
★マテリアルズ・インフォマティクスの導入・運用時に生じる数々の疑問をQ&A形式で具体的に解消！

　実務上の対処から今後を見据えた展開まで、幅広く網羅しています！

マテリアルズ・インフォマティクスＱ＆Ａ集
             －解析実務と応用事例－
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★「実務者」が実際に直面する130以上の疑問や課題に、「実務者」が直接回答！
★ MI(マテリアルズインフォマティクス)という魔法を活かすための地道な積み重ねの大切さと具体的手順が分かる一冊！
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第1章　基礎と導入・運用
問1：MIとは？－MIの本質と限界－
問2：MIの発展の方向性は？
問3：MIに必要となる機械学習の知識とは
問4：最低限必要な数学・統計の基礎とは？
問5：最低限必要なプログラミングの基礎とは？
問6：MIを利用するために必要な計算環境とは？
問7：MIを導入に当たって必要となるものとは？
問8：MIの導入に際してのコストとは？
問9：MI活用の具体的手順／ステップとは？
問10：MIを進めるためのキーポイントとは？
問11：MIに適した人材とは？育成ポイントは？
問13：関連文献データの入手法とは？

第2章　データの取り扱い・データベース
問1：MIに必要なデータセットの形式とは？
問2：データの前処理方法は？
問3：データを活かす手法は？
問4：どの位データ量があればいい？
問5：低コストで必要なデータを収集するには？
問6：必要なデータとは？～有機材料の場合～
問7: 必要なデータとは？～複合材料の場合～
問8：第一原理計算によるMIDB構築とは？
問9: ベイズ最適化とは?データ収集法は？
問11:経験的な判断事項の数値データ化とは？
問12：MIのDBとは？
問13　ラボオートメーションとは？
問17：プロセスデータの活用方法は？
問18：データ化の受託企業の活用例とは？
問19：MIプラットフォーム/クラウド管理例は？
問20：MIシステムの今後の展望は？

第3章 ツールの使い方
問1：ソフトウェアの種類と概要・使い方とは？
問2：Rプログラムとは？使用例は？
問4：Orange Data Miningでは何ができる？
問5：クラウド環境でGPUを使うには？

問6：用途に応じた最適なソフトウェアとは？
問7：MIの各種プログラムの実装法とは？

第4章　MIの各手法と具体的すすめ方
問1：機械学習の種類/概要とは？
問2：教師なし学習とは？また具体例は？
問3：教師あり学習の分類手法/具体例は？
問4：教師あり学習の回帰手法/具体例は？
問5：ベイズ最適化/具体例は？ツールは？
問7：能動学習を用いたMI手法/具体例は？
問8：回帰モデルの予測性能を上げるには？
問9：AI環境の構築と移行/モデルの運用法は？
問10：結晶構造探索の進化論的手法例とは？
問11：機械学習のホワイトボックス化例とは？
問12：トポロジカルデータ解析が強みとは？
問14：スパースモデリングを用いたMI例とは－
問15：転移学習とは？メリットと活用状況とは？
問16：強化学習のメリット/活用状況/例とは？
問17：ディープラーニングを用いたMI例とは？

第5章 シミュレーション等他手法との融合
問1:第一原理計算のMI進め方/計算環境とは？
問3：MIと計算科学シミュレーションの融合とは？
問4：分子動力学によるデータ生成の仕方とは？
問5：有限要素法シミュレーションMI例とは？
問6：XAFSを含む計測データの取り扱いとは？
問7:次世代CPU活用したMIの動向と展望とは？
問8：MIにおける実験計画法の活用法は？
問9：量子化学計算とは？
問10：電子状態インフォマティクスとは？
問11：原子間ポテンシャルを作成するには？

第6章 MIの実施・活用のポイント
問1：特徴抽出とはどのように行えば良い？
問2：記述子とは？種類/選び方とは？
問4：構造記述子はどのようにしたら良いか？
問5：モデルの逆解析のすすめ方は？
問6：多目的最適化の事例とは？

問7：実験をなるべく少なく効率的に行う方法は？
問8：MIによる外挿領域の予測法と手順とは？
問9：M少ないデータから行うアプローチ方法は？
問10：更に少ないスモールデータの解析法は？
問11：少データから全体像を推定するためには？
問12：欠損多/少データ機械学習の注意点とは？
問13：MIをマクロスケールで用いた例とは？

第7章 材料探索/材料開発/構造解析事例
問1：逆解析による物質の探索手順は?
問2：高分子材料への応用 -
問3：成形加工への活用とは?
問4：高分子物性への活用具体例とは?
問5：樹脂の複合化I活用事例とは?

問6：界面の安定構造設計例とは?

問7：電子状態把握と電子物性/機能の予測は?

問8：塗料・塗膜応用の課題・可能性は?

問9：塗布・乾燥工程の可能性とは?

問10：接着現象への適用例は?

問11：有機半導体材料での開発例とは?

問12：有機無機複合材料での開発例とは?

問13：半導体材料関連の開発例とは?

問14：触媒材料関連の開発例とは?

問15：ソフトマター材料開発の進展や課題は?

問16：金属材料の開発例とは?

問17：セラミック材料関連の開発例とは?

問18：材料合成プロセスへのMI 応用

問19：ナノシート合成への応用例とは?
問20：鉄鋼材料の開発例とは?
問21：化学構造・結晶構造の解析例は?
問22：定量的構造活性相関とその解析例は?
問23：複合体の特徴量計算とその解析例は?
問24：逆構造解析はどう進めれば良いのか？
問25：MIによる光反応/光学特性評価への応用は？
問26：発光材料設計へのMI応用法とは？
問27：MIをどう分子設計/物性予測に応用する？

問28：外れ値検出と異常検出への応用とは？
問29：スペクトルデータに対するM例とは？

第8章　様々な分野への応用事例
問1：エネルギー電池のMIの研究状況は?
問2：固体電解質の界面解析方法は?
問3：高Li伝導性固体電解質の探索方法は?
問4：電解液の探索法とは?
問5：Li電池正極材への応用とは?
問6：Li電池負極材開発（有機）への応用とは?
問7：太陽電池への応用とは?
問8：太陽電池の不良診断へのMI 応用とは?
問9： 脱炭素/他エネルギー分野の応用とは?
問1：半導体材料関連での研究とは?
問2：ナノカーボン・グラフェンへの応用とは?
問1：医薬品/原薬材料関連での研究とは?
問2：医薬品候補物質の探索例とは?
問3：生体高分子や中分子への適用例とは?
問4：薬物の物性予測への応用例とは?
問5：生体材料の解析へのMI 具体例は?
問6：材料と生体物質との相互作用解析法は?
問7：MIによる材料のスクリーニングは可能?
問1：化粧品・シャンプー・洗剤等の研究とは?
問2：抗菌剤探索への応用とは?
問1：自動車材料関連の研究状況とは?
問2：3D プリンタ構造物への応用とは?
問3：CFRP への応用とは?
問4：自然言語解析のMI への応用とは?

第9章 MIの動向・課題
問1：現状・最新動向と技術課題・有望分野は?
問2：今後MI が活用されるための要件とは?
問3：MI による活用成果の検証・評価法とは?
問4：開発者が解釈可能なMIとは?
問5：MI の特許動向はどのような状況か?
問6：MI の先端的な取り組みは? （その1）
問7：MI の先端的な取り組みは? （その2）
問8：機械学習とロボット導入による取組とは？
問9：国の取り組み概要と今後の方向性とは?

【執筆者一覧(敬称略)】



★益々拡がるドローンのビジネス活用展開！必要となる要素技術がこの一冊に集約！

（目次抜粋）

第１章　ドローン活用ビジネスの最近の動向～法規制・市場動向～

第２章　ドローンに利用されるセンサ・カメラ技術とデータ特性
 第１節　センサ・カメラの種類とその特性・動向 
　第１項　画像認識センサ 
　第２項　赤外線センサ、サーモカメラ、近赤外線センサ 
　第３項　障害物検知センサ 
　第４項　温度・湿度センサー 
　第５項　GPS・RTK・GNSS 
　第６項　LiDAR
　第７項　可視光カメラ 
　第８項　マルチスペクトルカメラ 
 第２節　目的に応じたセンサ・カメラの選び方・使い方 

第３章　ドローンにおける撮影・リモートセンシングとデータ処理技術
 第１節　ドローンによる撮影・計測の基本技術とそのポイント・留意点 
 第２節　リモートセンシング・動画撮影時のポイントと留意点 
 第３節　ドローンの飛行ルート設定と空撮技術 
 第４節　画像処理技術 
 第５節　衛星データや地上観測データとの使い分け・併用の考え方 
 第６節　GNSS・SLAM・点群処理等による3 次元データ作成

第４章　ドローン活用ビジネスにかかわる最新技術・最新事情
 第１節　ドローンの通信技術
　第１項　現状 
　第２項　5G 時代におけるドローン運航管理システム
　第３項　ドローンの5G 通信の利活用
 第２節　ドローンにおけるAI の活用
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ドローンによる撮影

