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これからの藻類ビジネス
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★藻類の 可能性×必要技術×研究動向 を完全網羅しビジネスの可能性を提示！
                       藻類事業を知るために必読の一冊★

藻類は世界を救う！機能性食品、燃料、化粧品、素材、水産飼料…
幅広い分野に活用が期待される藻類の可能性を理解
少ない資源で大きな利益！藻類培養のメリットとは？光合成によるバイオマス生産とは？
藻類はどのように産業利用されているのか？脂質やタンパク質、健康食品についても詳説

日本と世界の藻類研究動向をひとまとめ！
各国のプロジェクトを網羅し内容や補助金額まで整理

 
藻類の種類から培養方法、育種方法まで技術内容を完全網羅

ビジネスとして立ち上げるにはどうすればよいのか？

第１章 藻類ビジネスの背景
～バイオマス生産の現状と藻類の利点～

第1節藻類バイオマスを取り巻く現状
1．藻類産業構築にむけて
2．藻類バイオマス生産の現状と問題点

第2節光合成の観点からみたバイオマス生産
1．光合成のメカニズム
2．光合成のエネルギー変換効率
3．光合成によるバイオマス生産量と収量

第3節藻類培養のメリット
1．藻類の特徴
2．藻類と人類の歴史

第２章 藻類の産業利用の現状と展望

第1節　藻類の産業利用
1．藻類の産業展開戦略　2．藻類産業のロードマップ
3．藻類を利用した様々な事業分野・商業利用の詳細と展望

第2節　藻類を利用した新規事業立ち上げ・展開
1．新規事業シーズとしての藻類のポテンシャル
2．藻類の産業構造　　3．藻類種の選択
4．タベルモの取り組み　5．ユーグレナの取り組み

第3節　世界の藻類研究開発動向(米国、EU 圏、日本)
1．米国の藻類研究開発動向
2．EU 圏の藻類研究開発動向　3．日本の研究開発動向
4．日米欧の研究開発戦略比較と日本の展望

第３章 ビジネス応用に向けた藻類の培養と生産

第1節　藻類バイオマス生産における工業プロセス
1．藻体の大量培養の工程　2．藻体の回収技術
3．藻体の乾燥技術　4．藻体からの抽出技術

第2節　藻類バイオマス生産事業の経済性
―Techno-Economical Assessment(TEA) 概論―
1．TEA の概要　2．TEA の仕組み
3．分析に必要な数値の設定　4．経済分析
 
第3節　藻類研究に利用される手法のまとめ
1 藻類種の探索・単離　　2．藻類の評価
3．各種測定　4．藻類の育種　5．藻類のスケールアップ培養

藻類培養の基本から生産技術、
　　　          ビジネス展開の最新動向まで

日本、アメリカ、欧州の藻類研究動向を統括！藻類燃料の研究はどこまで進んでいるのか？
燃料以外の研究はどの程度あるのか？様々なプロジェクトの内容を掲載、世界動向がわかる！

藻類バイオマス生産のための大量培養や屋外・屋内培養等様々な培養技術を詳説！
藻類種の探索、単離、同定、評価、測定方法から
ゲノム編集などの遺伝子レベルの育種法、スケールアップまで必要な技術が一冊に濃縮

藻類バイオマス生産事業の経済性は？産業構造はどうなっているのか？各社の実際の取組も明記し事業立ち上げのヒントが満載

紙面の都合上、
本ご案内は簡易版です。

詳細目次をHP掲載中
ぜひご確認ください！

情報機構　BC200302 と検索

又は下記URLまで！

https://www.johokiko.co.jp/publishing/

BC200302.php



★書籍申込書

※FAX番号はくれぐれもお間違えの無い様お願い致します。
FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jpにて

　　 　　　　　　自然言語処理技術
　　　～目的に応じた手法選択／精度向上手法／業務活用への提言

　発刊：2020年3月  定価：40,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー 180頁

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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　　執筆者一覧 (敬称略)　　　

●鈴木潤（東北大学）　●土屋誠司（同志社大学）　●本橋和貴（Konduit（株））　●高橋寛治（Sansan（株））
●田村晃裕（愛媛大学）　●山田育矢（（株）Studio Ousia）　●荒木健治（北海道大学）　●森信介（京都大学）
●渡邊信一（宇都宮大学）　●原　紳（宇都宮大学）　●水本智也（フューチャー（株））　●清水武（（株）CINC）

（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！

　　　　目次　　　※詳細はHPにて　https://johokiko.co.jp/publishing/BC200202.php

第１章　導入～自然言語処理の基礎からトピックの話題
　１．自然言語処理の基礎（文章の解析、文章の生成について）

　２．自然言語処理の難しさ

　３．自然言語処理技術の最先端

　　３．１　自己注意機構型NNと再帰型NNの比較

　４．現状のデファクトスタンダード

　　４．１　今後の展開

第２章　所持データ＆目的に応じた手法の選定
　１．意味理解

　　１．１　意味表現方法

　　１．２　言語資源

　　１．３　解析手法

　２．単語や話題の抽出

　　２．１　抽出対象

　　２．２　抽出方法

　３．文書分類

　　３．１　クラスタリング

　　３．２　近さの判断

　４．文書要約

　　４．１　要約手法

　　４．２　手掛かり情報

　５．情報検索

　　５．１　必要要素

　　５．２　検索モデル

　　５．３　評価手法

　６．雑談対話

　　６．１　話題の展開

　　６．２　処理方法

　　６．３　必要な機能

第３章　ハンズオンで学ぶ文書分類モデルの作成とツー
ルの利用方法
　１．機械学習モデル開発のワークフローと本章で扱う内容

　２．文書分類ハンズオン

　　２．１　本章で扱う主な自然言語処理ツールの解説

　　　２．１．１　spaCy

　　　２．１．２　Transformers

　　２．２　データセットの準備

　　　２．２．１　livedoorニュースコーパス

　　２．３　文書分類モデル

　　　２．３．１　単語バッグ（bag-of-words）

　　　（１）データセットの読み込み

　　　（２）文書分類モデルの訓練

　　　２．３．２　畳み込みニューラルネットワーク

　　　２．３．３　BERT

　　 （１）データの前処理

　　　（２）データセットの読み込み

　　　（３）トークンの数値化

　　　（４）Iteratorの設定

　　　（５）BERTのファインチューニングのための設定

第４章　前処理の種類及び実装手法～処理精度向上に繋げ
るための登竜門
　１．前処理の概観

　２．テキストデータのクリーニング手法

　　２．１　文字コード

　　２．２　不可視文字や見た目が同じ文字に対するUnicode正規化

　　２．３　正規表現による前処理

　３．単語の処理手法

　　３．１　形態素解析

　　３．２　複合語や固有名詞を単語とする方法

　　３．３　表記ゆれ対策

　４．単語のベクトル変換手法

　　４．１　Bag-of-Words

　　４．２　分散表現

　　４．３　系列ラベリングとして取り扱うための変換

　５．前処理に活用できるライブラリやツール

　　５．１　形態素解析

　　５．２　文構造解析器

　　５．３　Pythonモジュール

　　５．４　言語資源

第５章　アプリケーション別の応用例と活用への提案
　第１節　ディープラーニング技術を用いたニューラル機械翻訳

　　１．ニューラル機械翻訳の概要

　　２．代表的なニューラル機械翻訳モデル

　　　２．１　Transformer NMTモデル

　　　２．２　学習モデル

　　３．ニューラル機械翻訳の研究開発動向

　　　３．１　対訳データ不足に対する対応

　　　３．２　未知語への対応

　　４．ニューラル機械翻訳システムの構築

　　５．今後の展望

第２節　質問応答技術の開発動向と応用事例
　　１．質問応答の主要な事例

　　２．質問応答の研究動向

　　　２．１　ファクトイド質問応答タスク

　　　２．２　抽出型質問応答タスク

　　　２．３　回答選択型質問応答タスク

　　　２．４　その他の質問応答タスク

　　３．質問応答の実装に使えるツールやサービス

　　

　第３節　自然言語処理技術を用いた雑談対話技術
　　１．雑談システムの歴史と現状

　　２．雑談システムの構築方法

　　　２．１　ルールベースに基づく手法

　　　２．２　遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による手法

　　　２．３　機械学習による手法

　　３．雑談システムの問題点

　　４．話し上手な雑談システム構築への取り組み

　
　第４節　固有表現抽出技術
　　１．固有表現認識

　　　１．１　機械学習に基づく固有表現認識

　　２．分野特有の固有表現認識器の構築

　　３．関連する自然言語処理

　第５節　感情分析を用いたクチコミ判別支援システムの開発
　　１．システムの概要

　　２．企業ニーズ

　　３．システム開発

　　４．今後の展望と波及効果

　　　４．１　今後の展望

　　　４．２　技術開発のためのヒント

　　　４．３　波及効果

　第６節　第二言語学習者のための文法誤り訂正
　　　　　　～訂正技術・学習用データと性能評価方法
　　１．文法誤り訂正の動向

　　２．文法誤り訂正技術

　　　２．１　訂正手法

　　　２．２　データセット

　　　２．３　評価方法

　　３．文法誤り訂正システムの構築

　　４．文法誤り訂正性能の改善のための最新技術

　第７節　日本語センテンスを対象とした感情分類器の開発
　　１．モデル開発にむけての考え方

　　２．感情シグナルの定義

　　３．モデル構築と基本的なレイヤー

　　４．日本語の符号化（入力層）

　　　４．１　文字ユニグラム

　　５．分類器による処理の具体的なフロー

　　６．教師データの収集

　　７．結果

　　８．アンサンブル

　　９．今後の課題
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データ・プライバシーの教科書

GDPR対応を中心とした基本編

【本書のポイント】　※本文中図表のカラー版とプライバシー・ノーティス等各種テンプレート（付録1～6）を格納した【CD-R】つき

　◎GDPRへの対応策を網羅しつつ、一層強まる各国のデータ保護関連法令にも対処

　◎“こういう情報が欲しかった！” 明確に法制化されていない部分への考え方も

　▽よくある質問と回答集（FAQ）つき

　「当社はGDPR が適用されますか？」　「名刺管理ソフトの使用について注意すべきことは？」

　「欧州での展示会出展時に注意すべきことは？」　「Cookie のバナーは必要？」ほか　

★個人情報を取り扱う全ての人の羅針盤！ 関係部署・現場必携の実用書
　GDPRをはじめとする国内外のデータ保護関連法令に対処する！　

【執筆者】寺川 貴也 氏　テクニカ・ゼン 株式会社 代表取締役社長

データ・プライバシーの教科書 GDPR対応を中心とした基本編 書籍

※FAX番号はくれぐれも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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書籍 【BC200203】
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

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
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FAX

　世界のデータ・プライバシー対応を専門とするコンサルタント。プライバシー・マネジメント・プログラムの導入や、世界のデータ保護法
動向、プライバシーとテクノロジーとの接点に関して強みを持つ。世界最大のプライバシー専門家協会であるIAPPが発行する欧州法の
専門家認証CIPP/Eおよびプライバシー・マネジメント・プログラムの専門家認証であるCIPMを保有する他、JETROの専門家として中小
企業を中心に50社以上にデータ保護法に関するアドバイスを提供してきた。

＜目次＞　※弊社ウェブサイトに更に詳しい目次を掲載しています。ウェブでも購入可です。　「情報機構　BC200203」と検索！
第１章　データ・プライバシー対応の基本
　１．域外適応の存在
　２．データ・プライバシー対応の要素
　３．データ・プライバシー対応の勘所
　４．継続する
　５．データ・プライバシー対応を理解するための
　　　　本書のアプローチ
第２章　GDPR 対応を行う前に理解しておくと良い概念
　１．GDPR は法律である
　２．データ・プライバシー対策は
　　　サイバーセキュリティ対策と異なる
　３．リスク・ベースド・アプローチには「答え」がない
　４．データ・プライバシーは個人を中心に考える
　５．なぜ、プライバシーは大切なのか
第３章　GDPR 対応の基本
　１．GDPR はどのような法律で誰に適用されるか
　２．個人データの定義
　３．処理、データ主体、管理者、処理者、監督機関
　４．正当な法的根拠
　５．個人データの最小化と個人データの目的外利用の制限
　６．個人データは変化する
　７．データ主体の権利

第４章　プライバシー・リスク・マネジメントとデータ・マッピング
　１．プライバシー・リスク・マネジメントの基本的な考え方
　２．プライバシー・リスク
　３．プライバシー・インパクト・アセスメント(PIA / DPIA)
　４．データ・マッピング
第５章　プライバシー・バイ・デザインとその導入方法
　１．プライバシー・バイ・デザインとは何か
　２．プライバシー・バイ・デザインの7 つの原則
　３．プライバシー・バイ・デザインの導入方法
第６章　安全保護策について
　１．安全保護策についてのGDPR の要求事項
　２．監督機関によるガイドラインと内容の一例
　３．　一般的な脅威への対策と企業のホワイト・ペーパー
第７章　データ保護責任者(DPO)
　１．DPO の任命義務
　２．DPO の任命時の注意事項
第８章　プライバシー・ポリシーやその他のポリシー
　１．ポリシーとは何か
　２．ポリシーを組織に展開する方法
　３．ポリシーの階層アプローチ
　４．プライバシー・ポリシーに含むべき内容
　５．ポリシー作成時のヒント

第９章　データ侵害対応プログラム
　１．インシデントとデータ侵害の違い
　２．GDPRの要求事項　３．データ侵害対応への準備
　４．データ侵害が起きてしまったら
第10章　データ処理契約(Data Processing Agreement)
　１．処理者契約　２．処理者契約に含めるべき内容
　３．処理者が契約を拒否する場合の対応
第11章　プライバシー・ノーティスの作り方
　１．プライバシー・ノーティスかプライバシー・ポリシーか
　２．個人データの直接取得と間接取得
　３．プライバシー・ノーティスを提示するタイミング
　４．提供すべき情報
　５．プライバシー・ノーティスの提示が免除されるケース
　６．簡潔で、理解可能で、容易にアクセス可能であること
　７．プライバシー・ノーティスの作り方
第12章　個人データの第三国移転
　１．日本の十分性認定
　２．個人データの第三国移転は安全に行わなければならない
　３．十分性認定　４．適切な安全保護策を講じていること
　５．代理人の任命と役割
第13 章　是正措置
　１．是正措置の種類　２．制裁金の上限　３．制裁金の決め方
第14 章　プライバシー・マネジメント・プログラム

・ ・ ・
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★淘汰が進む一方で　高収益で成功を収める工場も多く出現　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　チャンスが広がる植物工場ビジネスの最新動向を知って成功に活かす！

★何を育て、どこに売ればよいのか？高収益植物の選定と栽培ポイントから　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有用物質の生産、機能性植物の栽培まで詳説

★どのように効率化するのか？高速栽培やコストダウンの方法から　　　　　　　　
　　　　　　　AIやIoTの導入など、スマート農業としての植物工場の技術動向まで掲載

　　★コンビニ等中食産業から求められる品質は？植物工場ならではのビジネスモデルとは？
今までの補助金目当てではない、ビジネスの為のヒントが満載

植物工場に携わる方、これからの農業ビジネスに興味がある方必読の一冊！

　　　　　　　　　　　　　　　　   ●社会開発研究センター　森 康裕　　●日本植物工場産業協会　松田 將史

●岐阜大学　松尾 誠也　●島根大学　浅尾 俊樹　●電力中央研究所　地子 智浩　●東京大学　富士原 和宏

●朝日工業社　中島 啓之　●エスペックミック　中村 謙治　●日本施設園芸協会／土屋農業技術士事務所　土屋 和

●豊橋技術科学大学／愛媛大学　高山 弘太郎　●富士通ホーム＆オフィスサービス　渡邊 豪千　●熊本大学　渡邊 高志

●玉川大学　大橋 敬子　●東京大学　幸 義和　●シンフォニア テクノロジー　塩崎 明　●大阪府立大学　増田 昇

●菱熱工業　岡安 晃一　●昭和電工　鈴木 廣志　●宇宙航空研究開発機構　布施 哲人

新時代に向けた植物工場ビジネス

抜粋目次【詳細な確定目次はHPをご確認ください】　

～人工光型植物工場を中心とした
　　　採算・収益性のUP、有用植物の栽培、AI/IoTの活用～

第１章 植物工場の動向   
 第１節　最近の植物工場の技術動向
 第２節　法律・規格の最新動向
 第３節　令和時代の植物工場ビジネス戦略
第２章  植物工場の技術動向と設備
 第１節　人工光型植物工場における生育障害とその回避
 第２節　人工光による栽培コントロール
 第３節　人工光型植物工場の空気環境制御と空調設備
 第４節　アクアポニックスの現状と今後
第３章　AI/IoT技術による植物工場の革新
        ～スマート農業としての植物工場～
 第１節　スマート農業と植物工場
 第２節　植物工場における栽培管理のための植物センシング
 第３節　会津若松Akisaiやさい工場の取組み

第４章 有用物質の生産・植物の機能強化と植物工場
 第１節  植物工場における高機能性植物の生産と制御
         ～人工光型植物工場の収益構造を変える、
                                   機能性植物の生産ノウハウ～
 第２節　植物に含まれる薬効成分の捉え方と今後の展開の可能性
 第３節　植物工場における植物の機能性成分強化
 第４節　組換え米を用いた植物工場におけるワクチン原薬生産
 第５節　高付加価値の植物を栽培するための植物工場システム
第５章 事例と採算性向上・成功のためのヒント
 第１節　都市農業としての植物工場の取り組み
 第２節　植物工場ビタミンファームの設備と品質管理
　　　　 ～コンビニ等中食市場で求められる品質～
 第３節　赤色青色LED 交互照射（S 法）による
                           高速栽培とコストダウン効果
 第４節　宇宙での食料生産と地上の農業技術



医薬品開発における創薬スクリーニング関連技術開発

◎低分子医薬品・バイオ・抗体医薬品などの創薬における技術手法と事例を掲載

第1章　創薬における化合物ライブラリーとスクリーニングの関係と概要
1.化合物ライブラリーとドラッグライクネス
2.創薬標的とドラッガビリティ
3.ドラッガライクな化合物とドラッガブルな表記とのインターフェース

第2章　化学合成医薬品における創薬・スクリーニング技術開発
第1節　低分子スクリーニング用化合物ライブラリの設計戦略
1.ライブラリ設計の時代変遷と考察
2.化合物ライブラリ構築戦略：Actelion斜のケーススタディを基に
第2節　フラグメント創薬(FBDD)の研究開発の概要と現状について
1.FBDDの特徴と課題
2.FBDD課題に対する現状の取り組み
3.高難易度ターゲットへの展開(Bcl-2の例：Venetoclaxの創成)

第3章　バイオ・抗体医薬品医薬品の創薬における関連技術開発
第1節　バイオ・抗体医薬品における糖鎖解析技術
1.糖鎖分析の概要
2.糖タンパク質から切り出した糖鎖の解析
3.糖ペプチドの解析
4.糖タンパク質丸ごとの解析
5.HPLCを利用したIgGの糖鎖構造解析
6.バイオ・抗体医薬品における糖鎖構造解析の展望
第2節　創薬における各スクリーニング手法
第1項　cDNAディスプレイ法
1.無細胞ディスプレイとしてのcDNAディスプレイ法
2.cDNAディスプレイ法の技術的特徴
3.cDNAディスプレイ法ではどのような分子スクリーニングが可能か
4.cDNAディスプレイ法によるスクリーニングの実際
第2項　In vitro virus (IVV)法
1.IVV法とは
2.ハイスループットなIVV法
3.IVV法の特徴
4.タンパク質間相互作用の大規模解析からの機能性ペプチドモチーフの抽出
5.タンパク質間相互作用を阻害するペプチド医薬の創成
6.IVV法に依る抗体の試験管内進化
7.低分子薬剤のターゲット探索と作用機序
8.ペプチドブロックを組み合わせて新しい機能を持った小分子のタンパク質を創る
第3項　創薬スクリーニングにおけるファージディスプレイ法について
1.ファージディスプレイ法
2.抗体ファージライブラリの種類
3.バンニング
4.変異体ライブラリを利用した分子進化

第4章　スクリーニング技術開発事例
第1節　分子変動情報を活用したバーチャルスクリーニング
1.分子変動情報バーチャルスクリーニングのコンセプト
2.分子変動情報バーチャルスクリーニングのワークフロー
3.適応疾患推定の実施例
4.分子変動情報バーチャルスクリーニングの長所と欠点
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第2節　創薬におけるＡＩ利用の考え方と課題
1.なぜＡＩ利用に期待が集まっているのか。
2.創薬研究におけるスクリーニングからリード探索での活用事例
3.自社プロジェクトでの活用事例
4.現状の課題
第3節　次世代ゼブラフィッシュ創薬スクリーニングとプレシジョンメディシン
1.ゲノム創薬からフェノミクス創薬へのパラダイムシフト
2.ゼブラフィッシュ創薬の急激な国際的発展
3.次世代ゼブラフィッシュ創薬への技術イノベーション
4.がんプレシジョンメディシンの急速な国際的展開
5.がんプレシジョンメディシンのための患者がん移植ゼブラフィッシュモデル(PDXZ)によるスクリーニング

第5章　創薬スクリーニング関連機器・装置
第1節　創薬におけるハイコンテントスクリーニング(HCS)機器の概要
 1.創薬におけるHCS機器の変遷   2.HCS機器の概要  3.HCS機器のトレンド
第2節　FDSSを用いたハイスループット薬効薬理評価
1.ハイスループットスクリーニング(HTS)の最近の進展と課題
2.HTSに用いられる、最近のカルシウム感受性蛍光色素と膜電位色素
3.FDSSを用いた早期心筋毒性評価の試み
4.FDSSを用いた痙攣・癇癪副作用予測への試み
5.FDSSを用いた疾患特異的ヒトiPS細胞を活用した創薬スクリーニング
第3節　MEA計測による安全性評価・スクリーニング応用
第1項　MEAを用いたin vitro神経領域における応用
1.培養神経ネットワークにおける微小電極アレイ（MEA）計測法
2.RodentおよびヒトiPS細胞由来中枢神経ネットワークにおける薬剤応答
第2項　心筋領域における応用
1.心筋領域の安全性評価におけるMEA測定装置の利用
2.iPSC由来心筋細胞を利用したMEA測定
3.iPSC由来心筋細胞を利用したMEA測定の実行

第6章　標的たんぱく質の同定における手法と考え方
1.疾患プロテオミクス研究への期待とか会い    2.抗体プロテオミクス技術
3.抗体プロテオミクス技術を活用した創薬バイオマーカーたんぱく質の探索と評価

第7章　創薬におけるターゲットバリデーションの考え方
1.創薬プロセスの逆転               2.逆転プロセスへのデータベースの活用
3.結合化合物のスクリーニング       4.フェノタイプからのターゲットバリデーション
5.ターゲットバリデーション-難問への挑戦-

第8章　創薬におけるドラッグリポジショニング(DR)の考え方
1.DRの背景と概要  2.DRのメリットと方法  3.既承認薬ライブラリーを用いたDR

第9章　微生物由来天然物のスクリーニングを行うためのポイント
1.天然物スクリーニングに適したアッセイ系の構築   2.ヒットサンプル選抜
3.活性物質の単利・精製、同定

第10章　アカデミアとの創薬共同研究におけるポイント
1.創薬研究におけるアカデミアとの共同研究の重要性
2.アカデミアとの共同研究における役割分担
3.アカデミアとの共同研究の事例
4.アカデミアとの創薬共同研究の利点と留意点

第11章　探索段階における細胞を利用した安全評価におけるポイント
1.細胞を利用した安全性評価に求められるもの
2.細胞を利用した安全性評価における新技術
3.細胞を利用した安全性評価の社会的受容

第12章　患者データを利用した創薬トランスレーショナル研究の考え方
1.患者データを利用した創薬トランスレーションル研究
2.公共トランスクリプトームデータの活用

第13章　化合物スクリーニングの効率化への取り組み
～化合物の構造Framework情報を用いたPilot Plateの構築とサブセットスクリーニング
1.Frameworkについて  2.Pilot Plateの設計  3.サブセットスクリーニング

第14章　米国における創薬研究の現状
1.DNA encoded library (DEL) screening
2.Affinity Selection Mass Spectrometry (ASMS) Screening
3.Fragment based drug discovery
4.Phenotypic screening



★書籍申込書

※FAX番号はくれぐれもお間違えの無い様お願い致します。
FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jpにて

　　 機械学習を中心とした異常検知技術と応用提案
　発刊：2019年11月  定価：52,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー 230頁

本書籍のポイント

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

機械学習を中心とした異常検知技術と応用提案　書籍
書籍名【BC191101】

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

　　執筆者一覧 (敬称略)　　　

●曽我部東馬（電気通信大学）●福井健一（大阪大学）●岡田一成（日本ナショナルインスツルメンツ（株））
●堀砂織（DATUM　STUDIO（株））●朝倉高也（DATUM　STUDIO（株））●山本邦雄（MCS研究所）
●三竹治子（MTK研究所）●大川健（ユニアデックス（株））●椎名武史（日本ユニシス（株））●前田俊二（広島工業大学）　
●篠田健一（凸版印刷（株））●ファンチョンフィ（沖電気工業（株））●木村正成（（株）Ridge-i）●神谷達夫（福知山公立大学）
●笠原亮介（（株）リコー）　●福井郁磨（MOSHIMO研）　●近藤稔（鉄道総合技術研究所）   ●白樫淳一（東京農工大学）
●櫛谷優希（東京農工大学）●斎藤邦彦（滋賀大学）　●松田健（長崎県立大学）

（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！

★詳細はHPをご覧ください★
　情報機構　BC191101　検索

　　　　目次　　　※詳細はHPにて　https://johokiko.co.jp/publishing/BC191101.php

第１章　導入～データ分析における機械学習・統計的手法の基礎
第２章　機械学習による異常検知法
第３章　目的に応じたデータ分析手法の選定
第４章　機械学習を用いた異常検知システム構築の流れ
　　　　～データ取得からその扱い方、実装まで
第５章　異常検知における学習方法と
                   精度向上のためのテクニック・運用改善提案
第６章　業務への導入・活用に向けた社内環境整備
第７章　現場課題解決に向けた提案及び導入活用例
　第1節　時系列データからのシステム障害予兆検知手法
　第2節　社会インフラ・工場設備の異常診断の課題と対応
　第3節　動画像認識を用いた人物の挙動に対する異常検知
　第4節　ZETAとAIによる施設見守りサービスについて

　

　第5節　深層生成モデルに基づいた画像内の異常箇所検知手法
　第6節　画像処理を用いた農作物選別への応用
　第7節　機械学習を用いた外観検査自動化に求められる技術と実例
　第8節　MTシステム（MT法）を活用した未知の異常に対する予測
　　　　　～音響データの異常検知（異音検査の自動化）～
　第9節　振動分析による機器の状態異常検知技術
　第10節　深層学習を用いた生体情報（手指関節）の動作予測
　第11節　機械学習による会計データ上の異常仕訳・不正検知技術
　第12節　ベイズ推定を用いたウェブアプリケーション攻撃に対する
　　　　　異常検知の考え方と検知システムの作り方
　第13節　量産時の性能分布予測と最適条件探索を可能にした人工知能
　　　　　   による「設計仕様×材料仕様×設備仕様」の自動開発環境構築
　　　　　～コイル開発におけるレシピジェネレーター実用化事例

●導入として機械学習の基礎知識から始まり、各種課題に対して対応可能な各種異常検知法を紹介
●異常検知モデル構築の各ステップ（学習モデルの構築、異常度の定義、閾値の設定）や
　データ計測から機械学習モデルの実装までの流れを、製造業における状態異常検出を例に解説。
　⇒使用するセンサの種類や配置、データ取得から取り扱い方、モデル作成＆検証＆実装など
●実用化を目指す方へ向けた、実践的なテクニックを解説
　⇒異常の定義付け、データが少ない場合の進め方、システムの評価方法等、精度向上の手法を紹介。
●AIを導入・活用し軌道に乗せるための社内環境整備方法
　⇒海外企業の取り組みから見る、現場との連携／人材確保／システム運用時の課題解決アプローチ。
●様々な分野＆取扱いデータにおける異常検知の進め方と導入活用事例 【計１３項目】
　・何を準備したらよいか？⇒費用対効果の検討、データセンシング手法、必要な学習データの量etc
　・取得データ例と解析⇒前処理、学習データの嵩増し、時系列データ解析、特徴量抽出、評価手法etc
　・現場への適用と運用改善⇒システム構成と設計ポイント、追加学習、異常検知導入時の課題etc
　
　



管

月刊

会社名

所属

姓名

送付先住所

e-mail

TEL・FAX

申込件数　　
　　　　　　　　　

今後の商品案内を希望（該当項目にレ）
　□e-mail　 □FAX　　□郵送

雑誌『 月刊 化学物質管理 』vol.4　（2019年8月～2020年7月 毎月1回発行、年12冊）
　　年間購読料　45,000円 +税　　ISSN　2424-1180　A4版 各号 70～100頁
　　購読期間中の申込につきましては、バックナンバーを送付させて頂きます。

□ 雑誌『 月刊 化学物質管理 』vol.4とのセット購入 55,000円+税

チェック□をお入れ下さい。

発  刊：2019年10月
体  裁：B5判　約280頁
ISBN：978-4-86502-178-3
価  格：

 15,000円＋税

各社の化学物質管理

□ 雑誌 『 月刊 化学物質管理 』vol.4を購読されている方の割引購入 10,000円+税

□ 書籍『 各社の化学物質管理（BC191002)  』を購入する(割引なし) 15,000円+税

　

・住友化学　中村洋介
・甲賀高分子　深川英明
・DIC　飯山美香
・伊藤忠ケミカルフロンティア　大澤威雄
・バンダイナムコエンターテインメント　平秀之
・三菱重工サーマルシステムズ　福嶋三智子
・花王　林宏光
・クラレ　立花美樹
・三洋化成工業　合田桂
・富士ゼロックス　石田良介

・荒川化学工業　長田正
・ノーリツ　松尾潤一郎
・クレハ　湊順子
・住友電気工業　三島隆之
・パウダーテック　望月武史
・ペルノックス　原井洋人
・日本ペイントホールディングス　苅田純
・KJケミカル　青木一茂
・新明和工業　柴崎政治

月刊 化学物質管理で人気の連載コーナーを単行本化
巻頭には地頭園氏　書き下ろし
「循環経済を支える製品含有化学物質管理と情報伝達」を掲載

＜事例紹介企業／執筆者一覧（敬称略）＞

レ 【書籍　各社の化学物質管理】　　発行 株式会社 情報機構

お申込はhttps://www.johokiko.co.jp 

または　FAX 03-5740-8766まで

    ※FAX番号はくれぐれもお間違いないようお願い致します。

 ＜申込要領＞ 
　   ※申込要領を確認の上、お申込み下さい。
・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。
・未発行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お願いいたします。
  原則として銀行振り込みの場合、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。

      ※『月刊 化学物質管理』をあわせてご購読いただきます場合、
          下記についてご了承ください。
・講読期間中の講読停止・返金はできません。
・各講読期間終了時期に次の期間への更新伺いを致します。購読停止の場合は、
   メール （chemmate@johokiko.co.jp）にてご一報下さい。停止連絡が無い場合は、
　自動更新させていただきます。 
・お申込書を確認後、5営業日以内にご請求書を発行致します。
  原則、請求翌月末迄にお振込下さい。
・振り込み手数料はご負担ください。
・期間中、止む得ず休刊・廃刊となった場合、差額分を返金致します。

お問合わせはchemmate@johokiko.co.jp までお願いいたします。 

※書店からのお申し込みには割引価格は適用されません。

『月刊 化学物質管理』 vol.4 （2019年8月～2020年7月号）を

<ご購読中の方>・<新規でご購読なされる方>は、

割引価格で購入可能です。

この書籍は、「月刊  化学物質管理（2016年11月号～2018年7月号）」の連載記事を収載したものです。
書籍に収載するにあたって、情報を更新している記事もございます。

　 →定価15,000円のところ、

　 割引価格 10,000円 +税

☆☆☆



医薬品開発における中分子領域(核酸医薬・ペプチド医薬)
の開発戦略

◎中分子領域(核酸医薬・ペプチド医薬)作用機序・課題・開発手法を理解し、評価手法や規制の現状を解説

第1章　中分子医薬品の概要と位置付け
　　1. 低分子・高分子医薬品との差異　　
    2. 核酸医薬品の特徴と創薬戦略
　　3. ペプチド医薬品の特徴と創薬戦略

第2章　核酸医薬品の創薬開発におけるポイント
第1節　核酸医薬の各作用機序と概要 
　1.アンチセンス核酸医薬の作用機序
　2. miRNA標的
  3. 核酸医薬におけるsiRNAの分子デザイン
  4 核酸医薬における「デコイ」型の概要
  5. 核酸医薬における「アプタマー」型の概要
第2節 核酸医薬品におけるDDS技術の概要
  1. 核酸医薬に対するDDS技術
  2. 核酸医薬DDSにおける代表的な投与ルート
第3節　核酸医薬品における非臨床安全性評価のポイント
  1. 核酸医薬品の安全性評価の考え方
  2. 安全性薬理試験　　3. 一般毒性試験
  4. 遺伝毒性試験　　  5. がん原性試験
  6. 生殖発生毒性試験
第4節　核酸医薬品の規制整備に向けた取り組み
  1. 核酸医薬品の特徴
  2. 核酸医薬品の記載整備に向けた取り組み
  3. 核酸医薬品の品質・安全性評価の考え方
第5節　核酸医薬品の構造と物理化学的特性の解析
　　　 -核酸医薬品の論理的な開発を目指して-
　1. アプタマー医薬品の作成法
　2. アプタマーの立体構造解析
　3. アプタマーと標的たんぱく質の相互作用の物理化学的解析
　4. 修飾アプタマー 
第6節　核酸医薬の精製および分析の考え方
　1. 核酸医薬のHPLC分離
　2. 分取精製システム
　3. 応用例：2次元HPLCを使用した分離・精製

第3章　ペプチド医薬品の創薬開発におけるポイント
第1節　ペプチド医薬品における各合成の概要
　1. 化学合成法
　2. 遺伝子組み換え技術を利用したペプチドの合成方法
第2節　ペプチドの立体構造解析手法
　1. ペプチドの立体構造解析・相互作用解析手法
　2. 立体構造解析とペプチド試料調製技術
　3. 安定性同位体標識ペプチドのNMR法による解析への応用例
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第3節　ファージディスプレイ法を利用した機能性ペプチドスクリーニング
　1. ファージディスプレイ法を含む各種ペプチドディスプレイ技術の比較
　2. ファージディスプレイを行うための考慮点：技術障壁を中心に
　3. ファージディスプレイ法の実施例および応用例
第4節　構造計算を利用した高精度デザインペプチドライブラリー
　1. ペプチドライブラリーの多様性
　2. デザインペプチドライブラリー
　3. 構造揺らぎを抑制したHER2結合デザインペプチドライブラリー
第5節　タンパク質-タンパク質相互作用(PPI)における阻害活性構造
       ペプチドの概要とペプチド構造における安定性との関係
　1. ヘリックス-ループ-ヘリックス構造ペプチドを
     土台とするマイクロ抗体
　2. 進化分子工学を用いたマイクロ抗体ライブラリーの作成
　3. 立体構造情報に基づいたマイクロ抗体の分子設計：
　　 エピトープ・グラフティング
　4. 細胞内PPIを阻害するマイクロ抗体の分子設計：
     エピトープ・グラフティング×アルギニン・グラフティング
　5. マイクロ抗体の効率的合成およびラベル化方法
　6. ペプチドを基盤とする中分子医薬品の安定性
第6節　ペプチド医薬品の品質に関するガイドライン及び規制の現状
　1. 上市および開発中のペプチド医薬品
　2. ペプチド医薬品の品質評価
第7節　ペプチド合成におけるスケールアップのポイント
　1. 化学合成によるペプチド製造技術
　2. ペプチド製造のスケールアップにおける課題
　3. タグ液相法でのスケールアップ
　4. 医薬品原薬製造への適用
第8節　不純物管理の注意点
　1. 不純物の分類
　2. ペプチドの固相合成と不純物について
　3. ペプチド構造を有しない不純物について
     ～ICH M7対応を見据えて～ 
　4. ペプチドの規格及び試験方法の設定
第9節　ペプチド医薬品における品質試験の考え方
　1. 合成ペプチド原薬の品質評価項目
　2. 合成ペプチドの分析事例

第4章　中分子医薬品における特許戦略
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　1. 核酸医薬品
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　3. 配列に着目したクレームドラフティング
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洗浄バリデーション2019

　

～関連規制・必要書類・残留許容値設定・サンプリング方法～

　

第一部　洗浄バリデーションの概要と必要文書類
1.洗浄バリデーションとは
 1.1 目的は患者さんに健康リスクを負わさないこと
 1.2 洗浄バリデーションは交叉汚染対策の一手段でしかない
2.洗浄対象物（指標成分）
 2.1 基本的な考え方　　2.2　洗浄対象物の定期的再確認
 2.3 微生物・エンドトキシン汚染
 2.4 ワーストケース製品の選定
3.クリーンホールドタイム（CHT）の着目点
4.ダーティホールドタイム（DHT）の着目点
5.非日常作業後の洗浄法にも留意
6.洗浄バリデーションに先立つ確認事項
7.洗浄バリデーション実施当日の確認事項
8.日米欧の法規・ガイドラインが求める洗浄バリデーションの概要
 8.1 一般原則　8.2　バリデーションに関する国内関連法規等
 8.3 GMP事例集の記載内容　8.4　GMP適合性調査時の留意事項
 8.5 原薬GMPガイドラインの要請　8.6　PIC/S GMP第3章、第5章
 8.7 PIC/S Anness15適格性評価とバリデーション
 8.8 米国の洗浄バリデーション関連法規・ガイドライン
9.洗浄バリデーション関連文書
 9.1 洗浄バリデーション関連文書の体系
 9.2 洗浄バリデーション手順書
 9.3 洗浄バリデーションマスタープラン
 9.4 洗浄バリデーション実施計画書
 9.5 洗浄バリデーション実施報告書
 9.6 日常の洗浄記録
10.洗浄バリデーションでよくある問題点
11.洗浄バリデーションのチェックリスト

第二部　洗浄剤の選定と残留許容値の考え方
1.洗浄剤の選定
 1.1 洗浄対象物とプロセスの理解
 1.2 汚れの種類と洗浄力の要素
 1.3 洗浄剤と洗浄プロセスの理解
 1.4 洗浄剤の選定の留意点  1.5 湿潤剤(界面活性剤)
 1.6 酸化・還元剤          1.7 乳化、懸濁家財
 1.8 錯体化剤              1.9 アルカリ性洗剤
 1.10 酸性洗浄剤           1.11 溶剤類
 1.12 賦形剤、コーティング剤の洗浄に適した洗浄剤成分
2.殺菌方法の選定
 2.1 殺菌剤による方法  2.2 オゾン法    2.3　熱水殺菌法

3.洗浄水の影響
 3.1 不純物の影響  3.2 リンス水の水質  3.3 水の貯蔵 3.4 水の配管
4.洗浄方法
 4.1 CIPとCOP  4.2 CIPの概要  4.3 噴射線上には化学洗浄剤が必要
 4.4 配管のCIP 4.5 スプレー装置 4.6 洗浄剤添加装置
 4.7 COPの留意点
5.残留許容値の設定
 5.1 Eli Lilly社の３つの限度基準  5.2 洗浄能力から求める
 5.3 検出限度から求める      5.4 ISPE Baseline Guide Risk-MaPP
 5.5 洗浄剤・消毒剤成分の残留許容値  5.6 微生物限度値
 5.7 不純物の残留許容値      5.8 残留許容値に関する動向
 5.9 残留許容値に関する私見

第三部　サンプリング方法、回収率テスト、最新動向
1.サンプリング、回収率に関する10数年前の医薬品業界の状況
2.設備・機器の設計時の留意点と洗浄困難箇所
 2.1 設計の基本  2.2 洗浄しにくい箇所(Worest case Location)
 2.3 デッドレグと6D        2.4 アイソレータ―の留意点
 2.5 構造材の仕上げ        2.6 バフ研磨と電解研磨
 2.7 構造材の材質          2.8 ルージュ化
 2.9 計測パラメータの選定  2.10 施設の除染方法
3.サンプリング方法
 3.1 サンプリング方法の留意点   3.2 スワブ法
 3.3 リンス法   3.4 フィニッシュプロダクト法
 3.5 プラセボ法（ダミー法）     3.6 テストビーズ法
 3.7 転写(スタンプ法)
4.スワブ材とスワブ溶剤
 4.1 スワブ材   4.2 スワブ溶剤
5.回収率テスト
 5.1 回収率テストの例
 5.2 回収率に影響する因子
6.サンプリングポイントの選定と根拠例
7.接薬表面積の算出
8.分析方法
 8.1 残留物を特定する分析法
 8.2 残留物を特定しない分析法
 8.3 TOC（総有機炭素量）の利用
 8.4 分析器の洗浄バリデーション
9.治験薬における洗浄バリデーション
10.洗浄バリデーションに係る変更管理
11.洗浄バリデーション関連の最新動向 

★洗浄バリデーションの目的、洗浄剤の選定、殺菌方法、残留許容値や
　 サンプリング方法、設備・危機設計時のポイントや回収率テスト手法についても解説。

☆交叉汚染対策のための洗浄バリデーション学習に最適!

