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滅菌バリデーションと関連試験
～滅菌理論から実務応用まで～

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

3.　製品の無菌性保証の考え方と滅菌の確実性
 　3.1 滅菌保証と無菌性保証
 　3.2 滅菌の確実性（薬事的な観点から）

4.　滅菌の材料および成分への影響と対策
 　4.1 放射線による高分子化合物の素材劣化

5. 滅菌法と滅菌バリデーション
　5.1 エチレンオキサイド(EO)滅菌 （ISO11135）
　5.2 放射線滅菌　(ISO11137)

6. 滅菌関連規試験
 　6.1 バイオバーデン測定 （ISO11737-1）　　
 　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） 
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★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
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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
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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
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分散剤 －種類・機能、設計･選択と利用、粒子･分散剤の特性…  書籍

備考

FAX

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
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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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【目次】　※詳細は弊社HPをご確認ください。

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
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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。
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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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（2020年版）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

★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？

西　秀樹　著
 1971 年、北海道大学大学院応用化学専攻修士課程修了後、三菱油化（現 : 三菱ケミカル）に入社。主にポ
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
                        日本包装技術協会　包装管理士講座　講師
                        ポリオレフィン等衛生協議会　加工部会　元主査（元樹脂部会 : 三菱ケミカル）
　　　　　　　  （旧）厚生省　医療用原材料マスターファイル検討委員会　委員  

★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
第 4 章　日本薬局方（JP）の医薬品包装の規制
　4.1　医薬品医療機器等法　/ 4.2　日本薬局方の構成
　4.3　製剤包装通則
　4.4　プラスチック製医薬品容器の試験方法
　4.5　プラスチック製水性注射剤容器の規格
　4.6　輸液用ゴム栓の規格
　4.7　注射剤用ガラス容器の規格
　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
                PL 制度化の動きと医療分野への影響
　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）
　13.4　PL登録物質のリスク評価方法
    13.5　厚労省の PL制度化進捗状況と企業の対応
    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
               健康影響要因
 　14.1　考えられる健康影響要因
 　14.2　プラスチックに含まれる化学物資と規制方法
第 15 章　医療分野の包装に関する情報入手方法
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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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◎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【BA200301】

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

～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～　書籍

発刊:2020年3月26日　　定価:45,000円+ 税  体裁:B5判ソフトカバー 181頁 　

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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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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これからの藻類ビジネス

　 　
株式会社ちとせ研究所　　中原 剣／尾張 智美／星野 孝仁／川原田 雄希

★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

自然言語処理技術　書籍
書籍名【BC200202】

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)　　　

●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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　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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　　 　 　　　　☆★さらに詳細な目次をHPに掲載中！ぜひご確認ください★☆
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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

※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）
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　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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医薬品開発における創薬スクリーニング関連技術開発　書籍
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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
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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
       ～クレームドラフティングの視点を含めて～
　1. 核酸医薬品
　2. ペプチド医薬品
　3. 配列に着目したクレームドラフティング
　4. 「新規な作用原理」の特許事例 
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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

抜粋目次【詳細な確定目次はHPをご確認ください】　

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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　　 　 　　☆★内容の詳細目次はHPに掲載しております！ぜひご確認ください★☆

　  　　「情報機構　BC190501」と検索！　または　https://johokiko.co.jp/publishing/BC190501.php　迄

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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　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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　　☆★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　BA190401」と検索！

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

      　

執筆者一覧【敬称略・順不同】　
●九州大学　井嶋 博之　●九州大学　水本 博　●北海道大学　石原 誠一郎 　●北海道大学　芳賀 永
●北九州市立大学　中澤 浩二 ●早稲田大学　坂口 勝久　●京都大学　長谷川 光一 ●東北大学　山本 雅哉　
●東北大学　梨本 裕司　●東北大学　伊野 浩介 ●東北大学　平  典子 ●　東北大学　珠玖　仁
●東海大学　木村 啓志　●大阪大学　境　慎司　●理化学研究所　林　洋平 ●名城大学　堀田 一弘  
●大阪保健医療大学　中村 憲正　●大阪大学　花井 洋人 ●大阪大学　下村 和範 
●東京医科歯科大学　位髙 啓史　●大阪大学　三谷 成二　●大阪大学　高山 和雄 ●大阪大学　水口 裕之　
●広島大学　坂本 直也　●広島大学　安井　弥　●東北大学　金野 智浩 ●秀和特許事務所　佐貫 伸一
●株式会社 AGC総研　熊谷 博道　●シスメックス株式会社　阿部 滋樹 