・リモートセンシング技術とビジネス活用
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★ドローンのビジネス展開に利用される各種センサ・カメラ技術を把握。
　それぞれの特徴および用途・目的に応じた選び方・使い方・活用例とは？
★撮影・計測技術および、得られたデータの活用・画像処理技術・3次元データ作成まで！
★5G通信や人工知能（AI）が今後どのようにドローンにかかわっていくのか？ドローンの各種セキュリティ対策とは？
★SfM-MVS の精度確保のための注意点から、レーザー計測・RTK-GNSS 等の最新技術の利用方法までを網羅。
★農業・建築・土木他、様々な分野・用途への実際の活用展開について詳述。
★ドローン活用ビジネスを進める上で役立つ各種情報を掲載。
　そのビジネスモデルや法規制・市場・特許の動向、必要となる事柄やコスト、各種トラブルと対策まで！
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 第３節　ドローンのセキュリティ 
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■本書のポイント
○長年設計者の近くで Spice を実際に様々な目的で使って来
た著者の経験から、

　「これはやってはいけない」「パラメータ設定はこう考えま
しょう」

　といった現場でのノウハウ・及びその根拠・理由を、理論
をふまえて詳述。

○Spice を使いこなすには避けて通れない、難解なアルゴリズ
ムを例題を通じて理解。

　教科書的ではなく、現場でどのようにアルゴリズムが使わ
れているのか、理論と実践を結び付けて解説。

○高速インターフェース・CMOS イメージセンサ等、著者の
経験による各種応用例を掲載。

＊本書のねらい：
　Spice は 1960 年代から研究され、1975 年に Spice2 という 1 つの代名詞が世
に出てから既に 45 年が経過している。EDA（Engineering Design Automation 
或いは Electric DesignAutomation）の世界でも最古のツールといえる。1980
年代頃までは、世界の半導体設計関係の会社では夫々独自に内製 Spice の研究開
発が行われ、日本においても大手半導体メーカーでは、ほぼ全社が自前の Spice
を開発し自社内で使っていた。
　しかし現在では、Spice は海外の市販ツールに駆逐され、自前でツールを開発・
使用しているという話ははほとんど聞かなくなった。それと同時に、特に日本で
は、かつて自前ツールを開発していた研究者の高齢化と共に、より賢い効率的な 
Spice の使い方といったノウハウが失われつつあるが、現在の LSI 設計現場でも 
Spice そのものの重要性はいささかも衰えておらず、むしろ年々増大の一途を辿っ
ているのが現状である。
　これまで Spice にまつわる本は数多く出版されている。それらは大別すると、
①主にアルゴリズムの面から理論を解説する、どちらかというと Spice の研究開
発者向けのもの、②ネットリストの規則やコマンドの説明、実行方法など、どち
らかというと利用マニュアル的なもの、③初心者向けの入門書 が大半であり、そ
のような失われつつある生々しいノウハウを伝えるものは、少なくとも日本語版
では見当たらない。
　本書は、LSI 設計業務に携わっている設計者やそれをサポートする EDA エンジ
ニアを対象に、そのような現場でのノウハウを習得することを念頭に、実践で必
要となる Spice の内部のアルゴリズムとその効率的な使い方を理論と例題を通し
て学び、設計業務に活かして頂きたいとの願いから執筆された。
　長年設計者の近くで Spice を実際に様々な目的で使って来た経験から、「これ
はやってはいけない」「パラメータ設定はこう考えましょう」といったポイント
を押さえて記述されている。
　その理由の説明として、アルゴリズムが現場でどのように実践されているのか
を念頭に解説されている。
　数学的記述の多いアルゴリズムの理論はややハードルが高い面があるが、それ
を知っているのと知らないのでは、Spice の使い方に雲泥の差が出てしまう。
　読者としては、ある程度 Spice の利用経験や知識のある人を想定しているので、
初心者用の使い方の説明や、ネットリスト、コマンドの詳細な説明は行われてお
らず、賢く使うためのエッセンスの方を重視している。
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　　第８項　宇宙食への昆虫資源の活用
　　第９項　マイクロ波技術の水資源確保への適用
　　

　　　　　

　         第１０項　汎用型宇宙ロボット実現への挑戦
第４章　衛星リモートセンシングデータの利活用
　第１節　AI技術による衛星ビッグデータの解析
　第２節　衛星に搭載されるセンサ～設計開発のポイントと求められる要素
　　第１項　搭載アンテナ設計・開発のポイント
　　第２項　小型人工衛星搭載型宇宙用ハイパースペクトルカメラの開発
　　第３項　宇宙用小型全天球カメラ開発までの取り組み
　第３節　データを活用したビジネスの形
　　第１項　衛星データとのマッチング解析を基にした
　　　　　　ウェルネスツーリズムサービスの提案
　　第２項　農業活用～収穫最適時期の予想による高品質米の生産支援
　　第３項　地理情報・位置情報が拓くニューノーマル時代の農業モデル
　　第４項　実務で使える衛星データ「Starflake」で目指すこと
　　第５項　衛星データの漁業への応用

　　　　

●宇宙ビジネスの定義とは？非宇宙企業が狙える領域や、自社技術を活用した参入の視点を解説。
　機器・コンポーネントメーカー、材料メーカーにとってのビジネスチャンスとは？
●様々な側面から広がる意外なビジネスチャンスが見つかる！？宇宙ビジネスへの取り組みと事業化の検討
　⇒宇宙用部材の設計開発ポイント。求められる特性と民生部品との違い、宇宙用ならではの難点、
　　製造者に必要な認定、その評価規格、品質試験方法など　　⇒地方活性、衛星通信技術、一次生産、宇宙食、水資源確保、ロボティクス分野における必要技術と　　　　事業化に向けた取り組み
●衛星データから得られる情報とその活用方法、データを活用した新たなビジネスの形を解説
　・AIを用いた衛星データの解析手順。利用できるデータセットやデータ処理の注意点、技術的課題など
　・搭載センサ（アンテナ、ハイパースペクトルセンサ、カメラ）の設計ポイントと求められる品質、技術的課題
　・衛星データ（気象、衛星画像、地理情報・位置情報、海面水温）を活用した新規事業の取り組み事例
　必要な人材や要素技術、技術的な障壁とその対応、異分野への参入にあたっての取り組み
●宇宙に関する国内法・国際法の概説。衛星データの活用や衛星売買など、ビジネス形態ごとの法的留意点
　ベンチャー企業における資金調達方法や起業後の障壁と解決に向けたアプローチ事例をご紹介

本書籍のポイント
★詳細はHPをご覧ください★

　情報機構　BC200902　検索
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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。

◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
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腸内細菌叢の基礎知識と研究開発における留意点

第１章　腸内細菌叢の概要
１．動物実験モデルにおける腸内細菌叢
２．腸内細菌叢研究における SFB の役割とその課題

第２章 　培養法による腸内菌叢の検索
１．検体の採取法　２．検体の輸送法　３．培養法　４．培地　
５．検体の培地への接種および培養法　６．各培地に発育する主な菌群の特徴　
７．発育菌の観察　８．データのまとめ方
９．M10 培地を用いた Plate-in bottle 法とスチールウール法によるデータの比較
10．菌株の分離および保存　　　　　11．培養法における操作上の留意事項

第３章 　腸内細菌叢の解析方法と各種解析手法と手順
第１節　定量的 PCR 法
　１．サンプルの採取と保存　２．DNA の抽出　３．腸内細菌叢の解析
　４．Real-time PCR　５．Real-time PCR による腸内細菌叢の解析
　６．特異性の確認　７．検出限界　８．スタンダード　９．解析例
第２節　メタゲノム解析
　１．16S アンプリコン解析　２．メタゲノム解析　３．メタゲノム解析の最前線
　４．今後の展開
第３節　データの解析方法と統計手法
　１．16S rRNA メタゲノム解析データ　２．探索的データ解析手法
　３．Differential abundance analysis　４．機械学習を用いた分析方法
　５．他の腸内細菌解析データに関して

第４章　腸内細菌叢解析の外部委託時の注意点と活用の考え方
１．腸内細菌の解析手法の概要　２．委託内容の検討
３．ヒトサンプルや海外のサンプルを扱う際の注意点
４．委託契約時の注意事項

第５章 動物の腸内細菌叢
１．家畜や実験動物の腸内菌叢　２．野生動物の腸内菌叢
３．次世代シーケンサーの活用による 16S アンプリコンシーケンス
４．野生動物腸内細菌研究の目指すもの
　―絶滅危惧野生動物の野生復帰個体群の準備―
５．野生個体からの糞便移植の可能性

●発刊　2020年10月 　●体裁　B5版・226ページ　●定価　￥45,000＋税

※希望数量を
ご記入ください。
　

★有用な腸内細菌を見つけるための培養・解析・評価方法を基礎から解説。
☆動物・人間の腸内細菌の違いや代謝物や人体への影響にも触れます。

腸内細菌叢の基礎知識と研究開発における留意点　書籍

検索 ↑ BA201002　情報機構

紙面の都合上、大幅に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！

※執筆者※ 梅崎良則((公財)腸内細菌学会、ヤクルト本社)、 藤沢倫彦(日本獣医生命科学大学)、
大橋雄二(日本獣医生命科学大学)、高安玲奈（東京大学）、奥井佑（九州大学病院）、
國澤純（(国研)医薬基盤健康栄養研究所）、河合総一郎（(国研)医薬基盤健康栄養研究所）、
細見晃司（(国研)医薬基盤健康栄養研究所）、土田さやか（中部大学）、牛田一成（中部大学）、
岡田信彦（北里大学）、西村直道（静岡大学）、小川順（京都大学大学院）、岸野重信（京都大学大学院）、　　　
大槻純男（熊本大学大学院）、野津量子（(公財)実験動物中央研究所）、野本康二（東京農業大学）
小倉智幸（(公財)実験動物中央研究所）