著者：　医薬品GMP教育センター 　高木　肇 先生
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日本語メディカルライティング～医薬品開発関連実例文の改訂例解説付き～　 書籍 
書籍名  【BA190701】

※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

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

日本語メディカルライティング

　

～医薬品開発関連実例文の改訂例解説付き～

　第1章 序論
1. メディカルライティング 
2. メディカルライターとその役割 
3. ライティングの心得3 ヵ条 
 　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. 日本語の特徴 
 　4.1. 述語重点型   4.2. 日常会話   4.3. 論理性 
5. 論理的思考
6. 文書全体の論理性 

第2章 ライティングの基本
 1. 句読点と符号・記号 
 　1.1. 句点と読点 
 　　1.1.1. 句点と読点の組み合わせ  1.1.2. 句点 1.1.3. 読点
 　1.2. 中点と斜線 
 　1.3. セミコロン 
　 1.4. コロン 
　 1.5. ダッシュ 
　 1.6. 括弧
 　1.7. ハイフン
 　1.8. 下線，波線，アスタリスク，米印 
 　1.9. アットマークと著作権表示記号 
 　1.10. 登録商標記号と商標記号 
 　1.11. 番号記号 
 　1.12. 単位の表記 
 　1.13. 数式と数値の表記 
 2. 正確な記述 
 　2.1. 主語と述語を関連付ける
　　2.1.1. 主語       2.1.2. 主部と述部の関係 
   2.2. 「は」と「が」を正しく使い分ける
　 2.3. 「に」と「と」を正しく使い分ける
 　2.4. 限定の「で」を正しく使う 
　 2.5. 「それぞれ」を正しく使う
　 2.6. 言葉を正しく使う 
　　2.6.1. 確認    2.6.2. 推察，推測，推定   
    2.6.3. 予想，予測
 　2.7. 専門用語を正しく使う
　　2.7.1. 治験薬           2.7.2. 選択基準と組入れ基準
 　 2.7.3. 有効性と有用性   2.7.4. 忍容性     

 3. 明快な記述
 　3.1. あいまいな語句に注意する
　　3.1.1. れる，られる     3.1.2. 具体性に欠ける言葉 
 　3.2. 「の」に注意する
　 3.3. 具体的に述べる
　 3.4. 修飾語の位置に注意する 
　 3.5. 否定表現に注意する
　　3.5.1. 全否定と部分否定 3.5.2. 「～のように～ない」という表現 
 　 3.5.3. 二重否定 
 　3.6. 能動表現と受動表現を使い分ける 
　　3.6.1. 能動表現は明確    3.6.2. 受動表現を活かせる三つのケース
　 3.7. 「おいて」「ついて」「として」を多用しない
　 3.8. 接続詞を正しく使う 
　  3.8.1. 接続詞の役割 3.8.2. 前置きの「が」 3.8.3. 接続詞の省略 
 　3.9. 「より」という表現に注意する
　 3.10. 指示代名詞を活用する 
 4. 簡潔な記述 
 　4.1. 余剰表現は避ける  4.2. 冗長文はナンセンスである 
　 4.3. 長文は短文に分ける
 5. 一貫性のある記述
 　5.1. 表記と表現
 　 5.1.1. 名詞の表記  
    5.1.2. ひらがな，漢字，かたかな，アルファベット
　　5.1.3. 数字の表記  5.1.4. 修飾語の語順  5.1.5. 表現の一貫性
 　 5.1.6. 文意の一貫性
 　5.2. 文書フォーマット
　　5.2.1. 余白，文字，行間，段落   5.2.2. タイトルと見出し
　　5.2.3. 箇条書き 
　 5.3. 見出し書き 

第3章 読みやすい文章
 1. 漢字表記 
 2. 略語表記
 3. 関連の強い語句
 4. 文意の流れ 

第4章 実例文改訂例集
※この章では、治験実施計画書、治験総括報告書、コモンテクニカル
  ドキュメントに記載された誤解を招く文章例を多数取り上げ、より良い
　文章にするためのポイントを解説し、模範改訂文例を記載する。

★前半はメディカルライティングの記号・句読点・表現・表記法のルール解説！
★後半はCTD・治験総括報告書等の例文を基にルールをふまえた改訂例の解説。

☆石塚 善久 先生　メディカルライティング　新刊書籍のご案内！

★「メディカルライティングの基本」とメディカルドキュメント文章の
　 実務への応用も1冊で学ぶことができる書籍です。

著者：メディカライト・ジャパン 代表　医学博士　　　石塚 善久 先生
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データインテグリティに対応したコンピュータ化システムバリデーションの考え方　 書籍 
書籍名  【BA190602】

※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

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

　　☆★内容の詳細はHPに掲載しております！ご確認ください★☆

　ＨＰでも詳細内容を掲載。お申込も簡単！　「情報機構　BA190602」と検索！

データインテグリティに対応した

　

★2019年最新の規制の現状や医薬品流通GDPや医療機器やIOT機器に関連したCSVおよびDIの解説＋
　実業務への対応手法や監査対応への考え方も学べる1冊です。

執筆者一覧【敬称略・順不同】　
●富士ゼロックス(株)　杉浦 明子 ●東洋ビジネスエンジニアリング(株)　藤田 雄一 ●ソアズ(株)　杉本 隆之
●パースペクティブ(株)　田中 美帆 ●中外製薬(株)　前田 豊 ●日揮(株)　刑部 道博 ●(株)武田テバ　合津 文雄

コンピュータ化システムバリデーションの考え方

　

第1章　コンピュータ化システムバリデーションの概要 
1. 関連規制およびガイド
2. ＣＳＶの目的と基本的な考え方
3.「コンピュータ化システムバリデーション管理規定」作成のポイント
4．DIを踏まえた「ユーザ要求仕様書（URS）」作成のポイント
5．クラウドのCSVの留意点

第2章　WHO バリデーションガイドライン
       ーAppendix5 コンピュータ化システムのバリデーション
                              （Aug.2018　Draft for Comment）ー
1. DIの観点からの特徴　　　2. 水平展開と垂直展開　
3. ユーザに求められる活動　4. URSの記載内容
5. その他の特徴

第3章　医療機器における
　　　 コンピュータ化システムバリデーションの考え方
1. 医療機器と医薬品のそれぞれの特徴
2. 医療機器におけるソフトウェアに関連する規制や標準
3. 医療機器におけるCSVの考え方

第4章　医薬品流通における
       コンピュータ化システムバリデーションの考え方
1. 医薬品流通におけるGDPの成立とGDPの範囲
2. 関連規制およびガイドライン
3. GDPにおけるCSV実施の考え方

第5章　IoTにおけるコンピュータ化システムバリデーションの考え方
1. IoTの仕組み             2. GxP領域におけるIoT導入の留意点
3. IoT導入におけるCSV

第6章　コンピュータ化システムバリデーションの監査のポイント
1. 供給者アセスメントと供給者監査
2. 供給者監査の実例
3. データインテグリティ監査のポイント
4. 医療機器における供給者監査の実例

第7章　データインテグリティの概要
1. データインテグリティについて
2. 関連規制・ガイダンス

第8章　データインテグリティにおける対応の考え方
1. データインテグリティにおけるデータの保管と運用の考え方
2. 各業務におけるデータインテグリティの考え方
3．査察指摘事例

第9章　ER/ESにおける対応手法
1. ER/ESの関連規制
2.ER/ES指針対応と査察指摘事例

第10章　ER/ES・CSV・データインテグリティの関係
1. 電子記録、電子署名の要件と課題
2. ER/ES指針
3. 適正管理ガイドライン
4. EU/PIC/S GMP ガイドライン Annex 11のシステム要件
5. コンピュータ化システムバリデーション（CSV）
6. データインテグリティ（DI）
7. ER/ES・CSV・データインテグリティの関係

★ＣＳＶの規制の現状やDIとの関係性、DIをふまえたCSV監査をどう考えるか？

★DIの定義や関連規制の動きはどうなっているのか？実務上でどう対処すべきか？

★医療機器やIOT機器などの技術進化が進む分野でのCSVをどう考えるか？
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プラスチック環境対応技術 書籍 書籍名　【BC190601】

※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

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

　　 　 　　☆★さらに事細かな最新版目次をHPに掲載中！ぜひご確認ください★☆

　  　　「情報機構　BC190601」と検索！　または　https://johokiko.co.jp/publishing/BC190601.php　迄

執筆者一覧【敬称略・順不同】　

マイクロプラスチック問題の顕在化によりプラスチック処理が転換期を迎える！！

これからプラスチックはどうなっていくのか？環境対応として何が求められていくのか？

強化されゆく各種規制の動向、プラスチック代替品や

バイオプラスチック（生分解性プラスチック、バイオマスプラスチック）の開発最前線と技術課題

包材や自動車など各分野の対応事例から各社の取組まで第一線を走る著者陣が執筆！

　　　　　　　　　　　　　　　　         ●ITIコンサルタント事務所 猪股 勲 ●京都大学 田中 周平

●東京環境経営研究所 松浦 徹也 ●佐藤泉法律事務所 佐藤 泉 ●小松技術士事務所 小松 道男●東京農業大学 石井 大輔 

●産業技術総合研究所 国岡 正雄 ●群馬大学 鈴木 美和／橘 熊野／粕谷 健一 ●東京大学 岩田 忠久

●奈良先端科学技術大学院大学 吉田 昭介 ●プラスチック循環利用協会 冨田 斉 ●日本生産性本部 喜多川 和典

●ユニチカ 浅井 美穂 ●クラレ 佐々木 啓光 ●三井化学 山崎 聡 ●日本電気 當山 清彦／田中 修吉

●筑波大学 位地 正年 ●フタムラ化学 花市 岳 ●サントリーMONOZUKURIエキスパート 横井 恒彦 ●ユニック 坂井 久純

●金沢工業大学 影山 裕史 ●三菱マテリアル 岩田 暢之 ●王子ホールディングス 寺尾 知之 ●TBM 佐々木 駿

  プラスチックの環境対応技術
～バイオマスプラスチック・生分解性プラスチック・リサイクル・代替～

第１章　プラスチックを取り巻く社会と規制
　第1節　プラスチックをめぐる環境問題の進展と
         プラスチック廃棄物管理
　第2節　マイクロプラスチックによる水環境汚染に関する研究事例
　第3節　プラスチックをめぐる規制動向
　　第1項　SDGsに対応する廃プラスチック規制の潮流
　　第2項　プラスチックリサイクル・廃棄物と法規制
第２章　バイオマスプラスチック
        ～原料から見たプラスチックの環境対応～ 
　第1節　バイオマスプラスチックの種類とその製造法・用途
　第2節　バイオマスプラスチックの加工法
　第3節　植物由来芳香族化合物を出発原料とする
         高耐熱性プラスチックの開発
　第4節　バイオマスプラスチックの品質保証
第３章　生分解性プラスチック
　　　　～使用済プラスチックの処理から見る環境対応その１～
　第1節　生分解性プラスチックとは何か　
　第2節　生分解性プラスチックはどのように分解するか
　第3節　生分解性はどのように評価するか
　第4節　生分解性プラスチックの目的・用途とそれに応じた製品設計
　第5節　分解性プラスチックの生分解速度制御技術の開発
　第6節　生分解性プラスチックの識別表示　　
　第7節　既存のプラスチックを生分解する手法

第４章　プラスチックのリサイクル
　　　　～使用済プラスチックの処理から見る環境対応その２～
　第1節　リサイクルの現状と技術開発
　第2節　海外におけるプラスチックリサイクル
第５章　各分野における対応事例
　第1節　バイオプラスチックの開発
　　第1項　バイオマス由来スーパーエンプラの開発と活用　　
　　第2項　バイオ由来原料を用いたエラストマーの開発　　　　　
　　第3項　バイオ由来原料を用いたポリウレタンの開発
　　第4項　高級漆器の装飾性を実現する
　　　　　 バイオプラスチックの開発　　　　  
　第2節　各用途への活用
　　第1項　生分解性プラスチックによるフィルムと
           包装への活用
　　第2項　サントリーにおけるプラスチック問題を前提とした
           包材技術開発
　　第3項　農業用生分解性フィルムの開発と実用　　　　　　 
　　第4項　自動車用プラスチックの環境対応技術
　第3節　三菱マテリアルセメント工場での
         廃プラスチックリサイクルへの取り組み
　第4節　プラスチック代替への取組
　　第1項　王子グループの環境対応素材開発の取り組み　
　　第2項　新素材LIMEX によるプラスチック代替の可能性
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マイクロプラスチック問題等各種環境汚染と規制強化に向けた
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第１章　車載センサ市場動向
　　１．自動運転の歴史と最新の動向
　　　１．１　自動運転の分類と国際道路安全条約
との関係
　　　１．２　BEV本格普及に向けた「インフラ」
350kW高速充電網敷設開始
　　　１．３　BEV普及を加速する「限界費用ゼロ」
に向かう再生可能エネルギー
　　２．国連交通安全宣言により普及が加速した
ADAS、さまざまな安全機能が登場
　　　２．１　ADAS、自動運転の精度向上に必須な
「Sensor Fusion」、主要センサ市場動向
　　３．主な車載センサの市場動向
　　　３．１　車載カメラの概要と市場動向
　　　３．２　ミリ波Radarの概要と市場動向

第２章　自動運転に求められる周辺環境センシン
グの要素技術とデバイス設計開発のポイント
　第１節　自動運転に求められる各センサの役割・
機能・特徴
　　１．自動運転のためのセンサ要求仕様
　　２．自動運転システムのセンサ構成
　　３．各センサの得失比較
　　４．各センサの特徴
　　　４．１　カメラ
　　　４．２　ミリ波レーダー
　　　４．３　Lidar
　　　４．４　ソナー
　　　４．５　センサフュージョン

　第２節　True-solid-state型マルチビーム方式
LiDAR
　　はじめに
　　１．周辺環境計測システム「XenoLidar」
　　２．路面形状計測システム「XenoTrack-RT」
　　　２．１　「XenoTrack-RT」の概要
　　　２．２　「XenoTrack-RT」の特長
　　　２．３　「XenoTrack-RT」のアプリケーション例
　　　２．４　「XenoTrack-RT」の仕様　

　第３節　車搭載赤外線ナイトビジョンシステム
　　１．非冷却赤外線イメージセンサ
　　２．車載赤外線NVSの現状
　　３．車載赤外線NVSの課題の今後

第３章　自動運転に求められるドライバー及び車両状
態検出技術
　第１節　非接触式ドライバー視線・挙動計測システム
　　１．非接触式視線計測システム
　　２．ドライバー挙動計測システム
　　３．システムの使用用途　　　
　
　第２節　画像分析によるドライバーの眠気状態推定
技術と自動運転適用の可能性
　　１．ドライバー状態モニタリング
　　２．ドライバーステータスモニターの開発
　　３．眠気推定手法の評価結果
　　４．自動運転への適用

第４章　センサ機器高機能化に向けた材料・回路・部
品設計側に求められるポイント
　第１節　ミリ波対応材料と複素誘電率の評価技術
　　１．ミリ波対応材料
　　２．ミリ波材料測定法
　　３．遮断円筒導波管法による測定例

　第２節　車載カメラ筐体・鏡筒用樹脂材料の開発
　　１．樹脂材料に求められる性能や現行材料の課題
　　２．高解像度用ポリアリレート樹脂の開発
　　　２．１　ポリアリレート樹脂の定義
　　　２．２　基礎特性
　　　２．３　採用実績
　　　２．４　低発塵・低異方性・高寸法安定性材料
　　　２．５　耐薬品性・高ウェルド耐性材料
　　３．高環境耐性・良成形性PPA樹脂の開発
　　　３．１　分子構造及び基礎特性
　　　３．２　吸水寸法変化
　　　３．３　耐薬品性
　　　３．４　成形生産性の改善

　第３節　環状オレフィン共重合体「アペル®」の車載
　　　　　　カメラレンズへの展開
　　１．光学用プラスチック材料
　　２．環状オレフィン共重合体「アペル®」の特徴
　　３．車載カメラレンズ
　　　３．１　車載カメラレンズ市場
　　　３．２　耐熱試験における耐黄変性
　　４．その他光学用途への展開

　

第５章　自車位置推定と周辺環境認識に求められるデータ
収集及び処理技術
　第1節　LiDARデータ処理による自己位置推定推定技術
　　１．自己位置推定システム
　　２．LiDARデータ処理方法
　　３．実証実験
　　４．性能向上に向けた取り組み
　
　第２節　全周囲監視カメラを用いた物体認識
　　１．周辺監視カメラ応用システムの製品化経緯
　　２．周辺監視カメラで実現可能な周辺環境認識応用機能
　　３．各機能実現に必要な技術
　　　３．１　路面描画認識技術
　　　３．２　移動体認識技術
　　　３．３　静止物認識技術

　第３節　Time-of Flightカメラ計測における霧の影響
　　１．研究動向
　　２．ToF計測の原理と霧の影響
　　３．距離計測における霧の影響の除去
　　４．シミュレーション実験
　　５．人工的な霧を用いた実験

　第４節　ミリ波レーダと機械学習による併走車両の識別
　　１．機械学習による前方車両の認識
　　２．SVM
　　３．学習方法
　　４．シミュレーション評価

第６章　ダイナミックマップの整備動向と今後の取り組み
　　１．ダイナミックマップとは
　　２．ダイナミックマップが必要となる背景
　　３．高精度3次元地図の作成
　　４．ダイナミックマップの取り組み状況
　　５．現状の課題と今後の展望
　

　　～センサ・部材設計開発／データ処理技術／実用化に向けた各社動向～
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執筆者一覧【敬称略・順不同】　

　　　　★AI技術の躍進で活用の幅が広がる半導体、最新技術動向を知る！★
　　　　　 ディープラーニング等人工知能への利用に求められる半導体デバイスとは？
　　AIへの搭載を考えたとき製造プロセスには何が求められるのか？最新の装置動向は？

　　　　 ★３D-NAND や FOWLP、微細化への動きなど最新プロセスを網羅★
　　 高性能化へ向けた技術進歩をしっかり解説！現時点で技術はどこまで進んでいるのか？

　　　　　　　　　 ★AI・データ科学による半導体製造プロセスの革新★
　　製造プロセスへのAI活用は？検査へのデータ科学の活用は？開発スピードがはやまる中、
　　　　　従来通りのやり方では追い付けない！新しい考えを導入して新時代に備えよう

　　　　　 ★各製造プロセスの実務ポイント、最新動向もしっかりおさえる★
　　　　ALD成膜やEUV・DSA・NIL、原子層エッチングから枚葉式洗浄等最新技術を網羅！
 品質向上に向けた成膜のポイントは？CMP・研磨のポイントは？パターン倒壊を防ぐ洗浄とは？
　3次元集積の課題とは？信頼性評価の種類は？実務で必要な各プロセスの重要事項も解説！

★東京エレクトロン、東芝メモリ、NVIDIA他時代の先端を走る各社が執筆！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半導体製造プロセスの今を知ろう★

●厚木エレクトロニクス 加藤 俊夫

●東京エレクトロン　鄭 基市

●グローバルウェーハズ・ジャパン

　須藤 治生　永井 勇太　泉妻 宏治

●NVIDIA　馬路 徹

迫りくるAI時代に向けた 半導体製造プロセスの今

●産業技術総合研究所　原 史朗

●ソメイテック　大薗 剣吾

●PICOSUN JAPAN　八尋 大輔

●大阪大学　遠藤 政孝

●日立製作所　篠田 和典

●ISTL　礒部 晶

●茨城大学　周 立波

●オフィスシラミズ　白水 好美

●東芝メモリ　柿沼 英則

●イーヴィグループジャパン

　　　　　　　　　　　山本 宏

●東芝メモリ　江澤 弘和

●芝浦工業大学　二川 清

●オムロン　中村 芳行

半導体製造が人工知能の隆盛で変わる！
最先端LSI技術への取組と各製造工程のポイントを詳説！
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三次元培養における培養手法と周辺技術動向

　

三次元細胞培養手法の基礎知識と応用研究、培養関連技術開発・技術応用研究の最新状況を解説する。

　　　　　             　　　★三次元培養で今何ができるのか？★
     ・古くて新しいオルガノイド培養法、どのような種類があり、培養の注意点は何か？

　   ・足場材料として、利用されている「ハイドロゲル」コラーゲンゲルを一例に培養への影響因子を解説

　   ・三次元組織化培養法の代表的な手法の一つ「スフェロイド培養」アレイ化培養を例に原理とマウスＥＳスフェロイドの特徴を解説

     ・臨床応用にも使用されている「細胞シート」生体内・生体外での三次元化を解説

     ・必要とされる「ヒト多能性幹細胞の大量培養」スフェア培養法と浮遊培養を用いた事例からポイントと課題を解説する

　　　　★周辺技術の開発や細胞培養へ関連技術展開はどのようにされているのか？★
    ・細胞培養技術とともに発展してきた「足場技術」基本的な役割や使用材料の注意点、加工例等、現状の状況を解説

　  ・動物細胞培養に用いられる三次元培養装置について、利用する上での留意点と応用事例を解説

     ・細胞形態や物性を把握する上で重要な「細胞計測技術」ＳＥＣＭ計測事例ををふまえ、三次元培養細胞の計測ポイントを解説

　　　　★周辺技術の開発や細胞培養へ関連技術展開はどのようにされているのか？★
    ・ＭＥＭＳ技術から生まれた「マイクロ流体デバイス」臓器モデルデバイス事例を紹介した上で話題の「Organ-on-a-chip」を解説

    ・活用範囲が広がり始めている「3Dプリンティング」。原理やプリンティング方式・構造体の造形の違い等、研究事例をふまえ解説

     ・様々な産業で応用されはじめている「ＡＩ技術」画像解析事例をふまえ、ＡＩの活用範囲や有用性・課題等について解説

　　 ・移植可能な形で細胞培養後の接着足場からの細胞回収。スフェロイド培養と表面加工プレートを利用した事例を基に要点を解説

     ・培養細胞の「臨床応用」どのような検討を行い、実際の臨床応用までの流れを軟骨再生応用事例をふまえて解説

     ・「医薬品毒性評価」への培養細胞の応用。in vitro肝毒性評価系の現状とヒトips細胞の研究事例により技術論と課題を解説

     ・近年目覚ましい進歩を遂げた「遺伝子編集技術」オルガノイド培養細胞研究事例をふまえて、技術の現状と課題を解説

     ・医療利用に必要な細胞培養後の細胞周期の統一化。ポリマーを基板材料に利用した事例を基に周期解析の留意点や技術論を解説

            ★細胞の細胞製造の現状や特許戦略・技術開発における流れも解説★

      ・ 多能性幹細胞の培養技術/細胞培養工程の課題/　発明と特許の関係/権利化戦略と特許化事例/製品開発における顧客との関係
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再生医療・細胞治療の細胞製造のための

指針・ガイドラインの動向と実務解釈

◎再生医療・細胞加工・再生医療等製品の製造・品質・輸送に関連規制の最新動向。

第1章 ヒト細胞加工物の品質・安全性確保のための技術要件に関する
       ミニマム・コンセンサス・パッケージ(MCP)
 第1節 背景および経緯
 第2節 ヒト細胞加工製品の品質および安全性の確保についての考え方
  1.製品の品質特性評価・管理に関する考え方 
  2.ヒト細胞加工製品の非臨床安全性試験

 第3節 ヒト細胞加工製品の安全性に係る造腫瘍性評価の考え方
  1.造腫瘍性試験法と評価法 2.ヒト細胞体性幹細胞由来製品の造腫瘍性評価
  3.造腫瘍性評価に関する留意点

第2章 再生医療等製品の無菌製造法に関する指針の動向と作成に
      関わる考え方
 第1節 背景および経緯
  1.無菌医薬品製造と再生医療等製品製造における際の確認と原文作成
  2.再生医療等製品製造に合わせた文章構成の検討    3.今後の展開　

 第2節 製品の作業所
  1.再生医療等製品における作業所の役割
  2.作業所における汚染防止の堅牢性と無菌操作の確認
  3.環境区域と清浄度管理基準     4.作業所における各要件

 第3節　無菌操作要件
  1.原料等及び工程資材の管理   2.職員による微生物汚染の防止
  3.作業区域の管理             4.無菌操作による製造工程

 第4節　無菌操作工程の適格性評価　無菌操作工程の適格性について
  1.無菌医薬品製造と再生医療等製品製造における無菌操作工程の考え方の違い
　2.原料(細胞)の多様性と製品特性   3.無菌操作工程の適格性の考え方
  4.職員の教育訓練   5.プロセスシミュレーション試験   6.今後の展開

 第5節　微生物学的試験
  1.微生物学的試験の考え方 2.無菌試験 
  3.マイコプラズマ否定試験 4.エンドトキシン試験

 第6節　微生物迅速試験法
  1.培養法(従来法)の課題と微生物迅速試験法のメリット
　2.培養法と微生物迅速試験法の定義   3.培養法と微生物迅速試験法の比較
  4.第17改正日本薬局方参考情報「微生物迅速試験法」について
  5.微生物迅速試験法の手法  6.環境モニタリングにおける活用
  7.無菌試験への活用の考え方

 第7節　有害生物管理
  1.有害生物について  2."一般要件"からみる「有害生物管理」の重要性
  3.有害生物管理プログラム
  4.有害生物管理プログラムにおける有害生物対策について
  5.管理基準値から逸脱した場合の対策について 

第3章　再生医療分野のヒト細胞製造システムに関わる
       開発ガイドラインの動向
 第1節　経済産業省・医療機器等開発ガイドライン事業の概要
  1.再生医療等製品製造の考え方 
  2.再生医療等製品製造における開発ガイドラインの意義

 第2節　ヒト細胞培養加工装置設計に関するガイドライン
　1.細胞加工装置と工程の機械化/自動化
  2.培養加工装置に関する開発ガイドライン改訂の経緯
  3.開発ガイドラインで考慮される細胞培養加工装置設計の進め方
  4.培養加工装置の設計と工程資材の要求事項

 第3節　除染パスボックス・無菌接続インターフェース設計
         ガイドライン～製薬での製造施設の実例を交えて～

※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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再生医療・細胞治療の細胞製造のための指針・ガイドラインの動向と実務解釈　書籍

発刊:2019年3月　　定価:37,000円+ 税  体裁:B5判ソフトカバー 189頁 　
   1.除染パスボックス設計ガイドラインに関わる事項
 　2.無菌接続インターフェース設計ガイドラインに関わる事項
 　3.再生医療への展開とまとめ　

  第4節　細胞加工に特化した工程資材の要求事項に関する
         ガイドライン
　 1.バイオ医薬品の製造工程におけるシングルユース製品
 　2.細胞加工における工程資材 3.工程資材の細胞培養への影響
 　4.工程資材の安定供給     　5.工程資材の管理

　第5節　細胞操作工程間のチェンジオーバーに関するガイドライン
　 1.細胞操作工程間のチェンジオーバーとは

　 2.自己由来細胞操作のチェンジオーバーに関するガイドライン

　 3.チェンジオーバー時の要件について  4.飛沫管理の考え方について
　第6節　細胞培養工程の操作手順変更における互換性確認に関する
         ガイドライン
　 1.当該ガイドラインの特徴と使い方

 　2.総則から読む当該ガイドラインの使用方法

 　3.互換性評価の基本的な考え方一細胞を測る物差しについて

  第7節　顕微鏡の設置と維持管理に関するガイドライン
　 1.「ガイドライン」作成の背景    2.「ガイドライン」の要点解説
  第8節　再生医療等製品の製造所における安全キャビネットの設置
         と維持管理に関する考え方
 　1.安全キャビネットとは       2.背景
 　3.再生医療における安全キャビネットの使用の考え方
 　4.安全キャビネットの設置場所 5.安全キャビネットの使い方
 　6.安全キャビネットの定期検査・点検

  第9節　インキュベータの設置と維持管理に関する考え方
 　1.インキュベータの基本性能   2.インキュベータの設置
 　3.インキュベータの使用方法   4.インキュベータの定期検査・点検
 　5.インキュベータの使用と運用管理に関する文書化と教育訓練
 　6.リスクマネジメント
第4章　細胞培養加工施設の要件と運用に関わる考え方
　　～再生医療学会における教育への展開を含む考え方の提示～
 　1.細胞培養加工における無菌操作の考え方
 　2.細胞培養加工施設における施設要件の考え方
 　3.細胞培養加工施設の運用における考え方
 　4.教育システムによる考え方の徹底

第5章　再生医療分野の搬送／輸送ガイドラインに基づく輸送設計の
　　考え方
 　1.ガイドライン等の背景・概要 2.適切な輸送設計のための考え方の整理

第6章　再生医療等製品に関わる国際標準化の動向
 第1節　背景および経緯
 　1.　再生医療に関する国際標準化
 　2.　再生医療等製品の性能評価に関する国際標準化動向
 　3.　再生医療等製品の製造に関する国際標準化動向

 第2節　ISO/TC 276バイオテクノロジーの概要
 　1.ISO/TC 276設立からの経緯 2.ISO/TC 276が目指すもの
　 3.ISO/TC 276の構成

 第3節　国際標準化のトピックス
　 1.日本の再生医療分野における標準化の枠組み
　 2.標準化の方向づけ一マッピングによる方法
 　3.ISO/TC 276における再生医療分野標準化の現状
 　4.ISO/TC 276に関する連携活動 



★書籍申込書
※FAX番号はくれぐれもお間違えの無い様お願い致します。
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　　 量子コンピュータ／イジング型コンピュータ研究開発最前線
　　　～基礎原理・最新技術動向・実用化に向けた企業の取り組み～

量子コンピュータ／イジング型コンピュータの基礎解説
・〇〇方式、〇〇型etc...そもそも量子コンピュータとは？各方式それぞれ何が違うのか？
巷で煩雑に扱われている関連情報をしっかり整理して、正しい知識が身につく！
・各国（米国、カナダ、欧州、日本）における研究開発方針と要注目のプロジェクト情報をご紹介。
・基本演算の仕組みから、量子回路設計、アルゴリズム、量子誤り訂正、量子ネットワークなど、
量子コンピュータの要素技術を丸ごと網羅！

ハード・ソフト・アプリケーション開発動向（量子コンピュータ／イジング型コンピュータ）
・考えられる応用先やキラーアプリは？ 身近な組み合わせ問題への活用は可能か？
実用化を目指す日立、富士通、デンソー等の大手企業＆有望ベンチャー企業の取組み事例を多
数ご紹介。ハード、ソフト、アプリ開発側に求められる技術的課題は？自社の活躍の場は・・・。
・近年のトレンド技術が把握できる！ NISQデバイス、量子コンピュータの大規模化、環境ノイズ
耐性獲得、IBM解説のクラウド経由で気軽に量子計算を行う手順など。

量子コンピュータ／イジング型コンピュータのビジネス活用を考える
・国内外のキープレーヤー＆パートナー企業の最新情報。今後参入が見込まれる企業は？
・ビジネス化に求められる要件とは？考えられる顧客ターゲット層及びサービス形態は？
・量子コンピュータ実現に向けて、ユーザー／メーカー側が準備するべきことは？

　発刊：2019年2月発刊　定価：56,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー262頁
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◎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！

※詳細はHPをご覧ください
「情報機構　BC190201」で検索



★ 月刊 化学物質管理 連載（2018・1～12）の人気コラムを大幅加筆！！
　「

・発刊　2019年1月                
・体裁　B5判　305ページ    
・定価　32,000円 + 税
 【雑誌購読者割引 26,000円+税 】

○執筆者：  福岡女子大学　国際文理学部　環境科学科　教授　博士(学術)　辻 信一　（つじ しんいち）
元 経済産業省。化学物質管理政策をはじめ環境政策を担当する。1986 年および2009 年の化審法改正に従事。
退省後、名古屋大学特任教授を経て、現在は、福岡女子大学教授。専門は化学物質管理政策。博士（学術）。

これから化学物質管理に携わる方へ

●化学物質管理とは何か？その全体像をつかむことが出来る。
●化学物質のリスク評価・リスク管理に欠かせない「リスク」の考え方を身につけられる。
●TSCA、REAC・CLP、化審法をはじめ、国内外の管理制度、法規制の仕組みを時系列、対照的に理解できる。
●EMASやISO14001、環境マネジメント監査スキームの仕組み、要求されているものがわかる。
●ストックホルム条約、ロッテルダム条約、バーゼル条約、水俣条約などの国際条約が目指す理念と、それらが化学物質管理にどのように関係してくるのかを概括できる。

本書のポイント

【目次】

詳細はＨＰをご確認ください　：https://johokiko.co.jp/publishing/BC190101.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。
◎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！

1

TEL

E-MAIL

( ) e-mail FAX

FAX

第1章　化学物質とリスク
1．今日のリスク
2．化学物質のリスク
第2章　化学物質のリスク評価
1．リスク評価とリスク管理
2．有害性と暴露量
3．化学物質の有害性
4．化学物質の暴露量
5．多種類の化学物質による暴露
≪エピソード1：デラニー条項の教訓≫
第3章　化学物質の規制システム
1．公害防止対策と化学物質管理
2．排出規制
3．特定用途規制と一般用途規制
4．特殊な化学物質の管理 
第4章　化学物質管理の始まり

－米国の化学物質管理のあゆみ－
1．工業生産された化学物質による環境汚染問題
2．『有害物質』報告書
3．．米国の有害物質規制法（TSCA）の制定 
4．改正前のTSCAの審査・規制制度
≪エピソード2：マスキー法が残したもの≫
第5章　わが国の化審法の制定
1．アメリカの化学物質管理思想のわが国への伝播
2．既存化学物質名簿の策定
3．既存化学物質の安全性点検事業 
4．少量新規化学物質
5．制定当時の化審法の施行と将来への課題
第6章　欧州における化学物質管理の始まり
1．ドイツにおける化学品法の制定と
既存化学物質への取組み
2．欧州における化学物質管理の始まり
3．REACH制定以前の欧州連合における化学物質管理
≪エピソード3：食品安全と自由貿易
　―EU対米国いつまで続く通商紛争？≫
第7章 国際協力
1．OECDによる国際調和への取組み
2．OECDによる既存化学物質の安全性評価
3．OECDによるデータの相互受け入れ
4．ストックホルム条約
5．ロッテルダム条約
6．バーゼル条約
7．水銀に関する水俣条約

第8章　段階的審査制度の導入
1．段階的審査制度の提案 
2．化審法への段階的審査制度の導入
≪エピソード4：環境思想のコペルニクス的転換！？≫
第9章　環境情報の公開
1．化学物質の排出管理制度（PRTR制度）
2．オーフス条約とわが国における環境情報の公開
3．安全データシート（SDS）
4．リスクコミュニケーション
第10章　環境マネジメントシステム
1．環境マネジメントシステムの始まり
2．欧州の環境マネジメント監査スキーム（EMAS）
3．ISO14000シリーズ
4．欧州の環境マネジメント監査スキームと
ISO14000シリーズとの比較
5．わが国における環境マネジメント監査スキーム
6．環境マネジメントシステムの活用に向けて
≪エピソード5：環境政策の進化？≫
第11章　化審法における生態系保全の始まり
1．生態系保護をめぐるわが国の沿革
２．化学物質管理分野における生態系保全制度の導入
第12章　既存化学物質問題とEU白書
1．既存化学物質問題
2．HPVプログラムの開始
3．欧州における動向
4．EU白書
5．EU白書提案後の動向
第13章　REACHの制定
1．持続可能な開発に関する世界サミットでの目標の設定
2．REACHの提案と主要国の反応
3．REACHの実施に向けての検討と審議
4．REACHの特徴
第14章　REACHの制定後の欧州の化学物質管理
1．EUの第7次環境行動計画における化学物質管理
2．CLP規則の制定
3．RoHS指令の改正
4．WEEE指令の改正
5．ELV指令
6．REACHの施行状況
7．REACHにおける成型品の解釈をめぐる訴訟
8．REACH規定の見直しに向けた動き
≪エピソード７：予防原則≫

第15章　2009年の化審法改正とその後
1．持続可能な開発に関する世界サミットとSAICM
2．審議会における検討
3．2009年（平成21年）の化審法改正の特徴
4．リスク評価の導入と予防原則
5．2017年の化審法改正
≪エピソード8：化学物質の構造と有害性≫ 
第16章　化審法の運用
1．「化学物質」とは
2．化学物質の「製造」とは
3．「製品」とは
4．「試験研究」用途とは
5．新規化学物質の審査手続き
6．低生産量新規化学物質の申出手続き
7．少量新規化学物質の申出手続き
8．高分子化合物の事前確認制度
【環境汚染を生じて人の健康や環境に被害を与える
おそれがない高分子化合物の要件
9．高分子化合物の安全性評価フロースキーム
（高分子フロースキーム）
10．中間物、閉鎖系用途等について
11．一般化学物質
12．優先評価化学物質
≪エピソード8：化学物質の構造と有害性≫ 
第17章改正前のTSCAの問題点
1．内在する問題点
2．TSCAの問題点の顕在化 
3．自発的プログラムの開始
【考えてみよう】
【第17章の「考えてみよう」のヒント】
第18章　TSCA改革
1．TSCA改革の始まり
2．TSCAの改正
3．今後の課題
≪エピソード9：環境規制とイノベーション≫
終章　これからの化学物質管理
1．転換期を迎えた化学物質管理
2．化学物質管理法
3．PRTR制度とオーフス条約
4．環境マネジメントシステム
5．これからの化学物質管理

※雑誌 月刊 化学物質管理 を現在ご購読契約中の方は、雑誌購読者価格にて承ります。
お申し込み時、備考欄に「雑誌 化学物質管理 購読契約中」とご記入ください。

※他の割引との併用はできません。書店は対象外です。
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外観検査の実務とＡＩ活用最前線　 書籍 書籍名【BC181201】

※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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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

　　☆★内容の詳細は弊社HPに掲載しております！ご確認ください★☆

　　　　　　　　お申込も簡単！　「情報機構　BC181201」と検索！

 外観検査の実務とAI活用最前線
　　～目視検査のコツから自動化のポイント・人工知能の導入まで～

人（外観目視検査）はどこまで効率化できるのか？
機械（自動外観検査）を導入する利点と留意点は？機械ですべて検査ができるのか？
AI（画像認識や機械学習、ディープラーニング）を導入すると何が変わるのか？
様々な視点から外観検査を解説する決定版！

　　　　　　　　　　　　　★外観目視検査の効率化を目指す！★
　　　　検査員の選び方は？検査員の教育方法は？検査の標準はどう示す？限度見本の作り方は？

　 どんな環境だったら疲れず効率的に検査できるのか？周辺視目視検査法とはどんな利点があるのか？

　　　　　★自動外観検査のポイントは？機械で検査員を代替できるのか？★
　　　外観検査の自動化を目指す場合、どんな機械に何を入力したらどこまで検査してくれるのか？

　　　　　　　外観検査を機械で行えば効率的になるのか？費用対効果の考え方は？

　　　　どんなことを機械にさせて、どんなことを人（検査員）がやるのが最も効率的なのか？

　　　　★AIの活用で外観検査が変わる！人工知能はどこまでできるのか？★
　AIは全能の技術ではない！画像認識と機械学習、ディープラーニングで何ができるようになるのか？

どんなアルゴリズムが使われるのか？プログラムの作り方は？データ処理など実務に役立つ情報を掲載

　　　　　　　　　　　　現実をしっかり知ってAIを最大限に活用しよう！

              ★詳細な事例を掲載、実務に即した外観検査を学ぶ★
      車載部品、医薬品、フィルム、金属加工品など様々な製品の外観検査実例を詳細に解説

　　各社ではどのように外観検査が行われているのか？自社への活用のヒントになる事例が満載！

執筆者一覧【敬称略・順不同】　●新潟県工業技術総合研究所　阿部淑人　●SKGマネジメント　坂田愼一　
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●みずほ情報総研（株）永田毅　●（株）富士通研究所　長門毅　●（株）サイベックコーポレーション　淵田英伸　

●大同特殊鋼（株）布施直紀  ●（株）システム計画研究所　井上忠治　●大阪産業技術研究所　北口勝久　

●（株）SCREENホールディングス　吉田知宏　●C&J　新井一彦　　●（株）セイコーウェーブ　新村稔　

●（株）オプトン　田中秀行　●東芝デジタルソリューションズ（株）前之園克美／松田光司／新井規之
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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
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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。
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最新の医療機器薬事入門

備考

FAX

最新の医療機器薬事入門
●医療機器（IVD 含）薬事規制の概要・推移を背景含めやさしく解説　●国内薬事と国際整合および海外薬事規制についても解説

●海外薬事規制の調査方法、公正競争規約等についても記載あり

 堤　治之　著
≪著者経歴≫

昭和 47 年埼玉大学理工学部生化学科卒。太田製薬（株）研究開発入社。医薬品の同等性試験、薬事申

請に従事。昭和 62 年オリンパス（株）バイオ事業プロジェクト、バイオメディカルリサーチセンター、

体外診断用機器、試薬の薬事申請、医機連 PMS 委員会等、分析機器工業会及び臨床検査薬協会の法規

委員会主査、医療機器業公正取引協議会指導審査委員会等に従事。平成24 年退職後、薬事コンサルタント、

福岡県薬事相談コンシェルジュ登録、現在に至る。 

こんなことが理解出来ます！

★最新の我国の医療機器（IVD を含
む）薬事規制の概要とどんな準備
が必要か

★国際整合と自国主義の葛藤と薬事
規制の動向　

★新製品開発企業にとって現在より
これからの規制が重要

★海外規制の動向をお金をかけずに
調べる方法

★医療機器業界で活動する上で必須
な公正競争規約   

著者より
　医療機器（IVD を含む）の薬事規
制は日々変化している。この変化の
中で、最新の規制を分かり易く、し
かも初歩の方や、ベンチャー企業の
方など、これから医療機器等の分野
に入ろうとしている方々も対象とし
て、どのような法規制が必須とされ
るかを解説した。

 特に IVD は我国では体外診断用医
薬品という試薬と体外診断用機器と
いう機器の両者を指す。前者は“医
薬品”と名称がつくが、限りなく医
療機器の扱いとなっている。
なぜ、そのような扱いになったのか、
最新の規制をもとに薬事規制の推移
を記述する。

 初歩の方を対象として記載したが、
単なる知識の習得ではなく、背景を
含め、絶えず「なぜ」を心掛け、必
須の薬事用語はできる限り取り入
れ、容易に理解できることを心掛け
た。

