療に関する特許の特徴
 2.再生医療に関する特許申請時の注意点
　2.1 再生医療分野における独特な特許
　2.2 特許化できない領域、表現への対応
　2.3 諸外国における特許法の取り扱い
　2.4 特許明細書作成上の注意点
 3.再生医療特許権の有効期間
　3.1 日本国内における取り扱い
　3.2 諸外国における特許期間の延長制度の取り扱い
　3.3 日本の特許期間の延長制度に対する特許庁の判断
第11章 再生医療の展開と技術開発の考え方
 1.技術構築の考え方について
 2. 日常管理における培養ツールの開発

◎ISO/TC150およびISO/TC198の現状、規制・研究・開発・製品化の最先端にいる執筆陣が解説
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★未だ解明されていない点も多い、超微細気泡の謎に迫る！各種メカニズムに関する最新の知見と各種応用技術を詳述！

【執筆者一覧(敬称略)】

第一章 マイクロバブル（ファインバブル）の発生メカニズムと
　　　 その設計・制御法
第1節 超高速旋回式　第2節 加圧溶解法
第3節 エジェクター方式
第4節 ベンチュリ管式マイクロバブル発生装置の流動特性
第5節 ナノ多孔質フィルムを使ったマイクロナノバブル発生装置
第6節 超音波方式
第7節 現場に対応した装置作製・設計のポイント
　　　～一次産業に向けて～

第二章 マイクロバブル（ファインバブル）の特性・挙動
　　　 ・機能性 ～各種メカニズムとその制御・評価法～
第1節 マイクロバブル（ファインバブル）の発生・合体・消滅
　　　・安定化メカニズム
 第1項 マイクロバブルの発生・合体・消滅・安定化メカニズム
 第2項 ガス過飽和水中における微細気泡の安定化機構
第2節 マイクロバブル（ファインバブル）の物性・特性
　　　-力学特性と化学反応
第3節 マイクロバブル（ファインバブル）の機能発生メカニズム
　　　-洗浄効果と生物活性効果
第4節 マイクロバブルの物理学的特性
第5節 マイクロバブル水の物理化学的特性
第6節 マイクロバブルを利用した気液・中和反応
第7節 マイクロバブルの気泡径測定法
第8節 シミュレーション
 第1項 マイクロバブルの粒子シミュレーション
 第2項 マイクロバブル分散液の物性・特性評価シミュレーション

第三章 マイクロバブル（ファインバブル）応用のポイント
第1節 物質製造・化学工学プロセス
 第1項 超音波マイクロバブル発生法を利用する
　　　 金属ナノ粒子の合成
 第2項 ファインバブルの有機合成・反応への応用
 第3項 中空マイクロカプセルの製造
 第4項 微細気泡の晶析技術への利活用
 第5項 マイクロバブル発生装置を利用した界面活性剤を
　　　　必要としないエマルション技術
第2節 水処理・水質浄化
 第1項 排水処理
 第2項 水質浄化・汚泥分解
 第3項 ファインバブルを利用した膜濾過技術
 第4項 マイクロバブル存在下における光化学反応プロセス設計
第3節 洗浄
 第1項 ベンチュリ管式マイクロバブル発生装置を用いた
　　　 ノンケミカル洗浄技術
 第2項 洗浄における界面活性剤との混合と相乗効果
 第3項 洗浄における機械的作用との相乗効果
第4節 超音波との組み合わせによる樹脂・金属の表面改質
第5節 殺菌・消毒
 第1項 バイオフィルムへの適用と浸透殺菌効果
 第2項 食品の殺菌・消毒応用
第6節 食品分野
 第1項 マイクロバブルが味・香りに及ぼす影響とその評価
第7節 農業分野
 第1項 農業利用

 第2項 オゾンマイクロバブルによる植物の残留農薬除去
　　　 および品質評価
第8節 水産分野
 第1項 完全閉鎖型陸上養殖システムへの応用
　　　 －成長促進効果との関わり－
 第2項 養殖応用
第9節 医療・美容分野
 第1項 微小バブル製剤の活用展開と現場ニーズ
 第2項 マイクロバブルバス―効果と製品設計・展開
 第3項 血流改善を目的としたマイクロバブル炭酸製剤
第10節 船舶・海水設備
 第1項 船舶の抵抗低減
 第2項 海生生物の付着抑制技術
第11節 土木分野
 第1項 液状化対策
 第2項　土壌・地下水浄化・VOC除去
第12節 その他応用
 第1項 染色加工
 第2項 ファインバブルによるディーゼル機関の環境負荷低減

第四章 マイクロバブル技術２０年と今後の課題

＊より詳細な内容は、ホームページ
　（http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC150301.php）
　をご確認下さい。

○明治大学　 玉置雅彦

○明治大学　 池浦博美

○一関工業高等専門学校 　渡邊崇

○帝京大学　丸山一雄

○帝京大学　宇留賀仁史

○帝京大学　杉井むつみ

○帝京大学　鈴木亮

○パナソニック（株）　前田康成

○花王（株）　小林由佳

○姫路エコテック（株）　塩田浩太

○佐藤工業（株）　永尾浩一

○地盤環境エンジニアリング（株）　高木一成

○東京都立産業技術研究センター　榎本一郎

○久留米工業高等専門学校　中武靖仁

○（株）ナノプラネット研究所　大成由音

○神戸大学　細川茂雄

○（株）オーラテック　　江口俊彦

○筑波大学　金子暁子

○(株)ナック　篠田昌孝

○山形大学　幕田寿典

○高知工業高等専門学校　西内悠祐

○高知工業高等専門学校　多田佳織

○高知工業高等専門学校　永原順子

○高知工業高等専門学校　秦隆志

○（株）坂本技研　三谷岩生

○（株）坂本技研　山本健児

○（株）坂本技研　坂本正興

○京都大学　松本充弘

○慶應義塾大学　安藤景太

○有明工業高等専門学校　氷室昭三

○（株）ナノプラネット研究所　大成博文

○（株）プレスカ　佐藤順幸

○北海道大学　村井祐一

○大阪府立大学　興津健二

○静岡大学　間瀬暢之

○東京大学　大宮司啓文

○日本大学　松本真和

○千葉工業大学　和田善成

○千葉工業大学　尾上薫

○千葉工業大学　矢沢勇樹

マイクロバブル（ファインバブル）の

   メカニズム・特性制御と実際応用のポイント

●発刊　　2015年3月　　●定価　　63,000円 + 税　●体裁　　B5判ソフトカバー　　469ページ　　

●各種発生方式別にみる、気泡発生メカニズムやその特徴・挙動、応用のポイント等を解説！
　～加圧溶解法・エジェクター方式・ベンチュリ管式・ナノ多孔質フィルム・ 超音波方式 等々～
●マイクロバブル・ナノバブル（ファインバブル・ウルトラファインバブル）の発生・合体・消滅・安定化メカニズム、洗浄効果
　・生物活性効果等の機能発生メカニズムについて考察！
●バブルの物性・特性とその収縮挙動・温度の影響・化学反応・相互作用・中和反応とは！？
●気泡径はどのように測定する？各種法の原理・長短所とその選定法とは？
　粒子挙動・特性評価に向けた各種シミュレーション事例も紹介！
●様々な分野ごとの研究開発・利活用の最新状況や、各分野の実状に対応した条件設定の考え方・性能を引き出す方法等、適用の
　ポイントについても解説！～ナノ粒子合成・エマルション・晶析・膜ろ過・水処理・光化学反応・洗浄・殺菌・食品・農業
　・養殖・バブル製剤・美容・船舶・土木・土壌浄化 等々～

○（株）日立製作所　圓佛伊智朗

○名古屋大学　安田啓司

○神戸大学　高橋智輝

○ダイセン・メンブレン・システムズ（株）　綿部智一

○産業技術総合研究所　平川力

○長岡工業高等専門学校　村上能規

○新潟大学　　牛田晃臣

○超音波システム研究所　斉木和幸

○サンスター（株）　岡徹

○サンスター（株）　石井美和

○岡山大学　平井公人

○岡山大学　高柴正悟

○岡山大学　松浦宏治

○日本獣医生命科学大学　小林史幸

マイクロバブル（ファインバブル）の

メカニズム・特性制御と実際応用のポイント　　書籍

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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日米欧の医療機器及び医療機器ソフトウェアの

◎国内外における最新の医療機器ソフトウェアの対応ポイントが学べる！

設計開発プロセスと市販許可申請の実践ノウハウ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●執筆者 香川大学　医学部　非常勤講師　鴛田 栄二 先生

1. 日米欧の医療機器ソフトウェアの規制概要 
　1.1 医療機器ソフトウェアの分類 
　1.2 日米欧の医療機器ソフトウェア規制の考え方 
　1.3 医療機器ソフトウェア規制の法的背景 
　1.4 医療機器ソフトウェアの設計開発に適用すべき
規制要求事項 
　　1.4.1 欧州MDDの医療機器ソフトウェアの欧州整合規格 
　　1.4.2 米国FDAの医療機器ソフトウェアのガイダンス 
　　1.4.3 日本薬事法の医療機器ソフトウェアの規制要求事項 
2. 医療機器の設計開発プロセス 
　2.1 ISO13485及びQSR適合の医療機器の設計開発プロセス 
　　2.1.1 設計開発計画の策定 　
　　2.1.2 顧客要求仕様の策定 
　　2.1.3 設計インプット仕様の策定 
　　2.1.4 設計活動 
　　2.1.5 設計のアウトプット 　
　　2.1.6 設計検証 
　　2.1.7 設計移管 　　　　　　
　　2.1.8 設計の妥当性確認 
　　2.1.9 設計審査 　　　　　　
　　2.1.10 設計変更管理 
　　2.1.11 設計履歴ファイルDHF (Design History File) 
　　2.1.12 トレーサビリティマトリックス 　
　　2.1.13 臨床評価 
　　2.1.14 リスクマネジメント 
　2.2 設計開発プロセスにおけるリスクマネジメントプロセス 
　　2.2.1 標準的なリスク分析活動 
　　2.2.2 ISO14971のリスクマネジメントプロセス 
　　2.2.3 リスクマネジメントと臨床評価 
　2.3 医療機器の設計開発プロセス構築のポイント 
　　2.3.1 規制要求事項への適合性証拠 
　　2.3.2 手順書の作成が必須な設計開発プロセスのアクティビティ 
　　2.3.3 設計開発手順書の手順書化のポイント 
3. 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセス 
　3.1 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセスの構築のポイント 
　　3.1.1 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセスと市販許可審査 
　　3.1.2 欧州整合規格／FDAガイダンスのQMS上の位置付け 
　　3.1.3 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセスの
　　　　　手順書化のポイント 

◎日米欧の医療機器ソフトウェア関連規制動向・医療機器ソフトウェア設計開発プロセスの手順書・
・欧米の市販許可申請と申請留意点・日本の医療機器等法における医療機器プログラム規制内容

　　3.1.4 EN 62304 / GPSV / PEMSの実行タスクの決定 
　　3.1.5 医療機器ソフトウェアのリスクマネジメントプロセス 
　3.2 欧州整合規格／FDAガイダンスの個々の解説 
　　3.2.1 EN 62304 
　　3.2.2 GPSVガイダンス  　　
　　3.2.3 Pre-marketガイダンス 　　
　　3.2.4 OTSガイダンス 
　　3.2.5 Cyber securityガイダンス(2005) 
　　3.2.6 Cyber securityガイダンス（2014） 
　　3.2.7 EN 62366 
　　3.2.8 PEMS（EN60601-1箇条14) 
4. 欧米の医療機器ソフトウェアの市販許可申請 
　4.1 医療機器ソフトウェアのクラス分類と規制内容 
　4.2 市販許可申請にあたって留意すべきその他のガイダンス等 
　　4.2.1 欧州 
　　4.2.2 米国 
　4.3 医療機器ソフトウェアを内蔵する医療機器の市販許可申請 
　　4.3.1 欧州MDD 
　　4.3.2 米国FDA 
5. 日本の改正薬事法における医療機器ソフトウェアの規制 
　5.1 旧薬事法におけるスタンドアロン型
　　　医療機器ソフトウェアの規制内容 
　　5.2 新法（医薬品医療機器等法）における
　　　　医療機器ソフトウェアの規制内容 
　　　5.2.1 医療機器プログラムの法的整備 
　　　5.2.2 規制対象の医療機器プログラム 
　　　5.2.3 医療機器プログラムの一般的名称とクラス分類 
　　　5.2.4 医療機器プログラムの規制の概要 
　　　5.2.5 医療機器プログラムの市販許可申請と基本要件基準 
　　　5.2.6 医療機器プログラムの登録対象の製造所の範囲と
　　　　　　QMS適合性調査 
　　　5.2.7 医療機器プログラムの販売業、貸与業、修理業の取扱い 
　　　5.2.8 医療機器プログラムの法定表示と添付文書の取扱い
　　　5.2.9 一般医療機器に相当する医療機器プログラムの標榜 
　　　5.2.10 法令、省令、告示、通知等のWebsite

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。
★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→ http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名【BA150101】
冊数 　　冊 ※記入の無い場合は1冊

会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

日米欧の医療機器及び医療機器ソフトウェアの

設計開発プロセスと市販許可申請の実践ノウハウ 書籍

備考

FAX



発刊 2014年12月 体裁 B5判 ソフトカバー　164ページ 定価 32,000円 + 税 

医薬品開発における
生体試料薬物濃度分析手法

★生体試料中の薬物濃度分析の最新法規制、前処理、バリデーション、SOPの解説、分析機器選択のポイント
★各測定段階毎（探索・非臨床・臨床）の分析及び生物学的同等性試験実施時の注意点！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 第1章：生体試料薬物濃度測定の概要と国内外の動き
1.バイオアナリシスの概要
第2章 三局における関連規制の動向
1.米国の状況
2.EUの状況
3.その他の国や地域の様子
4.日本の状況
5.国際調和の進捗
第3章　生体試料薬物濃度分析における前処理の考え方
1.はじめに　生体試料前処理の目的
2.生体試料の種類別前処理概説
　2.1血液
　2.2血漿、血清
　2.3尿
3.前処理の手法
　3.1除タンパク
　3.2固相抽出
第4章　生体試料薬物濃度分析(リガント結合法)における
バリデーションガイドラインのポイントおよび実施注意点
1.ガイドラインの概略
2.ガイドラインの適用範囲
3.ガイドラインの要点と実務応用における留意点
　3.1標準物質（標準品）
　3.2分析法バリデーション
第5章　生体試料薬物濃度分析におけるSOP 作成の考え方
1.法的規制環境
　1.1薬事法( 昭和35 年8 月10 日法律第145 号)
　1.2薬事法施行規則( 昭和36 年2 月1 日厚生省令第1 号)
2.標準操作手順書(SOP) 作成の考え方
　2.1OECD Principles on Good Laboratory Practice 
　　(as revised in 1997)
3.SOP 作成における留意点
第6章　分析に使用される分析機器選択のポイントと注意点
　　(LC およびLC/MS/MS)
1.LC
　1.1HPLC
　1.2UHPLC
　1.3LC 装置に求められる性能
　1.4二次元(2D)LC
　1.5マイクロフローのLC
2.LC/MS/MS
　2.1イオン化法
　2.2マスアナライザー
　2.3コリジョンセル
　2.4データ取り込み
　2.5マトリックス効果

3.生体試料中の高分子薬物濃度分析
　3.1多価イオン
　3.2高分子分析のためのLC/MS/MS
　3.3高分子分析のためのカラム
第7章各測定段階における
　　　生体試料薬物濃度分析実施について
第1節探索段階における
　　　生体試料薬物濃度分析実施について
1.医薬品の研究開発における薬物動態試験
2.分析法の変遷と
　生体試料薬物濃度分析実施時の注意点
　2.1ガスクロマトグラフィー(GC 法)
　2.2高速液体クロマトグラフィー(HPLC 法)
　2.3HPLC/MS/MS 法
3.代謝物の構造解析と定量
　3.1代謝物の構造決定
　3.2代謝物の定量
4.医薬品の探索と開発
　4.1探索におけるバイオアナリシス
　4.2開発におけるバイオアナリシス
5.今後の探索研究とPK 試験における
　バイオアナリシス
第2節　非臨床試験における薬物定量分析
1.開発研究段階における
　非臨床試験の位置付け
2.非臨床試験段階における
　生体試料分析に関連する規制
　2.1生体試料分析法バリデーションの経緯
　2.2生体試料分析法バリデーションの
　　注意すべきポイント
3.非臨床試験段階における
　生体試料分析における技術的留意点
　3.1非臨床試験における生体試料の特徴
　3.2生体試料分析にあたり留意すべき事項
　3.3その他非臨床段階にて留意すべき事項
第3節　臨床試験における薬物定量分析
1.臨床試験における薬物定量分析法
　バリデーションのレギュレーション
2.臨床試験における薬物定量分析法
　バリデーションについて
3.臨床試験における薬物定量分析法について
　3.1フルバリデーション
　3.2パーシャルバリデーション
　3.3クロスバリデーション
4.臨床試験における薬物定量分析法
　バリデーション
　

4.1マトリックス効果
　4.2キャリーオーバー
　4.3精度管理
　4.4臨床試験における薬物定量分析法
　　　バリデーションパラメータ及び
　　　その判断基準
　4.5安定性試験～試験方法と安定性評価～
5.実試料分析
　5.1実試料分析の検量線
　5.2実試料分析のQC 試料
　5.3実試料分析のキャリーオーバー
　5.4ISR(Incurred samples reanalysis)
6.臨床試験と薬物濃度分析法の実施例について
　6.1免疫亢進剤FK565 の臨床試験の
　　　薬物濃度EIA 定量法
　6.2免疫抑制剤FK506 の臨床試験の
　　　薬物濃度LC-MS 定量法
　6.3ヒト成長ホルモン「ソマゾン」の
　　タンパク質の遺伝子工学合成とLC-MS 法
　6.4核酸医薬品の臨床試験での
　　　薬物濃度のLC-MS 定量法
7.探索的臨床試験と薬物濃度分析法
　7.1LC/MS/MS による探索的臨床試験の
　　薬物濃度分析法
　7.2AMS による探索的臨床試験の
　　薬物濃度分析法
　7.3PET
第4節　生物学的同等性試験時の留意点
1.生物学的同等性試験とは
2.測定法の開発
　2.1測定対象物質
　2.2マトリックス
　2.3内標準物質
　2.4測定濃度範囲
　2.5前処理法の選択
　2.6代謝物の影響
　2.7内因性物質
3.実試料分析
4.再測定・再分析
5.ISR
6.同等性を得るために
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熱電変換技術の将来的な展望は？

材料開発の現状と課題、最新の取り組みを取りまとめました。

設計・開発のポイントからモジュール化・フレキシブル化、実用検討例まで、

熱電材料実用化のための勘所が理解できる1冊です。

・従来/新規の熱電材料の開発動向と課題、設計指針と留意点は？

・環境対策/コストダウンを目指した重元素低減/格子熱伝導度低減の方法とは？

・バルク/薄膜/モジュール、それぞれの評価方法は？

・各種材料の最新開発・検討事例を多数収録

（ビスマステルル/シリサイド/酸化物/硫化物/

　ナノ構造物/クラスレート/ホイスラー/カルコパイライト）

・モジュール化の課題から、モジュールの構造/組み立て、評価、応用の検討/検証例まで集成

・フレキシブル化に向けた素子の生成/印刷法による作成/ナノポーラス構造化/薄膜化技術など

・製鉄所/鋳造加工での排熱利用例、センサ端末への搭載例に加え、材料から見た利活用の課題も
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★排熱利用・環境発電・フレキシブルデバイス…熱電材料有効利用のための最新技術を集成

熱電変換材料  実用・活用を目指した

設計と開発
～材料技術/モジュール化/フレキシブル化/実用例～　　
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第2節　フレキシブル熱電変換素子の開発と展望
第3節　積層型の薄膜熱電変換モジュールの開発と評価
第4節　環境低負荷な薄膜熱電変換材料
第5章　熱電変換・熱電発電材料の実用システム化技術の最新事例
第1節　シリサイド半導体による熱電変換デバイス作製に向けた取り組みと課題
第2節　製鉄所での排熱利用を目指した熱電発電システムの実用検討と今後の展望
第3節　自動車部品の鍛造加工における熱電素子による廃熱回収技術
第4節　熱電変換素子を電源として用いたセンサネットワーク

熱電変換材料 実用・活用を目指した設計と開発　書籍
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医療機器の生物学的安全性試験
　
＜著者＞

 財団法人 日本食品分析センター 安全性試験部長 獣医学博士 勝田 真一　先生

●直接アンケートを実施し、集めた90問以上の問題点・疑問を丁寧に回答！

Ｑ＆Ａ集

※2013年3月発刊書籍【＜新ガイダンス対応＞医療機器の生物学的安全性試験】購入者特典
上記書籍を購入された方には　本書籍を特別割引で販売中！定価：35,000円 ＋ 税　→　30,000円 ＋ 税
お申込の際、“書籍「医療機器の生物学的安全性試験」購入済み”の旨を備考欄ご記入下さい。 
＊他の割引と併用はできません、書店は対象外となります。

◎ Amesと染色体異常試験は必ずどちらとも実施する必要があるか？
 【回答】 結論から申し上げて、両試験データが必須です。それは、国内20号ガイダンス及びISO10993-3:2003の要求事項だからです。
　　　　　まずは20号ガイダンスを見てみますと・・・・（以下省略）

第1章　医療機器GLPとその概要

第01問 GLPの必要性とは？ 
第02問 非臨床試験の考え方、進め方について業務上困っている 
第03問 本邦において医薬品GLPとは別に医療機器GLPが設けられている意義について教えて欲しい 
第04問 各国規制において、GLPに基づく試験が要求されているが、GLPが要求される試験（GLPの守備範囲）を教えて欲しい

第05問 国際的なハーモナイズについてどのように考えているか？ 
第06問 試験委託する際の実施機関の選択における注意点とは？　他11問

第2章　生物学的安全性の考え方

第01問　医療機器の生物学的安全性試験に関する情報はどのように収集すればよいのか？

第02問　リスク分析について・・・リスクの考え方などを教えて欲しい

第03問　生物学的安全性試験のガイドラインとISOの記載の相違点について、どのように考えるべきか。また、整合を取る予定はあるか？ 
第04問　リスクマネジメントプロセス・・生物学的安全性評価を実施するかどうか、また実施する場合には開発工程のどのタイミングで評価を行うべきかを決定する場合の、判断材料

第05問　生物学的評価をリスクマネジメントで実施した事例などはあるか？

第06問　弊社が扱っている歯科材料はほぼクラスⅡであるが、歯科材料にはどの程度、生物学的安全性の評価が要求されるのか？　他7問

第3章　生物学的安全性試験

第01問　生体適合性のサンプル選定について（妥当性のある根拠）とは？

第02問　根管充填材のような歯科用医療機器は根尖周囲組織への評価をするため、根管充填使用模擬試験を実施するようになっているが、当方で調べた限りでは、

　　　　日本で実施ができる試験機関がみつからなかった。この場合にはリスク分析（例えば他の組織での評価や他の試験で代用）により評価する事になるが、どのようにすれば？

第03問　体内埋め込み型（埋植期間は30日以上）の生分解性材料については、ISO10993-9や-16にて分解試験の試験計画を立て、毒性動態を確認が必須とされているが、

　　　　具体的にはどのような試験で体内動態や生物学的安全性の評価を行えばよいのかわからない。埋め込み型生分解性材料の生物学的安全性評価についての考え方を教えて欲しい

第04問　生体吸収性材料の生物学的安全性評価の注意点とは？

第05問　生物学的安全性評価の上位概念としてリスクマネジメントがありますが、吸収性材料について考察すべきリスクとは？ 
第06問　結果が陽性だった場合=NGとするのではなく、どのような（考え方）リスクを検討したのか、実例が知りたい　他48問

第4章　その他

第01問　半永久的に体内に留置するが安定であり、溶出物などの全身曝露が極めて低い医療機器について、亜慢性あるいは慢性毒性試験実施の必要性は無いと考えてよいか？

第02問　どのような医療機器に亜慢性毒性試験が必要か？ 　他8問
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ご質問の回答だけでなく、ご質問のベースとなっている情報と周辺情報もなるべく記載。

＜Q&A形式で回答（一部抜粋）＞
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★破断面からの情報のみでは破壊解析は困難！？　破断面解析・破壊原因究明に役立つ情報が満載！
★製品の破損トラブルを回避するため、材料選定から設計・成形等各プロセスにおいて注意すべき事項とは！？
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プラスチックの割れ（クラック）
・破壊トラブルと対応・解析技術

【本書のポイント】

　●プラスチック・及び複合材料の破壊挙動や、強度低下にかかわる数々の要因を把握できる。
　●ソルベントクラックをはじめとした、各種クラックの発生メカニズムやその対策がわかる。
　●アクリル・フェノール・ＣＦＲＰ etc・・・各種材料別に、破壊特性や設計上の注意点等を解説。
　●工程・使用環境ごとに、起因する破壊トラブル・原因解析事例を列挙。各工程で注意すべき事柄が具体的にわかる。
　●家電・電子部品・自動車・医療機器等　各分野における破損・故障メカニズムと寿命予測法についても網羅。

　　自動車・医療機器・電子部品etc・・・
　　プラスチック製品を取扱う各部署に常備したい一冊です。

【執筆者一覧(敬称略)】

長野県工業技術総合センター 藤沢  健
パナソニック（株） 本山  晃
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テルモ（株）  石川 健次 

本間技術士事務所　  本間 精一
東京都立産業技術研究センター 藤木  榮
大阪ガス（株）　  　　　  樋口 裕思

住友ベークライト（株） 小泉 浩二
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ナガセケムテックス(株) 西田 裕文
青葉技術士事務所 青葉  堯

第一章　プラスチックの破壊・割れ（クラック）と対策

１．強度と破壊機構　２．破壊・強度にかかわる基本特性

３．破壊・強度にかかわる複合材料の基本特性

４．各種割れ発生・進展のメカニズムと測定評価・対策

５．強度特性と破壊挙動

６．設計・成形、環境条件による強度低下と対策

第二章　割れ・破損トラブルの原因究明

　　　　・破断面解析のすすめ方

第一節　割れ・破損トラブルの原因究明方法

１．不良現場での事前調査　２．破損原因の仮説

３．割れトラブルの原因究明法

４．強化材料の割れ原因究明法

５．ゴム系ポリマーアロイの割れ原因究明法

第二節　破断面解析の手順・すすめ方

１．破面解析の目的　２．破面解析の確認事項と負荷応力

３．破面解析によって何が解るか

４．破面観察に用いる機器　５．破面観察における基礎事項

６．破断面の取扱いと観察の手順

７．マクロ的な破断面模様と見方

８．ミクロ的な破断面の模様

第三章　プラスチックの割れ・破壊トラブル対応の具体例

第一節　＜各種材料・部品別＞割れ・破壊トラブルを考慮

　　　　した設計・使用上の注意点

第一項　材料別の設計・使用上の注意点

１．ＰＡ　２．ＰＯＭ　３．ＰＣ　４．ｍＰＰＥ
５．ＰＢＴ　６．ＰＰＳ　７．ＰＶＣ　８．アクリル
９．ＡＢＳ　１０．フェノール　１１．ＬＣＰ
１２．ＰＥＳ　１３．エポキシ
１４．ＣＦＲＰ・ＣＦＲＴＰ　１５．ポリスチレン
第二項　割れ・破壊トラブルを考慮した
　　　　　　　　　　　　金属代替樹脂の選定・設計
１．自動車産業における樹脂化
２．医療産業における樹脂化
３．家電産業における樹脂化
４．水周り部材における樹脂化
第三項　部品設計の注意点と各種対応事例
１．ケミカルクラック（ソルベントクラック）
２．インサート金具周囲のクラック
３．ねじ締め付けによる割れ
４．プレスフィットによる割れ
５．接着部、溶着部におけるクラック、割れ
６．成形品の寸法精度
７．シャープコーナーのR指定
８．ボス下のヒケ対策　９．ウエルド強度
１０．成形品の仕上げ程度の目安
第２節　破壊要因別に見たプラスチック成形品の
　　　　　　　　　　　破損トラブル解析・原因究明事例
１ 設計工程が起因のトラブル事例
２ 材料起因のトラブル事例
３ 成形工程が起因のトラブル事例

４ 加工、組み立て工程が起因のトラブル事例
５ 使用環境起因のトラブル事例
第３節　プラスチック成形品の各種クラック対策事例
1.　プラスチック成形品のクラックの種類
2.　プラスチック成形品のクラック対策
3.　各種クラックにおける破面の特徴

第四章　プラスチック製品の破損・故障解析技術と
　　　　寿命予測
第一節　電子部品・家電機器
１．電子部品に使われるプラスチック製品
２．プラスチック製品の破損・故障とそのメカニズム
３．プラスチック製品の寿命予測のための信頼性概要
４．プラスチック製品の寿命予測の事例
第二節　自動車
１．寿命予測手法の考え方
２．PBTの熱と湿潤による加水分解
３．66ナイロンの塩化カルシウムによる割れ
第三節　医療用プラスチック
１．医療用に使われるプラスチック製品
２．プラスチック医療機器の破損・故障とそのメカニズム
３．プラスチック医療機器の寿命予測の事例

＊より詳細な内容は、ホームページ
　http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC141001.php
　をご確認下さい。
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粒子分散技術の基礎と実務
◎押さえるべきポイントと必要となる界面化学の基礎知識を含め、初心者にもわかりやすく解説！

～粒子分散度と分散安定性・分散液特性・分散プロセス・分散剤・分散機～

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

　
第2節 粒子分散評価法
 1. 分散度の評価
　1.1 粒ゲージ      1.2 顕微鏡法  
　1.3 沈降速度法  1.4 光子相関法
　1.5 光回折法・散乱法  
　1.6 電気的検知帯法 
　1.7 超音波減衰分光法
　1.8 間接的方法
 2. フロキュレートの評価
　2.1 流動曲線   2.2 降伏値 
　2.3 チキソトロピー係数
 3. 安定性

第3章　分散剤の選定と評価
第1節 界面活性剤
 1. 界面活性剤の種類と特徴
　1.1 界面活性剤の構造
　1.2 臨界ミセル濃度(CMC)
　1.3 曇点とクラフト点
　1.4 HLB値と粒子分散
 2. 界面活性剤の使い方　
第2節 高分子分散剤
 1. 高分子分散剤の構造と分類
　1.1 アンカー部と溶媒和部 
　1.2 アンカー分布と粒子分散性 
　1.3 高分子分散剤の分類
　1.4 ブロック型高分子分散剤の調製例
 2. 高分子分散剤の使い方
　2.1 高分子分散剤の選択  
　2.2 分散配合の決め方

第4章　分散機・分散プロセスの選定と評価
第1節 粒子分散に用いられる一般的な
      分散機とプロセス
 1. 分散機
　1.1 高速せん断攪拌機  1.2 コロイドミル
　1.3 ロールミル      　　1.4 ボールミル
　1.5 アトライター   　   1.6 ビーズミル   
　1.7 プラネタリーミキサー
　1.8 エクストルーダー
 2. 分散プロセス
　2.1 プレミックス  
　2.2 分散方式
　2.3 ビーズミルの多品種少量生産への適用
第2節 さらなる高分散度化を目指して
 1. ナノサイズ分散機とその特徴
　1.1 微小粒子径ビーズの使用  
　1.2 精緻なビーズ分離機構(セパレーター)
　

小林分散技研　代表　小林 敏勝 著

第1章　粒子分散の基礎
第1節 粒子分散の基本的な考え方
 1. 粒子分散とは
　1.1 ブレークダウン法とビルドアップ法 
　1.2 一時粒子と二次粒子
　1.3 一時粒子とサイズの見積もり
 2. 粒子分散の単位過程
 　2.1 ぬれ  2.2 機械的解砕  2.3 分散安定化
 3. 分散安定化機構
　3.1 静電斥力  3.2 高分子吸着
 4. 成分間親和性の考え方
第2節 有機溶剤系における粒子分散
 1. 高分子と粒子の酸塩基性評価法
　1.1 非水電位差滴定法  
　1.2 その他の測定法・評価法
 2.酸塩基相互作用の効果
   ～分散性に優れたバインダー樹脂の設計～
　2.1 顔料分散用バインダー樹脂の設計 
　2.2 酸塩基相互作用の効果
　2.3 阻害効果
 3. 酸塩基相互作用が生じ難い場合の対処法
　3.1 色素誘導体  
　3.2 低温プラズマ処理
第3節 水性系における粒子分散
 1. 水の特異性
　1.1 水の分子間力と液体構造 
　1.2 水を溶剤として用いる場合の留意点
 2. ぬれ
　2.1 粒子の表面張力の影響  2.2 粒子の凝集構造の影響
 3. 実用的な水系粒子分散系での分散安定化機構(高分子吸着)　
　3.1 酸塩基相互作用による高分子吸着
　3.2 疎水性相互作用による高分子吸着
 4. 粒子表面の最適親水-親水性度
 5. 共存有機溶剤の影響

第2章　粒子分散液の性質、粒子分散度と
　　　 分散安定性およびその評価
第1節 粒子の分散状態と分散液の性質
 1. 流動性
　1.1 フロキュレーションと疑組成流動 
　1.2 ゲル化　1.3 ダイラタンシー
 2. 沈降
　2.1 沈降のメカニズム  2.2 沈降の原因
 3. 乾燥被膜の性質
　3.1 平滑性  
　3.2 被膜密度 
　3.3 光の吸収と散乱、着色
 4.被膜種類の粒子が共存する際に起こる現象

　1.3 特殊な形状のアクセラレーター  
　1.4 アニュラー型
 2. 過分散
 3. 異種分散方式の組み合わせ
　3.1 超音波分散 
　3.2 高圧ホモジナイザー

第5章粒子分散のための基礎知識
第1節溶解性パラメーター
 1. 溶解性パラメーターの定義
 2 .混ざる・混ざらない
 3. 溶解性パラメーターの成分分け
     (三次元溶解性パラメーター)
 4. 高分子や粒子のＳＰ値の決定
　4.1 濁度滴定による高分子のＳＰ値の測定
　4.2 HANSENパラメーターによる高分子や
     粒子のＳＰ値の測定
　4.3 化学構造式からの計算によるＳＰ値の
     決定
 5. 粒子分散配合設計におけるＳＰの利用
　5.1 粒子分散配合設計における溶剤選択  
　5.2 高分子溶液の粘度
　5.3 混合溶剤と高分子の溶解性　
第2節 表面張力(表面自由エネルギー)
 1. 表面張力とは
 2. 表面張力の求め方
　2.1液体の表面張力 2.2個体の表面張力
 3. 表面張力の成分分け
 4. 表面張力と粒子分散
　4.1 粒子表面の評価
　4.2 拡張ぬれ
第3節 酸と塩基
 1. 酸と塩基の定義
　1.1 アレニウスの酸と塩基
　1.2 ブレンステッドの酸と塩基
　1.3 ルイスの酸と塩基
 2. 酸塩基相互作用と粒子分散
　2.1 有機溶剤系での顔料分散性に関する
         Sorensenの報告
　2.2 樹脂吸着を支配するもの
　2.3 高分子と粒子のルイス酸塩基
         パラメーターの計測と粒子分散性
　2.4 酸塩基相互作用と粒子分散に関する
         若干のまとめ
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★ご回覧ください★

第1章　序論

第2章　XAFSによる局所構造解析のポイント

第1節　XAFSの解析方法と実験原理

第2節　XAFS測定に利用可能な放射光施設と利用時の留意点

第3節　XAFS測定の実際

第1項　XAFSの測定法と留意点

第2項　QXAFSの測定法と留意点およびパラジウム触媒での解析事例

第3項　DXAFSの測定法と留意点

第4節　XAFS測定データの解析手法

第3章　EELSによる局所構造解析のポイント

第1節　EELSの基礎原理

第2節　EELS測定のための測定環境

第3節　EELS計測の実際
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ＸＡＦＳ/ＥＥＬＳ  による  
局所構造解析・状態分析技術

第4節　EELS測定データの解析手法

第4章　XAFS/EELSによる局所構造解析事例

第1節　XAFSによるリチウムイオン二次電池の電極・電解質界面の解析

第2節　位置分解TEM-EELSによる全固体リチウムイオン電池内部のLi分布と電子状態計測

第3節　時空間分解XAFSによる固体高分子形燃料電池の活性・耐久因子の解析
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第11節 EELSによる触媒界面の解析

　＜XAFS／EELSによる測定・解析のテクニック＞

・Ｘ線・電子線を用いた

　局所構造解析・状態分析技術の変遷と現状は？

○ XAFS（Ｘ線吸収微細構造）…in situ測定・解析も
・局所構造解析の手順や計算方法、実験原理は

　　どうなっているの？

・国内の放射光施設の概要と

　　利用申請・測定の注意点とは？

・透過法・蛍光法・電子収量法・QXAFS・DXAFSなど、

　　各測定法の実際はどのように？

・EXAFS(および温度因子)とXANES、各領域の解析方法は？

○ EELS（エネルギー損失分光法）…STEM-EELSを中心に
・光学系と測定原理、スペクトルの原理は

　　どうなっているの？

・測定時の電子顕微鏡内部/外部の

　　環境についての注意点とは？

・スペクトルの測定と材料解析の実際はどのように？

・第一原理計算などを用いた

　　理論計算によるデータ解析方法とは？

　＜各種材料・デバイス向け事例＞

○リチウム電池
・XAFSによる電極/電解質界面のin situ測定例

・位置分解TEM-EELSによる全固体LIBの電子状態計測

○燃料電池
・in situ/時間分解/空間分解XAFSによる

　固体高分子形燃料電池の解析

・EELSによる酸化物形/高分子形燃料電池の電極・電解質界面解析

○高分子材料
・XAFSの高分子材料表面解析への応用
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XAFS（Ｘ線吸収微細構造）とEELS（エネルギー損失分光法）
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第１章 バイオ後続品（バイオシミラー医薬品）開発とその規制
1．バイオ後続品開発における課題
2．非臨床試験
3．臨床試験
4．EUのバイオ後続品規制の最新状況
5．他の世界状況と日本の将来

第２章 欧州のバイオシミラー医薬品に関する規制環境
1．欧州医薬品審査庁
　1.1　バイオシミラーに関する一般ガイドライン
　1.2　品質に関するガイドライン
　1.3　非臨床および臨床試験に関するガイドライン
　　1.3.1　非臨床試験
　　1.3.2　臨床試験における薬物動態試験および薬力学試験
　　1.3.3　臨床効果比較試験
　　1.3.4　臨床における安全性と製造販売後調査
　　1.3.5　免疫原性　
　1.4　ガイドラインの改定案
　　1.4.1　バイオシミラーに関する一般ガイドラインの改定案
　　1.4.2　品質に関するガイドラインの改定案
　　1.4.3　非臨床および臨床に関するガイドラインの改定案
　　　1.4.3.1　非臨床試験の改定案
　　　1.4.3.2　臨床試験における薬物動態試験および薬力学試験の改定案
　　　1.4.3.3　臨床効果比較試験の改定案
1.4.3.4　臨床上の安全性（免疫原性を含む）の改定案
　　　1.4.3.5　製造販売後調査の改定案
　　　1.4.3.6　一つの適応症における効果と安全性の結果の他の適応症への外挿
　1.5　個別の薬剤に対するガイダンス
　　1.5.1　序論
　　1.5.2　非臨床試験
　　1.5.3　PK試験/PD試験
　　1.5.4　臨床効果試験
　　1.5.5　臨床安全性試験
　　1.5.6　製造販売後調査
　　1.5.7　適応の外挿
2．その他の規制関連、ガイドライン

※2010年1月発刊書籍　【＜2010年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品】

　上記書籍を購入された方には 本書、【＜2014年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品～改訂版～】 を特別割引で販売中！
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＊他の割引と併用はできません。書店は対象外となります。

第３章　承認実例～ケーススタディー～
第1節　欧州で承認されたバイオシミラー
1．適応
2．品質試験
　2.1　原薬
　2.2　製剤
3．非臨床試験
4．臨床試験
　4.1　PK試験
　4.2　PD試験
　4.3　導入期効果試験
　4.4　維持期臨床効果試験 
　4.5　臨床効果試験結果における補正
　4.6　臨床安全性試験

第2節　日本で承認されたバイオシミラー
1．製造工程
2．製剤
3．PK試験
4．PD試験
5．免疫原性

第４章　バイオシミラーに関する特許の問題
1．特許・知財の基礎－考え方について－
2．特許侵害訴訟とは（訴訟の基礎）
3．バイオシミラーとは？
4．バイオテクノロジー関連発明の特許・知財のポイント
5．過去の判例から学ぶ特許・知財のポイント

第５章　バイオシミラー生産における既存技術の動向
1．動物細胞を用いたタンパク質生産
2．現在の細胞培養プロセスとは
3．細胞株構築のテクノロジー　‐omics技術の利用は効果的か？
4．フォールディング、糖鎖修飾、分泌、を含めた翻訳後プロセス 
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●創薬研究・研究所の実態を題材に学ぶビジネス的思考、研究やコミュニケーションに応用可能な考え方を学ぶ

第1章　創薬研究所を観察する

 1．研究所とは、研究とは

 2-4.フレームワーク7S を使って観察する研究所:創薬研究所,通常の研究所.ベンチャー

 5．他業種の研究所が創薬研究所の参考にはなりにくいことを理解する      　

フレームワークで読み解く「研究所運営・改革」

第2章　フレームワークを学ぶ
 1. フレームワークの基本概念: MECEであること
 2. 共通言語としてのフレームワーク: 情報を整理し、理解を共有するための言語
 3. フレームワークに欠ける、項目ごとの重さの概念を補うSEMIという考え方
 4. 主なフレームワークとその関連性
 5. フレームワークの適材適所: どの話題にはどのフレームワークを利用するか
 6. その他のフレームワーク: 経営資源「人・物・金（情報・時間）」「心・技・体」
 7. フレームワークのまとめ: フレームワークでは答えは出ない
 8. ハイプ・サイクルを利用して、研究所の技術導入について議論する
 9. フレームワークの前に:前提となることと、阻害要因となりうること
 10 フレームワークの注意点 
 11 フレームワークの運用上の問題: MECEなのは項目のセットだけ
 12.まとめ 13.演習問題

第3章　フレームワークを使う

 1. 4P分析　2. SWOT分析　3. 7S分析　4. フレームワークは「ある一時点での情報」

 5. フレームワークの限界：「演繹的な考え方」と「経時的な考え」の欠如

 6. 創薬研究所においては、帰納法的問題解決は特に不可能: 演繹的な考え方

 7. 演繹的な考え方で、より深い理解に近づく

 8. 欠けている軸「時間」を補って解法に近づく: 経時的考え方

 9. 長期間かかる創薬研究所の問題解決にも、経時的考え方が不可欠

 10.まとめ  11.演習問題

第4章　フレームワークを応用して実際の創薬の現場の問題に利用する
 1.　コミュニケーション・ツールとしてフレームワークを利用する: 4P+2P
　 1.1　4P+2Pで見る医薬品の分類
 　1.2　バリュー・チェーンで見る医薬品研究開発のリスク・アロケーション 

第5章　新たな見方で研究所を見つめなおす

1.　露になった問題点について具体的なアクションを見つけるには

2.　失敗マネジメント: 失敗の連鎖（失敗の影響）を断ち切る

3.　失敗マネジメント: 創薬研究部門の心技体のバランスを正常に改善する

　3.1　入社:失敗経験に耐えうる人材の採用

　3.2　創薬の熱意（個人）:創薬への熱意の強化

　3.3　創薬研究 その成功と失敗:成功の最大化

　3.4　失敗の衝撃・喪失体験（個人）:失敗時・喪失時の心のケア

　3.5　失敗の連続:失敗の希釈

　3.6　成功への渇望（個人）:それが自然な心の動きであることを否定しない

　3.7　その他の成功の存在:さまざまな良質な成功体験の提供

　3.8　成功の選択（個人）:良質で意味ある成功の選択

　3.9　成功への評価:良質で意味ある成功体験への評価

　3.10　体験の強化（個人）:創薬意欲の持続、低質な成功体験の排除

　3.11　創薬研究妨害への誘惑とそのチャンス:誘惑を起こさせない組織構造、組織システム

　3.12　創薬研究妨害（個人）:仲間意識の醸成

4.　組織の失敗マネジメント

5.　個人の失敗マネジメント: 喪失体験ケア-受容のプロセスを理解し、喪失を正しく扱う

6.　日本にあったよりよい創薬部門に向けて

7.　あなたは、あなたのために何ができるか　8.　演習問題
 2.　演繹法を使って研究の方針についてその解法を考えてみる: SWOT、ﾊﾞﾘｭｰ・ﾁｪｰﾝ
 　2.1　SWOT分析とそこからの発想
 　2.2　生物学のバリュー・チェーン
 　2.3　バリュー・チェーンの拡張:マトリクスとの組み合わせ

3.　7Sを改良して、演繹的・継時的な考え方を適用し、研究所を見つめなおす:7S+2S

　3.1　#1 研究所のハードを改良する　3.2　#2 研究所を最初から作り直す場合

3.3　ソフトの4Sに手を入れる

4.　創薬研究所の最大の問題点は「失敗」

　4.1　失敗のサイクル　4.2　創薬プロジェクトの特性

　4.3　「失敗」の連鎖、「失敗」の蓄積　4.4　失敗の蓄積を加速している成功の賛美

　4.5　成功の賛美を離れ、失敗のマネジメントへ

5.　研究者を疲弊させる「喪失体験」　6.　心というリソースが不足している

7.　まとめ　8.　演習問題

・研究所の実例を使って行う、フレームワーク等ビジネス的考え方の習得。
・ビジネスの考え方を、コミュニケーション法・議論の方法として学ぶ。
・コミュニケーション・議論を阻害する要因を体系的に理解し、対処法を学ぶ。
・研究所を理解するにあたって重要な、「失敗のマネジメント」「喪失体験のケア」という新しい観点を学ぶ

本書は、複雑な問題を日々扱う方々へ向け、フレームワーク等のビジネス的考えを教示し、より深いビジネスの学びへの入り口となることを目的としている。
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★ご回覧ください★
★『いつでも・どこでも・誰もが』行える合成・探索法がこの1冊に！