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。

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

　　 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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　執筆者一覧 (敬称略)　　　※最新の更新状況は弊社ＨＰをご覧ください

・藤井啓祐（京都大学）
・山下茂（立命館大学）
・徳永裕己（日本電信電話（株））
・フランソワルガル（京都大学）
・佐藤貴彦（慶應義塾大学）
・嶋田義皓（ＪＳＴ研究開発戦略センター）
・根来誠（大阪大学）
・御手洗洸祐（大阪大学）
・吉原文樹（情報通信研究機構）

・米田淳（理化学研究所）
・武田健太（理化学研究所）
・樽茶清悟（理化学研究所）
・森貴洋（産業技術総合研究所）
・武田俊太郎（東京大学）
・富田章久（北海道大学）
・松浦俊司（1QB Information Technologies）
・山本直樹（慶應義塾大学）
・沼田祈史（日本アイビーエム（株））

・大関真之（東北大学）
・田中宗（早稲田大学）
・寺部雅能（（株）デンソー）
・川畑史郎（産業技術総合研究所）
・山岡雅直（（株）日立製作所）
・竹本一矢（富士通研究所（株））
・前川純一（（株）情報通信総合研究所）
・湊雄一郎（ＭＤＲ（株））
・楊天任（（株）QunaSys）

（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　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。



●発刊　　2018年12月　　  ●定価　57，000円 + 税　    ●体裁　B5判ソフトカバー 297ページ　　

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

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　

●KPIマネジメント（株）根本隆吉　●周辺視目視検査研究所　佐々木章雄　●（株）オービット　山田宏和　

●福井大学　藤垣元治　●北廣技術士事務所　北廣和雄　●中京大学　青木公也　

●（株）日立製作所　渋谷久恵　●（株）リコー　笠原亮介／田中拓哉　●（株）シーイーシー　久保田進也　

●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

　



※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【BA181203】 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

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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　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！

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 【BC181101】
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
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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～
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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
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　第１節　全固体電池の製造プロセス技術と作製ノウハウ
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・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。
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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。
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　の申込みフォームからも承ります！
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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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　　☆★内容の詳細は裏面に掲載しております！ご確認ください★☆
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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？
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●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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 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））



※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【BC180801】
　　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

　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
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　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。
　

検索 ↑ BC180801　情報機構
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！
　執筆者一覧 (敬称略)　　　

●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）
●萩原京平（プレシオ国際特許事務所）　●染野健（プレシオ国際特許事務所）
●清水京（プレシオ国際特許事務所）
★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
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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

検索 ↑ BC180701　情報機構
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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生体情報センシングデバイス　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！
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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

★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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★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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所属部課・役職等
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住所〒

申込者氏名
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＜2018年度改訂版＞ＣＬＰ規則対応のラベル・ＳＤＳ作成　書籍

備考

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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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
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●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

●松村晴雄（旭リサーチセンター（株））
●小倉孝太（（株）スギノマシン）
●轟雄右（王子ホールディングス（株））
●林徳子（森林総合研究所）
●山本顕弘（モリマシナリー（株））
●舩岡正光（三重大学）
●伊福伸介（鳥取大学）
●野田秀夫（関西化学機械製作（株））
●楠本英世（技術研究組合Lignophenol&Systems）

●仙波健（京都市産業技術研究所）
●長谷朝博（兵庫県立工技術センター）
●井上均（日本資材（株））
●宇山浩（大阪大学）
●藤澤秀次（森林総合研究所）
●古賀大尚（大阪大学）
●上坂貴宏（京都市産業技術研究所）
●小野晃（産業技術総合研究所）
●熊谷明夫（産業技術総合研究所）

●浅倉秀一（岐阜県産業技術センター）
●近藤兼司（富山県工業技術センター）
●後居洋介（第一製薬工業（株））
●藤橋政人（スターライト工業（株））
●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
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住所〒
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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

☆★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？　
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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
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医療機器QMS対応における注意点　書籍
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 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
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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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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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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。
★ https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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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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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。

★書籍申込書
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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！

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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         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
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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 
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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
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            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　



※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【170602】 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

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

政府公表ガイドライン等のリスト / 参考文献 
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足羽　教史 著
現在インクリメント P（株） 管理部渉外担当部長　／　慶応義塾大学 経済学部卒。　／トヨタ自動車（株）、三菱石油（株）（現 JX 日鉱日石エ
ネルギー（株））を経て現職。法務、知的財産、海外事業、マーケティング、商品・サービス企画、海外営業、人事等様々な職種と業務を経験。
総合研究開発機構（NIRA） 客員研究員（2015 年 9 月～）。『風観羽』ブロガー。国際企業法務協会理事。国際企業法務協会内では牧野和夫弁護
士と共に『最先端法務研究会』を立上げ、共同代表に就任。