はじめに

1.　「薬事」という言葉

2.　薬事規制の登場人物

 　2.1　製造販売業者

　　（1）製造販売業者の行うこと

　　　1）医療機器等の薬事法のお墨付きをとる

　　　2）製造管理および品質管理、製造販売後

　　　　  安全管理を行う

　　（2）製造販売業

　2.2　製造業者

　　（1）製造業者の行うこと

　　（2）製造業

　2.3　販売業者

　　（1）販売業者の行うこと

　　（2）販売業

 　　　　1）医療機器の販売業と貸与業

 　　　　2）体外診断用医薬品の販売業

 　2.4　修理業者　

　　（1）修理業者の行うこと

　　（2）修理業

3.　GVP に関係する重要な項目

　  （情報提供文書と情報担当者）

 　3.1　GVP（製造販売後安全管理の基準）

　　　  の説明

 　3.2　情報担当者

 　3.3　情報提供文書

4.　市販前と市販後

 　4.1　市販前の法規制

 　4.2　市販後の法規制

5.　薬事法規制について

　5.1　我国の薬事規制

　5.2　海外の薬事規制

　　（1）米国

　　（2）EU
　　（3）カナダ

　　（4）オーストラリア

　　（5）ブラジル

　　（6）中国

　　（7）ASEAN 諸国

　　　1）AMDD の内容

　　　2）ASEAN と非 ASEAN 諸国

　　　　  の薬事規制の概要

　　（8）韓国

　　（9）台湾

　　　1）医療機器管理規則

　　　　（RegulationsforGoverningthe
　　　　  ManagementofMedicalDevice
　　　　　　　（2014 年 9 月 22 日））

　　　2）台湾の QSD システム

　　　3）GMP/QMS 適合性

　　（10）ロシア

　　（11）メキシコ

　5.3　薬事規制の全体考察

6.　その他

　6.1　規制の方向をどうやって知るのか ?
　6.2　医療機器業公正競争規約について 
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高分子材料・製品の寿命予測と
劣化加速試験方法

【本書のポイント】
▼著者の長年の現場経験に基づいたノウハウ：

実務で使える知識・技能を得る！
●プラスチック、ゴム、粘着・接着材料の劣化現象と寿命予測

●劣化不具合の調査・原因究明と対策方法
●寿命予測式の設定方法　

★「その樹脂部材、どれだけもつの？」 プラスチック材料・製品を扱う方の“実務書”です。
　ソルベントクラック、応力割れ、熱劣化、疲労破壊……破壊トラブル・不具合への対処策も　

　【執筆者】川瀬テクニカルコンサルタンシー　　川瀬 豊生　先生

高分子材料・製品の寿命予測と劣化加速試験方法 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。
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　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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○日産自動車（株）での職務（1970年～1999年）　内外装樹脂部品開発；樹脂部品の不具合解析/対策立案/再発防止

　樹脂部品に関する各種試験法の作成　○堀硝子（株）での職務（1999年～2010年）　自動車ガラスと樹脂部品の接着仕様開発

〇独立コンサルタントとしての業務（2010年～現在）　上記経験を活かして化学、エレクトロニクス、自動車関連企業への技術指導

第1章 高分子材料における劣化寿命予測の基礎
　1.1.アレニウスの式による樹脂材料の寿命予測
　1.2.ラーソンミラーパラメータの計算
　1.3.重回帰分析における統計量の算出方法
　1.4.INDEX(LINEST)関数による重回帰分析
　1.5.LINEST関数による重回帰分析
　1.6.活性化エネルギーの算出
　1.7.加速係数（Acceleration Factor）の算出

第2章 高分子材料・製品全般の劣化寿命予測
　2.1.樹脂材料・製品における劣化寿命予測の流れ
　2.2.劣化加速試験条件設定の流れ
　2.3.樹脂材料・製品における寿命予測
　　　　　　　並びに劣化加速の対応可能項目

第3章 プラスチックにおける劣化と寿命予測
　3.1.ソルベントクラック　3.2.環境応力割れ
　3.3.クリープ　3.4.熱劣化
　3.5.加水分解　3.6.疲労破壊　3.7.黄変

第4章 ゴムにおける劣化と寿命予測
　4.1.寿命予測式の設定方法　4.2.シール製品
　4.3.ガスケット　4.4.ダイアフラム

第5章 粘・接着剤における劣化と寿命予測
　5.1.アレニウス式による接着剤の硬化度の把握
　5.2.湿式硬化型１液ウレタンの熱クリープ寿命の予測
　5.3．劣化加速条件の設定
　5.4．両面テープの接着メカニズム

第6章 取得データのワイブル統計解析
　6.1.対象データの選定
　6.2.ソルベントクラック品のワイブル統計解析
　6.3.クリープ破壊品のワイブル統計解析

第7章 劣化加速条件設定のための温湿度測定と
　　　取得データの処置
　7.1.劣化加速条件設定のための部品温度測定
　7.2.測定機器と測定方法
　7.3.測温データの処理と活用方法の流れ
　7.4.寿命予測のための絶対湿度の算出
　7.5.絶対湿度データを用いた重回帰分析事例

第8章 劣化不具合の原因と対策
　8.1.プラスチック成形品の
　　　破壊トラブルに対する原因と対策
　8.2.衝撃破壊または経時劣化による破壊
　　　における原因と対策

第9章 樹脂製品における不具合の再発防止
　9.1.不具合品の調査　9.2.原因の究明
　9.3.対策　9.4.再発防止

＜目次＞　※弊社ウェブサイトに更に詳しい目次を掲載しています。ウェブでも購入可です。　「情報機構　BC181101」と検索！
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　　全固体電池開発の現状と産業化へのアプローチ
　　　～製造プロセス、部材作成、高容量化、評価手法～

●棟方裕一（首都大学東京）　　　　　　　   ●山田博俊（長崎大学）　　　　　　　　●堺英樹（東邦チタニウム（株））　　　
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◎EV拡大に液系は追従できるのか？既存LIBの安全性、コスト、耐熱性、特性の限界を
　整理しつつ量産・実用化に向けた全固体電池の課題と対策指針を解説
◎高容量化実現に向けた電極作製技術に加え、Liフリーベースの伝導体・低温焼成を目指した
　酸化物系電解質などの新規材料開発技術も併せて紹介
◎全固体電池製造において想定される材料やプロセスに求められることとは？
◎界面抵抗の要因と低減対策。界面構造の設計例など具体例を挙げて解説
◎寿命特性、Li金属の析出メカニズムからリチウム拡散の評価測定方法は？
活物質／電解質界面におけるLi抵抗相の出現や界面抵抗低減効果を見出す計算手法も紹介

　発刊：2018年11月　定価：48,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー178頁

※詳細はHPをご覧ください
「情報機構　BC181103」で検索

第１章　全固体電池の基礎知識
第２章　製造プロセス技術及び産業化目線での課題と解決案
　第１節　全固体電池の製造プロセス技術と作製ノウハウ
　第２節　構成材料／添加剤の作製技術要求事項
　第３節　量産、産業化の障壁となる課題と対策アプローチ
第３章　全固体電池材料の特性評価手法
　第１節　PFG-NMR法で観測する無機固体電解質におけるリチウム拡散とイオン伝導
　第２節　第一原理分子動力学計算による全固体電池界面の解析
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　第４節　寿命・温度特性評価

・全固体電池の技術動向やこれまでの技術変遷を把握されたい方
・自社技術や自社材料の応用先として全固体電池関連を検討されている方
・電池の材料設計、システム設計開発に携わっている方　など

このような方にお勧めです
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RoHS指令および整合規格の徹底理解

★RoHS2 指令条項、EN50581、IEC62321、IEC62474 を正しく理解しましょう。 ★CE マーキングへの対応方法とは？

 市川 芳明　著
1979 年 東京大学工学部機械工学科卒業。入社後、原子力の保全技術及びロボティクス分野の研究に従事。1995 年より環境保全
分野のソリューションビジネスを立ち上げ、その後本社にて、グローバルな環境戦略を担当。東京工業大学、お茶の水女子大学、
筑波大学等の非常勤講師を歴任。現在 IEC（国際電気標準会議） TC111（環境規格）国際議長、ISO TC268/S（スマートコミュニ
ティインフラ）国際議長、ISO TC207（環境マネジメント）エキスパート、ISO14006（エコデザインマネジメント）エキスパート、
ISO14067（カーボンフットプリント）エキスパート、CENELEC（欧州電気標準委員会）オブザーバー、JISC（日本工業標準調
査会）委員。工学博士、技術士（情報工学）。

こんなことが理解出来ます！

★RoHS2 指令と旧 RoHS との違い
★RoHS2 指令独自の条項の正確な

理解
★CE マーキングへの対応方法
★整合規格 EN50581 の要求事項
★順整合規格 IEC 62321，IEC 

62474 の内容の理解
★日本企業としての対処方法の留

意点とポイント  

著者より
　欧 州 RoHS 指 令 が 改 正 さ れ，
2 0 1 1 年 7 月 1 日 に R o H S  2

（2011/65/EU）が公布された。

 　本改正は 2013 年 1 月から施行
されたが，都度改正が行われてお
り，各条項を理解する必要がある。
 　加えて，最も重要なポイントと
して RoHS2 以降、CE マーキング
指令になったこと， CE マーキング
指令としての適合性検証と必要書
類の準備などが急務となっている。

 　そこで本書では，まず欧州委員
会のガイダンス文書の内容等も踏
まえ，逐条解説を行う。次に，CE
マーキング対応および，適合性検
証の要である整合規格を徹底解説
する。
 　整合規格 EN50581 の要求事項，
さらに参照規格として引用されて
いる禁止物質の測定法 IEC62321
の要点， IEC62474（材料宣言）の
内容をわかりやすく解説する。

 　また、本書は 2018 年 5 月改訂
までの内容を掲載している。

※ 本書は「2012 年発刊 改正 RoHS 指令および整合規格の徹底理解 書
籍」に 2018 年 5 月迄の改訂を加筆したものとなります。

第１章　欧州 RoHS 指令そして改定法（RoHS2）
　　　　の重大な影響
　1. RoHS1 指令の概要 / 2. RoHS 改定の要点

第 2 章　RoHS 指令改訂の新旧対照
　1. 適用範囲 / 2. 定義 / 3. 予防　4. 科学的・技術的進歩の適応

　5. 制限物質の見直し（Review）

　6. CE マーキング関係の義務条項 / 7. 欧州委員会の手続き

　8. 罰則 / 9. / 見直し / 10.　その他の条項

　11. 対象機器のカテゴリー

第 3 章　RoHS2 主要条項の逐条解説と
　　　　欧州委員会の FAQ による解釈
　1. 序文 / 2. 第 1 条 対象事項

　3. 第 2 条 範囲 / 3.1 第 1 項、2 項および 3 項 / 3.2 第 4 項

　4. 第 4 条 予防 / 4.1 第 1 項 / 4.2 第 2 項

　　4.3　第 3 項および 4 項 / 4.4　第 5 項および 6 項

　5. 第 5 条（付属書への科学的・技術的進歩の適応）

 　　5.1 第 1 項 / 5.2 第 2 項 / 5.3 第 3 項～第 7 項

　6. 第 6 条 付属書 II の制限物質リスト見直しおよび修正

 　　6.1 第 1 項 / 6.2 第 2 項と 3 項

　7. 第 7 条（製造業者の義務） / 8. 第 8 条 正規代理人の義務

　9.　第 9 条 輸入業者の義務 / 10. 第 10 条 流通業者の義務

　11. 第 11 条 製造業者の義務が輸入業者および流通業者に適用され

る場合 / 12. 第 12 条 経済事業者の特定

　13. 第 13 条 EU 適合宣言

　14. 第 14 条 CE マーキングの一般原則

　15. 第 15 条 CE マーキング貼付のための規則および条件

　16. 第 16 条 見做し適合

　17. 第 17 条 整合規格への正式な異議申し立て

　18. 第 18 条 EU 市場に投入された電気電子機器のマーケット監視

および管理 / 19. 第 19 条 委員会 / 20. 第 20 条 委任の実行

　21. 第 21 条 委任の撤廃

　22. 第 22 条 委任された法行為に対する異議申立

　23. 第 23 条 罰則 / 24. 第 24 条 見直し / 25. 第 25 条 国内法化

　26.　第 26 条 撤廃 / 27.　第 27 条 発効　 / 28. 第 28 条 宛先

第 4 章　CE マーキング指令になると何が変わるか ?
　1. CE マーキングとニューアプローチ / 2. 標準の重要性

　3.　モジュール A と技術文書

　　3.1 コンプライアンス業務の流れ / 3.2 モジュールというもの

　　3.3 技術文書

　4. 適合宣言

第 5 章　整合規格 EN 50581
　1. 整合規格に関わる国際標準機関と欧州標準機関

　2. RoHS2 整合規格の開発を依頼する Mandate 499
　3. EN 50581 の要求事項 / 3.1 文書の構成

　　3.2 序文と適用範囲の内容 / 3.3 定義

　　3.4 箇条 4.1 と 4.2 の要求事項

　　3.5 箇条 4.3 における 4.3.1 の要求事項

　　3.6 箇条 4.3 における 4.3.2 項の要求事項

　　3.7 箇条 4.3 における 4.3.3 項の要求事項

　　3.8 箇条 4.3 における 4.3.4 項の要求事項

　　3.9 箇条 4.3 における 4.3.5 項の要求事項

第 6 章　試験アプローチのための引用整合規格 IEC 62321
　1. 規格で用いられる様々な測定方法

　　1.1 AAS（原子吸光分析）と CV-AAS（還元気化原子吸光光度法）

　　1.2 ICP-OES（ICP 原子発光分析） / 1.3 ICP-MS（ICP 質量分析）

　　1.4 GC-MS（ガスクロマトグラフ質量分析）

　　1.5 CV-AFS（冷蒸気原子蛍光分析） / 1.6 XRF（蛍光 X 線分析）

 　2.　現在の IEC 62321 初版

 　　2.1 IEC 62321 初版の全体構成  / 2.2 試験方法の概要

 　3. IEC 62321 改訂作業

 　4. 金属表面コーティング中の六価クロムの問題

第 7 章　エビデンスアプローチのための
　　　　参照規格 IEC 62474
　1. IEC 62474 の概要 / 1.1 IEC 62474 の生まれた背景

　　1.2 IEC 62474 の構成とデータベースプロジェクトの関係

　2. 本規格の目的と適用範囲

　3. 基本概念 / 3.1　物質と物質群 / 3.2　材料 / 材料クラス

　4. 基本データへの要求事項　4.1　データ構成

　　4.2 基本データ要求（箇条 4.2）
　5. 追加データへの要求事項 / 5.1 データ構成 / 5.2 データ要求（箇条 4.3）
　6. その他の要求事項

　7. IEC DB 62474 と物質等の採録基準

　　7.1 対象物質 / 物質群 / 7.2 その他の採録事項

　8. 材料宣言の記載事例

　　8.1 追加データを含めた記載例 / 8.2 基本データのみの記載例

　9. IEC DB 62474 の実際

第 8 章　日本企業のための Q&A 集
 ＜質問 1＞  「技術文書のエビデンスのところで、分析データを必ずしも使

う必要はないということですが、使用する場合、EN 50581 では試験方法

の規格 IEC 62321 を使いなさいと規定しており、たとえば、CD レベルの

フタル酸エステルの測定規格の発行が、法律の施行スケジュールに間に

合わない場合、どのような対応を取ったらよいのでしょうか ?」
　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　・全 17 問

　　　　　　　　　　　　　・ 
＜質問 17＞  「適合性根拠試料（分析データ、サプライヤー宣言など）は現

在日本語ですが、全てを英文にしなくてはいけないのでしょうか ?」

付　録　RoHS2 全文和訳 
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GMP基礎教育～初めてGMPにかかわる方へ～

◎GMPをこれから学びたい方や初任者の方に向けた1冊です。

第1章 医薬品の成り立ちと目的
　　1. GMPの目的
第2章 GMPの本質(GMPとは何か？)
　　１．医薬品製造現場に係るGMPの用例
第3章 GMPの原則“人による間違いを最小限にする”について
　　1. GMPが求める医薬品製造におけるハードとソフト
　　　1.1 医薬品製造におけるハードについて
　　　1.2 GMPが求める医薬品製造におけるソフト(運用・管理するルール)
          について
　　　　(1) GMPの手順書を作成する際の注意点
　　　　(2) 医薬品製造におけるルール設定・手順書作成の
            必要性について
　　　　(3) 手順書作成する上での実際の流れ
　　　　(4) 手順・ルールにおける決め事・文書化する内容について
　　　　(5) 各基準書の紹介
第4章 GMP原則“医薬品が汚染されたり、品質が低下するのを防ぐ”
      について
　　1. 医薬品製造における”汚染・品質低下の防止”をふまえた
       ハードとソフトの考え方
　　2. 医薬品製造における異物混入対策の基本
　　3. 製造室内における清浄度の管理の考え方
　　4. 汚染の拡大を防ぐための清浄度測定値の管理の考え方
第5章 GMP原則“高い品質を保つ仕組みをつくる“について
　　1. バリデーションについて
　　　1.1 医薬品の製造における基本的なバリデーションの考え方
　　　1.2 医薬品製造に関連する種々のバリデーション
　　　1.3 バリデーションにおける注意点のまとめ
　　2. GMPにおける文書化・記録について
　　　2.1 文書・記録作成時の具体的な注意点
第6章 GMPにおける製造・品質管理対応について
　　1. 原材料・資材・製品における保管に関する注意点
　　　1.1 倉庫・保管庫に関する注意事項
　　2. 製造工程における注意点
　　　2.1 製造設備・機器における清掃・保守・洗浄の対応
　　　2.2 医薬品製造作業における作業手順および指示書の取り扱い
　　　2.3 作業室入室における衛生的な対応と手順
　　3. 実製造にあたって留意すべき事 
　　 (1) 製造工場での逸脱管理について
　　 (2) 記録の確認・照査（作業のダブルチェックについて）
　　 (3) 品質部門への記録の報告について
　　 (4) 品質管理について(製品のサンプリング)
　　 (5) 規格外の試験結果（OOS）発生時の対応について
　　 (6) CMO(試験検査機関、製造・包装等の製造受託者)に
         業務を委託した場合について
　　 (7) 機器の点検や校正の対応について
　　 (8) 試薬や標準品の管理について
　　 (9) 参考品の保管管理について
　　 (10) 出荷適・不適合判定の対応について
　　 (11) 製造後の製品流通時の対応について

※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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第7章 GMPにおける医薬品製造のための品質システムについて
　　1. GMPが求める管理体制および部門・組織の考え方について
　　　1.1 製造管理者と製造・品質部門との関係
　　　1.2 責任者および作業人員における適任者の配置について
　　2. 製造所における構造設備における対応
　　3. GMPをふまえた医薬製造における必要文書類
　　　3.1 製造管理基準書
　　　3.2 衛生管理基準書
　　　3.3 品質管理基準書
　　　3.4 製品標準書
　　　3.5 出荷管理手順書と出荷判定の際の注意事項
　　4. 変更管理システム
　　　4.1 変更管理とは
　　　4.2変更管理手順書の管理の考え方について
　　5. 逸脱管理システム
　　　5.1【逸脱】の考え方について
　　　5.2 逸脱管理の手順と流れについて
　　6. 苦情処理システム　
       ＜品質等に関する情報及び品質不良等の処理手順＞
　　7. 回収処理システム
　　8. 自己点検システム(内部監査)
　　9. 教育訓練システム
　 10. 逸脱の原因調査と対応の考え方
　 11. リスク管理について
　 12. 原材料管理システム”
　　 12.1 医薬品の品質にかかわる原材料の製造について
　　 12.2 原材料製造における選定時の考え方と
          事前情報収集について
　　 12.3 原材料・製造所における評価・検討のための考え方
　 13. 文書及び記録の管理システム
　　 13.1 データの完全性について
　 14. バリデーションシステム
　　 14.1 バリデーション手順書作成の考え方について
第8章 GMPにおける不適合になる可能性がある例
　(1) GMP文書・記録に関連した不適合になる可能性がある例
　(2) 製造管理・衛生管理に関連した不適合になる可能性がある例
　(3) 品質管理に関連した不適合になる可能性がある例
　(4) 逸脱管理、原因調査に関連した不適合になる可能性がある例
　(5) 変更管理に関連した不適合になる可能性がある例
　(6) データの完全性・PCの使用(Computerized Systems) 
      に関する不適合になる可能性がある例
　(7) 製造記録に関連した不適合になる可能性がある例
　(8) 品質管理記録に関連した不適合になる可能性がある例
　(9) その他の原因で不適合になる可能性がある例
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（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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　　☆★内容の詳細は裏面に掲載しております！ご確認ください★☆

　ＨＰでも詳細内容を掲載。お申込も簡単！　「情報機構　BC180901」と検索！

産業応用のための洗浄の実務

執筆者一覧【敬称略・順不同】　

洗浄のメカニズム及び各種洗浄法・洗浄剤、
評価法から業界ごとの状況、実務ポイントまで産業洗浄に必要なエッセンスを凝縮！

　　　　★洗浄の基礎理論から洗浄とぬれ・界面の関係までわかりやすく掲載★
　　　　　　 汚れを除去するメカニズムとは？表面エネルギーやDLVO理論と洗浄の関係は？

 ★各種洗浄剤からウェット／ドライの様々な洗浄法・乾燥法の特徴をしっかり理解★
  水系／非水系洗浄剤の特徴と取扱いのポイントは？超音波やブラシ、噴射洗浄の他超臨界流体の利用や

    マイクロバブル・ファインバブルの活用、UV洗浄やプラズマ利用など注目の洗浄／乾燥技術を学ぶ

★どんな汚れにはどのような洗浄が適用されるのか？各種洗浄剤・洗浄法の選択や

　　　　　　　自動車部品・半導体など注目を集める業界の洗浄動向を重点的に掲載★
  有機汚れ／粒子汚れ／金属汚れにはどの方法が適しているのか？食品産業の洗浄で気を付けることは？

　　　 自動車部品洗浄の技術動向と評価は？半導体ウェハ洗浄のバッチ洗浄と枚葉洗浄の違いは？

          ★各種評価法から自動化まで、洗浄評価の実態をしっかり理解★
 　清浄度評価・残留物検査など洗浄評価はどう行う？機器は何を利用する？評価の自動化機器も解説！

　　★洗浄水や関連規制、装置洗浄など実務で必要となる各種ポイントを網羅★
　　　　機能水・超純水による洗浄とは？配管やタンクの洗浄法は？洗浄しにくい汚れの対策は？

　汚れをつきにくくして洗浄を簡略化するには？洗浄剤に関する法規制の動向は？洗浄剤の管理方法は？

●日本産業洗浄協議会　平塚 豊　●京都工芸繊維大学　川瀨 徳三　●第一工業製薬株式会社　中川 和典

●セントラル硝子株式会社　西口 祥雄　●株式会社カイジョー　長谷川 浩史　●日本女子大学　榎本 一郎

●ウシオ電機株式会社　堀部 大輝　●大阪府立大学　大久保 雅章　●ダイダン株式会社　伊藤 康孝

●静岡大学　立元 雄治　 ●サニタリーエンジニアリングコンサルタント　設楽 英夫

●オフィスシラミズ　白水 好美　●株式会社デンソー　柳川 敬太　●株式会社スギノマシン　野田 康東　

●宮城県産業技術総合センター　宮本 達也   ●オルガノ株式会社　二ツ木 高志

●株式会社旭リサーチセンター　新井 喜博

　



バイオインフォマティクスを用いた研究開発のポイントと実例
～基礎から実際に解析を進めるための勘所、データ判断基準、バイオインフォマティクス研究管理上での留意点まで～

◎プログラミングだけではないバイオインフォマティクス研究開発のための留意点

第１章　鍵となる因子を探す
 1.1. 生命現象の因子と比較 
　1.1.1. 分子生物学とバイオインフォマティクス
　1.1.2. 生き物を支配し続ける
 1.2. 網羅的探索研究の舞台
　1.2.1. 負の交差抵抗性  1.2.2. 稀な事象を見つける
　1.2.3. ゲノム
 1.3. 比較の具体化
　1.3.1. 実験材料を選ぶ             1.3.2. 初代培養細胞
　1.3.3. 有意差はいくらでも得られる 1.3.4. 理想的な比較を探す
  1.3.5. 多変量データの次元圧縮     1.3.6. 薬剤濃度の決定
 1.4. 比較の実施
　1.4.1. 比較の原則        1.4.2. 薬剤誘導試験
　1.4.3. シークエンシングライブラリの調整
　1.4.4. シークエンシング条件の検討
　1.4.5. ライブラリ濃度の検討
　1.4.6. 次世代シークエンスデータ解析で用いるデータ
　1.4.7. データプロセッシング
　1.4.8. 次世代シークエンシングとバイオインフォマティクス
          解析の結果
 1.5. ラボの予測を現場で確かめる
　1.5.1. 予測した負の交差抵抗性の検証 1.5.2. 負の交差抵抗性の検証
第２章 違いを見つける
 2.1. Days among the dead are past
　2.1.1. バイオインフォマティクスにおける情報エントロピー
　2.1.2. 情報エントロピーと細胞の脱分化
  2.1.3. 脱分化仮説と選択仮説
　2.1.4. 選択仮説の論拠
 2.2. 列挙をやめる
　2.2.1. データドリブンアプローチ   2.2.2. 増殖しない細胞をはかる
　2.2.3. 培養環境下に持ち込まれた細胞の振る舞い
　2.2.4. 個々の遺伝子を解析対象から外す
 2.3. グラフからはじめる
　2.3.1. データ全体を俯瞰する
  2.3.2. 次世代シークエンスデータの特徴
　2.3.3. 遺伝子発現量の分布に脱分化を見る
 2.4. シャノンの肩の上にのる
　2.4.1. 現象の同定と普遍性の検証   
  2.4.2. 現象の検索
　2.4.3. 情報エントロピー
  2.4.4. トランスクリプトームの情報エントロピー
　2.4.5. トランスクリプトームデータの範囲
　2.4.6. データ量の検討
　2.4.7. モンテカルロシミュレーション
　2.4.8. 情報エントロピーの決定要因
 2.5. みんなの肩をかりる
　2.5.1. 公共データベースを用いた種間比較
 2.6. 自分の肩にものる
　2.6.1. 現象の普遍性について    2.6.2. 順化培地を用いた実験
　2.6.3. 生理活性物質を用いた実験2.6.4. 双極安定性とメモリ
　2.6.5. ヒステリシスと遅延      2.6.6. 細胞の短期記憶
 2.7. 科学体験の省察
　2.7.1. 役に立つ測定技術      
  2.7.2. 直感を延長させる
　2.7.3. 機能性細胞株と情報エントロピー
　2.7.4. 細胞の主観的な時間と情報エントロピー
　2.7.5. ネットワーク解析における情報エントロピー
　2.7.6. 代謝ネットワークとマルチオミックス統合解析
　2.7.7. トランスクリプトームとメタボロームのタイムラグ
　2.7.8. コルモゴロフ複雑性
第３章 多様性の価値
　3.1. フルクサス(流動)の脂肪
　 3.1.1. 役に立つ研究  3.1.2. 応用基礎研究のすすめ
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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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バイオインフォマティクスを用いた研究開発のポイントと実例

発刊:2018年 8月末 体裁:B5判ソフトカバー 約127頁 定価:33,000円+ 税 ISBN 978-4-86502-156-1
 3.2. 流体中の不均一さ
  3.2.1. 多様性が価値を持てる境界
　3.2.2. 細胞の不均一性
　3.2.3. 均一な培養環境設定のための流体解析
　3.2.4. 時間平均は一致しても経験の異なる細胞
　3.2.5. １細胞解析のための培養試験
 3.3. 平面上の不均一さ
　3.3.1. 細胞周期と１細胞トランスクリプトーム解析
 3.4. 小集団の中の不均一さ
　3.4.1. 隠れたサブポピュレーションの探索
　3.4.2. 細胞サイズ支配の検証
 3.5. 時間経過の不均一さ
　3.5.1. 培養経過に伴う多様性の拡大
　3.5.2. ミトコンドリア変異解析
 3.6. 不均一さの有用さ
　3.6.1. ヘテロプラスミーの産業利用
　3.6.2. １つの細胞とは何か
　3.6.3. ミトコンドリア配列を細胞モノクローナリティー検証に利用する
　3.6.4. ミトコンドリアデータの利用例
　3.7. 多様性の限界
　 3.7.1. 生体内細胞の１細胞トランスクリプトーム解析
　 3.7.2. 免疫タンパク質の発現分布
　 3.7.3. 前口動物免疫の主力は細胞
　 3.7.4. ポジティブリストとネガティブリスト
　 3.7.5. 血球は貪食対象に好みを持つか
　 3.7.6. 細胞貪食シミュレーション
　 3.7.7. ポジティブリスト型免疫の限界
　 3.7,8. セルライン構成細胞のオリジン
第４章 予言はどこに書いてあるのか
 4.1. 理論は観察に先行する
　4.1.1. 現象の仕組みを記述した学問
　4.1.2. ヒステリシス曲線に囲まれた部分の面積
　4.1.3. 磁石のヒステリシス面積
　4.1.4. 培地と細胞のヒステリシス
　4.1.5. ヒステリシス面積のよりよい使途
 4.2. 温度依存のヒステリシス
　4.2.1. 細胞と熱
　4.2.2. ヒドロゲルの温度依存性体積相転移
 4.3. 細胞のヒステリシス
　4.3.1. 細胞の温度依存体積相転移の観察
　4.3.2. 温度変化培養中の細胞の追跡観察
　4.3.3. 温度変化培養中の細胞サイズの追跡
　4.3.4. 同期と相転移と遺伝
 4.4. 記憶を読む
　4.4.1. 細胞の継代安定性
　4.4.2. 継代安定性を予測する
　4.4.3. 温度変化培養中の細胞のトランスクリプトーム
 4.5. 誰が記憶を読むか
　4.5.1. 遺伝の起源
第５章 バイオインフォマティクス・マネジメント
 5.1. 予測は検証できるものである事
 5.2. 人を選ぶ
 5.3. テーマの筋を見る
 5.4. あるなしで話さない
 5.5. データを少しだけ取る
 5.6. サンプルの鮮度
 5.7. データプロセスの確認
 5.8. 分ければ資源
 5.9. 公共データベースの活用
 5.10. 観察者の感想をきく
 5.11. 現象が先、有意差は後
 5.12. 第三者の意見を聞く、論文を出す
　　 　

著者：株式会社日本バイオデータ　代表取締役/次世代バイオ医薬品製造技術研究組合　事務局顧問（ゲノム技術）緒方 法親 氏 
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★これからのEV・HEV転換時代に必須の一冊！構成要素毎の熱マネジメント技術から、
自動車のEV化・自動運転化に伴う材料のトレンド変化まで、最新市場データも交え包括的に言及！　

これからのEV・HEVに求められる熱マネジメント技術
～材料、空調、熱回収、モータ／インバータ、バッテリ別のアプローチ～

●青木正光（（特非）日本環境技術推進機構）
●山根健（山根健オフィス）
●吉村和記（産業技術総合研究所）
●廣津留秀樹（デンカ（株））
●熊本拓郎（日本ゼオン（株））
●金指安奈（日本ゼオン（株））
　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇熱マネジメントを考えるその前に・・・。EVを取り巻く国内外自動車市場の動向と
　そこから把握するビジネスチャンス
　・米国／中国／欧州／日本の車載関係規制と各国各社におけるEV化に向けたビジネスモデル
　・EV化に伴う各部品の需要変化、メーカーへの影響。参入に向けた攻めどころとは？
〇各構成要素からの熱マネジメントアプローチ
　■放熱材料・耐熱材料
　・遮熱、断熱、低熱容量化が求められている構成部材の開発動向。
　・遮熱ガラスと熱費の関係。スマートウィンドウの構造、スイッチングのメカニズムなど
　・パワーモジュール用基板の高放熱化、高信頼性化技術動向。放熱構造からのパワーモジュール放
　熱特性改善の取り組み。パワーデバイス用封止材料の放熱対策。
　■空調
　・暖房負荷低減に向けた空調制御の開発設計指針。温熱環境を特徴付ける因子とは？
　・走行用電力を考慮した低外気温での空調設計の考え方。寒冷地での実地試験結果など
　■バッテリ
　・筐体の密閉化による小型化、耐埃、セルの均温化に向けた対応構想と基礎技術検討
　・車載用リチウムイオン電池における安全性の考え方と熱制御
　⇒国内外電池業界の動向と戦略、車載用電池の安全性と信頼性確保に関するビジネスモデル
　■モータ／インバータ
　・駆動モータの小型化、高トルク／高出力化／高回転化に伴うモータの発熱・冷却等の熱対策
　・ギャップの熱伝達とＥＶモータの除熱特性の関係
　・インバータに求められる放熱設計。温度分布をどのように求めるのか？
〇「自動運転化」技術に伴い、新たに発生する熱課題とその対策までも考察！
　⇒日射遮蔽、車室内快適性、空調負荷、求められる材料特性

●越部茂（（有）アイパック）
●郡逸平（東京都市大学）
●御室哲志（秋田県立大学）　　
●小林敬幸（名古屋大学）
●櫻田学（（株）本田技術研究所）
●宮崎将吾（（株）本田技術研究所）

●井上美光（（株）デンソー）
●平野覚（（株）明電舎）
●佐藤登（名古屋大学／エスペック（株））
●原潤一郎（カルソニックカンセイ（株））
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　数値限定発明、パラメータ発明の新・実務マニュアル

【目次】　※詳細は弊社HPをご確認ください。

数値限定発明、パラメータ発明の新・実務マニュアル
～開発成果を最大限に生かす　他社特許に的確に対応する～

第1章　序章
はじめに
　１．特許は事業に貢献するものでなければならない
　２．事業に貢献するパワフルな特許の生成
　３．数値限定，パラメータの活用
　４．権利化の出発点は製品の注視と技術の本質洞察

第2章　数値限定発明・パラメータ発明を発掘する方法
　１．真の意味での発明発掘
　２．発明発掘のポイント　～技術の本質の追求と新規切り口
　３．発明発掘の手法
　４．発明発掘のタイミング
　　４．１　シーン１：開発目標としていた性能の向上に成功した
　　４．２　シーン２：顧客のクレームを解決した
　　４．３　シーン３：低コストの材料を使いこなすことに成功した
　　４．４　シーン４：製造条件を少し変更したら性能が向上した
　　４．５　シーン５：分析方法や評価方法を工夫した

第3章　数値限定発明・パラメータ発明の新規特許出願では何に留意すべきか？
　１．開発目線の出願から脱却して経営目線の出願へ
　２．経営目線の出願へ　－パラメータ発明の権利化－
　３．審査に強く権利行使に耐えるパラメータ特許を成立させるには
　４．パラメータの選定と請求項の記載
　５．明細書の作り込み
　　５．１　審査を考慮した明細書のつくりかた
　　５．２　POINT1：パラメータの技術的意味
　　５．３　POINT2：従来技術水準との対比
　　５．４　POINT3：製法上の特徴
　　５．５　POINT4：比較例の使い方
　　５．６　POINT5：豊富な実施例
　　５．７　実施例準備の困難性

第4章　数値限定発明・パラメータ発明の拒絶理由通知対応では何に留意すべきか？
　１．新規性はどのように判断されるか
　　１．１　新規性の判断の手法
　　１．２　一致点・相違点とは
　　

●発刊　2018年8月 　●体裁　B5版・207ページ　●定価　￥35,000＋税

　１．３　本発明と引用発明との差異点が数値の違いのみである場合の新規性の判断
　１．４　「一応の合理的な疑い」とは
２．サポート要件，明確性要件，実施可能要件はどのように判断されるか
３．精選・拒絶理由対応のワザ
４．事例研究（化学分野）
　４．１　事例１（参考判決：平成23年（行ケ）第10100号）
　４．２　事例２（参考判決：平成23年（行ケ）第10139号）
　４．３　事例３（参考判決：平成27年（行ケ）第10099号）
　４．４　引用発明の追試条件に関する判決例（2例）
　４．５　明確性要件に関する近時の判決例（平成28年（行ケ）第10005号）
　４．６　サポート要件に関する判決例（『トマト含有飲料事件』平成28（行ケ）第10147号）
　４．７　サポート要件に関する近時の判決例（『ポリビニルアルコール系』）
５．事例研究（電子デバイス・機械分野）
　５．１　事例１
　５．２　事例２

第5章　パラメータ発明の他社特許対応では何に留意すべきか？
　１．他社特許対応概説
　２．パテントクリアランスの考え方
　３．権利範囲の正確な把握は競争優位性と直結する
　　３．１　クレーム解釈の基本
　　３．２　グレーゾーンに対する判断
　４．他社特許に対する過剰反応はすでに権利行使を受けている状態
　５．パラメータ特許へのアタック
　　５．１　概説
　　５．２　新規性・進歩性違反欠如に関するアタック
　　５．３　記載要件に関するアタック
　６．権利範囲の解釈に関わる判決例（化学分野）
　　６．１　パラメータの測定方法（平成25年（ワ）第3742号）
　　６．２　構成要件の充足性（平成27年（ワ）11185号）
　　６．３　権利範囲の解釈に関わる近時の判決例（化学分野）　平成27年（ネ）第10016号
　７．権利範囲の解釈に関わる判決例（電子デバイス・機械分野）
　　　７．１　数値限定を満たす必要のある部位（平成24年（ワ）15613号）
　　　７．２　数値限定と禁反言（平成24年（ワ）第15614号）
　　　７．３　数値範囲と均等論（平成24年（ワ）第7887号）

※希望数量を
ご記入ください。
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●速水進治（プレシオ国際特許事務所）　●中谷陽子（プレシオ国際特許事務所）
●執行敬宏（プレシオ国際特許事務所）　●水長雄大（プレシオ国際特許事務所）
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★数値限定発明・パラメータ発明の活用に特化した新しい基本書！事業に貢献するための特許戦略を、豊富な事例を基に解説
★発明発掘の具体的手法、審査官を考慮した明細書の作り方、権利化のノウハウ、拒絶理由通知への対応、各シーンにおける他社特許対応など



                                             医薬品における製造販売後安全管理対応
                                           ～ファーマコビジランス、RMP、医療情報データベース活用～

◎医薬品の製造販売後案管理対応の基礎と最新の製造販売後データベース調査への対応

第1章　医薬品におけるファーマコビジランスの概要　 
1.ファーマコビジランスの台頭
 1.1 ファーマコビジランスの定義と歴史
 1.2 日本の規制としてのファーマコビジランス
2.規制とファーマコビジランス
 2.1 ファーマコビジランスの体制
 2.2 ファーマコビジランスにおける情報収集・集積・
     シグナル検出
 2.3 ファーマコビジランスに資する研究
 2.4 ファーマコビジランスにおける行政への報告と
     安全対策措置

第2章　製造販売後調査・試験について 　　
1.製造販売後調査とは（現行の法規制上の位置づけ）
2.製造販売後調査の歴史的変遷・意義
 2.1　GPMSP省令   
 2.2　GPSP省令
3.　製造販売後調査のプロセス
 3.1　製造販売後調査の計画  
 3.2　製造販売後調査の実施
 3.3　製造販売後調査のまとめ

第3章　医薬品リスク管理計画(RMP)の考え方　 
1.「医薬品リスク管理計画」(RMP)の目的と意義
 1.1 目的  1.2 背景  1.3 意義
2．「医薬品リスク管理計画」(RMP)の記載内容
 2.1　RMPの構成要素          
 2.2　安全性検討事項 
 2.3　重要な特定されたリスク 
 2.4　重要な潜在的リスク 
 2.5　重要な不足情報         
 2.6　医薬品安全性監視計画
 2.7　リスク最小化計画　
3. 関連する規制（当局の動き）
 3.1 RMPの導入  
 3.2　医療情報データベースの利活用 
 3.3 後発医薬品のRMP導入  
 3.4 公表 　 
 3.5 業界の対応          
 3.6 医療現場の反応
4. RMP作成の注意点
 4.1 安全性検討事項（SS）候補の抽出 
 4.2「重要」の定義 
 4.3「特定」「潜在」の区別 
 4.4　安全性検討事項への対応方針
 4.5「適応外」と「医療過誤」の扱い
5．「医薬品リスク管理計画」(RMP)の記載方法
 5.1　表紙、概要、品目概要、承認条件  
 5.2　安全性検討事項
 5.3　有効性に関する検討事項 
 5.4　医薬品安全性監視計画の概要
 5.5　有効性に関する調査・試験の計画の概要 
 5.6　リスク最小化計画の概要
 5.7　医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・
      試験の計画及びリスク最小化計画の一覧
 5.8　医薬品リスク管理計画のための組織体制
 5.9　参考資料
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6. 現状における製薬企業のRMP対応における課題
 6.1　開発部門と市販後部門の連携とプロジェクトマネジメント
 6.2　医療情報データベースの利活用
     （製造販売後データベース調査の導入）
 6.3　計画の見直しと優先順位
 6.4　リスク最小化活動の効果測定と評価
7. 今後の展望と留意点
 7.1　育薬の視点        
 7.2　データサイエンティストの活躍 
 7.3　医療現場での利活用

第4章　DSURとPBRERの関係と対応ポイント　
1. 安全性定期報告制度
 1.1 Development Safety Update Report
      (DSUR：治験安全性最新報告)
 1.2 Periodic Benefit-Risk Evaluation Report
      (PBRER：定期的ベネフィット・リスク評価報告)
 1.3 DSURとPBRERの比較
2. DSUR、PBRER及びRMPとの関係

第5章　製造販売後臨床試験について　　　　　
1. 薬機法による規制
 1.1　製造販売後臨床試験の定義
 1.2　製造販売後臨床試験に適用される基準
 1.3　臨床研究法との関係
2. 治験と製造販売後臨床試験の違い
3. 製造販売後臨床試験の必要性
 3.1　有効性等の検証
 3.2　薬物動態の検討
 3.3　長期安全性試験等の治験からの切替