第1章　無機材料を合成するための基礎（根本原理）
1.無機材料合成技術の現状と問題点
2.誰もが使う伝統的な「固相法」
2.1 固相法による具体例
2.2 固相法における反応率と反応時間との関係
2.3 固相法と原料の融点について
2.4 それでも「固相法」が必要な理由
3.簡単な溶液法である「沈殿法」
4.金属アルコキシドを用いる「ゾルゲル法」
5.知っていて損のない錯体重合法
5.1 錯体重合法の原理
5.2 錯体重合法による複合酸化物の合成
5.3 錯体重合法の問題点と利用の仕方
第2章　溶液法による無機材料の合成と高機能化
1.溶液法の共通概念
2.様々な溶液法による無機材料合成と性能向上の実例
2.1 アモルファス金属錯体（AMC）法
2.2 ポリビニルアルコール（PVA）法
3.ケイ酸塩及びリン酸塩の新しい合成手法
3.1 グリコール修飾シラン（GMS）を用いた溶液法によるケイ酸塩の合成
3.2 リンオリゴマー（PO）を用いた溶液法によるリン酸塩の合成
4.溶液法による材料の形態制御
4.1 均一沈殿法及び水熱法によるY2O3:Eu

3+蛍光体の合成
4.2 錯体均一沈殿法によるY2O2S:Eu

3+の蛍光体の合成
4.3 ナノキューブの合成
4.4 水熱法による酸化チタンの合成
5.いつでも・どこでも・誰でもできる溶液法による無機材料合成
第3章　溶液法を基礎とする並列合成による無機材料の探索及び高機能化
1.新無機物質・無機材料を探索する手法
1.1 薄膜コンビナトリアル
1.2 メルトコンビナトリアル
1.3 計算科学的アルゴリズムによるコンビナトリアル
1.4 溶液並列合成法の概略
2.溶液並列合成法の詳細 
2.1 溶液並列合成に求められる条件
2.2 溶液並列合成法における操作の写真
2.3 溶液並列合成法による蛍光体探索の事例及び賦活剤濃度最適化による高度機能化
3.鉱物をヒントにした溶液並列合成法による新規蛍光体の探索
3.1 鉱物にヒントを得た溶液並列合成法による新規蛍光体の探索の実際

発刊：2014年7月

定価：39,000円 ＋ 税 

体裁：B5判ソフトカバー

        262ページ+CD

＜詳解＞

無 機 材 料  合 成・探 索 法
＜カラー図表CD付き＞

無機固体材料合成および高機能化に資する信頼性の高い様々な溶液合成法の原理と適用例に加え、

溶液並列合成による新材料探索の実際を詳解し、無機材料全般に適用可能なアプローチを提供。

巻末にはシャノンのイオン半径表と豊富な索引、さらに書籍掲載図表のカラー版をCD-Rにて付録とし、

多数のグラフ・データを集め、わかりやすく解説。

3.2 ケイ酸ナトリウムアルミニウム系鉱物:NaAlSiO4:Eu
2+の発見

3.3 ケイ酸ジルコニウム系鉱物:BaZrSi3O9:Eu
2+の発見

3.4 ケイ酸ナトリウムスカンジウム系鉱物:Na3ScSi3O9:Eu
2+の発見

3.5 アルカリ土類金属のケイ酸塩系鉱物:CaSrSiO4:Eu
2+及びCa2SiO4:Eu

2+の発見
3.6 リン酸塩系鉱物: Sr9M(PO4)7:Eu

2+(M=Y,Gd,Sc)及びKSrY(PO4)2:Eu
2+の発見

第4章　硫化物及び（酸）窒化物の合成
1.BaAl2S4:Eu

2+蛍光体の合成と発光特性
1.1 BaAl2S4:Eu

2+蛍光体の合成方法
1.2 BaAl2S4:Eu

2+蛍光体の発光特性
1.3 製造コストの比較
2.新規アルカリ土類金属チオアルミネート(Ba1-xSrx)4Al2S7:Eu

2+の合成及び蛍光特性
3.Ba2-xSrxZnS3:Eu

2+蛍光体の合成及び蛍光特性
3.1 Ba2-xSrxZnS3:Eu

2+の合成方法
3.2 Ba2-xSrxZnS3:Eu

2+の発光特性
4.新規アルカリ土類金属チオシリケート
4.1 (Ba,Sr,Ca)2SiS4:Eu

2+系における新規蛍光体の探索
4.2 新規蛍光体 (Ca,Sr)3Si2S7:Eu

2+

4.3 新規蛍光体 (Ca,Sr)8Si5S18:Eu
2+

5.（酸）窒化物の合成
5.1 「固相法」による（酸）窒化物合成
5.2 「ガス還元窒化法」による（酸）窒化物合成
5.3 「カルボサーマル還元窒化法」による（酸）窒化物合成
5.4 「アンモサーマル法」による（酸）窒化物合成
第5章　無機材料の高機能化及び新機能無機材料探索に向けた戦略
1.無機材料の高機能化に向けた戦略
1.1 超臨界水熱プロセスによるナノ粒子合成と超ハイブリッド材料創製
1.2 フラックスを活用した粒子形状制御による蛍光体・光触媒の高度機能化
1.3 鋳型を用いた中空粒子の合成
1.4 ブロンズ型酸化チタン(TiO2(B))薄膜の超親水性
2.新規無機材料探索に向けた戦略
2.1 A 「複合アニオン化合物」
2.2 B 「物質探索の手法」
2.3 C 「迅速な評価手段」
2.4 D 「結晶構造評価」
2.5 E 「理論的なアプローチ」
3.環境調和性と材料の機能及び元素戦略に基づいた材料設計
3.1 環境調和性と材料の機能
3.2 元素戦略に基づいた材料設計
・引用文献／付録:シャノンのイオン半径表／索引

垣花 眞人　東北大学・多元物質科学研究所
小林 亮・加藤 英樹　東北大学・多元物質科学研究所
佐藤 泰史　岡山理科大学・理学部　　冨田 恒之　東海大学・理学部

＜執筆＞
(敬称略) 

無機材料分野で求められる
「高機能化に向けた合成技術」と「新規材料の効果的な探索方法」

その難しさの本質を解明し、解決手段を導く。

                   掲載図表（一例）
→懇切丁寧な説明文で内容の完全な理解へ！
→全245点、CD-Rカラー版でよりわかりやすく！セミナーでも好評の講師による執筆で、他著にない実務的な知識をお届けするガイドブックです。
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微生物試験管理および関連対応
～微生物試験法・洗浄・滅菌・製造用水・空調・モニタリング～

●微生物試験法の実務ポイントおよび必要とされる微生物管理対応の確認ポイントを網羅！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第1章　微生物試験法の基礎知識と試験体制の留意点
1.微生物学の基礎知識  2.医薬品の品質保証と試験体制の留意点

第2章　エンドトキシン試験法とバリデーションの考え方
1.エンドトキシンとは  2.ET試験法
3.ET試験法の現状とその動向 4.ET測定上の注意点

第3章　保存効力試験の概要と実践ポイント
1.保存効力試験の基本操作手順  2.製剤とそのカテゴリー 3.接種菌
4.生菌数測定  5.判定

第4章　微生物限度試験の概要と実施のポイント
1.微生物限度試験　製品の試験
2.微生物限度試験　培地性能試験及び試験法の適合性試験

第5章　無菌試験法実施の留意点とバリデーション※
1.無菌試験法の目的と方法
2.無菌試験法の限界と無菌性保証について
3.無菌試験法の国際調和の経緯
4.無菌試験法の分析法バリデーション
5.製品の無菌試験法実施上の留意点
6.無菌試験の観察と結果の判定
7.パラメトリックリリースについて

第6章　環境微生物とモニタリング
1.環境微生物とＧＭＰ対象微生物
2.製造環境のモニタリング関連情報の現状
3.環境微生物モニタリング
4.環境微生物のサンプリング
5.環境微生物測定法
6.環境微生物の生菌数試験法
7.環境微生物の性状検査
8.環境微生物試験法のバリデーション
9.無菌医薬品製造区域の分類と環境微生物評価基準

第７章　微生物の同定法の考え方と注意点
1.微生物の同定とは  2.細菌同定法の概要
3.細菌同定の基本技術
4.分子生物（遺伝子学）学的方法による同定
5.質量分析計による同定技術
6.微生物同定における注意点

第8章　滅菌における手法と滅菌保証 
1.滅菌関連法規制と滅菌法の歴史  2.滅菌保証
3.滅菌条件の設定   4.滅菌バリデーション
5.バイオバーデン測定と管理方法
6.バイオロジカルインジケーター(BI)の適用と評価
　

第9章バイオセーフティの考え方と実施のポイント
1.バイオセーフティの考え方  2.管理の実際

第10章　逸脱管理のポイント
1.逸脱管理  2.OOS (Out of Specification：規格外試験検査結果)の管理

第11章　微生物管理における三極GMPの規制およびガイドラインの留意点
1.医薬品の微生物汚染防止の基本概要
2.無菌医薬品に関する三極ガイドラインの概要比較
3.無菌医薬品の製造時における微生物管理に関するガイドラインに対する留意点
4.医薬品製造環境の清浄度管理に対する三極ＧＭＰ比較
5.無菌医薬品製造における微生物管理に対する三極比較（まとめ）

第12章　医薬品製造における洗浄とバリデーションの概要について
1.洗浄剤および洗浄方法における留意点
2.洗浄におけるサンプリング方法とスワブ操作のポイント
3.洗浄のバリデーションにおけるポイント
第13章　製薬用水における管理対応のポイント
1.製薬用水の各品質試験項目に影響を及ぼす不純物
2.ピュアスチームの品質について
3.注射剤製造工場製薬用水製造システム
4.アラートレベル・アクションレベルの設定
5.微生物管理の基本的考え方
6.自動モニタリングのポイント
7.製薬用水の品質管理と逸脱管理例
8.TOC管理の必要性とモニタリングの実践手法
9.TOC測定の留意点
10.導電率測定の留意点
11.微生物(バイオフィルム)汚染防止対策例

第14章　教育訓練の考え方
1.微性物試験管理の対象は
2.作業者由来の微生物汚染防止に対する教育訓練について
3.環境由来の微生物汚染防止に対する教育訓練について
4.原料由来の汚染防止について
5.教育訓練の計画、記録および資格認定について

第15章　医薬品クリーンルームにおける空調管理のポイント
1.医薬品工場の空調の特徴
2.医薬品工場に関係する法規・指針・規範・規格・業界標準等
3.医薬クリーンルームの４原則
4 環境管理項目と空調管理のポイント

第16章　異物混入防止における管理対応
1.異物とは
2.昆虫類以外の異物対応
3.昆虫類の異物対応

※【第5章 無菌試験法実施の留意点とバリデーション】は2012年12月発刊｢無菌医薬品製造におけるGMP関連規制とバリデーション対応実務｣書籍の
　　第8章の内容を一部改変・修正した内容となります。

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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★ご回覧ください★

第1章　医療・ヘルスケア機器関連事業への新規参入の要点
第1節　医療・ヘルスケア事業関連業界を取り巻く最新環境状況及び業界動向と留意すべきこと
第2節　医療・ヘルスケア関連機器開発における成功の鍵
～薬事プロセス及び診療報酬プロセスを見据えたビジネスプランニングの重要性～
第3節　医療・ヘルスケア関連機器に関する規制と新規参入における対処方法
第2章　エレクトロニクスの要素技術各種の医療・ヘルスケア向け活用検討および事例
第1節　最新の医用内視鏡技術
第2節　ヘルスケアのためのＭＥＭＳセンサ技術
第3節　人体通信技術の医療・ヘルスケア分野への応用
第4節　医療・ヘルスケア向け電力供給・小型電源技術
第1項　ヘルスケア分野のエネルギーハーベスト技術動向と今後の展望
第2項　医療機器に提案する次世代グローバルスタンダード電源の開発
第3項　医療・ヘルスケア分野向けワイヤレス給電技術の要点と課題
第5節　血液適合性マテリアルを用いたバイオセンシング技術
第6節　医療向けマイクロ波手術器の開発
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第3章　医療用･医療現場用(メディカルケア)デバイスの最新事例
第1節　医用ディスプレイの特徴・最新事例および精度管理
第2節　デジタルマンモグラフィ読影システムの構築～院内での運用を考える～
第3節　医療用バイオセンサ開発の指針と課題
第4節　ロボット手術の歴史と現状および将来展望
第5節　3Dプリンター（積層造形）技術の可能性と医療関連分野への応用
第4章　健康管理用(ヘルスケア)デバイスの最新事例
第1節　リストバンド型ライフレコーダーを用いた“健康見える化サービス”の実践と実証
第2節　超小型バイオセンシングシステムのスマートデバイスによる無線操作技術の開発
第3節　健康・スポーツ分野に向けたセンシングシステムの開発
第4節　有機エレクトロニクスを用いた医療・ヘルスケア向けフレキシブル・センサシステム
第5章　医療用ITCを用いたデータの収集・管理・活用技術
第1節　無線通信内蔵各種計測器によるモバイル機器を用いたデータ管理
第2節　クラウド型PHR(Personal Health Records)サービス：ポケットカルテの概要とその利活用
第3節　ヘルスケアビジネスにおけるビッグデータの活用と今後の展望

★センシング・画像モニタ・電力供給・ウェアラブルなど…事業参入のツボを押さえる

医療・ヘルスケア分野向け

       エレクトロニクス技術の最新展開
～参入のポイントから技術開発、ビジネス化まで～

●野々村 辰彦(富士通(株))
●大竹 正規(日本GE(株))
●金箱 秀樹
 ((株)サンメディカル技術研究所)
●内村 澄洋
 (オリンパスメディカルシステムズ(株))
●清水 正男(オムロンヘルスケア(株))
●根日屋 英之(アンプレット(株))
●竹内 敬治((株)NTTデータ経営研究所)
●清水 義明(コーセル(株))
●佐藤 文博(東北大学)
●松木 英敏(東北大学)
●高井 まどか(東京大学)
●小原 良宣(アルフレッサ ファーマ(株))
●中西 克爾(バルコ(株))
●佐藤 卓治
 (パナソニックメディカルソリューションズ(株))
●植松 宏彰(東京工業大学)
●石川 紀彦(金沢大学)
●安齋 正博(芝浦工業大学)
●八村 大輔((株)メディシンク)
●福田 隆史((独)産業技術総合研究所)
●江本 顕雄(同志社大学)
●瀬崎 文康((株)カネカ)
●小須田 司(セイコーエプソン(株))
●更田 裕司(東京大学)
●横田 知之(東京大学)
●関野 正樹(東京大学)
●関谷 毅(大阪大学)
●高宮 真(東京大学)
●染谷 隆夫(東京大学)
●桜井 貴康(東京大学)
●尾﨑 忍((株)エー･アンド･デイ)
●北岡 有喜((独)国立病院機構)
●宇賀神 敦((株)日立製作所)

【執筆者一覧(敬称略)】 著名企業・研究者の取り組み事例を中心に、
エレクトロニクス技術の医療・ヘルスケア分野への展開例・関連動向をピックアップ。
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＜業界参入の要点－規制対応他＞
・最新の政策(法律・法案・ガイドラインなど)および業界の対応を踏まえた留意点

・機器開発からビジネス開始までを見据えたビジネスプランニングの重要性
・医療機器の規制規格と基本要件への適合性、品質管理体制と設計管理体制
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・医用内視鏡でのエレクトロニクス技術の応用事例(手術室のシステムインテグレーション他)

・ヘルスケアのためのＭＥＭＳセンサの要求特性と生体計測のポイント
・人体通信技術の技術仕様と特性および医療・ヘルスケア分野への応用

・医療・ヘルスケア分野向けエネルギーハーベスティング・小型電源・ワイヤレス給電技術
・ヘルスケアチップの開発事項と血液適合性マテリアルを用いたバイオセンサの高感度化

・マイクロ波加熱の医療応用と手術器の開発・展開

＜医療現場向け事例＞
・医用ディスプレイの要求特性とより「正確」に標示する為のモニタ技術・精度管理

・院内での運用を念頭に置いた読影システムの構築と留意点

・医療用バイオセンサ開発の要素技術と新規マーカー探索・技術構築およびウェアラブル化

・ロボット手術の現状とシステムの課題・問題点、今後の展望

・3Dプリンターによる積層造形と医療関連分野への応用

＜ヘルスケア向け事例＞
・リストバンド型デバイスを用いたウェアラブルセンサの実証事業と“サービス”の重要性

・局在プラズモンを用いたセンシングとスマートデバイスでの無線制御によるポイントオブケア検査
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・有機エレクトロニクスを用いたシートタイプのフレキシブル・センサシステム

＜データ管理と利活用＞
・モバイル機器を用いた災害時の被災地支援における血圧遠隔モニタシステムの導入

・クラウド型PHR(Personal Health Records)サービスの構築と利用推進
・海外のヘルスケア先進国におけるビッグデータ利活用の実証
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●日米欧、ＷＨＯのGDP(Good Distribution Practice)ガイドの説明、ＧＤＰ必須事項とは
●ＧＤＰ査察への対応、ＧＤＰ体制強化、運用、リスクマネジメントの視点からのＧＤＰとは
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第1章 医薬品の製造及び流通のグローバル化と

　　　　　　　　　　　　　　　医薬品品質保証への影響

1．医薬品の流通に関する規範におけるわが国の現状

2．医薬品等の輸送において考慮するべき潜在的なリスク

3．医薬品の流通における輸送と保管

4．高い流通品質を達成するために

第2章 GDP各種ガイド

（各GDPの概要、日本、EU、US、WHO比較）

1．日本のGDP関連の規制

 1.1　JGSPの供給に関する品質管理

2．EU-GDP
 2.1　PCCIG Task Team in Progress: 
　　　PDAの医薬品低温供給連鎖委員会活動

 2.2　EMA GDP Guideline
 2.3　EMA GDP指針(2013/C 34/01)の章構成

 2.4　ICHのガイドラインとGDPの関係

 2.5　EU GDP 2013の要約

3．USP-GSDP(Good Storage and Distribution Practice)
 3.1　コールドチェーンに対応するFDA規制

 3.2  the proposal of a new general information chapter:
　　　一般情報の提案

4．WHO-GDP
 4.1  偽造医薬品の定義

 4.2  世界保健機関WHOテクニカル・レポート・シリーズ、

　　　2010年No.957、付録5

　  

＜GDP各種ガイド＞
●日本のＧＤＰ関連規制
●ＥＵ－ＧＤＰ
●ＵＳＰ－ＧＳＤＰ
●ＷＨＯ－ＧＤＰ

＜リスクマネジメントの視点からのＧＤＰ＞
●薬剤師などの専門人材の配置
●返品や自主回収
●温度管理、定期的な自主点検や外部監査

＜ＧＤＰを考慮した倉庫管理システムにおけるＣＳＶ＞
●ＧＤＰで倉庫管理システムは変わるのか
●倉庫管理システムで持つべき機能

＜GDP査察への対応＞
●ＧＤＰの査察手順
●供給網トレーサビリティ質問書の例
●ＧＤＰ用の監査用具と確認リスト・・・倉庫保管、流通

＜今後のＧＤＰ体制の強化および運用＞
●ＧＤＰにおける物流会社への外部委託方法、求めるべき教育訓練
●ＧＤＰを踏まえた保温輸送・保管における考慮すべき事項
●2℃～8℃ 医薬品の輸送を想定した設定例

～日本・ＥＵ・ＵＳＰ・ＷＨＯガイドの理解、必須事項、査察への対応、ＧＤＰ体制の強化・運用～

GDP徹底理解

＜GDPの重要性＞
●ＰＩＣ/Ｓ ＧＭＰ Ｇｕｉｄｅ（ＰａｒｔⅡ）のＣｈａptersからみるＧＤＰとは？
●ＧＤＰ必須事項
　　

第3章 GDPの重要性

第1節 PIC/S GMP Guide(PartⅡ)のChaptersからみるGDP
1．原材料等の管理

   GDPに掛かる原材料等/包装材料の選定/包装材料の受け入れ/保管

2．原薬・中間体の包装及び識別表示/GDPに掛かる表示/包装作業

3．保管及び出荷

   保管/荷役/輸送/輸送方法/輸送業者/輸送条件/輸送試験

4．代理店,仲介業者,貿易業者,流通業者,再包装業者及び再表示業者

   品質システム/記録の保管/情報提供/苦情・回収・返品

第2節 GDP必須事項とは

1．GDPの基本要件

2．EU GDP/USPとは

3．MHRAの資料から見るGDPの注目ポイント

4．海外輸出の場合の留意点

第4章 リスクマネジメントの視点からのGDP概念

1．薬剤師などの専門人材の配置

   薬剤師の配置/医薬品の配送/専門的な知識/医薬品の様々な管理

   配送業者の管理/薬剤師以外の人々の協力と研修

   品質管理の仕組み作りと維持向上

2．返品や自主回収

   返品/自主回収

3．温度管理

4．定期的な自主点検や外部監査/自主点検/外部監査

第5章 GDPを考慮した倉庫管理システムにおけるCSVのポイント

1．GDPで倉庫管理システムは変わるのか

   倉庫管理システムの対象範囲は/CSV実施の対象となる倉庫管理システム

2．倉庫管理システムで持つべき機能

   医薬品の倉庫管理業務とは/医薬品の倉庫管理システム

3．倉庫管理システムのCSV実施の留意点とは

   倉庫管理システムの重要性/CSV実施の留意点

第6章 GDP査察への対応　規制当局の査察動向および事例等

1．GDPの査察手順

   範囲/査察の概論/査察の手順/査察の計画・準備・予告

   初回会議/査察/終結の打ち合わせ/査察の報告/査察の頻度

   仲介業者の査察

2．供給網トレーサビリティ質問書の例

   API製造業者に関する供給網トレーサビリティ質問（例）

3．GDP用の監査用具と確認リスト-倉庫保管/流通-

第7章 今後のGDP体制の強化および運用について

1．日本におけるGDP(医薬品の物流に関する基準）とは

2．EU-GDP(2013/C 343/01)内容理解

3．GDPに準拠した物流会社への外部委託方法

4．GDPにおける物流会社に求めるべき教育訓練

5．GDPで使用する温度ロガー

6．輸送車両における温度マッピング及びデータ活用

7．GDPを踏まえた保温輸送・保管における考慮すべき事項

8．2℃～8℃ 医薬品の輸送を想定した設定例　

※2013年5月発刊書籍　＜医薬品倉庫管理と物流・輸送品質の留意点＞

上記書籍を購入された方には【GDP徹底理解】書籍を特別割引で販売中！定価：30,000円 ＋ 税　→　25,000円 ＋ 税
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情報機構

 生体適合材料

・医療用プラスチック

 
～材料の設計・開発から成形加工まで～

　

2014･4月
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者
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田中　賢　山形大学
山脇　昇　京セラメディカル
石川健次　テルモ　
橋詰峰雄　東京理科大学
飯島一智　東京理科大学
早坂里奈　九州工業大学
金子大作　九州工業大学
朝倉哲郎　東京農工大学
中澤靖元　東京農工大学
長瀬　裕　東海大学
香山春彦　東洋紡　
植月啓太　ナカシマメディカル
渡辺剛士　メニコン

＜第１章．生体適合材料＞

　材料設計に必要な生体適合性・血液適合性発現機構
　　～生体と材料の相互作用

＜第２章．成形加工技術＞

医療機器用高分子材料の種類と用途およびその成形加工技術

＜第３章．安全性評価＞

　医療用プラスチックスの安全性評価について

＜第４章．材料の設計開発＞

　有機/無機ハイブリッド材料の特徴・開発と医療用途への応用

　アパタイトを用いた植物由来接着剤の開発と医療材料への応用

　絹構造の解明と人工血管ほか再生医療材料への応用について

　リン脂質極性基含有ポリアミド・ポリイミドの合成と生体適合性

＜第５章．様々な開発事例＞

　医用膜の設計・開発と血液接触時の反応について

　人工関節とその開発、使用される樹脂材料

　コンタクトレンズと生体適合性

目次：

体裁 Ｂ５判ソフトカバー 144頁
定価37,000円+税

医療製品開発には、生体接触界面における安全性、異物反応の少ない性質を有する材料が必要である。

とりわけ血液に直接接触する使用環境の場合には血液適合性が要求される。

これらの問題にどう答えるのか？最前線の取り組みを紹介！

・医療製品開発に必要な生体適合性・血液適合性

・バイオ界面の設計、水分子の役割

・生体適合性，安全性をそなえたプラスチック医療機器の成形加工

・リスクから見た医療機器の安全性、原材料メーカーの製造物責任

・有機-無機ハイブリッド材料、医療応用の現状と今後の期待

・植物由来接着剤の接着力とその安全性

・絹を用いた抗血栓性小口径人工血管、人口角膜、人工骨の開発

・PC基含有ポリイミドからなるナノシート、血液適合性

・血液透析膜等の医用膜の設計・開発

・医用膜の特殊性である血液接触時の反応、性能低下に関する事例

・人工関節(摺動面)に用いられる高分子材料とその改質

・正常な涙液層の維持、コンタクトレンズの乾燥低減

－本書で取り扱われる内容例－

高機能かつ安全な材料で医療機器産業の明日を拓く！

生体適合材料・医療用プラスチック　書籍

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名 【BC140401】 冊数 　　冊　※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

備考

FAX



★書籍申込書 FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

 

★詳細は、ホームページをご覧ください！www.johokiko.co.jp/publishing/BA130604.php

 

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

書籍名 【BA140304】
                日本を中心としたＧＭＰ解説書　書籍

日本を中心としたG M P解説書
～基本的事項を中心にして応用まで～

～Ｊ－ＧＭＰの理解、ＧＭＰ施行通知改正、ＧＭＰ事例集及びＰＩＣ/Ｓ ＧＭＰへの理解及び対応～
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(前)上武大学看護学部専任講師（元 PMDA GMPエキスパート） 宮木 晃 先生＜著者＞

＜GMPで押さえるべき必須事項とその対処方法までを丁寧に解説！＞

第1章  日本のGMP
＜第1部  薬事法とGMPの基本事項の理解＞

  1．薬事法とは

　2．薬事法と医薬品およびGMP関連

  3．医薬品とは

　4．GXPとは

　5．GQPとは

　6．GMPとは

　7．GMP省令、薬局等構造設備規則及びガイドラインについて

　8．製造業と製造販売業の関係

＜第2部  GMPの概要＞

　1．GMP組織と役割

　2．製造部門の役割

　3．品質部門の役割

　4．保管管理（倉庫）部門の役割

　5．設備管理部門の役割

　6．GMP基準書・手順書等文書類の必要性と留意点

　7．GMP文書の種類

　8．バリデーションの必要性

　9．校正（キャリブレーション）の必要性

　10．変更管理の処理とは

　11．逸脱管理の処理とは

　12．品質等の情報及び品質不良等の処理手順

　13．回収処理の防止と対策

　14．教育訓練の重要性と実施方法

　15．自己点検の必要性と重要事項

　16．品質保証部門の役割と重要性

　17．無菌医薬品の製造管理・品質管理

　18．生物由来医薬品及び特定生物医薬品の製造管理・

   　　品質管理の製造管理及び品質管理

　19．ハード面とソフト面を維持する上での留意点

  

第2章  日本当局のGMP適合性調査について

第3章  GMP施行通知改訂及びGMP事例集改訂の概要
　1．GMP施行通知改正の背景

　2．GMP施行通知改正6つの柱について

　3．GMP施行通知改正の概要

　4．GMP事例集（2013年版）

第4章  GMP施行通知改定に対応したバリデーション
　1．改正バリデーション基準の全面改訂

　2．適格性評価（Qual i f icat ion）とバリデーション

　3．バリデーション基準の概要

　4．バリデーション基準の従来との主な相違点

　5．GMP事例集（2013年版）

第5章  製薬企業としてのPIC/S対応準備
　1．PMDA当局のPIC/Sの動向

　2．PIC/Sの概要について

　3．日本当局（PMDA）のPIC/Sへの取り組み状況（GAP分析）

　4．PIC/S GMPガイドラインについて

　5．J-GMPとPIC/S GMPのGAP分析

　6．GAP分析の実務への落し込み

第6章  治験薬GMP
　1．PIC/S GMPガイドラインについて

　2．GCPと治験薬GMPの位置づけと制定の主な変遷

　3．治験薬GMPと医薬品GMPの相互関係

　4．治験薬GMPと医薬品GMPの主な相違点

　5．治験薬GMPのポイントと対応

　6．治験薬GMPの大工程

　7．PMDA実施調査（査察）を通した治験薬に関する課題と対応

　8．治験薬製造と分析の課題と対応

　9．PIC/S GMPに基づいたグローバル治験の課題と対応

● 医薬品企業に初心者として従事されてから間もない方、また、GMPをもう一度振り返ろうと思っている方に必見 医書 17
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薬物動態・臨床効果、副作用の
リスク因子を予測する技術と実務への応用

●早期臨床試験で何をすべきか? 臨床試験を成功させる為のリスクを予測手法の考え方とは?

        ～ＭＢＤＤ、Ｍ＆Ｓ、バイオマーカー、マイクロドーズ～　

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第1章　臨床薬理試験をはじめとした早期臨床試験の役割と今後の展望
1.クスリの人格形成
 2.新薬開発における早期試験の役割
　2.1　効率的な開発のためには？  2.2　ヒトへの初めての投与
　2.3　FIH試験         2.4　早期臨床試験によるデータの収集
　2.5　早期臨床試験データの活用
 3.今後の早期臨床試験の展開　

第2章　数学的モデルを利用した臨床開発
 1.臨床試験シミュレーション
　1.1 臨床試験シミュレーションの意義
  1.2 臨床試験シミュレーションの実施方法
 2.Model based Meta-analysis
　2.1　Model based meta-analysis の適用例  
3.Quantitative Systems Pharmacology
　3.1　Quantitative Systems Pharmacologyとは？  3.2 適応事例

第3章　M&Sを利用した臨床開発の実際
1.M&Sとは     
2.臨床試験デザインのためのM&S
3.臨床開発におけるM&S利用のインパクト-実例を基に
　3.1　タクロリムスの潰瘍性大腸炎への適応
　3.2　ミカファンギンの米国における小児適応拡大
　3.3　オクスカルバゼピンの米国における小児適応拡大

第4章　民族差の臨床評価におけるPK/PDモデリング利用について
1.ER共変量モデル            2.ERモデル解析計画上の留意点
3.ERモデル選択上の留意点    4.ERモデル解釈上の留意点

第5章　M&Sを利用した申請資料作成におけるポイント
1.なぜモデルを使うか
2.M&Sによる臨床試験の効率化
3.PK/PDデータのM&S
4.モデル解析における注意点
　4.1 フリップ-フロップの注意点   
  4.2 共分散行列の取扱い
　4.3 定量限界以下のデータの取扱い
5.小児試験におけるM&S
　5.1 小児PPK試験デザインの留意事項
  5.2 最適サンプリング理論について
6.病態モデルと薬効モデル解析からM&Sへ
　6.1 選択的漸増法試験の評価法
　6.2 疾患の進行と薬物の治療のモデル化

第6章　NONMEMによる母集団解析の考え方
1.母集団薬物動態解析
　1.1 母集団薬物動態解析とは   1.2 誤差
　1.3 モデル構築手順           1.4 モデルの妥当性の判断

2.NONMEMについて
　2.1 アルゴリズム         2.2 データセット  
  2.3 コントロールファイル 2.4　エラー

第7章　PK/PD解析手法
1.薬力学モデル(応答の形)の種類
　1.1 Emaxモデル  
  1.2 シグモイドEmaxモデル
　1.3 線形モデル
2.薬力学と薬物動態の関連　
　2.1　直接反応モデル
　2.2　平衡の遅延
　2.3　不連続の薬力学測定値の解析

第8章　バイオマーカーと臨床
1.バイオマーカーの種類
2.バイオマーカーの妥当性
3.薬剤開発とバイオマーカー
4.コンパニオン診断薬
5.バイオマーカーとPGxとの関係
6.新たなバイオマーカー開発への取り組み「liquid biopsy」
7.バイオマーカーの今後の課題　
　7.1 バイオマーカーに関わる規制

第9章　コンパニオン診断薬の開発と臨床への寄与
1.コンパニオン診断薬と臨床検査
　1.1　遺伝子検査のための体外診断用医薬品と測定用医療機器
　1.2　バイオマーカーの臨床利用と組織検体由来の遺伝子検査
2.医薬品とコンパニオン診断薬の関係と開発および承認審査・
  保険収載の差異
　2.1　体外診断用医薬品の薬事とコンパニオン診断としての申請
　2.2　コンパニオン診断薬の薬事申請と臨床意義の確立
　2.3　体外診断用医薬品の開発のタイムライン
　2.4　遺伝子検査の保険収載と先進医療
　2.5　最近のコンパニオン診断薬の保険収載
3.コンパニオン診断薬の開発の注意点
　3.1　これまでのコンパニオン診断開発の状況
　3.2　コンパニオン診断開発の課題
　3.3　各課題について
　3.4　今後のコンパニオン診断開発に関する欧米の取り組み
　3.5　製薬企業と診断薬企業によるコンパニオン診断パートナー
       リングと国内の取り組み

第10章　マイクロドーズ臨床試験について
1.NEDOプロジェクト
　1.1　14C 標識体のマスバランス試験
　1.2　非標識体のMD 試験
　1.3　PET 分子イメージングMD 試験
2.MD 臨床試験のReal World

＜医薬品の効率的開発のための＞

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→ http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名【BA140303】 冊数 　　冊 ※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

薬物動態・臨床効果、副作用のリスク因子を予測する技術と実務への応用 書籍

備考

FAX



第1部　経営戦略上の重要課題と対策
第1章　植物工場経営の為の戦略と分析
第1節　人工光型植物工場での栽培作物選定のポイントと対象作物の特性
第2節　人工光型植物工場でのコスト分析と収益性評価
第3節　国内における植物工場ビジネスの現況
第4節　植物工場運営における事業成功の基本条件～生産から販売まで～
第2章　植物工場の参入・運営に関わる補助金・ファイナンスの活用法
第2部　設備運用・環境管理上の重要課題と対策
第3章　植物工場設備にかかわるコスト低減策
第1節　コストダウンに向けた照明管理法
第2節　電力の効率的利用のための環境調節
第3節　植物工場における自動化技術
第4節　コスト低減のための最新設備・新規栽培方法
第1項　植物工場分析診断システム等によるコスト管理
第2項　垂直式栽培装置による植物工場とコスト低減効果
第3項　中小型植物工場の実用化
第4章　栽培環境が植物の生育・栄養価等に与える影響とその管理方法
第1節　照明が植物の形態及び栄養価・機能性成分に与える影響
第1項　植物栽培へのLED利用と光照射法 
第2項　LED光源の植物への影響および影響に応じた選び方
第3項　LED照明が植物へ及ぼす影響とその評価
第2節　温度・湿度が植物の生育・栄養価等に与える影響とその管理方法　
第3節　植物工場における培養液管理
       －培養液の連続使用が生育に及ぼす影響－

第5章　植物工場の計測システム
第3部　生産物の品質向上に向けた対策
第6章　植物工場生産物の栄養成分向上・機能性成分付与技術
第1節　光利用による植物工場生産物の糖度向上
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本書は人工光型植物工場を中心に植物工場の最新のデータを各分野に渡
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て役立てていただきたいと願っている。
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★高分子材料の耐熱性を改善するには！？

【執筆者一覧:(五十音順・敬称略)】

樹脂材料の高耐熱化と

　　　　　　　　　設計・開発技術

 ◎電気・電子・光学部品、自動車分野などますます需要が高まる耐熱性材料
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山田保治 神奈川大学　

山廣幹夫 JNC（株）　

葭原法 　　　ポリマーテク研究所　

◎樹脂の複合化、複合材料による高耐熱化

　　～有機‐無機ハイブリッド技術、ナノコンポジット、ナノファイバー、高熱伝導フィラー～

　　　　高耐熱、高機能化のための分子設計

　　　　フィラーやバインダの選定

◎結晶性高分子の結晶化制御による耐熱性向上の手法、技術

　　　　結晶構造や高次構造の制御および結晶化度の耐熱性への影響

　　　　結晶構造の測定法と解析技術

◎代表的な耐熱性高分子—ポリイミドの熱的性質と合成法

　　　　　　　　　　ガラス転移での熱的挙動、熱分解に対する安定性

◎脂環式ポリイミド　耐熱性のさらなる向上を目指した設計

◎ポリアミド　　　　高耐熱化の設計コンセプトと開発状況

◎エポキシ樹脂　　　高耐熱化の課題と分子設計

◎ポリウレタン　　　架橋構造と耐熱性、各種添加剤と耐熱性

◎フェノール樹脂　　ベンゾオキサジンの分子設計・材料設計

　　　　　　　　　　フェノール樹脂の高分子量化と耐熱性　

◎シリコーン系材料　有機‐無機ハイブリッドによる高耐熱性付与

◎光学用透明樹脂

　　　　透明樹脂のガラス転移温度、熱的安定性と長期信頼性

　　　　透明性と耐熱性の相関

　　　　シクロオレフィンポリマーの低複屈折化、薄肉成形性、耐光性、耐熱性の付与

◎ハードコートフィルムの開発、ガスバリアフィルムの開発

◎植物由来・バイオプラスチック　

　　　　高耐熱化のための合成方法、物性と機能

　　　　ポリ乳酸の結晶化と耐熱性の付与

◎ＵＶ硬化型接着剤　熱・光・水分による劣化機構と接着耐久性への影響

◎パワーデバイス用封止材　高耐熱弾性材料、PDMS系ハイブリッドの設計

◎耐熱性評価技術　目的に応じた評価試験のための耐熱性評価の考え方

　　　　成形加工時必要な耐熱性、使用時必要な耐熱性

　　　　短期的な耐熱性と長期的な耐熱性　＆　化学的な耐熱性と物理的な耐熱性

各種の手法、様々なアプローチによる耐熱性向上技術を掲載。耐熱性改善の設計指針がみえてくる！
・有機-無機ハイブリッドなどの複合化技術　 　　　 ・高分子の結晶化制御と耐熱性向上

・化学構造、架橋構造の制御　　　　　　　　　　　・物理的耐熱性と化学的耐熱性の考え方　　　　　

・ガラス転移温度と分子構造との関連　　　　　　　・他の特性・物性を落とさずに耐熱性を上げる　

・高分子の凝集力、剛直性を考慮した分子設計　　　・高分子材料の耐熱性評価技術

PICK UP!

書籍名    【BC131205】

樹脂材料の高耐熱化と設計・開発技術　 書籍



 

●治験薬GMPおよびGCP省令に基く治験薬の取扱いとは?

治験薬管理における実務対応
        ～治験薬管理・割付・保管・配送・製造・委託～　
発刊 2013年12月末 体裁 B5判 ソフトカバー　139ページ 定価 35,000円 + 税

3.IVRS/IWRS利用時における業務分担について
4.治験薬保管・配送業務における品質管理
5.契約形態による留意点
6.治験薬交付・配送業務形態の変化

第9章　治験薬製造における製造所管理
1.組織と従業員の留意点
　1.1 組織間の技術移管  
  1.2 施設間の技術移管
　1.3 従業員間の技術移管
2.実験室スケールの忠実な再現とIPC項目の確認
　2.1 実験室（ラボ）スケールの再現  
  2.2 IPC項目の見直し
3.変更、逸脱に相当する事項と製造フロー、試験規格への反映
　3.1 変動要因への対処（製造）
  3.2 変動要因への対処（試験）
　3.3 変動要因への対処（その他、保管、輸送等）
4.管理幅の厳格化とアラートレベル
　4.1 実生産スケールにつなげる治験薬製造
　4.2 管理幅（アラートおよびアクションレベル）
5.新薬申請、承認書記載事項への考慮
　5.1 承認書記載事項の変更をむやみに作らないために
　5.2 Design Spaceの確立

第10章　治験薬製造における洗浄の実施と評価
1.洗浄バリデーションの3極の要求事項と実施方法
2.治験薬製造設備のバリデーション方法
3.生理学的指標での許容値の設定
4.微生物汚染
5.サンプリング
6.洗浄剤

第11章　治験原薬製造の製造委託管理について
1.なぜ製造委託なのか
2.委託先の選定
3.委託先との契約
4.委託先への技術移管と検討
5.原材料の確保
6.製造の立ち合い、委託先の監査
7.原薬の受け入れと出荷

第12章　「バイオ医薬品における治験原薬製造」の留意点
1.バイオ医薬品原薬製造工程の主要項目
2.バイオ医薬品原薬製造工程開発の重要事項
3.治験用バイオ医薬品原薬精製法の開発と問題点
　3.1 シングルユース製品の多用による問題点
　3.2 抗体医薬品開発におけるProtein A担体使用上の問題点
　3.3 分析法のバリデーション開発の問題点
　3.4 治験薬製造における経済性の問題点
4.目的物の不均一性と製造プロセスの堅牢性

第1章　GCP省令に基づいた治験薬の実践的な運用方法
1 製造および包装
　1.1 製造：第16条　第5項，第17条
　1.2 治験薬の包装：第16条　第1項～4項
　1.3 記録：第16条　5項
2 治験薬の交付および回収
　2.1 交付時期：第11条  
  2.2 交付時までに必要な対応：第16条
　2.3 実施医療機関の責任者　第39条  2.4 記録の作成

第2章　治験薬の製造における留意点
1.治験薬GMPについて  
2.バリデーション・ベリフィケーション

第3章　治験薬における規格値設定と変更管理について
1.規格設定の必要性と意義
2.規格値の設定時に注意すべき点
3.分析法バリデーションの結果に基づく規格値の設定
　3.1 消費者危険率に基づく規格値の評価
　3.2 生産者危険率に基づく規格値の評価
　3.3 真度に基づく規格値の評価
4. 変更時に必要な対応

第4章　CMC領域における治験薬の取扱い
1.治験薬管理について 
2.治験薬管理手順書の作成のポイント

第5章　「治験薬における割付」
1.これまでの治験薬割付
　1.1 割付を実施する上の留意点
　1.2 割付と割付関連の過誤・ヒヤリハット事例および
      防止策
2.これからの治験薬割付
　2.1 治験薬製造施設や実施医療機関での割付
　2.2 ＩＴ活用の割付

第6章　治験薬におけるスケールアップのポイント
1.臨床試験に使用する原薬  2.スケールアップの考え方
3.小スケールデータ活用法  4.スケールアップ時の留意点
5.スケールアップの留意点　
  事例とは 考慮すべきファクター　状態のバラツキ抑制
6.何を実施するか～留意点は

第7章　治験薬における教育訓練
1.Quality Management   2.Personnel

第8章　治験薬保管・配送業務に関する実務と留意点
1.治験薬供給に関する環境変化とは
2.治験薬保管・配送業務に関る業務区分及び実務概要
　2.1 治験薬の輸入・通関業務 2.2 治験薬保管業務
  2.3 割付業務に関して       2.4 治験薬交付・配送業務
　2.5 治験薬回収
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★ご回覧ください★

第1章　各種測定法のIn-situ測定時のポイント

第1節　TEM(透過型電子顕微鏡)を用いたIn-situ測定方法とポイント

第2節　SEM(走査型電子顕微鏡)を用いたin-situ測定方法とポイント

第3節　In situ電気化学測定のための原子間力顕微鏡

第4節　XAFS(エックス線吸収微細構造)による

　in situ測定法とポイント

第5節　赤外分光法/FT-IRによるin situ測定方法とポイント

第6節　固液界面における

　紫外―可視吸収スペクトルのIn-situ測定方法とポイント

第7節　光散乱法／ラマン分光法によるIn-situ測定方法とポイント

第8節　SFG(和周波発生)分光によるin situ測定方法とポイント

第9節　EELS(電子エネルギー損失分光法)による

　In-situ測定方法とポイント

第10節　QCM法を用いたin situ測定方法とポイント

ープリント回路上のイオンマイグレーションへの適用例　を中心として

第11節　X線回折を用いたIn-situ測定方法とポイント

第12節　分光エリプソメトリー(SE)によるIn-situ測定方法とポイント

発刊：2013年12月　

定価：60,000円 ＋ 税 

体裁：B5判ソフトカバー

        315ページ
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
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in-situ測定/その場観察 実例集　書籍

in-situ測定/その場観察  実例集
～各種計測技術の実践テクニックおよび材料・デバイス別分析例～

★「その場」でわかる１冊

 ◎各計測技術のin-situ測定方法

透過型電子顕微鏡（TEM）／走査型電子顕微鏡（SEM）

原子間力顕微鏡（AFM、他）

XAFS（エックス線吸収微細構造）

赤外分光法･FT-IR スラブ光導波路分光法

光散乱法･ラマン分光法／SFG(和周波発生)分光

EELS（電子エネルギー損失分光法）／QCM法

X線回折／分光エリプソメトリー(SE)

インピーダンス分光

in-situ測定・その場観察の具体例を、多種多様に集成。

・計測法ごとの原理・得られる情報や計測における留意点・環境設定とは？
・各種材料・デバイスのリアルタイムでのモニタリング方法とその結果とは？ 

⇒数々の測定事例とデータから、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
気になる・導入したいin-situ測定/その場観察の実際がわかる！

◎材料・デバイスごとの観察例

電極-電解液界面／潤滑界面･油膜／乳化界面

めっき界面／高分子構造･繊維強化プラスチック

フォトポリマー･UV硬化材料／グラフェン

カーボンナノチューブ／導電性ペースト／金属変形

水素吸蔵合金／有機半導体／自動車触媒

フォトレジスト／リチウムイオン二次電池／

燃料電池（SOFC／PEFC）／有機薄膜太陽電池

色素増感太陽電池／有機EL／有機TFT

第13節　インピーダンス分光に関するIn-situ測定法

第2章　材料種別In-situ測定例

第1節　電気化学AFMによる

　電極-電解液界面のin situ測定例

第2節　電極界面のIn-situ測定例

第3節　潤滑界面のin situ測定例

第4節　乳化界面のin situ測定例

―W/Oエマルションの相構造変化のリアルタイムモニタリング

第5節　めっき界面のin situ測定例

第6節　トモグラフィーを用いた高分子構造のその場観察

第7節　フォトポリマー材料のIn-situ測定例

第8節　グラフェンのin-situ 測定例

第9節　カーボンナノチューブの

　In-situラマン分光電気化学測定

第10節　カーボンナノチューブの

　原子スケールの剥離と接着のIn-situ測定

第11節　導電性ペーストのIn-situ測定例

第13節　水素吸蔵合金のIn-situ測定例

第12節　金属変形のin-situ観察

第14節　有機半導体のIn-situ測定例

第15節　自動車触媒のIn-situ測定例

第16節　レジスト現像アナライザによる

　フォトレジストの現像特性のIn-situ測定

第3章　デバイス種別In-situ測定例

第1節　リチウムイオン二次電池構成要素の

　In situラマン測定

第2節　固体酸化物型燃料電池のin situ 測定例

第3節　燃料電池のIn-situ測定例

第4節　有機薄膜太陽電池動作中の

　In situインピーダンス分光測定

第5節　色素増感太陽電池のIn-situ測定例

第6節　有機発光ダイオードの

　In-situ測定による劣化解析の原理

第7節　有機TFTのin-situ 測定例
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●実際の実務で直面した問題点・疑問への糸口に！