牧野　和夫 著
弁護士（日本国及び米国ミシガン州）・弁理士（芝綜合法律事務所）、早稲田大学、琉球大学法科大学院、東京医科歯科大学大学院、明治学院大
学法学部・大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学ビジネススクールの各兼任講師。　／早大法学部卒、89 年 GM 工科大学優等修了、
91 年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、13 年ハーバード大学ロースクール交渉戦略プログラム修了。　／いすゞ自動車法務部課長・
審議役、アップルコンピュータ法務部長、国士舘大学法学部教授、東京理科大学大学院客員教授、尚美学院大学大学院客員教授、大宮法科大学
院大学教授、早稲田大学大学院（国際情報通信研究科）講師、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員等を経て現職。英文契約書、知的
財産などの著書は 67 冊を数える。16 年人工知能法務問題を企業法務の観点から研究する国際企業法務協会「最先端法務研究会」の共同代表。 

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、
　お申込時、必ず備考欄へ、
　「参加案内希望」の旨をご記載下さい。
　※書店は対象外となります
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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

発刊：2017年5月　定価：52,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー 206頁

抗菌・防カビ・抗ウイルスの基礎から製品応用　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【BC170502】
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

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

★世界中で需要が広がる抗菌製品。国内外の市場動向を正しく把握！
★国内外の規制や用途に応じて、どのように材料選定を行うのか？製品化のポイントは？
　各社事例から学ぶ製品応用への勘所を多数収載！

※詳細はＨＰをご覧ください
●検索
　⇒「BC170502　情報機構」

◎最新市場状況から読み解く商品開発のポイント！
　　⇒需要が増加している分野は？日本市場、海外市場における製品化のポイントは？
　　　海外のニーズ変化と注目製品は？

◎機能性発現のメカニズムとその評価方法はどう行うのか？
　～抗菌剤そのものの安全性、加工後の製品安全性試験方法・その評価例まで
　　⇒評価結果のバラツキ原因とは？複数成分時のデータ取り扱い方は？

◎抗菌性、防カビ性、抗ウイルス性を製品に付与するためには？
　～紙、フィルム、繊維、プラスチック、塗料などへの適用事例
　　⇒材料の設計指針から、練りこみ変色対応といった製品開発におけるノウハウ、独自の認証基準を
　　　用いた製品の活用促進事例などを随所で解説！　

◎製品認証マーク取得に必要な条件手続きや表示上の注意点とは？
　～評価基準／試験方法／基準値／各マークの特徴など
　　⇒NITE、SIAAら認証機関による業界基準への対応方法解説！

◎製品開発、販売に向けた各国規制への対応手順と勘所
　～欧州・米国・中国・韓国・タイ・マレーシア・インドネシアetc 
　　⇒国内外の法規制として何があり、どのような対応をとれば良いのか？
　　　情報が掴みにくい東南アジアの現状から、BPR指令など必須事項まで詳細！

　　　

　

抗菌・防カビ・抗ウイルスの基礎から製品応用
　～製品設計における評価・加工技術と各国規制対応～

　　　　　　　 
●須曽紀光（(一社)繊維評価技術協議会）
●杉浦晃治(東亜合成(株))
●田中敦子((株)神戸製鋼所)
●伊福伸介(鳥取大学)
●小野智大(ロンシール工業(株))
●日下芳友(福岡県工業技術センター)
●開發邦宏（(株)プロテクティア）

●石毛浩美（(独)製品評価技術基盤機構）
●大村善彦(大村塗料(株))
●高橋靖之((株)高秋化学)
●藤井均(藤井包装技術事務所)
●冨田洸（鹿島建設(株)）
●松田廉治郎(北興産業(株))
●高見和之（パナックアドバンス(株)）

●藤本嘉明（(一社)抗菌製品技術協議会）　　　
●冨岡敏一(関西大学)　　　　　　　　　    　　　　　
●中山武典((株)神戸製鋼所)　　　　　　　 　　　　　   
●高橋正行((株)高秋化学)　　　　　　　　 　　　　　　　　 
●野島康弘((一社)北里環境科学センター)　  
●武廣絵里子(鹿島建設(株))
●田中伸幸((株)プロテクティア)
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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
　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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欧米主要国の保険・薬価制度の徹底理解（2017年版）　書籍