第６章　人間の腸内細菌叢
１．人間の腸内細菌の特徴と個体差 ( 代表的な菌種 )
２．ヒト腸内細菌の役割
３．腸内細菌叢の食事による変動要因
４．年齢による細菌叢の変遷

第７章　 腸内細菌の活動と影響
第１節　腸内細菌による発酵と代謝物
　１．大腸発酵に利用される基質　　　２．大腸における発酵
　３．発酵産物とそのクロスフィーディング
　４．発酵産物を介した腸内細菌 - 宿主とのクロストーク
第２節　代謝物の人体への影響
　１．腸内細菌が宿主に及ぼす影響　　２．核酸の腸内細菌代謝
　３．植物機能性成分の腸管細菌代謝　４．アミノ酸の腸内細菌代謝
　５．脂肪酸の腸内細菌代謝
　６．腸内細菌が産生する不飽和脂肪酸代謝物の生理機能
　７．腸内細菌脂質代謝物の機能性食品素材としての開発
第３節　腸内細菌叢の変化が薬物動態に与える影響
　１．薬物動態と薬効　２．抗菌薬処理モデルマウス
　３．プロテオミクスによるタンパク質発現量の解析
　４．腸内細菌減少マウスにおける薬物動態関連タンパク質の変化
　５．腸内細菌による肝臓の薬物代謝の制御機構

第８章　腸内状態の人工的再現と腸内細菌叢モデルの構築再現
１．腸内環境　２．大腸での腸内発酵　３．糞便培養
４．胃・小腸での消化吸収モデル

第９章　腸内細菌の評価試験
第１節　動物試験における留意点
　１．使用動物の微生物学的グレード　２．飼育環境
　３．検体の微生物学的統御　４．試験事例
第２節　臨床試験
　１．的確な臨床試験の実施　２．規制対応
　３．マーカーとしての代謝産物と作用メカニズム
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粉砕による

メカノケミカル効果の原理と実務

★常温・非加熱処理も可能な、粉砕操作によるメカノケミストリーの各種作用および活用法を、様々な材料・プロセス
への応用をふまえ体系的に整理！ 　★各種の材料設計、資源・素材プロセスの改良・開発に役立つ一冊です！

第 1 章　粉砕による固体の変化とメカノケミストリー

1.　メカノケミストリーと本書の目的
　1.1　粉砕過程で起こるマクロとミクロな変化
　1.2　粉砕による固体表面の活性とメカノケミカル効果のエネルギー
　1.3　メカノケミカル効果の要因
　1.4　粉砕で調整した粒子の変形挙動に及ぼす粒子径
　1.5　粉砕による固体結晶の無定形化と相転移
　1.6　本書におけるメカノケミカル効果の事例の理解についての補遺
2.　方解石の粉砕とメカノケミカル相転移
　2.1　方解石（組成：炭酸カルシウム（CaCO3））の多形転移
　2.2　方解石の相転移に関する熱力学とメカノケミカル相転移
　2.3　石灰石の粉砕における相転移に及ぼす雰囲気中の水分の影響
3.　乾式粉砕によるタルク、カオリナイトの無定形化機構
　3.1　はじめに～粉砕によるタルクとカオリナイトの結晶構造の変化
　3.2　タルクの乾式粉砕と結晶構造の無定形化機構
　3.3　カオリナイトの粉砕による無定形化機構

第 2 章　セメント系物質の非加熱合成

1.　セメント系物質と本章の目的
2.　トライ・カルシウム・アルミネート（C3A）の合成
3.　カルシウム・スルホ・アルミネート（CSA）水和物の合成
4.　石炭灰からの水硬性粉体の製造
　4.1　石炭灰と本論の目的 /　4.2　石炭灰からの水硬性粉体の合成
5.　二水石膏からの半水石膏の製造

第 3 章　固相反応を利用した機能性酸化物・水和物の合成

1.　はじめに～機能性酸化物・水和物と本章の目的
2.　ペロブスカイト型酸化物の合成
3.　高分散ペロブスカイト型 La 系酸化物の合成
4.　ビスマスバナデートとレアアースバナデートの合成
5.　機能性フッ化物の合成
6.　3 価と 6 価のクロム酸化物からの 4 価の磁性体（CrO2）合成
7.　酸化物への非金属元素ドーピング
8.　湿式粉砕による軽量・耐熱建材（ケイ酸カルシウム水和物）の合成

第 4 章　ハロゲン含有樹脂・有機物の分解

1.　ハロゲン含有樹脂・有機物と本章の目的
2.　ポリ塩化ビニル樹脂（PVC）の脱塩素による分解
　2.1　PVC の特徴とその廃棄物の処理 /　2.2　実験と結果および考察
3.　ポリテトラフルオロエチレン樹脂（PTFE）の脱フッ素による分解
4.　ポリフッ化ビニリデン樹脂（PVDF）の脱フッ素による分解
5.　ヘキサブロムベンゼン樹脂（HBB）の脱臭素による分解
6.　モノクロルビフェニル（BP-Cl）の脱塩素による分解

第 5 章　天然資源（鉱石）の処理と有価物回収

1.　金属資源処理と本章の目的
2.　タルクや蛇紋岩からの有価元素（Mg）の選択的回収
3.　カオリナイトからのゼオライト合成
　3.1　ゼオライト、カオリナイトと本論の目的
　3.2　乾式粉砕によるカオリナイトの構造変化とゼオライト合成のプロセス
4.　硫酸塩鉱石からの水酸化物と炭酸塩の生成
　4.1　硫酸塩と炭酸塩鉱物と本論の目的
　4.2　セレスタイトからの SrCO3 の生成 /　4.3　バライトからの BaCO3 の回収
5.　マグネサイトからの水酸化物や炭酸塩の生成
6.　バストネサイトからの希土類元素の回収
7.　シーライトからの可溶性タングステン塩の回収

第 6 章　廃棄物・未利用資源からの有価物回収

1.　廃棄物・未利用資源のリサイクル・活用と本章の目的
2.　三波長形廃蛍光管からのレアアース回収
3.　ITO スクラップからの In、Sn の回収
4.　廃 2 次電池正極材からの有価物回収
　4.1　リチウムイオン 2 次電池（LIB）正極材と本論の目的
　4.2　LIB 正極材からの有価金属回収
5.　重油燃焼煤（EPDust）からのバナジウム（V）回収
6.　ミッシュメタル合金磁性材料端材からのレアアース回収

第 7 章　粉砕－加熱処理による生成物の特性と粉砕効果

1.　はじめに～粉砕 ? 加熱処理による生成物の特性と本章の目的
2.　セラミックス（ムライト）の特性に及ぼす粉砕効果
　2.1　セラミックス製造工程と本論の目的 /　2.2　ムライト
　2.3　カオリナイトとギブサイトからのムライト合成の実験と結果および考察
3.　摩耗粉（種）添加による水酸化アルミニウムのα化温度低減
　3.1　アルミナと粉砕で発生する摩耗粉および本論の目的
　3.2　実験と結果および考察
4.　バイオマスからの水素製造
　4.1　水素とバイオマスおよび本論の目的 /　4.2　高純度水素の製造の実験
5.　廃プラスチック、稲わら、廃紙、下水汚泥からの水素製造
　5.1　廃プラスチック、廃紙、下水汚泥のリサイクルと本論の目的
　5.2　粉砕法を利用した廃プラ（樹脂）、稲わら、廃紙、下水汚泥からの水素製造

第 8 章　メカノケミカル効果とミル内媒体運動

1.　はじめに～粉砕機内の媒体運動と本章の目的
2.　タルクの無定形化に及ぼすミル内媒体運動エネルギー
　2.1　タルクの無定形化と本論の目的
　2.2　タルクの粉砕現象と DEM シミュレーションによる媒体運動
3.　PVC の脱塩素反応に及ぼすミル内媒体運動エネルギー
　3.1　PVC の脱塩素と本論の目的 /　3.2　実験と結果および考察
4.　重油燃焼煤からのバナジウム（V）回収率とミル内媒体運動エネルギー
　4.1　はじめに～ EP ダストからの V 回収と本論の目的
　4.2　粉砕時間からボールの運動エネルギーへの変換
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■本書のポイント
○メカノケミカル効果の要因から粒子径・
水分の影響および相転移の関係等、