●アンケートで集めた質問をQ&Aにて回答！具体的にお困りな試験検査室管理を一挙に解決！

【執筆者一覧（敬称略）】

＜試験検査室の実際＞

● 品質リスクマネジメントの事例、過去と現在に求められているGAPとは？

● 試薬の温度管理、使用期限の設定とは？

● 停電時・災害時の対応、試験検査室の清掃方法とは？

＜異常・逸脱管理＞

● 逸脱の分類、判断基準の明確化を教えて欲しい

● 安定性試験における逸脱の考え方とは？

● 安定性試験における「逸脱」とGMP等で使われる「逸脱」の違いとは？

● 逸脱の再発防止、是正措置と予防措置などの解説、留意点とは？

＜査察対応＞

● FDAの重要監査ポイントについて

● J-GMPとPIC/S GMPの主な相違点とは？新しく対応を求められる事項とは？

● 具体的にどのレベルで管理すれば、査察にパスできるのか？

＜外部委託・技術移転＞

● 委託先への分析方法の技術移転が過去に難しかった・・・留意点などありますか？

● 技術移転におけるトラブル事例等あれば教えて欲しい

● 外部委託試験機関の選定のポイントとは？

＜ヒューマンエラー、教育訓練＞

●単純なケアレスミスに対し、再発防止策にはどのような事を行うのがよいか？

●具体的なヒューマンエラーをいくつか挙げて解説して欲しい

●手書き記入（記録）をする際、人為ミスが起ってしまう・・解決方法とは？

＜装置・機器Validation/Calibration＞

● 日常的な点検において、何を重視すべきか？

● 機器の校正・頻度について

●長村聡仁(東和薬品(株))  
●小田容三(GQP・GMPコンサルタント) 
●野村章(QAアドバイザー)
●山田龍彦(キッセイ薬品工業(株))  

●小澤良樹(沢井製薬(株))
●長岡明正((元)塩野義製薬)
●鈴木竹一(エヌケイエス(株))  
●河田茂雄(NPO・QAセンター)　 

●上杉恵三(グロファーマフィジクス) 
●小林弘武((株)東レリサーチセンター)

第1章 試験検査室管理の実際
第1問 試験検査室における品質管理に品質リスクマネジメントを適用した
      事例などがあれば・・事例と解説をして欲しい
第2問 試験検査室の過去と現在求められている事項のGAPについて
第3問 品質保証体制に求められているもの（試験検査室において）とは？
第4問 試験検査結果について・・どの程度まで要求されるのか？
第5問 ワークシート等作成した際のチェックはどのように行うのか？
第6問 試験データについて・・QCとして、データ等、チェックする際の
      ポイント、チェックの記録について教えて欲しい
第7問 試験データに関して・・再試験を行う際の対応方法を教えて欲しい
第8問 マニュアルとSOPの相違点とは？
第9問 SOPの効率的な作製法等のノウハウや、必須項目等
第10問 試験検査室管理指針で求められている記録類の管理とは？
第11問 文書・記録のスリム化についての留意点・ポイント？
第12問 高活性物質を扱う場合のSOP作成方法の留意点を教えて欲しい
第13問 施設及び環境について・・・秤量室など標準品を扱う場所の
       湿度管理はどのようにすればいいのか？理想湿度、理想湿度規格
第14問 環境・設備的に試験室の温度管理が難しい場合、どのように対応
第15問 標準品について・・「乾燥したものを用いる」とある場合、
       乾燥後どの程度使用可能か？
第16問 試薬・試液に関し、使用期限の記載のないものについては、
       どの程度の期限を設ければよいのか？
第17問 試薬の温度管理について知りたい
第18問 調製試液の管理方法について知りたい
第19問 調製試液の使用期限について解説して欲しい
第20問 水分測定用試液の判定基準は容量分析標準液の考え方と同じに
       するべきか？販売されている試液を用いる場合、適合しない場合
       がある、どのように考えればよいのか？

第2章 試験室の装置・機器のValidation/Calibration      
第1問 機器の日常的な点検において、何を重視すべきか？
第2問 機器、計器等の校正を業者に依頼できない場合の保証の取り方とは？
第3問 機器の校正の間隔・頻度について
第4問 pHの校正において一般的にpH4,7,9が用いられるが、
     ＜pH4,pH9＜の場合、その値をはさむ標準液を使用しなければならないのか？
第5問 仮に定期calibrationにおいて、規格を外れた場合の措置について
第6問 試験検査機器の適格性評価（特にPQ）に関する考え方とは？

第3章 試験室の異常・逸脱管理　　　　　　　　
第1問 逸脱の分類を教えて欲しい
第2問 逸脱の判断基準の明確化について解説して欲しい
第3問 試験方法をバリデーションの結果によって変える事がありますが、
      これも逸脱と言えるのでしょうか？
第4問 試験値逸脱による調査方法と管理について教えて欲しい
第5問 開発段階などの規格が明確でない場合の逸脱・定義とは？
第6問 逸脱、ラボエラー発生時の処置、報告の仕方等を知りたい
第7問 逸脱の再発防止、是正措置と予防措置などの解説、留意点とは？
第8問 安定性試験における逸脱の考え方とは？
第9問 安定性試験における設定条件からの逸脱管理、 例えば、逸脱した場合
      の対応、保存条件の延長の見解を教えて欲しい
第10問 安定性試験における保存条件からの逸脱に対する対応を教えて欲しい
第11問 安定性試験における「逸脱」とGMP等で使われる「逸脱」の違いとは？
第12問 開発段階（特に初期）におけるラボエラー、逸脱OOS対応について
第13問 OOS調査のポイント、やってはいけないことなどあれば教えて欲しい
第14問 OOT調査の対象・範囲、OOT調査をいかに行うか？OOSとの違いとは？
第15問 OOS、OOTと操作ミスはどのように判断するのか？
第16問 試験室の温湿度管理から逸脱したときの処理について
第17問「変更管理」と「計画的逸脱」の関係説明をして欲しい

第4章 査察対応
第1問 FDAの重要監査ポイントについて教えて欲しい
第2問 FDA指摘事項例など具体的な例を出して解説して欲しい
第3問 Warning Letterについて具体的な例を教えて欲しい
第4問 GMP適合性調査申請について・・・事前資料提出に必要な資料とは？
第5問 GMP適合性調査の主な指摘事項とは？
第6問 GMP適合性調査における指摘事項への回答に関して、気をつけるべき点
第7問 GMP不適切な事例などあれば・・・解説・改善について説明して欲しい
第8問 GMP調査における流れ、日程等の具体的な事例で教えて欲しい
第9問 サイトマスターファイルの提出は必要事項なのか？
第10問 具体的に、どのレベルで管理すれば、査察にパスできるのか?
第11問 J-GMPとPIC/S GMPの主な相違点は？ 新しく対応を求められる事項は？
第12問 PIC/Sからの試験検査室関連の査察ポイント
第13問 試験検査サブシステムの指摘事項とは？
第14問 海外実地調査実施における留意点とは？

第5章 外部委託・技術移転
第1問 外部委託試験機関の選定ポイントとは？
第2問 外部委託試験機関の監査ポイントは？
第3問 技術移転に関する手順書を作成しているが、手順書の作成のポイント
第4問 技術移転時の留意点とは？
第5問 国内と海外の委託先への技術移転に関しての相違点などありますか？
第6問 委託会社への分析方法の技術移転が難しかった。留意点などを教えて欲しい
第7問 技術移転におけるトラブル事例などあれば教えて欲しい
第8問 試験室管理の確認と契約についての留意点など教えて欲しい

第6章 ヒューマンエラー、教育訓練
第1問 具体的なヒューマンエラーをいくつか挙げて解説して欲しい
第2問 単純なケアレスミスに対し再発防止策にはどのようなことを行うのがよいか？
第3問 手書き記入（記録）をする際、人為ミスが起こってしまう・・何か良い解決方法
第4問 ヒューマンエラーの防止方法（発生原因など）を教えて欲しい etc

試験検査室管理 Q&A集
発刊 2013年11月　 体裁 B5判 ソフトカバー　112ページ 定価27,000円+税

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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★ワクチン開発の現状と関連規制の今後の動向、非臨床・臨床試験・製造・市販後調査の考え方や注意点とは

 

発刊：2013年10月・定価：45,000円 + 税　体裁：Ｂ５判ソフトカバー 220頁

ワクチン開発における最新動向

第1章　ワクチン開発の現状と今後の動向
1.日本の現状
2.ワクチン開発の推移
3.次世代ワクチン研究開発プロジェクト
4.ワクチン開発の要素技術
　
第2章　予防接種制度～制度改正と今後の動向～
1.予防接種法の改正の経緯
2.改正法の背景
3.改正の概要
4.今後の予防接種行政の在り方

第3章　ワクチンの非臨床安全性試験のポイント
1.非臨床安全性試験ガイドラインの動向
2.非臨床安全性試験における評価のポイント
3.非臨床免疫原性試験について

第4章 ワクチンの臨床試験の評価について
1.関連ガイドラインについて
2.ワクチン臨床評価プロセスとポイント
3.ワクチンの統計解析の留意点
4.ワクチン臨床評価方法の比較的新しい話題

第5章　ワクチン製造における品質管理の基本的考え方とポイント
1.外来性感染性因子の混入について　
2.原材料の管理
3.製造管理及び中間体、原薬、最終製品の品質管理

第6章 ワクチンの市販後リスクマネジメントビジランス活動を中心に
1.ワクチンの特徴
2.ワクチンの市販後安全性監視活動にかかわる法律等の動向
3.市販後安全性情報の収集とモニタリング
4.シグナルの特定と検証
5.リスク最小化活動

第7章　ワクチンにおけるアジュバント
1.アジュバントについて
2.アジュバントの作用機序と安全性
3.アジュバントの開発と現状
4.アジュバント選定のポイント

第8章　ワクチン製剤の開発および剤型の開発事例
第1部　がんワクチン
第1節　がんペプチドワクチン
1.がん免疫療法の変遷 2.T細胞によるがん抗原の認識
3.ペプチドワクチン
4.テーラーメイドがんペプチドワクチン
5.ヘルパーエピトープ含有ペプチドワクチン
6.カクテルワクチン
7.ハイブリッドワクチン
8.国内外における開発状況

第2節　がんワクチン-タンパクと長鎖ペプチド-
1.腫瘍抗原とがんワクチン
2.NY-ESO-1抗原を用いたがんワクチン
3.NY-ESO-1タンパクを用いたがんワクチン
4.MAGE-A3タンパクがんワクチン
5.複合（重複）長鎖ペプチドワクチン　
6.NY-ESO-1複合長鎖ペプチドワクチン

第2部　アルツハイマー病ワクチン開発の現状
1.アミロイドカスケード仮説
2.Aβワクチン療法のはじまり
3.ワクチン療法の奏功メカニズム
4.ヒトでの臨床試験の失敗
5.今後のワクチン療法戦略

第3節　エイズワクチン開発について
1.HIV感染動向
2.エイズワクチン開発研究の流れ
3.センダイウィルスベクターエイズワクチン
4.今後に向けて

第4節　アレルギーワクチン
1.アレルギー反応のメカニズム
2.アレルギーの一般的な治療
3.アレルギーワクチンの開発

第5節　経鼻ワクチン
1.上気道における粘膜免疫
2.経鼻インフルエンザワクチンの現状
3.抗原デリバリーを利用した経鼻ワクチンの開発
4.生体内因子である肺サーファクタントを用いた、経鼻ワクチン
  接種法の開発
5.経粘膜感染症予防以外の分野へ応用される経鼻ワクチン

第6節　経口ワクチン
1.ビフィズス菌をプラットフォームとした次世代経口ワクチン
2.抗原表層発現ビフィズス菌
3.腸チフス経口ワクチンの開発
4.今後の展開

第7節　経皮ワクチン
1.ワクチンの投与部位としての皮膚
2.経皮ワクチンデリバリー技術の発展
3.粘着性およびガーゼパッチを用いた経皮ワクチン
4.マイクロニードルを用いた経皮ワクチン

第9章　　ワクチンにおける関連制度と今後の動向について
1.日本はワクチン後進国脱却しただろうか
2.日本版ACIPの設立が緊急の課題である

～規制動向・安全性評価・品質管理・アジュバント・開発事例～

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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★ご回覧ください★

●なぜ、今、甘草なのか！？　　●国内生薬生産の第一歩！　　

　　　

 甘草（カンゾウ） の栽培法
～甘草の国内生産・安定生産への挑戦～

★書籍申込書

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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甘草(カンゾウ)の栽培法　書籍

● 執 筆 ： 大 阪 薬 科 大 学 　 准 教 授 　 博 士 （ 薬 学 ） 　 芝 野 　 真 喜 雄 　 氏
【 主 な 研 究 内 容 】

1 . ウ ラ ル カ ン ゾ ウ の 国 内 栽 培 に 向 け て の 基 礎 研 究 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 . 衰 退 し て し ま っ た 国 産 生 薬 に 関 す る 調 査 研 究

3 . 抗 腫 瘍 活 性 を 有 す る 生 薬 か ら の 活 性 成 分 の 探 索 研 究 　 　 　 　 　 　 　  4 . 地 域 特 産 植 物 を 利 用 し た 機 能 性 食 品 の 開 発 　 な ど

生 薬 資 源 が 枯 渇 し ， 「 2 0 0 0 年 以 上 の 歴 史 を 持 つ 漢 方 薬 が 次 世 代 に 伝 承 で き な い 」 と い う 事 態 に 成 ら ぬ 様 ， 生 薬 の 国 産 生 産 に 向 け て の 基 礎 研 究 に 励 む ．

【 学 会 活 動 】

日 本 薬 学 会 ， 日 本 生 薬 学 会 ， 和 漢 医 薬 学 会 ， 日 本 東 洋 医 学 会 ， 薬 用 植 物 研 究 会 （ 薬 用 植 物 研 究 　 編 集 委 員 ）

● 発 刊 ： 2 0 1 3 年 1 0 月  　 定 価 ： 1 9 , 0 0 0 円  ＋  税  　 体 裁 ： B 5 判  1 0 2 頁 + カ ラ ー 画 像 付 録 C D 付

漢 方 薬 の 7 割 以 上 に 配 合 さ れ る 重 要 生 薬 ・ 甘 草 に 焦 点 を 当 て ， そ

の 基 原 植 物 の 紹 介 か ら 栽 培 法 な ど を 詳 細 に 解 説 す る ．

ま た ， 生 薬 生 産 の 現 状 や 問 題 点 に つ い て 考 察 し ， 読 者 の 皆 様 が ，

冷 静 に ， 正 確 な 現 状 把 握 の も と ， 生 薬 生 産 に 向 け た 第 一 歩 を 踏 み

出 す 手 助 け に な れ ば 幸 い で あ る ． （ 本 書 「 は じ め に 」 よ り 抜 粋 ）
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バリデーション全集

 

●バリデーション改訂案をふまえ、製剤・ステージ別なバリデーションを解説！

●小出 達夫（国立医薬品食品衛生研究所）
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第1章 日本におけるバリデーションの定義と考え方
1.医薬品品質保証の考え方とバリデーションの必要性
2.一般的なバリデーション   3.PIC/Sとバリデーション
4.これからのプロセスバリデーション

第2章 プロセスバリデーション実施の留意点
1.目的                    2.プロセスバリデーション
3.予測的バリデーション    4.コンカレント・バリデーション
5.回顧的バリデーション    6.変更時の再バリデーション
7.定期的な再バリデーション

第3章 バリデーションに伴い整備すべき文書
1.バリデーションドキュメントの文書体系
2.バリデーション・マスタープランの作成と留意点
3.その他、バリデーションドキュメントに係る留意事項/保管期間
  
第4章 製剤別プロセスバリデーション
 第1節 原薬製造バリデーション
    1.原薬製造バリデーションの進め方  2.プロセスバリデーション 
    3.洗浄バリデーション/残留許容基準の設定/許容限度の確立
    4.分析法バリデーション     5.指摘事項
    6.受入時のバリデーション
 第2節 固形製剤製造バリデーション
    1.固形製剤バリデーションの進め方    2.指摘事項
 第3節 無菌製造バリデーション
    1.無菌製剤バリデーションの進め方/注射剤の種類と品質特性
      バリデーションマスタープランの作成 
    2.指摘事例
 第4節 治験薬製造バリデーション
    1.医薬品のバリデーション
    2.治験薬製造バリデーションの進め方  3. 査察等での指摘事例
 第5節 バイオ原薬のプロセスバリデーション
     1. ライフサイクル管理   2. バイオ原薬のプロセスバリデーション

第5章「洗浄バリデーション」
1.関連ガイドライン
2.洗浄バリデーションの進め方－装置と設備の洗浄－
3.洗浄バリデーションの残留レベルの設定と，洗浄度の評価
4.分析方法/検討すべき内容         5.指摘事項

第6章 滅菌バリデーション
1.滅菌保証の流れ
2.関連法規・規制及びガイドライン/薬事法改正と医療機器滅菌保証
3.滅菌バリデーションの方法/製品性能評価と滅菌条件選定
4.空中浮遊菌、落下菌、付着菌/サンプリング装置及び測定方法
5.バイオバーデン測定方法/測定の意義/測定手順
6.バイオロジカルインジケーター（BI）/適用と評価/調製
7.バリデーション計画書、報告書  8.エンドトキシン測定と対応
9.指摘事項または要望事項

第7章 製薬用水のバリデーション
1.関連ガイドライン/日本/アメリカ/ヨーロッパ/その他
2.製薬用水のバリデーションの進め方/品質に関する要件
3.水の品質特性  4.水質の管理のポイント
5.水質管理システムのバリデーション  6.排水について  7.指摘事項

第8章 微生物試験法の分析法バリデーション
1.微生物試験法の分析法バリデーションについて
2.微生物限度試験法の分析法バリデーション
3.無菌試験法の分析法バリデーション/無菌試験法の国際調和の経緯
4.環境微生物モニタリング法/環境浮遊菌数測定法
5.指摘事例/無菌試験法・微生物限度試験法に関する指摘事例等

第9章 包装バリデーション
1.包装バリデーションチェックリスト
2.新包装バリデーションチェックリストテンプレート包装設計基準
3.包装毎の新包装バリデーションチェックリスト/バイアル/分包
 
  

第10章 分析法バリデーション
1.分析法バリデーションとは 2.試験法のタイプと評価する分析能パラメータ
3.分析能パラメータの評価/真度/併行精度/室内再現精度/特異性等

第11章 分析法バリデーションにおける統計
1.基本的統計量/代表の数量的表し方/ばらつきの数量的表し方
2.分布/正規分布/標本の分布（t分布）/χ2（カイ二乗）分布/F分布
3.検定と推定/平均に関する推定/分散に関する検定と推定/外れ値の検定
4.分散に関する重要な規則     5.直線回帰に関する統計
6.実験計画法/一元配置実験/二元配置実験

第12章 構造設備（ハード）バリデーション
1.建築施設のバリデーションの進め方/URS作成とDQの実施/IQの実施
2.製造支援設備、製造設備のバリデーションの進め方

第13章 空調設備 適格性評価
1.空調設備に関わる要求事項/空調設備に求められる役割
2.適格性評価の実施/適格性評価の対象範囲例/IQ据付時適格性評価
3.環境基準とモニタリング
4.指摘事項/空調設備の基本仕様に関連する事項/システムの運用

第14章 計測機器キャリブレーション（校正）
1.キャリブレーションの要求規格   2.実施タイミング
3.現場の計装から見たキャリブレーションの種類とそのイメージ
4.校正対象機器の決め方  5.キャリブレーションで決めておくこと
6.キャリブレーション実施計画書『プロトコル』の作成
7.キャリブレーション作業の実施    8.結果記録書の作成

第15章 コンピュータ化システムバリデーション
1.国内外ガイドラインの比較と適用範囲について
2.電子記録および電子署名に関する規制
3.コンピュータシステムバリデーションの進め方
4.個別システムのCSV適用例

●PIC/Sとバリデーション、これからのプロセスバリデーションとは？

●洗浄バリデーション・・・関連ガイドライン、進め方、残留レベルの設定、洗浄度評価、指摘事項とは？

●滅菌バリデーション・・・関連法規制およびガイドラインの解説！

●微生物試験の分析法バリデーション・微生物試験法・生菌試験の主な改正点と分析法バリデーション！

●包装バリデーション・・新包装バリデーションのチェックリストとは？

●分析法バリデーション・・試験法のタイプと評価する分析能パラメータ、分析法バリデーションにおける統計！

●構造設備（ハード）バリデーション・・進め方、URS作成とDQの実施！変更管理、バリデーション実施上の留意点！

●空調設備・適格性評価実施のポイントとは？

●計測機器、キャリブレーションの要求規格とは？キャリブレーションで決めておく事とは？

－基礎～実務まで－　

●上杉 恵三（グロファーマフィジクス） 
●中山 利明（旭硝子(株))
●高平 正行 ((株）エースジャパン）
●山口 透（日本電子照射サービス(株))
●原田 尚（オルガノ(株))
●小田 容三（NPO-QAセンター）
●早川 禎宏 ((株）島津製作所） 

●医薬品包装標準化委員会 
●城道 修（日本マイクロバイオファーマ(株))
●鈴木 克也（大成建設(株))
●中澤 賢（三機工業(株))
●鈴木 竹一（エヌケイエス(株))
●内藤 理佳 ((株）野村総合研究所）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■製剤別のバリデーション

◎原薬製造バリデーション・・・進め方、プロセスバリデーション、洗浄バリデーションなど

◎固形製剤製造バリデーション・・・進め方、設計仕様の確認、指摘事項とは？

◎無菌製造バリデーション・・・注射剤の種類と品質特性とは？VMP作成のポイントとは？

◎治験薬製造バリデーション・・・治験原薬、治験用製剤」、査察等での指摘事項とは？

◎バイオ原薬のプロセスバリデーション・・・ライフサイクル管理、プロセスバリデーション

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→ http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名 【BA130901】 冊数 　　冊 ※記入の無い場合は1冊
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申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

バリデーション全集　－基礎～実務まで－ 書籍

備考

FAX
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(前)上武大学看護学部専任講師（元PMDA GMPエキスパート） 宮木 晃 先生＜著者＞

第1章 PIC/SおよびPIC/S GMPガイドラン
第1問 最新のPIC/S動向を知りたい
第2問 PIC/S加盟申請を行った事による影響とは？
第3問 PIC/S加盟後の規制等はありますか？要求事項等？
第4問 原薬GMP（ICHQ7）とPIC/S GMPとの相違点とは？
第5問 加盟後に日本と当局及び企業どのようになるのか？
第6問 PIC/S対応は、義務となるのか？
第7問 PIC/Sガイドライン比較分析が知りたい。
第8問 PIC/S GMPと日本GMPとのギャップを埋めるための方策
第9問 PIC/S GMPの要件を満たす、一般的なGMP組織図とは？
第10問 PIC/S GMPのPart1の要点を教えて欲しい
第11問 PIC/S改正ガイドラインについて解説
第12問 EU-GMPとの関係について教えて欲しい
第13問 PIC/S GMPガイドラインのAnnex8についての解説
第14問 Annex8の出発原料のサンプリング、確認試験について
第15問 Authorized person PIC/Sで指す内容/責務と，日本との違い
第16問 開発部門から見たPIC/S加盟のメリット・デメリット
第17問 PIC/Sと日本のGMPを含めた承認審査制度に大変興味
第18問 加盟申請/承認による影響
第19問 出荷後の保証が求められるが，どの場所までの保証？
第20問 PIC/S　ICHQトリオの取り込み方のヒント等
第21問 PIC/S GMPにおいて防虫関連がどのように対応すべきなのか？
第22問 東南アジア当局のPIC/Sへの取り組みや査察方法
第23問 PIC/S GMPにおける治験薬の扱いを教えてください。 
第24問 QMSについて・・・日本GMPとの違いとは

第2章 PIC/S査察
第25問 PIC/S査察時に予想される指摘・指導事項とは？
第26問 査察に対し具体的な失敗例等教えて頂けますか？
第27問 PIC/S加盟当局の査察と対応の進め方について知りたい
第28問 査察前に用意が必要な資料はどのようなものがありますか？
第29問 実際の質疑応答などの具体的な事例を知りたい
第30問 査察後の対応事項のポイントを教えて欲しい
第31問 当局の査察がどうなり、製販業はどのような管理
第32問 査察時の重要項目の優先順位などがあれば示して欲しい
第33問 FDAのように人員等の問題で、行われない状況が、
       PIC/S査察ではあるのか？

  

 

●PMDA GMPエキスパートでの経験を持つ著者がQ&Aにて回答！

PIC/S GMP Q&A集

90問を超えるQ&A

Q&A形式で回答（一部抜粋）

◎PIC/S加盟申請を行った事による影響とは？

 【回答】

  PIC/S加盟国と商業上の取引をしている企業はPIC/S GMPが適用される。日本当局がPIC/Sに加盟承認

  された後には、PIC/S加盟国の企業から査察を受ける可能性が大である。（以下省略）

～講習会受講者・実務担当者から直接アンケートを実施し、集めた質問に回答！～

■PIC/SおよびPIC/S GMPガイドラン    ■PIC/S査察    ■PIC/Sにおける自己点検    ■PIC/S対応における委託先監査

■PIC/S GMPにおける文書管理             ■PIC/S GMPに対応するためのバリデーション・洗浄バリデーション

■PIC/S対応における製品品質照査        ■PIC/S対応における無菌GMP                   ■PIC/S GMPハード面での対応

第3章 PIC/Sにおける自己点検
第34問 PIC/Sの要求事項とは？規制とは？GMP省令との違いは？
第35問 PIC/Sに対応した自己点検システム構築にはどうすれば良いのか？
第36問 自己点検項目を教えて欲しい
第37問 自己点検チームメンバーの選定方法とは？
第38問 PIC/S GMPガイドライン パートⅠの9．3について

第4章　PIC/S対応における委託先監査
第39問 PIC/Sに含まれるサプライヤー管理とは？
第40問 PIC/S GMPへの加盟により、資材メーカーへの査察頻度は増えるのか？
第41問 委託先監査におけるチェックリストなどをご提示頂きたい
第42問 委託先監査手順書の作成とは？
第43問 PIC/S対応する気の無いメーカーとの付き合い方
第44問 輸入製品の承認申請に際し、外国製造業者に対する管理
第45問 委託先を含めたサプライチェーン全体の品質保証について解説
第46問 PIC/S GMP対応に向けた監査手法・監査員育成とは？

第5章　PIC/S GMPにおける文書管理
第47問 文書管理におけるGMP省令とPIC/S GMPとの相違点とは？
第48問 PIC/S GMPに要求される各手順書への記載事項とは？
第49問 GMP関連ドキュメントの作成と管理のポイントを教えて欲しい
第50問 文書体系の強化のために何をすればよいのか？
第51問 J-GMP対応はしているが、どのような事をすればPIC/Sに対応できるのか？
第52問 製造指図書・記録書の運用の方法

第6章　PIC/S GMP対応におけるSMF
第53問 PIC/S SMFのガイドライン改定がされた事なので、解説が欲しい
第54問 SMF作成の着手を始めたが、準備段階で何から始めるべきか？
第55問 SMFの管理ついて知りたい
第56問 台湾企業において、SMFの提出を求められたが、他のアジアの国では？
第57問 実務作成者からのアドバイスが欲しい。
第58問 SMFの提出は必須事項ですか？

第7章　PIC/S GMPに対応するためのバリデーション（プロセス・分析法）
第59問 PIC/Sで求められるバリデーションマスタープランの要件とは？
第60問 バリデーションプロトコール作成に困っているので、ポイントを教えて欲しい
第61問 PIC/Sのプロセスバリデーションのあり方とは？今後の方向性とは？

第8章　PIC/S GMP対応における洗浄バリデーション
第62問 PIC/S GMPガイドライン対応の洗浄バリデーションとは？
第63問 洗浄バリデーションで用いられるデータ管理の考え方とは？
第64問 サンプリング手順を教えて欲しい
第65問 洗浄バリデーションを実施する際の計画書の作成法とは？
第66問 定期的な変更時のバリデーションの詳細を教えて欲しい

第9章　PIC/S対応における製品品質照査
第67問 PIC/S GMPにおける製品品質照査の重要性とは？
第68問 製品品質照査のチェックリストなどの具体的な例を用いて説明して欲しい
第69問 製品品質照査結果報告書の作成のポイントとは？
第70問 製品品質照査で精査すべき事項と留意点とは？
第71問 海外のGMPの照査に関する内容等ございますか？
第72問 製品品質照査の範囲について説明して欲しい
第73問 ISO・GMPとの関係について知りたい
第74問 定期照査の実際、ポイント等を教えて欲しい
第75問 QA役割と実務の明確化について解説して欲しい
第76問 製品品質照査の上手いまとめ方のポイント等はあるでしょうか？

第10章 PIC/S対応における無菌GMP
第77問 PIC/S GMガイドのAnnex 1の要点とは？
第78問 J-GMPにはないPIC/S GMPの要求事項とは？要求事項の違いとは？
第79問 非無菌製剤についての解説が欲しい（PIC/S-GMP　ANNEX９）

第11章 PIC/S GMPハード面での対応
第80問 建物の建築設計及び設備設計におけるPIC/S対応に困っている
第81問 アイソレータの留意点を教えて欲しい
第82問 空調・クリーンについてのPIC/Sへの対応とは？
第83問 PIC/S GMPを設備面でどう実現すれば良いのか？
第84問 PIC/S対応の設備規格、GMP省令との違いとは？
第85問 ハード面とソフト面のバランスをどう取るべきでしょうか？
第86問　PIC/S対応に向けた既存設備のGAP改善についてポイントはあるでしょうか？

第12章 PIC/Sへの対応に向けた教育訓練
第87問 PIC/S GMP対応にむけた教育訓練の内容・手法などはございますが？
第88問 PIC/S対応にむけた社員教育で、どのくらいの準備期間が必要ですか？
第89問 教育訓練の実効性（教育浸透度）の評価方法を知りたい
第90問 継続的トレーニングの立案についてご教授願いたい
第91問 作業教育者教育システムを見直しているが、何かポイントはないのか？

巻末資料：アネックスPart1、アネックス1、8、11

★書籍申込書 FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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次世代自動車、ＥＶ/ＨＥＶ 対応

省エネ「熱」マネージメント

～排熱回収技術から断熱・遮熱材料まで～
－

執
筆
者
一
覧
／
執
筆
順

【
　
　
　
　
　
　
】千葉大学　　　　 小倉裕直 

デンソー　　　　 布施卓哉

ＪＳＲ　　　　　 小林伸敏　　

文部科学省　科学技術･学術政策研究所

　　　　　　　　　 河本洋

産業技術総合研究所　 三上祐史

アツミテック　　 内山直樹

名古屋工業大学　 西野洋一

電気中央研究所　   神戸満

村田製作所　　　 中村孝則

ビー・エム・ダブリュー 山根健

宇都宮大学　　 戸田富士夫

滋賀県立大学　 坂本眞一

同志社大学　　 　 渡辺好章

バイエル マテリアルサイエンス

 桐原修

バイエル マテリアルサイエンス　

 福井博之

住化バイエルウレタン 鈴木賢

住化バイエルウレタン 生田広志

ユニチカ　 福林夢人

セントラル硝子　 高松敦

カルソニックカンセイ　 原潤一郎

ティラド 田保栄三

未使用熱の有効活用技術
　～ヒートポンプ～

　～熱電変換～

　～ランキンサイクル～
　
　～スターリングエンジン～

　～熱音響システム～

断熱・遮熱による熱マネージメント
　～自動車用ガラス～
　
　～樹脂ガラスＰＵＲ、ＰＣ～ 

　～ポリウレタンと自動車内装材料～

　～生分解性プラスチックス～　など

次世代自動車、熱マネージメントの今後
　
　～各種省エネ対策の検討～

　～雪国対策～　など

検索

詳細は↓で検索ください

BC130802

次世代自動車、ＥＶ/ＨＥＶ 対応　
省エネ「熱」マネージメント　　書籍

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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★GCP適合性調査におけるCSVへの対応・薬事関連規制動向とは！EDC対応及びeCTDの現状・ITインフラへの対応も解説。
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臨床開発における電子化とCSV対応の留意点

第1章　CSV関連規制の動向とポイント
1.GAMP
 1.1 ISPE/GAMPCOP/GAMPJapanForumについて
 1.2 GAMPガイドの歴史と構成  
 1.3 GAMP5の概要
 1.4 GAMP5の重要なコンセプト 
 1.5 GAMP4からGAMP5への重要な変更点
 1.6 GAMPJapanForumの動向
2.厚生労働省『コンピュータ化システム適正管理ガイドライン』
 2.1 発出の背景   2.2 構成   2.3 目的
 2.4 適用範囲と適用方法　2.5 適用期間と実施作業
 2.6 リスクアセスメントアプローチ
 2.7 カテゴリ分類と実施作業  2.8 適格性評価
3.EUGMPAnnex11Computerizedsystem
 3.1 Annex11の背景と経緯  3.2 Annex11の基本要件
 3.3 用語集               3.4 Annex11のポイント
4.PIC/Sガイダンスの概要
 4.1 本ガイダンスの経緯と特徴  4.2 ガイダンスの構成
 4.3 ガイダンスの概要
5.21CFRPart11
 5.1 Part11施行の経緯  5.2 適合時期の経緯  5.3 Part11概要        
 5.4 Part11への対応    5.5 Part11対応における動向とポイント
6.厚労省ER/ES指針
 6.1 趣旨  6.2適用範囲  6.3 目的
 6.4 電磁的記録を利用する要件の概要 
 6.5 電子署名を利用する要件の概要
 6.6 厚労省ER/ES指針とPart11の違い
 6.7 厚労省ER/ES指針への対応の動向とポイント
第2章　臨床開発におけるコンピュータバリデーションの考え方
1.GCP領域における電子データフロー
 1.1 GCPとは何か  
 1.2 CRF(紙媒体)を使用した場合のデータフロー　
 1.3 eCRFを使用した場合のデータフロー
 1.4 CRF以外の方法で収集される臨床データのデータフロー
 1.5 データクリーニングから申請資料作成までのデータフロー
2.電子データの信頼性保証のポイント
 2.1 臨床のデータフローにおける電子データの信頼性保証
 2.2 電子データの信頼性保証とコンピュータシステムバリデーション
3.CSV-SOPの考え方
4.GCP適合性調査への対応 
 4.1電子記録させ維持の留意点  4.2調査時の留意点
第3章　バリデーション状態の維持方法
1.変更管理
 1.1 システムライフサイクルと変更管理  1.2 変更管理実施手順
 1.3 他管理作業との関連
2.教育訓練
 2.1 教育訓練計画の作成  2.2　教育訓練の記録
第4章　臨床開発におけるEDCの現状とポイント
1.EDCに関連した規制及び現状
 1.1 ER/ESガイドライン(指針) 1.2 GCP基準
2.EDCシステムの利用の留意点
 2.1 EDC立ち上げ時の留意点 2.2 EDC運用時の留意点
 2.3 EDCの外部データ取り込み時の留意点
3.治験などへの適用のポイント
 3.1 EDCシステムの選定

3.2 EDCシステムの立ち上げ時の関連手順書及び
     システムバリデーション等
 3.3 EDCシステムの立ち上げの為の社内組織体制
 3.4 EDCシステムの構築  　3.5 CRF以外のデータの特定
 3.6 EDCのUAT(受入れ試験)・社内検討会　3.7 EDCの運用
第5章　製造販売後調査の電子化における現状と対応
第6章　CSVに関するGCP適合性調査のポイント
1.GCP省令の変遷　2.GCP要件としてのCSV
3.GCP規制環境下でのCSV実施の方法
第7章　サプライヤ評価(ベンダー監査)に関する諸手続き
1.サプライヤ評価の意義　
2.具体的手法
3.採用したサプライヤに対する定期的な再評価
4.サプライヤー監査のフロー
第8章　eCTDに関する最近の動向と留意点
1.eCTDの最近の動向
 1.1 日本の最近の動向 
 1.2 米国の最近の動向
 1.3 欧州(EMEA)の最近の動向
 1.4 その他地域の最近の動向
2.日本における運用状況
 2.1 eCTD形式で申請できる範囲
 2.2 最近のeCTDに関連した通知・事務連絡
 2.3 eCTDの現状の課題  2.4 eCTD申請の適合性調査について
3.eCTDver.4.0(Next Major Version)
 3.1 eCTDver.4.0の概要  3.2 eCTDver.4.0で変わること
 3.3 eCTDver.4.0でかわらにこと 3.4 eCTDver.4.0導入にむけて
第9章　ITインフラストラクチャにおける適格性確認の考え方と
                                                 その取組み
1.はじめに  
2.ITインフラとそのクォリフィケーションの位置づけ
3.クォリフィケーション対象ITインフラ整備とそのレベル
4.ITインフラクォリフィケーションの取組み体制
5.ITインフラクォリフィケーション基準
6.ITインフラのリスクアセスメント
7.ITインフラクォリフィケーションマスタプラン
8.ITインフラ要求仕様書
9.ITインフラの設計と設計時適格性評価(DQ)
10.ITインフラの据付時適格性評価(IQ)・運転時適格性評価(OQ)
11.既設ITインフラ設備に対するクォリフィケーション
12.ITインフラの運用管理
13.おわりに
第10章　既存システムのバリデーとのアプローチ
1.バリデーションの基本的な考え方
 1.1 CSVとは 1.2 3つのバリデーションとは
2.回顧的バリデーションとは
3.回顧的バリデーションが必要となるケースとは
4.回顧的なバリデーション実施方法
 4.1 CSV適合度チェック   4.2 ＣＳＶ計画書作成
 4.3 対応策実施 4.4 CSV報告書作成
5.回顧的バリデーション実施上の留意点
 5.1 文書整備状況が不十分な場合
 5.2 ベンダー監査が未実施の場合
 5.3 アップデートされたシステムの場合
 5.4 データの以降の経緯のあるシステムの場合
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★官能評価を視覚化・定量化させるＱＤＡ法の考え方および分析・評価のポイント！
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共感を呼ぶ商品づくりのための『感性価値』の開発

●執筆者 (株)日本オリエンテーション SDP研究所　客員主席研究員　高橋 正二郎 先生

◎感性価値開発に特化した創造的官能評価の考え方を掲載。
◎商品開発・評価に生かすための感性価値の解析手法も解説。 

第1章　感性価値とは
 1.商品にみる感性価値とＳＤＰのススメ
 2.感性価値開発への第一歩
 3.ツールとしてのＱＤＡ
 4.感性を扱う官能評価に対する誤解や曲解
 5.昭和型官能検査と平成型官能開発
 6.日本人の感性と感性価値
 7.メーカーの価値創造活動
第2章　商品開発再考
 1.買っていただける商品の再考
　1.1 商品力の三角形  1.2 コンセプトの三角形
　1.3 機能と効用
 2.総合価値の最大化やリピートにつながる感性価値
　2.1 感性価値の構造と総合価値の最大化
　2.2 リピートに直結する感性価値
　2.3 実質的効用と感覚的効用の補完関係および効用の進化
 3.感性価値の商品への取り込み
　3.1 思いをことばに、ことばをかたちに
　3.2 ＳＨ変換：コンセプトを商品仕様に展開
　3.3 感性価値の商品への取り込み
第3章　感性価値の記述、評価、創造のツールとその応用
 1.感性価値を記述する官能評価の現状
　1.1 官能評価の保障や当てっこの現状
　1.2 秘められた高い能力と創造的活用
 2.創造型ＱＤＡの言葉、尺度
　2.1 ソムリエの言葉、ブレンダーの言葉
　2.2 創造型ＱＤＡの言葉
　2.3ＱＤＡの尺度構成
 3.ＱＤＡ作成の実際
　3.1 ＱＤＡ作成の手ほどき
　3.2 目的別のＱＤＡ作成の実際
 4.ＱＤＡの創造的活用
　4.1 感性価値の記述展開  
  4.2 2品ずつのＱＤＡ 
　4.3 2軸分析   
  4.4 多変量解析  
  4.5 時系列分析
 5.2つの官能評価
  5.1 嗜好型官能評価

　

　
第4章　感性価値の『集・創・伝』の体系
 1.顧客が欲する感性価値の把握【集】
  1.1 翻訳の必要な顧客の言葉
　1.2 顧客の感性価値の感じ方と嗜好
  1.3 Ⅱ型官能評価（分析型官能評価）
 2.商品へ込める感性価値の設計【創】
  2.1 ＱＤＡによる設計の検討
  2.2 感性価値の具体的設計例
  2.3 ＱＤＡの制作における注意
  2.4 ＱＤＡによる設計情報記述のドキュメント
 3.顧客の第一感を重視した訴求【伝】
  3.1 共感訴求
  3.2 共感訴求のもとは実感
  3.3 実質的効用への感性的効用による訴求力のサポート
  3.4 攻撃型価値と守備的価値
  3.5 見識の補強（重要度、満足度の調査）
  3.6 重視度×満足度の2次元分析
第5章　評価系の併設
 1.商品開発の評価体系
　1.1 開発のバリューチェーンと経営資源
　1.2 推進系と評価系
　1.3 感性価値の開発における段階別の評価
 2.商品企画におけるコンセプトの受容の評価
　2.1 コンセプトの評価
  2.2 コンセプト・テストの実施要領
 3.商品の設計における満足の評価
  3.1 使って満足の確認テスト
  3.2 テストの実施要領
  3.3 実効の向上と迅速化の工夫
 4.マーケティングを支援する商品力評価
  4.1 発売への事前テスト
  4.2 マーケティング展開支援情報の開発
  4.3 発売後の評価
 5.評価の体系化
第6章　感性価値の再開発と訴求戦略
 1. 市場に出てからの感性価値情報の構築
 2.「できちゃった商品」の情報再開発と訴求展開
  2.1 ＱＤＡの創造的活用による情報開発
  2.2 ＱＤＡの戦略的書き換えと評価解釈 

 

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

書籍名 【BA130604】

共感を呼ぶ商品づくりのための『感性価値』の開発　書籍



★ご回覧ください★

目次

第1章 藻類培養技術の事業化に向けた課題
第1節 藻類培養技術の可能性および現状と課題
第2節 藻類培養における培養プラントの大規模化の課題
第3節 藻類培養の事業化・産業化に向けた諸元と
  生産性向上のためのポイント
第1項 微細藻類の産業化を推進するために
  考慮すべき事項
第2項 藻類バイオマス利用ビジネスの
  大規模事業化への視座
第3項 微細藻類の生産性向上のために考慮すべき諸因子
第2章 藻類培養の要素技術
第1節 培養種の選定と新規開発の指針

★採集・育種・培養・照明・空調・抽出…大規模化のための課題とは？
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第3章 藻類の各分野での活用に向けた培養・生産の留意点
第1節 藻類のバイオ燃料化
第1項 バイオ燃料としての利用を念頭に置いた
  藻類培養に関するテクニック
第2項 バイオ航空燃料に向けた藻類培養と抽出
第3項 微細藻類由来バイオ燃料の高効率抽出技術の開発
第2節 微細藻類の生理機能と医薬品・
  サプリメント(健康補助食品)・化粧品・食品への応用
第3節 培養藻類の餌料・飼料・肥料としての利用と
  大量培養に向けた課題
第4節 微細藻類ユーグレナの培養と、
  食料用途および環境技術としての可能性
第5節 微細藻類による環境保全
第6節 藻類のCO2濃縮作用と光合成維持の機構
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第2節 突然変異による微細藻類の育種技術
第3節 微細藻類の採集と培養株のスクリーニング育種
  （単離・維持培養）
第4節 藻類用の培地作成の最適化
  －ボトリオコッカス藻を例にして－
第5節 藻類培養プラントの設置と設備管理
第6節 藻類培養用フォトバイオリアクターと
  プロセス開発
第7節 LEDによる藻類培養
第8節 微細藻類培養プラントの空調管理技術
  (無菌状態の維持やエアレーションシステム他)
第9節 培養藻類の各種抽出技術
第10節 積雪寒冷地域における微細藻類の培養

 微細藻類 の
大量生産・

事業化に向けた  培養技術

バイオ燃料ビジネスへの利用で注目の高まる微細藻類の、培養技術にフォーカス。

要素技術はもちろん、各種利用技術までも集成した、「より高い生産性」と「事業化・産業化」の布石となる1冊。

＜要素技術のポイント＞

●培養種の選定と新規開発

　…具備すべき条件、検討事項、開発･探索の指針

●育種…突然変異を用いた育種事例

●採集技術各種およびスクリーニング育種(単離･維持培養)

●培地作成の最適化

　…増殖成長のための基本システムと専用培地の開発例

●設備管理…培養時の管理の要点、脂肪酸分布の把握

●フォトバイオリアクター

　…新規プロセス開発を踏まえたリアクターの開発

●照明…藻類培養向けＬＥＤの光量･配光特性･波長

●空調管理…プラント種別の管理方法、エアレーション

●抽出…有機溶媒抽出法・圧縮法DME抽出法・水熱処理法

        ・超臨界抽出法・亜臨界抽出法

●積雪寒冷地域での培養における留意点

＜事業化に向けた課題＞

●現状および大規模化の課題

・室内培養･屋外培養の差異とスケールアップ

●事業化・産業化のためのポイント

・大規模実用化の制約条件、生産システムの立地条件、他

＜各分野での活用の留意点＞

●工業・エネルギー分野（バイオ燃料）

・バイオ燃料向け培養時のリン酸･炭素源･チッ素源の供給

・藻類由来航空燃料、藻類油脂の燃料化プロセスの構築

・バイオ燃料向け抽出工程での問題、新規抽出方法

●医療・健康分野／農水・環境分野での利用

・医薬品･化粧品･食品での利用…各種藻類の生理機能

・餌料･飼料･肥料での利用…大量培養に向けたシステム開発

・環境保全での利用および放射性物質の生物除染への検討

・藻類のCO2濃縮機構(CCM)とその制御
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＜著者＞

＜本書のポイント＞

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●ＣＳＶの A to Z！

コンピュータ化システムバリデーション実務解説
－入門からPIC/S 対応まで－

　
　我が国のGMPにおけるコンピュータ化システムは、下記ガイドラインに従い開発・検証・運用されているところである。
  ○厚労省　コンピュータ化システム適正管理ガイドライン
  ○厚労省　ERES指針