第6章 製造販売後調査における電子化について
1. 医療情報データベースの概要
2. 製造販売後調査に活用できる医療情報データベース
3. 製造販売後調査における活用の考え方
 3.1　クリニカルクエスチョンの明確化
 3.2　科学的に適切な対処方法の決定
 3.3　リサーチクエスチョンの明確化、データソースの検討
 3.4　製造販売後データベース調査のプロトコル策定　

第7章　安全性情報収集における留意点
1.安全性情報の収集前の確認事項
 1.1　安全性情報収集の目的について
 1.2　用語の整理
2.安全性情報収集時の留意点
 2.1　製造販売後に収集すべき患者背景情報について
 2.2　製造販売後に収集すべき安全性情報について
 2.3　有害事象発現日について
 2.4　有害事象に該当しない場合の情報収集について
 2.5　再調査で情報収集が必要なものについて
3.安全性情報収集後の個別症例評価に関する留意点
 3.1　安全性情報収集後の個別症例評価に関する留意点
 3.2　関連性評価について
 3.3　新規性評価について
4.安全性情報収集後の安全性評価に関する留意点
 4.1　個別症例評価をベースとした集積評価について
 4.2　シグナル検出をベースとした集積評価



★26年間の特許公報から見る、エポキシ樹脂／酸無水物硬化エポキシ樹脂の技術的進歩と、
　近年の需要変化に応じた製造技術、組成物、要求特性、課題解決に向けた技術動向など
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　公開特許から把握する酸無水物硬化エポキシ樹脂の用途と技術動向

【目次】　※詳細は弊社HPをご確認ください。

公開特許から把握する
酸無水物硬化エポキシ樹脂の用途と技術動向

～要求特性と改善策～

【１】光半導体、光学用樹脂における要求特性と、課題解決に向けた技術動向
　１.１　LED用液状封止材～硬化物の無色透明性が必須で変色防止への対応                      
　１.２　LED用モールド封止材～無色透明性、耐熱性、量産性など                     
　１.３　LEDパッケージ用モールド樹脂～熱可塑性樹脂からエポキシ樹脂へ移行                  
　１.４　液晶表示素子用透明基板～割れにくく軽量化や薄型化が可能な基板            
　１.５　光学用エポキシ樹脂組成物～低屈折率樹脂、偏光板の接着剤など              
【２】半導体用樹脂における要求特性と技術動向
　２.１　モールド封止材～小型化、薄型化、配線間隔の狭小化への対応など           
　２.２　液状封止材～表面実装対応封止材、アンダーフィル材など                                 
狭ピッチ化に伴うアンダーフィル材の剥離やクラックの抑制など     
　２.３　一液性エポキシ樹脂組成物とその用途～新規潜在性触媒など               
【３】重電注型、含浸用樹脂における要求特性と課題解決に向けた技術動向
　３.１　重電注型用樹脂～機械強度や靱性及び耐クラック性の向上など             
　３.２　高電圧機器用モールド樹脂～熱伝導率の向上、充填剤の沈降量低減、耐ク
ラック性の付与、高靱性高熱伝導性組成物など                            
　３.３　ガス絶縁機器用注型樹脂～低誘電率で作業性良好なスペーサー用樹脂など   
　３.４　加圧ゲル化用樹脂～屋外用ボイドレス成形品やモールドコイル製造用など   
　３.５　重電含浸用樹脂
【４】電気電子部品用樹脂における要求特性とそれに応じた樹脂組成物の技術動向
　４.１　コイル、トランス注型用樹脂～充填剤の沈降抑制、樹脂粘度の最適化など    
　４.２　電気・電子部品注型、封止用樹脂～注入作業性／耐クラック性／耐熱性等
への要求対応など
　４.３　コンデンサ含浸、注型用樹脂～含浸性／耐熱性／耐湿性への要求対応など    
　４.４　液状樹脂の射出成形～成形品の内部応力低減対応など 
　４.５　導電性樹脂～銀ペースト、導電性接着剤、導電性樹脂シートなど            
　４.６　異方性導電材料～配線パターンの狭小化への対応、高温高湿下での耐衝
撃性／導通信頼性の向上など                                           
　４.７　接着剤、接着テープ～ダイボンド剤、熱応力緩和、接着耐久性の向上、
フラックス不要ハンダバンプ接合接着剤など                             
　４.８　エポキシ樹脂フイルム～LCD／有機EL用基板、耐熱黄変性薄膜など        
　４.９　その他電気・電子部品用樹脂～磁気ヘッド、サーミスタ用樹脂など
【５】FRP、積層板用樹脂の要求特性と課題解決に向けた技術動向
　５.１　FRP、CFRP用樹脂～低粘度／伸度と耐熱性とのバランス、含浸性／接着
強度向上界面活性剤、振動／音／衝撃を吸収・減衰するFRP用樹脂など    
　

●著者　中原　武　氏　
※（株）日立製作所、日立化成工業（株）にてエポキシ樹脂／酸無水物系エポキシ硬化剤
　の業務を40年に渡り携わる。
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    ５.２　引き抜き成形用樹脂～エポキシ基含有ビニルエステル樹脂、内部離型剤など  
　５.３　積層板、プリント配線板用樹脂
【６】その多用途における要求特性と課題解決に向けた技術動向
　６.１　粉体塗料用樹脂～鋳鉄管内面塗料、電気・電子部品被覆塗料など            
　６.２　人造大理石用樹脂～着色が少なく良好な白色度を有する組成物など         
　６.３　樹脂型用エポキシ樹脂～低収縮率／高熱伝導率、離型性／転写性など        
　６.４　樹脂結合型希土類磁石～小型モータ用磁石など                           
　６.５　ガス分離膜モジュール～耐熱性／耐圧性／耐クラック性の管板               
【７】エポキシ樹脂の技術的進歩と技術動向
　７.１　新規なエポキシ樹脂～耐熱性／低線膨張係数／相溶性改良、接着強度／耐
熱性／高温での曲げ特性に優れた新規エポキシ樹脂など                   
　７.２　水添エポキシ樹脂～靱性／耐クラック性改良、LED封止材用など           
　７.３　エポキシシリコーン樹脂～アルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂、
硬度／強度／耐熱耐UV性に優れたエポキシシリコーン樹脂など           
【８】酸無水物、促進剤、添加剤の技術的進歩と技術動向
　８.１　新規酸無水物～メチレンノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無水物及びその
水素化物、末端に酸無水物基を有するイミド系オリゴマーなど              
　８.２　多塩基酸無水物～低融点で作業性の優れたMNTC及びその水素化物、
トリメリット酸エステルのテトラカルボン酸無水物など                   
　８.３　酸無水物と促進剤orエポキシ樹脂混合物～貯蔵安定性の向上策、炭酸
ガスやひけの発生が少ない組成物など                                   
　８.４　硬化促進剤～中温硬化、加圧ゲル化用硬化促進剤、潜在性硬化促進剤など    
　８.５　潜在性触媒～テトラフェニルホスホニウムボレート及びホスホニウムボ
レート塩、トリアリールボラン-アミン錯体など                           
　８.６　添加剤～マレイミド化合物、エチレン共重合体アイオノマーなど            
【９】硬化方法の技術的進歩と技術動向
　９.１　酸無水物硬化＋ラジカル重合併用系～配線板の薄型化に伴う反りを防止、
オーバーコート材の密着性改良など                                     
　９.２　エネルギー線硬化～硬化能力が高い高硬化性樹脂組成物                   
【１０】その他
　１０.１　酸無水物硬化樹脂のリサイクル                                             
　１０.２　分解性エポキシ樹脂

※希望数量をご記入ください。
　数量無記入の場合は１となります
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紙面の都合上、一部省略して記載しております。

詳細は弊社ホームページをご覧ください！

本書は、1993年1月～2018年1月末までの26年間の公開特許公報から、酸無水物系エポキシ樹脂硬化剤を使用した特許を選び、独自に用途別に分類して、その
技術的進歩をまとめたものである。また、併せて、この間に公示された新規なエポキシ樹脂、酸無水物系硬化剤、及び硬化促進剤をはじめ、硬化方法や酸無水物
硬化樹脂のリサイクル等についてもまとめてみた。なお、特許公報の検索は、特許庁の特許情報プラットフォームを使用させていただいた。（「はじめに」より）

★26年間の特許公報から見る、エポキシ樹脂／酸無水物硬化エポキシ樹脂の技術的進歩、近年の需要変化
　に応じた製造技術、組成物、要求特性、課題解決に向けた技術動向
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★材料特性、製品設計に必要な要素技術、製品化時に考慮すべき事項、最新計測技術の開発過程
から収集データを活用したアプリケーション展開まで、生体計測デバイス開発に必要な知識を網羅！　

生体情報センシングデバイス
～センサ設計開発に求められる要素技術・課題と対策ノウハウ～

●富田豊（慶應義塾大学）　　　　　●成瀬康（情報通信研究機構）                        　　　　　  ●三林浩二（東京医科歯科大学）
●長嶋洋一（静岡文化芸術大学）　　●神永晉（ＳＫグローバルアドバイザーズ(株)）　　　    ●前中一介（兵庫県立大学）
●和泉慎太郎（神戸大学）　　　　　●王建青（名古屋工業大学）　　　　　　　　　　　　●大保武慶（東京工芸大学）
●寒川雅之（新潟大学）　　　　　　●長谷川誠（東京電機大学）　　　　　　　　　　　　●新関久一（山形大学）
●横田知之（東京大学）　　　　　　●久保田博南（ケイ・アンド・ケイジャパン(株)）　　　　 ●樋口雄一（日本電信電話(株)）
●高河原和彦（NTTテクノクロス(株)） ●竹内敬治（(株)ＮＴＴデータ経営研究所）　　　　　  ●小笠原隆行（日本電信電話(株)）
●小山勇也（創価大学）　　　　　　●杉本千佳（横浜国立大学）　　　　　　　　　　　　●孫光鎬（電気通信大学）　　　
●西山道子（創価大学）　　　　　　●渡辺一弘（創価大学）　　　　　　　　　　　　　　●越地福朗（東京工芸大学）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

●生体センサの市場動向と要注目分野
⇒今後需要が伸びるセンサ技術やデバイスは？キラーアプリケーションとなる応用先は？
　ユーザーから求められている計測技術とは？

●デバイス設計開発において求められる要素技術、その課題から対策まで解説
⇒電気回路・アナログ回路・アンテナ設計技術、コモンモードノイズ対策、低消費電力化、ニューラルネットワー
クを用いた信号処理と数理モデリング、MEMSによるセンサの小型化・低コスト化アプローチ、静脈画像の解析
処理技術、生体センサに適した材料設計等

●製品化における考慮事項とその対策
⇒ノイズ対策の具体的手法、求められる５つの安全性、対応要件毎の規格比較、データ収集時の注意点
⇒現行法から見る、参入が比較的容易なジャンルとは？顧客ニーズに対する製品開発までの結び付け方

●生体センシング関連技術の最新事例
⇒ウェアラブル非侵襲型、画像解析やマイクロ波を用いた非接触型、ウェアラブルに頼らない
　センシング技術の開発事例。電源技術、スマートフォンを利用した二次情報の推定手法、外乱の影響を受け
　にくい計測技術などのトピック情報に加え、アプリケーション展開に向けた取り組みまで解説

●各種生体情報の計測手法とデータの見方
⇒収集したデータをどのように活用するか？解析手法、測定原理、商品開発までのポイント

※詳細はHPをご覧ください

検索 ↑ BC180502　情報機構
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FAX

CLP規則対応のラベル・SDS作成
－GHSとの比較・差異の理解と作成の実務－

★CLP規則の要求事項、ラベルおよび SDS作成のポイントとは？
★GHS・JIS との比較・差異とは？

旭硝子株式会社　博士（工学）岡部 正明　著
【ご専門】　化学物質に関するリスクコミュニケーション、環境リスクマネジメント
【ご経歴】 　1983 年　旭硝子株式会社入社　/　2002 年 英国レスター大学 MBA
　　　　　 2006 年　英国スタッフォードシャー大学大学院環境学修士　/ 2007 年　技術士（環境部門）
 　　　　   2008 年　技術士（総合技術監理部門）　/ 2009 年　横浜国立大学環境情報学府　博士（工学）
 　　　　　現在 旭硝子株式会社経営企画本部 SDGs 推進部プロフェッショナル 

こんなことが理解出来ます！

★CLP規則の概要・内容、定義、分類、
区分

★CLP規則に則したラベルおよび SDS
作成のポイント

★CLP第 9次改訂および第 10次改訂の
ポイント

★混合物の分類についての「つなぎの原
則」の理解

★JIS Z 7253:2012 との比較 

著者より
　2009 年 1 月に欧州連合 (EU) で CLP 規制（Regulation on 
Class i f ica t ion ,  Label l ing  and Packaging  of  subs tances  and 
mixtures）が発効した。CLP 規制とは、欧州における化学品の
分類、表示及び包装に関する規制である。欧州域内では、ラ
ベルおよび SDS について CLP 規制に記載内容を合わせる必要
がある。本書は、2017 年 7 月発行の CLP 規則のガイダンス
（Guidance  on  labe l l ing  and  packaging  in  accordance  wi th  
Regulation （EC） No 1272/2008）第 3 版に対応している。これ
は CLP、 規則の物質と混合物の分類は 8 次 ATP（技術的及び
科 学 的 進 歩 へ の 適 合 :adaptation to technical and scientific 
progress）を反映しており、基本的に GHS 改定 5 版に合わせ
ている。
　本書では、ラベルおよび SDS についての基本的な知識があ
る方を対象とし、CLP 規則に準拠した GHS の分類及びラベル
および SDS の作成について解説する。
　今回は、8 次 ATP の後に発表された CLP 規則の第 9 次改訂
および第 10 次改訂のポイントについても触れた。また国内で
は、JIS Z 7253:2012 がラベルおよび SDS を統合したものとし
て 2012 年 3 月に発行されているが、この JIS との相違につい
ても触れている。
　本書が読者の皆様にとって、CLP 規則に準じたラベルおよ
び SDS の理解に少しでも役に立てば幸甚である。

第 1 章　CLP 規則とは
1.　CLP 規則の概要／ 2.　REACH との関係
3.　CLP 規制本文の内容
　3.1　CLP 規則の前文とその解説
　3.2　CLP 規則の本文の内容
　　Ⅰ.　一般的事項／Ⅱ.　危険有害性分類
 　　Ⅲ.　表示書式による危険有害性伝達
 　　Ⅳ.　包装
 　　Ⅴ.　物質の分類と表示の調和と表示のインベントリー
　　Ⅵ.　所管と執行／Ⅶ.　共通事項と最終条項
 　3.3　CLP 規則附属書Ⅰ～Ⅶの内容
4.　CLP 規則の ATP 68
　・9 次 ATP ／・10 次 ATP

第 2 章　CLP 規則で使用される言葉の定義
1.　危険有害性クラス／ 2.　危険有害性区分
3.　危険有害性絵表示／ 4.　注意喚起語
5.　危険有害性説明／ 6.　注意書き／ 7.　物質 8.　混合物
9.　成形品／ 10.　成形品の生産者／ 11.　ポリマー
12.　モノマー　／ 13.　登録者／ 14.　製造／ 15.　製造者
16.　輸入／ 17.　輸入者／ 18.　販売
19.　川下使用者／ 20.　流通業者／ 21.　中間体
22.　単離されない中間体／ 23.　欧州化学品庁
24.　権限当局／ 25.　使用／ 26.　供給者／ 27.　合金
28.　UN RTDG ／ 29.　通知者／ 30.　科学的研究開発
31.　カットオフ値／ 32.　濃度限界／ 33.　区別
34.　M ファクター／ 35.　包装／ 36.　包装材
37.　中間包装材

第 3 章　CLP による分類
1.　火薬類／ 2.　可燃性 / 引火性ガス
3.　可燃性 / 引火性エアゾール／ 4.　支燃性 / 酸化性ガス
5.　高圧ガス／ 6.　引火性液体／ 7.　可燃性固体
8.　自己反応性物質／ 9.　自然発火性液体
10.　自然発火性固体／ 11.　自己発熱性化学品
12.　水反応可燃性化学品／ 13.　酸化性液体
14.　酸化性固体の定義／ 15.　有機過酸化物の定義
16.　金属腐食性物質／ 17.　急性毒性
18.　皮膚腐食性 / 刺激性
19.　眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性
20.　呼吸器感作性または皮膚感作性
21.　生殖細胞変異原生／ 22.　発がん性／ 23.　生殖毒性
24.　特定標的臓器毒性 / 全身毒性（単回暴露）
25.　特定標的臓器毒性 / 全身毒性（反復暴露）
26.　吸引性呼吸器有害性／ 27.　水生環境有害性
28.　オゾン層破壊

第 4 章　CLP 規則に対応したラベル・SDS 作成のポイント
　1.　CLP 規則と GHS の分類区分の違い／ 2.　引火性液体
　3.　急性毒性／ 4.　皮膚腐食性 / 刺激性
　5.　眼に対する重篤な損傷 / 眼刺激性
　6.　吸引性呼吸器有害性／ 7.　水生環境急性有害性
　8.　オゾン層に対する有害性
　9.　CLP 対応 SDS と GHS 対応 SDS の注意点
　10.　CLP 規則のカットオフ値
　11.　新規に SDS の作成が必要になるもの
　12.　危険有害性説明
　13.　注意書き
　14.　EU 独自の危険有害性（ハザードクラス）
　15.　補足ラベル要素／ 16.　包装等に関する特別規則

第 5 章　つなぎの原則
　1.　つなぎの原則／ 2.　希釈 1 ／ 3.　希釈 2
　4.　製造バッチ／ 5.　毒性の高い混合物の濃縮
　6.　ひとつの毒性区分内での内挿
　7.　本質的に類似した混合物／ 8.　エアゾール

第 6 章　混合物の SDS 作成演習（GHS 分類）
 　1.　急性毒性（解説）／ 2.　皮膚腐食性 / 刺激性（解説）
 　3.　引火性液体（演習）／ 4.　急性毒性（経口）（演習）
 　5.　急性毒性（吸入）／ 6.　皮膚毒性（演習）
 　7.　眼に対する重篤な損傷性 / 刺激性（演習）
 　8.　その他の有害性（演習）

第 7 章　混合物の SDS 作成演習解答例（GHS 分類）
 　1.　引火性液体／ 2.　急性毒性／ 3.　皮膚腐食性 / 刺激性
 　4.　眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性
 　5.　その他有害性／ 6.　解説

第 8 章　参考 1　JIS Z7253（ラベル）について
　1.　危険有害性を表す絵表示／ 2.　注意喚起語
　3.　危険有害性情報／ 4.　注意書き／ 5.　化学品の名称
　6.　供給者を特定する情報

第 9 章　参考 2　JIS Z7253（ラベル）について
　1.　化学物質等及び会社情報／ 2.　危険有害性の要約
　3.　組成及び成分情報／ 4.　応急措置／ 5.　火災時の措置
　6.　漏出時の措置／ 7.　取扱い及び保管上の注意
　8.　ばく露防止措置及び保護措置
　9.　物理的及び化学的性質／ 10.　安定性及び反応性
　11.　有害性情報／ 12.　環境影響情報／ 13.　廃棄上の注意
　14.　輸送上の注意／ 15.　適用法令／ 16.　その他の情報
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                                             <第十七改正薬局方対応>医薬品規格および試験方法
                                           ～製剤/原薬・中間体/バイオ・抗体医薬品～

◎JP17対応の申請資料作成や試験法の設定や試験室管理の実務を助ける1冊

第1章　日本薬局方とその動向
1. 日本薬局方について
　1.1　日本薬局方とは　　1.2 日本薬局方の役割
2. 第17局と第16局の差異、位置付けおよび活用方法
　2.1　通則の改正について
　　2.1.1　通則5（貯法の項）について
　　2.1.2　通則12（製造要件の項）について
　　2.1.3　通則34（残留溶媒）について
　　2.1.4　通則35（意図的混入有害物質の項）について
　　2.1.5　通則40（無菌、滅菌、無菌操作の項）について
　　2.1.6　通則44（ホワイトダイヤモンド「◇ ◇」）について
　2.2　その他の改正点について
　　2.2.1　製剤包装通則について 2.2.2　吸入剤関連試験法について
　　2.2.3　参考情報
     「品質リスクマネジメントの基本的考え方」について
　　2.2.4　参考情報
     「医薬品原薬及び製剤の品質確保の基本的考え方」について
　　2.2.5　参考情報
     「プロセス解析工学によるリアルタイムリリース試験における
       含量均一性評価のための判定基準」について
　2.3　類縁物質標準品を用いた純度試験（類縁物質）の設定、
       類縁物質情報とカラム情報の開示について
　2.4　第17局の位置づけ、活用方法について
3．日本薬局方の今後

第2章　低分子化合物による医薬品製剤の規格及び試験方法
1. 医薬品製剤の分類
　1.1　投与経路及び形状、製法、機能あるいは特性などによる
       製剤の分類
　1.2　適用部位及び形状、製法、機能あるいは特性などによる
       製剤の分類
2. 医薬品製剤及び剤型の定義と特性
　2.1　経口投与する製剤
　　2.1.1　錠剤 2.1.2　カプセル剤 2.1.3　顆粒剤
　　2.1.4　散剤 2.1.5　経口液剤   2.1.6　シロップ剤
　　2.1.7　経口ゼリー剤  2.1.8. 経口フィルム剤
　2.2　注射により投与する製剤
　　2.2.1　注射剤
　2.3　口腔内に適用する製剤
　　2.3.1　口腔用錠剤       2.3.2　口腔用液剤
　　2.3.3　口腔用スプレー剤 2.3.4　口腔用半固形剤
　2.4　透析に用いる製剤
　　2.4.1. 透析用剤
　2.5　気管支・肺に適用する製剤
　　2.5.1　吸入剤
　2.6　目に投与する製剤
　　2.6.1 点眼剤  2.6.2　眼軟膏剤
　2.7　耳に投与する製剤
　　2.7.1　点耳剤
　2.8　鼻に適用する製剤
　　2.8.1　点鼻剤
　2.9　直腸に適用する製剤
　　2.9.1　坐剤  2.9.2　直腸用半固形剤  2.9.3　注腸剤
　2.10　腟に適用する製剤
　　2.10.1. 腟錠 2.10.2　腟用坐剤
　2.11　皮膚などに適用する製剤
　　2.11.1　外用固形剤  2.11.2　外用液剤 　 2.11.3　スプレー剤
　　2.11.4　軟膏剤 　　 2.11.5　クリーム剤  2.11.6　ゲル剤
    2.11.7　貼付剤
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3. 規格及び試験方法の設計
　3.1　規格とは
　3.2　「規格及び試験方法」設定における基本的留意点
　3.3　「規格及び試験方法」設定における項目別留意点
　　3.3.1　名　称　　3.3.2　含量規格　3.3.3　性　状　　
　　3.3.4　確認試験　3.3.5　示性値　　3.3.6　純度試験
　　3.3.7　製剤試験　3.3.8　定量法

第3章　１７局方改正生物薬品とこれから生物薬品の課題
1. 遺伝子組換えタンパク質医薬品各条記載の基本形
2. 新規収載品目
　2.1 インターフェロン アルファ（NAMALWA）
　2.2 インタ-フェロン アルファNAMALWA注射液
　2.3 インスリンヒト注射液 2.4 インスリングラルギン
　2.5 リュープロレリン酢酸塩
3. 一般試験法及び参考情報
　3.1 表面プラズモン共鳴法　3.2 糖鎖解析
　3.3 単糖組成分析　　　　　3.4 糖鎖プロファイル解析
4. これからの局方生物薬品
　4.1 抗体医薬品　　4.2 修飾バイオ医薬品

第4章　原薬/中間体
1. 原薬の規格設定及び試験方法の基本的な考え方、留意点
　1.1 薬局方の取扱い
2. 原料、中間体及び資材の規格、試験方法設定の基本的考え方
　2.1 製造工程に対する留意点
　2.2 原料・資材(出発物質、添加剤、包装材料等)に対する留意点 
　2.3 通則12 製造要件 (中間体や製造工程の管理等、
                                    製造過程で留意すべき要件)
3. 第十七改正日本薬局方第一追補の要点から
 3.1 残留溶媒に関する規定 3.2 通則35 意図的混入有害物質について

第5章　医薬品における承認申請資料の作成のポイントと留意点
1.申請資料の記載とCTD-Qの構成
2.規格および試験方法と製剤開発戦略
3. 規格および製造方法の設定
　3.1 物理的化学的性質　　3.2 生物活性
　3.3 純度、不純物、混入汚染物質
4.　承認後規格および製造方法の変更
5.　照会事項の例
　5.1 高分子量タンパク質およびその関連タンパク質の規格について
　5.2 宿主細胞由来タンパク質の含量について
　5.3 高分子タンパク質および関連タンパク質の規格について
　5.4 同じ原薬含量違う製剤の規格
　5.5 他社の同等品試薬の使用に関する指導

第6章　試験室管理について
1. 生データ管理と記録の留意点
 1.1 Data Integrityに関するガイダンスの発出状況
 1.2 ALCOA原則について     1.3 生データとは
 1.4 生データ管理と記録における具体的な要件
  1.4.1　アクセスコントロール    1.4.2　監査認証跡
  1.4.3　バックアップとアーカイブ1.4.4　その他、注意する要件
2. 試し打ち分析の取り扱い
3. OOS調査
 　3.1　OOSの報告/初期調査        3.2　追試験
 　3.3　再試験：試験法の確認と室間差の確認
 　3.4　再サンプリング
　3.5　OOS全体調査(PhaseⅡ)：不適合、逸脱調査
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マテリアルズ・インフォマティクス

執筆者一覧【敬称略・順不同】　

電池・半導体・高分子・医薬品など材料開発の最前線！
AI・機械学習等データ科学が物質・材料研究にもたらすものとは？
各種企業、大学、研究開発法人の第一線で活躍する執筆陣が送る必読の書！

★今までの材料探索とはどう異なるのか？何ができるのか？どうやればできるのか？

豊富な視点、豊富な具体的事例を網羅し活用のヒントを提示！

★機械学習、ベイズ最適化、スパースモデリング、第一原理計算やシミュレーション技術等

基盤となるデータ科学、計算化学の基礎知識をしっかり理解

★記述子の選択法は？各種スクリーニング技術は？データベースの種類は？

材料開発にデータ科学を活用する場合の具体的内容も幅広く網羅

★国内外の研究の進展状況は？今後の材料開発研究に必須の最新動向を掲載

特許戦略等今まで触れられなかったビジネス展開にも言及！新潮流をしっかり把握しよう！

★注目のリチウムイオン電池材料への応用から半導体、電子部品、高分子、

バイオマテリアル、医薬品など有機無機それぞれの材料探索への応用事例を幅広く掲載

●科学技術振興機構 島津 博基

●奈良先端科学技術大学院大学

　　　　　　　　　畑中 美穂

●産業技術総合研究所 永田 賢二

●東京工業大学 大場 史康

●東ソー株式会社 坂下 竜一

●株式会社リガク 小澤 哲也

●物質・材料研究機構 伊藤 聡

●東京大学 船津 公人

●名古屋大学 足立 吉隆

●イノベンティア東京事務所 

                    松下 外

●大阪大学 佐伯 昭紀

●物質・材料研究機構 野田 祐輔

●名古屋工業大学 中山 将伸

●富士フイルム株式会社 奥野 幸洋

●富士フイルム株式会社 後瀉 敬介

●物質・材料研究機構 館山 佳尚

●物質・材料研究機構 袖山 慶太郎

●日本電気株式会社 岩崎 悠真

●株式会社日立製作所 岩崎 富生

●東レ株式会社 茂本 勇

●東京工業大学 林 智広

●理化学研究所 種石 慶

　　～データ科学と計算・実験の融合による材料開発～
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★最新市場データや製品応用に向けた各技術から、商品開発のポイントを正しく把握！
　 セルロースナノファイバー

～実用化に向けた製造・複合化・評価技術～

●CNF市場状況の把握、特許公報から見る実用化のポイントと用途開発の状況
　⇒CNFの特性を活かせる有望な用途や分野は？国内外での生産稼働状況と研究開発動向。
　　CNFの潜在市場、製造コストや使用材料など、参入前に考慮すべき事項を
　　市場データを基に読み解く。

●セルロースナノファイバー製造・分散・複合化技術
　～プラスチック、ゴム中への複合化。CNTとの複合紙作製。CNFナノコンポジットの生産。
　　触媒材料の創出、CNFの染色と熱可塑性樹脂複合材料の作製。
　⇒CNFの添加量は？混練時の凝集防止方法、複合材料の優れた特性や、実用化へのアプローチ
　⇒CNFの各製造技術・工程とその物性評価比較。低コストでの大量製造取り組みなど。

●CNFの状態を簡易的に評価するには？
　～繊維形態、繊維幅や長さ、ファイバー表面性状、分散性、解繊度合いの各評価方法
　⇒近年提案の形態評価方法から、一般的に利用される簡易的手法まで。
　　品質評価の国際標準化動向についても併せて解説。

●製品応用に向けた技術開発及び評価
　～骨補填材、スキンケアベース材、透明導電紙、増粘剤、３Dプリンター用樹脂への応用　
　⇒触感や安定性向上、機能性付加を目的とした技術開発例。
　　各材料への複合化や分散、粉体化手法。特性評価から実用化への課題と解決アプローチなど
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●雲浩靖（オンキヨー（株））
●内田哲也（岡山大学）
●藤井透（同志社大学）
●横田慎吾（九州大学）

※詳細はHPをご覧ください　●検索  ⇒「BC180201　情報機構」



IoTを利用すると何ができるのか？導入したほうがいいのか？

豊富な事例と活用提案で「何をしたらいいのか」「どうすればいいのか」へのヒントが満載！

センサネットワークから人工知能（機械学習・ディープラーニング）との連携まで、生産効率UPに向けたIoT活用に迫る！

●発刊　2018年1月　　●定価　60，000円 + 税　　●体裁　B5判ソフトカバー　303ページ　　

製造現場・工場におけるIoTの利用と可能性　書籍

書籍名【BC180101】

※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

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

☆★詳細な目次をHPに掲載しております　「情報機構　BC180101」と検索！　★☆

●日本システムウエア（株）竹村大助

●東洋ビジネスエンジニアリング（株）菅原一雅

●ベッコフオートメーション（株）高口順一

●日本電気（株）相馬知也

●テクノスデータサイエンス・エンジニアリング（株）池田拓史

●ＮＴＴコミュニケーションズ（株）伊藤浩二

●オプテックス（株）中村明彦

●（株）村田製作所　渡辺貴洋

●沖電気工業（株）山本高広

●（株）インフォコーパス　鈴木潤一 他

ＩｏＴ/ＡＩの活用は製造業に革新をもたらすか？

執筆者一覧【敬称略・順不同・一部省略】　執筆者完全版はHPにてご確認ください！
●富士通（株）藤野克尚

●（株）ＮＴＴデータ経営研究所　竹内敬治

●ＧＥデジタル　金子亮

●（一財）インターネット協会　小野好之

●（株）カスペルスキー　松岡正人

●ＩＰＮＪ 国際特許事務所　乾利之

●（株）日立製作所　鈴木英明

●（株）富士通研究所　長門毅

●（株）電通国際情報サービス　山崎まりか

●（株）エステック　多嘉良佑介

●ＰＴＣジャパン（株）山田篤伸

●（株）明電舎　平馬浩一

●ハネウェルジャパン（株）西田祐介

●（株）沖データ　登正治

●（株）ジェーエムエーシステムズ　袖嶋嘉哉

●（株）ジェムコ日本経営　土屋和広

●ジェイテクト（株）都築俊行

●日本アイ・ビー・エム（株）佐藤信広

●（株）アムイ　山田浩貢

製造現場・工場におけるＩｏＴの利用と可能性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎製造業におけるIoTとは何か？◎
　　　　　　M2MとIoTとAI…製造現場で進む革新とは？スマート工場とは何なのか？Industrie4.0　はじめ海外の動向は？

　　　　　　　　　　　　 ◎IoTとAIによる生産現場の革新‥必要な要素技術とは◎
　　　　　　　　製造現場でAIを活用するにはどうすればいいのか？ディープラーニングは製造現場をどう変えるのか？

　　　　　　　　　　　ニューラルネットワークやSVM、インバリアント分析等の人工知能技術はどう作用していくのか？

　　　　　　　  ◎どんなセンサが必要？センサネットワーク技術は？デバイス面も充実◎
センサの種類や適用例の他　製造業で導入が進むセンサネットワークの概要やLPWAと組込技術など無線通信技術もよくわかる！

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IoTで利用されるウェアラブルデバイスやエネルギーについても解説

　　　　　 ◎何から始めていいのかわからない！実際に運用するための示唆に富んだ内容◎
 費用はどのくらいかかるのか？効果はいつ測定できるのか？なぜ失敗してしまうのか？取り組む前に把握したい必須ポイントから

   　　　　　　IoTプラットフォームの導入、IoTのセキュリティ問題、IoTの知財戦略、人材育成まで実務に役立つ項目多数

　◎製造現場にIoTを導入すると一体何ができるのか？IoT・AI活用の豊富な事例と提案を掲載◎
                           異常検知・画像認識・予知保全といった大本命から操業管理や動線管理、在庫管理など

IoTとAIを用いてできる生産効率向上事例を一挙掲載！中小企業におけるIoT活用、食品製造など業種によるIoT活用事例もわかる



                                             医療機器QMS対応における注意点
                                           ＜関連規制・リスクマネジメント対応・査察・対応文書・Q&A＞

◎医療機器QMSで知っておくべき重要ポイントをまとめた1冊

第1章　医療機器開発とQMS
　1.医療機器の特性(他の工業製品との相違点・類似点)
　2.医療機器の開発プロセスと留意点
　3.医療機器開発と製品登録(承認・認証・届)
　4.医療機器開発業許可(製造販売業者と製造業者の責任)

第2章　医療機器に関連した規制・法規と
                          医療機器事業化における位置づけ
　1.医療機器等法
　2.QMS省令　
　3.QMS/ISO-13485-2016確立の道具立て
　4.業態の連携とQMS/ISO-13485-2016
　5.QMSに命を吹き込む道具立て
　6.ISO 14971
　7.CEマーキング
　8.医療機器事業化におけるQMS/ISO-13485-2016
    確立の大きな意味　　　
　9.システム化率を容易にするために

第3章　医療機器QMS対応の考え方
　1.医療機器のQMS  2.医療機器QMSの考え方
　3.QMS省令  4.監視測定 5.日本独自の要求事項

第4章　QMS対応で品質保証上で必要な文書・記録
　1.品質保証上必要な文書・記録の考え方
　2.QMS全体の枠組みで必要となる文書化とその注意点
　3.製品実現プロセスにおける
　4.開発段階における当該製品に関わる文書・記録の注意点
　5.製造・その他段階における当該製品に関わる
    文書・記録の注意点
　6.その他文書化および記録の注意点

第5章　医療機器QMSにおける査察対応への注意点
　1.適合性調査に伴い、留意すべきこと
　2.認証機関の役割
　3.指摘事例の傾向
　4.回収とのかかわり

第6章　医療機器におけるリスクマネジメント
　1.リスクマネジメントが要求される規制や規格
　2.リスクマネジメントの定義とリスクの考え方
　3.対象とする特定の医療機器に対する活動
　4.リスク分析
　5.リスク評価
　6.リスクコントロール
　7.残留リスクの全体的な受容可能瀬の評価
　8.リスクマネジメント報告書、その他の記録
　9.製造および製造後対応

第7章　医療機器QMS関連内容 Q&A　
 第1問　
    JIST 14971のD.6リスク/効用分析に関して、本文の判断基準
  の項で”一般的な側面についての詳細な指針はない”とあるよ
  うに、いまひとつアプローチの標準化に困っている。
  どのように考えればよいか？　

※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。
★ 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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医療機器QMS対応における注意点　書籍

発刊:2017年12月末 体裁:B5判ソフトカバー 148頁 定価:35,000円+ 税 ISBN 978-4-86502-144-8

 第2問
    JSIT 14971の付属書Hに関して、リスクモデルの図H.1でのハザードの
  所在に製造業者、検査室、医師が設定されてるが、それぞれで実施され
  ているリスクマネジメントの対策（各事象への介在）を含めたリスク
  シナリオの妥当性をどのように判断すればよいか？
 第3問　
   工程バリデーション（製造工程のバリデーション）を、QD、IQ、OQ、PQ
  の段階で捉えがちだが、全ての事情に当てはめられるのか？また他の
  合理的な考え方はあるのか？
 第4問　
   プロセスバリデーションはいつ、どのように、どうやって実施すれば
  よいか？
 第5問　
   品質目標を末端従業員まで浸透させるにはどのように教育訓練を行えば
  よいか？
 第6問　
   手直し手順書の作成について、どのタイミングでどのような考えで作成
  すればよいか？
 第7問　
   教育訓練の記録「何を学んだのか、何を教えたのか、教育した相手は
  きちんと理解に富んでいるのか」を記録に書かせているが、記載方法が
  形骸化してしまい、本来の「職員の力量と認識」の向上に繋がっていない
  効果的な教育訓練についてどのように考えればよいか？
 第8問　
   市販後対応、特にPMDA報告や回収をどのような考え方で回収要否を決定
  するのか？
 第9問　
   苦情処理における顧客への対応方法について、どのように考えれば
  よいか？
 第10問 
   体外診断用医薬品の承認品目のQMSと認証品目のQMS更新が重なる時は、
  どこにQMS更新を申請すべきか？（PMDA？）
 第11問 
   品質システム維持の上でのリスクマネジメントの関与の仕方について、
  どのように考えればよいか？
 第12問 
   医療機器におけるリスクマネジメント」について「設計・開発工程」を
  持たない場合のリスクマネジメントについてどのように考えればよいか？
 第13問 
   新法になってからの“主たる組立て”製造所について、講習会等で
 【製造実態がある施設のうち実質的に責任を有する施設を登録する】と
  解説されたが、この製造実態がどのレベルかよく見解が分かれ、新たに
  QMS調査が必要になる場合があるため悩んでいる。この”主たる組立て”
  をどう捉えればよいか？
 第14問 
   QMS規制上で医療機器、医薬品、体外診断薬はどのような差異やすみわけ
  がなされているのか？
 第15問 
   滅菌工程は、バイオバーデン管理を含むのか？
 第16問 
   内部監査は同部署で行ってはダメなこともあり、3役を最低人数で置いて
  いる場合はどの様に対応すればよいか？
 第17問 
   医療機器の包装表示の業務に従事しており、医療機器のリスクマネジメ
  ントのISO14971:2007(JIS T 14971)の規格に適合させるために医療機器
  本体や容器・被包に記載すべき事項はあるか？



〈創薬・臨床・薬物動態実務試験のための〉

　　　　　　　　　　LC-MS/MS定量分析の基礎

◎医薬品開発におけるHPLC・LC-MS・LC-MS/MS分析手法を記した書籍

＜第1部　医薬品開発における定量分析及び分析器の基礎＞
第1章　概要
第2章　定量分析における質量分析の流れ
 1.LC-ESI-MSインターフェイス   2.分析器のスキャンとSIMおよびSRM
 3.HPLCカラムの選択            4.高感度定量法における前処理
 5.Validation data             6.臨床試験の準備
 7.イオン化効率とマトリックス
 8.HPLC(高速液体クロマトグラフ)の進歩
 9.HPLCの理論段数の国際統一の必要性
 10.LC-MS/MSの必要性とメソッド開発のポイント
 11.医薬品開発研究と薬物定量分析におけるLC-MS/MS定量分析
第3章　MSの基礎
 1.プロトン化分子(後付け；分子起動法に基づいたプロトン化分子の生成)
 2.脱プロトン化分子            3.複素原子のプロトン化分子の開裂
 4.多重結合π電子のプロトン化分子の開裂
 5.分子軌道法に基づいたプロトン化分子のフラグメンテーション
 6.励起電子状態・振動励起状態・フラグメンテーション・準平衡理論
 7.環状化合物の開裂            8.多方向分枝結合の歪による開裂
 9.MSnのフラグメンテーション  10.イオン化

第4章　薬物動態研究と定量分析
 1.血中濃度(blood concentration)     2.In vitro 代謝試験
 3.ロボットを用いた探索代謝          4.In vivo 代謝試験
 5.薬物動態とRegulatory Science

第5章　分析法バリデーションの考え方
 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
 4.臨床試験における薬物定量分析法バリデーション
 5.実試料分析

第6章　薬物相互作用と定量分析
 1.薬物相互作用とは？ 2.薬物動態学的相互作用～重要性も踏まえた～
 3.CYPによる薬物代謝 4.薬物の相互作用を回避したドラックデザイン

第7章　LC-RI-ESI-MSによる標準物質のない代謝物の定量分析
 1.LC-RI-MS/MS法
 2.TBのLC-RI-MS/MS法による標準物質のない代謝物のMIST評価
　3.LC-RI-MS/MS法のマトリックス効果と対策
 4.使用した基質とLC-RI-MS/MS法の測定機種の影響と
  マトリックス効果の対策

＜第2部　薬物定量分析の実例と応用＞
第1章　向精神薬のZotepineのEDC-GCおよびGC-MSによる高感度定量法
 1.ZotepineのGC-MSによる高感度定量法
 2.ZotepineのGCによる高感度定量法
 3.ZotepineのGC-MSによるin vitro代謝物構造解析

第2章　抗痴呆約エキシホンのGC-MSによる高感度定量
 1.エキシホンの化学構造式      2.エキシホンの前処理
 3.エキシホンのGC-MS測定条件   4.エキシホンの検量線
 5.エキシホンのヒト血漿中濃度のGC-MS定量法の再現性
 6.エキシホンのヒト全血中安定性
 7.エキシホンのヒト血漿中安定性
 8.エキシホンのヒト血漿中-20℃凍結保存中の安定性

※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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〈創薬・臨床・薬物動態実務試験のための〉LC-MS/MS定量分析の基礎　書籍

　　　　著　者　：　戸塚 善三郎　氏　

第3章　消炎剤FR62156蛍光検出器付きHPLCによる高感度定量
 1.FR62156と内部標準物質の化学構造式 2.FR62156の前処理
 3.FR62156のHPLC測定条件         4.FR62156のHPLC Chart
 5.FR62156の検量線
 6.FR62156の蛍光検出器付きHPLC定量法の再現性