　反応過程について事例をもとに解説！
　ミル内の媒体・粒子運動がメカノケミカ
ル効果に与える影響とは？

○機能性ペロブスカイト型酸化物・フッ化
物や水和物、セメント系物質の非加熱合
成等・・

　粉砕操作を用いた新規材料・合成プロセ
スの各種応用について！

○VOC の発生抑制に有効な、樹脂・有機物
の非加熱分解処理方法を紹介！

　PVC、PTFE、PVDF、HBB や PCB 等、各
種材料への数々の適用実験結果を掲載。

○金属資源処理を選択的・効果的に行うた
めの粉砕・メカノケミカル処理方法とは？

　ゼオライト合成、希土類元素回収他、有
価物の効果的な分離・抽出・回収の手法
を解説。

○廃棄物・資源リサイクルへの応用につい
ても網羅！

　LIB（リチウムイオン電池）正極材からの
Li、Co、Ni 回収や、ITO（酸化インジウム）
からの In、Sn の回収事例・そのポイント
等！

○熱処理を効果的に行うための、粉砕前処
理のすすめ方とは？

　例として、バイオマス・廃プラスチック
からの水素製造を取り上げ、効果的な加
熱＋粉砕処理の組み合わせプロセスを検
討！ 

～材料合成および分解・回収への適用展開～
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 　6.2 無菌性の試験 （ISO11737-2）
 　6.3 バイオロジカルインジケーター（BI）の適用と評価、滅菌抵抗性試験
 　　 （ISO11138、ISO14161）
 　6.4 エチレンオキサイド残留物測定　(ISO10993-7)
　6.5 環境モニタリングと環境管理（空中浮遊菌、落下菌、不着菌） 

●発刊　2020年8月 　●体裁　B5版・250ページ　●定価　￥40,000＋税

※希望数量を
ご記入ください。
　

＜著者＞　　コンサルタント(滅菌、微生物管理、放射線改質)　山口　透 先生

★ISO最新規格に準拠した対応(ISO11737-1、ISO11737-2、ISO10993-7 、ISO11607-1、ISO11607-2)
☆滅菌の基礎と理論、滅菌バリデーションと関連試験法の実務に役立つ情報が満載！

滅菌バリデーションと関連試験　書籍

検索 ↑ BA200802　情報機構

紙面の都合上、大幅に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！

〇＜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～
　　2016年3月25日　定価：￥35,000＋税　188頁　ISBN 978-4-86502-106-6

※お申し込みの際、必ず備考欄に「2016年　滅菌バリデーション書籍購入済み」
　の旨をご記入ください。
※他の割引と併用はできません。書店は対象外となります。

上記書籍を購入された方には、本書を特別割引で販売中！
定価：￥４０,０００＋税　⇒　￥３０,０００＋税
    

7. バリデーション不適合時の対処法
 　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

9. 包装工程の設計開発とバリデーション
　9.1 材料と無菌バリアシステムおよび包装システムの要求事項　(ISO11607-1)
 　9.2 包装システムの設計開発要求事項
 　9.3 Aseptic presentationの顧客評価
 　9.4 包装システムの性能と安定性
 　9.5 Aseptic presentationの使用前検査
 　9.6 包装工程バリデーション

10. QMS適合性調査におけるケーススタディ
　10.1 QMS適合性調査指摘事例
 　10.2 ケーススタディ 

　　

　前著は規格説明の部分が多かったが、本書籍は改訂版として、新規格の説明、解釈に加え、実際の実施方法、すなわち実務の部分を多く加筆している。
　また最後に、QMS 適合性調査の対応として、指摘になった事項をケーススタディとして、何が問題なのか、またどのように回答すればよいのかを解説
　する。この改訂版が今後の日常業務に役立てば幸いである。

※著者より

ISBN　978-4-86502-195-0



※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【BC200801】 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
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分散剤 
★分散技術開発に携わる方へ、わかりやすく解説しました。

第 1 章　微粒子化と分散安定化のための考え方
1. 微粒子化のプロセスと濡れ
　1.1　濡　れ
　1.2　機械的解砕
 　1.3　分散安定化
2. 粒子間の引力
3. 粒子間の反発力
 　3.1　 静電反発による安定化
 　3.2　立体障害による安定化
4. ポリマー吸着の原動力
 　4.1　非水系での吸着
 　4.2　水系での吸着

第 2 章　分散剤の種類と機能
1. 分散剤の分類
2. 界面活性剤
3. 無機系分散剤
4. 高分子系分散剤

第 3 章　非水系での高分子分散剤
1. 分散剤の構造と吸着官能基
2. 分散剤の合成例と性能
3. 市販分散剤の構造
4. 分子量効果
5. 顔料誘導体（シナジスト）の利用
6. コロイド型の分散剤

第 4 章　水系での高分子分散剤
1. 一般的な高分子分散剤
2. 構造制御型の分散剤
3. 水系での高分子分散剤の開発動向
4. 水系分散剤のニーズと開発の方向性

第 5 章　塗料工業における分散剤の利用技術
1. 塗料で用いられる分散剤と変遷
2. 高濃度顔料ベース
3. ゼータ電位と分散安定化
 　3.1　顔料の構造と電荷の発現
 　3.2　ヘテロ凝集と混色安定性
 　3.3　分散剤によるゼータ電位の制御
 　3.4　ゼータ電位の測定方法
4. 塗料における分散剤の課題と今後の方向

第 6 章　分散剤の選択と配合設計
1. 分散剤の選定方法
 　1.1　相溶性の確認
 　1.2　粒子との相性
2. 分散配合設計
3. 分散温度の影響

第 7 章　粒子･分散剤の特性評価技術
1. 粒子表面特性の評価技術
 　1.1　酸塩基性
 　1.2　溶解性パラメータ
　1.3　表面の極性と親水性・疎水性
 　1.4　比表面積
 　1.5　吸油量
2. 分散剤の特性評価技術
 　2.1　酸塩基性
 　2.2　溶解性パラメータ
　2.3　表面張力
 　2.4　分子量
3. 分散剤の吸着評価 : 吸着等温線と吸着量

第 8 章　分散系の評価技術
1. 直接的方法
 　1.1　粒ゲージ（グラインドゲージ）法
 　1.2　顕微鏡法
 　1.3　沈降速度法
 　1.4　レーザー回折・散乱法
 　1.5　動的光散乱
 　1.6　エレクトロゾーン法（コールターカウンター法）
 　1.7　超音波減衰分光法
 　1.8　粒度分布測定の注意点
2. 間接的方法
 　2.1　着色力
 　2.2　光　沢
3. 安定性の評価
 　3.1　レオロジーによる凝集構造の評価
 　3.2　貯蔵安定性の評価

第 9 章　ナノ分散と分散剤の利用技術
1. ナノ粒子の分散模型
2. 微粒子化のためのポイント
3. 安定化のためのポイント
4. ナノ分散における分散剤選択の考え方
5. ナノ分散に適した分散機と分散プロセスの動向
6. 過分散とは何か　過分散の原因と防止方法
 　6.1　結晶構造の破壊
 　6.2　分散剤の吸着速度
 　6.3　過分散と分散機の動向

第 10 章　乾燥過程（成膜課程）での粒子凝集と
　　　　  評価および制御方法

1. 乾燥工程で起こる現象
2. 乾燥工程での凝集事例
3. 乾燥工程での凝集メカニズムと制御方法  

発刊　2020 年 8月末予定
定価　30,000 円 + 税
体裁　B5判　約 140 ページ
ISBN　978-4-86502-193-6

郷司技術士事務所 代表 技術士（化学部門）  郷司 春憲  著
 
■主経歴　1978 年 4 月　日本ペイント ( 株 ) に入社 / 顔料分散などの界面化学に関する研究開発や生産技術開発に従事
 　　　　　生産技術研究部長　粒子分散技術に関する開発プロジェクトマネージャーなどを歴任
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　　　　　 2014 年 6 月　日本ペイント ( 株 ) を退職後、技術士事務所を開設。技術コンサルタントととして活動中。

■専門・得意な分野・研究　・顔料や機能性粒子のナノ分散技術開発　・分散剤の設計や選択　・分散プロセス・分散装置の設計開発
　　　　　　　　　　　　　・洗浄プロセス・洗浄装置の設計開発　・塗料や樹脂の生産技術開発　工程管理技術　品質管理技術 

早期申込割引にて受付中！

27,000 円 + 税
2020年 8月 24日の申込みまで

■著者より
　機能性ナノ粒子の開発が盛んになり、こ
れらの粒子をフィルム中などに微分散させ
るニーズが増えている。そのため分散剤の
利用技術の重要性が高まっている。
 　筆者は分散技術のコンサルティングも
行っているが、その経験の中で多くの開発
担当の方から様々な支援のニーズを頂いて
きた。効果的な分散剤を早く選定したい。
なぜ良く（悪く）なったのか理由を知りたい。
分散剤の構造を知りたい。新しい分散剤の
設計開発や選択に有用な重要特性は何か。
具体的な処方や分散条件の設定は、分散の
トラブル発生原因と対処方法は、など様々
である。本書はこれらのニーズにできるだ
け応えるとともに、単に知識を提供するだ
けでなく、背景の考え方も含めて、図表を
多く利用しわかりやすく解説することを心
掛けた。本書が分散技術開発に携わる方に
少しでも役に立つことができれば幸いであ
る。

■本書を読んで理解出来ること
・界面化学・コロイド化学の基礎知識
・分散剤の種類と特徴・選択基準・具体的な選
定方法
・分散剤の設計思想・構造・合成方法
・分散剤の最近の開発動向・特許動向・現状の
課題
・具体的な配合設計と分散条件設定の考え方
・分散剤の応用事例
・ナノ粒子を分散するときの注意点
・分散剤や粒子表面の特性評価技術と分散剤選
定への利用
・分散系の良否の評価方法
・分散工程でのトラブル発生メカニズムと対処
方法
・乾燥成膜過程でのトラブル発生メカニズムと
対処方法 