  これらの対応には、コンピュータ化システムバリデーションを適切に実施し、合理的かつ経済的に信頼性を確保するのが重要である。
  本書では、下記解説を通し、合理的かつ経済的に信頼性を確保するためのコンピュータ化システムバリデーションの実務対応方法を解説する。
　また、PIC/S加盟申請による影響やCSV社内教育についても説明する。なお、これからCSVに取り組む方にも十分理解していただけるよう、ERES/CSVの基礎から説明する。

＜具体的な実務対応解説＞

●電子署名法、e文書法、e文書厚労省令（省令44）
●構成設定の具体的イメージ
●ソフトウェアカテゴリ3/4のグレーゾーン対応
●ガイドライン別紙２の◎○△とリスクベース対応実務における◎○△の対比
●当局の柔軟なガイドライン適用姿勢
●GAMP4/5手法の受容性
●ガイドライン以外の手法を使う場合における、PMDAのお願い事項
●初期リスクアセスメントと詳細リスクアセスメント
●DQの実施内容
●トレーサビリティマトリクスの活用方法
●既設システムの適格性評価方法
●設備・機器に搭載されるコンピュータのCSV
●自己点検の項目
●監査証跡の定期レビュー方法（Annex 11要件、FDA指摘あり）
●HPLCに対するFDAの電子記録維持要求

付録CDには、下記オリジナル資料をはじめとする豊富な

資料を収載している。

・e文書厚労省令（省令44）のGMP解説

・FDA　Part 11邦訳　Part 11 Scope and Application邦訳

・FDA査察におけるコンピュータ指摘100件の紹介

・PIC/S Annex 査察官ガイダンスPI 011-3抜粋意訳

・PIC/S Annex 11邦訳

・EU-GMP Annex 11邦訳

・EMAによるAnnex 11 Q&A邦訳          （全リストはWebを参照）

＜付録ＣＤ＞

アズビル(株) ビルシステムカンパニー 営業本部 営業3部 2グループ 望月 清 先生

1．コンピュータ利用と信頼性確保/ERES対応
2．ERES指針の概要/ERES指針の対象品目/適用範囲
   電磁的記録利用のための要件/利用/その他の要件
3．電子署名法の概要/電子署名の定義/真性な成立の推定
   クローズドシステムにおける考え方
4．CSVとは/CSVの規制要件/CSVの基本形
5．CSV活動/供給者評価と供給者選定/供給者監査
   初期リスク評価/VP,URS,FS,DSの内容/詳細リスク評価
   DQ,IQ,OQ,PQ,VRの内容/バックアップ/リストア
　 アーカイブ/リトリーブ/構成管理と変更管理
　 リスクマネジメント/CSVの参考書
6．CSV文書/CSV文書一覧/バリデーション計画書（VP）
   ユーザー要求仕様書（URS）/機能仕様書（FS)
　 設計仕様書（DS）/DQ,IQ,OQ,PQ文書/(VR)
   トレーサビリティマトリクスの作成方法と活用
7．GAMP5のポイント/GAMP4とGAMP5/GAMP改定の意図
　 5つのキーコンセプト/仕様書とCSVアプローチ
　 ソフトウェアカテゴリ分類
   構成設定とランタイムパラメータ設定
   カテゴリごとのバリデーションアプローチ
   GAMP5の読み方

　

8．バリデーションアプローチ/決め方/例
　 ラボ機器のバリデーションアプローチ
9．適正管理ガイドラインのポイント
   適正管理ガイドラインの概要と適用範囲/推奨資料/目次/読み方
   各条の実務対応/既設システムの適格性確認方法
　 設備・機器等に搭載されるコンピュータ
10．GMP適合性調査/GMP調査の基本方針
    GMP適合性調査時の確認事項/確認方法
　  当面の指導方針（大阪府）/今後の課題
　  治験薬GMPにおける適合性調査
11．FDAコンピュータ指摘/FDA査察/対象規制/PART11の経緯
    コンピュータ指摘の傾向/PART11条文別コンピュータ指摘
12．EU-GMP Annex 11/ANNEX11 の概要/ポイント
    EMAによるANNEX11 Q&A
13．PIC/S 加盟の影響/PIC/S とは/PIC/S 加盟の必要性
    PIC/S 加盟にあたっての課題
　  GMP基準の国際整合/PIC/S GMP ガイドライン活用の考え方
　  GMP調査当局会議/PIC/S 加盟に関する雑誌記事
　  PIC/S GMP ANNEX 11/PIC/S 査察官ガイダンス PI 011-3
　  コンピュータ化システムへの影響と対応

14．事例研究/カテゴリ3 と4 のバリデーションアプローチ
　  PLC 組込機器/装置のバリデーションアプローチ
　  スプレッドシートのバリデーション
　  設備・機器等に搭載されるコンピュータのバリデーション
　  HPLC 電子記録の維持/今後の事例
15．CSV 教育のポイント/教育の基本方針/スキルレベルの定義
　  教育/技術の継承

解説1 カテゴリー分類とバリデーションアプローチ 
　　　オリジナル資料
解説2 スプレッドシートの管理とバリデーション 
　　　オリジナル資料

付録1 ERES指針 厚労省 2005/4/1
付録2 コンピュータ化システム適正管理ガイドライン
      厚労省 2010/10/21
付録3 適正管理ガイドライン質疑応答集（Q&A） 
      厚労省 2010/10/21
付録4 適正管理ガイドラインパブリックコメント回答 
      厚労省 2010/10/21
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　FAX:03-5740-8766まで！
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　振込要領をお送りいたします。
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　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
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●PIC/S等もふまえたグローバル化に向けた倉庫管理、物流における実務上のポイントとは？
●GDP(Good Distribution Practice)およびサプライチェーンマネジメントの重要点とは？

●宮木晃（SANSHO(株) 国際衛生(株)) 
●藤澤大亮(ヴァイサラ(株)) 
●後藤知香((株)フジ環境サービス)
●山本知之(千代田テクノエース(株)) 
●多賀輝彦((株)日本保健衛生協会) 

●立石伸男(中外製薬(株))
●新井一彦(日本ジェネリック(株))
●坂本知昭(国立医薬品食品衛生研究所)
●中川原愼也(コーア商事(株))
●福神雄介(アルフレッサ(株))

●城下恭輝(テバ製薬(株))
●三川正明(テバ製薬(株))
●野村章(QAアドバイザー)

第1章 日米欧のＧＭＰ規制要件とガイドライン
1．規制要件とガイドラインの関係
2．倉庫（保管区域）に係る日米欧の規制要件とガイドライン
3．試験検査室に係る日米欧の規制要件とガイドライン

第2章 倉庫、サンプリング室・保管室の管理方法のポイント
 第1節 倉庫内の温度管理－倉庫内の温度のマッピングの概要－
  1．規制およびガイダンス
  2．倉庫マッピングの概要
  3．マッピング実施の例
 第2節 防虫・防鼠管理
  1．防虫・防鼠管理体制の変化/国内・海外での取り組み状況
  2．防虫・防鼠管理の方法
　   ｢集めない｣/｢入れない｣/｢発生・生息させない｣
　   ｢早く捕まえる｣/管理状況の継続確認と対策の効果確認
 第3節 設備・機器管理
  1．倉庫、サンプリング室、保管室・試験検査室等の環境条件
  2．一般的な空調システム
  3．バックアップの考え方     4．メンテナンス維持管理
 第4節　医薬品保管センターにおける清掃について
  1．医薬品保管倉庫における清掃の目的
  2．医薬品保管倉庫における清掃管理/清掃管理基準書の作成
　   清掃作業手順の作成/記録・帳票類
  3．保管エリアにおける汚染とその対策
　   粉状物質の汚れ/カビ/昆虫の死骸/清掃資機材の効果的な使用
  4．倉庫・物流センターにおける清掃のポイント
　  

第3章 GDP監査リスト
1．日米欧での法規則
2．規制当局の査察動向と事例
3．監査チェックリスト

第４章 医薬品倉庫、試験検査室における査察官の指摘事項
1．原材料受入区域・保管室・サンプリング室・不合格品置き場
　 GMPの規制要件、ガイドライン/GMP適合性調査（査察）の方法
　 保管設備の確認/保管区域（倉庫)における指摘事項
　 倉庫・保管室等の留意事項（自己点検）
2．医薬品等の試験検査室/GMPの規制要件、ガイドライン　　

第5章 倉庫における品質管理体制と
                         作業員教育・ヒューマンエラー改善
1．教育訓練/GMPの前に『整理・整頓・清掃・清潔・躾』/GMPの要件
2．法令遵守/製薬協コンプライアンスガイドライン 
   品質保証のために遵守すべきこと
3．作業員の意識改革（GDPという概念の浸透など）
4．手順書の管理/作成と承認/文書類の管理方法 
5．衛生管理      6．表示と記録    7．逸脱への対応

第6章 GDP概要
1．医薬品の品質保証とGDP/医薬品の品質保証のグローバル化とGDP
   流通における医薬品品質に対するリスクの回避とGDP
2．医薬品の流通管理におけるGDP/サプライチェーン管理の現状
　 物流・卸売業者における医薬品の流通と品質管理

第7章 原材料・納入業者管理のポイント
1．医薬品の品質確保の重要性
2．原材料の購入先の管理/購買工程/供給者の評価と選定/購買情報・検証
3．輸送時の物流管理/サプライチェーンマネジメントの重要性

第8章 最新のJGSPの概要と運用事例
1．組織と任務        2．医薬品等の供給と品質管理 医薬品等の廃棄
3．トレーサビリティ  4．安全管理業務
5．教育訓練          6．当社における、さらなる取り組み

第9章 物流センターにおける品質管理とGDP
1．グローバルにおけるGDPガイドラインの状況  
2．組織および管理と従業員    3．品質システム    
4．設備                      5．トレーサビリティー
6．医薬品の入荷作業          7．保管倉庫
8．医薬品の出荷作業          9．医薬品の輸送

第10章
1．市場への出荷の管理        2．医薬品の貯蔵等の管理
3．文書及び記録の管理        4．医薬品流通の品質
5．庫内作業と保管の品質向上  6．医薬品の輸送品質向上のために
7．輸送環境の実態およびその向上
8．諸外国における医薬品輸送の規制等・医薬品の流通事故
9．回収事例から学ぶ

＜倉庫管理のポイント＞
●倉庫内の温度管理、温度マッピング規制・ガイダンスの詳細！マッピング実施例も！
●防虫・防鼠管理・・国内外の取組み状況。「集めない」「入れない」「発生させない」方法とは？
●医薬品保管倉庫における清掃・・目的・清掃管理に関する書類作成のポイント！汚染とその対策とは？

＜GDP監査リスト＞
●日米欧での法規制の解説！
●規制当局の査察動向、事例を紹介！
●監査チェックリスト
　GDP Audit Guideにて紹介されている事項を中心に、筆者の経験を加えて監査ポイント！
　査察を受ける際の準備状況のチェックリストとしても活用して下さい！

＜倉庫・保管室等の指摘事項＞
●GMP適合性調査（査察）方法とは？
●保管区域における指摘事項！
●倉庫・保管室等の留意事項（自己点検）など！

＜物流センターにおける品質管理とGDP＞
●GDPおよびGSPの観点からみた物流センターにおける品質管理とは？
●組織・従業員・品質システム・設備・トレーサビリティー・入荷作業・保管倉庫
　出荷作業・輸送等項目ごとにポイントを解説！
●最新のJGSPの概要運用事例・・アルフレッサにおける運用と事例を紹介！

＜倉庫作業員教育とヒューマンエラー改善＞
●作業員の意識改革（GDPという概念の浸透など）
●衛生管理、表示と記録の留意点とは？
●逸脱への対応

～GDP、PIC/S GMP、GMP適合性調査をふまえた～

医薬品倉庫管理と物流・輸送品質の留意点

＜GDP概要＞
●医薬品の品質保証とGDP・・グローバル化とGDP、流通における品質に対するリスク回避とGDPとは？
●サプライチェーン管理の現状、物流における品質保持、卸業者における流通と品質管理とは？

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
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◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
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超小型ＥＶ
～制度・インフラの整備、開発動向と新市場の開拓～

2012年、国土交通省が「超小型車モビリティ導入に向けたガイドライン」を発表

2013年、「公道走行を可能とする認定制度」や「自治体や企業に対して半額を補助する制度」が開始

カー・メーカーをはじめ、中小企業・ベンチャーまで、各分野の新ビジネスへの期待がで高まっている！

松村　修二　 群馬大学　

星　　明彦　 国土交通省　

村木　謙吾　 東京電力　

須田　義大　 東京大学

青木新二郎　 パーク２４

松尾　龍馬　 リーボ　

松下　　宏　 自動車ジャーナリスト

大塚　幸男　 高知工科大学

小野田弘士　 早稲田大学

近藤　康弘　 ＡＺＡＰＡ

岡田　　実　 京都ＥＶ開発

芹田　慶人　 コボット

福田　雅敏　 東京アールアンドデー

邉　　吾一　 日本大学

一ノ倉　理　 東北大学

生野　岳志　 明和製作所

松尾　　博　 マイクロ・ビークル・ラボ

三田　誠一　 豊田工業大学

米陀　佳祐　 豊田工業大学

菅沼　直樹　 金沢大学

古川　　治　 オズコーポレーション

鈴木　桂輔　 香川大学

中田　　寛　 香川大学

齋藤　貴成　 野村総合研究所　

黒岩　隆之　 JTBコーポレートセールス

● ●
◇ ◇

◆ 制度・インフラの整備 → 課題は何か？これからどうなるのか？ 

　　　　　急速充電　ＩＴＳ　カーシェアリング　駐車場活用

◇ 開発動向 → 各社の取り組みから見えてくる新市場の可能性

　　　　　ベンチャーから大学まで、活発な取り組みをウォッチ
　　　　　 自動車メーカー超小型ＥＶの試乗レポート

◆ 設計・製造 → 商品企画から生産までのフローを把握する

　　　　　 デザイン　レイアウト　法規確認　ブレーキ性能　ボディ作製…ect

◇ モータ・二次電池 → コスト、性能を考える

　　     　ＳＲモータ、インホイール、リチウムイオンニ次電池

◆ 自立運動制御 → より安全・快適な走行へ向けた技術展開

　　　　　 運転支援技術、オンボードセンシング

◇ コンバートＥＶ → ＥＶ事業へ参入するために、知っておきたい具体的な手順

　　　　 　開発手法から、部品の選定、調達法、評価、ナンバープレート取得まで

◆ マーケット動向 → 普及へ向けた条件や、新しいビジネスへのヒント

　　　     高齢化社会、環境ビジネス、地域との連携、観光にみるＥＶの活用

最新動向
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製薬用水とその管理
  野村マイクロサイエンス(株）　

  布目技術士事務所　　　　　　
＜著者＞

＜こんなことが理解できます＞

〇製薬用水と水質管理の「きほん」
〇水に含まれる不純物
〇水処理基礎として、ろ過・膜分離・蒸留器
〇汚染防止とリスク管理
〇デッドレグの物語
○製薬用水へ要求されるもの
〇原水の選択と前処理
○精製水・注射用水の製造
○貯槽と配管

＜本書のポイント＞
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●製薬用水の全てが理解できる！

〇水質検査から水質測定への流れ
○USPの大きな改正
○JP16改正の骨子
○導電率測定
○TOC測定
○バリデーション
○水システムとCSV
○注射用水製造フローの変遷
○精製水装置のケーススタディ

○ＲＯ膜とＵＦ膜比較
○細菌管理と生菌数試験法と無菌試験法
○蒸留器のチャレンジテスト結果
○実稼動装置の水質調査例
○ＧＭＰと国際調和
○PIC/S加盟後の方向性
○３極調和とWFI製造方法の差異  

　本書では、「製薬用水とは何か？」について、製薬用水へ求められるもの、製薬用水の製造法、製薬用水システムの管理について

大事なこと、製薬用水に関して今何が問題なのか？製薬用水に関する、すべての情報を、整理してゆきます。

第1章 はじめに製薬用水を知ろう
1. 製薬用水って何？/精製水/純水と超純水
2. 何が不純物なのか？不純物とは/原水中の不純物とは?
3. 水質管理とは/品質管理と水質管理
      　
第2章 水処理はろ過から始まった
1. ろ過について/種類/洗浄/外部洗浄式ろ過器/通水速度とろ材
2. 膜分離について/膜分離と問題点/ろ過膜のタイプ
3. 蒸留って何？/分離器として蒸留器/蒸留器の構成
    
第3章 汚染防止とリスク管理
1. 製薬用水で大事なこと
2. 製薬用水のリスク管理
3. 汚染要因について/原水由来/装置由来/外部由来

第4章 デッドレグって何？
1. デッドレグその1/無菌管理対象水ラインへの査察
2. デッドレグその2/6dから1.5dへ/WHO GMP Annex3 の記述
3. デッドレグその3/ISPE BaselineR Guides の記述

第5章 原水の選択と製薬用水への要求水質
1. 常水と原水選択/水道法と水質基準/水道法50項目内容について
   従来純度試験項目との比較/井戸水選・水道水選択の対応
2. 製薬用水への要求水質
   注射用水・精製水・水システムへ求められるもの

第6章 精製水システムの構成としくみ
1. 水システムの構成と前処理について/前処理について
2. 精製水装置の構成単位機器/イオン交換樹脂/RO(逆浸透)
   
第7章 注射用水の製造
1. 蒸留器/注射用水製造用蒸留器とそのリスク
   分離器としての機能/蒸留器の役割/蒸留器の構成と汚染ポイント
2. 超ろ過について/注射用水製造と膜利用
   　
第8章 貯槽と配管
1. 貯槽/製薬用水と貯槽/貯槽設置の目的/貯槽容量の決定
   貯槽の汚染要因/貯槽の材質/貯槽の構造・条件/貯槽の失敗例
2. 配管/配管素材/用途毎の配管/配管の条件/配管の失敗例

第9章 水質検査から水質測定へ
1. USPのおおきな改訂
2. JP16改正骨子/JP16改正内容
　
第10章 導電率測定
1. 導電率測定/導電率とは？/導電率計の使い方
   一律管理の利点と危険

第11章 TOC測定
1. TOC測定への一般概念/TOCとは何か/水源の有機汚染指標
2. 製薬用水のTOC測定/製薬用水と不純物/水質管理

第12章 バリデーション
1. バリデーションの考え方/用語/GMPと水システム
2. 水システムとCSV/新ガイドラインへの経緯・目的
 　
第13章 単位機器フローの変遷とケーススタディ
1. 注射用水製造フローの変遷
2. 精製水装置のケーススタディ/殺菌方法/設備費と運転費用について
3. RO膜とUF膜比較/無菌化技術/膜法の役目と捕捉微生物排除法
 　
第14章 細菌管理と無菌試験
 精製水の細菌管理と必要性/殺滅方法と装置毎の対応殺  
 生菌数測定/無菌試験法・無菌保証・パラメトリックリリース
 エンドトキシン試験法/注射用水の無菌維持管理と汚染防止
　
第15章 蒸留器のチャレンジテスト結果
1. テスト目的/方法/結果/考察/結論

第16章 実稼動装置の水質調査例
1. サンプリングポイント  2. 水質分析項目
3. 膜処理水と蒸留水の水質

第17章 製薬用水GMPと査察対応
1. GMPと国際調和
2. PIC/S加盟後の方向性
3. 3極調和とWFI製造方法の差異
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
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実務における官能評価の留意点
～試験計画・パネル管理・用語選択・データ解析・事例～

第1章　官能評価の概要
 1.官能評価の定義と目的  2.官能評価の標準化への動き
 3.官能評価の実験で大切なこと 4.味わい方
 5.パネル 6.パネル管理 7.ことば(評価用語)
 8.試料の評価法 9.評価の妥当性
 10.マーケティングの知識と官能評価の学び
第2章　様々な官能評価手法の特徴とその選択
 1.分析評価型官能評価法と嗜好方官能評価法の違いについて
 2.試験法について
 3.生理学的方法について
第3章　官能評価における被験者選択、管理について
 1.試験実施に影響する課題について
 2.被験者の選出における集落化、層別という２つの考え方
 3.被験者の特性の違いによる評価試験への影響について
 4.評価基準作りについて
 5.美白化粧料評価の為の被験者選択について
第4章　官能評価試験計画のポイント
 1.官能評価試験計画   2.官能評価試験の留意点
第5章　官能評価における評価用語選択と評価実施時の留意点
 1.官能評価のプロセス
 2.評価用後の設計
 3.官能評価実施の留意点(バラツキを少なくするポイント)　　　　
第6章　官能データの分析・解析のポイント
 1.官能評価データ解析における統計用語および必要な知識
 2.Excelを利用したデータの解析方法
第7章　品質管理と外観検査
 1.外観検査の課題と品質管理の役割
 2.外観検査におけるバラツキの問題と対処
 3.外観検査院の教育・訓練　
第8章　官能評価と機器分析データの考え方
 第1節機器使用者の考え
  1.官能評価と機器分析それぞれの特徴
  2.機器部分席データをとる目的
  3.官能評価と機器分析のデータを使う上での注意点
  4.事例紹介
 第2節　機器メーカー編
  1.成分量と感覚量をつなげる検知閾値
  2.においの強度を機器分析と合わせ込む
  3.においの質
  4.検知閾値、弁別閾値を簡易に短時間で測定する方法の提案
 

第9章　マーケティングと官能評価の考え方と商品開発への応用
 1.マーケティングと食品品質(Eating Quality)
 2.マーケティングにおける官能評価
 3.商品開発への応用
第10章官能評価の事例
 第1節　食品における官能評価の実施事例について
  1.食品の官能評価の特徴について
  2.食品の官能評価とパネルの訓練(記述的評価法について)
  3.食品の官能評価と順序効果(シェッフェの一対比較法について)
  4.食品の官能評価と租借中の変化(ＴＩ法について)
 第2節　男性化粧品のフレグランス
  1.方法
  2.結果・考察     
 第3節　香り評価における官能評価実施事例
  1.紅茶葉の種類別の官能評価
  2.コーヒー豆の焙煎度違いの官能評価
 第4節　医薬品開発における官能評価
  1.官能評価の基礎(基準物質の味の強度の数値化)　
  2.薬物の苦味の評価
  3.製剤の苦味の評価
 第5節　口臭における官能評価事例について
  1.背景
  2.官能検査の具体的手法
  3.口臭データの解析
  4.考察
 第6節　手触りにおける官能評価の実施事例
  1.モノの手触りの評価方法
  2.水の手触りの官能評価
  3.皮膚の食感の官能評価
  4.化粧用スポンジの食感の官能評価
  5.石けんで洗った皮膚の食感の官能評価
 第7節　においの感じ方に及ぼす色をになう材料と色の影響
  1.官能評価法の手順 2.官能評価の実際
　3.においの感じ方に及ぼす色を担う材料と色の影響
第11章　官能評価における特許の現状と問題点
  1.特許出願での発明の技術的効果
  2.特許での官能評価利用の状況
  3.官能評価の問題点
  4.特許での官能評価使用の注意点
  5.まとめ 
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人工光合成の最新の要素技術および一連のシステムに関する研究に加え、

発電・水素利用・有機物合成に関わる技術展開・周辺技術までをも集成。

「どのように活用できるか」、人工光合成の実用化と将来性・発展性を見据えるための1冊。

第7節 金属錯体を用いた水の酸化触媒の創製と人工光合成への挑戦
第8節 人工光合成における計算科学の貢献
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第2節 ルテニウムポリピリジル錯体触媒によるCO2還元反応と人工光合成への応用
第3節　二酸化炭素の還元・資源化に向けた複合酸化物半導体光触媒材料の構築
第4章 人工光合成システムの開発
第1節 人工光合成システムの構築
第2節 窒化物半導体および金属触媒を用いた人工光合成システム
第3節 半導体と金属錯体から構成されたCO2還元光触媒による人工光合成システム
第5章 人工光合成を用いた発電技術・エネルギーの利用技術
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●鈴木 登美子((株)豊田中央研究所)
●諸岡 正浩(ソニー(株))
●野田 和宏(ソニー(株))
●宮坂 力(桐蔭横浜大学)
●石井 あゆみ(桐蔭横浜大学)
●伊田 進太郎(九州大学)
●石原 達己(九州大学)
●三澤 弘明(北海道大学)
●荒川 裕則(東京理科大学)
●山方 啓(豊田工業大学)
●大森 隆(京都産業大学)
●天尾 豊(大分大学)
●伊原 正喜(信州大学)
●河野 祐介(信州大学)

＜動向と指針＞

・他のエネルギー技術との差異と人工光合成の課題とは？

・天然の光合成からわかる人工光合成を設計するための指針とは？

＜要素技術＞

●水の分解および水素・酸素の発生（明反応）

・光捕集系⇒集光アンテナ系

　・天然の光合成反応中心モデル化合物の開発状況は？

　・構築事例：クロロフィルの自己会合体／自己組織化ポルフィリン

・電荷分離系・水の酸化還元系⇒触媒反応の各種事例

　・可視光応答型・多電子移動触媒および酸素発生触媒　・酸化物半導体光電極およびレドックス光触媒反応

　・オキシナイトライド系光触媒　・金属錯体を用いた水の酸化触媒

・計算科学の利用…第一原理計算を用いた人工光合成技術の設計･探索例

●CO2固定化･還元および有機物の合成技術（暗反応）

・分子および半導体光触媒／錯体触媒／※複合酸化物半導体光触媒によるCO2還元反応

＜システム＞

・人工光合成システムの設計のポイントとは？　・企業での開発事例：パナソニック／豊田中央研究所

＜技術展開・周辺技術＞

●発電・電池関連技術

・光合成を模した色素増感太陽電池とその信頼性　・色素増感＋有機薄膜⇒ハイブリッド太陽電池

・光エネルギー変換素子と光電池の開発　・可視・近赤外局在プラズモンの人工光合成への利用

●水素貯蔵・利用技術

・人工光合成燃料電池　・ソーラー・ハイドロジェン（酸化物半導体光電極触媒×色素増感太陽電池）

・光励起キャリアーの動きから見る水分解光触媒と水素貯蔵　・太陽光水電解水素製造システム

●有機物の合成・利用…自然の光合成も用いて

・ハイブリット型人工光合成⇒ギ酸・メタノール燃料への変換

・光合成の改造による光駆動水素発生複合体・糖分泌生産系の設計
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＜新ガイダンス対応＞

医療機器の生物学的安全性試験

財団法人 日本食品分析センター 安全性試験部長 獣医学博士 勝田 真一　先生＜著者＞

＜こんなことが理解できます＞

○医療機器GLPの概要
○試験委託者としての立場、責務、注意点
○毒性学の基本的な考え方   ・ガイダンスに挙げられた各試験法の概要と解説
○ISO 10993シリーズなどの関連試験法との相違点
○各試験法における試験結果の読み方  

　2012年3月に医療機器の生物学的安全性に関する通知が発出され、基本的考え方及び生物学的安全性試験のガイダンスが新たになりました。

　本書には医療機器GLPの概要、新たなガイダンスに対応した生物学的安全性試験の各試験方法の解説、結果の解釈、陽性となったときに検討すべき

事項、リスク評価の考え方が解説されており、加えて補足的な試験法の概要や生物学的安全性試験をサポートする化学分析法が紹介されています。

　医療機器の生物学的安全性を委託される立場のどちらかというと専門家ではない方や自ら実施する方を対象とした、医療機器の生物学的安全性試験の

ノウハウが網羅された国内では類をみない書籍です。

＜本書のポイント＞

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
 
○各試験法について結果が陽性になった場合の対応
○各試験法についてリスク評価の考え方     
○補足的な試験法の概要     
○生物学的安全性に役立つ化学分析法の概要

第1章 医療機器GLPとその概要

 1．GLPシステムとは

 2．医療機器GLPの適用/適用範囲、適用試験

    医療機器GLPの被験物質/海外ラボの利用

    試験委託者(スポンサー)

 3. 医療機器GLPの職員及び組織/組織/運営管理者

    試験責任者/信頼性保証部門

 4. 医療機器GLPの試験施設及び機器

    ハードウエアとソフトウエアの概要/施設・設備/機器

 5. 標準操作手順書(SOP)

 6. 被験物質の取り扱い

 7. 試験計画書、試験の実施及び報告/試験計画書

    試験実施/最終報告書/資料の保存

 8. 医療機器GLPの調査

第2章 生物学的安全性の考え方

 1. 歴史的経緯

 2. リスク評価/リスクとハザード

    用量－反応関係

  

 

第4章 補足的な生物学的安全性試験
 1. 試験の必要性
 2. 慢性毒性試験
 3. 発がん性試験
 4. 生体内分解性試験
 5. トキシコキネティクス
 6. 免疫毒性
 7. 生殖／発生毒性

第5章 生物学的安全性評価に役立つ化学分析法
 1. 化学分析を用いたサポート
 2. 溶出物試験/目的/分析法の概要
    生物学的安全性評価への利用
 3. 高速液体クロマトグラフィー
 4. ガスクロマトグラフィー
 5. 赤外吸収分析
 6. 元素分析/分析の目的/分析の概要と利用
 7. 有機体(態)炭素分析
 8. 化学物質の構造解析

第6章 再生医療に関する医療機器の生物学的安全性
 1. 法規制
 2. 生物学的安全性の考え方

 3. 医療機器の生物学安全性試験の選択

  　試験を実施するまでに考えるべきこと

    生物学的安全性試験の選択

 4. 試験試料の選択

第3章 生物学的安全性試験

 1. 試験の成り立ちと試験系

 2. 細胞毒性試験

 3. 感作性試験

 4. 遺伝毒性試験

 5. 埋植試験

 6. 刺激性試験

 7. 全身毒性試験

 8. 発熱性物質試験

 9. 血液適合性試験

    試験の目的/No.36ガイドラインからの変更点

    ISO 10993シリーズなどの試験法との比較

    試験方法の概要/結果の読み方と解釈

    陽性となった場合に検討すべきこと

    リスク評価の進め方

●ノウハウが網羅された類をみない書籍！

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
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　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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■米国FDAはPIC/Sから加盟承認を取得！ついに日本もPIC/S加盟申請！グロ－バルスタンダードになりつつある、PIC/S GMP！

■CGMP、ICH-Qトリオ等の含めて、取り組むべき留意点について解説！

グローバルGMPへの対応と品質保証
発刊：2013年2月　　定価：38,000円 + 税　　体裁：Ｂ５判 ソフトカバー 165頁

●坂本 知昭（国立医薬品食品衛生研究所） ●野村 章（QAアドバイザー）●宮木 晃（上武大学） ●若山 義兼（高槻医薬品GMP／食品リサーチ）

●長谷川 弘和（マイラン製薬(株))●新井 一彦(日本ジェネリック(株))●古澤 久仁彦(テバ製薬(株))●杉本 隆之((株）ソアズ） 

●大槻 宣道（マルホ(株))

第1章 グローバル化するGMPと品質保証

 1．グローバル化と医薬品の品質評価

 2．GMPのグローバル化とGMP監視及び管理運用における課題

　  医薬品のサプライチェーンのグローバル化と

    複雑化に対するPIC/S加盟の必要性

    国際標準のGMP体制の国内導入に向けた取り組み

 3．品質保証体制のグローバル化に伴うGMPにおける

    技術的課題

第2章 CGMP概要および日米の比較

 1．CGMP規制の理解および最新動向

 2．日米のGMPの相違点

 

第3章 FDA査察への対応と留意点およびJ-GMPとの相違点　

 1．FDA査察の動向

 2．指摘事項と対策の検討

 3．FDA査察およびPMDA査察の比較

 4．PIC/S加盟に伴い、FDA査察はどのように変化するのか？

第4章 PIC/S GMPガイド概要

 1．EU GMPとPIC/S GMPガイドとの関係

 2．GMP省令とPIC/S GMPとの相違点

 3．アネックス8 「原料及び包材のサンプリング」

 4．アネックス17「パラメトリックリリース」

 5．アネックス19「参考品及び保存サンプル」

 6．PIC/S加盟による実務へのインパクト

第5章 PIC/S GMPガイドラインに対応した文書管理

 1．PIC/S 加盟申請及びPIC/S GMPガイドラインの意義

    PIC/S 加盟申請の動向/意義

 2．我が国における法規制上及び適合性調査のおける

    PIC/S GMPガイドラインの取り扱い

　  PIC/Sガイドラインとの比較分析に基づく

    国内ガイドラインの整備

 3．文書・記録管理の意義

 4．PIC/S GMPガイドラインが要求している文書・

    記録の管理の基本事項(全般事項)

4.1　品質保証マネジメント

　4.2　医薬品GMP

　4.3　品質管理

　4.4　製品品質の照査

　4.5　品質リスクマネジメント

　4.6　文書化された手順書

　4.7　その他の手順書

　4.8　製品製造に係る技術文書

　　4.8.1　規格書

　　4.8.2　製造作業および包装作業を記述した文書

　　4.8.3　手順書

　4.9　PIC/S GMPガイドラインが要求している記録類

　4.10　その他の文書化すべき事項

5．文書・記録類の一般的な管理事項の留意点

6．GMP文書の階層的文書体系

第6章 PIC/S GMP対応におけるSMFの具体的記載方法

（2011年5月発刊書籍から一部加筆）

 1．薬事法について

 2．PMDAにおけるGMP関連調査業務（医薬品）

 3．海外製造所の認定についての留意点及び状況

 4．サイトマスターファイルの作成要領・作成例

第7章 PIC/S GMPに基づく自己点検･監査

 1．PIC/S GMPの要求事項

　  マネジメントの役割と責任

　  変更マネジメントシステム

　  是正措置および予防措置(CAPA)システム

　  医薬品品質システムのマネジメントレビュー

　  年次製品レビュー/ナレッジマネジメント

　  リスクマネジメント/倉庫、物流管理（GDP）

2．自己点検･監査に関する3極GMP規定

　 GMP省令/EU GMP/cGMP

3．自己点検の項目

　3.1　内部監査あるいは自己点検

　3.2　年次製品レビューを活用した監査実施

　3.3　自己点検による手順確認の例

4．PIC/Sに対応した自己点検システム構築の留意点

　 品質システムの継続的改善

   リソースの確保にかかる見直し

5．自己点検の具体的方法

   経営層の責務/リソース

   製品品質のモニタリング

　 定期レビューおよび継続的改善

　 施設に関する当局指摘を踏まえた自己点検法

第8章 PIC/S加盟を見据えた作業員の指導・教育のポイント

 1．日本が、PIC/Sに加盟することの意義を教育すること

 2．J-GMPとの相違点、PIC/Sの着目点を意識した教育とは？

 3．行政査察は、どう変わるか？を教育すること

　  GMP調査員の資格要件を知ること

　  GMP調査員に求められる知識を知ること

　  都道府県とPMDAの連携状況を知ること

    動向予想を教育すること

第9章 PIC/Sの流れで変わる査察の事前準備・対応のポイント

 1．PIC/S GMPの基本

 2．Riskの考え方

 3．PIC/S guideline　での監査の実施の方針

 4．Risk baseバリデーション

第10章 グローバルスタンダード対応のための

       CSV実施の留意点

 1．グローバルCSV規制の動向

 2．FDA査察動向とPart11査察

 3．ANNEX11概要とPIC/S/原則の部分の記述

 4．PIC/Sの影響を考慮したCSVガイドライン対策

　

第11章 ICH-Qトリオへの取組み　

  ICH-Qトリオのガイドライン概要

  ICH-QトリオのGMP運用について

  ICH Qトリオの有用性

  ICH Qトリオに対する当局の対応

  ICHガイドライン、PIC/S GMPの相互関係 

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
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◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

グローバルGMPへの対応と品質保証　書籍

書籍名 【BA130203】



★合わせて100枚以上の図や写真を用いてPET樹脂およびPETボトルの最新動向を解説。

。
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★詳細は、ホームページをご覧ください！www.johokiko.co.jp/publishing/BA130202.php

 PET樹脂のフィルム特性およびPETボトル製造法・適用例

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
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　FAX:03-5740-8766まで！
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・メガソーラーの維持管理/メンテナンスの必要性は？
　　⇒メンテナンス方法の概略、システムのモニタリングと故障診断
・実際のメガソーラーの運用に向けた取り組みを知りたい
　　⇒国内の北杜・稚内での出力安定化に向けた取り組み、雪国での運用状況と降雪の影響、
　　　自治体のメガソーラーへの取り組み、農業との連携の模索、
　　　海外各国(ドイツ･アメリカ･ウクライナ･中国･ギリシャ等)の取り組み事例を集成

＜参入・
　施工のツボ＞

・日本・世界のメガソーラー導入状況と、今後の普及に向けた課題とは？
　　⇒全量買取制度の影響、各装置の長期信頼性、系統連系の諸問題など
・固定価格買取制度(FIT)の世界における動向と、日本における現状と今後は？
　　⇒ドイツ・スペイン・途上国/新興国の現況を踏まえて
・スマートグリッド・マイクログリッドに対するメガソーラーの期待と課題とは？
　　⇒発電電力予測値の不確実性への対処に加え、電力系統の最適運用例も
・コストダウンを見据えたメガソーラー事業のビジネスモデルとは？
　　⇒事業収支・コスト計算の各例と収益最大化のためのビジネスモデルに加え、
　　　屋根を用いた分散型のメガソーラーについても検討
・メガソーラーの設置・配置の流れは？
　　⇒用地選定･決定から売電までの留意点、さらに小規模のメガソーラーの場合も
・メガソーラーに関わる法規制はどんなもの？
　　⇒太陽電池を主として、設計･製造･施工･検査･計測･保守に関する法規制･規格を列挙
・国や自治体からの補助金は？
　　⇒情報入手方法から研究開発・設備導入に関する公募例、申請手続きの実際まで

＜要素技術・
　系統連系の
　ツボ＞

・メガソーラーに用いる太陽電池の効率を向上するにはどうする？
　　⇒安全性･信頼性の要求事項に加え、コーティング･集光型の利用他の高効率化･耐候性向上技術など
・蓄電池を用いた、メガソーラー発電電力の変動抑制方法とは？
　　⇒必要な制御性能および、リチウム電池/NAS電池を使ったシステム事例
・パワコンとエネルギーマネージメントに関わるポイントは？
　　⇒パワーコンディショナーの要求特性、設置パターンと電磁ノイズの影響、さらに接続箱と回路設計まで
・電力網への接続と系統連系の課題とは？
　　⇒ガイドラインの基本事項、連係用件、各装置･回路設備の影響、等…
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第1節 各種規格や工場調査から見たメガソーラー用太陽電池の要求事項と評価
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第2項 集光型太陽光発電の追尾架台とシステム構成及びメガソーラーへの適用
第3項 フレネルレンズのメガソーラーへの利用検討と集光効率化技術
第3節 有機系太陽電池のメガソーラーに向けた可能性～有機薄膜・色素増感～
第10章 各種蓄電池のメガソーラーへの適用とその可能性
第1節 蓄電池を用いたメガソーラーの変動抑制技術および蓄電池の要求特性
第2節 リチウムイオン電池のメガソーラーへの適用
第3節 NAS電池のメガソーラーへの適用
第11章 メガソーラー用EMC/EMS関連機器に求められる性能と関連要素技術
第1節 メガソーラー用パワーコンディショナー/PCSの要求特性と系統連系への課題
第2節 メガソーラー用パワーコンディショナーの設置パターン
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第12章 メガソーラーに関する系統連系
第1節 メガソーラーの電力網への接続
第2節 メガソーラーの各種装置と系統連系
第3節 FITへの対応を踏まえたメガソーラーの系統連系
第13章 メガソーラーの維持管理・メンテナンス
第1節 メガソーラーメンテナンスの必要性と方法
第2節 メガソーラーのモニタリングと故障診断
第14章 メガソーラーの導入･運用に向けた取り組み事例と評価
第1節 国内のメガソーラー導入・運用に向けた取り組みおよびその評価
第1項 北杜サイトにおけるメガソーラーの運用状況とその評価
第2項 稚内サイトにおける蓄電池を用いたメガソーラーの出力安定化技術
第3項　新潟雪国型メガソーラーにおけるメガソーラーの運用状況とその評価
第4項 太田市における太陽光発電の取り組み
第5項 農商工連携におけるメガソーラー導入の試み
第2節 海外のメガソーラー導入・運用状況およびその事例・評価

「全量買取制度の今後はどうなる？」「施工にはどんな手続きが必要？」「発電出力/電力供給安定化に向けた課題とは？」

導入までのコスト計算・ビジネスモデルから、太陽電池・パワコン・蓄電池や系統連系他の要素技術、運用事例･メンテナンスまで

メガソーラー・産業用太陽光発電事業への参入・導入とその将来までをも見据えた1冊。
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中国製造所への医薬品製造委託・監査・バリデーション実施および

海外からの輸入・調達時のポイント

●新井　一彦（日本ジェネリック（株)）●宮木　晃（上武大学）●岡本　真人（帝人ファーマ(株))　　　　　　

●丸橋　和夫((株)エースジャパン）●扶川　直人（蘇州大塚製薬有限公司）

◎新版GMPの影響とは？
◎中国製造所におけるGMP監査実施・・・中国GMPを理解し、J-GMPとの相違を理解、J-GMPの要求度を説明することの必要性！
                                                           外国製造所認定とGMP適合性調査とは？
◎中国におけるGMP認証制度とは？
◎製造委託の場合、バリデーションの法規制、中国の風土・文化を考慮、基本的な留意点、具体的な個別のバリデーションの留意点とは？
◎技術移転、委託製造に関する法規制・問題点を解説！
◎技術移転・製造アウトソージングにおける留意点とは？
◎海外から原材料輸入・機械機器調達のポイントとは？
◎設備機器バリデーションについて解説！

★中国新版GMPの影響、中国製造所におけるGMP監査、委託製造におけるバリデーションにおける規制要件なども解説！

第1章　中国製造所におけるGMP監査実施と留意点

1．中国の医薬品製造所の現状

　1.1　現状と問題点

　1.2　新版GMP（2010）施行

　1.3　新版GMP（2010）の影響

2．中国におけるGMP認証制度

　2.1　GMP認証対象と期限

　2.2　『薬品GMP認証検査評定標準』の公布に関する通知

     （国食薬監安[2007]648号） 

　2.3　薬品GMP検査のポイント

3．外国製造所認定とGMP適合性調査

　3.1　外国製造所認定

　3.2　原薬等登録原簿（マスターファイル）制度

　3.3　GMP適合性調査

　3.4　MF登録、GMP適合性調査と認定との関連づけ

4．GQP取決め

5．品質監査の申し入れと監査の準備

6．スケジューリングの考え方と事前準備の重要性

7．プラントツアーの重要性

8．チェックリストの重要性

9．監査時の留意点

10．PMDAによるGMP調査に適合させるために

　 模擬査察のポイント/査察に適合するための準備

第2章 中国製造所査察経験からトピックと事例・査察対応　　　　

1．GMP海外監査の重要点

2．GMP調査の実績等について

3．日本当局のGMP適合性調査について

4．中国におけるＧＭＰ許可状況

5．中国の製造所の選び方  

6．取り決め書について

7．中国の製造所での実地調査実施上の留意点

第3章 中国企業のバリデーション実施の実際
1．バリデーションにおける規制要件とガイドライン
　1.1　中国の現状
　　   全般/1998年版中国GMP/2011年版中国GMP
　1.2　適用すべき規制要件
　　   全般/PIC/SのGMPへの適合/日本のGMPへの適合
　1.3　要求されるバリデーション
　　1.3.1　全般
　　1.3.2　バリデーション（狭義）
　　1.3.3　クオリフィケーション
2．バリデーションの計画から実施までの留意点
　2.1　事前統制
　　2.2.1　バリデーション実施範囲の明確化
　　2.2.2　バリデーション組織体制の確立
　　2.1.3　バリデーションマスタープランの作成
　2.2　計画・実施
　　2.2.1　バリデーション手順書の確認
　　2.2.2　バリデーション計画書作成
　　2.2.3　バリデーション報告書作成
　2.3　事後統制
3．バリデーションの具体的実施方法
　3.1　クオリフィケーション
　　3.1.1　DQ
　　3.1.2　IQ/OQ
　　3.1.3　PQ
　3.2　分析方法バリデーション
　3.3　洗浄方法バリデーション
　　3.3.1　全般
　　3.3.2　対象設備
　　3.3.3　洗浄方法
　　3.3.4　評価方法・評価基準
　　3.3.5　フォローアップ
　3.4　コンピュータバリデーション
　3.5　実生産規模の確認 

 

第4章　生産移管、製造アウトソーシングの留意点　
1．技術移転、委託製造に関する法規制・問題点
　1.1　医薬品の製造販売・製造（輸入）について
　1.2　製造業者等との取決め
     （GQP省令 (平成16年9月22日厚生労働省令第136号) 第7条）
　1.3　外部の試験検査機関
　1.4　その他
2．技術移転・製造アウトソーシングにおける留意点
　2.1　移転先の選定/トラブルの例
　2.2　自社技術のチェック
　2.3　委託先製造所の調査/海外製造所におけるGMP適合性調査事例
　2.4　安全面、環境面の評価

第5章　原料材料輸入・機械機器調達のポイント　　  
1．輸入設備の調達について
 (1) 輸入設備の輸送について        
 (2) 輸入設備機器の選定
 (3) 輸入設備に対する課税について  
 (4) 中国の外貨管理
 (5) 通関対応の一般的な事例
2．国産設備の調達について
 (1) 国産設備の判断基準           
 (2) 契約について
3．輸入原薬の調達について
 (1)手続き
 (2)申請条件
 (3)申請の流れ
 (4)登録資料の審査
 (5) 許可書の発行
4．化学薬品の調達及び管理について
 (1) 危険化学品に該当する化学品とは
 (2) 易制毒品（容易に毒品に化合できる化学品）とは
5. 設備機器のバリデーションについて
 (1) 校正
 (2) バリデーション

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
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◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
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今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp
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★洗浄バリデーション関連業務において、何をどのタイミングで実施すべかを理解する一助になる。
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-日米欧3極における対応・関連設備対応・実務ポイント・書類作成事例・Ｑ＆Ａ-