第4章　第3世代セフォロスポリン
 1.ペニシリンの薬物速度論パラメーター
 2.第3世代セフォロスポリンの創薬合成
 3.第3世代セフォロスポリン経口剤セフゾンの代謝物の構造決定
 4.3Hまたは14C表紙期待のADME(吸収、分布、代謝、排泄)試験
 5.スタフィロコッカス耐性菌に有効な
   第3世代セフォロスポリンのセフォセリス
 6.RI表紙期待を用いた臨床試験

第5章　免疫亢進剤FK565の臨床試験の薬物濃度EIA定量法
 1.FK565-BSA抗原とFK565-Gal蛍光発色誘導体の合成
 2.FK565-BSA抗原による抗体産生
 3.FK565-ポリクローナル抗体、FK565-Gal、
   4MUGサンドイッチFK565-EIA法

第6章　免疫抑制剤FK506の臨床試験の薬物濃度LC-MS定量法
 1.FK506の化学構造式 2.FK506の高感度定量法  3.LC-MS測定条件

第7章　MSnのフラグメンテーションによるTiaramideと
       代謝物の構造解析
 1.Tiaramideのプロトン分子
 2.Tiaramideのプロトン分子の(MS)nフラグメンテーション
 3.Tiaramideの代謝物とそれらのESI ion trap MS
 4.Tiaramideのin vivo 代謝物  5.TiaramideのEIマススペクトル

第8章　FK888
 1.FK888の生体試料中濃度測定法   2.FK888の放射能濃度測定法
 3.FK888の吸収         4.FK888の分布 5.FK888の蛋白結合
 6.FK888の血球への分配 7.FK888の代謝 8.FK888の排泄
 9.FK888の薬物相互作用10.FK888のPhase I 臨床試験

第9章　創薬の研究の変遷　プロテオーム、
       バイオマーカーのLC-MS研究
 1.ヒト成長ホルモン「ソマゾン」LC-MS法
 2.プロテオーム、トランスクリプトーム、
   メタボロームとバイオマーカー
 3.薬物の活性代謝物とタンパクの共有結合体のLC-MS/MS解析
 4.核酸医薬品の臨床試験

第10章 マイクロドーズ臨床試験
 1.マイクロドーズ臨床試験での薬物濃度のLC-MS定量法
 2.マイクロドーズ臨床試験での薬物代謝物の構造解析
 3.Fexofenadineのマイクロドーズ臨床試験の線形性
 4.QuinidineとVerapamileのマイクロドーズ臨床試験の非線形性
 5.Nicardipineマイクロドーズ臨床試験での
   代謝物検索と定量分析
 6.14C-標識体のマイクロドーズ臨床試験の
   AMSによる薬物濃度測定
 7.ポジトロン(11C,13N,15O,18F)標識体の
   PETによるマイクロドーズ臨床試験

発刊:2017年11月末 体裁:B5判ソフトカバー 352頁 定価:46,000円 + 税 ISBN 978-4-86502-143-1
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　高分子添加剤（安定剤）　書籍

【目次】　※より詳細な目次は弊社HPをご確認ください。

紙面の都合上、本ご案内は簡易版です。
詳細な目次等は弊社ホームページをご覧ください！

検索ワードは→「BC171102　情報機構」

高分子添加剤（安定剤）
―劣化・安定化メカニズムから、実践的な配合事例・トラブル対策まで―

※「---」の後の数字はページ数です。

【第１部】基礎編（基礎理論）
第１章　高分子の劣化
　１．劣化因子と劣化現象 --- 3
　２．劣化機構 --- 4
第２章　高分子の安定化
　１．安定剤の種類 --- 12
　２．安定化機構 --- 12
　３．酸化防止剤（AO）の安定化メカニズム --- 13
　４．光安定剤の安定化メカニズム --- 18
　５．金属不活性化剤の安定化メカニズム --- 25
　６．熱劣化防止剤 --- 26
　７．安定剤の機能分類は何を表しているか？ --- 28

【第２部】応用編（実用）
第１章　安定剤配合設計の基本的考え方と留意点
　１．安定剤配合設計の留意点 --- 31
　２．安定剤の性能評価フロー --- 33
　３．相乗作用と拮抗作用 --- 37
　４．加工安定処方 --- 38
　５．耐熱処方 --- 42
　６．耐候処方 --- 48
第２章　外観不良・欠陥のメカニズムと対策
　１．変色問題 --- 52
　２．ブリード問題 --- 61
　３．フィッシュアイ問題 --- 64
　４．光沢低下問題 --- 67
　５．クラック問題 --- 69

●著者　八児 真一 氏　※元・住友化学株式会社、共同薬品株式会社など添加剤一筋44年！（書籍発刊時）
●価格　32,000円 + 税
●発刊　2017年11月　　　●体裁　B5判ソフトカバー・125ページ　　　●ISBN　978-4-86502-141-7

【第３部】考察編（理論的考察）
第１章　熱劣化と熱酸化劣化について --- 73
第２章　Sumilizer GMと1076との熱酸化劣化と熱劣化の比較試験 --- 77
第３章　Sumilizer GMの二官能安定化機構の検証について --- 79
第４章　両ヒンダードフェノール系
　　　　　酸化防止剤が何故熱劣化防止しないのか？ --- 86
第５章　押出機の中は、熱劣化か？熱酸化劣化か？について --- 87
第６章　Sumilizer GS がSumilizer GM より優れる理由について --- 92
第７章　理論的アプローチから開発された安定剤について --- 98
第８章　高分子材料の変色問題に関する疑問点について --- 102
　（Q1）暗所変色の原因は
　　　　すべてフェノール系酸化防止剤（AO）か？ --- 102
　（Q2）紫外線を照射して退色するのはなぜか? 
　　　　また、そのメカニズムは？ --- 102
　（Q3）黄変とピンキングは同じ原因か？ --- 102
　（Q4）なぜ、黄変とピンキングのトラブルは
　　　　いつも起こらないで、稀にしか起こらないのか? --- 103
　（Q5）簡便なNOx試験法は？  --- 104
第９章　スパンデックス用添加剤処方について --- 105
第１０章　今後の新規安定剤（AO, HALS, UVA）の開発の可能性 --- 115
　１．フェノール誘導体 --- 115　 ２．クレゾール誘導体 --- 119
　３．キシレノール誘導体 --- 120　４．HALS --- 120　５．UVA --- 122
　６．化審法登録新規酸化防止剤 --- 123　７．まとめ --- 124

※数量無記入の場合は１冊となります。
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★法務～最新技術～企画・システム設計～利活用まで、計１９の適用事例を中心に幅広く詳述
機械学習や人工知能を、本気で実務に活用されたい方々へ。導入から運用までの道筋を示します！
　

実務活用に向けた運用設計と取り組みの具体的事例
【製造業・開発／マーケティング／自動車／金融／環境／農業／医療】
●どのようにデータの収集を行うのか？
　⇒センシング技術と用いるデバイス／必要なデータの種類や量／データ収集時に注意すべき点
●社内外に眠るデータの取り扱い方から学習におけるポイント
　⇒ビッグデータの取り扱い方／データが少ない場合の工夫点／精度向上手法／学習手法の選定基準と
　　学習工程／乱雑なデータの検証
●実業務への適用。システムの理論から運用・活用方法について
　⇒課題設定から解決のプロセス／導入時に発生する問題と解決方法／サービスの開発工程と運用実績

実務で機械学習・人工知能を活用する為に。企業として、現場として必要な要件とは？
●AI、機械学習は万能ツールではない！適切な応用先の把握とマネジメントモデルの構築指針
●導入にあたり必要な人材・組織の在り方・AIプラットフォームの特徴と活用方法を解説
●事故に対する責任の所在、データの収集と権利化、AI生成物などにまつわる法務的課題の検討

目的別に見る機械学習手法の解説～各手法の得意・不得意を正しく理解！
●業務で抱えている課題に対し、何が最適なアプローチか？どんな手法を用いるべきか？
●各アルゴリズムの情報を集約！プログラミング経験が無い方でも、ロジックをしっかり理解できます

主流のツールから言語の扱い方まで具体的に学べる！
●話題の「ディープラーニング」。その理論と使い方。何ができて何ができないのか？
●Chainer、Tensorflow、Kerasなど・・・サンプルコードを用いた画像＆言語＆センサデータ処理の解説
●Python、R・・・何故人気なのか？その特徴とデータ解析例

　

機械学習・人工知能　業務活用の手引き
～導入の判断・具体的応用とその運用設計事例集～

●室住淳一（アビームコンサルティング(株)）
●辻本希世士（辻本法律特許事務所）
●辻本良知（辻本法律特許事務所）
●濱上知樹（横浜国立大学）
●山下隆義（中部大学）
●太田桂吾（応用技術(株)）
●湯山茂徳（日本フィジカルアコースティクス(株)）
●安藤康伸（産業技術総合研究所）
●三嶋英俊（三菱電機(株))
●永田毅（みずほ情報総研(株)）

●檜作彰良（みずほ情報総研(株)）
●橋本大樹（みずほ情報総研(株)）
●玉垣勇樹（みずほ情報総研(株)）
●榊原伸介（ファナック(株)）
●野崎直行（富士通アドバンストテクノロジ(株)）
●馬場光男（ルネサスエレクトロニクス（株））
●池田拓史(テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株))
●里洋平（DATUM　STUDIO(株)）
●坂慎弥（(株)プラスアルファ・コンサルティング）
●森正弥（楽天(株)）

●松澤智（NTTデータ先端技術(株)）
●城塚音也（NTTデータ先端技術(株)）
●山田賢治（(株)アクティブコア）
●宮本和明（VentureClef, LLC）
●斉藤常治（学びing(株)）
●設楽竜也（(株)シタラ興産）
●村川弘美（日本電気(株)）
●田中博（東京医科歯科大学）

※詳細はHPをご覧ください
検索⇒『BC171101　情報機構』



ＧＣＰシステム監査
-システム監査の基礎と実践、ベンダー選定とオーディットへの応用-

◎本GCPシステム監査について、これほど詳細に記述した類書はありません。

第1章　医薬品GCP省令におけるシステム監査
　1.個々の治験の監査とシステム監査   2.治験のシステム
　3.その他の施設    4.保証型監査と助言型監査

第2章　システム監査の流れとそのポイント
　1.監査手順書の作成
　　1.1 監査手順書の記載事項　1.2 監査様式　1.3 監査担当者の要件
　2.監査計画書の作成
　　2.1 監査計画立案のタイミング　　2.2 監査計画書の記載内容
　3.監査実施の通知
　　3.1 治験依頼者への監査実施通知　3.2 実施医療機関への監査実施通知
　4.チェックリストの作成
　　4.1 チェックリストの利用　　4.2 既存のチェックリストの流用
　　4.3 必須文書一覧の利用　　　4.4 被監査部門の手順書等の活用
　5.監査の実施
　　5.1 資料の閲覧(Dcument Review)　5.2 インタビュー(Interview)
　　5.3 ツアー(Tour)
　6.監査終了から報告まで
　　6.1 監査所見のまとめとピアレビュー(Peer Review)
　　6.2 監査所見の重み付け　　　　　
    6.3 監査報告書案の作成
　　6.4 監査報告書の作成と提出
　　6.5 実施医療機関への監査報告書の提出
　　6.6 監査証明書の作成の必要性
　7.監査後の対応
　　7.1 監査結果のフィードバックとCAPA　7.2 フォローアップと再監査
　　7.3 実施医療機関に対する監査結果のフィードバック

第3章　治験依頼者に対するシステム監査
　1.監査計画書の記載
　　1.1 監査の対象と被監査部門名　1.2 目的　　1.3 基準文書
　2.組織構造(組織図、担当者、指名要件)
　　2.1 GCP組織　　　2.2 担当者、指名要件
　3.手順(手順書)
　　3.1 手順書と記載事項      3.2 手順書の改定
  4.プロセス
　 4.1 教育訓練      4.2 記録の保存
  5.資源(ITシステム)
  6.ファシリティー（保管室、サーバールーム等）
 　6.1 ファシリティー監査      6.2 ファシリティ共通の監査着眼点
　 6.3 ファシリティの災害対策  6.4 治験薬保管室
　 6.5 資料保管室              6.6 サーバールーム

第4章　実施医療機関に対するシステム監査
 1.実施医療機関と治験審査委員会のシステム監査
　1.1 実施医療機関におけるシステム監査
　1.2 実施医療機関の規模による監査環境の違い
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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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GCPシステム監査-システム監査の基礎と実践、ベンダ選定とオーディットへの応用- 書籍

　　　　　　　　著　者：株式会社エスアールディ　大場 誠一　氏　

●本書のポイント●
■著者より
 　本書は、治験依頼者の監査担当者としての視点で記載していますが、監査対象となる治験依頼者の被監査部門や実施医療機関、さらに
各種ベンダーが現行の治験のシステムが規制要件を満たしていることを自ら確認し、より良いシステム構築を目指す際の参考書として活用できます。

 2.実施医療機関
 　2.1 実施医療機関の要件       2.2 実施医療機関の組織
 　2.3 実施医療機関の手順       2.4 治験薬保管場所の確認
 　2.5 治験事務局、資料保管場所 2.6 検査の実施プロセス
 3.健康成人試験専門施設
 　3.1 施設の施錠管理状況及び災害時対応の確認
 　3.2 ボランティア居住環境の確認
   3.3 治験事務局へインタビュー
 4.治験審査委員会(組織、手順書、教育訓練)
 　4.1 治験審査委員会に対する監査4.2 治験審査委員会の組織
 　4.3 治験審査委員会の手順(手順書)
 　4.4 治験審査委員会のプロセス  4.5 治験審査委員会の資源

第5章　ベンダーの監査と管理
 1.その他の施設に対する監査
 　1.1 治験に関わるベンダー    1.2 ベンダーオーディット
 2.CROと薬物濃度測定機関に対するベンダーオーディット
 　2.1 開発業務受託機関(CRO)   2.2 薬物濃度測定機関
 3.その他のベンダーオーディット
 4.ベンダー管理

第6章　ベンダーの選定と要件調査
 1.ベンダーの選定
 2.要件調査の手順書、計画書、報告書の作成
 　2.1 GCP省令と要件調査     2.2 要件調査手順書の作成
　 2.3 要件調査計画書の作成  2.4 要件調査票の作成
   2.5 要件調査実施通知書    2.6 訪問による要件調査
　 2.7 調査結果の報告と委託の決定
 3.ベンダー共通の調査内容
　 3.1 バックアップの確認
　 3.2 組織体制(組織図、担当者、指名要件)
　 3.3 手順(手順書)  3.4 教育訓練  3.5 人員3.6 ITシステム
　 3.7 ファシリティー(保管施設、サーバールーム)
第7章　各種ベンダーにおける要件調査票
 1.開発業務受託機関、治験施設支援機関
　 1.1 開発業務受託機関の調査票
   1.2 治験施設支援機関の調査票
 2.健康成人試験専門施設
 3.中央検査機関(臨床検査機関、薬物濃度測定機関)
　 3.1 臨床検査機関の調査票 3.2 薬物濃度測定機関の調査票
 4.治験薬製造施設、治験薬保管施設、治験薬運搬業者
　4.1 治験薬製造施設の調査票 4.2 治験薬保管施設の調査票
　4.3 治験薬運搬業者の調査票
 5.資料保管会社の調査票
 6.EDCベンダーの調査票
 7.その他のベンダー
　7.1 症例登録センターの調査票 7.2 治験薬割付業者の調査票
　7.3 統計解析業者の調査票     7.4 翻訳業者の調査票
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塗膜をよくするテクニック

執筆者一覧【敬称略・順不同】　

★塗料・塗装機器・自動車・分析評価等各分野のメーカー技術者から
　塗装を知り尽くしたベテラン技術者まで、幅広い執筆陣が塗装・塗膜のポイントを詳解★

　　　　　　　　　　　｢塗料」「塗布」「乾燥」各工程からみる塗装のポイントがわかる
　　  塗料の設計・構成と塗膜の関係は？塗料の添加剤の特徴と使い方は？乾燥時の欠陥はなぜ起こるのか？

　　均一塗布・均一乾燥のポイントは？塗布膜乾燥のメカニズム、乾燥装置の取り扱いから実務まで細かく解説！

　　　　　　　　　　　　　　良い塗膜を作るために必須の物性制御について詳説
　　　　　付着性・密着性を向上するには？膜厚制御の方法は？塗装の粘弾性制御、レオロジーの活用法は？

　　　　 各種塗装法の特徴・違いと塗装機器の取り扱いを各メーカ—技術者がそれぞれ解説
　　　　　　　　　　　　　　　　 スプレー塗装、ダイ塗布、ロールコータ、カーテンコータ…　　

　　　　　　 各種塗装の利点とは？それぞれに起こるトラブルとは？塗装機器の仕組みと取り扱いとは？ 

　　　　　　　　　　　　塗膜分析・塗膜評価・シミュレーションについてもよくわかる
　     塗膜の組成分析・密着性評価から各種耐候性試験の概要、劣化評価まで詳説！評価機器の最新動向も掲載

　          塗布・乾燥シミュレーションの基礎知識から3Dプリントシミュレーションまで徹底理解！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 充実のトラブルシューティングを掲載
　              硬化不良や密着不良の対策は？ハジキやタレ、ムラなどの塗装トラブル対策から

　        フクレ・ワレ・剥がれなどの劣化対策までしっかり理解！現場での欠陥対応の進め方にも言及

　　　　　 化学物質法規制対応や自動車塗装の問題など注目の実務ポイントをおさえる
　   　　　　　　　　　　 重ね塗りのポイントは？塗装における静電気の防止と活用は？
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●ダイハツ工業（株）神澤啓彰　　●日本塗料工業会　渡辺健児　　●ステンレスペイント（株）長尾五郎　

塗料・塗装・乾燥・分析評価・

トラブル対策からみる

コーティング・塗布に

　　必携の一冊！
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医薬品GMP監査員必携
◎本書籍は雑誌 GMPeopleにて"2015年4月～2016年3月"の期間の連載記事に追記・調整を行った内容です。

第1章 GMP 監査とQM におけるQA 及び監査の役割とは
　1. GMP 監査の基本的な考え方 
　2. リスクマネジメントベースでの医薬品品質マネジメントシステム(PQS)
     体制の構築
　3. QA 及び監査部門・部員の心構え・行うべき業務

第2章 GMP 監査体制の確立と体系的及び計画的監査の進め方
　1. GMP 監査組織・体系の構築・確立
　2. GMP 監査員養成の教育システム構築
　3. 効率的・効果的なGMP 監査作業計画の立て方・進め方

第3章 製品品質照査と継続的改善のポイント
　1. 継続的改善に必要な製品品質照査とその目的
　2. 製品品質照査の進め方
　3. 製品品質照査報告書の作成方法
　4. 継続的改善のポイントとヒューマンエラーへの対応

第4章 GMP システム監査
　1. システム監査の必要性及び意義
　2. システム監査技法 

第5章 6 サブシステムアプローチの留意点
　1. 6 サブシステムの概要
　2. 6 サブシステム監査とGMP 要素
  3. 6 サブシステム監査の焦点 　
　4. 6 サブシステム査察への対応

第6章 GMP 監査の対象となるQMS文書・記録（事例）
　1. QMSの文書化
　2. 文書作成と管理のポイント
　3. PIC/S GMP の上乗せ要求文書のポイント
　4. 使いやすいSOP 作成の留意点

※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！
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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

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

書籍名【BA170803】
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

医薬品GMP監査員必携　書籍

　
第7章 内部監査（自己点検）のポイント
　1. 内部監査と自己点検 2. 計画段階の留意点 3. 準備段階の留意点
　4. 実施段階の留意点   5. フォローアップ段階の留意点

第8章 外部監査（委託先監査・供給者監査）のポイント
　1. 委託先監査計画・準備段階の留意点
　2. 委託先監査実施段階の留意点
　3. 供給者監査計画・準備段階の留意点
　4. 供給者監査実施段階の留意点
　
第9章 文書監査のポイント
　1. 文書監査とは
　2. 製品標準書・3 基準書・9 手順書の調査 
　3. その他要求文書の調査

第10章 GMP 監査計画書及び監査チェックリスト作成の留意点
　1. 監査計画書作成の留意点
　2. 監査チェックリスト作成の留意点 

第11章 実地監査の留意点及び監査所見の作成の留意点
　1. 実地監査（全般）の留意点
　2. 情報収集時の留意点
　3. 監査所見の作成の留意点

第12章 監査報告書作成及び改善措置報告書に対する検証のポイント
　1. 監査報告書作成のポイント
　2. 改善措置報告書に対する検証
　3. 改善措置のフォローアップ手順

第13章 医薬品原材料におけるGMP 監査及びGDP を踏まえた監査の留意点
　1. 原材料調達先への監査のポイント
　2. 医薬品原材料におけるGDP の考え方と監査

　　　　　　　　著　者：　帝人株式会社　岡本 真人　氏　

●本書のポイントおよび学習できること●
〇医薬品品質マネジメントシステム（PQS）とGMP・GQPの関係とGMP監査の基本的な考え方とは？
〇PQSにおけるリスクマネジメントとはどのように考えてればよいか？
〇QA部門と監査部門の関係と体制およびGMP監査の体制と教育訓練の手法をどのように考えればよいか？
〇製品品質照査の目的とは何か？実施する上での体制・時期・進め方・注意点を解説
〇GMPシステム監査の概要と6-サブシステムの対応ポイントはどこか？
〇監査で対象となる文書・記録の方針および管理についてどのように考えていくべきか？
〇内部監査(自己点検)の準備と実施・フォローアップの流れと注意すべきポイントとは？
〇外部監査における実施段階で確認すべきことや心構えについて解説。
〇実地監査の際の準備と進め方および注意すべきポイントとは何か？
〇文書監査時にどの文書のどこをに注意すべきか？
〇監査に先立って作成される監査計画書の考え方と使い勝手のいい監査チェックリストをどのように作成すべきか？
〇汎用(製剤)原材料(原薬を含む)の供給者に特化した形で輸送品質を含めた調達先としての監査をどのようにすべきか？
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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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データインテグリティの要件と解説
－当局の考え方とその対応例－

★業界初！「データインテグリティ」発刊です！

第1章　データインテグリティに関するガイダンスの発
出状況

第2章　MHRA（英国医薬品・医療製品規制庁）の動向と
データインテグリティガイダンス

2.1　MHRAが近年の査察状況レポートを発表
2.2　MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry 

March 2015の発出

第3章　WHOのデータインテグリティに関するガイダン
ス21

3.1　WHO「GUIDANCE ON GOOD DATA AND RECORD 
MANAGEMENT PRACTICES」の概要とその要点

　　　1. 「はじめに」とその要旨 / 2. ガイダンスのねらいと目的
　　　3. 用語 / 4. 原則
 　　　Appendix 1 付録1（抜粋）
　　　　・Attributable　帰属性
　　　　・Legible, traceable and permanent　判読可能、追跡可能、
　　　　　永続的
　　　　・Contemporaneous　同時性 ・オリジナル記録のレビュー
　　　　・オリジナル記録または認定された真正なコピーの保管
　　　　・Accurate　正確であること
第4章　FDA「Data Integrity and Compliance With CGMP 

Guidance for Industry」の構成とその概要
 　1.1　「はじめに」の概要 / 1.2　「背景」の概要
 　1.3　「質疑応答」の内容
 　　Q1. CGMP記録に関連する以下の用語を明確にしてください。
 　　　　a. 「データインテグリティ」とは?
　　　　 b. 「メタデータ」とは?
　　　　 c. 「監査証跡」とは?
　　　　 d. FDAは記録形式に関して用語「スタティック」と「ダイナ

ミック」をどのように使い分けているか?
　　　 　e. FDAは§211.68（b）において用語「バックアップ」をどの

ように使用しているか?
　　　　 f. §211.68（b）における「コンピュータまたは関連システム

」の「システム」とは何か?
 　　Q2. 意思決定からCGMPデータを除外することが許容されるのは

どのような時か?
 　   Q3. コンピュータシステム上の各ワークフローをバリデートする

必要があるか?
 　　Q4. CGMPコンピュータシステムへのアクセスはどのように制限

するか?
 　   Q5. なぜFDAはコンピュータシステムの共有ログインアカウント

使用を懸念しているのか?
 　　Q6. ブランクフォームはどのように管理されるべきか?
 　　Q7. 監査証跡はどのくらいの頻度でレビューすべきか?
 　　Q8. 監査証跡は誰がレビューすべきか?
 　   Q9. 電子コピーを紙や電子記録の正確な複製として使用すること

は可能か?
 　　Q10. FT-IR装置等、スタンドアロン コンピュータ試験装置の元

電子記録の代わりに、紙印字出力や静的記録を保存すること
は許容できるか?

 　　Q11. マスター製造記録の手書き署名の替わりに電子署名の使用
は可能か?

 　　 Q12. 電子データはいつCGMP記録になるのか?　　　　　
 　　Q13. なぜFDAは警告文書において「システム適合」や試験、調

剤、または平衡試験実施時の実サンプル使用を指摘したのか?
 　　Q14. 再処理された試験室クロマトグラフィーのみからの最終結果の

保存は許容可能か?
 　　Q15. 潜在的なデータ改ざん等の品質問題に関する社内情報は、文書

化されたCGMP品質システムの範囲外で非公式に扱うことは可
能か?

 　　Q16. 通常のCGMPトレーニングプログラムの一環として、データイ
ンテグリティ問題の検知トレーニングを個人に対して実施すべ
きか?

  　　Q17. FDA査察官には個人の電子記録を見ることが許されるのか?
 　　Q18. 査察中、警告文書中、またはその他規制措置において検知した

データインテグリティの問題について、FDAはどのように対処
するか?

第5章　PIC/S GUIDANCE「GOOD PRACTICES FOR DATA 
MANAGEMENT AND INTEGRITY IN REGULATED　
GMP/GDP ENVIRONMENTS」の構成とその概要

　はじめに / 目的 / 範囲
 　データガバナンスシステム
　　　1.データガバナンスとは? / 2.データガバナンスシステム
　　　3.データガバナンスへのリスクマネジメントアプローチ
　　　4.データ重要度 / 5.データリスク
　　　6.データガバナンスシステムのレビュー
　　　8.紙記録の運用とデータインテグリティにおける考慮事項
 　　  9.電子記録の運用とデータインテグリティにおける考慮事項
 　　 11.データインテグリティ調査結果に応じた規制措置

第6章　データインテグリティに関する取組み事例
6.1　PDAアイルランド支部における「データインテグリティセミナー」
6.2　規制当局（HPRA）から見たデータインテグリティ
　　　■ 査察時の着目点　■ 不適合の事例 91
6.3　製薬企業におけるデータインテグリティの取組み事例-1
　　～AMGENのQCラボにおけるデータインテグリティ実践的アプローチ
6.4　製薬企業におけるデータインテグリティの取組み事例-2
　　～NOVARTISのデータインテグリティ
第7章　FDA警告文書に見るデータインテグリティ関連指

摘事項とその対策
　指摘例1:紙記録の不正破棄
　指摘例2:生データ変更・削除防止機能の不備
　指摘例3:監査証跡機能の無効化  / 指摘例4:共有パスワードの使用
　指摘例5:生データの不正廃棄 / 指摘例6:生データ保存の不備
　指摘例7:不合格試験結果隠し / 指摘例8:生データ情報不足
　指摘例9:HPLCの不正トライアル試験
　指摘例10:生データ読み出しの不備 / 指摘例11:アクセス管理の不備
　指摘例12:試験データの不当廃棄
　指摘例13:オリジナルデータ維持の不備

第8章　データインテグリティに関する日本の動向
第9章　データインテグリティへの対応 -まず何をすべきか
第10章　弊社の「データインテグリティ管理規程ひな形モ

デル」とその概要
『データインテグリティガイダンスの要件別一覧＜抜粋版＞』
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医薬品GMPにおける製品品質照査
◎本書籍は雑誌 GMPeopleにて"2016年4月～2017年3月"の期間の連載記事に追記・調整を行った内容です。

第1章　GMP施行通知改正における「製品品質照査」導入の意図とその背景
1.「製品品質照査」導入の意図とその背景
　1.1 PIC/S GMPガイドラインでの規定　1.2 原薬GMPガイドラインでの規定
　1.3 医薬品・医薬部外品（製剤）GMP指針での規定
　1.4 Annual Product Reviews（AQR）／FDAとの相違
2.製品品質照査の目的
3.製品品質照査実施の基本的な考え方
4.照査すべき項目
5.製品品質の照査報告書記載例

第2章　製品品質照査の位置付けと実施手順
1.マネジメントレビューにおける製品品質照査の位置付け
　1.1 品質リスクマネジメントについて
2. 製品品質照査の実施方法   3. 製品品質照査の手順書
4. 製品品質照査に際し留意すること
　4.1 製造頻度が低い場合　　　4.2 原料及び資材の対象範囲
　4.3 製造ロット数が多い場合　4.4 ユーティリティーの照査
5. GMP適合性調査対象としての製品品質照査報告書

第3章　原料及び資材の受入れ時における試験検査の結果の照査
1. 原料及び資材の受入れについて
　1.1 照査すべき原料選定のため　1.2 照査すべき資材選定のため
　1.3 照査の範囲
2. 原料及び資材の受入れ時における試験検査の結果の照査
3. 原料等の供給者管理
　3.1 供給者管理の必要性　　　　3.2 供給者管理の手順
　3.3 供給者の適格性審査の手順とポイント

第4章　重要な工程管理及び最終製品の品質管理の結果の照査
1. 重要な工程管理及び最終製品の品質
　1.1 重要な工程管理及び最終製品の品質管理の結果の判定例
2. 統計手法の活用
　2.1 管理図　2.2 管理図の視点　2.3 工程能力　2.4 工程能力指数

第5章　バリデーション実績
1. 製品品質照査におけるバリデーション実績の評価
2. バリデーション基準
　2.1 バリデーション基準のポイント
　2.2 製品ライフサイクルを通じて集積した知識や情報とは
　2.3 製造業者等の全体的なバリデーションの方針とは
3. PIC/S GMP ANNEX15
4. 製品品質照査報告書における記載
5. 製品品質照査結果からのバリデーション実施の判断

第6章　逸脱及び不適合（逸脱処理、CAPA）
1. 確立された規格に対し不適合であった全バッチの照査及びそれらの調査
2. すべての重大な逸脱又は不適合、それらに関連する調査、
  及び結果として実施された是正処置、予防措置の有効性についての照査
3. 是正処置及び予防措置（CAPA）
　3.1 CAPAとは　3.2 CAPAの一般的な流れ

※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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◎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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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
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FAX

         医薬GMPにおける製品品質照査　書籍

第7章　工程又は分析方法に対し実施したすべての変更の照査
1. 変更管理とは
　1.1 変更管理で達成すべき課題1.2 製造販売業者への報告と決定結果の受理
　1.3 変更管理の手順　　　　　1.4 変更内容に応じた確認・検証事項
2. 製品品質の照査報告書記載例

第8章　安定性モニタリングの結果及びすべての好ましくない傾向
　　　についての照査
1. 安定性モニタリングの必要性
　1.1 安定性モニタリングの目的
2. 安定性モニタリングの留意点
　2.1 測定項目 2.2 モニタリング頻度と測定間隔 2.3 保存条件 2.4 試験実施
3. 製品品質の照査報告書記載例

第9章 品質に関連するすべての返品、品質情報及び回収並びにその当時実施
     された原因究明調査についての照査
1. 返　品
　1.1 返品に関する製品品質の照査報告書
2. 品質情報
　2.1 品質情報及び品質不良等の処理の手順   2.2 品質情報の活用
　2.3 品質情報に関する製品品質の照査報告書
3. 回　収
　3.1 医薬品・医療機器等の回収に関する基本的な考え方  3.2 回収の定義
　3.3 海外への回収情報の発信    3.4 回収に関する製品品質の照査報告書

第10章　工程又は装置に対して実施された是正措置の適切性についての照査
1. 是正措置とは
　1.1 定　義   1.2 解　釈   1.3 是正措置の水平展開
2. 工程又は装置に対して実施された是正措置
　2.1 工程又は装置に対して実施された是正措置の適切性に関する製品品質の
照査報告書

第11章　関連する装置及びユーティリティーの適格性評価状況に関する照査
1. 関連する装置及びユーティリティーの適格性評価状況
　1.1 関連する装置の日常・定期点検及び適格性評価の状況
　1.2 関連するユーティリティーの日常・定期点検及び適格性評価の状況

第12章　委託先に対する管理についての照査、製造販売承認関係についての照査
1. 委託先に対する管理について
　1.1 委託先とは
　1.2 委託先評価
　1.3 委託先に対する管理についての照査
2. 製造販売承認関係についての照査
　2.1 照査の範囲
　2.2 製造販売承認関係についての照査

付録：平成25年度厚生労働科学研究費補助金(地球規模保健課題推進研究事業)
　　　「医薬品・医薬品添加剤のGMPガイドラインの国際整合化に関する研究」
　　　　製品品質の照査報告書記載例

https://www.johokiko.co.jp/publishing/BA170701.php<※詳細内容は右記HPよりご確認ください>

著　者：　C&J　代表　新井 一彦　氏　
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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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　の申込みフォームからも承ります！
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☆★内容の詳細はHPに掲載しております。お申込も簡単！ご確認ください★☆
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量子ドット材料の技術と応用展開

執筆者一覧【敬称略・順不同】　

ディスプレイ応用はじめ注目を浴びる量子ドット材料
基礎から問題点、実用ポイント、アプリケーションの可能性まで１冊で丸わかり！

★ディスプレイへの搭載など近年注目を浴びる量子ドット材料とは？
　　　　　　 バンド構造、大きさ、構造等コロイド量子ドットの技術とアプリケーションを学ぶ

★コロイド量子ドットの作製技術は？水溶液中・溶媒中・ガラス中の作製他詳細を解説！

★量子ドットの安定化技術・長寿命化技術・分散の安定化等の実用ポイントから
　　　　　　　粒径評価技術/蛍光性・蛍光寿命評価まで、実務に必須の技術も細かく掲載

★製品化に必須！カドミウムフリー量子ドット（Cdフリー量子ドット）の動向と展望を詳説

★量子ロッド・炭素系量子ドット・ぺロブスカイト型量子ドット等
　　　　　　　　　　　　　　　　　  注目の最新動向を第一線で活躍する研究者・企業が執筆！

★最注目のディスプレイへの応用　各社の現状は？どのように対応しているのか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 サプライヤ～製品動向まで実際の市場動向もよくわかる

★量子ドットLED（QLED）の構造・特徴から作製法・評価・展望まで丸ごと掲載！

★太陽電池の高効率化、蛍光プローブ/分子イメージング等の生体応用、レーザ等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多種応用展開の可能性を示唆

●冨士色素（株）　森　良平
●神戸大学　杉本　泰
●神戸大学　藤井　稔　
●東京大学　立間　徹
●テック・アンド・ビズ（株）　北原　洋明
●広島大学　齋藤　健一　
●産業技術総合研究所　大庭　英樹
●上智大学　下村　和彦
●東京大学　岡田　至崇

●メルク（株）　長谷川　雅樹
●産業技術総合研究所　村瀬　至生
●埼玉大学　福田　武司
●大塚電子（株）　中村　彰一
●久留米高等工業専門学校　伊藤　義文
●東北大学　小俣　孝久
●慶応義塾大学　磯　由樹
●慶応義塾大学　磯部　徹彦

ディスプレイ・照明・バイオ応用から太陽電池まで 
                       



発刊:2017年6月 体裁:B5判ソフトカバー 157ページ 定価:37,000円+ 税 ISBN 978-4-86502-133-2

GMP文書(基準書、手順書等)の作成
◎本書籍は雑誌 GMPeopleにて"2015年5月～2016年3月"の期間の連載記事に追記・編集を行った内容です。

第1章　品質マニュアル
1.GMPの変遷,                            
2.PIC/S GMPガイドの要請
3.品質マニュアルの作成と品質方針の設定, 
4.品質とは何か
5.経営陣の参画について,                
6.経営陣とは
7.責務の明確化               
8.外部委託作業及び供給業者等の管理
9.継続的改善

第2章　製造指図記録書
1.指図書および記録書への記載事項
2.PIC/S GMP ガイドの製造処方、指図書、記録書
3.指図書作成時の留意点
4.記録書への記載事事項と注意事項
5.製造指図記録書(表紙)の作成事例

第3章　製造管理基準書、品質管理基準書、衛生管理基準書
1.製造管理基準書 2.品質管理基準書 3.衛生管理基準書

第4章　ＳＯＰ(その他製造管理・品質管理に必要な手順書)
1.ＳＯＰとは,          2.ＳＯＰ作成管理手順書
3.ＳＯＰの作成手順,    4.ＳＯＰ作成のまとめ
5.ＳＯＰにかかわる指摘事項, 
6.保管関連の必要ＳＯＰ
7.秤量作業ＳＯＰの留意点,   
8.液調整作業ＳＯＰの留意点
9.手洗浄作業ＳＯＰの留意点

第5章　製品標準書
1.製品標準書とは,           
2.継続的改定の必要性
3.ＰＩＣ／ＳのＧＭＰガイドが求める文書とＧＭＰ省令の製品標準書の関係
4.製造指図記録書原本と製品標準書の関係
5.製品標準書の作成

第6章　製造所からの出荷管理手順書
1部　出荷管理の基礎
　1.1 出荷管理とは 1.2 出荷可否の判定者 1.3 工場出荷と市場出荷
　1.4 出荷判定作業と判定基準 1.5 出荷判定基準からの逸脱時の対応
　1.6 市場出荷の手順 1.7 出荷判定者が作成すべき記録
　1.8 ＧＭＰ事例集にみる出荷管理の留意点
2部　失敗しないための出荷管理考
　2.1 手順や基準は適切か 2.2 指図書、ＳＯＰの内容と実作業の整合性
　2.3 選別工程は有効に機能しているか
　2.4 設備機器の情報収集は十分か

※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。
★ 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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FAX

            GMP文書(基準書、手順書等)の作成　書籍

第7章　変更管理・逸脱管理手順書
1部　変更管理手順書の留意点
　1.1 重大な変更の例
　1.2 中程度の軽微変更例
　1.3 軽微変更届の範囲明確化
2部　逸脱管理手順書の留意点
　2.1 重大な逸脱
　2.2 中度の逸脱
　2.3 一般的な軽度な逸脱の事例

第8章　品質等に関する情報及び品質不良等の処理手順書、回収手順書
1.品質等に関する情報及び品質不良等の処理手順書
2.回収処理手順書

第9章　自己点検手順書
1.典型的な「自己点検手順書」例. 
2.法規・ガイドラインの要請する自己点検
3.自己点検の目的  
4.なぜ自己点検は形骸化しやすいか
5.典型的な自己点検実施者の養成

第10章　教育訓練手順書
1.ＯＪＴの留意点 
2.ＧＭＰ集合教育の留意点
3.エキスパート要請教育
4.従業員の底上げを期待する教育訓練

第11章　文書管理手順書
1.文書管理とは
2.識別管理
3.文書管理および制定・改訂申請・照査・承認体制の構築
4.最新版管理、旧版管理システム
5.様式と記載事項の設定
6.契約文書管理体制
7.検索管理システム
8.保管管理と廃却管理
9.定期的レビューシステム

第12章　バリデーション手順書
1.新バリデーション基準の改正ポイント
2.バリデーション手順書とは
3.全体的なバリデーション方針の記載例
4.バリデーションを総括するマスタープラン

　　

https://www.johokiko.co.jp/publishing/BA170603.php<※詳細内容は右記HPよりご確認ください>

　　　　　　　　　　著　者：　髙木　肇　氏　
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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。
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　の申込みフォームからも承ります！
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人工知能（ＡＩ）関連技術の法的実務の課題と対応の方向性 書籍

備考

FAX

人工知能（AI）関連技術の
  法的実務の課題と対応の方向性

★これまでにない人工知能法のガイドブックです！

第 0 章　はじめに　カテゴリーの整理
第 1 章　第四次産業革命の衝撃
1.10年以内になくなる職業
2.日米の産業界・消費者業界で一体何が起きているのか・今後何が
　起きようとしているのか　～企業の置かれている状況の把握
 　はじめに　どのような分野・業種へ影響するか
　2.1　人工知能（AI）の開発が急速に進んでいることで何が起
　　　 きようとしているのか　? 主に米国の動きはどうか
　2.2　米国の政府はどのような法的な対応を検討しているのか
　2.3　日本政府はどのような対応を検討しているのか
3.従来 :データは少なく企業ごとに孤立して存在
 　　→ 今後 :複雑化し生態系化するデジタルデータ
4.　すべてがデジタルデータへ !デジタルデータ化がもたらす飛躍
5.　企業の競争は新次元へ !
6.　自動車産業に降る「自動運転車」という隕石

第 2 章　IoT、ロボティックスと人工知能（AI）・ビッグ
データの法的問題と対応（自動運転、ドローン、ロボッ
ト等）

1. 人工知能（AI）やロボットの技術革新は法制度にどのような影
響を与えるか

2. 人工知能（AI）（例えば自動運転車）が人間にケガをさせたら誰
が民事責任を問われるか

　2.1　発生した損害に対して「誰に」民事責任が発生する可能性
があるか

　2.2　発生した損害に対して「どのような民事責任（法的責任の
根拠・性格）がどのような要件を満たすと発生する」可能
性があるか

　2.3　発生した損害に対して誰がどのような民事責任を負う可能
性があるか ? 