－種類・機能、設計･選択と利用、
　 粒子･分散剤の特性評価、
　 ナノ分散と分散剤の利用、ほか－
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改訂版　医療機器の生物学的安全性試験
＜2020年ガイダンス対応＞

第１章　医療機器GLP とその概要
　１．GLP システムとは 
　２．医療機器GLP の適用 
　３．医療機器GLP の職員及び組織 
　４．医療機器GLP の試験施設及び機器 
　５．標準操作手順書（SOP） 
　６．被験物質の取り扱い 
　７．試験計画書、試験の実施及び報告 
　８．医療機器GLP の調査
　９．データインテグリティ 

第２章　生物学的安全性の考え方
　１．歴史的経緯 
　２．リスク評価
　３．医療機器の生物学安全性試験の選択
　４．試験試料の選択 

第３章　生物学的安全性試験
　１．試験の成り立ちと試験系
　２．細胞毒性試験
　３．感作性試験
　４．遺伝毒性試験
　５．埋植試験
　６．刺激性試験
　７．全身毒性試験
　８．発熱性物質試験
　９．血液適合性試験

　　

●発刊　2020年7月 　●体裁　B5版・278ページ　●定価　￥40,000＋税

第４章　追加的な生物学的安全性試験
　１．　試験の必要性
　２．　慢性全身毒性試験
　３．　がん原性試験
　４．　生殖発生毒性
　５．　生体内分解性試験
　６．　トキシコキネティクス
　７．　免疫毒性

第５章　化学的特性検索と生物学的安全性評価に役立つ化学分析法
　１．　化学分析を用いたサポート
　２．　リスク管理における化学的特性の把握
　３．　溶出物試験
　４．　高速液体クロマトグラフィー
　５．　ガスクロマトグラフィー
　６．　赤外吸収分析
　７．　元素分析
　８．　有機体（態）炭素分析
　９．　化学物質の構造解析

第６章　再生医療等製品に関する生物学的安全性
　１．　法規制
　２．　生物学的安全性の考え方

※希望数量を
ご記入ください。
　

＜著者＞　　一般財団法人日本食品分析センター　理事　獣医学博士　　　　勝田　真一　先生

★2018年のISO10993-1改訂と2020年の国内通知を反映した改訂版
　新しい医療機器や社会変化に合わせ、生物学的安全性の考え方や試験法等の実際を解説した必携の一冊！

生物学的安全性試験＜2020年改訂版＞

検索 ↑ BA200702　情報機構

紙面の都合上、大幅に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！

本書も新しい情報を取り込む必要があると考え、この度改訂版としてリリースさせていただくこととなりました。
医療機器の生物学的安全性評価やその試験方法のアップデートはもちろんのこと、物理学的・化学的特性の生物学的安全性
評価への利用をはじめとして、この７年間に新たに話題となってきたようなテーマについても書き加えたつもりでおります。
（中略）本書がよりたくさんの新たな医療機器が世の中に広まる一助となれば幸いです。　※改訂版のまえがき　より

〇＜新ガイダンス対応＞医療機器の生物学的安全性試験
　　2013年3月26日　定価：￥35,000＋税　242頁　ISBN 978-4-86502-000-7

※お申し込みの際、必ず備考欄に「2013年　生物学的安全性書籍購入済み」
　の旨をご記入ください。
※他の割引と併用はできません。書店は対象外となります。
※「医療機器の生物学的安全性試験　Q&A集」は対象外となります。

上記書籍を購入された方には、本書を特別割引で販売中！
定価：￥４０,０００＋税　⇒　￥３０,０００＋税
    （2021年6月末日まで）



★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

　　　データ分析の進め方及びAI・機械学習導入の指南
　　　　　～データ収集・前処理・分析・評価結果の実務レベル対応～

　発刊：2020年7月  定価：65,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー 390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

データ分析の進め方及びAI・機械学習導入の指南　書籍
書籍名【BC200701】

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)　　　
●荻原大陸（早稲田大学データサイエンス研究所）●長橋賢吾（フューチャーブリッジパートナーズ（株））●井上忠治（(株)システム計画研究所）
●松井孝太（名古屋大学大学院）●岡田一成（日本ナショナルインスツルメンツ(株)）●足立悠（BULB（株））●太田桂吾（(株)ネクステージ）●石井大輔（（株）ジェニオ）
●松本祐輝（DATUM STUDIO（株））●福井健一（大阪大学）●川村隆浩（農業・食品産業技術総合研究機構）●北爪聖也（（株）pipon）●山口晃広（(株)東芝）
●木村勝（横河電機(株)）●朝倉巧（東京理科大学）●下遠誠（トーヨーカネツ(株)）●鈴木晃希（トーヨーカネツ(株)）●長隆之（九州工業大学）●松原崇（大阪大学）
●相馬知也（日本電気(株)）●荒井規允（慶應義塾大学）●烏山昌幸（名古屋工業大学）●岩崎悠真（日本電気(株)）●福田悟志（九州大学）●山田賢治（(株)アクティブコア）
●岩田具治（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）●永田毅（みずほ情報総研（株））●玉垣勇樹（みずほ情報総研（株））●橋本大樹（みずほ情報総研（株））
●岩渕耕平（みずほ情報総研（株））●佐野碧（みずほ情報総研（株））●梶原祐輔（公立小松大学）●野田博行（山形大学）●上田隼也（（株）メルカリ）
●紫藤佑介（（株）メルカリ）●加藤邦人（岐阜大学）●峯恒憲（九州大学）●荒井豊（(株)ロカラボ）●山本覚（データアーティスト(株)）

（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/BC200701.php

第１章　データサイエンスの導入前に検討すべきこと
第２章　データ収集の仕方・考え方
第３章　データの前処理～基礎から実践的処理まで
第４章　分析結果の評価方法
第５章　データ分析の進め方、現場への導入例やその提案
　第１節　機器・設備の時系列データの異常検知
　　第１項　設備（単体）での時系列データを元にした異常検知（教師データなし）
　　第２項　設備（単体）での時系列データを元にした異常検知（教師データあり）
　　第３項　プロセスデータ（時系列データ）を活用した設備の異常検知技術
　　第４項　マハラノビスタグチ法（MT法）による物流搬送システムの異常稼働検知
　第２節　産業用ロボットへの機械学習技術の適用
　第３節　製造プロセス・生産現場
　　第１項　データの持つ複雑さに堅牢な異常検知技術
　　第２項　製造現場における未知の異常・故障検知を行うインバリアント分析技術
　第４節　研究開発プロセス・基礎研究
　   第１項　AIと分子シミュレーションを用いた材料物性の予測
　   第２項　機械学習による粒界構造探索

　 　　第３項　機械学習の解釈性を活用したマテリアルズ・インフォマティクス
　　第４項　技術文書からの必要情報抽出と可視化
　第５節　マーケティング活用
　　第１項　BtoCマーケティングのAI/機械学習事例
　　第２項　生存時間解析を用いた長期的顧客満足度向上に向けた商品推薦システム
　第６節　医療
　　第１項　医療画像の処理分析
　　第２項　ウェアラブルセンサと機械学習を用いた心理状態の推定と可視化
　第７節　複数パラメータの組み合わせ
　　第１項　画像の色分析による野菜・果物の味の可視化
　　第２項　マルチモーダルによる規約違反出品検知への応用と運用について
　　第３項　正常品データのみからでも可能な異常検知技術とその実例
　　第４項　プローブデータ分析による各種運行状況推定技術とその取り組み
第６章　ビジネスへの適用にあたって
　第１節　AI／機械学習導入プロジェクトにおけるプロジェクトマネジメント
　第２節　AIを活用できる企業の作り方

★顧客や自社の目的から逆算し、AI（人工知能）をはじめとする「技術や手段」を正しく扱うために・・・。
　⇒データサイエンスによるサービス開発の手順を整理し、どのようなステップで臨むべきかを考察。
　　課題設定に応じたモデル選択のポイント、これからの時代重宝されるであろう人材やスキル、等。
★質の高いデータを効率的に取得するための手順と考え方。
　⇒センサ選定・設置条件、データ収集の進め方。データの過不足や取得コスト、解析コストを抑える方法とは？
★【プロジェクト成否の鍵を握る！】　データ前処理の実践的テクニックを解説
　⇒データの種類に応じた特徴量生成方法、水増し・転移学習の方法、欠損値が生じた際の考え方とその補完・
　除去・置換方法、前処理にどの手法を用いるべきか？その見極め方、リーケージ（余計なデータの混入）の対策、
　処理に便利なツール一覧など、活躍中のデータサイエンティストが指南！
★どの指標を使って機械学習モデルを評価するべきか？ 近年注目の説明できるAI（XAI）とは？
　⇒汎化性能向上のための対策、再現率と適合率の両立、クロスバリデーション、精度、再現率、F値、ROC曲線等
★データ分析の進め方や導入例を、分野別で解説！
　⇒現場のエンジニアなら共感必須のお困り事やその対応等、実務に役立つテクニックを随所で言及！
★多くの企業がAI・機械学習導入に失敗する要因は？成功するプロジェクトの共通点とは？
★AI導入に伴う組織の整備、開発物の運用稼働ノウハウ、事業収益性の評価をどうするべきか？