備考

FAX

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！
★各国の最新の医療費・薬剤費等の統計データの情報も網羅！ ★バイオシミラー製品の承認、市場シェア、HTA等の状況についても解説！
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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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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？
　　

<執筆者一覧>

アース環境サービス(株)　坂井盛,合同会社エクスプロ・アソシエイツ　望月清,サノフィ(株) 森一史,大隅物流(有) 山川栄明

関西エアポート(株)　新宮早人,(株)東京運搬社　福岡眞一,丸天物流グループ　大槻憲昭,ワコン(株)　西田 耕平

平原エンジニアリングサービス(株)　村上大吉郎,元神奈川県庁薬務課GMP調査官　中川原愼也,医薬品GMP教育支援センター　高木肇

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）
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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

※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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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　書籍
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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
　(7)監査報告書の作成
　(8)監査報告書案の確認～改善指示の提出
　(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
　(5)監査におけるチェックリストの利用
　　1)通常の監査
　　2)特殊な監査
　(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)



★植物工場で周年安定生産を実現したい方へ贈る！５２のトラブル事例と解決策から見る実践書。
★すでに植物工場事業をはじめている方から、これから参入を考えている方まで。経験豊富な著者が、現場で遭遇した事実を基に徹底解説！

失敗から学ぶ、
人工光型植物工場の栽培管理ノウハウ
－シーン毎のトラブル事例から見る失敗要因と解決策－
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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
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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

※記入の無い場合は1冊失敗から学ぶ、人工光型植物工場の栽培管理ノウハウ　書籍　
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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

※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【BA161203】
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

治験薬の品質管理の基礎と実務　書籍

備考

FAX

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！



※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【BA161202】 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

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

備考

FAX

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）



●発刊　2016年12月　●定価　52，000円 + 税　●体裁　B5判ソフトカバー　229ページ　　

二軸押出機による押出混練技術　書籍書籍名【BC161201】

※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

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

　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

　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）
●井上一鷹（㈱ジェイアイエヌ）　　　　　　  ●川島隆太（東北大学）　　　　　　　　　　　　　●當麻浩司（東京医科歯科大学）
●荒川貴博（東京医科歯科大学）　　　　　   ●三林浩二（東京医科歯科大学）　　　　   　　　　 ●野村健一（産業技術総合研究所）
●横田知之（東京大学）　　　　　　　　　   ●前中一介（兵庫県立大学）              　　　               　 ●黒田知宏（京都大学医学部附属病院）
●鈴木克典（ヤマハ㈱）　　　　　　　　　   ●北條将也（伊藤忠テクノソリューションズ㈱）　　　 ●中西敦士（トリプルダブリュージャパン㈱）
●加藤真悟（トリプルダブリュージャパン㈱）    ●佐藤友美（アトナープ㈱）　　　　　　　　     　　 ●大山聡（IHSグローバル㈱）
●関島秀久（鈴鹿医療科学大学）　　　　　   ●水島洋（国立保健医療科学院）　　　　　　　　　●前山利幸（拓殖大学）
●鈴木雄二（東京大学）　   　　　　　　　　●越地福朗（東京工芸大学）                                               ●水島洋（国立保健医療科学院）



　
　　　　　　　　　TEL:03-5740-8755　

品川区大崎3-6-4　トキワビル3階
　

★ご回覧ください★

HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

基礎からの統計学

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

天理医療大学 医療学部 臨床検査学科 教授 博士(保健学)

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授 山西 八郎 氏

＜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！

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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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
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●DIC（株）小林　伸生
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●（株）アクロエッジ　中宗　憲一
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●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
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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
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●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
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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
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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
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●藤本　周一（㈱ネットス）（SUN・GROUP） 　  ●下川　信夫（フューチャーマップ総合研究所）　●馰谷　剛志（山本特許法律事務所）
●守田　賢一（爽亜国際特許事務所）　　　　●吉延　彰広（アウル国際特許事務所）                  ●奥村　一正（奥村一正特許事務所）
●永野　周志（シード綜合法律事務所）　 　　●藤本　昇（藤本昇特許事務所）（SUN・GROUP） ●富岡　康充（㈲オフィス富岡）
●川上　成年（㈱知財デザイン）　　　　 　　●阿部　隆徳（阿部国際総合法律事務所）　　　●木下　倫子（阿部国際総合法律事務所）
●山口　康明（浅村特許事務所）　　　　　　●中筋　公吉（ユニード国際特許事務所）　 　　●宇佐見弘文（知的財産戦略ネットワーク㈱）
●中村　敏夫（坂本国際特許事務所）　　　　●井上二三夫（シスメックス㈱）　　　　   　　　●大藪　一　（アイピーファイン㈱）
●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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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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--------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？
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　　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
　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