　2.4　自立型と非自立型とで民事責任の種類に差異があるか、不
可抗力の場合は免責されるか

　2.5　不正アクセスにより発生する法的責任
　2.6　データやプログラムの提供者の法的責任
　2.7　契約上の免責（責任制限）規定はどこまで有効なのか ? ど

こまで免責を受けることができるか ? 
　2.8　損害賠償の予定（違約金）条項の法的効力について
　2.9　PL責任が技術革新の障害となるだろうか ?
3.人工知能（AI）やロボットに刑事責任は問えるのか
4.ロボットに正当防衛や緊急避難は適用されるか
5.プライバシー保護の問題への対応はどうすべきか
　5.1　個人情報保護法の改正（改正法は 2017 年 5 月 30 日施行の

予定）
 　5.2　パーソナルデータの法的規制について
6.人工知能（AI）が作った知的財産は誰のものか
　6.1　賢くなった「人工知能（AI）」は誰のものか ?
　6.2　知的財産推進計画 2016
　6.3　3Dプリンターと知的財産権

7.今後の人工知能（AI）ビジネスへの企業対応として重要さが増す「契約」
とくに「約款」の問題
 　7.1　実際の契約書の 2 つのパターン
 　7.2　約款型と契約当事者間の「書式の争い」

8.　プラットフォーマーの支配的地位と独禁法規制
9.　デバイスカテゴリー毎の法的課題まとめ
　  （ドローン、3Dプリンタ、ロボット、IoT、自動運転車）
10.　米国運輸省 NHTSA Federal Automated Vehicles Policyの衝撃
 　 （ポイント及び実務への影響）
11. 　自動運転で超えるべき 4 つの法律問題のハードル

第 3章　FinTech と人工知能（AI）・ビッグデータの現状と
　　　　  法的問題
1.　FinTechの課題と取り組みについて
　1.1　はじめに
　1.2　ブロックチェーン活用取引の法的課題について
2.　Block Chainの衝撃
　2.1　ブロックチェーンに漂う暗雲 ? / 革新的技術の社会での受容の難

しさ 

第 4章　医療と人工知能（AI）・ビッグデータの現状と
　　　　法的問題
　「遺伝子工学」に革命が起きてる ! / 「ゲノム編集」が凄過ぎる

第 5章　人工知能（AI）技術の実用化にあたっての
　　　　 倫理的側面について
　人工知能（AI）に絶対に任せてはいけないこと　　　

第 6章　情報収集の重要性 （アンテナを張り巡らす）

第 7章　企業経営、法務・知財部の今後の役割について
1.　雇用への影響、その他の課題への対応
2.　近未来の法律実務家に必須の 3 要件
3.　社会の承認を得るための未来型コンプライアンス
4.　社員・経営者教育の重要性　（法制度ハッカソン）
5.　企業の経営者や管理者はどのように対応して行ったらよいのか

第 8章　その他最新情報

1.　トランプ大統領登場以降に何が変わるのか・変えるべきなのか
2.　トランプ政権の最新動向について
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著者より
　経営者の視点から、人工知能のビジネ
ス・技術の現状及び今後のグローバルな
動向を足羽氏から解説し、それを前提に、
法律専門家の視点から、牧野氏から人工
知能の事業化にあたっての法律問題と制
度設計の在り方を論じており、これまで
にない人工知能法のガイドブックになっ
ている。両著者のこれまでの実務経験が
十二分に活かされている著作といえる。 

本書のポイント
・まずは、人工知能の技術を利用したビジネスの現状
と向かうべき方向性を明確にしている。

・つぎに、その現状及び方向性を前提に、生じてくる
現行法上の法律問題と解決策、近い将来の法制度設
計の在り方を具体的に論じている。

・とりわけ、人工知能の瑕疵により損害を与えた場合
の法的責任、人工知能が産み出した知的財産や賢く
なった人工知能は誰に帰属するか、最後まで問題が
残るロボットに刑事責任が問えるかという問題、法
律問題では対処が難しい倫理問題などについて分か
り易く説明している。

・企業のご担当者や専門家のみならず、企業の経営者・
管理者・全ての企業人が身に着けておくべき必須の
知識と識見を示している。

・人工知能のグローバルな急速な動きの中で、日本企
業がどのような方向に向かって行くべきか（とくに
自動車業界）を可能な限り明らかにしている。

・現時点における最新の参考図書や現在開催されてい
る研究会などの有益な情報が満載されており、同じ
問題意識を持った専門家とのネットワーク作りに役
立てて戴ける。

・今後の経営者や管理者向けの幹部研修に役に立つプ
ログラム（全く新しい事業を展開する際に法規制を
どのように考えるか）の概要も示されている。

・ご購入者は、著者が主催している「最先端法務研究会」
へのお試し参加をご案内します。 

・ご購入者へ、著者が主催している
　「最先端法務研究会」へのお試し参加を
　ご案内しますので、ご希望の場合は、
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欧米主要国の保険・薬価制度の徹底理解
松原　喜代吉　著
内資・外資系製薬企業に 26 年間勤務し、MR、営業所長、支店長、病院部長、特約店推進室長、戦略企画室長等を務める。
2004 年 3 月、（有）オフィス・メディサーチを設立し、取締役社長に就任 。
2008 年より、城西国際大学非常勤講師を兼務（医療経営論）。

■ 資　格 経済産業大臣登録　中小企業診断士　2001 年登録
 （社）神奈川県経営管理センター 公認登録経営コンサルタント ／（社）日本販売士協会　販売士 1 級
 （社）日本販売士協会　登録講師
■ 所属組織 （社）中小企業診断協会 正会員　／　 （社）中小企業診断協会東京支部城南支会・理事
  （社）中小企業診断協会東京支部「医療ビジネス研究会」「医薬品等研究会」会員 

本書を読んで理解できること

◎ 欧米主要４か国（アメリカ・イギリス・ドイツ・フラ
ンス）の医療保険制度・薬価制度の仕組みを徹底解説

◎ 各国の最新の医療費・薬剤費等の統計データ、制度改
正等の情報を網羅

◎ 各国の新薬・ジェネリック医薬品の薬価・価格設定方
法とそのポイントについて分かりやすく解説

◎ 近年のグローバルなトレンドである、バイオシミラー
製品の承認・上市状況や市場シェアの動向、HTA（医
療経済評価）の実施及び活用状況などについても国ご
とに解説

◎ 海外先進主要国市場への展開を行う際の留意点を提言

著者より
　アメリカでは、トランプ新大統領就任によるオバマケ
ア廃止に向けた動きや医薬品価格引き下げを示唆する発
言など、医薬品市場での先行き不透明感が強まっている。
一方、イギリスでは EU 離脱や NICE と製薬企業間での
リスクシェアリング協定の活発化、ドイツでは新薬の早
期有用性評価の実施による自由価格制からペイヤーとの
交渉価格制への移行、フランスでは価格交渉における
HTA データの活用など、近年になって先進主要国の医療
保険・薬価制度には様々な変化が見られるようになって
いる。
 　本書は、上記のような最新の制度改正等の情報を踏ま
え、先進主要 4 か国であるアメリカ、イギリス、ドイツ、
フランスの医療保険制度・薬価制度の仕組みについて、
初学者でも理解できるよう、分かりやすく解説している。
 　また、近年のグローバルなトレンドとなっているバイ
オシミラーや HTA（医療経済評価）の動向についても紹
介している。
 　その意味で、〝これ一冊で、先進主要国における保険
償還の仕組みや薬価設定の具体的な方法やそのポイント
が理解できる″という構成及び内容となっている。
 　製薬企業の担当者はもちろん、先進主要国の医薬品関
連ビジネスに携わっている方々の座右の書として広く活
用していただければ幸甚である。 
　本稿では国内外の法規制の最新動向を網羅的に紹介し、
重要な相違点及び実務対応上のポイントに触れる。法規
制は当該国遵守が基本である。本稿が、食品及び化粧分
野における製品安全の向上の一助になれば幸いである。

第 1 章　アメリカの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　医療保険制度の種類
　1.2　無保険者解消を目指すヘルスケア改革
　　　  （オバマケア）
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法
　2.2　様々な医薬品の価格と実勢価格の水準
3.　薬剤の保険償還システム
　3.1　民間保険
　3.2　メディケア
　3.3　メディケイド
4.　マネージドケアへの対応
　4.1　マネージドケアの薬剤費抑制策
　4.2　フォーミュラリへの掲載条件とその作成プロセス
5.　GE医薬品とバイオシミラー
　5.1　GE医薬品市場について
　5.2　GE医薬品の使用促進策
　5.3　バイオシミラーについて
6.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　6.1　HTAの実施状況
　6.2　アメリカの HTAの特徴
　6.3　VAや民間保険での HTAの活用状況

第 2 章　イギリスの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　公的医療保障制度
　1.2　民間医療保険について
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法
　2.2　保険償還対象医薬品のリストと価格表
3.　薬剤の保険償還システム
　3.1　保険償還対象となる薬剤と患者負担
　3.2　保険償還の仕組み
4.　GE医薬品とバイオシミラー
　4.1　GE医薬品市場について
　4.2　GE医薬品の使用促進策
　4.3　バイオシミラーについて
5.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　5.1　HTAの実施状況
　5.2　イギリスの HTAの特徴

第 3 章　ドイツの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　公的医療保険制度
　1.2　民間医療保険
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法
　2.2　AMNOGに基づく早期有用性評価
3.　薬剤の保険償還システム
　3.1　保険償還対象となる薬剤と患者負担
　3.2　保険償還薬の価格リスト
　3.3　 強制割引
　3.4　保険償還の仕組み
4.　GE医薬品とバイオシミラー
　4.1　GE医薬品市場について
　4.2　GE医薬品の使用促進策
　4.3　バイオシミラーについて
5.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　5.1　HTAの実施状況
　5.2　ドイツの HTAの特徴

第 4 章　フランスの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　医療保険制度の概要
　1.2　保険給付方式
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法
　2.2　参照価格制度 TFR
3.　薬剤の保険償還システム
　3.1　保険償還対象となる薬剤と患者負担
　3.2　保険償還薬の価格リスト
　3.3　保険償還の仕組み
4.　GE医薬品とバイオシミラー
　4.1　GE医薬品市場について
　4.2　GE医薬品の使用促進策
　4.3　バイオシミラーについて
5.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　5.1　HTAの取り組み状況
　5.2　フランスの HTAの特徴
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★最新の制度改正も踏まえ、保険・薬価の仕組み・価格戦略のポイントを理解！　★アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス！
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創薬に繋がる薬物動態学と毒性解析の基礎

◎好評を博したセミナーの内容を書籍化。本文中に著者直筆で関連内容やポイントをコメント記載。

1.動物の体内動態の基礎
　1-1 はじめに
　1-2 薬物の生体膜通過
　　 1.細胞膜の構造
　　 2.単純拡散(受動拡散)
　　 3.特殊拡散
　　　＜コラム1＞　SGLT-2(Sodium Glucose Transporter-2)阻害薬
　1-3 薬物の吸収
　　 1.消化管の構造と機能
　　 2.小腸における薬物の吸収
　　 3.リンパ管への移行
　　 4.経口投与以外の投与経路による薬物の吸収
　　 5.吸収に影響を与える因子　　 
　1-4 薬物の分布
     1.組織間での薬物の温度差の原因
　　 2.体液中での薬物の存在状態と組織への移行
　　 3.リンパ管系への移行
　　 4.薬物の脳への移行構造
　　 5.薬物の胎児への移行構造
　1-5 薬物の代謝
　　 1.薬物の体内での化学変化
　　 2.薬物の代謝が薬効に及ぼす影響
　　 3.薬物の代謝様式と代表的な代謝酵素
　　 4.シトクロムP450(CYP)及び酸化反応
　　 5.還元、加水分解、抱合
　　 6.薬物代謝酵素の変動要因：種差、人種差、SNP、年齢、疾病
　　 7.薬物動態に影響する遺伝的要因：遺伝多型
　　 8.肝初回通過効果と生物学的利用率(バイオアベイラビリティ)
　1-6 薬物の排泄
　　 1.薬物の排泄経路
　　 2.腎における排泄機構
　　 3.腎機能の指標
　　 4.胆汁中排泄
　　 5.腸管循環
　　 6.唾液中への排泄
　　 7.乳汁への排泄(移行)：主に単純拡散による。
　1-7 薬物の相互作用
　　 1.薬物相互作用の分類
　　 2.薬物動態に起因する相互作用
　　　＜コラム2＞　抗PD-1(Programmed cell Death-1)抗体(抗がん薬)
　1-8 薬物動態の基礎　－復習問題と解説
　　　＜コラム3＞　小さな命が呼ぶとき
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創薬に繋がる薬物動態学と毒性解析の基礎

2.薬物動態解析(薬物速度学)
　2-1 薬物速度論の予習
　2-2 1-コンパートメントモデルとは何か
　2-3 静脈内投与後の1-コンパートメントモデルー血中薬物濃度
　　　＜コラム4＞　改革の原動力 ー 非常識のすすめ
　2-4 静脈内投与後の1-コンパートメントモデルー尿中排泄
　2-5 経口投与後の1-コンパートメントモデルー血中薬物濃度
　2-6 クリアランス
　2-7 バイオアベイラビリティ
　2-8 2-コンパートメントモデル
　　　＜コラム5＞　セレンディピティ―
　2-9 非線形薬物速度論
　　　＜コラム6＞　セレンディピティー(2)ペニシリンの発見
　2-10 線形薬物速度論と非線形薬物速度論薬物のまとめ
　2-11 生理学的モデル
　2-12 線形1-コンパートメントモデルー点滴静注
　2-13 線形1-コンパートメントモデルー繰り返し投与
　　　＜コラム7＞　新薬の承認申請の思い出
　2-14 モーメント解析
　2-15 母集団薬物速度論とベイジアン解析
　2-16 薬物動態の変動要因
　2-17 TDM
  2-18 PK-PD解析
　　　＜コラム8＞　新薬の承認し繊維の思い出(続き)

3.新薬開発におけるタンパク結合
3-1 ヒト血漿タンパク質の特性
　3-2 FDA承認薬のタンパク結合率の推移
　3-3 臨床における血漿タンパク結合率の影響

4.薬物の毒性解析の事例
　4-1 アセトアミノフェン
　4-2 ソリブジン
　4-3 ワルファリン
　4-4 リファマイシン
　　　
　　　＜コラム9＞　おわりに
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☆薬物動態をなぜ学ぶのか？
　＞薬の薬効や毒性を正確に予測するために、作用部位に達した際の薬の時間推移による挙動を定量的に理解するのが不可欠である。
　【①生体膜通過②吸収③分布④代謝⑤排泄】を解説。さらに、薬が併用された際の各々の薬の影響も重要となる。【⑥薬物相互作用】

☆主要な薬物動態解析法(コンパートメントモデル(線形)・生理学的モデル・モーメント解析)を演習問題も交えてできる限り詳細に解説。

☆章の各ポイントで、学習の合間の息抜きに著者による重要キーワードや関連する話題を記載したコラムを掲載。

☆はじめて薬物動態を学ぶ方に手に取りやすい価格と分かり易い表現のために特異な記載方式となっております。（HPにて書籍内容サンプルを掲載中）
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2017年 医薬品における倉庫および輸送の品質管理の実務
～GDPへの対応、必須事項、監査のポイント、GMP体制、教育訓練、運用～

◎現状での倉庫や輸送の品質管理実務対応手法を掲載！ アンケートを基にした30問以上のQ&Aも掲載。

第1章　GDP概要および最新動向GDP概要および最新動向
　1. 日本における医薬品流通の規制
　2. PIC/S GDPガイドライン
　3. 流通管理
　4. まとめ

第2章　医薬品倉庫管理の留意点
　1. 倉庫管理におけるGMP
　2. 医薬品管理倉庫の防塵・防虫とセキュリティ
　3. 震災等への対策
　4. 日常的な管理体制と教育訓練
　5. 医薬品のGMPの影響

第3章　医薬品輸送における品質の管理
　1. 温度管理輸送
　2. 輸送バリデーションのポイント
　3. 温度ロガーを用いた温度管理、輸送管理
　4. 温度・輸送SOPの考え方
　5. 配送担当者への教育訓練
　6. 今後の医薬品輸送品質管理

第4章　GDPをふまえた医薬品倉庫における防虫管理
　1. 倉庫にありがちな防虫管理と取引先からの要求
　2. 監査への対応と教育訓練
　3. 防虫管理プログラムの開発手順
　4. 従事者への教育訓練
　5. "認証された監査員"の確保

第5章　監査への対応ポイント
　1. 監査の前提　2. 委受託契約　3. GDP監査

第6章　医薬品物流業務の委託(取り決めの際の留意点・必要書類)　
　1. GDP対応への要請背景
　2. GDP管理基準書の作成
　3. 保管・配送業者のスタッフ能力と組織力の確認
　4. 保管・配送業者との取り決め事項

第7章　医薬品の輸送容器の現状　
　1. 温度変化に堪える梱包容器について
　2. 輸送方法の選定にあたって
　3. 医薬品の国際輸送について
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第8章　 医薬品の輸送車両
　　　空港内における輸送車両のポイント
　1. 空港内でのハンドリングとその問題点
　2. 空港内外で使用される輸送車両
　3. 関西国際空港でのハンドリングおよび輸送車両の特徴
　4. 梱包・コンテナ

第9章　GDPで求められるCSV対応
　1. GDPとは   2. コンピュータ化システム
　3. コンピュータ化システムに対するGDP要求
　4. コンピュータ化システムの信頼性確保
　5. ERES対応
　6. CSV対応
　7. データインテグリティ対応

第11章　Ｑ＆Ａ 
　第1節 ＧＤＰ関連Ｑ＆Ａ     (以下 一部抜粋)
　　問　原薬に関するGDPについて詳細を知りたい。
　　問　JGSPとGDPの兼ね合いはどのようになっているのか？
　　問　GDP責任者の選定方法を知りたい。
　　問　配送元請負業者への監査ポイントとその協力会社、ならびに
　　　　実輸送会社への品質担保に向けた対応についてどのように
　　　　考えればよいか？
　　問　GDPとISO28000(サプライチェーンのためのセキュリティマネジメント
　　　　システムの仕様)のそれぞれの考え方・基準および違いを知りたい。
　　

　第2節 倉庫保管管理関連Ｑ＆Ａ (以下 一部抜粋)
　　問　倉庫のセキュリティにどのようにするべきか？
　　問　倉庫内の照度の具体的な基準をどのように考えればよいか？
　　問　パレットの洗浄方法等、最低限すべきことは何か？
　　問　温度管理が厳しい製品の対策をどのように考えればよいか？
　　問　虫の管理を委託しており、定期的に虫のカウントを行い、
　　　　侵入場所を探し、対策している。他の対応策はないのか？
 
　
　第3節 輸送関連Ｑ＆Ａ         (以下 一部抜粋)
　　問　輸送時のセキュリティ対策 はどのように考えればよいか？
　　問　路線便等の非医薬品便を利用する際の品質や安全性の考え方とは？
　　問　輸送温度が逸脱したと判断する基準(温度や逸脱時間等)の考え方と
　　　　その基準作り方を知りたい。
　　問　室温品輸送における1度未満、30度超え対策について
　　　　どう考えればよいか？
　　問　大領の車両台数を保有する場合のバリデーション負荷の軽減方法、
　　　　経年劣化を考慮したバリデーション頻度の考え方とは？
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https://www.johokiko.co.jp/publishing/BA170303.php<※詳細内容は右記HPよりご確認ください>



【著者】

基礎から実務ノウハウ・トラブル対策・シミュレーション・メカノケミカル効果まで

これ１冊で完全網羅！　粉体処理に携わる方必携の書！

●発刊　　2017年3月

●定価　　39,000円 + 税　

●体裁　　B5判ソフトカバー　270頁

粉砕の実務　書籍書籍名【BC170302】

※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

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

粉砕の実務

東北大学　名誉教授　工学博士
　 
齋藤　文良

　
氏

★粉砕の基礎をわかりやすく解説★
なぜ物は壊れるのか？破壊・強度の基礎他粒子の強度・硬度や粒子径まで

粉砕の基盤となる基礎技術をしっかり理解

★効果的な粉砕を行うための実務ノウハウ伝授★
粉砕のしやすさ・しにくさ、粒子径分布のノウハウから各種粉砕機の特徴説明や

選び方、効率向上の手法など実務に必須の知識が満載！！

★ミル内のシミュレーションと粉砕現象について詳説★
 DEMによる媒体運動のシミュレーションは？ミル内ボール運動と粉砕の関連は？

 ミル構造の最適化は？媒体運動のエネルギーとメカノケミカル効果の関係は？

★充実のトラブルシューティング★
湿度の影響、凝集の対策、粒子径分布測定結果の注意点や粉塵爆発、

静電気、コンタミネーション等各種トラブルの詳細と防止策を提示

★メカノケミカル効果を具体例を多数用いて詳解★
粉砕による固体の活性化・固体結晶の無定形化・相転移といった技術の基本から

材料合成・樹脂の分解・資源活用等各種目的に応じた内容を豊富に掲載！

紙面の都合上、
本ご案内は簡易版です。

150項目に及ぶ詳細目次をHP掲載中
ぜひご確認ください！

「情報機構　BC170302」と検索

又は下記URLまで！

https://www.johokiko.co.jp/publishing/

BC170302.php

第１章 固体の破壊
1.固体を粉砕する力
2．何故、物は壊れるのか？
3．破壊の開始と破壊した後の状態
4．原子の結合と原子間相互作用力
5．実測強度と理想的強度の違い
6．曲げ力による破壊　7．ガラスの破壊
8．ガラスの破壊機構～グリフィス理論
9．Orowanの考えと破壊靭性

第２章　粒子強度に及ぼす操作因子と硬度
1.粒子圧縮負荷における荷重- 変位線図
2.ヤング率とポアソン比3.粒子の強度　4. 硬度
5．単粒子破砕産物の形状と代表粒子径の表示

第３章 粉砕技術と効果的処理
1.固体の粉砕とその目的　　2.粉砕産物の粒子径分布　
3.粉体の代表粒子径　4.粉砕に要する仕事量
5.粉砕のしやすさ、し難さの指標
6.粉砕産物粒子径分布の時間変化
7.各種粉砕機とその選択　8.粉砕効率向上
9.湿式粉砕におけるスラリーの安定性
10.粉砕限界　11.粉砕の4条件

第４章 ミル内媒体運動のシミュレーションと
　　　 粉砕現象
1.離散（個別）要素法（DEM）モデルと媒体運動の解析
2.DEM によるミル内媒体運動のシミュレーション
3.媒体運動シミュレーション結果に及ぼす粉体共存の影響
4.ミル内ボール運動と粉砕　
5.媒体運動とメカノケミカル反応

第５章 粉砕機の省動力とトラブル・シューティング
1.世界における粉砕エネルギー量と効率改善の必要性
2.粉砕機のエネルギー効率
3.粉砕機の省動力化
4.粉砕におけるトラブル・シューティング

第６章　メカノケミカル効果とその利用
1.粉砕による固体の活性化（メカノケミカル効果）
2.粉砕による固体結晶の無定形化と相転移
3.材料合成　4.樹脂の分解
5.構造に水素を持たない樹脂・有機物のMC 分解
6.資源処理　7．リサイクル

詳細な目次はHPをご確認ください



★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

　　　生体情報の計測手法と活用ノウハウ　書籍（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！

書籍名【BC170301】

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

※FAX番号はくれぐれもお間違えの無い様お願い致します。

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

人の感情・感性を科学的に計測し消費者に効率的に訴える製品を開発しよう！

     ●発刊　2017年3月　 ●定価　 56，000円 + 税　●体裁　B5判ソフトカバー　255ページ　　

製品開発のための

●株式会社NTTデータ経営研究所　萩原　一平  ●株式会社NTTデータ経営研究所　茨木　拓也
●茨城県立医療大学　松下　明  ●株式会社島津製作所　井上　芳浩  ●名古屋工業大学　船瀬　新王
●慶應義塾大学　青山　敦  ●九州大学　志堂寺　和則   ●愛知工科大学 荒川　俊也   ●千葉大学　下村　義弘
●早稲田大学　菅原　徹   ●横浜国立大学 杉本　千佳　　●株式会社日立製作所　木口　雅史
●情報通信研究機構　成瀬　康　　●情報通信研究機構　横田　悠右　●情報通信研究機構　東　佑一朗
●長岡技術科学大学　中川　匡弘　　●理化学研究所　片岡　洋祐　　●九州大学　濱川　昌之　●九州大学　岡本　剛
●食感性コミュニケーションズ　相良　泰行　　●花水木法律事務所　小林　正啓　
●株式会社日立ハイテクノロジーズ　長谷川　清　●東京電機大学　渡邊　朗子　●東芝ライテック株式会社　安田　丈夫
●株式会社本田技術研究所　瀬下　渉　　●株式会社本田技術研究所　奥本　雅規　●ユニ・チャーム株式会社　宮澤　清 

生体情報の計測手法と活用ノウハウ
̶脳計測・生理計測に基づく客観的な感性評価を商品へ活かす̶

執筆者一覧【敬称略・順不同】　

★脳や生理指標の計測をビジネスに活かすには？★
　　　　　　　　　IoT・人工知能・機械学習・ビックデータ・・　　情報の扱いに変革が起こる今、なぜ人間をはかるのか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広告や宣伝における生体情報計測の意義とは？

　　　　　　　　　★生体情報の各計測手法をわかりやすく詳解！★
　　　　　　　　　　　　　　　　脳計測の各手法（fMRI,fNIRS,EEG,MEG)の違いは？何が計測できるの？

　　　　　　　　　　　　 眼球・心拍・脈拍・筋電図・アフォーダンス・表情などはどう計測し何に活用できるのか？

　　　　　　　　　★生体計測デバイスの進展はどうなっている？★
　　　　　　　　　　　　生体センシングの感性評価への活用は？非接触・低侵襲の生体センシングによる感性計測とは？

             様々に応用展開される光トポグラフィ技術とは何か？脳波計が身近に！ウェアラブル脳波計の開発動向とは！

　　　★生体計測を感性評価や製品開発に利用するための具体的な手法・問題点は？★
　 データの取り扱いはどうする？脳波のフラクタル性を用いた客観的感性評価とは？生体データを用いた疲労・ストレス評価とは？

　　　　　　　 においの測り方は？消費者の五感コミュニケ―ションとは何か？生体データの活用に対する法的問題点は？

　　　 ★生体計測を製品開発に用いる事例を最前線で活躍する企業・専門家が解説★
                   各企業における事例を豊富・詳細に解説！　空間設計や照明など環境が人に与える影響をはかる！

      運転を楽しくするために感情をはかる！自動車業界での生体計測の活用とは？　ヘルスケア（衛生用品）への応用事例は？ 

　内容の詳細はHPに掲載しております！「情報機構　BC170301」と検索！

　　 又はURL:　　https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC170301.php　　まで！



★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

            発刊：2017年2月　定価：58,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー 288頁

　 超親水・超撥水化のメカニズムと品質向上　書籍（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！

書籍名【BC170202】 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

　執筆者一覧 (敬称略)　　　※内容の詳細は弊社ＨＰをご覧ください

※FAX番号はくれぐれもお間違えの無い様お願い致します。
FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて

★ぬれ性のメカニズムや表面状態を基礎から学びたい。製品品質の向上や新機能付与、
分析業務に役立てたい方へ向けた必携の技術書！
★この1冊で超親水化・超撥水化の最新技術をコンパクトに情報収集！

※詳細はＨＰをご覧ください
●検索→「BC170202　情報機構」

●一から学べる！ぬれ現象の基礎知識
・超親水／超撥水を発現するモデルとメカニズム解説
・表面に”もの”がつく要因は？接着性、離型性と表面自由エネルギーの関係
・機能向上に向けたアプローチ
　→何が原因でぬれ性が低下するのか？その抑制方法とは
　→耐久性を向上させるための材料設計、表面処理技術

●超親水／超撥水性の評価解析手法と実務ノウハウ
・接触角、表面張力測定、表面自由エネルギー解析の具体的手法と測定時の注意点
　→測定結果がばらつく原因とは？各手法から何が評価できるか？付着性との関係
・固体／粉体表面の表面粗さ、化学的組成がぬれ性に及ぼす影響評価
　→各手法（SEM、XPS、EPMAなど）の利点と注意点、機器の使い分け方、分析から何がわかるのか？

●様々なシーンで使える！超撥水／超親水化の最新技術
・ガラスや金属への撥水親水性をどのように持たせるか？
・微細凹凸構造制御、プラズマ法、バイオミメティクスなど・・・化学的手法から物理的手法まで、要注目の技術を詳細！

●【分野別】産業分野での応用事例～開発企業による材料設計から適用技術の解説
～自動車材料、建材塗料、太陽電池、プラスチック、医療機器、電子部品、繊維
・各製品への超親水超撥水化適用例
・耐久性、防汚性、セルフクリーニング性、省コスト性向上を目指した取り組み
　→既存技術の問題点とその解決／材料の構成技法／試験評価方法／得られる効果など

超親水・超撥水化のメカニズムと品質向上
　～測定評価ノウハウ・産業活用事例・現場の課題Ｑ＆Ａ～

●矢嶋龍彦（埼玉工業大学）　　　　　　●穂積篤（産業技術総合研究所）　　　　　　　●福山紅陽（ＦＩＡ）
●佐藤正秀（宇都宮大学）　　　　　　　●高橋和宏（岡山県工業技術センター）　　　　 ●山下和之（Ｍ＆Ｔ）
●吉川貴之（丸昌産業株式会社）　　　　●石井大佑（名古屋工業大学）　　　　　　　　●木村剛久（日栄化工株式会社）
●中島伸一郎（日本航空電子工業(株)）　  ●松田厚範（豊橋技術科学大学）　　　　　　　●河村剛（豊橋技術科学大学）
●石崎貴裕（芝浦工業大学）　　　　　　●山口央基（ダイキン工業(株)）　　　　　　　   ●岸本克己（(株)トレードサービス）
●井田芳夫　　　　　　　　　　　　　●寺崎浩（TOTOオキツモコーティングス(株)）　  ●吉田育弘（三菱電機(株)）
●黒田健介（名古屋大学）　　　　　　　●新家光雄（東北大学）　　　　　　　　　　　●伊藤隆彦（(株)フロロテクノロジー）
●木暮保夫（朝倉染布(株)） 　　　　　　 ●藤間卓也（東京都市大学）　　　　　　　　　●岩野寛（アサカ理研（株））　

　　　★巻末:「日々の実務に使える！Q＆Ａ集」
　　  　　　　現場でよく出る疑問を
　　　　　一問一答形式で解決！（全25問）



発刊:2017年1月末 体裁:B5判ソフトカバー 80ページ＋付録9ページ 定価:21,000円+ 税 ISBN 978-4-86502-124-0

医薬品の製造販売業者における製造業者等の監査の基礎
～元監査担当者が紹介する監査の背景、考え方、必要な知識、実施方法等～

◎初めて監査を担当される方や経験の浅い方向け！  GMP監査やGQPの監査に必要な知識も解説。

はじめに
　(1)製造販売業者による製造業者等の監査等の目的について
　(2)監査内容について
　(3)Step by step
　(4)監査の多様性
　(5)本書の範囲

1.医薬品医療機器等法(旧薬事法)と製造販売業者の責任
　(1)製造販売業者の責任
　(2)製造販売業者の管理の対象となる製造業者等

2.委託先管理と監査
　(1)委託先管理に関する製造販売業者の考え方
　(2)定期的な確認と委託先管理

3.GQP省令と定期的な確認
　(1)定期的な確認の法的背景
　(2)定期的な確認の職務分掌
　(3)定期的な確認の不備(監査の質、不適切な担当者等)の責任
　　1)監査担当者の責任
　　2)製造販売業者の責任
　　3)品質保証責任者の責任
　　4)査察と監査の違い

4.定期的な確認の内容
　(1)GMP省令等の遵守状況
　(2)取り決めの遵守状況

5.監査担当者の要件と教育訓練
　(1)監査担当者の要件
　(2)監査担当者の教育訓練

6.監査に必要な知識
　(1)GQP省令等に関する知識
　(2)GMPに関する知識
　　1)GMP省令等
　　2)他のGMP等の知識
　(3)その他の専門的な知識等
　(4)基本的な現場の管理に関する知識
　(5)韓国原薬製造業者の違反事例から見る必要な知識

7.監査に必要な技術力・能力等
　(1)コミュニケーション力
　(2)インタビュー力
　(3)科学的な理解力
　(4)リスクの認知力(想定力を含む)
　(5)文書の作成力
　(6)秘密保持力
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8.監査の注意点
　(1)基本的な注意点
　(2)監査上の注意点

9.監査の手順例
　(1)年間計画(書)の作成
　(2)監査日程の調整
　(3)事前アンケート
　(4)予備調査・事前準備
　(5)監査スケジュール(監査内容)
　(6)監査の実施
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　(9)改善結果の確認
　(10)改善結果等の報告
　(11)その他

10.監査の確認内容の例
　(1)GMP省令に従った確認
　(2)取り決めの遵守状況の確認
　　1)製造方法及び品質管理方法の技術的条件の確認
　　2)変更、逸脱、品質情報等の連絡の適切性の確認
　(3)プラントツアー時の確認
　　1)原材料倉庫
　　2)製品倉庫(中間製品(体)の保管を含む)
　　3)製造工程
　(4)ラボツアー時の確認
　(5)書類確認時の確認
　(6)GMPの遵守状況の確認と韓国の事例に関して

11.その他
　(1)製造業者等の選定と初回監査
　(2)監査と書面調査の選択
　(3)監査の第三者への委託
　(4)重要な原材料の製造業者の管理
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　　1)通常の監査
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　(6)監査時の持参品
　(7)健康状態と監査

おわりに

付録：理解度確認問題

◆本書は、製造販売業者として製造業者等の監査を担当していた筆者が初めて監査等の実施者に指定された方や監査等を担当して

日が浅い方を対象に、監査業務中心に筆者の考え方や監査方法等を紹介する。また、本書の内容は製造販売業者の他の業務を

実施している方や監査を受ける製造業者等の方にも参考となると思います。(※本文より抜粋)
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●第１章　トラブル事例として最も多い「チップバーン」の詳細解説
はじめに ／ 予めお断りしたい事
１．チップバーン（葉先枯れ症）とは何か
　1.1　チップバーンの分類　1.2　チップバーンの褐変化のメカニズム
　1.3　チップバーン発生と細胞強度　1.4　細胞強度 ≧ 細胞膨圧にする
　1.5　細胞強度を弱くする要因　1.6　細胞膨圧を低くする　1.7　キャビテーション

１．チップバーン関連トラブル
　事例１ : 冬場になったら、多発した。
　事例２ : 光強度が強いとチップバーンが多発した。
　事例３ : 栽培室温度を高めたら、チップバーンが多発した。
　事例４ : 湿度が80%以上になると、チップバーンが多発した。 
　事例５ : 送風が不十分だと、チップバーンが多発した。
　事例６ : 栽培日数を延ばしたら、チップバーンが多発した。
　事例７ : 日長条件延長および栽培室温度上昇でチップバーンが多く発生した。
　事例８ : 補水が大量に入ると、チップバーンなどの生育障害が生じた。
　事例９ : チップバーン発生や生育にバラツキが生じた
　事例１０ : リーフレタスの栽培条件だと、サラダ菜はチップバーンが多発する。
　事例１１ : 葉が蛍光灯に接触すると、葉焼けを生じた。
　事例１２ : アオコの多発で、苗の先部にチップバーンが生じた。
　事例１３ : アオコが多発すると、養液のpHが上昇し、苗の生育が悪くなった。
２．成長速度に関するトラブル
　事例１４ : 育苗期の苗が小ぶりで、生育状態が悪くなった。
　事例１５ : 通常の栽培日数で、成長が遅れた。
　事例１６ : 湛液水耕で養液の流れがないと、生育が遅れた。
３．発芽～育苗に関するトラブル
　事例１７ : 黄変したウレタン培地で発芽にバラツキが大きくなった。
　事例１８ : 発芽にバラつきがあり、発芽率が低下した。
　事例１９ : 苗の生育にバラツキがある。
　事例２０ : 播種・育苗用養液が、水道水だと生育が遅れた。
　事例２１ : 苗が、いわゆる「もやし状態」になり、倒伏しやすくなった。
４．細菌と品質維持に関するトラブル
　事例２２ : チップバーン部位にカビが発生した。
　事例２３ : 包装後の製品の日持ちが、突然、悪くなった。
　事例２４ : 包装袋内部に結露が多くなると、日持ちが悪くなった。
　事例２５ : 細菌数の高い期間が続いた。
　事例２６ : 収穫品で一時的に細菌数が増えた。
　事例２７ : アミノ酸配合肥料の追肥で、養液表面に菌膜が作られた。
５．養液に関するトラブル
　事例２８ : 養液更新を長期間行わないと、成長障害がみられた。
　事例２９ : 養液温度が高温（25℃以上）になった。
　事例３０ : 追肥AとBを一緒に溶解すると白濁を生じた。
　事例３１ : 養液ベッドの洗浄時に、洗浄液が養液タンクに回収された。

１. レタスの褐変　２. 光合成　３. 光は毒にもなる　４. 光源　５. 湿度と風
６. 栽培温度と成長速度　７. 細胞壁　８. 膨圧　９. 溶解　１０. 養液
１１. キャビテーション　１２. 水道水の使用　１３. 栽培日数と栽培重量
１４. 温度と湿度の関係　１５. 栽培室内の湿度・温度のバラツキの測定一例
１６. 野菜の美味しさ　１７. 流通温度(保管温度)と呼吸
１８. 収穫用はさみ(フローリストナイフ)　１９. 栽培装置　２０. 栽培管理
２１. 葉中カルシウム分布　データ　２２. 流通温度(保管温度)と呼吸
２３. 収穫後日持ちする理由　２４. 生育を早める環境・栽培管理
２５. 細菌の制御技術　２６. 水の温度の特異性

●著者　GNH工房　代表　大山 敏雄　氏
●定価　31,000円 + 税　
●発刊　2017年1月　●体裁　B5判ソフトカバー 165ページ + CD-R 1枚（図表や写真のカラー版データ入）
　　 　　

　

●第２章　実際のトラブル事例から見る失敗要因とその解決策

　事例３２ : 肥料成分濃度測定にバラツキが生じた。
　事例３３ : 養液更新すると根が壊死し、その後１週間程度で新根が発根した。
　事例３４ : 養液のpHが低下した。
　事例３５ : 養液調整のダウン液（酸液）が大量に投入され、成長が遅れた。
６．照明に関するトラブル
　事例３６ : LED照明だと、蛍光灯照射より葉の大小があり、ねじれ葉が生じた。
　事例３７ : 栽培ベッドの内側と通路側で生育に差が生じた。
　事例３８ : 電気代が高い。
７．仮植～定植に関するトラブル
　事例３９ : バイオフィルムが発生し、生育が遅れた。
　事例４０ : 定植期後半を低栄養状態で栽培すると、抽苔し花芽形成に入った。
　事例４１ : 栽培ベッド上で栽培パネルを移動する際、葉部を傷めた。
８．収穫、包装に関するトラブル
　事例４２ : 収穫ハサミの切断で、切り口切断面が荒れ、褐変が進んだ。
　事例４３ : 包装時に茎部を折ると、折れ口が褐変した。
　事例４４ : エグ味が強く、野菜の本来の味がなく不味くなった。
　事例４５ : 下部の葉が大きくなると茎部維管束にクラックが入る。
　事例４６ : ウレタン培地を付けたまま、出荷したらクレームがついた。
９．栽培施設、設備
　事例４７ : 配電盤内側や電気配管内部に結露を生じた。
　事例４８ : 蚊や虫、トカゲが入り込んだ。
　事例４９ : 長時間ドアが開いたままだと、生育に差が生じた。
　事例５０ : 小規模植物工場と大規模工場では、栽培条件が異なった。
　事例５１ : 配管が詰まる。
　事例５２ : 夏場になると養液温度が上がり、生育が遅れた。

●第３章　１章、２章を深く理解するための詳細資料
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治験薬の品質管理の基礎と実務

～製造、文書管理、査察、CMC、保管・輸送、原薬～

◎治験薬GMPをふまえた製造・査察および保管・輸送にどう対応し、GCPにおいてどう管理すべきか？

第1章　治験薬の概要
　1. 研究開発の流れ　2. 日本における治験届け出
　3. 治験薬品質のGMP特性

第2章　治験薬製造における治験薬GMPとバリデーションの留意点
　1. 治験薬製造の特徴
　2. 治験薬製造におけるバリデーション
　3. 治験薬GMPと医薬品製造におけるGMP
　4. 治験薬製造に関わる話題

第3章　治験薬製造におけるデータ・文書類管理の留意点
　1. 標準的な文書管理規定
　2. データ文書の管理
　3. GMPガイドラインにおける要求事項
　4. 実務上の留意点

第4章　治験薬製造所における構造設備とレギュレーション
　1. 治験薬とその製造所、構造設備関するレギュレーション
　2. GMPレギュレーションの開発の過程
　3. 治験薬ハードに関するレギュレーション
　4. 治験薬製造設備
　5. 治験薬の製造施設の構造設備について
　　 他の法規制が関与する場合の注意

第5章　CMC領域における治験薬の取扱い
　1. ＣＭＣと治験薬製造
　2. 各開発段階での留意事項
　3. 様々な開発形態（簡易剤型の適用、剤型追加）について
　4. 治験薬に関わる諸課題への対応

第6章　治験製造における査察対応
　1. 治験薬製造における査察　　2. 治験薬GMP
　3. 治験薬製造の査察におけるポイント

第7章　治験薬における変更・逸脱管理のポイント
　1. 治験薬GMPにおける3極での変更/逸脱管理の要求事項
　2. 変更管理における変更の範囲の設定と運用方法
　3. 逸脱管理の運用方法
　4. 洗浄の実施範囲
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治験薬の品質管理の基礎と実務　書籍
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第8章　治験薬製造における自己点検についての留意点

第9章　バイオ医薬品における治験薬製造の留意点
　1. カルタヘナ法対応　　2. 治験薬製造に必要な構造設備
　3. 治験薬製造に必要な製造管理及び品質管理
　4. セル・ストック、原料及び資材管理　
　5. 品質リスクマネジメント