                  洗浄バリデーション

●執筆者 NPO法人医薬品・食品品質保証支援センター（略称：NPO-QAセンター） 

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事 　高木　肇 先生　

     本書は洗浄バリデーション関連業務を網羅しており、自分の所属する部署が何をどのタイミングで実施すべか

  を理解する一助になるであろう。また、洗浄バリデーションは交叉汚染の一対策であってすべてではない。

  しかし、正しい洗浄バリデーションの理解と実施は、交叉汚染対策全体に目を見開く一助になる。

　　本書は、洗浄バリデーションの正しい理解を通して、製造所の交叉汚染対策がより確実なものになることも

  意図して書いたものでもある。(著者まえがきより)

＜著者より＞

◎洗浄バリデーション実施計画書・実施報告書の記載例も付録として掲載！

◎実務者からの洗浄バリデーションに関する疑問もＱ＆Ａの形式で解説。 

1.洗浄バリデーションの目的
　
2.バリデーションの概要 

3.洗浄バリデーション関連の国内法規・ガイドライン

4.米国の洗浄バリデーション関連法規・ガイドライン

5.EUの洗浄バリデーション規定

6.三極の法規・ガイドラインが求める洗浄バリデーションの概要

7.洗浄バリデーション関連文書

8.洗浄バリデーション業務の担当と責任

9.洗浄対象物(指標成分)

10.洗浄剤の選定

11.殺菌方法の選定

12.洗浄水の影響

13.洗浄方法

14.洗浄バリデーションの種類

15.設備・機器の設計

16.設備適格性確認

17.定期的な再バリデーション　

18.変更時の再バリデーション

　19.工程管理の定期照査

　20.コンカレントバリデーション

　21.残留許容値の設定

　22.サンプリング方法

　23.スワブ材とスワブ溶剤

　24.スワッブ操作

　25.サンプリングポイントの選定と根拠例

　26.スワブ回収率試験

　27.接薬表面積の算出

　28.分析方法

　29.分析機器のバリデーション

　30.洗浄バリデーションと教育訓練

　31.治験薬における洗浄バリデーション

　32.変更管理

　33.逸脱管理

　34.査察対応

　35.洗浄バリデーションにおけるQ&Aについて

　36.付録

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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山本　毅

欧州化学物質法規制ガイドブック
　　　  ～REACH/CLP/関連欧州法規制～ 

執筆者

日本企業がなすべきREACH関連対応を完全網羅！他にはない資料集

　　

ご略歴　昭和　52年　東京大学薬学部　卒業　小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ)入社　
　　　　平成　 4年　同社環境安全推進室にて化学物質管理業務として、
　　　　　　　　　　GLP試験施設(化審法・安衛法)における試験責任者及びQAとして安全性試験評価、
　　　　　　　　　　新規化学物質届出(国内、海外)業務、MSDS作成、化学物質規制及びリスクアセスメントを担当
　　　　平成　15年　コニカ、ミノルタ統合後の分社化に伴い、コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社にて、
　　　　　　　　　　国内・海外の化学物質規制、環境法規制を担当　
ご専門　化学品規制(国内、海外の化学物質規制、製品規制等)、特に化審法、TSCA、REACH、CLP規則及びMSDS関連など
今までの主な活動：アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)　AIS標準化委員会委員
　　　　　　　　　　　日本機械輸出組合　基準認証委員会委員　JAMP　国際化企画実行委員会委員　等　ご歴任　　
　　　　　　　　　　　その他学会誌等投稿・発表など多数

詳細な内容はHPを御確認ください→「欧州化学物質法規制ガイドブック」で検索

★購入者特典★      ※特典内容の詳細はHPを御確認ください

購入者専用ウェブサイトで、最新の改正情報を随時お届け中！

日本初の情報や、通常有料でないと手に入らない情報も多数！

充実の参考文献リンク集データも配布！クリック一つで原文へ！
　

◎ 膨大な資料から日本企業のためのREACH関連法規対応をまとめ、解説！
　

　　

　

ECHAから公表される大量のガイダンス･解説･補足説明・欧州工業界から発行されるツールから
日本企業にとって必須の部分を網羅！日本企業への注意事項を加え、Ceficの対応状況も紹介！

最新の報告書から動向を解説。ORの役割の範囲は？？　ポリマー中のモノマー・中間体の扱いは？？
SDSにおける暴露シナリオの扱いは？？REACHにおけるナノマテリアルの扱いは？？

REACH・CLP・ナノマテリアル規制などの動向について、必要な全情報源網を網羅。
百科事典のように、必要に応じてそのとき必要な章を見れば原文までたどれます。

◎ 複雑に絡み合うREACH関連法規、グレーゾーンの問題が徐々に解決。最新動向は？

◎ 最新動向を統括・必要な情報源を網羅してwebアドレスを明示。今後の法監視にも！

WEBは→「欧州化学物質法規制ガイドブック」で検索

本書使用の注意　：　本書において引用されるガイダンス、報告書、マニュアル、websiteの記載、Q&A及びFAQにおける記載の中には2012年9月現在、欧州化学品庁
（European Chemicals Agency:ECHA）が公表している内容、及び欧州化学工業連盟(Cefic)が公表している内容から部分引用して和訳したものがあります。この日本語翻訳について
の責任は著者にあり、欧州化学品庁及び欧州化学工業連盟に責任はなく、英文原本の公式な日本語翻訳ではありません。翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしまし
たが疑義がある場合、正確な解釈については、原文でご確認ください。本書の内容は、法律条文、ECHAのガイダンスの内容に基づいておりますが、ご利用者が本情報を使用して行う
一切の行為について、著者並びに発行元は、何ら責任を負うものではありませんことをお断りしておきます。また、いかなる場合においても、著者並びに発行元はご利用者が本情報を
使用して被った損害、損失について、何ら責任を負いません。 
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて
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透明導電膜 有力材料の実力と各種プロセス技術、実用・製品化 書籍

★ご回覧下さい★ 情報機構
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透明導電膜
有力材料の実力と各種プロセス技術、実用・製品化

ＩＴＯが足りていても・いなくとも革新は起こっている

　より低コスト、高性能な透明導電膜を＜作る・使う＞ための最新技術集成

－

■
ＩＴＯ
　　&
ポストＩＴＯ
　　　 酸化亜鉛
　グラフェン
　　 　ＣＮＴ
　銀ナノワイヤ
　　　 ＰＥＤＯＴ　

■ 酸化亜鉛

■ アモルファス酸化物半導体

■ Ｐ型透明導電膜

■ ＩＴＯ削減、高機能化と低コスト化

■ プロセス→高機能化・大面積、量産化

　ECRスパッタ法　RPD法　ロールtoロール　etc

■ ターゲット、分散液

　

酸化物系
■ グラフェン
■ ＣＮＴ
■ ２層ＣＮＴ
■ プロセス・高機能化・応用展開
 グラフェンの可溶化，塗布膜形成
 グラフェンフラワー
 大面積・単分子グラフェン成膜
 ＣＶＤ法　
■ 分散液、分散ペースト、塗料

カーボン系

■■ 銀ナノワイヤ

■ 銀メッシュ透明導電フィルム

■ 高透明、低抵抗化

■ ウェットコーティング

■ 銀ナノ粒子、インク、ペースト

金属ナノワイヤ

■■ PEDT/PSS透明導電膜

■ ダイコーティング成膜技術

■ コーティング材の特徴とその応用

■ エレクトロスプレーデポジション法

ＰＥＤＯＴ

◇ ＩＴＯ、ポストＩＴＯ、材料ごとの

　　　　　　長・短所、研究開発の最前線
◇ 高品質成膜、大面積、量産化

　　　　　　　目的に応じたプロセス技術
◇ 乾・湿式成膜のためのターゲット、

　　　　　粉末・分散液・インク・ペースト

◇ アプリケーション・製品化の実際

　　要求性能へ何処まで応えられるのか？

　　　　　　　　　　　　　　  どう応えるのか？

　　→タッチパネル　太陽電池　電子ペーパー

　　  ＦＰＤ　有機EL照明・ディスプレイ...etc

　◆
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者
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山本 哲也　高知工科大学
宋　  華平　高知工科大学
牧野 久雄　高知工科大学
神谷 利夫　東京工業大学
野村 研二　東京工業大学
　　　　（現・米国クアルコム社）
細野 秀雄　東京工業大学
榊間    博　 龍谷大学
和田 隆博　龍谷大学
蟹江 澄志　東北大学
中谷 昌史　東北大学
村松 淳司　東北大学
磯部 辰徳　アルバック
赤澤 方省　日本電信電話
並木 恵一　オプトラン
範        濱　オプトラン
玉垣　   浩　神戸製鋼所
西川     昭　ＪＳＲ
御子柴 均　帝人化成
内海 健太郎　東ソー
山本 泰生　ハクスイテック
大沢 正人　アルバック
崎尾    進  アルバック
齋藤 一也　アルバック
新谷 紀雄　物質・材料研究機構
渡邊   修　 東レ
上野 啓司　埼玉大学
村松 一生　インキュベーション・アライアンス
神谷   渚　 アイトリックス
橋本   剛　 名城ナノカーボン
井上   均　 日本資材
菅沼 克昭　大阪大学
吉城 武宣　三菱製紙
小西 利勝　住友大阪セメント
松本 和正　東レフィルム加工
吉武 正義　福田金属箔粉工業
栗原 正人　山形大学
橋本 丞嗣　アドバンストテクノロジー
伊藤 寿浩　産業技術総合研究所
大堀 達也　ナガセケムテックス
福田 武司　埼玉大学



★最近の薬事法含めた広告表示関連法規・制限範囲・指導事例を理解し、広告表現に悩まない 1冊

============================================================================================================================= 
【執筆者一覧（敬称略）】

●室伏 義之(セルフメディケーション・データベースセンター)●増田 和久((株)カネボウ化粧品)●藤田 忠男((有)分子)
●石黒 克典((株)ジェイ・エム・エス)●朝賀 康義((株)ダイレクトマーケティンググループ)●中野  啓子((株)ビューティラボ)
●吉野 りか((株)ホリスティックミル)●伊藤  勝((株)ナレッジワイヤ)●広告コンサルタント
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★ 詳細については、ホームページをご覧ください！www.johokiko.co.jp/publishing/BA120905.php

医薬品・医療機器・化粧品・健康食品の
広告表示規制

※2007年11月に発刊した書籍の一部を加筆・修正した内容が含まれております。
※2012年時点の最新情報を記載！

＜2012年度版＞

※2007年11月発刊書籍　【＜Q&A付き＞医薬品・化粧品・健康食品・医療機器における広告表示規制のポイント】
上記書籍を購入された方には【＜２０１２年度版＞医薬品・化粧品・健康食品・医療機器における広告表示規制】書籍を特別割引で販売中！
 　定価47,000円+税 → 24,000円+税
お申込の際、“2007年広告表示 書籍購入済み”とご記入下さい。 ＊他の割引と併用はできません、書店は対象外となります

第1章　ＯＴＣ医薬品等の広告規制
 1.ＯＴＣ医薬品等の広告の特殊性  
 2.薬事法で言う医薬品広告とは？ 　
 3.ＯＴＣ医薬品等の広告規制の体系 　　
 4.ＯＴＣ医薬品等の広告の具体的な留意点 　
 5.広告審査会 
 6.今後のＯＴＣ医薬品等の広告のあり方  
第2章　化粧品・薬用化粧品等の広告表示
 1.化粧品等の表示規制
 2.化粧品の必要表示事項
 3.化粧品の広告表示
 4.化粧品と適正広告基準
 5.化粧品と景品表示法
 6.化粧品の効能効果表現
 7.化粧品の海外広告規制
第3章　健康食品の表示について
 1.医薬品、保健機能食品、食品・健康食品
 2.健康増進法による誇大広告の禁止
 3.医薬品的な効能効果の注意が必要な表現例
 4.医薬品的な効能効果又は身体に影響を及ぼすような表現
 5.広告における製品の使用上の説明・注意事項の記載
 6.健康食品で使える表現例
 7.製品回収について
第4章　医療機器の表示・広告規制
 1. 医療機器の表示規制 2. 医療機器の添付文書
 3．広告規制　4. 未承認医療機器の情報提供

第5章各媒体における広告表現の規制と留意点について
第1節　通信販売における表示上のルールおよび関連法
 1.医薬品・健康食品・化粧品の分類  2.薬事法
 3.特定商取引法 4.景品表示法 5.個人情報保護法
 6.特定電子メール法
第2節　販売店頭での広告・POP表現等の法規制
 1.店頭販促物とは 2. 景品表示法とは
 3.不実証広告規制 4. 注意すべき表示
 5.景品類の定義
 6.景品規制の概要
第6章　効果的な広告戦略と広告表現
 1.広告の分類 
 2.広告戦略の基本 
 3.広告関連の法規とルール
 4.効果的な広告表現の作り方：化粧品編
 5.アンチエイジングに関する表現について
 6.「適正広告ガイドライン」
 7.効果的な広告表現の作り方：いわゆる健康食品編
 8.インターネット広告における注意点
 9.｢いわゆる健康食品」広告でよくある質問
第7章　広告・宣伝制作における著作権実務と注意点 
 1.著作権の基礎知識
 2.著作権と著作物の利用
 3.著作権処理の実務作業
 4.著作権のトラブル 
第8章　広告表示における事例と表現上の留意点
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

書籍名【BA120905】

冊数 　　冊　※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

備考

FAX



HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/
ご回覧下さいご回覧下さい

　目次
　　

第1章 高信頼性接着の基本と耐久性への影響
第2章 接着の耐久性向上のための指針
第1節 表面処理・表面改質・表面機能化方法とその接着耐久性向上における影響
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★書籍申込書
FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

接着耐久性 の向上と評価

劣化対策・長寿命化・信頼性向上のための技術ノウハウ

発刊：2012年9月　定価：66,000円 ＋ 税　体裁：B5判  399ページ
【執筆者一覧(敬称略)】
●原賀 康介((株)原賀接着技術コンサルタント)
●小川 俊夫(金沢工業大学)
●澤田 康志(エア・ウォーター(株))
●菊池 清(セン特殊光源(株))
●山辺 秀敏(住友金属鉱山(株))
●鈴木 靖昭(中部大学)
●金 範埈(東京大学)
●宮崎 隼人(電気化学工業(株))
●福原 智博(オムロン(株))
●西田 裕文(ナガセケムテックス(株))
●坂本 隆文(信越化学工業(株))
●岡松 隆裕(横浜ゴム(株))
●佐内 康之(東亞合成(株))
●菅沼 克昭(大阪大学)
●横山 直樹(新日鐵化学(株))
●佐藤 千明(東京工業大学)
●新井 康男(セメダイン(株))
●井上 雅博(群馬大学)
●三刀 基郷(接着技術コンサルタント)
●塩山 務(バンドー化学(株))
●柳原 榮一(神奈川県技術アドバイザー)
●立野 昌義(工学院大学)
●松下 和正(長岡技術科学大学)
●武井 信二(富士電機(株))
●小林 靖之・池田慎吾・藤原裕
   (大阪市立工業研究所)
●佐竹 正之(日東電工(株))
●三田地 成幸(東京工科大学)
●臼田 昭司(大阪電気通信大学)
●小牧 保之((有)コム・インスティチュート)
●榊原 誠(モメンティブ･パフォーマンス･
    マテリアルズ･ジャパン(合))
●福西 美香・松本 太・小林 玄器(神奈川大学)
●島田 康裕・多田 俊介(山下ゴム(株))
●伊藤 吾朗(茨城大学)
●安藤 直樹(大成プラス(株))

実用レベルの製品に不可欠な「耐久性」　接着技術におけるその評価と向上を追求した１冊！

「どのように耐久性を評価し、向上させるか」
多角的に捉える、接着技術の核心

◎接着耐久性の評価方法
・アレニウスモデル／アイリングモデル

　を用いた寿命予測の基本的な考え方とは？
・寿命予測試験および加速試験の実際と

　反応式の取り扱いは？
・透湿性／吸湿性の評価方法と

接着耐久性の関係は？
・クリープ現象が

　接着接合部の耐久性に及ぼす影響は？
・接着耐久性に関する疲労試験の方法と結果の見方は？

・屋外暴露における劣化の要因と予測方法とは？
・製品の耐用年数経過後の安全率はどう算出する？

◎接着理論と接着耐久性
・高信頼性接着の基本条件とは？

→凝集破壊率・接着強度の安全率・許容不良率
・接着のメカニズムとは？

→分子間力・表面張力・内部応力
・接着部の劣化に影響する因子とは？
→環境的因子・応力的因子・複合因子

◎表面処理と接着耐久性
コロナ放電処理・大気圧プラズマ処理・

UVオゾン処理・
有機系表面処理（各種カップリング剤）・

洗浄・ブラスト法・エッチング・
他・自己組織化単分子膜

→これら表面処理法の接着耐久性に関する影響は？

◎接着剤と接着耐久性
・接着剤の劣化機構と接着耐久性への影響は？
→アクリル系・エポキシ系・シリコーン系・

　ウレタン系・UV硬化型
・機能性接着剤の用途・要求特性と

接着耐久性への影響は？
→導電性接着剤・難燃性接着剤・

　耐熱性接着剤・高熱伝導性接着剤・解体性接着剤
・被着材別の接着剤の選定とその耐久性への影響は？

・接着部の形状・寸法と水分劣化性の関連とは？

◎各種材料と接着耐久性
・異種材料の接着も含めた、材料ごとの

　接着耐久性に及ぼす因子と
耐久性向上策とは？

→樹脂－樹脂・樹脂－金属・ゴム材料・
　金属接着・セラミック・ガラス

◎各種製品と接着耐久性
電子デバイス・半導体パッケージ・

MEMS/マイクロデバイス・
ポリイミドへのめっき・

光学フィルム・光デバイス・
LED/パワー半導体デバイス・

タッチパネル貼り合せ・
リチウムイオン二次電池用バインダー・

自動車用合金とゴム・
自動車用金属材料およびプラスチック

→これらに関する
接着耐久性の向上と評価の実例とは？

第3節 機能性接着剤の機能・要求特性とその接着耐久性への影響
第1項 導電性接着剤の機能・要求特性とその接着耐久性への影響
第2項 難燃性接着剤の機能・要求特性とその耐久性への影響
第3項 耐熱性接着剤・高熱伝導性接着剤の機能・要求特性と
　　　　その接着耐久性への影響
第4項 解体性接着剤の要求特性と耐久性
第4節 各種接着剤の選択最適化と接着耐久性への影響
第5節 水分劣化に及ぼす接着部の形状/寸法の影響
第3章 接着の耐久性評価と試験法
第1節 接着耐久性の評価および寿命予測の試験方法
第1項 反応速度論モデルを用いた寿命予測の基本的な考え方
第2項 寿命予測試験および加速試験
第3項 水の影響からみる接着耐久性の評価（吸湿性、透湿性に関して）
第4項 接着接合部のクリープと耐久性
第5項 疲労からみる接着耐久性の評価
第6項 長期屋外暴露耐久性の予測方法
第2節 製品の耐用年数経過後の安全率の裕度の定量化法
第4章 接着の耐久性向上に向けた検討と評価

第1節 材料別の観点から見た接着耐久性向上に向けた指針
第1項 樹脂材料の観点から見た接着耐久性向上の指針
第2項 ゴム材料の観点から見た接着耐久性向上の指針
第3項 金属接着への耐久性向上策
第4項 セラミック材料の観点から見た接着耐久性向上の指針
第5項 ガラス材料の観点から見た接着耐久性向上の指針
第2節 製品別・接着耐久性の向上・評価例
第1項 電子デバイスの封止性に関する接着耐久性の向上と評価
第2項 半導体パッケージに関する接着耐久性の向上と評価
第3項 MEMS・マイクロデバイスに向けた接着技術と接着耐久性の評価
第4項 めっきによるポリイミドへの金属膜形成と接着性
第5項 光学フィルムに関する接着耐久性の向上と評価
第6項 光デバイス用光学接着剤の耐湿性予測
第7項 パワー半導体デバイス用高熱伝導性接着剤と熱伝導率測定法
第8項 タッチパネル貼り合せに関する接着耐久性とその評価
第9項 リチウムイオン二次電池用バインダーに関する接着耐久性の向上
第10項 自動車用合金とゴムの接着における耐久性の向上と評価
第11項 自動車用金属材料およびプラスチックに関する接着耐久性の向上と評価
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●今井　康彦（ブリストル・マイヤーズ(株)）

●豊田　弘（沢井製薬（株））
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第１章 生物学的同等性概説
 生物学的同等性とは/生物学的同等性を表す指標
 生物学的同等性試験法の概要

第２章 改正ガイドラインによる重要点
第１節 生物学的同等性試験ガイドラインの2012年改正の要点
第２節 生物学的同等性試験ガイドラインの2006年改正の要点
      (2007年度5月発刊書籍からの改定なし）

第３章 生物学的同等性試験の計画
第１節 予試験
第２節 試験計画
第３節 投与条件
第４節 生物学的同等試験の実施と薬物分析
第５節 生物学的同等性の評価
第６節 溶出試験の実験法
第７節 試験計画の主要箇所改正点
　　
第４章 生物学的同等性試験の実施方法
第１節 生物学的同等性試験の実施方法
第２節 ヒト生物学的同等性試験の具体的な実施法
第３節 データ・計算結果を含む数値例
第４節 体液測定と安全性のデータの取り方
第５節　試験実施における安全確保について

第５章 経口徐放性製剤（2007年度5月発刊書籍からの改定なし）
 即放性製剤と徐放性製剤の放出性の相違 
 食事条件と生物学的同等性/個人差と生物学的同等性 
 製剤の消化管内移動と生物学的同等性/生物学的同等性試験

第６章 非経口投与製剤
 非経口投与製剤における生物学的同等性試験のガイドライン
 各投与経路における製剤と生物学的同等性試験
　

第７章 局所皮膚適用製剤の生物学的同等性
 適用範囲/標準製剤と試験製剤/生物学的同等性の許容域
 生物学的同等性試験/暴露量試験 
 製剤の処方変更水準と要求される試験

第８章 製剤変更時における生物学的同等性試験
 処方変更及び含量違いガイドラインの改正点概要
 処方変更及び含量違いガイドラインの処方変更水準と溶出試験
 処方変更レベルにおける生物学的同等性試験
 剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験の
                                ガイドラインについて
 経口固形製剤の製法変更の生物学的同等性試験指針案

第９章 開発段階における生物学的同等性試験
 国内外の開発段階での製剤変更に関する指針、生物学的同等
 性試験に関するガイドラインの調査及び結果・考察
 製薬会社での開発段階での製剤開発戦略とバイオアベイラ
 ビリティ評価試験についての調査及び結果・考察
 
第１０章 生物学的同等性試験における今後の課題（2012年改訂）
 製剤設計と生物学的同等性/プロトコール作成上の課題
 試験実施上の課題/データ解析上の課題

第１１章 生物学的同等性試験における溶出試験と分析法
         バリデーション（2007年度5月発刊書籍からの改定なし）
 溶出試験に適用する分析法
 分析法バリデーションに適用する分析能パラメーター
 分析法バリデーションの実施例/溶出試験報告書の記載

第１２章 生物学的同等性に関わる統計解析・薬物動態・
                                           臨床薬物動態　Q&A
第１節 生物学的同等性の解析におけるソフトの選定と
                                        利用法と活用
第２節 試験デザインと解析上の留意点
                            （2007年度5月発刊書籍からの改定なし）

第１３章 品質再評価（2007年度5月発刊書籍からの改定なし）
 品質再評価の目的及びその対象/品質再評価の流れ/進捗状況

第１４章 同等性に関する申請資料作成の留意点
 生物学的同等性に関するガイドライン
 コモン・テクニカル・ドキュメント（CTD）
 審査報告書および申請概要からの事例紹介/まとめ

第１５章 審査側からみた申請資料上の同等性に関する問題点
 適用ガイドライン/各ガイドラインが適用となる例
 具体的事例

第１６章 日米欧（３極）との比較
第１節 米国の生物学的同等性試験概要及び基準
第２節 FDAのガイドラインにおけるIVIVCとBiowaiver
第３節 SUPAC：承認取得後の変更に対する同等性の保証
第４節 EUガイドラインの概要および３極の比較
第５節 アメリカ版・日本版オレンジブックの比較・相違
第６節 海外のジェネリック医薬品における添加剤の比較
                                            （日本との）
第７節 国際共同治験における海外PKデータの活用
第８節 国内外のガイドラインの比較
                            （2007年度5月発刊書籍からの改定なし）
第９節 局所皮膚適用製剤に関する日米の比較

第１７章 ジェネリック医薬品の情報、品質に関する
                                          問題提起に対する考察
 ジェネリック医薬品が有する情報、データ
 ジェネリック医薬品の化学的品質の担保
 製造承認後の医薬品の製品管理
 ジェネリック医薬品と先発医薬品の間での同等な部分と異なる部分
　

★新情報をアップデート！２００７年５月発刊書籍から２０１２年ガイドライン改正に伴う、加筆・修正版です！

＜2012年改正ガイドラインをふまえた＞

生物学的同等性試験

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→ http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名【BA120804】 冊数 　　冊 ※記入の無い場合は1冊
会社名
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所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名
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申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

<２０１２年改正ガイドラインをふまえた>生物学的同等性試験 書籍
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BC120801】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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ナノインプリント/ナノ加工技術とオプトテクノロジー　書籍

★ご回覧下さい★ 情報機構

　モスアイ、微細凹凸構造の作製と応用

　　　　光学用途へ向けたナノ加工技術の最新動向を集成！

ナノインプリント/ナノ加工技術

オプトテクノロジー

　　　　
  ～ナノ微細構造体の作製と高機能・光学製品への応用～　

発刊 2012年8月 ・体裁 Ｂ５判 355頁　定価 57,000円 + 税　

装置メーカの視点：

  Roll to Roll、多面取り、大面積、量産化、コスト低減

樹脂メーカの視点：

  UV、熱可塑性樹脂の特徴と最適使用

金型・モールド技術：

  電鋳法、離型問題への対応

ガラスインプリント：

  研削・研磨、モールドプレスを超える

  光学性能、製造コスト

　・・・などなど

微細加工へ向けた注目の取り組み：

　射出成形ナノ微細加工、レーザー熱リソグラフィー、

　自己組織化、フェムト秒レーザー、

　溶融微細転写プロセス、

　マイクロコンタクトプリンティング

　　・・・などなど

ＮＩＬ技術の進展と最新成果
様々な微細加工技術の実力

企業の製品事例：

　ディスプレイ、有機ＥＬ、高輝度白色ＬＥＤ、カメラレンズ等への応用

　モスアイ型反射防止フィルム、ワイヤグリッド偏光フィルム

　　・・・などなど

実用化・商用化へ向けた取り組み 

◆執筆者一覧／執筆順◆
大阪府立大学　　平井義彦

首都大学東京　　益田秀樹　柳下崇

　　　　　　　　　　　近藤敏彰　

東芝機械（株）　　小久保光典

ＳＣＩＶＡＸ（株）　　田中覚

旭硝子（株）　　　  川口泰秀

（株）ダイセル　    三宅弘人

コニカミノルタオプト(株) 森登史晴

山形大学　  　　　　　　　高山哲生　

　　　　　　　　　　　　　　　伊藤浩志

産業技術総合研究所　 栗原一真

京都大学　                 下間靖彦

東北大学　                  藪浩

産業技術総合研究所　 牛島洋史

三菱レイヨン(株)　　　  　岡本英子

旭化成イーマテリアルズ(株)　生田目卓治

エルシード（株）　  　　　神谷忠雄

キヤノン(株)　       　　　奥野丈晴

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

と

若狭電気産業（株）　清水利寛

綜研化学（株）　  　　三澤毅秀

ＨＯＹＡ(株)　      　　渡辺強

イノックス（株）　  　　 井上智晴

北海道大学　          西井準治

信州大学 　　　　　　　伊藤寛明 　

　　　　　　　　　　　　　荒井政大

日本製鋼所(株)　      内藤 章弘　

   　焼本数利／伊東宏 ／白銀屋司　

　　 越智昭太／古木賢一／原政樹

シャープ(株)　       　　田口登喜生

日本ゼオン（株）  　　　柏木幹文

    

●　●　●



○収録国：

中国　台湾　韓国　米国　カルフォルニア/米国　カナダ　インド　タイ 　ベトナム　マレーシア 　シンガポール　
インドネシア　フィリピン　オーストラリア　ニュージーランド　メキシコ アルゼンチン　プエルトリコ　ウルグアイ　
ブラジル　ベネズエラ　パラグアイ　チリ　ペルー　コロンビア　ボリビア　エクアドル 　コスタリカ　パナマ　
ロシア　トルコ　・・・

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて
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ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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アジア・太平洋地域 における化学物質規制とその対応 書籍

“BC120703”を検索なされると本書のＨＰをご覧いただけます

アジア・太平洋地域における

化学物質規制とその対応

　　

【アジア・太平洋地域における化学物質規制動向】

　第1章　インド・東南アジアにおける化学物質・環境規制

　・インド・タイ・ベトナム ・マレーシア 

　・シンガポール・インドネシア・フィリピン

　第2章　オセアニアにおける化学物質規制

　・オーストラリア・ニュージーランド

　第3章　北米における化学物質規制とその対応

　・米国有害物質管理法（TSCA）の概要

　・米国TSCAの改定状況

　・カナダにおける化学物質管理規制の概要

　・米国・カナダのＧＨＳ導入状況とＭＳＤＳ・ラベル作成の実務

　・カリフォルニア州ＲｏＨＳ規則とグリーンケミストリー法の動向

　第4章　中南米諸国における化学物質管理法規制

　第5章　ロシア・トルコ　における化学物質法規制

　・ロシアにおける化学品規制

　・トルコにおける化学品の上市に関する規制遵守への手がかり

【東アジアにおける化学物質規制動向とその対応】

　第1章　中国における化学物質規制とその対応

　・中国の改定「危険化学品安全管理条例」

　　　の概要と要求ＳＤＳ・ラベル

　・「新規化学物質環境管理弁法」の枠組み

　・台湾における化学物質規制とその対応

　第1節　台湾における化学物質の規制及びその対応

　第3章　韓国における化学物質規制とその対応

　・韓国化学物質登録及び評価に関する法律案（K-REACH）の概要

　・韓国ＧＨＳとＭＳＤＳ・ラベル作成の実務

　第4章　ＥＵ・アジア(中・韓)におけるRoHSの動向とその対応

　第5章　欧州化学物質規制との比較

　・欧州CLPとSDS・ラベル作成の実務

○執筆者：

発刊　2012年7月　 定価　42,000円（＋税）　体裁　B5判ソフトカバー　209ページ

テクノヒル(株) 　　　林譲　木村文彦
(株)ＮＴＴデータ経営研究所 　王長君
(一財)東京環境経営研究所 　　　松浦徹也
(一財)化学物質評価研究機構 宮地繁樹
(一財)化学物質評価研究機構 野坂俊樹

イー・アンド・イー ソリューションズ(株) 橋本真也
エンバイロメント・ジャパン(株) 　　　　　　玉虫完次
CRAD社(在トルコ) 　　　　　メリ・ババガット　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 翻訳：(株)リプレ
ENHESA.S.A社(在ベルギー) 　　　　　　宮田祐子　
　　　　　　　　　　　　　　　　　オルガ・コリガン

中国・台湾・韓国・北米は勿論、インド・東南アジア・オセアニア・南米中米・ロシア・トルコ等々、情報収集の容易でない国々の動向をこの一冊に！



 

　
　　　　　　　　　TEL:03-5740-8755　

品川区大崎3-6-4　トキワビル3階
　★ご回覧ください★ HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

【執筆者一覧（敬称略）】

微粒子安定化エマルションおよびフォーム

発刊：2012年7月　　定価：47,000円 ＋ 税 　体裁：Ｂ５判 並製本 227頁

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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FAX

　微粒子安定化エマルションおよびフォーム　書籍

■ 第1章 ■  微粒子安定化エマルションの生成原理
 1. 相分離と界面張力
  1.1 相分離の格子モデル 1.2　濃度プロファイルと界面張力
 2. 球状粒子の界面吸着
 3. 球状粒子の吸着平衡
 4. 微粒子安定化エマルションにおける液滴のサイズ
 5. 液体ドメインの粗大化のダイナミクス
 6. バイジェル

■ 第2章 ■ 微粒子安定化エマルションの形成挙動
 1. 微粒子安定化エマルションの歴史
 2. 界面に吸着した粒子
  2.1 吸着エネルギー  2.2 界面に吸着した粒子の実験的評価
  O/W型エマルションとW/O型エマルション
  O/O型エマルション/多相エマルション/共連続相/泡・液滴
  微粒子の表面物性/油相の種類/粒子形状の影響/板状粒子
  針状粒子/ヤヌス粒子/多孔性粒子

■ 第3章 ■ 微粒子安定化泡
 1. 工業分野における微粒子安定化泡と歴史的背景
  1.1 浮遊選鉱（浮選） 1.2 発泡金属
  1.3 原油精製の際、生成する泡
 2. 気液界面に吸着した粒子とその評価法
  2.1 微粒子の気液界面における接触角と吸着エネルギー/接触角/吸着
  2.2 微粒子の気液界面における接触角測定法
 3. 微粒子によって安定化された泡
  3.1 微粒子で安定化された泡（気泡）の作製方法
  3.2 微粒子で安定化された泡（気泡）の特徴
      合一・不均一化に対する高い安定性
      乾燥に対する安定性/非球状形態
  3.3 微粒子で安定化された泡の評価法/気泡の構造評価
      起泡性、泡の安定性評価
  3.4 泡の作製条件が泡の安定性に与える影響/粒子表面の化学組成
      粒子濃度/粒子サイズ/粒子の形状/分散媒組成/気相-液相体積比
  3.5 非水系微粒子安定化泡
 4. 微粒子安定化泡を用いた機能性材料創出
  4.1 着色泡   4.2 刺激応答性泡
      pH応答性微粒子安定化泡/温度応答性微粒子安定化泡
  4.3 カプセル材料   4.4 コロイドソーム  4.5 アンチバブル
  4.6 多孔質材料     4.7 色材料
 

■ 第4章 ■ ドライリキッド/リキッドマーブルの形成挙動
 1. 微粒子の濡れ性と微粒子で安定化された分散系のタイプの関係
 2. リキッドマーブル
  2.1 リキッドマーブルの作製/リキッドマーブルを安定化する微粒子/作製方法
  2.2 リキッドマーブルの特性/形状/安定性/非付着性と運動挙動/表面張力/液体の蒸発
  2.3 親液的な微粒子によるリキッドマーブルの安定化
      巨視的に平坦な基板上での液体の濡れ性
      微粒子集合体形成に伴う撥液性とリキッドマーブルの安定化
  2.4 リキッドマーブルの応用/液体および微粒子の輸送
      刺激応答性リキッドマーブル/センサーとしての利用
 3. ドライリキッド
  3.1 微粒子のと液体の組み合わせ  3.2 ドライリキッドの作製方法
  3.3 ドライリキッドの形成メカニズム  3.4 ライリキッドの構造
  3.5 空気-液体分散系における転相現象/トランジッショナル転相
      カタストロフィック転相
  3.6 Pickeringエマルションとの類似性
     ドライリキッドを用いたエマルションの作製/マルチプルドライ液体
  3.7 ドライリキッドの応用例/気体の貯蔵・放出、無撹拌触媒反応

■ 第5章 ■ 微粒子安定化エマルションの調製プロセスと安定性
 1. エマルション調製プロセスにおける界面活性剤・微粒子の働き
 2. エマルションの機械的調製法   3. エマルションの界面化学的調製法
 4. エマルションの調製方法の影響
 
■ 第6章 ■ 微粒子によって安定化されたエマルションの化粧品・医薬品・食品への応用
 1. ローション・クリーム・ファンデーションへの応用
 2. 含水パウダー化粧料への応用  3. プレスト型粉体化粧料への応用 4. 食品への応用

■ 第7章 ■ 微粒子安定化エマルションを利用した機能性材料の創出
 1. 機能性ピッカリングエマルション
  1.1 機能性微粒子で安定化されたピッカリングエマルション
      刺激応答性ピッカリングエマルション
      着色微粒子/ヤヌス粒子/バイオナノ粒子/天然由来粒子
  1.2 環境適応型ピッカリングエマルション
 2. 微粒子安定化エマルションを用いた機能性材料創出
  2.1 界面に吸着した粒子に注目した材料創出
  2.2 エマルションドロップレットに注目した材料創出/カプセル/複合粒子/ドライオイル
  2.3 エマルションドロップレットの集合化による材料創出/多孔質/多中空体材料

■ 付　録 ■ 微粒子安定化エマルション・フォームに関する特許

～生成メカニズム、物理・化学的特性と応用～

監修　山形大学大学院　野々村美宗

●好村　滋行（首都大学東京）●廣瀬　雄一（(株）レキシー）●村上　良（甲南大学）●藤井　秀司（大阪工業大学）●野々村　美宗（山形大学大学院）

◎ピッカリングエマルションの生成原理・安定化・形成挙動などを解説！

◎ピッカリングエマルション利用した機能性材料の創出とは？化粧品・製薬・食品などへの応用とは？

ピッカリングエマルションに特化した初の書籍！



○本書の特徴：

　一般的な教科書と異なり、実際に自分で手を動かしてリートベルト解析が身に付くよう、チュートリアルを充実。

　読み通して頂けばRIETAN-FP を使ってリートベルト解析を行えるスキルが身に付くような構成となっております。
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★ユーザーの視点から、理解し難い・実際につまづきやすいと思われる内容を、具体手順に沿ってわかりやすく詳述！
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○執筆者より：
　本書はリートベルト解析の基礎から実践まで記したものである。リートベルト解析は、粉末回折データから様々な情報を取り出すことの出来る強力な解析手法
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ば結晶構造を一意的に得ることが出来るという誤認識が生じてしまっているケースも多く見受けられる。

　本書では、はじめてリートベルト解析を始める方を対象に、何が重要で、判り難い理由が何かを交えながら、読者が実際に実践出来るようになることを目指して

解説をする。

序文
（ＲＩＥＴＡＮ‐ＦＰ開発者 泉富士夫博士より）
まえがき
第1章　序論
 1.1　リートベルト解析の概要
 1.2　リートベルト解析の注意点
 1.3　リートベルト解析とは
 1.4　リートベルト解析を身に付けるために
 1.5　粉末未知構造解析
第2章　RIETAN-FP を使ってみよう
 2.1　RIETAN-FP とは
 2.2　ダウンロード
 2.3　PC 設定
 2.4　インストール
 2.5　シミュレーション

第3章　リートベルト解析入門
 3.1　RIETAN-FP で行うリートベルト解析
 3.2　リートベルト解析チュートリアル
 3.3　SeqRun
 3.4　解析結果評価 
第4章　計算原理と解析結果評価
 4.1　計算強度
 4.2　信頼性因子 (Reliability indices)
 4.3　精密化したパラメーターの標準偏差
第5章　リートベルト解析応用例
 5.1　解析例: 選択配向
 5.2　解析例: 異方性歪み
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■バイオ抗体医薬品の開発～製造～特許の流れをひと目で理解できる。

バイオ/抗体医薬品の開発・製造プロセス

発刊：2012年6月　　定価：47,000円 + 税　　体裁：Ｂ５判ソフトカバー 238頁

第1章　開発戦略と研究の考え方
 　1.バイオ医薬品開発の現状と抗体医薬品開発
 　2.抗体医薬品の品質特性　
 　3.抗体医薬品の安全性

第2章　バイオ/抗体医薬品の毒性・薬物動態試験　
 第1節　バイオ医薬品の非臨床毒性試験と薬物動態試験
 　1.バイオ医薬品のガイドラインと非臨床毒性試験の位置づけ
 　2.バイオ医薬品の毒性試験
   3.動物種･モデルの選択  
   4.薬物の定量方法           
   5.バイオ医薬品の動態試験
 　6.臨床試験開始に向けて    
   7バイオ後続品の開発
 第2節　免疫原性の評価のポイント
　 1.ヒトと動物モデルにおける免疫原性の比較
 　2.治療用たんぱく質の免疫原性リスク因子を研究するための動物モデル
 　3.ICHS6(R1)ガイドラインにおける免疫原性の記載とその解釈
 　4.免疫原性がバイオ/抗体医薬品の非臨床安全性試験に及ぼす影響
 　5.免疫原性を考慮したバイオ/抗体医薬品の非臨床安全性試験
　
第3章　バイオ/抗体医薬品の臨床試験の留意点
 第1節　早期段階における臨床試験のポイント
 　1.早期段階臨床試験
 　2.QT/QTｃの評価
第2節　後期臨床試験における注意点
 　1.後期臨床試験とは

第4章　バイオ/抗体医薬品における申請資料作成と申請時の留意点
 第1節　CTDの作成の留意点
 　1.承認申請書 　2.品質に関する概括資料(QOS)　3. M3.2品質
 第2節　CTD(非臨床)の作成の留意点
 　1.薬理試験　2.薬物動態試験　3.毒性試験

第5章　バイオ/抗体医薬品における製造方法の構築
 第1節　バイオ/抗体医薬品における製造方法の構築
 　1.抗体医薬品の製造プロセス
 　2.効率的なプロセス開発
 第2節　治験薬製造における留意点
 　1.治験薬GMPと医薬品GMP
 　2.バイオ医薬品における治験薬製造の概要
 　3.スケールアップにおける留意点
 　4.治験薬製造における留意点
 　5.Phase 1治験用原薬の製造における規格および試験法設定例

第6章バイオ/抗体医薬品におけるGMP対応および安定性評価
 第1節バイオ(抗体)医薬品製造におけるGMPの要件
 　1.組織および従業員  2.施設および機械設備  3.製造
　 4.精製工程のプロセスバリデーション　5.抗体医薬品の品質管理

 第2節　治験薬GMP対応について
 　1.治験薬製造の原則    2.品質マネージメント 
 　3.建物および製造設備 4.文書化  
   5.製造作業          　     6.逸脱管理 
　 7.変更管理 　              8.品質管理  　 
   9.出荷・返却・廃棄
 第3節　抗体原薬製造工程における抗体品質および製造時の培養細胞安定性の留意点
 　1.抗体原薬製造工程におけるCHO細胞株の生存率により影響を受ける抗体品質の変化
 　2.製造時の培養細胞安定性
　　
第7章　バイオ/抗体医薬品における分析法バリデーションについて
　1.探索研究(前臨床試験)段階の解析対象抗体についての情報の重要性
　2.純度の分子量分析法について 
  3.分子チャージと親水性分析について  
  4.分子間相互作用解析法について
　　
第8章　バイオ/抗体医薬品における構造解析
　1.糖鎖修飾は構造解析の難易度を高める。 
  2.バイオ医薬品の糖鎖構造解析
　3.抗体のX線結晶構造解析　
  4.抗体のNMR解析

第9章　バイオ/抗体医薬品における構造設備のポイント
　1.バイオ医薬品の製造設備
　2.生成のスケールアップおよび設計のポイント
　3.バイオ医薬品施設の設計要点と施設設計上の考慮点
　4.バイオ医薬品施設における構造設備の設計上の室圧に対する留意点
　5.バイオ医薬品製造施設のレイアウト構築の留意点
　6.バイオ医薬品用の構造設備はソフトとのバランスが重要
　7.無菌医薬品製造に類似したバイオ医薬品製造施設設計上の重要な留意事項
　
第10章　バイオ/抗体医薬品における市販後調査の考え方
　1.調査実施計画  2.調査実施体制  3.調査スケジュール  4.その他

第11章　バイオ/抗体医薬品における特許戦略
　1.特許保護
　2.医薬品の独占権
　3.特許戦略
　
第12章　糖タンパク質医薬品生産における課題と展望
　1.はじめに：バイオ医薬品と糖鎖
　2.生産系で留意すべき点：異種抗原
　3.たんぱく質配列中に糖鎖付加が起こる可能性
　4.糖鎖によって変わるたんぱく質の機能
　5.バイオ後続品における留意点
　6.さいごに：後続型新薬「bio-innovative」開発戦略を考える。

第13章　バイオ/抗体医薬品の市場展望
　1.バイオ医薬品とは　2.バイオ医薬品市場の現状 3.バイオ医薬品市場の今後
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●金子　佳寛(中外製薬(株))●人見　英明(合同会社ヒトミライフサイエンス)●岡村　元義((株)ファーマトリエ)●荻原　琢男(高崎健康福祉大学)●井戸田陽子(高崎健康福祉大学)
●小野寺博志●新見　伸吾((国)医薬品食品衛生研究所)

　 ＜－開発・解析・毒性・臨床・申請・製造・特許・市場－＞

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名 【BA120603】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

 バイオ/抗体医薬品の開発・製造プロセス　書籍



【執筆者より】
　化学物質の製造・供給・使用などは、日本国内だけに限定されません。数多くの化学物質が日本に輸入され、同様に外国に輸出されていま
す。このようなとき、当事者はどのようにSDSに向かい合えばよいのでしょうか。端的に言えば、化学物質の供給者であれば、定められた様式を
用いて英語でSDSを作成して提供することが求められます。逆に、輸入業者や使用者は、外国で作成された英語のSDSを理解する必要があり
ます。
　これまでに、MSDSの英語表現に関する教材はそれほど多くはありませんでした。今回出版の「英文ＳＤＳ入門　作成と読解」は、まさにSDSを
英語で作成する人や英語版SDSを読解する人たちを対象にした入門書であります。特段の英語の能力や経験はあまり必要としません。かなり
類型的な表現が多いので、コツをつかめば実践力は付いてくると思います。
　本書が、初歩からSDSを英語で作成しようとする人、あるいは英語版SDSを読解しようとする人にとって有益なものになることを願います

★特段の英語能力や経験は不要！類型的な表現を学び、実践力を養う！

発刊　2012年6月 　　定価　32,000円＋税　　体裁　B5判ソフトカバー　175ページ　　

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BC120602】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等
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ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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　英文ＳＤＳ入門　作成と読解　　書籍

○執筆者： 理学博士　佐藤　博　先生

英文ＳＤＳ入門
　　 作成と読解

★各国及び国内のSDSの基本的記載事項を対比し、類型的な構成を理解。
★実際のSDS（MSDS）記載文章を英語・日本語で対比して、具体的に検討。
★SDSやGHSにおいて使われる用語（英語）を日本語と対応させた用語集（対比表）を巻末に掲載。

【本書のポイント】

本編

第1章　MSDSとは
1.世界にはどのような制度があるか
2.それぞれのMSDS（SDS）がめざすところ

第2章　MSDSに求められる記載事項
1.国内三法に基づくMSDSの記載事項
2.JIS Z 7250:2010　3.ISO 11014:2009
4.JIS版とISO版の記載項目の比較
5.米国におけるSDS　6.EUにおけるSDS
7.英国におけるSDS　8.シンガポール
9.国連欧州経済委員会（United Nations
　　 Economic Commission for Europe; UNECE）