計１９例

本書籍のポイント
★詳細はHPをご覧ください★

　情報機構　BC200701　検索



実務をふまえた化粧品処方設計と処方関連技術への対応

◎化粧品に携わる実務者が処方の基礎から実例を解説。

第1章　化粧品の概要
 1. 化粧品・医薬部外品の定義
 2. 化粧品の分類
 3. 使用部位
 4. 化粧品の基本成分

第2章　化粧品の製剤化に関連する基礎技術の概要
 1. 乳化と可溶化の考え方
 2. 可溶化系の調製と可溶化力の評価
 3. エマルションの調製と安定化
 4. 界面活性剤の種類と用途の考え方
 5. 相図を用いた最適乳化、可溶化の解析

第3章　化粧品における安全性試験の現状
 1. 化粧品における安全性試験の概要
 2. 安全性試験における規制・ガイドライン
 3. 動物実験代替試験の現状と実施における考え方

第4章　医薬部外品・化粧品における安定性試験
 1. 安定性試験の方法
 2. 医薬部外品、化粧品の安定性試験の実施方法
 3. 医薬部外品・化粧品の安定性試験で認められた変化

第5章　保存効力に関する考え方と試験方法
 1. 化粧品における微生物汚染の現状とその防止策
 2. 防腐システム構築のポイント
 3. 保存効力試験の留意点

第6章 化粧品における官能評価試験と留意点
 1. 官能評価試験の概要
 2. 官能評価試験に影響する要因 
 3. 化粧品開発における官能評価試験の留意点
 4. 官能評価試験のさらなる活用、発展に向けて
 5. まとめ

第7章 クレンジングオイルにおける処方の考え方
 1. 機能と役割
 2. クレンジングオイルの処方設計基礎と応用

第8章 洗顔料における処方設計の考え方
 1. 機能と役割、クレンジングとの関係
 2. 洗顔料の処方設計基礎と応用

第9章　化粧水処方の考え方
 1. 化粧水の機能と役割
 2. 化粧水に使われる成分
 3. 化粧水の処方設計基礎と処方の応用事例
 4. 化粧水の処方設計時の注意点
 5. 化粧水の実製造時の注意点

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

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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第10章 化粧品の乳液・クリーム処方の考え方
 1. 分類、機能と役割
 2. 処方構成と成分
 3. 処方設計と応用

第11章　サンスクリーン剤の考え方と処方のポイント
 1. タイプ別サンスクリーン剤
 2. 紫外線防御剤成分
 3. サンスクリーン剤の剤型
 4. SPFブースター技術

第12章　ファンデーションの処方の考え方と処方のポイント
 1. 機能と役割
 2. 剤型と特徴
 3. ファンデーションの処方設計基礎と応用

第13章　口唇用化粧品の処方の考え方
 1. 役割と機能
 2. 肌用化粧品との違い
 3. 口紅・リップ化粧品における処方設計基礎と応用事例

第14章　アイシャドーの処方の考え方
 1. 特徴と機能的役割
 2. マスカラ化粧品の処方設計基礎と応用

第15章　シャンプー・コンディショナーの処方の考え方
 1. 毛髪の構造とダメージについて
 2. シャンプーとは
 3. コンディショナーとは

第16章　育毛および抗白髪向け化粧品処方設計の基本的な考え方
 1. 毛周期と毛包の構造
 2. 毛周期の制御機構
 3. 男性と女性の薄毛の違い
 4. 育毛薬剤について
 5. 育毛料設計の基本的考え方
 6. 白髪発生のメカニズム
 7. 抗白髪薬剤と抗白髪商品設計の基本的考え方
 8. 頭皮状態を考慮した頭皮用化粧料

第17章　入浴剤の処方における考え方
 1. 目的と概要
 2. 入浴剤の機能別特長
 3. 応用事例：温泉地名の入浴剤開発
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★ますます隆盛となる人工知能ビジネス。勝つためには何をすればよいのか？
   AIビジネスへの参入方法から知財戦略、法規制、失敗しないための実務まで
   時代を生き抜くポイントを完全網羅！AI関連業務を考える方必携の1冊！

★AI/ データの利用に関する契約ガイドライン等、国が整備を進める基盤の
   ポイントや関連法規制の最新動向を詳説！

★AIビジネスを保護する法規制とは？オープン・クローズ戦略等AI知財戦略の
   勘所を掲載！効果的な特許検索とは？明細書・クレームの具体例とは？
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　品質保証まで、スムーズなAIビジネスに向けた知識を取得

★自動車・医療／ヘルスケア・モノづくり製造現場　各分野の事例も掲載
   具体例を見てAIビジネスの進め方をイメージしよう
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AIビジネス戦略
～効果的な知財戦略・新規事業の立て方・実用化への筋道～

人工知能の知財戦略から契約のポイント、XAI、AI品質保証までAIのビジネス展開に必須の情報が凝縮！

効果的な知財戦略・新規事業の立て方・
実用化への筋道　　　　　　　　書籍
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（2020年版）食品包装及び化粧品包装に関わる

    国内外法規制の最新動向と実務対応上のポイント

★食品衛生法改正含めた食品包装関連の日欧米法規制の最新動向とその差異とは？　　
★また、中国、アジア、オセアニア、湾岸諸国等の最新動向とは？
★化粧品包装関連の ISO とガイドラインの最新動向とは？  ★包装に関わるリスク管理の進め方とは？

西　秀樹　著

★本書は 2016 年 4 月発刊
「食品包装及び化粧品包装に関わる国内外法
規制の最新動向と実務対応上のポイント」の
2020 年改訂版となります
本書を読んで理解できること
◎ 日本の食品包装法規制と改正に向けた進捗
状況

◎ 欧米の食品包装最新動向と相違点・留意点

◎ 中国、アジア諸国、オセアニア、湾岸諸国
等の最新動向

◎ 化粧品規制における ISO とガイドラインの
最新動向

◎ 企業におけるリスク管理の進め方
著者より
　食品と化粧品の包装に関する法規制は、交
易拡大に伴い世界各国で進展中である。日本
では、2020 年 6 月の改正食品衛生法施行に
伴い、樹脂のポジティブリスト (PL) は永年
の業界自主基準から国の制度へ移行すること
となった。しかし、日本は未だ欧米と比較し
て未整備が多く、多くの課題を抱えている。
EU は樹脂の規制が完成に近づき、米国は製
品別登録制度による PL が定着した。ここ数
年、中国、インドネシア、ベトナム、インド、
カナダ等が改正が進み、世界の大勢としては
EU がほぼ世界標準になったと言える。化粧
品では EU が原材料情報提供に関する業界自
主基準を制定し、世界をリードしている。
　本稿は、これらの最新の動きを織り込んで
5 年振りに更新したものである。製品の輸出
入に際しては、当該国の法規制遵守が基本で
ある。本稿が食品と化粧品の製品安全の向上
の一助になれば幸いである。

第 1 章　日本の食品包装法規制類
　1.1 食品包装材料の種類と使用割合
　1.2 食品衛生法
　1.3 業界自主基準
　1.4 食品衛生法改正によ
　　　PL 制度化進捗状況と企業の対応
　1.5 厚労省の今後の課題
　1.6 日本のまとめと実務対応上のポイント 

第 2 章　欧州連合（EU）の食品包装規制
　2.1 EU の概況
　2.2 EU の規則制定の仕組み
　2.3 食品接触物質
　2.4 プラスチックの規制
　2.5 機能性バリアー及び多層体の扱い
　2.6 アクティブ・インテリジェント（AI）材料及び製品
　2.7 NIAS（非意図的な添加物質）
　2.8 EU における印刷インキの PL 化の最新動向
　2.9 リサイクルプラスチックの扱い
　2.10 セラミックの規制（指令 84/500）
   2.11 EU の今後の予定と評価ロードマップ
           （2017 年 11 月）
   2.12 各国の法規制類と相互承認
　2.13 EU と欧州評議会
　2.14 トピックス : ビスフェノール A の規制問題
　2.15 EU のまとめと実務対応上のポイント

第 3 章　米国とカナダの食品包装規制
　3.1 米国の規制
　3.2 カナダ
　3.3 米国とカナダのまとめと実務対応上のポイント

第 4 章　中国の食品包装規制
　4.1 概　況  / 4.2 担当部署  /4.3 食品安全法
　4.4 包装関連の国家標準
　4.5 紙・板紙の規格（GB 4806.8-2018）
　4.6 食品接触用金属材料及び製品（GB 4806.9）
　4.7 食品接触用コーティング材及びコーティング層
　4.8 食品接触用ゴム材料及び製品（GB 4806.11）
　4.9 新しい国家標準改正案
　4.10 食品関連輸入製品に対する規制
   4.11 まとめと実務対応上のポイント
　4.12 香　港