第10章　治験薬保管業務に関する実務と留意点
　1. 治験薬保管業務とは　2. 治験薬保管設備に関して
　3. 設備面における留意点

第11章　治験薬輸送における注意点
　1. 製薬会社の観点からの治験薬配送　
  2. GDPの観点からの治験薬輸送
　3. 再生医療治験の観点からの治験薬輸送

第12章　病院内におけるPET薬剤製造の留意点
　1. PET薬剤とは
　2.病院内で製造されるPET薬剤の様々な使途と規制
　3.治験に用いるPET薬剤を病院内で製造する際の留意点
　4.今後の課題

第13章　治験用原薬製造の留意点
　1. 治験用原薬製造の際のGMP管理のポイント
　2. 治験薬の製造管理、品質管理について
　3. 治験用原薬に関連するガイドライン
　4. 治験用原薬の製造を進めるうえでの留意点

第14章　治験原薬の製造委託
　1. 治験薬受託製造者の選定　2. 契約
　3. 治験薬GMP適合性　　　　 4. 技術移管
　5. 製造中の対応

第15章　GCPにおける治験薬管理の基礎とポイント
　1. 治験依頼者における治験薬管理
　2. 治験薬保管施設
　3. 実施医療機関での治験薬管理

上杉恵三(グロファーマフィジクス),宮嶋勝春((一社)製剤機械技術学会)西城弥奈(武州製薬(株)),小宮正明(武州製薬(株)),大石順二(東レ(株))
宮原匠一郎((株)ファーマ・アソシエイト),安樂城敬太(旭硝子(株)),久田正洋((株)トラスト・エキスプレス),萩小田弘之((株)レイヤーズコンサルティング)
脇厚生((国研)量子科学技術研究開発機構),丸橋和夫((株)三和ケミファ),大場誠一((株)エスアールディ),阿久津東眞((株)エナ),長村聡仁(東和薬品((株)))

＜執筆者一覧（敬称略）＞

☆治験薬における関連規制や製造時におけるバリデーション等についても触れています。
☆病院内での治験用の薬剤の製造の注意点および治験原薬製造・委託製造のポイントとは？
☆原薬・臨床研究用治験薬・バイオ治験薬等の特殊な治験薬の製造も解説。
☆関連する文書管理・CMC対応およびGCPにおける管理ポイントも掲載。
☆治験薬製造における査察対応や治験薬輸送・保管時についても触れた治験薬を知るための1冊です！
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メディカルライティングに役立つ臨床試験関連用語集　書籍
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メディカルライティングに役立つ
臨床試験関連用語集

★メディカルライター必携！

メディカライト・ジャパン 代表 医学博士 石塚 善久　著
メディカライト・ジャパン設立後，17 年が経過し，手掛けたメディカルドキュメン
トは 400 部超，メディカルライティングセミナーでの講演は 180 回超。
その豊富な経験を生かしたコンサルティング，また，ライティング技術の真髄に迫
る講演は，評判が良い。

＜本書のポイント＞
◎ 医薬品の臨床開発に関連した全般的な用語を収録

◎ 収録見出し語数は 1,633 語

◎ 見出し語すべてに英語表記を併記

◎ 医薬のバックグランドがなくても理解できる判り
やすい解説

◎ メディカルライター必携の用語集

発刊　2016 年 12月
定価　25,000 円 + 税
体裁　B5判　287 ページ
ISBN　978-4-86502-119-6

　本書は，メディカルドキュメントを作成する際

に用いることが多い臨床試験計画全般用語，薬理

学用語，薬物動態学用語，有効性や安全性の評価

に関する全般的な用語，初歩的な統計学用語，お

よび有害事象名としてよく用いる症状名や障害名

を集めて，その英語表記を添え， 必要に応じてそ

の意味や説明も加えた臨床試験関連用語集です。

　治験総括報告書やコモンテクニカルドキュメン

トを作成する際に，また日ごろのメディカルライ

ティングを行う際に，ライターの座右の書として

活用していただければ幸いです。 

＜用語集　見出し語数 1,633 語＞　／以下、記載例　

【 アカシジア 】 あかしじあ
akathisia ,  acathisia
静座不能症で，落ち着きがなく，筋肉が震える感があり，じっと座っていられ
ない状態をいう。向精神薬や神経抑制薬の錐体外路系副作用としても知られる。

【 アカラシア 】 あからしあ
esophageal achalasia
食道と胃の接合部である噴門が弛緩しない状態をいう。食物の通過障害や嚥下
困難といった症状を引き起こす。
　　・
　　・
　　・

【 割合 】 わりあい
proportion
分子が分母に含まれる分数。有効例数を全例数で割った有効率など。

【 割付 】 わりつけ
assignment,  al location
試そうとする治験薬が複数ある場合，あるいはその用量が複数ある場合，その
いずれか一つに被験者を割り当てる作業をいう。

【 割付責任者 】 わりつけせきにんしゃ
assignment manager,  al location manager
割付を行う責任者をいう。

＜英和対訳＞

　a frequent complaint　多訴 （たそ）
　abdominal pain　腹痛 （ふくつう）
　abnormal hepatic function　肝機能異常 （かんきのういじょう）
　abnormal involuntary movement scale　AIMS
　　異常不随意運動評価尺度 （いじょうふずいいうんどうひょうかしゃくど）
　abnormal l ipids　脂質異常 （ししついじょう）
　　・
　　・
　　・
　wound　創傷 （そうしょう）
　xeroderma　乾皮症 （かんぴしょう）
　xerophthalmia　眼球乾燥 （がんきゅうかんそう）
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二軸押出機による押出混練技術

 　　　　　　　　　　　 二軸押出機の仕組み・要素・構成を理解する！
 　　　　　　単軸押出と二軸押出の違いは？どんな時二軸押出機を活用すべき？

 二軸押出機の実用に必須のポイントも解説！トラブル対策に役立てよう！
    各種条件設定・パラメータが物性に及ぼす影響とは？二軸押出機の点検・保全の勘所は？

　   コンパウンディング技術・ポリマーアロイ・ブレンド各種技術を詳説
反応押出・リアクティブプロセッシング…混練による構造制御とは？ナノ分散やナノコンポジット

評価・スケールアップまで！炭素繊維やセルロースナノファイバーへの活用等最近のトピックも

　　　 二軸押出のスクリュデザイン、セグメントの組み合わせを理解する！
        二軸押出のスクリュとその特徴・混練分散挙動は？プロセス別のスクリュ形状は？

スクリュデザインの手法は？スクリュミキシングエレメント組み合わせの考え方とその応用は？

　　　　　　　　　　シミュレーション・可視化の方法と評価は？
 　　各シミュレーション手法をわかりやすく詳説！二軸押出機を用いた分散挙動の評価は？

                                  二軸押出機による混練の可視化技術とは？

二軸押出技術を基礎からしっかり理解・日々の実務・トラブルに対応しよう！

☆★ＨＰに詳細内容を掲載。ご確認ください！　「情報機構　BC161201」　と検索★☆

執筆者一覧【敬称略・順不同】　　　機械メーカー・樹脂メーカーの前線で活躍する技術者
　　　　　　二軸押出技術を知り尽くしたベテランの技術者　大学・研究機関の実力研究者・・
　　　　　　　　　　　　　様々な立場の執筆陣が多方面から技術を詳説！

●同志社大学　田中達也  ●旭化成(株)　大田佳生  ●(株)日本製鋼所　富山秀樹
●(株)池貝　久家立也  ●福井大学　田上秀一  ●福井大学　植松英之　
●山形大学　井上隆  ●住友化学(株)　森冨悟　●(株)プラスチック工学研究所　辰巳昌典
●(有)エスティア　橋爪慎治  ●長岡国際技術士事務所　長岡猛　　
●京都市産業技術研究所　仙波健　●押出成形技術支援事務所　古橋善男　
●(株)池貝　林﨑芳博  ●(株)日本製鋼所　福澤洋平  ●タキロン(株)　髙瀬博文　

ＵＲＬ⇒　https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC161201.php



★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

            発刊：2016年11月　定価：62,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー 350頁

　 ウェアラブルセンシング最新動向　書籍（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！

書籍名 【BC161102】

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
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　IoT各種端末として需要増加が見込まれるウェアラブルセンシングデバイス
★次世代センシング・低消費電力電源・機能性材料の技術開発動向から注目分野への活用例まで

詳細はＨＰをご覧ください
●検索→「BC161102　情報機構」

●低侵襲型センシング・低消費電力電源・機能性材料の開発動向
・作製プロセス、試験評価結果から現場での活用事例まで
・低侵襲化／小型軽量化／耐久性や伸縮性の向上手法
・デバイス実用化に必要な条件とは？着衣型特有の課題、医療機器としての製品化に向けて・・・。
・ウェアラブルデバイスに適した電池とは？～安全性と高容量を備えた最新ＬｉＢ開発事例etc
・デバイス性能向上に貢献する機能性材料開発動向～伸縮電線、トランジスタ、電極、導電性繊維etc
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造プロセスから応用先まで詳説

●センシング技術応用と新規サービス構想～計測技術は年々発展・・・ではその応用先は？
・生まれつつある新規デバイスとサービス開発、導入事例
　～現場の課題解決に向けたアプローチ／実証試験から得たユーザーの目線と声／医工連携の実態
・本分野で要注目の技術とウェアラブル市場対応への事業戦略
　～自社コア技術の活用／医療機器メーカーとの関係構築／新しいビジネスモデル（エコシステムとリーンスタートアップ）

●ウェアラブルデバイス参入の鍵を握る要素
・ウェアラブル端末の市場規模と拡大予測～医療ヘルスケアへの社会的需要、センサ・ハード市場
・数量的普及に求められるキラーアプリケーション＆サービスとは？
・ウェアラブルの特性を活かした医療／ヘルスケア現場での新ビジネス
・行政側の規制情報と動向～参入への障壁、機器への要求事項、個人情報保護etc
　⇒医療ヘルスケア機器上市のために必要なこと～医療機器の該当判断、法務上の留意点、国外販売時の留意点etc

　　ウェアラブルセンシング最新動向
～次世代センシング・電源・材料技術動向及びヘルスケア分野への応用～

●鈴木泰智（㈱テクノシステムリサーチ）   　　●松本郁夫（㈱ ふじわらロスチャイルドリミテッド）　 ●飛岡依織（ＧＶＡ法律事務所）
●榊原正博（㈱モノ・ウェルビーイング）　　　●大井一弥（鈴鹿医療科学大学）　　　　　　　　　●三寺秀幸（ミツフジ㈱）
●石丸園子（東洋紡㈱）　　　　　　　   　　●関口貴子（産業技術総合研究所）　　　　　　　　●竹田泰典（山形大学）
●時任静士（山形大学）　　　　　　　   　　●儲未名（旭化成㈱）　　　　　　　　　　　　　　●長野満幸（日立マクセル㈱）
●棟方裕一（首都大学東京）　　　　　   　　●竹内敬治（㈱NTTデータ経営研究所）　　　　　　 ●西澤松彦（東北大学）
●尾坂格（理化学研究所）　　　　　　　　   ●瀧宮和男（理化学研究所）　　　　　　   　　　　 ●藤原幸一（京都大学）
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基礎からの統計学
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＜著者より・一部抜粋＞
統計学で、有意差検定と分布は、独立して取り扱われるものと考える方もいらっしゃるかもしれない。

しかし、t検定に代表されるパラメトリック検定の原理を理解するには、正規分布の性質をしっかり知る必要がある。

本書では、最初に分布の特徴を伝える基本統計量を解説した後、正規分布の数理について述べた上で、

検定の原理と使い分けについて解説した。なぜ有意確率Pが、0.05よりも小さければ、

有意差があると判断できるのかを、具体的に理解して頂けると思う。

後半は、相関と回帰の違いと、普段、何気なく使っている回帰式の問題点について解説した。

また、他書ではほとんど触れられていない、有病率を組み込んだ、陽性的中率の算出式を示した。

尚、改訂版では計数値の検定法として、カイ2乗適合度検定と独立性の検定、

多変量回帰分析として、重回帰分析とロジスティック回帰分析を追加した。

＜著者＞
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＜内容・一部抜粋＞

・正規分布と基本統計量

・正規分布における標準偏差の意味

・標準誤差　・基準範囲と95％信頼区間

・帰無仮説と検定のながれ

・検定の原理　・有意水準と2種類の過誤(エラー)

・母平均の差との検定　・分布の標準化

・1標本t検定　・1標本t検定の実際

・独立2群の差の検定(2標本t検定)

・等分散の検定（F検定）・ウェルチ法による2標本t検定

・t検定の落とし穴　一元配置分散分析/二元配置分散分析

・Mann-Whitney検定と統計量U値(ノンパラメトリック検定法)

・標本サイズが大きいときのU値の分布・Mann-Whitney検定の実例

・2標本t検定とMann-Whitney検定の使い分け

・相関と回帰  相関分析/相関係数

・標準化データの積の意味　・回帰分析　・最小二乗法

・線形関係式　・標準主軸回帰　・主成分回帰　・Deming回帰

・回帰直線の比較と選択基準　・判別特性とROC曲線　他

多くの読者と同じく、何冊もの統計書の断片を、ジグソーパズルのようにつなぎ合わせながら

統計学を学ぶ著者が、「正規分布の性質」「検定原理と使い分け」「相関と回帰の違い」等を

自身のイメージや4つの例題を元に分かりやすく解説！

○有意差：有意差があるとは？どうやってわかるのか、調査対象データがどの程度なら正規分布と判断するのか

○基準範囲と95%信頼区間・信頼区間の算出方法 ○帰無仮説と対比仮説

○検定についての基本的な考え方と原理・帰無仮説と検定の流れ　○t検定とは？t検定とスチューデントt検定の原理

○t検定で必要となるn数の目安 ○t検定の落とし穴、誤用例

○等分散の検定(F検定) ○ウェルチ法による2標本t検定

○一元配置分散分析と二元配置分散分析

○Mann-Whitney検定の実例・スチューデントt検定とMann-Whitney検定の使い分け

○「パラメトリック/ノンパラメトリック」と「差/出現度数/散布度」に分類分けした検定一覧表

○有病率を組み込んだ、陽性的中率の算出式　○重回帰分析とロジスティック回帰分析

【改訂増補版】
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細胞培養の基礎知識と細胞培養基材の利用・開発の留意点

◎ 培養細胞の基礎から培養手法・培地の種類・品質管理・凍結保存・保管管理のポイントを学べます。
◎ 細胞培養に影響を与える細胞培養基材の基礎知識・種類・各特徴・役割・現象および事例も解説します。

第1章 細胞培養のための細胞培養基材
－バイオマテリアル技術の重要性－
1.広い守備範囲をもつバイオマテリアル技術
2.再生医療におけるバイオマテリアル技術の位置付け
3.バイオマテリアル技術を活用した細胞周辺環境の構築
4.生物医学研究に対する細胞培養基材の重要性
5.生物医学研究の発展に必要不可欠な細胞培養基材技術

第2章 培養細胞の基礎知識
1.細胞の分類と特徴
2.使用する細胞の選択、細胞情報の取得
3.細胞バンクの利用上のポイント

第3章 培養手法と培地について
1.培養手法の種類と特徴
2.培地の種類と特徴
3.培地調整の方法とポイント

第4章 細胞の品質管理
1.細菌・真菌を対象とした無菌検査の方法
2.細胞のマイコプラズマ汚染試験の方法
3.使用細胞の認証方法
4.細胞のウイルス検査手法
5.細胞の管理記録

第5章 細胞凍結保存・保管管理の注意点
1.緩慢冷却法と急速冷却法（ガラス化法: vitrification）
2.細胞の凍結保存時における注意点
3.保存管理の方法
4.融解・再培養における注意点
5.保存管理委託におけるポイント

第6章 実験用の細胞培養と臨床用の細胞培養（製造）の違いと考え方
1.はじめに 実験用の細胞培養と臨床用の細胞培養の違いについて
2.再生医療等を実用化するための法制度の整備について
3.再生医療等安全性確保法の概要
4.再生医療等安全性確保法における細胞培養加工施設の構造設備
5.薬機法の概要
6.細胞・組織利用医薬品等の取扱い及び使用に関する基本的考え方
7.再生医療等製品に係る生物由来原料基準について
8.ヒト(自己／同種)由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の
   品質及び安全性の確保に関する指針
9.ヒト幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性確保に関する5指針
10.再生医療等製品に係るGCTP省令の概要
11.再生医療等製品における「バリデーション」と「ベリフィケーション」
  　の考え方

★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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細胞培養の基礎知識と細胞培養基材の利用・開発の留意点　書籍

備考

FAX

☆"細胞の培養→培養基材→関連技術開発"といった関連部分の全体像を俯瞰して学べ、
　かつ細胞培養初任者が基礎から関連技術まで学べる書籍

第7章 細胞培養基材としてのバイオマテリアル
　1.生体組織と細胞培養
　2.表面加工技術を利用した2次元細胞培養基材
　3.ハイドロゲルを利用した2次元細胞培養基材
　4.細胞足場材料を利用した3次元培養
　5.生理活性物質の徐放化を可能とする徐放性細胞足場材料
　6.傾斜機能化細胞足場材料

第8章 細胞培養基材表面で起こる初期現象
　1.基材表面で起こる現象－培地成分と基材の相互作用
　2.基材表面へのタンパク質吸着現象－吸着と構造変化
　3.タンパク質吸着と細胞の活性化
　4.基材表面特性とタンパク質吸着 
　5.基材に含水した水の状態の解析
　6.基材表面に存在する中間水の役割
　7.高機能な細胞培養基材の分子設計の試み
　8.材料上での細胞分化－分化マーカー遺伝子の発現量変化

第9章 細胞培養基材と細胞の関係
　第1節 細胞のパターニング・アレイ化
　 1.パターニング培養の意義と分類
　 2.細胞のパターニング技術
　 3.パターニング培養からみえてくる生命現象

　第2節 微細構造表面と細胞の関係
　 1.微細構造表面の作製手法
　 2.微細構造表面への細胞応答

　第3節 基材硬さと細胞の関係
　 1.細胞が基材硬さを感じるしくみ：細胞接着の力学
　 2.培養力学場と細胞相互作用の本質
　 3.培養力学場設計による細胞運動の操作
　 4.培養力学場設計による細胞分化制御

　第4節 ガス透過性機材と細胞の関係
　 1.細胞のエネルギー代謝と酸素の関係
　 2.細胞培養における酸素供給と消費の関係
　 3.ガス透過性膜を用いた膵細胞培養
　 4.ガス透過性膜を用いた肝細胞培養

　第5節 三次元スキャフォールド
 　1.三次元培養におけるスキャフォールドの役割
　 2.三次元スキャフォールドの研究動向（骨再生を中心にして）
　 3.アパタイトファイバースキャフォールドを用いた骨芽細胞の
     三次元培養とその評価方法
　　
第10章 細胞培養基材製品の概況と現状
　1.高水準の品質管理がなされた培養器材
　2.タンパク質吸着抑制表面処理を施した培養器材
　3.高効率細胞回収用遠沈管



●発刊　　2016年9月　　●定価　58，000円 + 税　●体裁　　B5判ソフトカバー　316ページ　　

UV硬化　気になるポイント徹底理解　書籍書籍名【BC160901】

※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。
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　　☆★内容の詳細はＨＰに掲載しております！「情報機構　BC160901」と検索！★☆

●関西大学　工藤　宏人
●綜研化学（株）石川　信広　　
●DIC（株）小林　伸生
●東洋インキ（株）藪野　通夫　　
●荒川化学工業（株）冨樫　春久　　
●（株）アクロエッジ　中宗　憲一
●（株）スリーボンド　大槻　直也    
●千葉大学　小関　健一    
●東亞合成（株）佐内　康之
●ラドテック・サポート　阿久津　幹夫   
●（株）リコー　平岡　孝朗    
●大阪府立大学　陶山　寛志

●大城戸化学研究所　大城戸　正治　
●日本ペイント・インダストリアルコーティングス（株）肥田　敬治
●日本化薬（株）山本　和義　　
●BASFジャパン（株）鮫島　かおり　　
●ビックケミー・ジャパン（株）若原　章博
●ウシオ電機（株）　朝木　真一　  
●（株）アイ・エレクトロンビーム　木下　忍　  
●へレウス（株）足利　一男
●Integration Technology Japan　勝田　康　　
●JSR（株）　山口　宙志　　
●（株）ケミカル　桐原　修
●富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株）佐藤　武彦  　　

気になるポイント

　  徹底理解！

執筆者一覧【敬称略・順不同】　

ＵＶ硬化の基礎・製品応用・トラブル対策の理解から最新動向までしっかり解説。必読の書籍、新規刊行！

ＵＶ硬化

 ★第一線で活躍する著者陣が執筆！drupa2016動向等も踏まえた最新内容にて発刊！ 

 ★ＵＶ硬化の種類・材料・装置から塗料・インキ・ハードコートなどへの応用まで基礎から詳解

 ★ＵＶＬＥＤ／ＵＶインクジェット／エン・チオール硬化／ハイパーブランチポリマーなど
                                                                                      欠かせない技術動向も掲載

 ★水系ＵＶ硬化は？材料・製品の取扱は？リサイクルは？修復性の付与は？最近気になる情報も！

 ★光の波長や照度の及ぼす影響は？条件の最適化は？陰の部分を硬化させる方法は？
                                                                           実務に必須のポイントもしっかり解説

 ★硬化阻害、硬化収縮はどう防ぐ？劣化防止のポイントは？
     常に立ちはだかる問題を様々な観点から重点的に解説！評価・分析法も確実に押さえる！

     

最新‼

又はＨＰ　https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC160901.php　をご確認ください
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医薬品の承認申請電子データ提出とCDISC標準
― 医薬品のデータサイエンスにおけるインフラストラクチャー ―

◎CDISC標準で医薬品開発の各部門の担当者が何を考えるべきかも学べる一冊です！

《序》 承認申請電子データ提出：その背景と医薬品のライフサイクルに与えるインパクト 
　第1部　医薬品のライフサイクルと申請電子データ 
　　1.1　申請電子データに関する規定及び基準 
　　　1.1.1 日本の医薬品承認申請時電子データ提出に係る規制の概要 
　　　1.1.2 CDISC標準のデータモデルと品質（コンプライアンス と トレーサビリティー） 
  　　1.1.3 メタデータ管理  1.1.4 Controlled Terminology（統制用語） 1.1.5 Therapeutic Area Standards（疾患領域標準） 
　　　1.1.6 関連ICH ガイドライン 1.1.7 システムの信頼性保証に関する規定
　　　1.1.8 地域規制当局間の協調と申請電子データの地域間共通化に向けての動き
　　1.2　医薬品開発の進め方と申請電子データ
　　　1.2.1 各相試験と申請電子データの準備                    1.2.2 開発計画とメタデータ管理
　　　1.2.3 PK/PDデータの解析方法と申請電子データについて     1.2.4 データモニタリングの考え方の基礎
　　　1.2.5 電子データ提出を前提とする治験におけるデータマネージメントの注意点 
　　　1.2.6 医薬品開発とプロジェクトマネージメント
　　1.3　申請電子データ提出の準備及び実施
　　　1.3.1 提出用申請電子データの作成及び提出準備時における考慮事項   1.3.2 申請電子データの提出と提出データの取扱い
　　　1.3.3 規制当局が行う解析とModeling and Simulationについて    1.3.4 申請電子データの更新及び一部変更申請における取扱い
　　1.4　医薬品安全性監視と申請電子データ
　　　1.4.1 医薬品安全性監視と安全性検討事項                      1.4.2 副作用等の規制当局報告と安全性監視の連携
　　1.5　医薬品のライフサイクルマネージメントと電子データ
　　　1.5.1 医薬品のライフサイクルマネージメントと申請電子データ  1.5.2 臨床研究とCDISC標準
　　1.6　医薬品の社会的価値と電子データ
　　　1.6.1 今後の薬価設定の考え方と申請電子データ                1.6.2 実臨床データに基づく公的医療費の配分の決定

　第2部 各種医薬品関連臨床データ処理業務とCDISC標準
　　2.1　申請電子データのコンプライアンスを確保するために行うべきこと
　　　2.1.1 電子データに関する規定・基準の設定             2.1.2 疾患領域別のデータ標準及びCTの検討
　　　2.1.3 種類別データセット間の仕様定義の連携確保       2.1.4 支援システムの利用
　　2.2　申請電子データのトレーサビリティー確保のために行うべきこと
　　　2.2.1 解析出力からSDTMデータセットまでのトレーサビリティー
　　　2.2.2 SDTMデータセットからEDCの入力画面までのトレーサビリティー
　　　2.2.3 システムの利用
　　2.3　医薬品安全性監視へのデータ標準の適用推進
　　　2.3.1 医薬品安全性監視計画と申請電子データ           2.3.2 製販後研究におけるCRF・プロトコルとデータの取扱い
　　　2.3.3 副作用等の規制当局報告様式と個別症例データの収集方法

◇著者◇
　　

※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【BA160603】 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

医薬品の承認申請電子データ提出とCDISC標準　書籍

備考

FAX

イーピーエス株式会社　CDISC室　関 利之 先生
　

【関連資料として、以下の通知集も一括掲載】
①【承認申請時の電子データ提出に関する基本的な考え方について】(平成26年6月20日)
②【「承認申請時の電子データ提出に関する基本的考え方について」に関する質疑応答集(Q&A)について】(平成26年6月20日)
③【承認申請時の電子データ亭主に関する実務的事項について】(平成27年4月27日)
④【「承認申請時の電子データ提出に関する実務的事項について」に関する質疑応答集(Q&A)について】(平成27年4月27日)
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凍結乾燥の基礎と実務への応用
-プロセスの最適化に向けた数学モデルの解法と使い方-

◎凍結乾燥をどのように予測するか？　様々な製品の凍結乾燥に応用できる基本書。

１章　凍結乾燥プロセスの概説
　1.1 凍結乾燥のプロセスフロー   1.2 凍結乾燥過程の温度履歴  1.3 凍結乾燥装置の概要

２章　凍結に関わる物理化学現象
　2.1 凝固点降下   2.2 固液相平衡  2.3 コラプス  2.4 過冷却現象  2.5 凍結によって生じる氷晶のミクロ構造

３章　凍結乾燥プロセスにおける凍結操作　
　3.1 冷却方法と凍結   3.2 凍結過程における温度履歴の推算  3.3 凍結過程の温度履歴から平均氷晶サイズの推算
　3.4 氷晶のミクロ構造をどう評価するか（屈曲係数の推算）  3.5 氷晶のミクロ構造をどう制御するか（アニーリング）

４章　凍結乾燥過程における製品品質の劣化
　4.1 凍結過程における製品品質の劣化につながる現象  4.2 乾燥過程における製品品質の劣化
　4.3 凍結乾燥機における凍結制御   4.4 凍結乾燥プロセスの最適化指針

５章　乾燥操作の基礎
　5.1 乾燥の基礎    5.2 凍結乾燥における乾燥メカニズム（製品スケールの観点から）
　5.3 凍結乾燥における乾燥メカニズム（乾燥装置スケールの観点から） 5.4 凍結乾燥速度に影響を及ぼす因子

６章　棚板式バイアル凍結乾燥のモデル化とその解法
　6.1 熱と物質移動のモデル化 6.2 乾燥所要時間と製品温度の推算の実施  6.3 パラメーターの取得   
  6.4 デザインスペースの推算 6.5 乾燥時間短縮のために

７章　三次元的な輻射式凍結乾燥のモデル化とその解法
　7.1 輻射伝熱のモデル化  7.2 乾燥圏内の熱移動のモデル化   7.3 物質移動のモデル化
　7.4 水の昇華試験による熱と物質の移動パラメーターの取得
　7.5 カットリンゴの凍結乾燥試験（シミュレーションの実施例）

◇著者◇
　　

■凍結乾燥におけるプロセスの流れと注意点を解説
＞凍結工程、乾燥工程の特徴と温度履歴からみる状態とは？

＞凍結乾燥装置の特徴とメリットとデメリット

■凍結操作における凍結現象の評価と制御の考え方を解説。
＞冷却手法による凍結過程の差異と温度履歴をどのように推測するか？

＞平均氷晶サイズを推測し、氷晶のミクロ構造を如何に制御するのか？

■乾燥現象の基礎と乾燥時の注意点
＞製品・乾燥装置スケール等での乾燥過程をどのように推測するか？

＞乾燥時間に影響を及ぼす要因をどのように考えていくべきか？

※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

書籍名【BA160602】 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

凍結乾燥の基礎と実務への応用　書籍

備考

FAX

京都大学　農学研究科 食品生物科学専攻　准教授　中川 究也 先生 
　

■凍結現象の基礎と凍結段階での重要ポイント
＞凍結濃縮の共晶点・ガラス転移点・コプラス現象の関係とは？

＞過冷却現象による氷晶のミクロ構造形成への影響とは？

■凍結乾燥過程における製品品質への影響と対応策を解説。
＞凍結や乾燥のする過程で製品が影響を受ける要因とは何か？

＞凍結乾燥時の時間・製品品質・活性物質安定性の関係。

■棚板式バイアル凍結乾燥および三次元的な輻射式凍結乾燥
　のモデル化の考え方
＞一次乾燥過程（昇華過程）の数学的な取り扱いについて。

＞乾燥過程における品温や昇華速度の推算の考え方とは？



人工知能・機械学習・ディープラーニングの活用で産業は変わるのか？

「利活用する」観点で各技術の初歩から応用まで踏み込む！

●発刊　　2016年6月　　●定価　　56，000円 + 税　 ●体裁　B5判ソフトカバー　296ページ　　

人工知能・機械学習・ディープラーニング関連技術とその活用 書籍
書籍名【BC160601】

何ができるのか？何が必要なのか？産業利用を考える人のための

　　　　　○人工知能とは？機械学習とは？ディープラーニングとは？いったい何ができるのか？○
      現在の第三次人工知能ブームとは何なのか？教師あり学習とは？教師なし学習とは？強化学習とは？サポートベクターマシンとは？

         NN（ニューラルネットワーク）とは？ディープラーニングは何がすごいのか？データマイニングとの違いは？脳科学との関係は？

                                               話題の囲碁（AlphaGo）の戦略とは？各技術の基本をしっかり押さえる！

　                                 ○画像認識・音声認識・自然言語処理・・各分野の詳細も解説○
                                               独立した解説で各分野で何ができるようになりどう役立つのかわかる！ 

                                           機械学習やディープラーニングはそれぞれの分野でどう役立っているのか？

 ○人工知能を利用する！何か必要？データの扱い方は？どんなツールがある？実装の方法は？○
                  人工知能を活用するには何が必要になるのか？R　Python　Spark・・オープンソースの種類からCaffeやChainer等

          ディープラーニング関連ツール実装方法まで解説！システムの開発例は？データの処理方法は？具体的でわかりやすい！

　  ○人工知能をめぐる問題点も解説！法規制の動向は？シンギュラリティは起こるのか？○ 
　                                 人工知能を論じる際に外せない倫理・法規問題。これから法規制はどう変わっていくのか？

                   活用にあたり何に気を付けなくてはならないのか？2045年問題とは？シンギュラリティとは？本当に起こるのか？

　 ○どんな産業分野に応用が見いだせるのか？？検討が進むアプリケーション事例も詳解！○
                              自動運転へのディープラーニングの応用や創薬・医療診断における人工知能、ロボットにおける活用や

                                             外観検査・材料開発・エネルギーに至るまで産業に与えるインパクトを解説！

※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

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

                       
  https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC160601.php

●国立情報学研究所 市瀬 龍太郎　　●フューチャーブリッジパートナーズ株式会社 長橋 賢吾　　●中部大学 山下 隆義
●東京農工大学 石井 一夫　　●テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 池田 拓史　●名城大学 堀田 一弘
●株式会社日立製作所 藤田 雄介　●東京工業大学 高村 大也　●玉川大学 大森 隆司　●モデライズ株式会社 高村 淳
●新潟国際情報大学 中田 豊久　●光和総合法律事務所 神田 泰行　●株式会社日本総合研究所 東 博暢
●日本シンギュラリティ協会 広口 正之　●株式会社NTTデータ経営研究所 神田 武　●インテル株式会社 野辺 継男
●早稲田大学 尾形 哲也　●三菱電機株式会社 堂前 幸康 他　●先端医療振興財団　岩田 浩明　●理化学研究所　種石 慶
●京都大学 奥野 恭史　●奈良先端科学技術大学院大学 荒牧 英治　他　●大阪大学 吉田 博　他　
●みずほ情報総研株式会社 永田 毅　 ●金沢大学 北山 哲士　 ●広島工業大学 永田 武　 ●早稲田大学 後藤 正幸

人工知能・機械学習・ディープラーニング
関連技術とその活用

  　　　　　　　　　詳細な目次をHPに掲載中！！　下記URL 又は 「情報機構　BC160601」と検索

執筆者一覧【敬称略・順不同・一部省略】　目次と執筆者完全版はHPにてご確認ください！



他社に競り勝つ！本当に強い特許実務対応
　　～係争対応・各社の特許戦略策定ノウハウ・事例～

★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
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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
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●川尻　達也（ツネイシカムテックス㈱）　　   ●豊岡　大志（森本国際特許事務所）　　　　　●園　良治　（辻製油㈱）
●中村　大介（㈱如水）　　　　　　　　　　●野﨑　雅人（弁護士）

★本書籍のポイント
●効率的かつ有効的な特許戦略策定の為に
・特許調査の種類と具体的手順を注意点と併せて解説
　―情報収集で使える検索データベースと利用方法
・特許マップによる技術動向把握
・研究開発を成功に導く発明テーマ創出のプロセス
　―自社技術の強み弱み把握／良いテーマの　
　　効率的な発掘と権利化

●出願から中間対応ノウハウ
・審査官が理解しやすい特許請求や明細書のポイント
　―拒絶理由通知に隠された審査官の意図とは？
・他社に差をつける権利確立のために
　―出願後、不出願時に取り組むべき内容／技術者と知財部員の連携

●特許係争事例から学ぶ他社対策
・侵害訴訟での実務上の対応ポイント
　―特許化漏れ／他社特許使用／先発と後発／
       存続期間延長／非侵害論と有効論

第１章　踏まえておくべき特許戦略策定基礎
　第１節　企業における特許調査の重要性　
　第２節　研究開発者における発明発掘・テーマ創出のノウハウ
第２章　海外における特許戦略
　第１節　各国の特許制度の特徴
　第２節　東南アジアにおける特許出願戦略
　第３節　近時の制度改正について
第３章　特許出願・中間対応ノウハウ
　第１節　特許出願要件
　第２節　中間対応ノウハウ
第４章　他社対策を視野に入れた特許戦略
　第１節　他社特許対策実務ノウハウ
　第２節　他社が嫌がるまたは脅威となる特許戦略とその活用事例
　第３節　他社特許に係る各場面での対応策
第５章　実務に活かせる知財係争事例分析
　第１節　実務に活かせる係争事例分析
　

★必要以上に他社特許排除や過剰な出願を行っていませんか？研究開発のグローバル化と共に
他社との競争が加速する昨今、求められるのは特許実務の質！
★事業強化に繋がる特許関連業務のノウハウを、現場における事例含めわかりやすく解説

　第２節　近年の判例と今後の対策
第６章　業界別特許戦略事例紹介
　第１節　医薬分野バイオ医薬品製造開発に伴う問題点と対応策
　　第１項　製造開発現場から優れた製品を創出できる特許の知識と業務
　　第２項　バイオ医薬品製造開発に伴う問題点と対応策
　　第３項　医薬品特有の知的財産戦略と自社出願
　　第４項　医療用機器製造・開発現場における特許関連業務
　第２節　機械分野
　　第１項　電機機器メーカー
　　第２項　機械・設備機器メーカー
　第３節　化学分野
　　第１項　製造業における知財活用
　　第２項　電池分野特有の特許戦略事例とその考察
　第４節　食用油脂や添加物、機能性食品素材における特許の活用と戦略
　第５節　IT分野～ソフトウェア特許の最新動向／特許創造／出願例
　第６節　知的財産戦略への産学連携活用

●分野別事例から見る業界特有の事情とそれに応じた実務対応策
・分野の壁に捉われない、開発現場と知財担当が踏まえるべき共通点とは？
　―開発担当者への知財の意識付け／開発現場と知財担当者の兼ね合い
・業界特有の特許関連業務
・研究開発現場のコンサルが、現場で意識しているポイントを伝授
知財先進企業になる道を提案！
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発刊 2016年4月 ・体裁 Ｂ５判ソフトカバー 449頁　定価48,000円+税

各国の食品用器具･

　容器包装材料規制
    ～動向と実務対応～ 

著者： 塩ビ食品衛生協議会 常務理事 石動正和 氏

Ⅰ．欧州
 　1.プラスチック指令以前
 　2.枠組み規則、プラスチック指令
 　3.プラスチック指令の移行試験
 　4.プラスチック規則（PIM）
★5.プラスチック規則のガイドライン
　　（全体・情報伝達・移行試験・適合試験）
 　6.その他の規制

Ⅱ．米国
 　1.法制度の構成
 　2.食品医薬品化粧品法
　 3.食品添加物規制改正と
 　　食品添加物申請制度（FAP）
　 4.食品医薬品行政近代化法と
 　　食品接触届出制度（FCN）
 　5.規制からの免除や除外、Lehmanリスト
 　6.純度、リサイクルの要件
 　7.食品安全近代化法

Ⅲ．カナダ
　 1.食品医薬品法
 　2.法の構成
 　3.規制の枠組み
 　4.行政管理
 　5.米国との関係

Ⅳ．オーストラリア／ニュージーランド
 　1.両国の協同
 　2.食品標準公典
 　3.リサイクル材料

Ⅴ．中国／台湾
中国
★1.改正食品安全法
 　2.GB 9685への既存物質の追加収載
 　3.GB 9685への新規物質の登録申請
★4.国家標準制定改正
　 　（プラスチック・ゴム・紙・金属・コーティングなど）

-目次-

　欧州では2011年5月1日食品包装材料への新たな規則（プラスチック規則:PIM）が施行され欧州委員会は3つのガイダンスを作成している。EFSAは2012年

3月30日コーティング剤・色材・印刷インキなどプラスチック以外の食品接触材料のリストを作成し、欧州委員会はこれらへの規制管理計画のためロードマップを

作成した。米国では2011年1月4日食品安全近代化法が成立し食品包装材料分野を含め予防原則が適用される。中国では2009年6月1日施行された食品容器、

包装材料用添加剤使用衛生標準GB9685-2008に対し3回の告示が示され、既存物質の整理作業は終了した。2011年5月23日新規物質申請受理規定が公布され、

申請業務が本格化している。また国家標準の大規模な修改正計画が公表されている。発展途上国においてはインド、ASEANの一部（インドネシア、ヴェトナム）、

南米、湾岸諸国などに欧米を参考にしたポジティブリスト制度が普及、拡大している。こうした海外動向により国内においても新たな法整備が求められ、また

企業においても事業展開を見据えた情報収集と対応の重要性が増している。本資料では、こうした各国のこれまでの歴史と最新状況を紹介し、企業が実務対応上

着目すべきポイントを明らかにする。

　本資料の初版は、2014年2月、こうした各国のこれまでの歴史と最新状況を紹介し、企業が実務対応上着目すべきポイントを明らかにするため発刊された。

この版が好評であったことから、今回この2年の情報を加えて改訂版を執筆することにした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書「まえがき」より）

ＥＵ・中国を中心に最新動向を増補して、頼れる規制ガイドがリニューアル！！
　　　　EU⇒米国⇒カナダ⇒オーストラリア⇒ニュージーランド⇒ロシア

　　　　　　　　　　　中国⇒台湾⇒韓国⇒ロシア⇒東南アジア⇒インド⇒南米⇒湾岸諸国…ect

★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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--------改訂増補版

台湾
　1.食品器具、容器及び包装の衛生基準
　2.プラスチック食品接触材料の上市前登録制度

Ⅵ．韓国
　1.関連機関
　2.食品衛生法（FSA）
　3.食品公典
　4.食品接触材料規制
　5.輸入の要件
　6.規制の方向性

Ⅶ．ロシア

Ⅷ．ＡＳＥＡＮ経済ブロック（AEC）

Ⅸ．インド

Ⅹ．中南米経済ブロック（MERCOSURなど）

ⅩⅠ．湾岸諸国（湾岸協力会議(GCC)）

欧州におけるプラスチック規則(ＰＩＭ) 

のガイダンスドキュメント発行、

中国における数々の国家標準公布など、

影響の大きい情報更新、

最新の動向(2014～2016)を加味して、

改訂増補版としてお届けします。 ※お申し込みの際は、2014年2月刊『各国の食品用器具・容器包装材料規制』購入済み
　　と備考欄にご記入ください。
    他の割引との併用はできません。書店からのお申込は対象外です。

⇒2014年2月刊『各国の食品用器具・容器包装材料規制～動向と実務対応～』を

　 購入なされた方は、特別価格32,000円+税



★バリア包材の特性、測定方法から各種バリアフィルムの性質、用途まで俯瞰的、網羅的に詳解！
★ハイバリアフィルムの『現状』と『最新』の開発動向！

ハイバリアフィルムと高機能化技術

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

【目次】　※一部省略しています。詳細は弊社ホームページをご確認ください。

●価格　35,000円＋税　　●発刊　2016年3月　　●体裁　B5判ソフトカバー　219ページ　

書籍の内容詳細は
弊社ホームページをご覧ください！

検索ワードは→「BC160305　情報機構」

【ご略歴】
三菱重工業（株）にて連続真空蒸着機の開発等に従事
 （株）メイワパックスにて蒸着フィルムや各種包装材料の開発・生産に従事
久留米工業高等専門学校　教授　産学民連携推進センター長、生物応用化学科学科長
久留米市知的財産普及活用推進連絡会会長などをご歴任