第3章 ISO 11014:2009及びJIS Z 7250:2010の
　　　記載内容の対比解釈
1.主な用語の定義
2.ISOで用いられる助動詞による拘束性の違い
第4章　GHS・分類表示関連
1.GHS分類（GHS Classification）に基づく
　危険有害性
2.GHSに基づくPictogram（絵表示）の英語表現

3.Hazard Statement及びPrecautionary
　Statementのコード化
4.R-phrase（s）（リスクフレーズ）及び
　S-phrase（s）（セーフティフレーズ）

第5章　実例MSDS記載内容の（英・日）比較解釈

第6章　輸送関係における化学物質の危険有害性
1.MSDS（SDS）記載事項
2.国連危険物輸送勧告（UNRTDG）
3.国連番号（UN Number）
4.国連分類
5.国連輸送名（品名）（Proper Shipping Name）
6.包装等級（Packing Group）
7.EmS Guide（危険物を運送する船舶の非常措置）

第7章　MSDS（SDS）に関するQ&A
1.国内三法MSDSに関するQ&A
2.米国のSDSに関するQ&A
3.EUのSDSに関するQ&A

参考文献

資料編

資料―Ⅰ（Exposure Scenario）

資料―Ⅱ（危険有害性クラス（Hazard Class）
における危険有害性区分（Hazard Category）
の区分方法）

資料―Ⅲ
（危険有害性情報コード・注意書きコード）

資料―Ⅳ
（リスクフレーズ・セーフティフレーズ）

資料―Ⅴ
（SDSにおける英語・日本語用語対比表） 



【執筆者より】
　プラスチックの加飾は、今ではプラスチック関係の重要技術の1つに位置付けられています。本書は、プラスチック加飾にご興味をお持ちの
方、特にこれからプラスチック加飾にたずさわっていこうとされている方、並びに既にプラスチック加飾にたずさわっているが、加飾全般につい
て広く知りたい、あるいは各加飾技術をもっと詳しく知りたいと思っておられる方を対象に、筆者が長年にわたり収集してきた情報を幅広くとり
あげて、できるだけ詳しく解説したものです。
　本書ができるだけ多くの方にご活用いただき、皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。

★加飾技術の全体像を俯瞰できる！

発刊　2012年6月　　定価　9,500+税　　体裁　B5判　101ページ

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて
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ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

｢プラスチック加飾技術｣の最近の技術動向と今後の展開　書籍

○執筆者：ＭＴＯ技術研究所 所長 　桝井 捷平 先生

「プラスチック加飾技術」
　　　 の最近の技術動向と今後の展開 

—カラー画像付録CD付—

●現時点で考えれる範囲の加飾技術を全て網羅！
　 フィルム転写・貼合成形など、個別技術ごとの動向も把握できる！
●低コスト加飾技術・ソフト表面加飾技術・分野別採用事例等々、様々な技術・市場動向について、最近のトピックも
　盛り込み幅広く記載。
●本文中のカラー写真・カラー図表（約50点）の付録ＣＤ付！
　商品の加飾イメージを、より実際に近く体感できます。

【本書のポイント】

第1章　加飾技術概要
1.感性工学と商品の品質並びに加飾について
2.プラスチックの加飾技術の分類
　2.1　インモールド加飾（In-Mold Decoration）
　2.2　シートなどからの加飾　2.3　二次加飾 
3.加飾技術が用いられる用途の概要
第2章　加飾技術各論
1.フィルム貼合、転写加飾技術
　1.1　フィルム貼合、転写加飾に使用される
　　　 成形方法 
　（1）インモールド転写成形（IMD）
　（2）インモールド貼合成形（IML） 
　（3）オーバーレイ成形
　（4）水圧転写　（5）ホットスタンプ
　1.2　加飾フィルム
　1.3　フィルム貼合・転写加飾技術の採用例
2.特別な表面層を付与しない低コスト加飾技術
　2.1　シボ、パターン転写成形
　2.2　金型表面高品位転写成形
　（1）金型表面の転写性に影響を与える因子
　（2）金型表面高品位転写成形技術
　（3）金型表面高温法（4）ガス・エア注入法
　（5）その他の方法

　2.3　着色・発色による加飾　2.4　混色成形
3.ソフト表面加飾技術
　3.1　日産自動車の高品質内装材の評価と開発
　3.2　本格的なソフト表面加飾
　（1）射出プレス成形（SPモールド、SPM）に
　　　よる加飾成形
　（2）その他のソフト表皮材貼合成形
　3.3　二材成形
　3.4　ソフトフィール加飾
　（1）ソフトフィール塗装
　（2）特殊組成、特殊加工のシートのオーバ
　　　ーレイ成形
　（3）特殊コーティング材塗布ソフトフィール
　　　フィルム
　（4）ソフトフィールシボ
　（5）デジタルシボ（6）ソフトフィール着色
4.インモールドコーティング
5.構造色加飾技術
6.二次加飾
　6.1　フィルム貼合・転写加飾成形
　6.2　ソフト表面加飾、ソフトフィール加飾
　6.3　塗装　6.4　印刷　6.5　メッキ
　6.6　真空製膜　6.7　静電気植毛

　6.8　レーザー加飾（レーザーマーキング）
　6.9　染色
7.バイオマス材料使用による加飾
8.金属調（メタリック）加飾技術
9.艶消し加飾技術
10.組み合せ加飾技術
第3章　分野別採用事例
1.通信機器、家電
2.自動車、二輪車
3.化粧品容器など
4.日用品、建材など
第4章　プラスチックの加飾技術の最近の動
　　　　向のまとめ
第5章　加飾技術の今後の展開
第6章　参考文献

付録（CD-R） 



★ご回覧ください★

【執筆者一覧（敬称略）】

●立石 伸男（中外製薬(株))●河田 茂雄（NPO・QAセンター))●宮木 晃（上武大学）●大槻 宣道（マルホ(株))●若山 義兼（日本環境認証機構）
●柴山 朋子（武州製薬(株))●中村 雅彦((株）サン・フレア）●杉本 隆之((株)ソアズ)●長村 聡仁(東和薬品(株))●岡本 真人(帝人ファーマ(株))
●三宅 正一(日本バルク薬品(株))●人見 英明(合同会社ヒトミライフサイエンス)●新井 一彦(日本ジェネリック(株))●野村 章（QAアドバイザー）
●梶ヶ谷 仁志((元)独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)●飯島 護丈(非臨床開発コンサルタント) ●佐々木 正治(アボットジャパン(株))
●進藤 順紀(日本たばこ産業(株))●杉本 哲朗(中外製薬(株))●森田 隆(外資系製薬メーカー)●末吉 忍（M Perspective Independent Auditor） 
●田口 准((元)アルフレッサファーマ(株))●荒野 龍昭((元)外資製薬会社)　●長澤 匡記(イーピーエス(株)) ●草間 承吉(PMSフォーラム)
●沖 武人((元)エーザイ(株)) 

＜グローバル対応をふまえた＞

GxP内部監査・自己点検実務資料集

＜6部構成でGxPの内部監査・自己点検を詳細に解説！＞

発刊 2012年5月 体裁 577ページ 定価：￥66,000＋税

＜第1部 GMPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 3極の規制要件とガイドライン
 内部監査と自己点検
 三極GMPに関するガイドラインの概要・相違点
第2章 内部監査・自己点検概要
 内部監査・自己点検とは/GMP監査との違いは何か
第3章 自己点検の具体的実施方法と留意点　
 自己点検の重要点/自己点検のチーム構成について
 日欧の規制要件とガイドライン/自己点検の方法
 自己点検のチェックリストについて
 GMP適合性調査における主な指摘・指導事項
第4章 GMP監査体制確立のポイント
　GMP監査に必要な監査組織とは？
　変更・逸脱管理における自己点検と内部監査
第5章 6サブシステム監査のポイント
　サブシステム監査/6サブシステム監査のポイント
第6章 委託先監査、原材料等ベンダー監査の実施
  委託先監査実施上の留意点/委託先監査の重要点    
  原材料等ベンダー監査/ベンダー監査留意点
第7章 指摘事項から学ぶ監査ポイントとは
 管理監督システム/構造設備システム/保管管理
 製造システム/包装・表示システム/試験室管理
第8章 QMS適合性調査における内部監査・自己点検
第9章 CSVにおける内部監査・自己点検
 自己点検プロセス
 ベンダー・システム監査における留意点
第10章 内部監査・自己点検、GMP監査スキル向上
第11章 教育訓練
 監査員の育成方法についてのポイント
第12章 GMP・GQPの内部監査・自己点検の連携
 監査、内部監査、自己点検とは/必要性
 計画,実行,留意点/臨時の自己点検及び内部監査
 
＜第2部 GQPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 自己点検の具体的実施方法と留意点
 自己点検の狙い・進め方/自己点検の重要性
 自己点検手順書の作成/チェックリスト作成
 自己点検結果報告書・改善計画書作成の留意点
　　　

第2章 GQP監査体制の確立
 製造業者における製造管理及び品質管理の確保
 委受託における確認事項/品質監査/定期的品質監査 
第3章 GQP監査事例と監査のポイント
 監査の原則/計画と準備/プロセス分析/監査の実施
 監査結果の評価と不適合報告書/最終会議と監査報告書
第4章 内部監査・自己点検、監査スキル向上のポイント
 手順書等の具体例からみるスキル向上ポイント
 GQP監査における盲点になりやすい事例
 自己点検における効率的な進め方とは？
第5章 教育訓練
  教育訓練システムの構築と進め方/計画書の作成
  項目/実施手順/記録書の作成と文書化

＜第3部 GLP/非GLPにおける内部監査・自己点検＞
～GLP編～
第1章 GLP/非臨床試験における信頼性保証とは
 法的位置づけ/GLPにおける信頼性保証のあり方
 医薬品医療機器総合機構によるGLP適合性調査
第2章 GLP適合性調査における内部監査・自己点検
 調査資料作成の留意点/試験関係資料の保存・管理
 調査チェックリスト作成の留意点
第3章 信頼性確保の体制確立ポイント
第4章 外部委託に関する監査
第5章 教育訓練
 背景/対象/プログラム/ポイント/記録と管理・保管

～非GLP編～
第1章 非GLP試験における規制の理解
 GLP試験/非GLP試験/非GLP試験の信頼性
 非GLP試験の科学性・倫理性/非GLP試験の実際
第2章 非GLPにおける内部監査・自己点検
 非臨床非GLP試験に求められる品質/自己点検と内部監査
第3章 内部監査の体制確立のポイント
第4章 非GLP適合性書面調査からみる内部監査・自己点検
　目的/事例からみる内部監査・自己点検ポイント
第5章 外部委託に関する監査
第6章 教育訓練

＜第4部 GCPにおける内部監査＞
第1章 臨床試験の品質マネジメントと監査対応（CAPA）
 臨床試験における品質マネジメントと監査/監査の指摘とCAPA
第2章 3極の臨床試験の信頼性保証の考え方、信頼性保証活動
 クオリティ・マネジメントの責務  
 ICH-GCPと国内GCPの相違を理解することの重要性
第3章 GCP監査の種類と概説
 QC/QA担当部門の立場と役割/GCP監査の種類と概要
第4章 効率的な監査手法
 QC・QA業務の実施体制の整備/監査手順書作成の留意点
第5章 監査結果の報告とフォローアップの進め方
 監査報告書の作成の留意点/監査結果の効果的な報告方法
第6章 最近のGCP適合性調査/監査での問題事例の傾向
第7章 海外臨床試験における信頼性保証
 FDA査察と対応/FDA査察とGCP監査で相違点がないようにする
第8章 教育訓練
 育成方法/監査員の資格要件の設定基準

＜第5部 GVPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 製造販売後の安全対策に関する制度と今後の動向
第2章 GVP自己点検概要 
 自己点検の重要性、総括製造販売責任者等の役割
第3章 自己点検に必要な体制確立のポイント
 点検目的の明確化/自己点検と社内体制
第4章 自己点検の実施上の留意点
 意義/実施する際の留意点/実地調査前の準備段階/実施
第5章 自己点検改善の実施の留意点
 改善計画の立案/改善結果報告の確認 
第6章 国内外の委託先の自己点検ポイント
 グローバル・オーディット実施方法/委託先の監査ポイント
第7章 査察における指摘事例と監査ポイント
第8章　GVP自己点検教育訓練
 目的の明確化/教育訓練の実施者/訓練対象者及び内容

＜第6部 GPSPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 製造販売後調査・試験の動向と課題
第2章　自己点検の実施上の留意点
第3章　自己点検改善の実施の留意点
第4章　査察における指摘事例と監査ポイント
第5章　GPSP自己点検教育訓練
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　目次
　　
第1章　総論-コストダウンと事業採算性確保に向けて
第1節　コストダウンのための光制御技術
第2節　コスト分析及びコスト削減モデル
第3節　植物工場ビジネスと事業採算性
第4節　太陽光利用型レタス工場の生産性評価
第2章　参入戦略とビジネスモデル
第1節　採算確保に向けた新規参入にあたっての
　　　　　ビジネスモデル構築法
第2節　異業種参入ビジネスモデルと急務の橋わたし
第3節　遊休工場を利用した植物工場への参入戦略
第3章　植物工場建設と法規制
第4章　実用化技術
第1節　水耕栽培技術(養液栽培技術)
第2節　栽培用各種人工光源
第3節　LEDで拓ける植物工場の未来

★「どうすれば事業化が成功するか」 課題の突破口を実例に見出す

第4節　照明装置の実際
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第9節　植物工場における衛生管理と断熱パネルの活用
第10節　実際の栽培品目
第5章　実用化植物工場各論
第1節　LED植物工場の技術の現状
　　　　　(人工植物栽培におけるLED照明技術)
第2節　丸紅の植物工場
第3節　ニシケンすいさい園の植物工場

第4節　エスペックミックの植物工場
第5節　ＨＥＦＬ照明を用いた機能性新野菜
　　　　　「ツブリナ」の事業化
第6節　株式会社アルミスの植物工場
第7節　村上農園の植物工場
第8節　関西鉄工の植物工場
第9節　大成建設の植物工場
第10節　太陽光利用型植物工場
第6章　これからの有力技術
第1節　自動化植物工場
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第3節　小水力発電利用
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「パソナグループ本部“アーバンファーム”」について～
第5節　コケ栽培

第6節　植物工場を用いた薬用植物の効率的生産
第7節　家庭用植物工場の開発
第7章　工場野菜をいかに売るか
第1節　野菜流通のしくみ
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第9章　国の支援策
第1節　植物工場の推進における経済産業省の支援策
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　　　　　農林水産省の支援策について
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【執筆者一覧(敬称略)】
＜監修･執筆＞　●髙辻 正基((財)社会開発研究センター)　　●石原 隆司((財)社会開発研究センター)

●山中 宏夫(大成建設(株))
●松尾 誠也(アグリフレッシュ(株))
●井上 弘基((財)機械振興協会)
●周藤 一之((株)野菜工房)
●中原 光久(九州電力(株))
●田澤 信二(岩崎電気(株))
●媚山 誠(オリンピア照明(株))

（財）社会開発研究センター　植物工場・農商工専門委員会　監修
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●荒 博則(昭和電工(株))
●岡田 透((株)シバサキ)
●今井 久(日本サブウェイ(株))
●中島 啓之((株)朝日工業社)
●林 泰正(ステラグリーン(株))
●大塚 貴雄(三洋昭和パネルシステム(株))

●芦田 章((株)植物工場開発)
●森 康裕((株)植物工場開発)
●藤原 澄久(丸紅(株))
●渡邉 博行((株)ニシケン)
●中村 謙治(エスペックミック(株))
●辻 昭久(日本アドバンストアグリ(株))

新規参入・事業展開のための勘所を、実際に取組む多くの事業者の実例で把握する！

◎植物工場ビジネス…採算性確保のために・
　植物工場を取り巻く最新事情を知る！

　・コストダウンと事業採算性確保：
　光制御技術の最適化／コスト分析･コスト削減モデル／

　収益性確保の三条件／太陽光利用型工場の生産性

　・参入戦略とビジネスモデル：
　ビジネスモデル各種の検討／異業種参入に向けた課題／遊休工場を利用した植物工場

　・販路・流通戦略：
　野菜流通システムの実際／味と栄養価／工場野菜の実際価値と実勢価格とは／

　拡販の考え方／「なにを作るか」「どこに売るか」

　・海外の設置事情（香港／韓国）　　・法規制：農地の転用、課税、立地関連

　・現在の国の支援策も詳解！

◎植物工場最新事例…各社の事業と技術から、
　植物工場の実際と課題を理解！

　・実用化に向けた最新技術：
　水耕栽培技術(養液栽培技術)／栽培用人工光源の種類とは／
　植物工場LED化に向けたポイント／LED多重拡散型照明／LEDライン光源／
　店産店消型植物工場／空調設備における省エネ技術／
　環境制御システム・ICT化技術／衛生管理と断熱パネル／栽培品目の選び方

　・実用化植物工場事例：
　LED植物工場の現状／丸紅／ニシケンすいさい園／エスペックミック／大成建設／
　アドバンストアグリ／アルミス／村上農園／関西鉄工／太陽光利用型植物工場(双日)

　・注目の有力技術：
　自動化植物工場／バイオマスを利用した創エネルギー技術／
　小水力発電の利用／オフィスビル植物工場／コケ培養システム／
　薬用植物の生産／家庭用植物工場の開発　

【監修者より】

 植 物 工 場  の　ビジネス戦略

　　　　　　　　　　　　　および　商用化に向けた 最新事例

いま被災地に植物工場をという話が産官学で盛り上がっている。また今後の異常気象の頻発、安全安心への関心の増大を受けて植物工場は大きく発展していくだろう。
本書は植物工場のビジネス化、商用化に向けて最新の技術動向から流通販売までのすべての関連事項を網羅している。この分野に関心のある多くの研究者、技術者、
ビジネスマンにお勧めしたい。 （財）社会開発研究センター 植物工場・農商工専門委員会　髙辻 正基　
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●植田 賴親(関西鉄工(株))
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●大原 均((株)椿本チエイン)
●澤原 大道(月島機械(株))

●板見 さやか((株)パソナ農援隊)
●山下 和貴((株)ヴァロール)
●古在 豊樹(千葉大学)
●西出 稔((有)明峰電機)
●中神 秀和(経済産業省)
●今井 麻紀子(農林水産省)
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★ 拒絶理由通知について基礎から対応方法・海外対応比較まで解説。
★ 実際の品目が違う事例を基に実際対応例についても掲載。
★ 特許申請者・知的財産担当者の拒絶理由対応上の必見内容が満載！

発刊　2012年3月末
定価　43,000円 ＋ 税
体裁　B5判ソフトカバー
　　  260ページ

拒絶理由通知への対応

第1章　拒絶理由通知の基礎と特許審査の概要
     1.特許審査の概要    2．拒絶理由通知の基本事項 
     3．拒絶理由通知の具体的運用

第2章　拒絶理由通知書の構成と拒絶理由通知への対応
  第1節　拒絶理由通知の読み方と対応のポイント
     1.拒絶理由の把握　　2．新規性
     3．進歩性　　　　　 4．特許法第29条の2
     5．特許法第39条     6．特許法第36条
     7．産業上の利用可能性 8．発明の単一性 
  第2節　拒絶理由通知への対応
     1．反論構築の考え方   2．技術レベルの把握
     3．分割出願制度の活用 4．変更出願制度の活用
     5．放棄               6．共同出願の場合の注意点
     7．米国のIDS（Information Disclosure Statement:
        情報開示陳述書）の提出義務に注意
  第3節　数値限定（パラメータ発明等）の時の対応方法
     1．サポート要件 －概略－ 2．サポート要件 －留意すべき類型－
     3．サポート要件 －類型3－   4．サポート要件 －類型4－
     5．サポート要件 －まとめ－  6．明確性要件 －概略－
     7．明確性要件 －事例－      8．明確性要件 －拒絶理由への対応－
     9．明確性要件 －まとめ－   10．実施可能要件 －概略－
    11．実施可能要件 －まとめ－12．新規性 －概略－
    13．進歩性 －概略－
    14．新規性・進歩性欠如への対応 －効果の固有性－
    15．新規性・進歩性欠如への対応 －方向性の決定－
    16．新規性・進歩性欠如への対応 －「第29条の2」の場合の留意点－
    17．補正の留意点 －実施例の数値の請求項への導入－

第3章　意見書・手続補正書の作成について
     1．様式・記載要領           2．意見書の作成
     3．意見書だけで反論する場合 4．ダメな意見書
     5．手続補正書の作成

第4章　拒絶理由通知を見越した明細書作成のポイント
     1．拒絶理由通知を見越した明細書作成の必要性
     2．進歩性不備による拒絶理由通知を見越した明細書作成のポイント
     3．記載要件不備による拒絶理由を見越した明細書作成のポイント
     4．発明の単一性不備による拒絶理由通知を見越した明細書の作成

第5章　拒絶理由が解消せず拒絶査定となった場合の対応
     1．拒絶査定不服審判の概要 
     2．拒絶査定不服審判における実体的な手続
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＜3極対応＞

微生物試験法の留意点
および微生物管理

書籍名  【BA120206】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

＜3極対応＞微生物試験法の留意点および微生物管理　書籍

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて



★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BC120203】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

材料技術と製造プロセス　タッチパネル開発の最前線　書籍

★ご回覧下さい★ 情報機構

材料技術と製造プロセス

タッチパネル開発の最前線

～貼り合わせ、印刷、成膜、表面処理、ガラス･フィルム、透明導電膜、センサ～

　　　　
―

発刊 2012年2月 ・体裁 B5判 244頁　定価￥56,000＋税　

◇詳細は裏面を◇

■ 執筆者所属：

総研化学(株)　
モメンティブ・パフォーマンス・
マテリアルズ・ジャパン(合)　

同志社大学　
(株)ＦＵＫ　
(株)タカトリ　

中外炉工業(株)

宮崎大学
九州大学
日本サイプレス（株）

　印刷、成膜、表面処理技術　～各種プロセス工程の要点を把握。表面処理の最新技術。

　　　精密塗布・Tダイ/スロットダイ技術・スクリン印刷・ロールtoロール・高耐久性ハードコート

　　　 UVオゾン表面処理・含フッ素系有機-無機ハイブリッド高分子

　透明導電膜　～低コスト・高性能へ向けた最新の開発動向を把握。

　　　ITO　酸化亜鉛・銀ナノワイヤーインク・グラフェンの塗布成膜・CVD合成転写技術

　カバーガラス、各種フィルム材料　～高耐久、高透過、低反射タッチパネルを実現。

　　　化学強化ガラス・光学用シリコーン粘着ゲルフィルム・色調補正フィルム・モスアイ型反射防止

　センサ、コントローラIC、LSI　～日進月歩のセンサ技術、今後のトレンド。

　　   PSoC混合シグナルアレイ/コントローラIC・ 相互容量方式・インセル方式・カバーガラス一体型

▲
▲

本書のポイント本書のポイント
　貼り合せ技術　～粘・接着剤、装置の特徴や選定、貼り合わせの実際を詳しく解説。

　　　粘着剤・接着剤・コーティング剤・アクリル・シリコン・各種貼り合わせ装置

▲
▲

▲

－必要な技術情報を幅広く網羅
基礎的な知見から最新の動向まで－

●
日油(株)
首都大学東京
タイカ(株)
タッチパネル研究所
東レフィルム加工(株)
信越ポリマー(株)
ソニー(株)

児玉化学工業(株)　
(株)ムラカミ 
バイエルマテリアルサイエンス(株)
セン特殊光源(株)
ＪＮＣ石油化学(株)
ＪＮＣ(株)
DKN Research LLC
日本板硝子(株)



【執筆者一覧(敬称略)】

西岡 利勝　 高分子学会フェロー・元 出光興産
宮田 洋明　 （株）東レリサーチセンター
星 孝弘　　  アルバック・ファイ（株）
辻 正樹　　  京都大学

★材料開発・成形加工の現場で実際に困った時に活用できる、分析・評価ノウハウを盛り込んだ一冊！

・発刊：2012年2月  　・体裁：B5判  249頁 ソフトカバー　　・定価：￥51,000＋税

高分子材料の外観不良の

　　 原因分析と対策

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BC120202】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

高分子材料の外観不良の原因分析と対策　書籍

●本書籍のコンセプト
　○入門者でも、どんな分析法があってどれを選べば分析できるかがわかる。
　○現場で役立つ、実際の現場レベルで活用できる分析法を、ノウハウを盛り込みながら解説。
　○数多くの外観不良の実例を取り上げ、その発生原因解析と対策を分かり易く解説。

●本書籍のポイント
　★赤外・ラマン分光法をはじめ、SEM・TEM・AFM・XPS他、それぞれの原理・得られる情報をふまえた、各分析法の
    選択基準とは？データ解釈及び使いこなすためのノウハウまでわかりやすく記述。
　★実際のトラブル時に活用し易い様、異物・ブリード・白化・変色・クラック等、各トラブルごとに事例をふまえ
    分析法・対処法を解説。
　★高分子材料は成形直後・および経年使用時に致命的な欠陥が発生することが多いことをふまえ、様々な条件下に
    おける破壊・変形や劣化挙動・その試験測定評価・寿命予測法についても網羅。

○監修：西岡 利勝　高分子学会フェロー・元 出光興産　（敬称略）

吉岡 太陽　 豊田工業大学
中嶋 健　　  東北大学
若林 淳　　　出光興産（株）
寶崎 達也　 リケンテクノス（株）

平野 幸喜　 （株）プライムポリマー
北川 雅士　 （株）東レリサーチセンター
的場 伸啓　 （株）東レリサーチセンター
黒田 真一 　群馬大学

１章　概論
２章　表面・界面および局所分析の基礎と得られる情報
 2章1節　赤外分光法
 2章2節　ラマン分光法
 2章3節　Ｘ線光電子分光法（XPS, ESCA）
 2章4節　飛行時間型二次イオン質量分析法
 2章5節　電子顕微鏡（SEM, TEM）
 2章6節　原子間力顕微鏡

３章　表面・界面および局所分析の実際
 3章1節　異物分析3章2節　ブリードの解析
  第1項　添加剤のブリード機構　 　
  第2項　ブリード，べたつきの分析
 3章3節　白化の解析
 3章4節　表面粗れ、クラックの解析
 3章5節　着色・変色の解析
4章　高分子材料の破壊と変形
5章　高分子材料の劣化と寿命予測

●目次概略

＊詳細内容は、弊社ホームページをご参照下さい。
　http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC120202.php
　



 

CSV実務に関する疑問・問題点を一挙解決！

発刊：2012年2月　　定価：47,000円+(税) 　　体裁：Ｂ５判 297頁

コンピュータ化システムバリデーション　Q&A集

============================================================================================================================= 

============================================================================================================================= 

         ※2010年12月発刊書籍　＜コンピュータ化システムバリデーションの最新動向と取組み事例＞

            上記書籍を購入された方には【コンピュータ化システムバリデーションQ&A集】書籍を特別割引で販売中！

                                  定価：47,000円+（税）→　37,000円+（税）

　＊お申込の際、“CSV取組事例 書籍購入済み”の旨を備考欄にご記入下さい。 ＊他の割引と併用はできません、書店は対象外となります。

100問を超えるQ&A

Q&A形式で回答（一部抜粋）
 ◎コンピュータ化する業務システムの要求事項をどのように文書化すれば良いでしょうか？

 【回答】

  要求仕様書は、製造販売業者等の要求元がサプライヤに対してコンピュータ化システムに期待する要件を作成する文書です。

一般的にはコンピュータ化システムに要求する機能仕様が中心となるが、合わせて前提条件や必須な要件なのか否かを記載する場合もあります。

（以下省略）

＜著者＞ 株式会社シー・キャスト　代表　荻原　健一　氏 

2012年4月施行、厚生労働省「コンピュータ化システムバリデーション適正ガイドライン」

＜疑問・問題点を共有化し、Q&A式で回答！＞

　○ 自己点検の実施が求められていますが、自己点検という言葉がピンときません。どのように取り組めば良いでしょうか。

　○ CSVに関するガイダンス等の最新動向を知りたい

　○ GAMP5ではGAMP4にはなかった付属資料S（特殊）が追加されていますがどのような内容でしょうか。

　○ CSVに無駄な工数をかけない方法とは？

　○ CSVの管理規定とは何でしょうか？また、なぜ必要なのでしょうか？

　○ GAMP5発行にあたってのインパクトとはどのようなものでしょうか？

　○ Part11の見直しとなっている「ScopeandApplication」をわかりやすく解説してください。

　○ セキュリティ管理についてのアクセス権限の設定目安について、具体例を挙げて教えて欲しい

 上記のような疑問・問題点に対する回答を示します！

運用時に直結する具体的な対応・改善点を回答！

詳細項目は弊社HPまで　→　http://www.johokiko.co.jp/publishing/BA120201.php

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→ https://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名【BA120201】 冊数 　　冊 ※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

コンピュータ化システムバリデーションＱ＆Ａ集 書籍

備考

FAX



★KFDAがPACSの医療機器化と医療用ソフトウェアの単独医療機器化を採用！

■ 著者から

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BA111209】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

　韓国の医療用ソフトウェア に関するガイドライン（翻訳資料集）

韓国の医療用ソフトウェア
　　   に関するガイドライン

＜翻訳資料集＞

(社)日本画像医療システム工業会 国際部会 著
　JIRA国際部会では提供された各ガイドラインの日本語への翻訳を実施し、今般、「韓国の医療用ソフトウェアに関するガイド
ライン」の名称で出版することを決定し、発刊にこぎつけたものである。
　2011年12月現在、日本では医療用アプリケーションソフトウェアの単独医療機器化が認められていない現状において、本「
韓国の医療用ソフトウェアに関するガイドライン」は、医療用ソフトウェアに関する韓国への製品登録への参考資料となること
と、将来、日本で医療用ソフトウェアの単独医療機器化が認められた際にも大いに参考にできるものと期待している。

１.PACS /技術文書の作成解説書
　　1.製品名　/　2.形状・構造及び寸法　/　3.原材料又は成分及び分量　/　4.製造方法　/
　　5.性能及び使用目的　/　6.操作方法又は使用方法　/　7.試験規格　/8.記載事項　/　9.添付資料

２.医療機器ソフトウェアバリデーション・ガイドライン
　Ⅰ.ソフトウェアバリデーションのアプローチ方法
　　1.概　要　/　2. ソフトウェアの分類及び適用基準　/　3.品質システムとの調和　/　4.リスク管理（Risk Management）
　　5.ソフトウェアの安全性の分類
　Ⅱ.設計でのソフトウェアバリデーション
　　1. ソフトウェアの開発活動　/　2. ソフトウェアのメンテナンス（変更管理）活動
　Ⅲ.工程でのソフトウェアバリデーション

３.医療用ソフトウェア審査のガイドラインイン
　　1.目的及び適用範囲　　/1.1　目的　/1.2　適用範囲
　　2.用語説明　　　　　　/2.1　医療用ソフトウェア　/2.2　単独型ソフトウェア　/2.3　内蔵型ソフトウェア　/2.4　名　称
　　　　　　　　　　　　　/2.5　バージョン　/2.6　構　造　/2.7　主な機能　/2.8　アルゴリズム　/2.9　運営環境
　　3.医療用ソフトウェアの審査方法
　　　　　　　　　　　　　/3.1　医療用ソフトウェアの審査手続き　/3.2　医療用ソフトウェア関連の技術文書の記載内容
　　4.添付資料の提出　　　/4.1　型名又は名称、バージョン　/4.2　構　造　/4.3　アルゴリズム
　　　　　　　　　　　　　/4.4　主な機能及び機能の表示画面　/4.5　運営環境
　　5.医療用ソフトウェアの技術文書の変更
　　　　　　　　　　　　　/5.1　医療用ソフトウェアの変更の類型　/5.2　技術文書の変更と添付資料の提出
　　　　　　　　　　　　　/5.3　医療用ソフトウェアのバージョン管理方法
　　6.関連の告示　　　　　/6.1　第7条（添付資料の要件）　/6.2　第11条（形状・構造及び寸法）
　　　　　　　　　　　　　/6.3　第12条（原材料、又は成分及び分量）　/6.4　第15条（操作方法又は使用方法）

発刊　2011年12月　　定価 8,000円＋税
体裁　B5判ソフトカバー　137ページ



10.医療機器再評価に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-19号（'05.4.16.制定）
　　/第2007-53号（'07.7.18.改定）/第2009-142号（'09.8.24.改定）

11.医療機器再審査に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-28号（'05.5.31.制定）
　　/第2009-141号（'09.8.24改定）/第2009-142号（'09.12.22.改定）

12.医療機器副作用報告等安全性情報管理に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-20第号（'05.04.16.制定） /第2006-39号（'06.08.31改定）
    /第第2009-135号（'09.08.24.改定）/第2009-164号（'09.11.4改定）

13.医療機器広告事前審議規定
　　食品医薬品安全庁告示第2007-19号（07.4.3.制定）
    /第2009-132号（'09.8.24.改定）/第2009-197号（09.12.22.改定）

14.医療機器生産及び輸出・輸入・修理の実績報告に
   関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-7号（'05.02.24.制定） 
　　/第2009-136号（'09.08.24.改定）/第2009-199号（'09.12.22.改定）

15.希少医療機器の指定に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2009-3号（'09.01.21.制定） 
　　/第2009-146号（'09.08.24.改定）/第2009-218号（'09.12.22.改定）

16.追跡管理対象医療機器の指定
　　食品医薬品安全庁告示第2007-54号（'07.07.18.制定） 
　　/第2008-85号（'08.12.30.改定）/第2009-145号（'09.08.24.改定）

17.診断用放射線発生装置の安全管理に関する規則
　　保健福祉部令  第3号（'95.01.06.制定）/第25号（'96.05.18.改正）
    /第186号（'01.01.13.改正）/第234号（'03.01.14.改正）/第349号（'06.02.10.改正）
　　第421号（'07.11.16.改正）/ 第1号（'08.03.03.改正）

18.特殊医療設備･使用及び品質管理に関する規則
　　<一部改定2008.3. 3保健福祉部家族部令1号 >

19.医療機器技術文書の添付書類のうち、
   実測値資料に対する審査ガイドライン
　　食品医薬品安全庁 医療機器安全局（2009.12）

★韓国の医療機器に関する最新条例・法令を徹底網羅！ 

■ 著者から

＜以下についてご興味のある方、関係者に必携の1冊です！＞
　● 経営、マネジメント、進出、提携・コラボレーション、他
　● 登録、審査、許可、分類、標準化、他
　● 製造、品質管理、他
　● 臨床開発、再評価、再審査、安全管理、他

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BA111208】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

【改訂版】韓国の医療機器法令集 書籍（翻訳資料集）

韓国の医療機器法令集（改訂版）
＜翻訳資料集＞

(社)日本画像医療システム工業会 国際部会 著

　「韓国医療機器法」及び細則類の改正内容、追加細則類については初版と同様に
、KFDA、KTL、KMDIA並びにKMDICAの協力を得て入手することができたこともあり
、この段階でJIRA国際部会では「韓国の医療機器法令集（改訂版）」の製作・発行す
ることを決定したものである。

　本「韓国の医療機器法令集（改訂版）」は、韓国への医療機器製品販売のために
製品登録する各企業が韓国の法律を理解され、間違いのない製品登録申請を行え
ることを目的として製作したものである。本書が少しでもそのお役にたつことができ
れば、この上ない喜びである。

1.医療機器法
　　[一部改定2007.4.11第8367号]　施行日2007.10.12 / [一部改定2008.2.29第8852号]　　　　　
　　　
　　[一部改定2008.12.26　第9185号]　施行日2009.6.27

2.医療機器法施行令
　　[施行2010.3.19] / [大統領令第22075号　2010.3.15　他法改定]

3.医療機器法施行規則
　　[一部改定2007.7.6 保健福祉部令第407号]/
    [一部改定2009.6.26 保健福祉家族部令第118号]

4.医療機器の製造・輸入及び品質管理基準
　　食品医薬品安全庁告示第2005-14号（'05.03.16制定） /第2005-69号（'05.11.21改定）
    /第2007- 7号（'07.02.07 改定）/第2008-11号（'08.02.22改定）/第2009-36号（'09.06.17 改定）
　　/第2009-68号（'09.08.20改定）/第2009-203号（'09.12.22 改定）/第2010-30号（'10.05.07改定）

5.医療機器の許可等に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-11号（'05.03.05.制定） /第2005-63号（'05.11.03.改定）
    /第2006-45号（'06.09.28.改定） /第2007-24号（'07.05.01.改定）/第2008-47号（'08.08.01.改定） 
　　/第2009-143号（'09.08.24.改定）/第2009-169号（'09.11.30.改定）/第2009-204号（'09.12.22.改定）

6.医療機器技術文書等の審査に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-8号（'05.3.2.制定） /第2005-61号（'05.10.24.改定)
    /第2006-21号（'06.05.17.改定)/第2007-2号（'07.01.10改定)/第2007-55号（'07.07.20改定)
　　/第2008-7号（'08.01.31改定) /第2009-133号（'09.08.24改定)/第2009-163号（'09.10.30改定)
    /第2009-219号（'09.12.30改定)

7.医療機器品目及び品目別クラスに関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-11号（'05.03.23.制定） /第2005-71号（'05.12.06.改定）
    /第2006-44号（'06.09.28.改定）/第2009- 2号（'09.01.06.改定）/第2009-11号（'09.06.30.改定）

8.医療機器の臨床試験計画承認指針
　　食品医薬品安全庁告示第2005-11号（'05.07.14.制定） /第2008-69号（'08.11.07.改定）
    /第2009-21号（'09.05.01.改定）/第2009-33号（'09.06.03.改定）/第22009-13号（'09.08.024.改定）

9.医療機器の臨床試験管理基準
　　食品医薬品安全庁告示2005-39第号（'05.07.14.制定） /第2009-140号（'09.08.24.改定）
    /第2009-170号（'09.11.30.改定）/第2009-201号（'09.12.02.改定）

発刊　2011年12月　　定価 25,000＋税
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BC111202】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

燃料電池要素技術 触媒・電解質膜・MEAとその低コスト・高信頼・高機能化　書籍

”低コスト” と ”性能・信頼性” との両立は如何にして可能か？

燃料電池要素技術

　　　　
  低コスト・高信頼・高機能化
―

発刊 2011年12月 体裁 Ｂ５判 271頁 定価￥66,000＋税

白金低減化へ向けた取り組み白金代替触媒のトレンドと実力
電解質膜・ＭＥＡの高性能,高信頼性

その

触媒・電解質膜・ＭＥＡと

　◆ 第一章 【 触媒の白金低減化 】
1「高活性・高耐久性白金コアシェル触媒の開発」
　～同志社大学　大門英夫／稲葉稔
2「グラフェンを用いたナノサイズ白金電極の合成と燃料電池への応用」
　～東北大学　笘居高明／本間格
3「広いpH域で安定な白金ナノ粒子の合成と分散技術」
　～東京理科大学　郡司天博
4「導電性カーボンブラックおよびその燃料電池への応用」
　～機能性カーボンフィラー研究会　前野聖司
5「白金低減へ向けた電極触媒の高活性化」
　～千葉大学　星永宏
6「ナノ粒子複合化による
    固体高分子形燃料電池の低白金化へのアプローチ」
　～大阪大学　内藤牧男
7「小型ダイレクトメタノール燃料電池の高性能化
    －ハイブリッドシステム開発と新規触媒材料開発」
　～ソニー株式会社　後藤習志

　◆ 第二章 【 白近代替触媒 】
1「白金代替高活性酸素還元電極触媒の開発および今後の展望について」
　～金沢大学　山口孝浩
2「コバルトタングステンを主原料とした
   白金代替触媒の開発とその理論的考察」
　～東京農工大学　永井正敏
3「シルクを原料とする活性炭の開発と燃料電池への応用」
　～信州大学　福長博
4「ヘリカルカーボンナノ材料の合成・評価およびデバイス応用」
　～豊橋技術科学大学　須田善行
5「含窒素芳香族高分子からのカーボンアロイ触媒の作製」
　～帝人株式会社／東京工業大学　畳開真之
　　東京工業大学　難波江裕太／柿本雅明／宮田清藏
6「カーボンアロイ触媒、最適活性点形成の解明について」
　～筑波大学　近藤剛弘／中村潤児
7「白金代替触媒およびそのPEFCへの適用について」
　～昭和電工株式会社　佐藤孝志

　◆ 第三章 【 電解質膜・ＭＥＡ 】
1「固体リン酸型燃料電池用電解質膜の合成とその評価について」
　～名古屋大学　日比野高士
2「プロトン伝導性ナノファイバーの合成と電解質膜への応用」
　～首都大学東京　川上浩良
3「新規プロトン伝導性電解質膜の開発とその評価について」
　～東京工業大学　東原知哉／上田充
4「セルロース誘導体を用いた
    電解質膜の作製と特徴、ＤＭＦＣへの適用について」
　～青森県産業技術センター　葛西裕
5「無機／有機ナノハイブリッド電解質膜」
　～ニッポン高度紙工業株式会社　澤春夫
6「高分子固体電解質膜の合成とその評価について」
　～上智大学　陸川政弘
7「フッ素系電解質膜の開発状況」
　～旭化成イーマテリアルズ株式会社　三宅直人
8「高温動作型ＰＥＦＣのＭＥＡの特徴と開発について」
　～ＢＡＳＦジャパン株式会社　山本修
9「電解質膜及びMEAの高信頼化・高ロバスト化について」
　～株式会社ＥＮＥＯＳセルテック　福永明彦

　◆ 第四章 【 水管理 】
1「燃料電池ガス拡散層の材料・製造方法・高性能化について」
　～有限会社ＭＦＣテクノロジー　村田誠
2「マイクロポーラス層付きガス拡散層による耐フラッディング性
    および耐ドライアップ性の向上」
　～九州大学　北原辰巳

白金低減化へ向けた取り組み白金代替触媒のトレンドと実力
電解質膜・ＭＥＡの高性能,高信頼性



　
TEL:03-5740-8755　FAX:03-5740-8766
品川区大崎3-6-4　トキワビル3階

HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

ご回覧下さいご回覧下さい

　目次
　　

発刊：2011年12月　定価：￥62,000＋税　体裁：B5判 263頁

第1章　有機デバイスの耐久性の概観
～反応、化合物、デバイス～
第2章　有機デバイス用有機材料開発における
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1節　有機デバイス用正孔輸送材料(ドナー)の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1項　ジアミン系正孔輸送材料に関する
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第2項　フタロシアニン材料の耐久性と有機デバイス
     の長寿命化に向けた最近の取り組み
第3項　P3HTおよびMDMO-PPVの
    光および熱劣化とその機構
第4項　DNTT系有機トランジスタの
    耐久性と材料分子構造との相関
第5項　Ru錯体色素の劣化の評価と
    長寿命化に向けた取り組み

　　

【執筆者一覧(敬称略)】

●谷　　忠昭(元・富士フイルム(株))　
●森　　竜雄(名古屋大学)
●福田　貴光(大阪大学)
●小泉　　均(北海道大学)
●瀧宮　和男、姜　明辰(広島大学)
●廣瀬　文彦(山形大学)
●福田　武司(埼玉大学)
●林　　靖彦(名古屋工業大学)
●島田　敏宏(北海道大学)
●大森　　裕(大阪大学)
●上野　信雄(千葉大学)
●熊木　大介(山形大学)
●時任　静士(山形大学)
●安達千波矢(九州大学)
●平本　昌宏(分子科学研究所)
●佐川　　尚(京都大学)
●宮坂　　力(桐蔭横浜大学)
●会沢　宏一(富士電機(株))
●藤井　憲郎(ルビコン・カーリット(株))
●松澤　健人(ルビコン・カーリット(株))
●齋藤　佑輝(ルビコン・カーリット(株))
●宮本　隆志((株)東レリサーチセンター)
●吉田　重信(三菱樹脂(株))
●田口　貢士((株)魁半導体)
●吉本　昌広(京都工芸繊維大学)
●南保　幸男(日華化学(株))
●臼井　博明(東京農工大学)
●山下　正文(東京理科大学)

★有機ＥＬ、有機トランジスタ、有機太陽電池…デバイス実用の要を把握する！

有機デバイス・材料の

　　 耐久性向上 および 長寿命化技術

◎有機デバイスとその材料に必須の諸要素：耐久性・安定性・寿命・劣化等の対策について、
　材料ごと／デバイスごとに、要点や著名研究者の取り組みを集成！
◎バリアフィルム・コーティング技術など、周辺技術／部材からのアプローチも補完！

　　　　　⇒より長期の使用に耐えうる有機デバイスを目指す皆様に、必携の１冊！

◎材料
・主要な劣化の原因や種々のデバイスに関する耐久性の比較
・ジアミン系正孔輸送材料の変遷およびガラス転移点と他の物性との相関性
・フタロシアニンへの熱・放射線・光・水と酸素・大気などの影響
・P3HTおよびMDMO-PPVの光劣化と耐久性の向上
・DNTT系の大気安定性・熱的安定性
・Ru錯体色素の光触媒反応による劣化・高温による劣化・発電動作の色素劣化など
・Eu錯体の光劣化特性と、溶媒中熱処理を行った場合の耐久性
・フラーレンおよびフラーレン誘導体への酸素による影響
・デバイス動作によるITO表面の変質とインジウム・酸素の有機半導体への拡散
・PEDOTを有機デバイスの透明電極に用いた場合の耐久性
・物理的効果による有機薄膜デバイスの構造変化とバンドギャップ準位
・SAM(自己組織化単分子膜)を利用した有機デバイスの特性向上と安定化

◎デバイス
・有機トランジスタの安定性に寄与する要因と駆動安定性の向上
・有機ELデバイスの劣化解析と、混合層の導入による素子性能の向上
・低分子型有機太陽電池の動作テストと加速試験の必要性
・高分子型有機太陽電池における材料の安定性と封止、および安定性評価
・色素増感太陽電池の耐久性を決める要素、および耐久寿命の現状と課題
・複写機用有機感光体の高耐久化と材料
・導電性高分子コンデンサの長寿命化への取り組み
・デバイスの耐久性・劣化の評価(有機EL)

◎周辺技術／部材
・有機デバイス用ガスバリアフィルムの要求品質・ガスバリア性付与
・ハイブリッド封止膜による有機デバイスの封止
・有機デバイス用機能性コーティング剤による劣化防止および耐指紋、防汚性の評価
・蒸着重合法各種による有機デバイスの耐久性向上
・表面プラズモン共鳴の変化から評価する有機デバイスの耐久性