第 5 章　アジア諸国の法規制
　5.1 概況　/5.2 韓国　/5.3 台湾   /5.4 インド
　5.4 タイ   /5.6 ベトナム　/5.7 インドネシア
　5.8 マレーシア　/5.9 フィリピン
　5.10 シンガポール　/5.11 カンボジア
　5.12 ラオス　/5.13 ミャンマー 　/5.14 ブルネイ
　5.15 ASEAN Food Safety Network （AFSN）
　5.16 スリランカ　/5.17 ネパール
　5.18 バングラデシュ
　5.19 まとめと実務対応上のポイント

第 6 章　オセアニア・湾岸諸国・南米諸国・
              その他の国々
　6.1 オセアニア　/6.2 湾岸諸国
　6.3 南米南部共同市場諸国（メルコスール）
　6.4 アンデス共同体（CAN:Comunidad Andina）
　6.5 その他の中南米諸国イスラエル
　6.6 ロシア　/6.7 イスラエル　/6.8 トルコ
　6.9 まとめと実務対応上のポイント

第 7 章　化粧品の容器包装に関する日欧米の
              法規制と実務対応上のポイント
　7.1 概　況　/7.2 化粧品容器の材料
　7.3 化粧品に関する ISO と GMP
　7.4 化粧品規制協力国際会議（ICCR:）
　7.5 日本の法規制　/7.6 米国の法規制
　7.7 欧州連合（EU）の法規制
　7.8 化粧品容器規制のまとめ

第 8 章　国内外全体のまとめと企業の対応
　8.1 国連の持続可能な開発目標 :SDGs
　8.2 何が問題なのか　/8.3 環境省の対応
　8.4 日本のプラスチック資源環境戦略
　8.5 日本のリサイクルの実態
　8.6 PET ボトルのリサイクルに関する厚労省ガイドライン
　8.7 産業界の連携　/8.8 研究事例
　8.9 プラスチック環境問題の現状のまとめ

第 9 章　国内外全体のまとめと企業の対応
　9.1 国内外の最新動向のまとめと実務対応上のポイント
　9.2 海外からの輸入資材の留意点
　9.3 輸出における留意点　/9.4 企業の対応と留意点
　9.5 最後に　－世界食品安全会議 2018 －
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日欧米三極法規制の最新動向と実務対応上のポイント

★日米欧三極の薬局方（JP・USP・EP）の最新法規制と ICH 動向を踏まえて！
★医療機器包装規制に関わる ISO と JIS 周辺の動きとは？　★アジア諸国の法規制情報も収載！
★プラスチック含有化学物質とそのリスク管理とは？
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リプロピレンの研究開発を担当後、本社）品質保証部にて全社的品質保証活動に従事。その後加工メーカー
を経て、現在はフリーの立場で主に食品・医薬品・医療機器等のプラスチックに関する国内外法規制の調査、
執筆、講演をしている。

［専門分野］　プラスチックの製品安全
［関連のご活動］日本包装專士会　元会長
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★本書は 2015 年 10 月発刊
「医薬品包装・医療機器包装に関わる日
欧米三極法規制の最新動向と実務対応上
のポイント」の 2020 年改訂版となります

本書を読んで理解できること
◎ 日欧米医薬品規制国際調和会議の現状

◎ 日欧米の薬局方の規制内容と相違点

◎ 医薬品包装と医療機器における原材料
    の記載要領
◎ ガンマ線滅菌の現状と留意点

◎ プラスチックに含まれる化学物質と
    リスク管理　

著者より
　医薬品と医療機器は、今後日本の高度
な技術を世界へ売り込む有望分野と期待
されている。医薬品包装は、日欧米国際
会議等により整合化が検討されている
が、包装に関するテーマは少なく、特に
日本は欧米と比較して原材料の規格が無
い等の課題を抱えているのが現状であ
る。米国は、溶出物と浸出物等の新しい
概念を導入し、中国は医薬品包装の事前
登録制度を採用した。医療機器では、
ISO 規格により整合化がかなり進み、日
本は 2019 年に原料樹脂のマスターファ
イル制度を導入した。
　本稿は、これらの最新の動きを織り込
んで 5 年振りに更新したものである。製
品の輸出入に際しては、当該国の法規制
遵守が基本である。本稿が医療分野にお
ける製品安全の向上の一助になれば幸い
である。

第 1 章　医薬品の容器包装の概要
第 2 章　薬局方の調和国際会議　
　2.1　世界薬局方会議　
　2.2　日米欧三薬局方検討会議
　2.3　ICH（医薬品規制調和国際会議）
第 3 章　三極薬局方の最新版
 　3.1　最新版　/ 3.2　日本の薬局方改正審議
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　4.8　点眼剤用プラスチック容器
　4.9　その他の製剤の容器に関する通達
　4.10　シリコーン油についての品質基準
　4.11　参考情報 :(JP G項）　/ 4.12　企業の対応例
　4.13　試験法の概要　
　4.14　プレフィルドシリンジの扱い
　4.15　JIS 化された医薬品包装関連項目
　4.17　新医薬品の承認申請における容器及び旋栓系
　　　   に関する記載要領　/ 4.18　吸着に関する知見
　4.19　日本のまとめと実務対応上のポイント
第 5 章　欧州薬局方（EP）の医薬品包装の規制
　5.1　欧州における医薬品審査機関
　5.2　EP 規制の概要
　5.3　容器に使用される材料 :EP 3.1 項
　5.4　プラスチック容器の規格 :EP 3.2 項
　5.5　医薬品用ガラス容器 :EP 3.2.1 項
　5.6　EP の改正計画
第 6 章　米国薬局方（USP）の医薬品包装の規制
　6.1　法律と担当部署　/ 6.2　USP の構成
   6.3　注射器用エラストマー :USP 381
　6.4　ガラス容器の規格 :USP 660
　6.5　プラスチック材料の規格 :USP 661.1
　6.6　プラスチック包装システム :USP 661.2
　6.7　生物学的試験 :USP 87
　6.8　容器―性能試験 :USP 671　
　6.9　補助的包装部品 :USP 670
　6.10　USP 1663と USP 1664
　6.11　ドラッグ・マスターファイル制度における
　　　   包装材料の申請

第 7 章　医薬品包装における日欧米の現状比較と
　　　　実務対応上のポイント
　7.1　日欧米の現状比較　/ 7.2　実務対応上のポイント
第 8 章　医療機器包装の規制
　8.1　医療樹器市場の動き
　8.2　医療機器の製造販売申請における分類
　8.3　ISO の品質マネジメントシステム
　　　 ISO 13485（JIS Q 13485:2005）
　8.4　ISO のリスクマネジメント規格
　8.5　医療機器製造販売承認申請書
　8.6　包装に関する要求事項
　8.7　JIS 及び ISO 化された医療樹器
　8.8   プレフィルドシリンジの申請と規格
    8.9　自己注射器の規格　/ 8.10　生体吸収性材料
    8.11　「医療機器の製造販売承認申請書における原材料の   
             記載と変更」に関する質疑応答例（Q&A）
第 9 章　良くある質問
　9.1　医薬品原材料マスターファイル（MF）制度
　9.2　ガンマ線滅菌の規制状況
　9.3　プラスチックの臭い問題
第 10 章　医療分野用プラスチックとゴムの特性
第 11 章　アジア諸国の法規制状況
　11.1　主な国の概要　/ 11.2　中国　/ 11.3　韓国
　11.4　台湾　/ 11.5　インド　/ 11.6　ベトナム
　11.7　フィリピン　/ 11.8　タイ   / 11.9　インドネシア
   11.10  マレーシア / 11.11　ミャンマー連邦共和国
第 12 章　医薬品包装と医療機器包装のまとめ
　12.1　現状のまとめ　/ 12.2　実務対応上のポイント
第 13 章　トピックス : 食品包装用原料樹脂の
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　13.1　日本の食品包装規制の仕組み
　13.2　主な業界自主基準（規格）の概要
　13.3　ポリオレフィン等衛生協議会（ポリ衛協）
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    13.6　PL 適合伝達
    13.7　医薬品包装への影響
第 14 章　プラスチックに含まれる化学物資と
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1. コンピュータ化システムバリデーション(CSV)に関する議論
 　1.1 CSVの目的
 　1.2 CSVの考え方
 　1.3 CSVとデータインテグリティ(DI)との関連
 　　1.3.1 データライフサイクル
　　 1.3.2 CSVの必要性

2. CSV関連法規制等
 　2.1 GXP省令
 　　2.1.1 GLP省令
 　　2.1.2 GCP省令
 　　2.1.3 GMP省令、QMS省令、GCTP省令
 　　2.1.4 GQP省令、GVP省令、GPSP省令
 　　2.1.5 GDPガイドライン
　 2.2 厚労省ガイドライン
　 2.3 ER/ES指針
 　　2.3.1 ER/ES指針とデータインテグリティとの関連
 　2.4 PIC/S GMPガイドライン
　　 2.4.1 Annex11