●著　者：　博士（工学）　伊藤 　義文　氏

第1章 バリアフィルムの基礎
１ 高分子フィルムのガスバリア性
　１．１ ガス透過のメカニズム
　　１．１．１ 高分子フィルムのガス透過　　１．１．２ 無機層のガス透過
　　１．１．３ 無機物フィラー分散層のガス透過
　１．２ ガス透過理論
　　１．２．１ 高分子フィルム
　　１．２．２ 多層構造からなる積層系
　　１．２．３ 有機／無機層からなる多層構造
　　１．２．４ 無機分散構造
　１．３ 高分子構造とガスバリア性
　　１．３．１ 高分子構造　　　　　１．３．２ パーマコール
　１．４ 各種フィルムのガスバリア性
　　１．４．１ 高分子フィルム　　　１．４．２ 蒸着フィルム
２． バリアフィルムの概要
　２．１ バリアフィルムの分類
　２．２ バリアフィルムの概要
　　２．２．１ PVDCフィルム　　　　２．２．２ EVOHフィルム
　　２．２．３ PVAフィルム
　２．３ 表面改質によるバリア性付与
　　２．３．１ 樹脂コーティングフィルム
　　２．３．２ 蒸着フィルム、ボトル
　　２．３．３ 多層化(共押出・ラミネート)フィルム
　　２．３．４ アクティブ酸素バリア
３ バリア性評価方法
　３．１ プラスチックの主な規格、試験法
　３．２ ガス透過度測定
　　３．２．１ 透湿度測定　　　　　３．２．２ 酸素ガス透過度測定
　　３．２．３ MOCON法ガスバリア試験装置
　３．３ 耐屈曲性測定
　３．４ 保香性測定
第2章 バリア性を付与する薄膜作製法
１ ドライコーティング
　１．１ ドライコーティングの成膜モデル
　１．２ 真空蒸着
　　１．２．１ 蒸着と真空　　　１．２．２ 膜形成過程
　　１．２．３ 蒸発源　　 　 　　１．２．４ 排気システム
　１．３ イオンプレーティング
　　１．３．１ イオン化粒子の役割
　　１．３．２ 反応性イオンプレーティング　　１．３．３ 特徴

　１．４ スパッタリング
　　１．４．１ スパッタリング法による成膜過程
　　１．４．２ 反応性スパッタリング　　　１．４．３ 各種スパッタリング法
　１．５ プラズマCVD
　　１．５．１ プラズマCVD装置と応用
　　１．５．２ プラズマCVD装置の構成
　　１．５．３ 原子層制御CVD(ALD)
２ 工業的ドライコーティング装置
　２．１ 巻取式真空蒸着装置　　　　　２．２ イオンプレーティング装置
　２．３ 巻取式スパッタリング装置　　２．４ プラズマCVD装置
３ ハイブリッドコーティング装置
　３．１ エアー・ツ・エアー式積層コーティング装置
　３．２ ロール・ツ・ロール式積層コーティング装置
　　３．２．１ 東レエンジニアリングのバリアフィルム製造装置
　　３．２．２ 神戸製鋼の量産プラズマCVDロールコータ
第3章 アルミ蒸着フィルム
１． アルミ蒸着フィルムの種類
　１．１ 蒸着基材フィルムの必要条件
　１．２ アルミ蒸着フィルムの種類
２． アルミ蒸着フィルムの一般特性
　２．１ 膜厚　　　　　　　　　　　　　　２．２ 光沢性　　
　２．３ 光線遮断性　　　　　　　　 　２．４ 電磁波シールド性
　２．５ 基材フィルムとバリア性　　 ２．６ 蒸着膜厚とバリア性
　２．７ 真空度とバリア性　　　　　　２．８ 基板の温度とバリア性
　２．９ ラミネートとバリア性　　 　　２．１０ 包装後のバリア性
　２．１１ ラミネート加工性
３． アルミ蒸着フィルムの用途と構成
　３．１ 用途別構成例　　　　　　　　３．２ 蒸着フィルム基材別構成例
　３．３ アルミ蒸着フィルムメーカの動向
４． アルミ蒸着フィルムのハイブリッド積層化技術
　４．１ ロール・ツ・ロール方式　　　４．２ エアー・ツ・エアー方式
第４章 透明蒸着フィルム
１． 透明蒸着フィルムの特徴
　１．１ PVD加熱蒸着法―シリカ蒸着フィルム透明蒸着
　１．２ PVD加熱蒸着法―アルミナ蒸着フィルム
　１．３ PVD加熱蒸着法―シリカ/アルミナ二元蒸着法
　１．４ CVD法―シリカ蒸着フィルム
２． 透明蒸着フィルムの加工適正
　２．１ 取り扱い方法　　　　２．２ 印刷加工　　　２．３ ラミネート加工
３． 透明蒸着フィルムの用途例

　３．１ チューブ類　　　　　３．２ 紙カートンボックス　
　３．３ 乾燥食品　　　　　　３．４ 電子レンジ対応レトルト食品　
　３．５ 電子材料包材　　　３．６ 医療用途
　３．７ 半・生菓子
４． 蒸着フィルムメーカーの動向
　４．１ 凸版印刷　　　　　４．２ 東レフィルム加工
　４．３ 三菱樹脂　　　　　４．４ 尾池パックマテリアル
　４．５ 東洋紡績　　　　　４．６ 大日本印刷
第５章 エレクトロ二クス向けハイバリアフィルム
１． ハイブリッド積層化技術
　１．１ 電気電子分野での用途　　　　１．２ ハイバリアフィルム
　１．３ ハイブリッド積層化技術（１）／UHB
　１．４ ハイブリッド積層化技術（２）／BRIX
２． 太陽電池
　２．１ 太陽電池の種類
　２．２ 太陽電池部材のバリア性レベル
　２．３ 太陽電池のバックシート用フィルム
　２．４ 各企業の取り組み状況
　　２．４．１ 凸版印刷　　　　２．４．２ 大日本印刷
　　２．４．３ リンテック　　　　２．４．４ 三菱樹脂
　　２．４．５ 東レ　　　　　　 　２．４．６ 帝人デュポン
３． 液晶ディスプレイ
　３．１ バリアフィルムを用いた液晶ディスプレイの構造
　３．２ フレキシブル液晶ディスプレイに必要なガスバリア性
　３．３ 量子ドットディスプレイ
　　３．３．１ 量子ドットの働き
　　３．３．２ 量子ドット組込バックライトの実装方式
　　３．３．３ 量子ドットに使われるハイバリアフィルム
４． 有機EL
　４．１ 有機ELの特徴　　　　４．２ 有機ELのフレキシブルデバイス
　４．３ ディスプレイ用封止膜
　　４．３．１ Vitex Systems の「Barix」技術
　　４．３．２ パイオニア　　　　　　　 　４．３．３ 韓国LG
　４．４ 有機EL用照明用ハイバリアフィルム
　　４．４．１ 米国GE社UHB技術　　　４．４．２ コニカミノルタ
　　４．４．３ シンガポール・テラバリアフィルム
　　４．４．４ 富士フィルム　　　　　　　４．４．５ 独国POLO社
５． おわりに
　５．１ 太陽電池や有機EL対応のハイバリアフィルム
　５．２ ロール・ツ・ロールの問題点

【本書のポイント】

◆バリアフィルムの基礎と成膜技術！—成膜原理、装置など具体的な作製方法

◆アルミ蒸着フィルムと透明蒸着フィルムを詳解！—特性、用途およびメーカーの動向

◆ますます要求が高まる、食品包装のバリア性！　

　—長期間保存できるバリア性に優れたフィルム・包装材料の開発動向

◆エレクトロニクス向けのハイバリアフィルムの要求性能とは！？

　—その開発状況、市場性、高機能化技術、今後の展開等を解説
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＜エチレンオキサイド(EO)・放射線滅菌を中心とした＞
医療機器および医薬品の滅菌手法とバリデーションの基礎と実務のポイント

～滅菌理論から工程の設計、バリデーション、日常管理、および関連試験解説～

◎どこまで滅菌すべきか？滅菌による製品への影響は？各種滅菌法とバリデーションの留意点とは？

1. 滅菌関連法規制
　1.1 医療機器の法令、規格基準　1.2 医薬品の法令、規格基準

2. 滅菌の理論的考察
　2.1 微生物について
　2.2 微生物の死滅と滅菌理論
　2.3 微生物の滅菌抵抗性と作用機序
　　2.3.1 エチレンオキサイド（EO）による影響
　　2.3.2 放射線による影響　　2.3.3 紫外線による影響

3. 滅菌の材料および成分への影響と対策
　3.1 放射線による高分子化合物の素材劣化
　　3.1.1 放射線による物性低下　3.1.2 放射線による照射臭
　　3.1.3 放射線による着色
　　3.1.4 高分子材料放射線劣化の原因

4. 滅菌法と滅菌バリデーション
　4.1 エチレンオキサイド（EO）滅菌
　　4.1.1 エチレンオキサイド滅菌方法の長所と短所
　　4.1.2 エチレンオキサイド滅菌の法規制と安全性の確保
　　4.1.3 製品設計
　　4.1.4 滅菌条件の設定（工程開発）
　　4.1.5 滅菌剤としてのEOの特性
　　4.1.6 プロセス及び装置の特性
　　4.1.7 滅菌装置の特性
　　4.1.8 製品の定義
　　4.1.9 プロセスの定義
　　4.1.10 BI（バイオロジカルインジケーター）とPCDについて
　　4.1.11 滅菌バリデーション
　　4.1.12 滅菌工程管理（日常）と出荷
　　4.1.13 プロセス有効性の維持
　　4.1.14 変更管理
　　4.1.15 滅菌工程の見直し
　4.2 放射線滅菌
　　4.2.1 放射線滅菌の特徴　　4.2.2 照射装置の特性
　　4.2.3 放射線の生物効果　　4.2.4 医薬品の放射線滅菌事例
　　4.2.5 滅菌条件の設定　　　4.2.6 製品の定義
　　4.2.7 最大許容線量の設定
　　4.2.8 滅菌バリデーション

◇著者◇
　　

★EO・放射線滅菌の際にどのような影響が起こるのか？
　＞放射線滅菌の際に起こる材料の劣化の可能性と対応策とは？

★滅菌に関連する各種試験にどのようなものがあるのか？
　＞バイオバーデンの基礎から測定手法・生菌数測定・同定・日常管理

　

★滅菌に関連した法令における留意点とは？
★滅菌および滅菌バリデーションの考え方とは？
　　＞ＩＱ・ＯＱ・ＰＱ

　　＞バリデーション計画書、報告書の考え方とは？

※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！

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【BA160304】
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

医療機器および医薬品の滅菌手法とバリデーションの基礎と実務　書籍

備考

FAX

コンサルタント(滅菌、微生物管理、放射線改質)　山口　透 先生

　　
　　
　　4.2.9 日常の滅菌工程管理
　　4.2.10 製品の出荷
　　4.2.11 プロセス有効性の維持
　　4.2.12 変更管理
　　4.2.13 バリデーション計画書、報告書

5. 製品の無菌性保証と考え方
　5.1 滅菌保証と無菌性保証

6. 滅菌関連試験
　6.1 バイオバーデン測定
　　6.1.1 バイオバーデンとは
　　6.1.2 バイオバーデン測定の意義
　　6.1.3 バイオバーデン測定手順
　　6.1.4 回収バイオバーデンの培養（生菌数測定）
　　6.1.5 測定方法バリデーション
　　6.1.6 バイオバーデンの同定
　　6.1.7 バイオバーデンの抵抗性測定
　　6.1.8 バイオバーデンの日常管理（微生物管理）
　　6.1.9 バイオバーデン測定上の問題点
　6.2 バイオロジカルインジケーター(BI)の適用と評価
　　6.2.1 バイオロジカルインジケーターの調製
　　6.2.2 バイオロジカルインジケーターの抵抗性測定
　　6.2.3 バイオロジカルインジケーターの無菌試験
　6.3 エチレンオキサイド残留物測定
　6.4 環境モニタリングと環境管理（空中浮遊菌、落下菌、付着菌）
　　6.4.1 サンプリング装置及び測定方法
　　6.4.2 環境モニタリングによる環境微生物管理
　　6.4.3 微生物環境管理遵守事項のチェックポイント

7. バリデーション不適合時の対処方法
　7.1 エチレンオキサイド滅菌
　7.2 放射線滅菌

8. 滅菌困難な製品と対処法
　8.1 エチレンオキサイド滅菌製品
　8.2 放射線滅菌製品



【著者】

どこまで申請するべきなの?各種試験の詳細は?何をすると違反になる?違反したら何が起こる?安衛法との関連は?
実務で知りたい情報が満載！！化審法対応に必携の書
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～各種届出・申出の詳細と各種試験法及び違反・罰則～

化審法申請の実務　書籍書籍名【BC160303】

　　　　　　　　　　　　○化審法とは？そしてその対象は?
化審法の詳細からどこまでが化審法の対象となるのか、「化審法における」化学物質の分類までわかりやすく表記
化学物質なのか製品なのか?既存化学物質なのか新規化学物質なのか?第1種?第2種?監視?優先評価?一般化学物質?　
申請の種類は?免除の対象は?

　　　　　　○既存化学物質・新規化学物質の届出・申出の実務について詳解！
既存化学物質と一般化学物質の違いは?届出不要の化学物質は？
優先評価化学物質・監視化学物質・第一種特定・第二種特定化学物質　それぞれの届出は？
新規化学物質の事前届出とは?事前届出が不要の場合は?少量新規化学物質の申出はどうすればよい?中間物の内容は?
必要書類から時期まで実務の流れを完全記載！

　　　　　○化審法に必要な試験とその詳細、結果の解釈までわかりやすく記載！
安全性試験・分解度試験・濃縮度試験からオクタノール、生態毒性、魚類、復帰突然変異試験等多数の試験を網羅
届出物質が分解度試験で完全で分解したら?等　実務で知りたい細かいところも確認できます！

　　　　　　　　　　　○高分子化合物の扱いも重点的に解説！
高分子フロースキーム試験の流れは?低懸念ポリマーの定義は?低懸念ポリマー確認申出と新規高分子化合物届出の違いは?

　　　　　　　　　　　　○化審法に違反したらどうなる？？
化審法・安衛法における罰則を解説！何をしたら違反になってしまうのか?違反例も紹介
違反をしてしまったらどう動くべきなのか?押さえておきたい場合別の対応も掲載！

　　　　　　　　　　　　　　　○安衛法との関係は?
化審法と労働安全衛生法との関係は?新規化学物質の事前届出は?試験研究用途って?試薬の扱いは?
少量新規化学物質、新規化学物質の製造（輸入）届・・化審法との違いは?整合性は?

※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
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◎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。
◎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

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

化審法申請の実務

1993年　（財）化学品検査協会（現、一般財団法人化学物質評価研究機構）入所  化審法に基づく化学品の安全性試験、研究に従事
1997年~2000年　経済協力開発機構（OECD）に出向  化学物質安全管理プログラム、テストガイドラインプログラム等に従事
2000年　（一財）化学物質評価研究機構に復職    国内外における化学品の安全性評価、研究に従事
2015年　（一財）化学物質評価研究機構を退職         合同会社ハトケミジャパンを設立 
専門 : 化学品の安全性評価、国内外の法規制対応

合同会社ハトケミジャパン　代表　宮地 繁樹　氏

詳細な目次はＨＰに掲載しております →　https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC160303.php
または「情報機構　ＢＣ１６０３０３」と検索！



機能性植物が秘めるビジネスチャンス
★栽培から成分向上手法の最新技術を多数収載。貴社事業に活かせるアイデアがきっとある！

　　～各社事例から学ぶ成分向上手法／事業活用例～

★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

            発刊：2016年3月　定価：62,000 + 税　体裁：B5判ソフトカバー 332頁

＜機能性植物を取り巻く現状＞
●何を作るべきなのか。有望な栽培品目とは？
・国産野菜の動向から見えてくる機能性植物市場
・ビジネス成功の鍵はグローバル視点
●企業が踏まえておきたい話題
・機能性表示トラブル／特許問題／事業化の課題
●諸外国における市場動向、取引の実態
・東南アジアをはじめとした新興国でのニーズ
・中国市場で注目の植物工場産野菜

＜成分向上技術・栽培技術の最新例＞
●各植物中に含まれる成分の向上技術と研究内容
（アスコルビン酸／グリチルリチン酸／ポリフェノール／
ビタミンB12　／ミネラル含有量制御／高ケルセチン化
／低カリウム化／GABA増量／植物生育における環境応答）
●各企業・大学の事業家を踏まえた栽培取り組み
（オタネニンジン／高ケルセチンたまねぎ／
低カリウム野菜／高リコペントマト）

機能性植物ビジネスが秘めるビジネスチャンス 書籍（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！

書籍名 【BC160302】

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

＜機能性植物ビジネスの現状把握＞
●各企業、大学の取り組み事例から見るビジネスチャンス
・医薬品への活用（医薬品、抗菌材、香料への利用開発）
・薬味酒への活用（各生薬の特徴と利用方法／販路開拓）
・化粧品への活用（コスメ開発／植物の機能性と特徴）
・甘味料への活用（羅漢果の特性／用途拡大への課題と展望）
・異業種からの植物工場事業参入（事業化までの経緯／参入時
　の注意点／栽培システム開発／販路開拓／六次産業化
　　　　　　　　／低硝酸根レタス等の栽培）
・高機能農産物の加工事業（一次加工技術／設備概要とコスト）
・フィルム農法を用いた高機能化植物生産
　　　　　　　　（高糖度トマト／生産工程／事業性）
●活躍のフィールドは？将来展望及び事業化検討
・新たな野菜品質評価指標構築。品質の見える化による
　革新的生産技術体系の提案
・青果物の機能性表示食品の登場
・食品関連業界必見の「ハラール」市場
・西洋ハーブとサプリメントに使用される植物

構成及び内容            ※詳細、執筆者様一覧は弊社ＨＰをご覧ください

第1章　機能性植物とは
　第1節　機能性植物総説
　第2節　機能性薬用植物の概要
　第3節　機能性野菜の概要

第2章　何故いま機能性植物なのか
　第1節　薬用植物を始める前に
　第2節　薬用植物の栽培状況
　第3節　国産野菜の生産状況とマーケット・ニーズ動向
　第4節　諸外国においての植物工場の市場動向、
　および米国にて注目される高機能・高付加価値植物
　”医療用カンナビス”の可能性
　第5節　機能性表示制度改正

 第3章　関連企業が踏まえておきたいトピックス
　第1節　機能性表示制度によるトラブル
　第2節　機能性食品に関わる特許戦略
　第3節　国内における薬用植物事業化の課題

第4章　機能性成分向上手法
　第1節　スプラウトのビタミンC含量向上
　第2節　カンゾウ苗のグリチルリチン酸含量変化
　

　

    　

　第3節　塩ストレスによるトマト内ポリフェノール向上
　第4節　植物へのビタミンB12強化法
　第5節　土壌によるミネラル含有量制御
　第6節　タマネギの高ケルセチン化手法
　第7節　葉菜及び果菜での低カリウム含有量化
　第8節　包装貯蔵によるトマト果実中GABAの増強
　第9節　植物生育における環境応答　

第5章　一般農作物への最新技術アプローチ
　第1節　青色LED光照射によるウンシュウミカンの腐敗抑制
　第2節　鮮度保持技術を活用したカット野菜事業の展開
　第3節　光害による生育への影響
　第4節　機能性農産物（植物）加工技術
　　　　　　～加工による高付加価値化～

第6章　品目別の栽培方法
　第1節　オタネニンジンの閉鎖型人工光栽培
　第2節　高ケルセチンタマネギ栽培及び事業化への取り組み
　第3節　低カリウムイチゴ生産の試み
  第4節　トマトの高リコペン高糖度栽培の取り組み

第7章　各企業の取り組み実例から応用展開
　第1節　医薬品への活用
　　第1項　植物高含有天然物を用いた医薬品・機能性分子
　　　　　　　開発の取り組み
　第2節　薬味酒「金山来福酒」の開発
　第3節　化粧品への活用
　　第1項　有機JAS認証植物の化粧品への応用
　　第2項　高糖化有用植物の開発及び化粧品への活用
　第4節　羅漢果の甘味料への活用
　第5節　(株)キーストーンテクノロジーの6次産業化
　第6節　植物工場事業参入及び低硝酸根野菜栽培
　第7節　機能性野菜の加工事業
　第8節　高機能化野菜の生産技術の開発

第8章　＜活躍のフィールドは？＞将来展望及び事業化の
　　　　　可能性検討
　第1節　国産野菜の需給・消費拡大を目指した新たな
　　　　　　バリューチェーンの構築
　第2節　ハラール認証
　第3節　西洋ハーブの医薬品・サプリメント利用
　　

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。
FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　にて



注目集まる新材料　CFRP　/　CFRTP      実用化・汎用化のためには?   
材料の特性にとどまらず、これからの製品展開に向けて重要な技術を解説！

●発刊　　2016年3月　　●定価　　56,000円 + 税　●体裁　　B5判ソフトカバー　　306ページ　　

ＣＦＲＰ

CFRP製品応用・実用化に向けた技術と実際　書籍
書籍名【BC160301】

～製品応用・実用化に向けた

                     技術と実際～

◎CFRP/CFRTPの実際は？

 　開発動向や特性の他製品化に必須な製品設計のポイントも詳説！各所におけるコストダウンの取り組みも掲載！

◎加工技術は？　

  重要な成形加工技術はしっかり網羅！その他二次加工技術も重点的に掲載！

  切削法は？接着接合技術のポイントは？その評価は？工具技術は？

◎製品化に必須！劣化・修理・リサイクル技術もしっかり掲載！

　製品の劣化と特性向上に向けた取り組み、評価例は？汎用化に向けて必須の修理技術を詳解！

　コストにもかかわるリサイクル技術。現在の状況と研究動向を把握！

◎製品化の実際は？必要な特性と課題は? 

　自動車・航空機ほか注目集まる用途別に要求される特性と課題を掲載。様々な応用事例を紹介!今後の展開はどうなる？

※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

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

　★CFRP・CFRTPの製品応用に向け開発動向から製品設計のポイント・成形加工・二次加工・

      製品の寿命と評価・リサイクル・製品化実例まで掲載！

　    これからの炭素繊維強化プラスチック活用に必須の情報が満載！是非ご確認ください！

＜目次例　詳細はHPをご確認ください＞　　　第１章　CFRPの特性と製品化に向けた取り組み　　　
第１節　CFRPの開発動向と工業製品への応用　　第２節　 ＰＡＮ系／ピッチ系炭素繊維：それぞれの特性と応用用途
第３節　熱可塑性樹脂を用いたCFRTPと熱硬化性樹脂を用いたCFRPの特性　第４節 　汎用化に向けたCFRP/CFRTPの量産化とコスト低減　
第１項　炭素繊維からみた量産化・コスト低減と産官学の取り組み　　第２項　コストダウンに向けた実際の取り組み～マトリックス樹脂を中心に～　　
第３項　量産・コスト低減に向けた産学連携の取り組み
第５節　CFRP製品量産化に必須の「設計的品質知見」～材料・成形・加工・検査・品質保証までの製品設計の勘所～　第６節　海外におけるCFRP製品の開発と動向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２章　製品化に向けた加工技術
第１節 　CFRPの成型技術　第1項　各種成形技術とその進展、応用展開　第２項　発泡コア材の複雑形状成形　第３項　CFRPにおける成形シミュレーション
第２節　製品応用に向けた二次加工技術　第１項　CFRPの二次加工技術の現状と課題　　第２項　CFRPの各種接着接合技術の可能性　
第３項　CFRP接着技術の評価例　第４項　CFRPの切削加工　第５項　CFRPのレーザー加工技術　　第６項　CFRTPの成形加工と加飾技術
第３節　CFRP加工のための工具技術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３章　製品の評価・寿命とリサイクル
第１節　CFRPの劣化・損傷と特性向上への取り組み　　第２節　CFRP製品の修理技術　　第３節　国内外のCFRPリサイクル技術の動向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４章 製品化実例集
第１節　自動車への展開　　　第１項　CFRPの自動車用途における要求特性と課題　　第２項　BMWにおけるCFRPの適用事例
第２節　CFRPの航空宇宙産業用途における要求特性と課題　　第３節　CFRPの産業機器応用「インダストリアル・コンポジット」
第４節　FRPを活用したスポーツ用具および製造技術と他産業への応用事例　　　第５節　建設用途におけるCFRP材料の開発と適用例　　　等　　

約30名の執筆者によるCFRP／CFRTP実用化に向けた実務資料集！著者一覧・詳細な目次は下記URLをご確認ください

 http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC160301.php または「情報機構　BC160301」と検索



★「知財戦略策定の流れや重要ポイントの理解」、「具体的手法を用いた知財戦略の立案法・出願国選定基準の習得」
　「他部門も巻き込んだ知財戦略の実現」などを目指す、知財に関わる方皆様に贈りたい必携の1冊！

知財戦略の策定手順
－他社に勝つ知財戦略をいかに立案するのか？－

※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。

★ 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【BC160201】知財戦略の策定手順　書籍 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

【目次】　※詳細は弊社ホームページをご確認ください。

●著者　アイ・ピー・ファイン株式会社　取締役、常務執行役員　兼　知財コンサルティング部長　大藪　一　氏
　　　　 　※元・パナソニック株式会社
●価格　27,000円＋税　　●発刊　2016年2月　　●体裁　B5判ソフトカバー　147ページ
　
　　　　　

紙面の都合上、本ご案内は簡易版です。
書籍の詳しい目次や内容詳細は

弊社ホームページをご覧ください！
検索ワードは→「BC160201　情報機構」

【本書のポイント】

　◎近年国内メーカーの出願低下傾向の分析と考察

　◎知財戦略の策定目的と方針の定め方 －強い知財戦略を作るには？勘所を解説。

　◎勝てる知財戦略立案のためのステップ

　◎後発と先発：立場における知財戦略

　◎出願是非－出願or非出願？著者の判断基準－

　◎知財ネタをどう見つけるか　◎各部門に知財意識を持たせるには？

　◎権利化した知財の取扱－維持と活用及び放棄要件・タイミング－

　◎特許以外の知的財産権の活用法－商標・意匠・実用新案・ノウハウ管理等－

　◎知っておきべき知財に関わる「契約」の留意点

  ◎その組織と共同研究を進めるべきかの判断基準

●第１章
知財戦略立案の基礎知識
－知財現状・各種パテントマップの解説・マップ作成事例－
1．知的財産権を取り巻く現状
　1.1　プロパテントを理解しないと
　　　　知財戦略は策定できない！
　1.2　世界経済の動向
2．知的財産権とは
　2.1　知的財産権の定義　2.2　知的財産権の種類
　2.3　知的財産権の目的　2.4　知的財産権の活用
3．知財戦略とは？
　3.1　知財戦略の定義
　3.2　日本で知財戦略が弱かった原因
　3.3　日本で知財戦略を強くするためには
　3.4　知財戦略を立案するに当たっての留意点
4．他社の動向を調査・解析しパテントマップを作成
　4.1　パテントマップ作成の目的
　4.2　技術競争に必ず勝つために
　4.3　技術開発のステップと知財戦略
　4.4　パテントマップの種類と活用
　4.5　マクロ分析に用いるパテントマップ
　4.6　セミマクロ分析に用いるパテントマップ
　4.7　ミクロ分析に用いるパテントマップ

●第３章　知財戦略推進のポイントと出願国選定基準
1．事業と知財戦略
　1.1　守りの知財戦略　1.2　権利行使できる特許
　1.3　攻めの知財戦略
2．知財戦略の中で特許以外の知的財産権の活用法
　2.1　商標権の活用　2.2　意匠権の活用
　2.3　実用新案権の活用
　2.4　出願せずにノウハウとして活用
3．経営に役立つ知財戦略
　3.1　当たり前の特許を取得する　3.2　特許侵害の見える化
　3.3　技術者の発明認識の転換
4．知財戦略立案のために必要となる情報
　4.1　トレンド　4.2　ニーズ情報　4.3　標準化情報
　4.4　グローバル情報　4.5　業界情報、企業情報
5．グローバルな知財戦略の立案
　5.1　日本だけに出願される特許出願の位置づけ
　5.2　国際出願ルートの選定方法
　5.3　グローバル出願戦略における出願国の選定
6．特許の出願から登録・維持・放棄のプロセスでの取り扱い
　6.1　特許の出願から登録・権利維持プロセスでの経費
　6.2　特許の出願から
　　　　登録・維持・放棄のプロセスでの知財戦略

●第２章　具体的な手法を用いた知財戦略立案事例
1．知財戦略の策定目的
　1.1　知財戦略の方針　1.2　開発テーマの決定
2.　知財戦略手法「U’Method」
　2.1　U’Method の概要
　2.2　U’Method 推進テーマの決定
　2.3　機能鳥瞰マップの作成
　2.4　攻めどころを決める
　2.5　U’Method を用いた勝てる知財戦略
　2.6　可能性アイデアの多量発想

　2.7　戦略的先行特許出願
　2.8　R&D テーマ推進の革新
　2.9　R&D テーマの抽出
　2.10　中長期計画策定
3．U’Method によって得られる特許の実力
　3.1　U’Method によって得られる特許の先行特許実力
　3.2　U’Method によって得られる特許の発想の先見力
　3.3　U’Method によって得られる特許の発想の拡大力
4．U’Methodまとめ
　4.1　U’Method ポイントまとめ　4.2　U’Method 実働時間
　4.3　U’Method 試行条件
5．機能キーワードと機能ツリー作成の補足説明

7．企業のコンプライアンスと
　　知的財産に関わる契約の留意点
　7.1　技術者に対し、社外との情報交換での留意点
　7.2　営業秘密の知識と管理
　7.3　材料メーカの共同出願契約の留意点
　7.4　日本の大学と共同研究する上での留意点

●第４章　科学的発想手法「α発想法」
1．発想原理
　1.1　発想の原理は視点です。　1.2　発想の源泉
　1.3　よりたくさんのアイデアを得るためには
　1.4　自分の知識・経験を膨らませる方法
2．有効なアイデアの出し方
　2.1　数はパワーか？　2.2　思考の階層
　2.3　某事業場での思考風景
　2.4　理想的な発想活動の思考風景
3．３大基本発想技法
　3.1　Check List 法　3.2　Brain Storminng 法
　3.3　KJ 法　3.4　3 大基本発想技法の現状
4．α発想法
　4.1　情報収集
　4.2　リーダーが事前にメンバーにテーマ、日程を連絡
　4.3　第一巡目の個人ワーク
　4.4　第一巡目の集団ワーク
　4.5　塊のさらなる大塊化のやり方
　4.6　塊毎に作業者割り当て（2～3人／塊）
　4.7　第一巡目の鳥瞰ワーク
　4.8　第二巡目の個人ワーク
　4.9　第二巡目の個人ワーク後にツリーにまとめ
　4.10　第二巡目の集団ワーク
　4.11　第二巡目の鳥瞰ワーク
　4.12　α発想法のポイントまとめ



★経験豊富な著者が贈る、実務に役立つ植物工場の書籍を3冊同時リリース！
★栽培現場で実際に起こった事や疑問を起点に理論を構築。今日から使えるノウハウ多数！

＜栽培現場から学んだ実践書＞
完全人工光型植物工場の

生産・運営マニュアル（全3巻） 
            発刊：2016年1月　体裁：B5判ソフトカバー＋CD-R1枚

【各書の概要・特徴】　※目次など詳細は弊社ホームページをご確認ください。

著者：GNH工房　代表　大山 敏雄　氏
【著者紹介】
　千葉大学園芸学部農芸化学科卒後、キユーピー株式会社に入社。研究所で商品開発を担当。ベビーフード、流動食や介護食の開発にあたる。
2006年9月キユーピー株式会社を退職し、植物工場野菜の生産に従事する。2011年11月に株式会社GNH 工房を設立。植物工場普及に専念。
2015年7月株式会社GNH工房を清算決了する。現在は個人事業主として、完全人工光型植物工場の栽培指導と管理者養成を行っている。 
★価格　セットでご購入頂くとお得です！　セット割は同時にお申込み頂いた場合に限ります。 

第一巻のみ
第二巻または第三巻のみ
第一巻＋第二巻または第一巻＋第三巻
第二巻＋第三巻
三巻すべて購入（おススメ！）

≪定価 ≫≪購入形態≫
28,000円+税
31,000円+税
49,000円+税
52,000円+税

69,000円+税

書籍の詳しい目次や内容詳細は
弊社ホームページをご覧ください！

検索ワードは
「BC160199　情報機構」

※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【BC160199】

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

□（第一巻） 完全人工光型植物工場の栽培マニュアル

□（第二巻） 完全人工光型植物工場の管理マニュアル

□（第三巻） 完全人工光型植物工場の頑健性

　※ご購入希望の□にチェックをお願いします。

●第一巻（栽培技術を学ぶ基礎編）　約119頁

『完全人工光型植物工場の栽培マニュアル

　－栽培技術修得を目指して－』

◎まずはこの本！『作物を作る技術』という

　 完全人工光型植物工場の根幹を担う内容を解説。

◎知っておきたい基礎知識からポイント・注意点を

　 出来るだけ易しい言葉で解説します。

◎出勤から栽培室入室までのフローの解説

◎播種・発芽～育苗～仮植～定植～高付加価値附与

　　～収穫～出荷～洗浄・環境サニタイズに至るまで。

 　植物工場で作物が育ち、商品として出荷されるまでの

　 プロセスを完全網羅！

 　⇒「必要な準備や設備」「実際の作業手順」

　　　「栽培条件」「注意点やポイント」「作業安全」などの詳解。

◎今日から使える、スケジュール管理票、チェックリストや

　　収穫記録の雛型、養液配合表の例などを掲載！

◎栽培実務における疑問にも丁寧に解説！（基礎編）

　・日長時間はどうする？　・温度条件の決定基準

　・風は当てた方が良いのか？　・養液の管理のやり方　など

◎栽培現場で起こるトラブル、そしてその対策（基礎編）

　・「もやし状態」になってしまった！対策は？

　・藻（アオコ）はなぜ発生するのか？

　・光阻害やチップバーンを防ぎたい　など

冊数 　　冊　※記入の無い場合は1冊

冊数 　　冊　※記入の無い場合は1冊

●第二巻（周年安定生産を目指す実践編）　約177頁

　『完全人工光型植物工場の管理マニュアル

　 －周年安定生産と

　　　　植物工場のユニバーサルデザインを目指して－』

◎栽培技術が理解出来たらこちら！『１年を通しての安定生産』および

　 『誰でも簡単に作業出来る植物工場』を作るためのノウハウを学ぶ。

◎周年生産に繋げる為に、

　 光合成や植物の成長メカニズムを解きほぐす！

◎作物の生育を早める！最適な環境制御・栽培管理とは？

　⇒光源、光強度、温度管理、養液管理など大事なポイントを網羅

◎高品質な植物工場野菜を、安定生産するための実践ノウハウ！

　・チップバーンの原因と対策　・養液の管理や配合について

　・温度や湿度の設定・管理

　・見落としを防ぐ！点検チェックポイントとは？　など

◎現場でトラブルが起きてしまった！適切に対処するためのポイント

　・養液が漏れてしまったら？　・室内が結露してしまった時の対応

　・作物の成育が思わしくない・・・　　　など

◎水耕栽培のノウハウも詳解

　⇒高付加価値野菜の栽培が容易な噴霧水耕については特に詳しく記述！

◎植物工場作物の大きなメリットである、

　 『低細菌作物』を生産するための考え方と実践

◎作物の高付加価値化例として、レタスの低硝酸塩化をご紹介

◎照度や成分分析値など各種データも掲載

●第三巻（マネジメント編）　約159頁

　『完全人工光型植物工場の頑健性

　－周年安定生産と事業安定に向けて－』

◎栽培、安定生産ノウハウを学んだら最後はこちら！

 　　植物工場運営を盤石にするための優れた

　 　栽培管理者育成・マネジメント手法を詳解。

◎優れた栽培管理者育成のために！

　 　第１巻、第２巻で学んで頂いた内容をより深く解説します。

◎スムーズな植物工場の運営に繋ぐノウハウ

　・作業従事者へ指導するための知識や理論

　・指導を行う際のポイントは何か？　・作業者の安全を守る運営

　・養液を安定化させるには？　設備を適切に設計・管理するには？　など

◎植物工場をビジネスとして継続する！生き残り戦略の提言

　・設備ありきでなく「何を作るか」が大事

　・図解も交えた事業・商品戦略の解説

　・植物工場の今後の展望・ビジネスチャンス

◎これであなたも専門家？

　　 植物工場栽培において知っておきたい詳細な知識・理論

　・光合成のメカニズム（光合成と光や二酸化炭素、温度などの関係）

　・植物組織についての詳細（細胞の構成、破の構造、水の輸送等）

　・植物ホルモンの概要と作用

　・養液と必要な元素についての解説

　・EC（電気伝導度）と浸透圧など、栽培に関する化学の知識　など 



　★新規事業開拓・農参入をお考えの方へ。参入後の事業運用にお困りの方々への特効薬！

アグリビジネス新規参入の判断と手引き

※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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アグリビジネス新規参入の判断と手引き　書籍

発刊：2016年1月　定価：64,000 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　609頁

＜第1部　アグリビジネスの概要と参入への具体的手順＞
第１章　アグリビジネスを始める上での基礎知識
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　　 第１項　トラフグ
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　第４節　藻類
      第１項　微細藻類からのDrop-in-Fuel製造
 　   第２項　藻類の食品利用展開とその有用性
　第５節　参入者業種別参入事例
 　   第１項　鹿島建設の植物工場エンジニアリングへの取り組み 
 　   第２項　空き施設活用型事例
  　  第３項　ソフトウェア業界からの参入事例～観光農園
　　  第４項　社会福祉業界からの参入事例  
 　　 第５項　自然化粧品事業からの参入事例
      第６項　運輸・鉄道業界からの参入事例
  　　第７項　食品メーカーからの参入事例
  　　
  

第８項　部材・部品会社からの参入事例 　　
第９項　機器メーカーからの参入事例
第１０項　電気メーカーからの参入事例
第１１項　有機薄膜太陽電池を用いて発電する
　　　　　　　　　　ビニールハウスの取り組み事例
第８章　不首尾・撤退事例と要因分析
　　　　　～よく見られる特徴とリスク低減プラン～
    第１節　異業種からの農業分野への参入事例研究
    第２節　香港での植物工場設立についてその
　　　　　　　計画・実践・成功及び失敗

＜第３部　今後の注目分野とアグリビジネスの将来性＞
第９章　注目トピックス
    第１節　機能性表示制度改正
　    第２節　特徴ある成分を含有した薬用植物の栽培
第１０章　アグリビジネス将来予測～業界展望の考察～
第１１章　アグリビジネスよくあるQ&A
    第１節　アグリビジネス全般
    第２節　植物工場　
　　第３節　薬用植物
　　第４節　陸上養殖    　　　　　　　　　　　　　　　etc　　　　
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＜事業化に向けての基礎知識＞
○ビジネスモデル構築指南
　～生産・販売・事業成功の為の考え方～
○国内市場及び農業参入の動向
○行政書士2名による農業参入に関わる法規制解説
　～農地確保／補助金利用方法／参入への具体的手順
○各省庁が考える農業施策意向（農林水産省／経済産業省）
○何を作れば良いのか？今後注目の品目、分野
○国内農業再生の具体的方策

＜事業内容別アグリビジネス参入事例＞
○各事業の現状及び事業化への課題
（植物工場／薬用植物／陸上養殖／藻類）
○各社の取り組み事例
・栽培技術／養殖技術／機能性成分向上手法紹介
・運用における課題
・各分野の将来性と可能性考察

＜異業種からの農業参入事例＞
○既存事業での経験をどう活かし、立ち上げたか？
○運用・管理上のトラブルと対応策
○イニシャルコストと収支一例
○ブランド化・商品として付加価値を高める為の取り組み
○流通・販路開拓の取り組み
○経験に基づいた、参入検討者へのアドバイス
（近隣との交流／害獣・災害対策／人的・設備管理／
　　採算性／農業を行う上での心構え・・・）

＜不首尾・撤退事例の要因分析＞
○事業撤退までの過程と要因分析
（なぜ失敗したか？成果を上げていたその裏では・・・）
○異業種から農へ参入にあたっての留意点
（工程管理、労務管理の違い／）
○失敗事例から学ぶ、事業化成功への鍵
（理念の共有／地域社会との係り方／革新性の重要性／
　パートナー選定／司令塔の存在／契約の方法　など）

～異業種からの参入事例集／ビジネス性の考察と将来展望～
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第1章　ナノ粒子表面修飾の方法とその評価
ナノ粒子の表面修飾法概論からシランカップリング・シリカコーティング・ゾルゲル・蒸着・
コアシェル・マイクロ波・グラフト化・プラズマ・ビーズミル等各種方法とその評価を詳説！
ナノ粒子合成と表面修飾の同時操作(in-situ合成法）や結晶形状の制御と表面修飾についてもしっかり網羅
第2章　分散・凝集、付着挙動の設計・制御のためのナノ粒子表面修飾技術とその評価法
ナノ粒子の付着・分散・凝集挙動制御はどうして重要か？なぜ分散しにくいのか？界面設計による分散・凝集・付着状態制御の実際は？分散状態の評価は？
第3章　ナノ粒子表面状態の分析・評価
顕微鏡観察（ＴＥＭ・ＳＥＭ・ＡＦＭ）・ゼータ電位・ＩＲ・ＮＭＲ・ＸＰＳ・固体NMR等々各種技術概論から製造現場で行うナノ粒子評価まで詳解！　　
第4章　ナノ粒子種類別　表面修飾とその評価 
金属ナノ粒子・有機無機ハイブリッド・シリカ・炭素材料・蛍光ナノ粒子・磁性ナノ粒子・半導体ナノ粒子など各種ナノ粒子別に表面修飾と評価を掲載！
第5章　アプリケーション別　ナノ粒子の表面修飾とその評価　
医療分野・バイオセンサ・化粧品・二次電池・燃料電池・導電性ペースト・顔料・光学材料など各種ナノ粒子の応用分野における表面修飾と評価
各分野ではどのような特性が要求され、どのような処理が行われているのか？
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