第6項　Eu錯体に関する
    耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第2節　有機デバイス用電子輸送材料(アクセプター)の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
　　～フラーレンおよびフラーレン誘導体に関する
　　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み～
第3節　有機デバイス用電極材料の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1項　有機デバイス用無機陽極材料に関する
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
     ～ITOなど～
第2項　PEDOTを透明電極に用いた有機ELと
    その耐久性
第4節　有機薄膜デバイスの性能向上に向けた
    取り組み－弱い物理的摂動に誘発される
    構造変化とバンドギャップ準位:
    電子構造からみた電荷移動度の改善－

第5節　SAM(自己組織化単分子膜)を利用した
　　耐久性の向上・長寿命化に向けた取り組み
第3章　デバイス開発における
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1節　有機トランジスタの安定性
第2節　熱刺激電流法
    (Thermally stimulated Current)による
　　有機ELデバイスの劣化解析と素子特性の向上
第3節　有機太陽電池の
    耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1項　低分子型有機太陽電池の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第2項　高分子型有機太陽電池の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第4節　色素増感太陽電池の
    耐久性向上・長寿命化への取り組み

第5節　感光体(複写機用有機光伝導体)の
　　　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第6節　導電性高分子コンデンサ(有機コンデンサ)
　　の耐久性向上及び長寿命化に向けた取り組み
第7節　有機ELデバイスの耐久性・劣化の評価
第4章　有機デバイス用部材・技術各種による
　　　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1節　有機デバイス用ガスバリアフィルムの開発
第2節　有機デバイス用封止技術に関する
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
－ハイブリッド封止膜の堆積方法と実用化装置の開発－
第3節　有機デバイス用コーティング剤による
　　　　耐指紋、防汚性の評価技術
第4節　蒸着重合法を用いた有機EL素子の
       耐久性向上に向けた取り組み
第5節　有機デバイス向け共鳴プラズモン応用に関する
    デバイスの耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

書籍名     【BC111201】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

有機デバイス・材料の耐久性向上および長寿命化技術 書籍

★書籍申込書
FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて



<翻訳資料集>

★REACH対応のSDS規定全てがまとめられた欧州向けSDS作成必須のガイダンス
★SDS section毎に記載方法を詳説。作成の手引きとして活用できる！
★経過措置から各セクションごとの記載まで詳細に解説！

発刊　 2011年10月18日
定価　 ￥15,000＋税
体裁　 A4判変形　並製本
　　　 131ページ

山本　毅　訳
　　　　　　　　（敬称略） 　

ご略歴　昭和　52年　東京大学薬学部　卒業　小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ)入社　
　　　　平成　 4年　同社環境安全推進室にて化学物質管理業務として、
　　　　　　　　　　GLP試験施設(化審法・安衛法)における試験責任者及びQAとして安全性試験評価、
　　　　　　　　　　新規化学物質届出(国内、海外)業務、MSDS作成、化学物質規制及びリスクアセスメントを担当
　　　　平成　15年　コニカ、ミノルタ統合後の分社化に伴い、コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社にて、
　　　　　　　　　　国内・海外の化学物質規制、環境法規制を担当　
ご専門　化学品規制(国内、海外の化学物質規制、製品規制等)、特に化審法、TSCA、REACH、CLP規則及びMSDS関連など

　★煩雑化・重要化するSDS作成、規制対応は必須！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本ガイダンスは必ず役に立ちます★
　○SDS関連規定の全てがまとめられており、欧州向けSDS作成に必読の参考書

　○SDSのsection毎に記載方法を詳説。作成の手引きとして活用いただけます

　○購入者専用HPで最新の改訂情報に対応！

　　　最新改訂版2013年12月発行version2.0の和訳が読めるのは購入者のみ！！

　○CLP規則の有害性分類、REACH改定附属書Ⅱにおける各Sectionの規定・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　複雑に絡まりあうSDS関連規制を整理して記載

改正ＲＥＡＣＨ規則（Commission Regulation (EC) No453/2010）

に対応したＳＤＳ編纂の手引き（和訳）     

Guidance on the compilation of safety data sheets version 1.0 September 2011 
★読者専用ページでガイダンスの改訂にも対応！！
　　　　　　　　　　　　　2013年12月発行version2.0仮訳対応済★

原文（European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ より）

　本著はECHAのREACHにおける安全性データシート(SDS)を編纂するためのガイダンス
(Guidance on the compilation of safety data sheets version 1.0 September 2011)を翻訳したものです。
このガイダンスは、REACH　付属書Ⅱ及びSDS関連規定を修正する規則(委員会規則 (EC) No 453/2010)の内容を反映させ
たものであり、SDS関連規定のすべてがその経過措置を含めて統合化されてまとめられており、又、SDSの各Sectionにおける記
載方法が述べられています。企業における欧州向けSDS作成の担当者の方々には必携の参考書と考えられます。

書籍 または PDF(CDROM)版

■ 翻訳者より

本書使用の注意　：本翻訳は2011年9月に欧州化学品庁（European Chemicals Agency）が発行した原本を和訳したものです。この日本語翻訳についての責任は翻訳書の著者にあ
り、欧州化学品庁に責任はなく、欧州化学品庁による英文原本の公式な日本語翻訳ではありません。翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが疑義がある場合、
正確な解釈については、原文でご確認ください。本書の情報は、法律条文、ECHAのガイダンスの内容に基づいておりますが、ご利用者が本情報を使用して行う一切の行為について、
著者並びに発行元は、何ら責任を負うものではありませんことをお断りしておきます。また、いかなる場合においても、著者並びに発行元はご利用者が本情報を使用して被った損害、
損失について、何ら責任を負いません。 

＜翻訳資料集＞

媒体
 □ 書籍
 □ PDF

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BC111002】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

改正REACH規則に対応したSDS編纂の手引き

■ 目次(詳細はHPに掲載しております。情報機構と検索、ご確認ください）

　第1章:概略紹介　　第2章:REACH及びCLPにおけるSDSに関連する新しいこと　
　第3章:SDSを編纂する時に考慮する問題　第4章:section 毎の詳細情報（SECTION1～16)  
　付録1～付録5（スケジュール表、混合物のためのSDS、用語集など）



ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

発刊 2011年9月  定価 ￥38,000+税　 体裁 Ｂ5判・ソフトカバー　 174頁
監修・執筆者一覧（敬称略）

◎皮膚測表面の実際の測定写真をふまえた解説。
◎臨床の現場における医師の皮膚観察・診断・評価の実際についても解説。

                      皮膚の測定・評価手法集
     ～使用機器の選定・測定・評価と臨床現場での診断の実際～　

詳しくはこちらへ！ https://www.johokiko.co.jp/publishing/BA110904.php

第1章各皮膚測定・評価における使用機器の
　　　　　　　　選定・測定手法・使用上の注意点
 第1節 シワの測定・評価法
　　1.シワの発生機構について
　　2.直接測定法によるシワの計測について
　　3.間接法によるシワの計測法について
　　4.現行シワ計測法の課題と今後

 第2節 たるみの測定・評価
　　1.たるみの原因と評価へのアプローチ
　　2.顔の形状評価
　　3.皮膚の粘弾性測定
　　4.外力に対する皮膚位相変化による評価

 第3節 皮膚色の測定・評価
　　1.皮膚色の定量
　　2.皮膚色を測る機器
　　3.メラニン・紅斑を計測する
　　4.各機器を用いた測定例
　　5.画像解析を用いた下眼瞼の“くま”評価
　　6.皮膚色計測で考慮すべき点

 第4節 皮膚の血流測定・評価
　　1.血流計測機器
　　2.熱拡散法（交叉熱電対式組織血流計）
　　3.レーザードップラー法　

 第5節 皮脂量の測定・評価
　　1.皮脂について
　　2.皮脂量測定
　　3.尋常性ざ瘡外用治療の有用性評価

  第6節 皮膚水分量の測定および保湿剤の評価
　　1.業界の現状
　　2.保湿剤評価のための計測機器
　　3.コンダクタンスと角層水分含量
　　4.測定における注意点
　　5.測定例

第7節 角層の機能および皮膚バリア機能の評価
　　1.角層の機能
　　2.角層の構造
　　3.角層からの水分蒸散の測定
　　4.皮膚バリア機能の評価
　　5.実験的皮膚バリア機能低下モデルでの
　　　有効成分の評価法例

 第8節 皮膚のハリ・柔軟性( 粘弾性)・弾力性の測定・評価
　　1.皮膚の物理特性の測定について(Physical Properties)
　　2.皮膚の柔軟性、弾力性について
　　3.真皮の物理特性について
　　4.一般的に用いられる皮膚物理特性測定器
　　5.ハリ、柔らかさの評価 

 第9節 皮膚厚、表皮厚、角層厚の測定・評価および
　　　　　　　　　　　　　　　　　皮膚内部の断層像の測定
　　1.皮膚の厚さ調査について

 第10節 角層細胞間脂質の測定
　　1.角層細胞間脂質の構成成分に関する知見
　　2.角層の表面形状観察
　　3.角層細胞間脂質のラメラ構造の解析
　　4.分光学的手法による細胞間脂質の測定
　　5.角層細胞間脂質モデルの新規構築法の開発

 第11節　美白における有用性の測定・評価
    1.皮膚の色のなりたち
    2.美白評価方法

第2章　臨床現場における診断時の測定・評価手法

 第1節 アトピー性皮膚炎患者の年代別特徴～診断と治療～
    1.診断、重症度把握
    2.治療の原則

 第2節 白癬にける皮膚状態の測定・評価
    1.白癬とは
    2.発症、悪化の原因や誘因
    3.臨床症状
    4.鑑別疾患
    5.診断のための検査
    6.治療
    7.予防 

 第3節 臨床現場におけるかゆみの診断時の測定・評価手法

 第4節 炎症の評価
    1.アレルギー性接触皮膚炎
    2.薬疹
    3.尋常性乾癬

●矢田幸博/花王(株) ●山村達郎/(株)ノエビア ●鳥居宏右/(株)ノエビア ●大島宏/ポーラ化成工業(株)●曽根俊郎/(株)ヤクルト本社  
●白髭由恵/香川大学医学部附属病院●宗廣明日香/香川大学医学部附属病院●窪田泰夫/香川大学医学部附属病院●村上有美/常盤薬品工業(株)
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◎皮膚測表面の実際の測定写真をふまえた解説。
◎臨床の現場における医師の皮膚観察・診断・評価の実際についても解説。

                      皮膚の測定・評価手法集
     ～使用機器の選定・測定・評価と臨床現場での診断の実際～　

詳しくはこちらへ！ https://www.johokiko.co.jp/publishing/BA110904.php

第1章各皮膚測定・評価における使用機器の
　　　　　　　　選定・測定手法・使用上の注意点
 第1節 シワの測定・評価法
　　1.シワの発生機構について
　　2.直接測定法によるシワの計測について
　　3.間接法によるシワの計測法について
　　4.現行シワ計測法の課題と今後

 第2節 たるみの測定・評価
　　1.たるみの原因と評価へのアプローチ
　　2.顔の形状評価
　　3.皮膚の粘弾性測定
　　4.外力に対する皮膚位相変化による評価

 第3節 皮膚色の測定・評価
　　1.皮膚色の定量
　　2.皮膚色を測る機器
　　3.メラニン・紅斑を計測する
　　4.各機器を用いた測定例
　　5.画像解析を用いた下眼瞼の“くま”評価
　　6.皮膚色計測で考慮すべき点

 第4節 皮膚の血流測定・評価
　　1.血流計測機器
　　2.熱拡散法（交叉熱電対式組織血流計）
　　3.レーザードップラー法　

 第5節 皮脂量の測定・評価
　　1.皮脂について
　　2.皮脂量測定
　　3.尋常性ざ瘡外用治療の有用性評価

  第6節 皮膚水分量の測定および保湿剤の評価
　　1.業界の現状
　　2.保湿剤評価のための計測機器
　　3.コンダクタンスと角層水分含量
　　4.測定における注意点
　　5.測定例

第7節 角層の機能および皮膚バリア機能の評価
　　1.角層の機能
　　2.角層の構造
　　3.角層からの水分蒸散の測定
　　4.皮膚バリア機能の評価
　　5.実験的皮膚バリア機能低下モデルでの
　　　有効成分の評価法例

 第8節 皮膚のハリ・柔軟性( 粘弾性)・弾力性の測定・評価
　　1.皮膚の物理特性の測定について(Physical Properties)
　　2.皮膚の柔軟性、弾力性について
　　3.真皮の物理特性について
　　4.一般的に用いられる皮膚物理特性測定器
　　5.ハリ、柔らかさの評価 

 第9節 皮膚厚、表皮厚、角層厚の測定・評価および
　　　　　　　　　　　　　　　　　皮膚内部の断層像の測定
　　1.皮膚の厚さ調査について

 第10節 角層細胞間脂質の測定
　　1.角層細胞間脂質の構成成分に関する知見
　　2.角層の表面形状観察
　　3.角層細胞間脂質のラメラ構造の解析
　　4.分光学的手法による細胞間脂質の測定
　　5.角層細胞間脂質モデルの新規構築法の開発

 第11節　美白における有用性の測定・評価
    1.皮膚の色のなりたち
    2.美白評価方法

第2章　臨床現場における診断時の測定・評価手法

 第1節 アトピー性皮膚炎患者の年代別特徴～診断と治療～
    1.診断、重症度把握
    2.治療の原則

 第2節 白癬にける皮膚状態の測定・評価
    1.白癬とは
    2.発症、悪化の原因や誘因
    3.臨床症状
    4.鑑別疾患
    5.診断のための検査
    6.治療
    7.予防 

 第3節 臨床現場におけるかゆみの診断時の測定・評価手法

 第4節 炎症の評価
    1.アレルギー性接触皮膚炎
    2.薬疹
    3.尋常性乾癬
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●秋本眞喜雄/東京工科大学 ●関東裕美/東邦大学 ●加藤卓朗/済生会川口総合病院 ●竹内聡/九州大学 ●中田土起丈/昭和大学横浜市北部病院
●塚田弘行/A.C.Eビューティ－サイエンス研究所

　

★書籍申込書
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第1章　レジストプロセス最適化のための要点と手法―光学像の準備―
第2章  レジストプロセス最適化のための要点と手法―材料選択、プロセス改善手法―
第3章　塗布工程およびレジストプロセスの最適化手法
第1節　レジスト塗布の手法　第2節　スピン塗布工程の最適化を目指した要点と対策
第4章　露光 工程の手法およびレジスト・レジストパターンへの影響
第1節　露光工程の最適化を目指したプロセスと評価技術
第1項　g線・I線による露光のプロセスと評価　第2項　ArF液浸露光およびプロセス評価
第3項　ダブルパターニング露光およびプロセス評価
第4項　EUVによる露光およびプロセス評価　　第2節　フォトマスクの設計と開発
第3節　露光工程の最適化を目指したプロセス解析技術
第1項　化学増幅レジストの脱保護反応の解析
第2項　露光中のレジストからのアウトガスの影響と分析方法
第3項　液浸露光におけるレジストからのリーチングの影響と分析方法
第4項　EUV露光におけるレジストからのアウトガスの分析方法
第5章　現像手法・現像液各種およびレジスト・レジストパターンへの影響
第6章　エッチング 工程の手法およびレジスト・レジストパターンへの影響

　　

第1節　エッチング手法・装置各種およびレジスト・レジストパターンへの影響
第2節　エッチング工程の最適化を目指した要点と対策
第7章　剥離 工程の手法およびレジスト・レジストパターンへの影響
第1節　レーザーを用いたレジストの除去
第2節　レジスト剥離液各種およびレジスト・レジストパターンへの影響
第3節　剥離工程の最適化を目指した技術
第4節　新規なレジスト剥離技術－原子状水素によるレジストアッシング－
第5節　レジスト除去方法の環境負荷低減および微細化対応技術
第8章　レジストの評価 手法とその精度向上　　　第1節　評価ポイントとその評価法
第1項　レーザーによるレジストの剥離性、およびレジストと基板との密着性について
第2項　レジスト密着性向上のための基板表面疎水化処理とその評価方法
第3項　溶媒の種類によるレジスト除去性について第4項　拡張係数Sによる濡れ現象の評価
第5項　LER(ラインエッジラフネス) の評価　第6項　膜応力の評価　第7項　浸透性の評価
第8項　乾燥・ベーク処理に起因するレジスト欠陥のメカニズムと評価
第2節　主な評価手法　　第1項　AFM(原子間力顕微鏡)の分析・活用方法
第2項　RDA(レジスト現像アナライザー)の使用方法、および
　　　　　ノボラック系ポジ型レジストのRDA評価

第9章　レジスト設計における性能向上のための技術
第10章　レジスト各種の特性およびプロセスにおける性能向上
第1節　ポジ系レジストの特性およびプロセスにおける性能向上
第2節　ネガ型画像形成プロセスとレジスト材料
第3節　化学増幅型レジストの特性およびプロセスにおける特性向上
第11章　新規プロセス向けレジストの特性およびプロセスにおける性能向上
第1節　液浸用材料の特性およびプロセスにおける性能向上
第2節　EUVレジストの特性およびプロセスにおける性能向上　第3節　EBレジストの特性
第12章　レジストおよびレジスト材料に関するQ&A
第13章　レジスト応用プロセスにおける各工程の最適化
第1節　レジスト薄膜化と多層レジストプロセス
第2節　多層レジスト－ハーフトーンマスク用多層レジスト技術－(ミキシング問題を含む)
第14章　レジスト応用事例におけるプロセス最適化
第1節　MEMSデバイス用レジストプロセスの最適化
第2節　プリント配線板用レジストプロセスの最適化
第3節　LCDカラーフィルター用顔料分散レジストの要求特性とプロセスの最適化における材料設計
第4節　光ディスク原盤用レジストプロセスの最適化

「形状をはっきりさせたい」「バラツキを低減したい」「基板上でのコート性を改善したい」など、

レジスト技術でお困りの点を解決するためのヒントがここに！
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＜各プロセスのレジストへの影響＞

・最適化のための基礎…技術トレンド、基本的手法、光学像の質の改善、フォーカス裕度(DOF)の改善、
　　　　　　　　　　　　　　　 マスク技術・光近接効果補正の最適化、露光条件の最適化、レイヤー別の要求
・プロセス設計・材料選択…各種材料の選択基準、レジスト処理条件の最適化、下層・上層膜材料の選択
・塗布…手法と特徴、膜厚均一性に関わる因子と最適化策、塗布欠陥の分類と解消手法、密着性の向上
・露光…装置の概要、高NA化の効果、ArF液浸露光、ダブルパターニング露光、EUVによる露光、
　　　　　 フォトマスクにおける微細化・高精度化技術、脱保護反応、アウトガス・リーチングの影響
・現像…現像液がレジストパターンへ与える影響、液の管理
・エッチング…抜け不良の対策、エッチャントの影響、エッチング幅のバラツキ対策
・剥離…レーザーを用いた除去と剥離、レジスト別に見る剥離液の特徴、溶解・剥離のメカニズムと性能改善、
　　　　　原子状水素によるレジストアッシング、超高濃度高温オゾン水／超臨界流体によるレジストの除去　　　

★微細化・高精度化のために、各プロセスをどうするか―ノウハウを掴もう！

レジストプロセスの最適化テクニック
～微細化・トラブル解消のための工程別対策および材料技術～

＜評価のポイントと手法＞
・評価のポイント…剥離性、密着性、基板表面疎水化処理(HMDS)とその評価、溶媒の種類による除去性、
　　　　　　　　　　　 濡れ現象、ラインエッジラフネス(LER)、膜応力、浸透性、
　　　　　　　　　　 　レジスト欠陥(クラック・ポッピング・クレイズ・ウォータマーク・乾燥むら・他)
・評価手法…AFM(原子間力顕微鏡)による付着力・剥離力測定、RDA(レジスト現像アナライザー)評価

＜レジスト各種の特性とプロセス＞

・レジスト設計…樹脂・感光材の改良ポイント、短波長化への対応、塗布型反射防止膜技術、材料の市場動向
・ポジ系レジスト…ラインエッジラフネスの低減、高感度化、アウトガス低減とその評価
・ネガ系レジスト…ネガトーン現像プロセス用材料設計、量産適用性(パターン欠陥性能及び寸法均一性)
・化学増幅型レジスト…プロセスによる特性向上(限界解像・パターン倒れの改善・欠陥)、
・液浸用レジスト…液浸専用レジストの要求特性(溶出抑制・スキャン特性・他)、ダブルパターニングレジスト
・ＥＵＶレジスト…解像力向上技術、パターンラフネス低減技術、パターン倒れ抑制技術
・ＥＢレジスト…ベース樹脂の設計と特性最適化、溶解抑制剤の設計と高解像度化、酸発生剤の設計と高感度化
・Ｑ＆Ａ…微細化の課題、解決策は？液の品質や保存安定性は？リサイクルの課題は？密着性の課題解決には？

＜応用に向けたプロセスの最適化＞

・多層レジストプロセス…薄膜レジストプロセス、ハーフトーンマスク用多層レジスト技術
・応用事例…プリント配線版・MEMSデバイス・LCDカラーフィルター・光ディスク原盤

塗布･露光･現像･エッチング･剥離などレジストプロセスの各工程および評価から、材料設計や応用まで、

微細化･最適化に向けたノウハウ･トラブル対策を一挙集成！
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◎講習会受講者およびお客様に直接アンケートを実施し、問題点・疑問などを集め、書籍化した1冊！

◎20名以上のエキスパート達が経験・知識で詳細に解説！

◎GMPの要求事項、試験検査室管理、装置・機器や3極対応、逸脱対応、ケアレスミス防止など包括的に纏め上げた書籍！

第1章 国内GMPの要求事項と求められる信頼性
 第1節 我国のGMPおよび関連ガイドラインにおける
                       試験検査室管理の要求事項
       医薬品GMP規則における要求事項
       原薬・製剤GMPガイドラインにおける要求事項
       第2節 試験検査室管理指針の目的と適用範囲
　 1．指針の目的
　 2．適用範囲
 第3節 試験検査室管理指針における推奨事項
 
第2章　試験検査室管理の実際
 第1節 標準操作手順書（ＳＯＰ）作成
       ＳＯＰ作成における留意点～必須項目など～
       具体的な事例
 第2節 文書と記録の管理/留意点
　     具体的な取り組み事例
 第3節 生データ管理/試験検査管理のあり方
　     試験検査の記録/生データの保管管理
　     電子データの取扱い
 第4節 不純物プロファイルに基づく品質管理
　     原薬・製剤の不純物の規定
　     不純物に関する規格および試験方法の設定
　     品質管理と同等性評価品質管理の具体的な取り組み
 第5節 変更管理/留意点/評価および結果とその対応
　     具体的な事例
 第6節 試薬・試液と標準品の管理
　     試薬・試液と標準品の管理
　     購入・保管・使用・廃棄に関する管理と事例
 第7節 検体採取と検体の管理
       検体採取に関する留意点/検体の管理
       具体的な取り組み事例
 

 第8節 「OOS調査」/総論/手順化
       調査のフロー/OOSの報告/初期・フルスケール調査
　     OOS試験結果の調査の注意点/平均化/線外値の取扱い
 第9節 試験室への技術移転におけるポイント
　     技術移転に関する文書/トラブル発生を防ぐ留意点
　     具体的な取り組み、想定事例における留意点
 第10節 外部機関への委託
       法的な要求事項/国内・海外の要求事項
　     外部委託に関する留意点/チェックリスト
 第11節 自己点検と内部監査
       監査、内部監査（自己点検）とは/必要性
       試験検査室の自己点検の計画、実行、留意点
       自己点検実施内容/計画、実行、留意点
       内部監査のスケジュール/報告、改善/注意点

第3章 試験室の装置・機器のValidation/Calibration
   バリデーションの基本的・具体的アプローチの仕方と実施方法
   実施計画書の作成のポイント/検証作業
　 結果記録書の作成/試験室用装置のバリデーションの実際

第4章 試験室の異常・逸脱管理　
　 ラボ試験室における逸脱とは？/逸脱発生時の対応
　 逸脱管理の手順について

第5章 日欧米規制の要求事項と対応の留意点および
                         FDA試験室査察の事例と対策
 第1節 欧米規制の要求事項と対応の留意点
　  PIC/S GMP ガイドが求める要件と対応
　  FDA cGMPが求める要件と対応
 第2節 FDAの試験室査察の事例と対策
　  FDA査察の準備・対応/483対応
       

 第3節 PIC/Sからの試験検査室関連の査察ポイント
       試験検査室関連の査察ポイント
 第4節 試験検査室におけるGMP適合性確認
       試験検査室のGMP適合性確認の法的背景等概況
　     意義、対応の考え方品質システムとGMP適合性確認
       試験検査室のGMP適合性確認の主要な確認事項と対応の考え方

第6章 試験検査室におけるPart11・ERES対応の実践ポイント
      21CFR Part 11/電磁的記録・電子署名利用の指針
      Part 11・ER/ES指針への対応方法
      コンピュータ化システムのPart 11、および
                          ER/ES指針への対応の留意点

第7章 試験検査業務におけるケアレスミスへの対応と防止策
      医薬品の試験検査業務におけるケアレスミスとは
      試験検査室でのケアレスミスを減らすために
 
第8章 教育訓練の具体的な取り組み
      人材育成と教育訓練の方向性/査察における指摘事例
      職員及び教育訓練に係る日米欧の法的要求事項
      人的資源計画と教育訓練の効果的な進め方
      GMP職員の適格性評価及び成長モデル（事例）
      教育訓練から見た試験検査業務の留意点

第9章 試験検査室管理とＱトリオ
      品質試験のあり方とQトリオ/Qトリオに沿った試験検査室管理
      RTRの採用と試験検査室管理

第10章 試験検査室におけるＱ＆Ａ
●調査で原因が特定できなかった逸脱事例への判定手続きは？
●変更管理と計画的逸脱の関係説明をして欲しい etc

▲試験検査室管理の実際を具体的な事例で解説！生の声を出来る限り反映させた項目も充実！

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
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　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
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★まず、プロセスバリデーション、次に、工場で起こりうる各種品質管理業務 を理解しよう！
★GMP実施に関わる必要事項と各種申請書を理解しよう！
★品質マネジメントシステムについて総合的な理解をしよう！
★初心者にもわかりやすい用語解説付き
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中村  宥治　著 　
ＧＭＰ  

■ 本書のポイント

　・JPC研究所　シニアコンサルタントとしてGMP・バリデーションを担当
＜著者略歴＞
　・1962年武田薬品工業株式会社入社
　・薬剤師・医薬品製造管理者として医薬品の製造管理・品質管理の業務に従事
　・1997年から現職敬称略

＜ねらい＞
　工場勤務者としてこれからGMPを担当しようとしている人、これまでの業務を見直したい人だけでなく、医薬品工場へ、原料や材料、設備、サービ
スを提供している人、医薬品の設計・開発や営業活動を担当している人にGMPを理解して頂くことを趣旨としています。
本著は、４章で構成しています。
　第1章　「プロセスバリデーション」：GMP実施の前提条件です。
　第2章　「GMPマター」：工場管理のためのGMPへの対応です。
　第3章　「CTD-GMP」：薬事法上の必要な「製造販売承認申請書・設定理由書」と「GMP実施」との関係についての対応です。

　   第4章　「PQS」：医薬品品質マネジメントシステムによるグローバル化への対応です。
＜お勧め＞
　内容を理解して頂くために、Key words について用語解説を行っています。
　例えば、剤形（Dosage form）,先入先出（First inn first out）,生物由来製品（Bio-derived products）、最新の技術レベル（The state of the Arts）、

工場勤務者のための 

　　　　　　　■ 第１章　プロセスバリデーション ■　　
1．プロセスとプロセスバリデーション（Process Validation）
　1.1 工程（内）管理 / 1.2 プロセスバリデーションの概要
2．プロセスバリデーション基本計画（VMP）
　2.1 VMP作成の目的 / 2.2 VMPの検討項目と確認項目
3．適格性確認プロセス（Qualification process）
　3.1 「適格性確認プロセス」の概要 / 3.2 DQと仕様書 / 3.3 重要なプロセス
　3.4 設備の稼働性能適格性の確認（IQ、OQ、PQ）/ 3.5 校正（Calibration）
4．プロセスの妥当性確認（Process Validation）
　4.1 プロセスの妥当性確認の定義 / 4.2 化学薬品と生物薬品の違い
　4.3 無菌薬品の特異性 / 4.4 ロットサイズとロット構成 / 4.5 確認する仕様
5．検証（Verification）
　5.1 妥当性確認と検証の違い / 5.2 基準・規格との対比 / 5.3 最新の技術レベル

　　　　　　　　　■ 第２章　ＧＭＰマター ■
1．製造所、作業所、作業室　/ 1.1 医薬品の製造所と作業所 / 1.2 医薬品の作業所と作業室 
　1.3 試験検査機関と試験検査設備 / 1.4 医薬品の原薬・添加物の製造所の特徴点
　1.5 医薬品の外国製造所の特徴点 /　1.6 事業所と製造所
2．衛生管理　/ 2.1 Keep it clean（清潔が第一）/ 2.2 掃除の科学 / 2.3 手指の洗い方
　2.4 手指の消毒の仕方 / 2.5 製造所・作業所・作業室への入退出の手順
3．汚染物とその対応
　3.1 作業環境の整備 / 3.2 事故発生時の対応 / 3.3 汚染物質への対応
4．混同防止　/ 4.1 偽物か Counterfeit/Fraud / 4.2 ヘパリン(原薬)の不純物の混入
  4.3 日本薬局方の「別に規定する」の意味 / 4.4 GMPにおける行為の妥当性
　4.5 汚染物処理の対応策
5．バイオクリンルームの管理
　5.1 クリーンルームの掃除の仕方 / 5.2 清浄性の確認基準 / 5.3 CPC
6．生物薬品の管理
　6.1 生物薬品プロセスの管理上の特徴 / 6.2 生物薬品プロセスの清浄度管理
　6.3 「血液製剤」プロセスの特徴 / 6.4 ヒト幹細胞臨床研究
7．統計的品質管理（Statistical Quality control）　/ 7.1 SQC の概要
　7.2 サンプリング / 7.3 実測値と規格値 / 7.4 特性要因図 / 7.5 妥当性と不確かさ
　7.6 パラメータの分布 / 7.7 安定性データの信頼限界 / 7.8 目標品質基準
8．医薬品製造所における防虫対策
　8.1 目のつけどころ　/ 8.2 昆虫管理基　/ 8.3 虫の食物連鎖と主な潜み場所

　　　　　　　　■ 第３章　ＣＴＤーＧＭＰ ■
1．CTDの構成
　1.1 CTDの概要 / 1.2 QOSにおける「品質」 / 1.3 製造販売承認申請書とCTD-Qの関係
　1.4 CTD-QとGMPの関係 / 1.5 CTD-QとMPIの一致性 / 1.6 CTD-Qに対する基本的な考え方
2．Q by D　製剤開発と工程内管理  /2.1 処方と製造法
3．DSと変更管理  / 3.1 生物学的同等性 / 3.2 安定性 / 3.3 治験薬GMP　
4．仕様書（Specification）の作成  / 4.1　仕様書の事例 / 4.2　分析能パラメータ
5．製造販売承認申請書　/ 5.1 医療用医薬品と一般用医薬品
　5.2 薬事法の承認許可制度とGMP / 5.3 製造販売承認申請書と添付資料
6．MPIの作成　/ 6.1 MPIの作成手順 / 6.2 MPIの記載例
7.ガイドラインと法令遵守　/ 7.1 GMP資料リスト / 7.2　遵守事項

　　　　■ 第４章　品質マネジメントシステム（ＰＱＳ） ■
1． 品質部門の独立　/ 1.1 プロセスとシステム
　1.2 ビジネスプロセスリエンジニアリング（BPR） / 1.3 QAのための意志決定プロセス
　1.4 CMCセンター  Chemistry、Manufacturing and Controls / 1.5 CMCセンターの責務
2．文書・記録の樹系図　/ 2.1 「文書・記録の体系」 / 2.2 ハイパーテキストの活用
3．SOP’SOP（Standard Operating Procedure）/ 3.1　SOP’SOPの作成手順
　3.2 SOPが必要な理由 / 3.3 スタンダードプリコーション作成例 / 3.4 SOP作成上の注意点
4．コンピュータ化システム
　4.1 第一原本と第二原本 / 4.2 文書管理の基本 / 4.3 電磁的に運用出来る条件
5．実証主義
　5.1 医薬用製造用水のGMP / 5.2 変更管理と変更マネジメント / 5.3 一変・軽微変更とCMS
6 ．ISO9001とPQS　/ 6.1 ISO9001 / 6.2 PQS / 6.3 規格への適合性
7．経営者の責任と従業員の責任　/ 7.1 コンプライアンス / 7.2 経営者の責任
　7.3 従業員の責任 / 7.4 経営理念の浸透による資質の向上
8．品質監査の実施法　/ 8.1 Trigger Specification による品質監査 / 8.2 作成の手順
9．人材の育成　/ 9.1 GMP教育訓練　/　9.2 コンタクトパーソン / 9.3 ベンチマーク
　9.4 フェイズ3による教育訓練 / 9.5 7Sによるリスク減少のための教育訓練
　9.6 管理者のための教育 / 9.7 GMP教育訓練の重要性 / 9.8 PQSにおける業績評価指標
10．PL法とリスクマネジメント　/ 10.1 リスクマネジメントの目的
　10.2 PL法・消費者安全法への対応 / 10.3 PL法予防システム / 10.4 ユビキタス
　10.5 OEM契約における製造物責任 / 10.6 原材料メーカーとPL法 / 10.7 消費者安全法との関係
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　　中国化学物質規制の

　　　　　　　　　実情　とは？
【2011年度版】

中国化学物質規制 対応マニュアル

・その法規の管轄は？　

・それは確定事項or流動事項？　

・日本企業が留意しなくてはならない事柄とは？

・当局との生々しいやりとり

・よくあるQ＆A

・通常では手に入りにくい、見聞録的な内容の充実！

⇒中国化学物質規制の「今」が分かり、「将来」が見えてくる１冊！

■複雑な中国化学物質規制を体系的に整理

新化学物質環境管理弁法
〇当局視点からの改正新化学物質環境管理弁法の概要/解釈

○EU REACHとの対比/差異

○成形品で登記を進める場合の留意点

○試験機関への要求事項/中国外の試験機関

○申告した物質とGHSラベルの関係

○届出物質がいつから使用可能になるのか？

○IECSCのHPで登録が無い場合の対応

○遵守しないことで起こる問題・罰則

中国ＧＨＳ対応　ＭＳＤＳ

○GHSに対応した中国MSDSの解説と実際の作成例

○中国危険化学品安全管理条例：

 →概要/解釈/改正に伴う変更事項/日本やEUの関連法規との違い

○GHS分類に関する基準/混合物のGHS分類

○対応すべき国家/業界標準とは？ 

○ラベル/MSDSと国家標準との関連性

○含有物質が国家/業界標準に適合しない場合　

○通関時の留意点○対象物質リストと実施時期・罰則規定

○EU RoHS・日本J-Mossの共通点/相違点

○認証制度等、改正中国版RoHS動向

○中国ROHSに適合するための調査ポイント

○RoHS Recastの最新情報も

中国ROHS 中国の化学物質法体系と環境規制
○中国国家レベルの法律の枠組と国内環境関連法体系図

○中国の環境規制/化学物質規制の概況

○地方主要地域における規制環境 

○大気汚染規制 ○現地生産時におさえるべき注意点

■現中国当局者の生の声や考え方を翻訳収載

その他注目内容

☆富士通/リコーの現地での取組事例

☆中国版WEEE:対象品目リストの動向

☆輸出入における管理や規制

☆危険化学品の輸送

☆規制を受ける対象物質リスト

☆中国の法令検索/調べ方

☆ネット上で参照できる日本語サイト

□別 濤(中国国家環境保護部法規司)

□武田 英孝((社)電子情報技術産業協会)
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□陳 梅官(ハニカム・テクノリサーチ(株))

□王 長君((株)NTTデータ経営研究所)(執筆者一覧・敬称略)
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★書籍申込書
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　FAX:03-5740-8766まで！
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　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
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　にてお願いいたします。原則として領収証の
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★ 電池開発から給電システム・充電インフラまで…この1冊で押さえる！
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第3節　光空気二次電池 のEV／HEV用途に向けた可能性と課題
第7章　EV／HEV用電池の車載用最適化・高効率化技術
第1節　EV／HEV用電池のセル形状の最適化(円筒型、角型、ラミネート型)

第2節　EV／HEV用電池のモジュール化技術と電池ケースの材質
第3節　EV／HEV用電池のバッテリパックの開発
第4節　EV／HEVのセルの特性とエネルギー回生
第8章　EV／HEV用電池と制御システムおよび周辺機器の最新技術
第9章　EV／HEV用給電システムの最新技術
第1節　電磁共鳴方式 によるEV/HEV用ワイヤレス電力伝送の最新技術
第2節　電磁誘導方式 によるEV／HEV用非接触給電システムの最新技術
第3節　マイクロ波によるEV/HEV用非接触給電システムの最新技術
第10章　EV／HEVと 電力システム との協調
第1節　EV／PHEVと電力システムとの統合・調和を実現する充電インフラ
第2節　通信とＩＴを融合した電気自動車用充電インフラネットワークの構築
第11章　ＥＶ／ＨＥＶ用電池関連の法規制動向
第12章　EV/HEV用電池及び材料の市場動向
第13章　EV／HEV用電池の リサイクル対策

◎自動車メーカーを含む、最前線で活躍中の執筆陣で贈る最新の開発事例の数々！
◎リチウム電池とその材料を中心に、ニッケル水素電池・キャパシタ・次世代二次電池も含めた 各種のEV/HEV用電池の要求特性や事例各種を収録。
◎車載用途に向けた最適化・高効率化のポイントや制御システム、 給電システム各種や、スマートグリッドに向けた充電インフラについても掲載。

電気自動車・ハイブリッド車に関わる多くのポイントから
コアとなる電池技術の理解と検討ができる、ここだけの1冊です。

＜リチウム電池＞
・エネルギー密度と出力密度・耐久性(寿命)・安全性・コストなどの要求特性
・固体Li電池、三次元電池などの各種リチウム電池の自動車向け事例
・構成方法の考え方、電池製造会社と自動車製造会社の関係
・正極・負極・電解質・セパレータ・バインダー…材料の最新事例

＜ニッケル水素電池＞…残された技術課題と長寿命化・低コスト化への挑戦

＜次世代二次電池＞…空気二次電池のEV/HEV用途に向けた可能性と課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Li-空気二次電池・金属空気二次電池・光空気二次電池)

＜自動車用途への最適化・高効率化＞
・セル形状の最適化・モジュール化技術・バッテリパックの開発…
・セルの静的特性、動的特性、耐熱性および寿命、回生充電特性

＜走行中充電を目指した給電システム＞
・電磁共鳴方式…等価回路、非対称ヘリカルアンテナ
・電磁誘導方式…伝送効率・コアギャップの向上、運用試験から見える利便性
・マイクロ波…EV/HEV適用時の課題(総合効率、安全性、他)

＜リサイクル＞＜法規制＞なども詳解！

＜電気二重層キャパシタ＞…寿命特性、蓄電池との比較、HEV/EVバス応用

＜インフラ整備＞

＜制御システム＞…電池システム・インバータシステムの制御

＜評価技術＞…耐久試験、容量・I-V抵抗変化、交流インピーダンス法、他

＜市場動向＞…材料別・市場と参入メーカーの動向、長期展望、今後の戦略

…充電インフラによる次世代自動車と自然エネルギーの調和・スマートグリッド化
…充電器・通信ネットワーク等の融合によるインフラ展開
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★ご回覧ください★

【執筆者一覧（敬称略）】

■今後の応用展開に非常に注目されている技術の 最新情報を解説！ 

マイクロニードル技術動向および応用展開
～開発状況、設計・製造技術、評価方法および今後の展開～
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●杉林　堅次(城西大学)  ●神山　文男(コスメディ製薬(株))  ●権　英淑 (コスメディ製薬(株)) 

●笹瀬　広之(スリーエムヘルスケア(株)) ●飛永　芳一  ((株)エレガフィ) ●山内 仁史(ニプロパッチ(株))

第1章　医療用マイクロニードル概要

第1節　海外も含めた現在の開発状況

 1．薬物投与デバイスとしてのマイクロニードル開発状況

　1.1　開発中のマイクロニードル

　1.2　参入企業

　1.3　適用薬物

　　1.3.1　薬物量・薬液量

　　1.3.2　薬物の物理化学的性質と安定性

　 1.4　開発中のマイクロニードル製剤：事例紹介

　　1.4.1　薬物コーティング型マイクロニードル製剤

　　1.4.2　中空型マイクロニードル製剤

第2節　市場ニーズの検証

第2章　経皮吸収とマイクロニードル

1．経皮吸収促進の必要性

2．化学的促進法と物理的促進法

3．マイクロニードルを用いた吸収促進の開発状況

4．マイクロニードルと皮膚バリアー能

5．イオントフォレシスとの併用

6．In-skinエレクトロポレーション

第3章　マイクロニードルの特徴、利点と課題

第1節　マイクロニードルの特徴と利点

 (1)貼付剤に近い外観と適用方法

 (2)投与時にほとんど痛みを伴わない

 (3)水溶性薬物、高分子薬物の経皮的送達が可能

 (4)皮内への薬物送達（注射に近い投与経路）

第2節　マイクロニードルの課題

 (1)用量（薬物量・薬液量）の制限

 (2)適用時間

 (3)マイクロニードル素材の安全性

 (4)実生産を視野に入れた製造体制・品質確保・

                            素材選択・コスト

 (5)薬事規制

 (6)共同開発体制

第4章　マイクロニードルの設計・製造技術

第1節　マイクロニードル製剤設計上の課題

第2節　マイクロニードルの種類及び経皮吸収機構

第3節　マイクロニードルの素材及びそれらの特徴

第4節　マイクロニードルのディメンジョン、

                機械的強度、及び皮膚挿入性

第5節　マイクロニードルの成型法及び薬物添加法

第6節　マイクロニードルの製造及び品質管理体制

第5章　マイクロニードルの応用展開

1．マイクロニードルの基本構造とその開発

2．美容ケア

3．蛋白医薬の経皮吸収製剤

4．経皮ドラッグディバリー用マイクロニードル

            （貼るワクチンの検討および開発）

5．生体サンプル採取法（痛みを伴わない採取）の検討

6．生体信号を取り出すヘッドデバイスとしての

                             マイクロニードル

7．将来への展開

第6章　マイクロニードルの評価方法

1．刺入性評価方法

2．生体安全性評価

3．有効性評価

第7章　マイクロニードルの今後の展開

1．医薬品のライフサイクルマネジメント

2．経皮吸収製剤と比較したマイクロニードルの特徴

3．マイクロニードルの実用化における課題

＜講習会参加者が本当に知りたかった情報を一冊に集めた書籍！＞

　　○マイクロニードルに関する情報収集として。　　　　　　　　　○マイクロニードルに使用されている素材についての情報収集

　　○マイクロニードルの今後の応用展開　　　　　　　　　　　　　○マイクロニードル製剤及び技術などについての知識を深めたい！　

＜医療用＞

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて
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申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX
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★4月8日発行の手引きが、日本語で読める！　/　★見やすいカラー刷り
★欧州は勿論、日本用ラベル作成にも応用できます！

発刊　　2011年5月
定価　　￥19,000＋税
体裁　　A4判ソフトカバー
　　　  158ページカラー

山口　潤　訳
　　　　　　　　（敬称略） 　

ご略歴　1973年　東京大学薬学部製薬化学修士課程修了，富士フイルム(株)入社
　　　　　　　　研究所にて高分子合成・感光材料開発に携わる
　　　　1996年　東京本社　現環境品質マネジメント部に転勤
　　　　　　　　化学物管理、国内外MSDS、環境配慮設計、LCA、グリーン調達等に携わる
　　　　2009年　富士フイルムを定年退職

過去に携わった主な業界活動：
　ISO　TC207　SC3　国内委員会委員（国際標準化組織の環境ラベルに関する１分野）
　グリーン調達調査共通化協議会　運営委員会委員　、JAMP　運営委員会委員
　IEC　TC111　エクスパート（国際標準化組織の環境関係の１分野）
　化学物質管理、国内外MSDS関係のJIS作成委員（JIS Z 7250　等）　　　　　等

主な著書：
　グリーン調達の実務―電気・電子機器用部材のグリーン調達調査共通化指針(産業環境管理協会)
　GHS対応MSDS・ラベル実務早わかり(産業環境管理協会)

■ 本書のポイント！
● 全頁カラーで分かり易い
● 最新版…4月8日に発行されたCLP手引きの翻訳版
● 欧州CLPの第二次ATP（2ndATP)に対応した包装・ラベルの手引き
   － 特に、2ndATPで緩和された絵表示サイズ規定の詳細
● 欧州CLP用のラベル作成の心強い手引き
● ラベル用のCLP（GHS）文言の選択方法の実例も含めた手引き
● 安心して、小さなスペースに収まるラベル文言が選択できる
● 国内用ラベル作成時にも使用できる新しい文言選択法の基準書
● 欧州・日本・アジア向けのグローバル対応GHSラベル作成の手引きにもなる

CLP規則（Regulation (EC) No 1272/2008）に対応した

表示と包装の手引き（和訳）

<翻訳資料集>

Guidance on Labelling and Packaging
in accordance with
Regulation (EC) No 1272/2008 

原文（European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ より）

　欧州は2008年にGHS改訂2版をもとにしてCLP規則（EC規則 No 1272/2008）を制定し、従来の規則 を補足情報等として保ちつつ、主な
基準と表示を国連GHSに置き換える施策を進めています。また、20011年3月にはGHSの進歩に追従すべくGHS改訂3版に対応した第二次の
技術進歩への適用（2nd ATP）を発行しました。更に、欧州は2011年4月に2nd ATP に対応した表示に関する本手引きを発行しました。
この手引は、　1) 欧州独自の部分も含めた各ラベル表示要素の丁寧な解説
　　　　　　　2) 従来のDSD/DPDで蓄えた知見をもとにした注意書を論理的に選択する体系
を記載しており、文言選択の実例およびラベルの実例を豊富に盛り込んだ内容となっています。本手引は欧州特有の規定対応も含め、CLPラ
ベル作成時の問題を解決するわかりやすい手引です。　特に、危険有害性区分毎に各注意書を「強く推奨」「推奨」「任意」「使用しない」と優先
順位づけし、論理的に注意書きを選択する体系は新しく、スペースの限られたラベルに見合う適切な注意書きセットを作成できますので、欧
州用ラベルに止まらず日本用GHSラベル等に応用できる内容です。

書籍 または PDF(CDROM)版

★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

※書籍　まはた　PDF(CDROM)版　を選択下さい。複写・配布、無断転載は固くお断り致します。
書籍　【BC110503】
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申込者名

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に
　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送　　
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★ご回覧ください★

【執筆者一覧（敬称略）】

■ＰＩＣ／Ｓ GMPガイドの特色および最新情報を記載した待望の書籍が発刊！

ＰＩＣ／Ｓ動向および ＧＭＰガイドの理解と査察対応
発刊：2011年5月・定価：38,000円＋税 　体裁：Ｂ５判 158頁

●松村　行栄(エーザイ(株))　●大槻　宣道(マルホ(株))　●山田　哲(持田製薬(株))　●宮木　晃(上武大学)

●立石　伸男(中外製薬株)  ●荻原　健一((株)野村総合研究所)　●人見　英明(ヒトミライフサイエンス研究所)　

＜最新＞

第1章　PIC/S概要

第1節　PIC/Sの歴史

 1．医薬品査察協定

（PIC: Pharmaceutical Inspection Convention）

 2．医薬品査察協同スキーム

（PIC Scheme: Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme） 

第2節　PIC/Sの目的、役割と利点

 1．PIC/Sの役割　　2．PIC/Sの利点

第2章　PIC/Sの最新動向

 1．欧州及び北米の状況

  1.1　欧州

　1.2　北米

 2．アジア、オセアニアの状況

　2.1　ASEAN地域

　2.2　ASEAN以外の地域

 3．日本

第3章　PIC/S GMPガイド

第1節　EU GMPとPIC/S GMPガイドとの関係

第2節　EU GMPとPIC/S GMPガイドの特色

第3節　日本がPIC/S に加盟するメリット

第4節　日本がPIC/S に加盟するまでのプロセス

第5節　EU GMP に対する改定の概要

第6節　PIC/S GMPガイド第1章のポイントの解説

第7節　PIC/S GMPガイド第1章の旧要件から

                 改訂された箇所の要約および和訳

第8節　PIC/S GMPガイドAnnex 1の旧要件から

                  改訂された箇所の要約および和訳

第4章 サイトマスターファイル・添付資料作成と

　　　　　　　　　　　　  申請手続きでの留意点

　　　～仮想工場を設定して、申請資料例の作成～

1．薬事法について

2．PMDAにおけるGMP関連調査業務（医薬品）

3．海外製造所の認定についての留意点及び状況

4．サイトマスターファイルの作成要領

5．サイトマスターファイルの作成例　

第5章　PIC/S査察の実施方法

第1節　PIC/S GMPガイド/EU-GMPガイドにおける

                                査察での留意事項

 1．TGA・PIC／S基準に関する質疑応答集

 2．査察に関する一般的考察/査察のタイプ/欠陥の定義

 3．査察頻度

 4．査察官の活動に関する品質管理

 5．指摘事項/英国医薬品庁（MHRA）/FDA/EMA

    オーストラリア政府医薬品行政局（TGA）

第2節　査察日決定後からの準備

 1．事前提出資料

 2．査察手順/査察の計画/査察の発表/開始ミーティング

    プラントツアー/文書の照査/委託製造及び分析

    苦情及び回収

　

　2.8　自己点検

　2.9　終了ミーティング

　2.10 査察報告書

第3節　査察後の要点および査察報告書への対応方法

 1．査察報告書の作成手順

 2．査察報告書の草案への回答

第6章 コンピュータ化システムに関するPIC/Sガイダンスの概要

 構成と特徴/目的/適用範囲/序文

 コンピュータ化システムの実装/構造と機能

 計画とライフサイクルマネジメント

 マネジメントと責任/ユーザー要求仕様（URS）機能仕様書（FS）

 サプライヤ、ソフトウェア開発者及び品質管理

 重要なQMSとソフトウェア規格の特質

 テスト/バリデーション方針と優先順位

 ソフトウェア製品分類別のGAMPバリデーション方法

 回顧的バリデーション/変更管理/エラー報告システム

 システムセキュリティ/データ変更一監査証跡/重要データの入力

 電子記録及び電子署名/人（PERSONNEL）

 査察の考察/チェックリストと備忘録

第7章　PIC/Sの今後の展開

1．PIC/S GMPが世界的標準へ

2．PIC/S加盟国拡大のメリット　

　 PIC/Sの意義（加盟当局の義務）/PIC/Sの活動内容

　 加盟当局のメリット

3．PIC/Sの今後

   将来的問題/EMAとの関係

4．日本加盟のメリット

＜講演会受講者およびアンケートから集めた要望を商品化！＞

■PIC/S（EU）のGMPの特色やグローバルスタンダードとされる根拠と解説!