 3. CSV必要書類の作成
 　3.1 CSVの進め方
 　3.2 手順書の役割、手順書作成の留意点
 　3.3 リスクアセスメント、リスクマネジメント
　 3.4 供給者アセスメント、供給者監査

4. 作成文書類
 　4.1 CSV実施にあたり整備すべき文書
 　　4.1.1 コンピュータ化システム管理規定
 　　4.1.2 運用管理基準書
 　4.2 開発業務での活動及び整備すべき文書
 　　4.2.1 開発計画書
 　　4.2.2 要求仕様書
 　　4.2.3 システムアセスメント
　　　 4.2.3.1 カテゴリ分類
 　　　4.2.3.2 製品品質に対するリスクアセスメント
　　　 4.2.3.3 供給者アセスメント
　4.3 検証業務での活動及び整備すべき文書
 　　4.3.1 受け入れ試験と検証業務
 　　4.3.2 バリデーション計画書
 　　4.3.3 バリデーション報告書
 　　4.3.4 設計時適格性計画書
 　　4.3.5 トレーサビリティマトリクス作成の手順
 　　4.3.6 設計時適格性評価報告書
 　　4.3.7 据え付け時適格性評価計画書
 　　4.3.8 IQスクリプト
　　 4.3.9 据え付け時適格性評価報告書
 　　4.3.10 運転時適格性評価計画書
 　　4.3.11 OQスクリプト
　　 4.3.12 運転時適格性評価報告書
 　　4.3.13 性能適格性評価計画書
 　　4.3.14 PQスクリプト
　　 4.3.15 性能適格性評価報告書
 　4.4 運用管理業務

　　　　　　　　　　　　　　　　
★CSVの基礎知識と規制・ガイドライン・法律を解説の上、各整備すべき文書と必要な内容を解説。
★コンピュータ化システム管理規定の各項目に記述すべき内容とは！
★運用管理に関する文書の記載事項とは！
★開発業務で作成すべき文書と活動の流れとは！
★開発計画書、要求仕様書の作成およびシステムアセスメントの実施の考え方。
★バリデーション計画書／報告書作成の際の記述ポイントとは！
★設計時適格性評価(ＤＱ)、据付時適格性評価（IQ）、運転時適格性評価（OQ）、性能適格性評価（PQ）の関連文書解説

「書籍のポイント」

「購入特典」 ★30点以上の文書例のＣＤ付き！
 　※CD内の文書データは書籍内の文書例と同じ内容となります。
 （収録形式；Word（Word 2007以上が動作する環境が必要です。）
Excel(Excel2007以上が動作する環境が必要です。）　)
　文書例：コンピュータ化システム管理規定、システム台帳、運用管理基準書、変更管理手順書、
 　　　　　　　　変更管理台帳、変更依頼書/計画書/報告書、逸脱(システムトラブル)管理手順書、
 　　　　　　　　障害管理台帳、障害登録書・逸脱(システムトラブル)報告書、開発計画書、要求仕様書、
 　　　　　　　　供給者アセスメント・監査実施手順書、供給者アセスメント計画書・実施報告書、
 　　　　　　　　供給者監査計画書・実施報告書、バリデーション計画書/報告書、設計時適格性評価(DQ)計画書、
 　　　　　　　　DQ実施チェックリスト、トレーサビリティマトリクス、設計時適格性評価(DQ)報告書、
 　　　　　　　　据え付け時適格性評価(IQ)計画書、IQスクリプト、据え付け時適格性評価(IQ)報告書、
 　　　　　　　　運転時適格性評価(OQ)計画書、OQスクリプト、運転時適格性評価(OQ)報告書、
 　　　　　　　　性能適格性評価(PQ)計画書、PQスクリプト、性能適格性評価(PQ)報告書、
 　　　　　　　　電磁的記録及び電子署名の利用に関する規定、ER/ESアセスメント、CSV文書管理規定、
 　　　　　　　　文書管理台帳



医薬品開発におけるオミクス解析技術
～ゲノム・トランスクリプトーム・プロテオーム・メタボローム～

◎ゲノム・トランスクリプトーム・プロテオーム・メタボローム解析手法とデータ活用における課題を解説

第1章　ゲノム解

第1節　ゲノム解析の概要と現状
　1. ゲノム解析について
　2. ゲノム解析の医療応用：ゲノム医療 
　3. アノテーション・キュレーションにおける課題と
　　　解決に向けた取り組み
第2節　医薬品開発におけるトキシコゲノミクスの現状と課題
　1．概要
　2.データの活用事例
　3.課題と将来展望
第3節　ケモゲノミクスの概要と解析の考え方
　1. 標的化学ライブラリーと薬物標的ファミリー
　2. 環境化学物質とバイオアッセイ
　3. ケモインフォマティクス
　4. ニュートリゲノミクス
　5. 核酸医薬品とケモゲノミクス
　6. 構造生命科学とケモゲノミクス

第2章　トランスクリプトーム解析

第1節　トランスクリプトーム解析の概要
　1. トランスクリプトームとは
　2. トランスクリプトームの解析手法　
　3. トランスクリプトーム解析を用いた実用例　
第2節　次世代シーケンサーを利用した
　　　　　　　　　　　　　　トランスクリプトーム解析手法
　1. トランスクリプトーム解析とは
　2. RNA-Seqの概略
　3.　単一細胞トランスクリプトーム解析(scRNAseq)
第3節　トランスクリプトームデータの解析
　1. トランスクリプトームデータ解析の流れ
　2. トランスクリプトームデータ解析の学習方法
　3. トランスクリプトームデータ解析の計算環境構築

第3章　プロテオーム解析

第1節　タンパク質発言プロファイリングのための定量プロテオミクス
　1. ターゲット、非ターゲット型のオミクス解析
　2. 発見型プロテオミクスの進展
　3. 定量プロテオミクス
第2節　薬剤標的分子同定を目的としたプロテオーム解析の手法
　1. 直接的なアプローチによる薬剤標的の解析
　2. 間接的なアプローチによる薬剤標的の解析

第3節　プロテオーム解析におけるバイオインフォマティクスの役割
　1. 配列解析におけるバイオインフォマティクス
　2. 配列情報活用のバイオインフォマティクス
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第4章　メタボローム解析

第1節　作用機序解析のためのメタボローム解析の利用法
　1. メタボローム解析で用いられる測定装置
　2. メタボローム解析の実際と限界
　3. アセトアミノフェンによる急性肝炎の作用機序解明
　4. 大腸がんにおける代謝変化の作用機序
第2節　動的メタボローム解析
　1. 代謝の静と動
　2. 動的メタボローム解析について
　3. 代謝ターンオーバー解析
　4.　代謝ターンオーバー解析の応用

第3節　医療利用のためのメタボローム解析
　1.　患者検体を利用したメタボローム解析解析のストラテジー
　2.　患者検体を用いたメタボローム解析の実際
　3.　関節リウマチの生物学的製剤治療時における治療反応性の予測
　4.　メタボローム解析から新規治療薬の開発へ

第4節　腸内環境研究へのメタボロミクスの応用
　1.　腸内細菌叢ー宿主クロストーク研究のための糞便メタボロミクスのポイント
　2.　メタボロミクスを利用した腸内細菌叢由来代謝物の基礎的研究
　3.　メタボロミクスを利用した腸内細菌叢の代謝制御型の機能性食品の開発
　　
第5章　オミクス解析の役割と今後

第1節　トランスオミックス解析の現状
　1.　トランスオミックス解析の現状と問題点
　2.　トランスオミックス解析の実例
　3.　トランスオミックス解析の将来と課題

第2節　オミクス解析を基盤とするコンパニオン診断マーカー
　1.　データ駆動型研究充実のための研究基盤
　2.　現行のコンパニオン診断薬
　3.　オミクス解析に基づくコンパニオン診断薬開発研究：エピゲノム解析を例に

第3節　診断薬開発における課題と有用性
　1.　単一バイオマーカーとコンパニオン診断
　2.　マルチバイオマーカーと診断
　3.　オミックス解析技術から見た課題
　4.　今後に向けた課題

第4節　網羅的な細菌叢解析から解明されてきたヒト腸内細菌叢のもつ生体への影響
　1. 疾病患者にみられるディスバイオシスと健常者の腸内細菌叢　　
　2. 免疫チェックポイント阻害薬によるがん治療効果への腸内細菌叢の関与の可能性
　3. 運動と腸内細菌叢
　4. 脳腸相関：自閉症とアルツハイマー病の関連研究
　5. その他の腸内細菌叢に関する知見
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＜執筆者一覧（敬称略）＞
鎌田 真由美(京都大学大学院),奥野 恭史(京都大学大学院),山田 弘(医薬基盤・健康・栄養研究所),森田 英利(岡山大学大学院),田丸 浩(三重大学大学院),
伊藤 昌可(理化学研究所),林崎 良英(理化学研究所),飯塚 朋代(遺伝学研究所),小林 巧(遺伝学研究所,池尾 一穂(遺伝学研究所),久保田 浩行(九州大学),
中岡 慎治(北海道大学大学院),松田 史生(大阪大学大学院),室井 誠(理化学研究所),小川 直子(理化学研究所),長田 裕之(理化学研究所),
三浦 信明(新潟大学大学院),杉本 昌弘(東京医科大学),中山 泰宗(崇城大学),三枝 淳(神戸大学医学部附属病院),松本 光晴(協同乳業(株)),
金井 弥栄(慶應義塾大学),津田 昇(慶應義塾大学),鈴木 孝昌(国立医薬品食品衛生研究所)

〇各オミクス解析の概要と課題を解説。　　　　　〇次世代シーケンサーを用いた解析の利点やその課題とは？
●網羅的なオミクス解析における利用の現状とその課題とは？
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