■日本が加盟する意義、今後の展開などに興味がある

■サイトマスターファイルにおいて仮想工場を設定し、具体的な報告書作成を知りたい！

■PIC/Sに関する査察・CSV関連を重点的に取り上げて欲しい

～概要・加盟国状況、サイトマスターファイル作成方法、ＣＳＶ、今後の展開～

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BA110502】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX

＜最新＞PIC/S動向およびGMPガイドの理解と査察対応　書籍



★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

書籍名　【BC110403】

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

　　有機半導体　書籍

谷 忠昭 氏 （元 富士フイルム株式会社 先端コア技術研究所 参事
  元 東京工業大学 理工学部 連携教授）

発刊:2011年4月 / B5版ソフトカバー /本文 169頁 　定価￥36,000＋税

著者

5つの特長

１．各種有機デバイスの参考書は多いが、

それらに共通した基盤となる有機半導体の

基礎知識に関する参考書が求められている。

本書はそのような要望に応えることができる。

２．有機EL、有機太陽電池、有機トランジ

スターのみならず、色素増感太陽電池、有機

光伝導体、カラーフィルム、液晶を含めて広

い視野から有機半導体の基礎を捉え、分野間

の相乗効果に由来する知識を醸成した。

―光吸収、分子配列、電子構造、電荷注入、励起子の挙動、電荷輸送および耐久性―

★今までなかった有機半導体の解説書

著者より：有機半導体は数々の有機デバイスへの応用が期待されており、 各種デバイスの開発には共通の支え

となる基本的な知識を欠かすことはできないが、未だ適切な参考書がない。本書はそのような現状に鑑みて上梓

するものであり、さらに著者の長年の幅広い経験に基づいた分析と解説が特色である。本書では有機半導体の基

本的な知識を多くの図表で分かりやすく解説するとともに、種々の角度からの基本的な知識の展開と相互の関わ

りにより有機半導体を総合的に捉えて理解することを可能にし、各々の基本的な過程を数々のデバイスに亘って

比較分析することにより新たな視点と考え方を提供している。

有機半導体の物性の評価と理論およびデバイス応用

1968年　東京大学大学院工学系研究科工業化学専攻博士過程修了 工学博士
1968年　富士写真フイルム株式会社 入社 足柄研究所配属
1999-2008年　東京工業大学 総合理工学研究科
2006-2010年　富士フイルム株式会社 先端コア技術研究所

著者経歴

３．諸現象をその基礎となる基本的な考え方

を重視して解説している。基本的な過程として

光吸収、分子配列、電子構造、電荷注入、励起子

の挙動、電荷輸送から耐久性まで広く取り上げ、

有機半導体のデバイスへの応用に有用な知見を

提供している。

４．多くの有効な図面を用いて、分かりやすい

解説をしている。

５．多数の参考文献を引用して豊富な情報を

提供している。
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理解したい方へ
　　　利用したい方へ

■「プラズモンとは？」から始まり、発光増強の原理やナノフォトニクスとの違いを

　　　　　　　　　　　　　　　　　「利用者視点」から、できるだけ平易に、かみくだいて解説。

■■太陽電池/ディスプレイ/センサ/LED/レーザ/有機EL等への展開例を

　　「実用化への要求仕様」「課題と解決策候補」「FDTD」「既存技術との優劣比較」等を切り口に集成。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□□□《光学設計者》《デバイス開発者》《材料開発者》《新事業企画者》方々に送る
　　　　　　工業的拡がりの可能性を持つ「プラズモン」を理解・利用するために最適な一冊！

■原口 雅宣(徳島大学)

■岡本 敏弘(徳島大学)

■宇野 亨(東京農工大学)

■藤田 悟史((株)オプトクエスト)

■西川 武男(オムロン(株))

■石田 昭人(京都府立大学)

■岡本 晃一(九州大学)

■大西 俊一(パナソニック(株))

■岡本 隆之((独)理化学研究所)

■田中 拓男((独)理化学研究所)

■三上 明義(金沢工業大学)

■大橋 啓之(日本電気(株))

■梶川 浩太郎(東京工業大学)

■池田 直樹((独)物質・材料研究機構)

■杉本 喜正((独)物質・材料研究機構)

■福田 浩章((株)リコー)

■宮丸 文章(信州大学)

■冨田 知志(奈良先端科学技術大学院大学)

■小林 未明(癌研究会癌研究所）

■松村 晴雄((株)旭リサーチセンター)　(敬称略）

プラズモン基礎理解の徹底と応用展開

             ～実用化への要求仕様と課題／解決策検討～

目

注 【ナノ構造体の作成/制御法】〇金属材料の選定基準 〇AuやAgのナノ構造体の作製法や作成例

【FDTD解析】〇具体的な解析方法やテクニック　〇デバイスごとの解析例

【メタマテリアル】〇プラズモニック・メタマテリアルの設計と金属ナノ粒子の合成/分散　〇応用展開の可能性

【海外動向】　〇海外の研究の動き　〇応用展開事例

◎応用展開例
◆太陽 電池 ◆ 〇研究動向　〇金属微粒子の最適なサイズ・形態・配列法とその実現方法

◆セ  ン  サ◆ 〇固定化膜の作製・非特異吸着防止手法　〇夾雑物の影響をいかに除くか　〇プラズモンセンサが普及していくストーリー　

◆有 機 E  L◆ 〇励起子エネルギーがプラズモンへ移るメカニズム　〇EL 素子の金属電極表面におけるプラズモンへのエネルギー損失低減

◆LED/レーザ◆ 〇LED発光増強の原理　〇LED高効率化のためのナノ構造の最適化　〇レーザの表面プラズモン共鳴による特性向上

◆カラーフィルタ◆ 〇プラズモンによるカラーフィルタ設計・試作・光学評価

◆S  E  R  S◆ 〇表面増強ラマン散乱との関係　〇表面増強ラマン散乱を示す構造設計法

◆光　記　録◆ 〇局在プラズモンを用いた高密度光記録媒体

容

内
☆プラズモンの検討に必要な周辺技術！

☆プラズモンの特許情報(登録の状況・主な出願者・日本国内外の状況・主たる特許の内容等)！

☆プラズモン応用の市場動向！

☆主な材料の波長依存性データ一覧！

360頁 　定価 62,000円 + 税2011年4月発刊・Ｂ5判

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
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◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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★書籍申込書
FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて



ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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★ 基礎～実践までを網羅！
★ 理論・技術的な観点から、また、実際の手順からも学習できます！

発刊　　2011年3月
定価　　￥28,000＋税
体裁　　B5判ソフトカバー
　　　  134ページ

日本化薬株式会社　研究開発本部　医薬研究所　丹羽　誠　著 　（著者）

薬物動態研究における

 ＬＣ/ＭＳ/ＭＳ 定量入門

■ 著者から

関連の活動　Journal of Chromatography B (Elsevier Science) 論文審査員 敬称略

 ★ MS、HPLC、前処理、定量の基本的なこと！
 ★ 器材関連のトピックと利用テクニック、トラブル対策のヒントとは！
 ★ 試料入手から分析法を立ち上げるまでの実際の手順とは！
 ★ 分析法バリデーションの要求事項から見た実施上の留意点とは！

　本書は2008～2009年にかけて株式会社情報機構の主催により実施した「LC/MS/MS入門」セミナーの内容を基として記述しました。技術面につい
ては日進月歩の分野であることから、少しでも長期間の使用に耐えるよう。変わりにくい「基本的な考え方」に重点を置いたのですが。同時に最
新動向もトピック的に入れ込むように工夫をしてみました。
　また、各種セミナーや日頃の研究活動を通じて、薬物動態研究におけるLC/MSについては「深く知りたい」「すぐ実践したい」との相反するニ
ーズを感じておりましたので、理論・技術的な観点から記述したセクション及び実際の手順・分析バリデーションの要求事項の観点から記述した
セクションの2セクションから構成しています。
　現代では人の動きも仕事の動きも速くなり、技術面で核となる人材、技術の鳥瞰図を新しい人に伝えられる人材を確保するのも大変な時代です
。その中で、本書をLC/MS定量技術の鳥瞰図を示すものとしてご利用を頂けましたら幸甚です。

■ こんなことが理解出来ます！

　　　　＝ 第1部　理論編 ＝

■ 第1章 ■ 　イントロダクション
　1．定量を視野に入れて質量分析（MS）を使う
　2．LC/MS/MSで定量するということ
　3．絶対感度とシグナル対ノイズ比

■ 第2章 ■ 　MSについて
　1．概要　/　2．イオン化の特徴（ESI, APCI, APPI）
　3．イオン化法と化合物の相性
　4．MS/MS質量分離部の構造　/　5．MS/MSを実施する意義
　6．MS/MS（SRM）条件最適化　/　7．MS/MSフラグメンテーション

■ 第3章 ■ 　HPLCについて
　1．分離モード
　2．LC/MS/MSに利用できるLC移動相の概要 
　3．LC/MS/MS用逆相LCメソッド開発の実際

■ 第4章 ■ 　前処理について
　1．除蛋白法　　/　2．液液抽出法　/　3．固相抽出法
　4．FAQ:薬物のタンパク結合と前処理について
　5．きれいなサンプル

■ 第5章 ■ 　定量について
　1．定量の基本　/　2．MSレスポンスの直線性確認
　3．内部標準法　/　4．内標準物質の選択
　5．内標準物質の濃度設定の考え方

■ 第6章 ■ 　器材についてのトピックと利用テクニック
　1．固相抽出:基材・担体による差異
　2．逆相カラムの特徴と使い方

■ 第7章 ■ 　トラブル対策のヒント
　1．器材への吸着回避の考え方
　2．測定中の感度変化とその検出方法
　3．多価イオン・付加イオンと定量性
　4．内因性物質の測定
　5．選択性の問題（三連四重極MSによるSRMを前提として）
　6．LCでのブレークスルーの問題
　7．付加イオンの定量への利用

　　　　　　＝ 第2部　実践編 ＝

■ 第8章 ■ 　試料を入手してから分析法を立ち上げるまで
　1．試料（標準品）の入手とMS測定の準備
　　1.1　試料（標準品）の入手 / 1.2　モノアイソトピック質量
　　1.3　分析対象物質の性質　/　1.4　内標準物質の選択
　2．MS条件設定
　　2.1　MS測定（Q1測定）　/　2.2　MS/MS測定（SRM測定）
　　2.3　イオン源温度、ガス流量の設定
　3．各種条件設定と全体調整
　　3.1　LC条件の設定とMS再調整　/　3.2　感度、ダイナミックレンジ確認
　　3.3　LC及び前処理挙動の確認　/　3.4　マトリックス試料の検討

■ 第9章 ■ 　分析バリデーションの実施
　1．背景　/　2．対象、目的　/　3．標準品・内標準物質 
　4．分析法バリデーション　/　4.1　フル・バリデーション
　　4.2　部分的バリデーション　/　4.3　クロスバリデーション
　5.　実サンプル（各種薬物動態試験から得たサンプル）の測定
　　5.1　分析バッチの構成　/　5.2　分析バッチの採用基準
　　5.3　検量線レンジについての配慮　/　5.4　再測定
　　5.5　再注入　/　5.6　クロマトグラムの解析（積分）
　　5.7　Incurred samples reanalysis （ISR）

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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★コーティング・プロセスの改善に効果が出ます！

★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

塗膜･レジスト膜の

乾燥･付着技術とトラブル対策
●執筆　長岡技術科学大学　工学部　准教授　博士（工学）　河合　晃　氏

●発刊 2011年3月・体裁 Ｂ５判ソフトカバー　196頁　●定価　￥３６,０００＋税

【BC110304】

塗膜・レジスト膜

企業での１０年間の電子デバイスにおけるリソグラフィーの研究開発を経て、大学にて表面化学およびデバイス研究に取り組んでいる。特に、コーティング、リソグラフィー、表面・界面・
付着・洗浄およびデバイスプロセスを専門とする。学術論文・特許・国際学会・著書は多数。Photopolymer Science & Technology Award、日本接着学会論文賞・進歩賞などを受賞。

第1章　濡れの基礎理論
　1.微小液滴の表面エネルギーとサイズ効果
　2.液滴の濡れ性を表す基本式
　　2.1　接触角の定義式（Youngの式とDupreの式）
　　2.2　粗い表面での接触角（Wenzelの式）
　　2.3　異種材質の基板上で接触角（Cassieの式）
　　2.4　時間経過による接触角変化（Neumannの式）
第2章　表面エネルギーの制御・応用
　1.表面エネルギーの分散・極性成分
　2.接触角法による分散・極性成分の測定方法
　3.拡張係数Sによる塗液の広がり評価
　4.拡張係数Sによる液中での塗膜および微粒子の付着評価
　5.表面処理による分散と極性成分の制御
第3章　シランカップリング処理の活用方法 
　1.カップリング剤の化学的性質
　2.HMDS処理のプロセス最適化
　3.HMDS処理の装置構成
　4.HMDS処理による密着性改善
　5.HMDS処理による付着性低下
第4章　濡れトラブルの原因・対策
　1.液滴のポッピング
　2.濡れのピンニング効果
　3.塗布膜のピンホール
　4.ギャップ内の粘性指状（VF）変形
第5章　塗膜の乾燥メカニズムと制御
　1.塗膜の形成
　2.塗工液の混合と溶解
　3.乾燥プロセスにおけるエネルギー変化
　4.溶剤の拡散モデル
　5.ラプラス力による塗膜の凝集
　6.熱処理による塗膜の硬化
第6章　乾燥装置の機構と性能
　1.加熱乾燥
　2.赤外線乾燥
　3.減圧（真空）乾燥

　4.凍結乾燥
　5.超臨界乾燥
　6.スピン乾燥
第7章　乾燥トラブルの原因・対策
　1.クラック
　2.ポッピング
　3.表面硬化層
　4.環境応力亀裂（クレイズ）
　5.ウォータマーク
　6.乾燥むら
　7.液体メニスカス
第8章　接着の原理と基礎理論
　1.付着の要因
　2.界面の実効付着面積
　3.付着界面の相互作用
　　3.1　原子間力顕微鏡の基本構成
　　3.2　フォースカーブとファンデルワールス相互作用
　　3.3　AFM探針の吸着力と固体の表面自由エネルギー
　　3.4　表面処理層におけるファンデルワールス相互
　　　　 作用解析
　　3.5　薄膜間の付着強度の推定
　　3.6　表面エネルギーの3成分解析
第9章　微細加工パターンの付着性解析
　1.リソグラフィー
　2.レジストパターンの付着要因
　3.レジストパターンの付着特性
　　3.1　DPAT法
　　3.2　付着力の熱処理温度依存性
　　3.3　付着力のパターンサイズ依存性
　　3.4　溶液中でのパターン付着力の解析
　　3.5　付着力のパターン形状依存性
第10章　微粒子の分散凝集解析
　1.付着力のPSL粒径依存性
第11章　応力分布と付着性
　1.微細パターンの形成

　2.有限要素法による二次元熱応力分布解析
　3.パターン形状に依存した剥離挙動
　　3.1　凹凸パターン
　　3.2　開口パターン
　　3.3　ラインパターン
　　3.4　レジスト表面硬化層
第12章　高分子膜中へのアルカリ水溶液の浸透と接着性
　1.コーティング膜の抵抗測定
　2.真空処理と塗膜内の残留溶剤量
　3.TMAH水溶液の浸透効果
第13章　異なる表面エネルギーを有する無機基板での接着
　1.付着試験
　2.各無機膜の表面エネルギー
　3.乾燥下での接着挙動
　4.TMAH水溶液中での接着挙動
第14章　微小気泡の性質と制御技術
　1.レジストパターン上での気泡の捕獲と脱離
　2.レジストパターン内の気泡移動
　3.原子間力顕微鏡（AFM）によるナノ気泡観察
　4.レジスト上のナノ気泡の剥離力測定
第15章　レジスト/基板界面でのボイド形成
　1.ボイド観察手法
　2.レジスト間の歪みエネルギー
　3.ボイド形成モデル
　4.感光剤濃度および表面エネルギー依存性
　5.形成ファクター有効性
第16章　コーティング膜の熱処理と接着挙動
　1.レジスト材料
　2.レジストの光、熱反応
　3.TMAH水溶液中での接着挙動
　4.表面エネルギー依存性
　5.レジストの溶液および膨潤の影響
　6.乾燥下での接着挙動
　7.表面エネルギー依存性

　近年、塗膜およびコーティングの高機能化と高品位化に伴い、細部にわたるプロセス制御が求められている。コーティングとは、塗液を液膜へと拡張し、溶
剤を乾燥し固着させるプロセスと定義されるが、材料科学では、大きいエネルギー変化を伴う現象として理解できる。よって、プロセスの高精度化には、熱力
学や流れ解析、および応力解析などの基礎技術の適用が不可欠である。
　本書では、濡れの基礎理論から始まり、表面処理、乾燥、加工技術、デバイス応用技術、膜質評価などのコーティングに関する内容について広範囲に概説す
る。また、各種トラブルの解析手法や事例を多く盛り込んでいる。本書内に掲載した実験データ等の多くは著者が取得した内容であり、測定手法およびノウハ
ウを含めて記載している。日々の開発製造現場における基礎として、本書の内容を役立てていただければ幸いである。

コーティングにおける濡れ、乾燥、付着をコントロール！



　

不良を減らす！！すぐ実践できる鉛フリー実装ノウハウ

量産現場のための

鉛フリー実装トラブル対策ハンドブック

1,000枚以上！
豊富な図と写真でしっかり理解

☆観察ポイントの見直しと簡単な再現実験の成果！☆

著者：実装アドバイザー　河合 一男 氏
【ご経歴】１９８８年から１９９５年までのはんだメーカー勤務の後独立。
  実装アドバイザーとして、公的機関、大手企業から海外企業に至るまで数百社の量産現場の改善指導を行う。
  現場の与えられた条件下で工法を改善、品質もｐｐｍ1桁以下を実現。
（大手工場１～３ｐｐｍ,中堅工場１．７ｐｐｍ、０．５ｐｐｍなど)
各種展示会はじめ、多くの技術講習会で講師を務める。著書　『電子部品の実装技術ノート』塚田・青木編著他。

第１章  鉛フリーはんだの特徴
1. 量産現場における鉛フリーはんだと鉛はんだの相違点
2. 量産現場におけるはんだ付け
3. フラックスの役割
第２章　温度プロファイル
1. 温度プロファイルの作成
2. プリヒート
3. 温度プロファイル作成事例
4. チッソ（Ｎ２）の効果
5. ファンの使用 / 6. リフロー部 / 7. 冷却部
第３章　はんだの印刷精度と印刷量
1. はんだの印刷量と濡れ性
2. はんだの印刷精度とブリッジ
3. はんだの印刷量とセルフアライメント効果
第４章　温度プロファイルで対応する量産現場の問題対策
1. ボイドの発生原因と対策
2. チップ脇ボール（サイドボール）
3. 濡れ性の改善 / 4. 現場で行う応急的な対策
5. 特殊なはんだ付け実験例
第５章　ディスクリート部品のリフロー
1. リフロー炉の特性と温度プロファイルの設定
2. 部品表面からの放熱
3. はんだの下面印刷 / 4. はんだの印刷と部品挿入
第６章　多機種生産時の温度プロファイル
1. 基板の大小と温度プロファイル
2. 下部遠赤外線ヒーターの効果

　

第７章  ＢＧＡの温度プロファイル
1. BGAの改善温度プロファイル
2. CAP・バンプ対応微粉末はんだの温度プロファイル
3. ボイドとレジストの影響によるBGA剥がれ／割れ
4. BGAのボイド対策 / 5. BGA剥がれ
6. 現場で行うBGAパッドの評価方法
第８章  現場における外観検査のポイント
1. フラックス残渣の状態観察
2. はんだフィレット形状 / 3. はんだフィレット光沢
第９章  外観検査
1. デンドライドの観察
2. 基板割れと剥離及び部品リードメッキ不良
3. その他の検査事例
第１０章　部品・基板メッキの問題と対応
1. 基板メッキの選定と問題
2. 金メッキの問題点 / 3. その他のめっき問題
第１１章  フロー槽　
1. 熱量
第１２章　後付修正
1. 後付修正/2. 鏝先の選定
3. 鏝先の寿命とメッキ/ 4. 鏝先の築熱効果
5. 鏝先形状とはんだ送り / 6. スポットリフロー
第１３章　ロボットのはんだ付け
1. 各種のロボット / 2. レーザーはんだ付け
3. リフローにおける予備はんだの改善提案
第１４章　 手はんだの参考事例 
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吉村　元明 　（著者）

「医薬マーケティング戦略 
"ザ・ガイダンス" 」

　　若手からベテランまで今日からすぐ、医薬情報活動に応用できる!
 本書は、医薬マーケティングに特化した実学の書であり、マーケティングとは何ぞやから、医療用医薬領域の医薬情報(MR)活動ならびに戦略企画
の具体的ノウハウ・ドゥハウ(Know-how、Do-how)がわかる。また今まで、マーケティングの視点から誰もチャレンジしなかった、新しいタイプの
ハンドブックである。
　より質の高い「医薬マーケティング」戦略や医薬情報活動をいかに推進できるか、次世代の若きマーケタ－たちへの必読書としてお薦めしたい。

■ 著者からのお薦め

第一製薬(現第一三共株)にてマーケティング推進室長、国際事業部副部長、
ヘルスケア業務企画室長など歴任後、TM企画代表取締役就任。
マネジメント専門誌執筆、マーケティングセミナー等の講演多数実施。
長年の実務経験と戦略的発想には定評がある(慶應義塾大学卒、マーケティング専攻)。

－The Guidance of Strategic Pharma-Marketing －

話題
の新
書!

●企画・編集　  有限会社ティエム企画 〒240-0033 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町62-7       ●発行    株式会社 情報機構

第一篇　　　　基礎・総合編　
　　　　　　 (Fundamentals ) 

第二篇　　　　戦略企画･実務編
　　　　(Essential & Actual Planning)  

Ⅰ．マーケティングと医薬マーケティング    
　（1）企業とマーケティング－マーケティングに強い会社とは
　（2）マーケティングに一歩ふみ込む 
　（3）医薬品と医薬マーケティングの特性 
Ⅱ．医療の本質に対応する医薬マーケティング戦略  
　（1）医師の処方動機と医薬プロモーション･ミックス 
　（2）処方動機を喚起する医薬プロモーション・ミックス
　（3）医薬プロモーション活動とMR (Medical Representatives)
Ⅲ．医薬市場戦略とターゲティング  
　（1）キードクターとのパーソナル・マーケティング
　（2）医薬マスタープラン －"医薬市場"のシェアアップ
　（3）ターゲティング・マトリックス   
Ⅳ．DRとの面談のビジネス心理    
　（1）DRの特性と面接ビジネス心理 －DRの特性とアプローチ
　（2）｢AIDMA｣+Ｓ － 購買心理のプロセス    
　（3）医薬情報提供の心理プロセス    
Ⅴ．病・医院市場変化の視点と対応の方向性
　（1）変貌する医薬市場環境のとらえ方
　（2）進展する｢地域医療連携｣
　（3）これからの独自の方向性は？　　   

Ⅰ．トータル・マーケティングを支える"ビジネス参謀"    
　（1）トータル・マーケティング
　（2）医薬マーケティング・ミックスの考え方－4Pより6P
　（3）知っておこう"プロダクト・マネジメント制度とPMの役割
Ⅱ．勝ち組となるための"戦略・戦術"の極意
　（1）競争優位に戦う極意と鉄則を知ろう
　（2）競争優位により"４つの戦略タイプ"がある 
　（3）戦略思考型プランニング － 企画立案の定石
Ⅲ．勝負をきめるプロダクトライフ・マネジメント戦略のノウハウ 
　（1）ユーザー・ベネフィットを考えるプロダクト・コンセプト
　（2）プロダクト・ライフサイクル(PLC)　意義と展開ドゥハウ  
　（3）プロダクト・プランニング  "3種の神器"     
Ⅳ．オリジナルな市場・納入構造分析、分析ツールの活用法
　（1）現実に役立つ販売シミュレーションへの応用
　（2）納入構造分析 － 自社品の納入構造を"因数分解"する 
　（3）クロスＳＷＯＴ分析の正しい活用法
Ⅴ．生きた情報から真相把握 －医薬情報戦略ノウハウ、ドゥハウ
　（1）これぞという"真実"に迫るには
　（2）戦略に活かす情報収集の勘所 
　（3）医薬マーケティングと情報戦略  把握収集はMRの"第３の機能

！ 

本書の
特徴は？

 

●新しいタイプの医薬ビジネス・マーケタ－の"必携書"
  ・マーケティングの視点で誰も著したことのなかった医薬ハンド・ブック
  ・若手からベテランまで今日からすぐマーケティング活動に応用できる

●医療の本質に対応するパーソナル・マーケティングの
　ノウハウ・ドゥハウを会得
　・知っておくべき医療用医薬領域の、マーケティング知識の確認
　・プロダクト・マネジャーなど、医薬マーケタ－必携の実用書となる

●ビジュアルな図解、オリジナルな
　分析・事例、コンパクトで分かりやすい解説
　 ・若い読者層に対応したアニメ仕様の図解と、分かりやすい編集
　 ・医薬PMの戦略応用を支援する、分析・事例を盛り込んで解説

■ 本書のポイント・特徴

＜掲載内容＞
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1. 序論 

2. 日本語の特徴
　2.1　解釈の多様性 
　2.2　語句の欠落 

3. ライティングの心得 
　3.1　読み手のレベルに合わせた表記・表現 
　3.2　口語表現 
　3.3　論理的な文章 

4. 文書全体の論理性 

5. 句読点と符号 
　5.1　句点と読点 
　　5.1.1　句点 
　　5.1.2　読点 
　　5.1.3　句点と読点の組み合わせ 
　5.2　中点と斜線 
　5.3　コロンとセミコロン 
　5.4　ダッシュと波形 
　5.5　下線，アスタリスク，米印 
　5.6　括弧 
　5.7　アットマークと著作権表示記号 
　5.8　登録商標記号と商標記号 
　5.9　番号記号 

6. ライティングの要点 

　6.1　正確性 

　　6.1.1　主語と述語 

　　6.1.2　助詞 

　　6.1.3　接続詞 

　　6.1.4　専門用語と略語 

　6.2　明解性 

　　6.2.1　あいまいな文 

　　6.2.2　意味不明な文 

　　6.2.3　受動表現を多用しない 

　　6.2.4　「おいて」「ついて」「として」 

　6.3　簡潔性 

　　6.3.1　余剰表現は避ける 

　　6.3.2　冗長文はナンセンスである 

　　6.3.3　長文は短文に分ける

  6.4　一貫性 

　　6.4.1　表現と表記 

　　6.4.2　文書フォーマット 

　　6.4.3　略語表記 

7. 読みやすい文章 

　7.1　漢字 

　7.2　関連の強い語句 

　7.3　必要語句 

　7.4　文意の流れ  

　

8. メディカルドキュメント 
　8.1　治験薬概要書 
　　8.1.1　治験薬概要書の目的 
　　8.1.2　治験薬概要書の構成および内容 
　　8.1.3　開発段階に応じた適切な内容 
　　8.1.4　全般的な記載方法 
　　8.1.5　項目ごとの書き方のポイント 
　　8.1.6　改訂の時期とそのポイント 
　8.2　同意説明文書 
　　8.2.1　同意説明文書の内容 
　　8.2.2　同意説明文書の作成 
　　8.2.3　GCPで規定されている説明事項 
　　8.2.4　注意すべき語句および表現 
　　8.2.5　治験対象者別留意点 
　　8.2.6　表現の統一 
　　8.2.7　同意書の内容および作成 
　8.3　治験総括報告書 
　　8.3.1　治験総括報告書の作成に必要な資料 
　　8.3.2　治験総括報告書の構成および作成手順 
　　8.3.3　項目別記載内容とその留意点 
　8.4　参考資料 

9．付録
　9.1　常用漢字表（1945文字） 
　9.2　略語とその意味 
　　9.2.1　医薬品開発に関連する組織の略語 
　　9.2.2　医薬品開発の一般的略語 
　　9.2.3　主な臨床検査項目の略語

メディカライト・ジャパン　社長　医学博士　石塚　善久　氏

＜著者＞

◎ライティングの心得・・読み手のレベルに合わせた表記・表現、口語表現、論理的な文章とは？ 
◎ライティングの要点を詳細に解説！日本語の特徴、ライティングを行う際の留意すべき点とは？句読点や符号の使い方，誤解されない文章を書くための要点，
　わかりやすい文章にするためのコツとは？

日本語メディカルライティング
医薬品開発のための

★多数の例を参考に、メディカルライティングスキル向上のポイントを詳細に解説！

＜こんなことが理解できます＞

　●日本語の表現は何故あいまいなのか　　●メディカルライティングではどのようなことに留意すればよいのか　　●治験薬概要書を作成する際の留意点はなにか

　●同意説明文書はどのような内容が求められるか　　●治験総括報告書とはどのように作成すべきか

＜本書のポイント＞

　本書は著者が今までセミナーで話し、好評を得てきた内容をまとめたものである。本書は3部から成り、第1部の「日本語およびライティングの概念」では、われわれが日ごろ

用いている日本語はどのような特徴を持つ言語なのか、そしてその日本語を用いたライティングでは一般的にどのようなことに留意すべきなのかについて解説した。

　第2部の「メディカルライティングの基本」では、句読点や符号の使い方、誤解されない文章を書くための要点、わかりやすい文章にするためのコツなど、メディカルライティングには欠かせない

ポイントについて実例文を用いて解説した。

　第3部は実際にメディカルドキュメントを作成する際の参考になればと思い載せた内容であるから、必要に応じて読んでいただければと思う。

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に

　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

★なぜ凝集するのか？　安定化しないのか？
　メカニズムを理解すれば理由が分かる → するべきことが見えてくる！

発刊　　2011年2月
定価　　\32,000＋税
体裁　　B5判ソフトカバー
　　　  132ページ

大島　広行 　東京理科大学 薬学部　教授　理学博士 　

微粒子の分散･凝集メカニズム

とその評価

本書は微粒子の分散・凝集のメカニズムに関する基礎とその評価法に

ついて解説したものである。

11章から成る。第1章では、粒子間力のもとになる分子間力について述

べる。第2章から第５章では、液体媒質中における帯電微粒子周囲の電

位分布とイオン分布について述べる。第６章から第８章では、電気泳動

測定による液体媒質中の帯電粒子のゼータ電位（表面電位に近似的に

等しい）の評価法について述べる。第９章では微粒子間の静電相互作用

を扱う。第10章では微粒子間のvan der Waals相互作用について述べる。

第11章では、DLVO理論を基礎に、粒子間ファンデルワール引力を特徴づ

けるハマカー定数と粒子間斥力を特徴づけるゼータ電位を用いて粒子間

相互作用のポテンシャル曲線を描き、微粒子分散系の安定性を評価する。

■ 著者から■ 本書のポイント・特徴

関連の活動　Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (Elsevier発行） Editor
　　　　　　　　 Colloid and Polymer Science (Springer発行） アジア地区 Editor
　　　　　　　　 ISO/TC91 （界面活性剤）国際議長

 
★粒子間で起こる引力・斥力はどのような

         パラメータに基づき評価・計算されるのか！

★分散・凝集に関わる理論と評価法を完全理解！

・DLVOを理解すれば微粒子の挙動が分かる！

・ハマカー定数とゼータ電位を用いて粒子間相互作用の

  ポテンシャル曲線を描く → 微粒子分散系の安定性を評価する

・van der Waals力を特徴づけるハマカー定数とは？

・ゼータ電位と電気泳動（非水系の電気泳動、柔らかい粒子の電気泳動）

・微粒子分散系を安定に保つ → 微粒子間引力に打ち勝つ斥力が必要

・表面電位を理解　静電力、拡散電気二重層とは？

・非水系・無塩系ではどのように考えるのか？

ＤＬＶＯ理論の完全理解、ハマカー定数・ゼータ電位の評価方法、ポテンシャル曲線の作成法

敬称略

■ 第1章　分子の熱運動と分子間引力
 1．ポテンシャルエネルギー:
　　力学的な力に逆らっている度合い
 2．無秩序さの度合い:エントロピー
 3．エントロピー増大と
    ポテンシャルエネルギー低下の競争
 4．力とポテンシャルエネルギーの関係
 5．分子の熱運動と熱エネルギー
 6．分子間引力
 7．微粒子分散系の持つ大きな表面自由エネルギー

■ 第2章　微粒子周囲のイオン分布と
　　　　　電位分布:拡散電気二重層
　1．微粒子の表面電荷:粒子表面の帯電の原因
　2．イオンの熱運動
　3．電荷と電場・電位
　　3.1　点電荷の作る電場　3.2　面電荷の作る電場
　4．拡散電気二重層の構造
　5．Poisson-Boltzmann 方程式
　6．表面電位と表面電荷の関係:厳密な式
　7．有効表面電位

■ 第3章　球状および円柱状の帯電微粒子の
　　　　　電荷と電位
　1．球状粒子　2．円柱状粒子

■ 第4章　柔らかい粒子の電荷と電位
　1．Donnan電位　2．柔らかい粒子の表面電位
　3．表面電荷層内の電位分布

■ 第9章　微粒子間の静電相互作用
1．2つの帯電粒子間に働く力
2．帯電の2つの型と静電相互作用の2つの型
3．2枚の平行平板間の静電相互作用
4．Derjaguin近似
　4.1　2つの球
　4.2　2つの平行な円柱
　4.3　2つの交差する円柱
5．柔らかい粒子
　5.1　2枚の平行な柔らかい平板
　5.2　2つの柔らかい球
　5.3　2つの平行な柔らかい円柱
　5.4　2つの交差する柔らかい円柱
6．線形重畳近似
　（Linear superposition approximation、LSA近似）
　6.1　2つの球
　6.2　2つの平行な円柱
　6.3　2つの交差する円柱

■ 第10章　微粒子間のvan der Waals相互作用
1．分子間のvan der Waals相互作用と
　 粒子間のvan der Waals相互作用
2．種々の物体間のvan der Waals相互作用
3．媒質の効果
4．表面層で覆われた2枚の平行な平板
5．Hamaker定数と表面張力
6．代表的な物質のHamaker定数の値

■ 第11章　微粒子分散系の安定性:DLVO理論
　1．球状粒子間の全相互作用のポテンシャル曲線
　2．臨界凝集塩濃度とShultze-Hardyの法則

■ 第5章　非水系・無塩系における
　　 　　 微粒子の電荷と電位
　1．水系と非水系の違い
　2．電解質イオンと粒子由来の対イオン
　3．通常のPoisson-Boltzmann方程式
　4．体積無限大の電解質溶液中の1個の粒子
　5．自由体積モデル
　6．無塩系のPoisson-Boltzmann方程式
　7．無塩系における粒子周囲の電位分布
　8．粒子の実効電荷と自由な対イオン

■ 第6章　剛体粒子の電気泳動とゼータ電位
　1．電気泳動移動度とゼータ電位
　2．Huckelの式　　 3．Smoluchowskiの式
　4．平板状粒子に対する厳密解
　5．Henryの式　　　6．緩和効果を考慮した式
　7．種々の理論式の適用範囲
　8．ゼータ電位の測定例
　9．動的電気泳動
　10．濃厚系の電気泳動
　11．沈降電位　　　12．CVPとESA
　13．液滴の電気泳動

■ 第7章　柔らかい粒子の電気泳動
　1．柔らかい粒子
　2．表面電荷層内での液体の流れ
　3．平板状の柔らかい粒子
　4．球状の柔らかい粒子

■ 第8章　非水系（無塩系）の電気泳動
　1．媒質の比誘電率
　2．非水系（無塩系）における電気泳動
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★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

本書の内容(一部)

執筆者一覧（敬称略）

PEDOTの特性・合成手法とデバイス応用
～有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、

アクチュエータ、タッチパネル、電子ペーパー～

本書の特徴

      各種物性の導電性への影響

●工藤　康夫,橋本　定待(日本先端科学(株))　●宗像　伸枝,武久　慶太(帝人デュポンフィルム(株))　●井原　孝(鶴見曹達(株))

●目黒　晃,岡本　秀二(綜研化学(株))　●奥崎　秀典(山梨大学)　●杉原　良介(テイカ(株))　●千種　康男(ナガセケムテックス(株))　

●山成　敏広((独)産業技術総合研究所)　　●中谷　健司((株)タッチパネル研究所　●鵜飼　育弘(Ukai Display Device Institute)

PEDTの透明性,耐候性,耐熱性,耐湿性、PEDOT膜との関係、
DMSO添加による導電性の向上

PEDOTを使用したデバイス開発における
留意点とは？

有機EL用導電膜・正孔注入層…
パターニング方法、ITO上におけるPEDT／PSSの平坦化　等
帯電防止コーティング材…
全光線透過率と表面抵抗率との関係、pHと表面抵抗率との関係、
不純物混入の影響　等
色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料…
CNT/導電性高分子コンポジット電極、成膜加工性、塗膜安定性 等
有機薄膜太陽電池用正孔輸送層…
高導電性PEDOT/PSSを用いたときの正孔捕集効果、
PEDOT/PSSが劣化に与える影響　等
電子ペーパー・タッチパネル用透明導電フィルム…
柔軟性,面内抵抗均一性,耐環境性、ITO系との差異、
透明性と抵抗の関係　等
アクチュエータ用フィルム…
水蒸気吸着特性、電気収縮挙動、収縮応力と体積仕事容量　等

        合成・重合法とそのポイント

酸化重合法,電解重合法,超臨界重合法、
重合時の反応湿度と導電率の関係、PEDT/PSSディスパージョン
PEDOT膜中のドーパント密度と分析方法

PEDOTの塗布性とコーティングプロセスの留意点
印刷塗布法による電極作成、
フォトリソグラフィーを用いたパターニング、
パターニング後の導電性と透過率
PEDOT膜の洗浄のポイントと導電率長期安定性、
エッチング用薬剤(エッチング液,剥離液,現像液)

今まで無かった、PEDOTをテーマとした専門書籍！

第1章　PEDT/PSSの特性と構造
第2章　PEDTの合成法
第3章　パラトルエンスルホン酸鉄を用いて合成したPEDOT
第4章　フォトリソグラフィーを用いたパターニングシステム
第5章　有機EL用導電膜・正孔注入層
第6章　固体電解コンデンサへの応用と求められる特性
第7章　光学フィルム用帯電防止コーティング材料として
　　　 求められる特性

第8章　太陽電池用途
 第1節　色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料
 第2節　有機薄膜太陽電池用正孔輸送層材料

第9章　タッチパネル用薄膜材料
 第1節　透明導電フィルム
 第2節　タッチパネル用フィルムの評価法

第10章　電子ペーパー用透明電極材料への応用と求められる特性
第11章　アクチュエータへの応用

① どうしてPEDOTなの？
　→導電性高分子の中からPEDOTが選ばれた背景から、
    開発の経緯まで詳しく解説！

② PEDOTの基本的な事が知りたい
　→主要PEDOTの導電性、耐湿性、耐候性、透明性、
    耐熱性や、安定性についても言及！

③ PEDOTの最新の技術動向が知りたい
　→ITO代替材料としてのPEDOTの開発現状、最新の企業の
    取組み等を紹介！

④ PEDOTを使った応用事例を紹介してほしい
　→有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、
   アクチュエータ、タッチパネルへの応用事例を掲載！
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PEDOTの特性・合成手法とデバイス応用
～有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、

アクチュエータ、タッチパネル、電子ペーパー～

本書の特徴

      各種物性の導電性への影響

●工藤　康夫,橋本　定待(日本先端科学(株))　●宗像　伸枝,武久　慶太(帝人デュポンフィルム(株))　●井原　孝(鶴見曹達(株))

●目黒　晃,岡本　秀二(綜研化学(株))　●奥崎　秀典(山梨大学)　●杉原　良介(テイカ(株))　●千種　康男(ナガセケムテックス(株))　

●山成　敏広((独)産業技術総合研究所)　　●中谷　健司((株)タッチパネル研究所　●鵜飼　育弘(Ukai Display Device Institute)
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PEDOTの塗布性とコーティングプロセスの留意点
印刷塗布法による電極作成、
フォトリソグラフィーを用いたパターニング、
パターニング後の導電性と透過率
PEDOT膜の洗浄のポイントと導電率長期安定性、
エッチング用薬剤(エッチング液,剥離液,現像液)

今まで無かった、PEDOTをテーマとした専門書籍！

第1章　PEDT/PSSの特性と構造
第2章　PEDTの合成法
第3章　パラトルエンスルホン酸鉄を用いて合成したPEDOT
第4章　フォトリソグラフィーを用いたパターニングシステム
第5章　有機EL用導電膜・正孔注入層
第6章　固体電解コンデンサへの応用と求められる特性
第7章　光学フィルム用帯電防止コーティング材料として
　　　 求められる特性

第8章　太陽電池用途
 第1節　色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料
 第2節　有機薄膜太陽電池用正孔輸送層材料

第9章　タッチパネル用薄膜材料
 第1節　透明導電フィルム
 第2節　タッチパネル用フィルムの評価法

第10章　電子ペーパー用透明電極材料への応用と求められる特性
第11章　アクチュエータへの応用

① どうしてPEDOTなの？
　→導電性高分子の中からPEDOTが選ばれた背景から、
    開発の経緯まで詳しく解説！

② PEDOTの基本的な事が知りたい
　→主要PEDOTの導電性、耐湿性、耐候性、透明性、
    耐熱性や、安定性についても言及！

③ PEDOTの最新の技術動向が知りたい
　→ITO代替材料としてのPEDOTの開発現状、最新の企業の
    取組み等を紹介！

④ PEDOTを使った応用事例を紹介してほしい
　→有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、
   アクチュエータ、タッチパネルへの応用事例を掲載！
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