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

書籍名【BC160102】 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

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
第２章　農業参入手続きの前提条件
第３章　政府の農業関連支援施策
　第1節　農林水産省の取り組み
　第２節　経済産業省の取り組み
  第３節　補助金制度
第４章　形態に応じた参入の具体的手順
   第１節　3つの参入形態形態
 　第２節　各参入形態の留意点
第５章　ビジネスモデル構築
第６章　主なアグリビジネス事業の現状と課題
  第１節　完全人工光型植物工場
　第２節　薬用植物
  第３節　陸上養殖
　第４節　新規アグリビジネスとしての微細藻類の産業化
  
＜第２部　アグリビジネス参入事例＞
第７章　事業内容別アグリビジネス参入事例
　第１節　植物工場事業
　  第１項　イチゴ
　

    　
 
 　第２項　機能性野菜
　 第３項　トマト
   第４項　ブルーベリー
　 第５項　ワサビ
   第６項　グリーンリーフ
  第２節　薬用植物
   第１項　甘草
  第３節　陸上養殖
　　 第１項　トラフグ
　　 第２項　アクアポニックス
　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　　　　

構成及び内容            ※執筆者様一覧は弊社ＨＰをご覧ください

＜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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～各種特性を向上するためのナノ粒子表面関連技術とその評価～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ナノ粒子の表面分析・評価技術を充実！！○
 　表面修飾状態はどうやって見るの?　ナノ粒子表面の分析評価につき重点的に掲載！各種分析法の解説から現場で行う簡易評価まで網羅！　

　　　　　　　　　　　　　　○表面修飾の各技術を詳説！！○
  シランカップリング・マイクロ波・蒸着・機械的方法等など各種方法からin-situ 合成法まで幅広く掲載！ナノ粒子の表面制御方法は?最適表面は?

　　　　　　　　　　 ○表面修飾による分散性の向上とその評価とは？○
    何故ナノ粒子は分散が難しい?ナノ粒子の分散・付着・凝集挙動の制御のための表面修飾とは?表面修飾したナノ粒子の分散状態評価とは？

　　　　　　　　　　○表面修飾によるナノ粒子高機能化の実際がわかる！○ 
　                        有機無機ハイブリッド・耐酸化性向上・表面プラズモン・・　　各種ナノ粒子表面修飾と機能向上ももちろん詳説！

　　　　　　　　　　 ○表面修飾されたナノ粒子のアプリケーションは?○
                それぞれの分野ではナノ粒子にどのような機能が求められるのか？要求を満たすためどのような表面修飾が行われているのか?
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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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薬機法と医療機器開発
～より良い医療をデザインしよう～

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

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

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

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

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

◇著者◇
　　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　　　QMSとSTED、コーディネータの重要性　
　

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

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

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

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

書籍名 【BA151201】 冊数 　　冊　※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

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

薬機法と医療機器開発　書籍

備考

FAX

特定非営利活動法人医工連携推進機構　客員研究員　吉川 典子 先生　



※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（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【BC151101】 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

6000人に教えた 図解レオロジー入門　書籍

備考

FAX

6000人に教えた 図解レオロジー入門
★レオロジストへの近道！　その豊富な経験から伝授する職人レオロジー！
★多数のスライドと著者ならではの切り口でおもしろく学べる！現象論的レオロジーの入門書！

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§11.　レオロジストの心得とおまけ

§12.　塗料のレオロジー

§13.　研究開発マネジメント

発刊　2015 年 11月
定価　35,000 円 + 税
体裁　A4判 ソフトカバー
　　　179 ページ
ISBN　978-4-86502-094-6

[ 関連の活動 ]
　1998 日本レオロジー学会有功賞受賞
　2005 日本レオロジー学会　理事
　2007 日本レオロジー学会　理事・副会長
　2008 神戸大学　非常勤講師
　　　 日本レオロジー学会技術賞受賞（清水建設共研）
　2009 日本レオロジー学会　理事・西日本支部長
　　　 日本レオロジー学会技術賞受賞（クラシエ共研）
　2010 福井大学　非常勤講師
　2011 日本化学会　理事
　　　 京都大学　非常勤講師
　　　 福井大学　非常勤講師
　　　 日本レオロジー学会　理事・副会長
　2013 日本レオロジー学会　理事・会長
　　　 日本化学会　コロイドおよび界面化学部会　副部会長
　2015 日本レオロジー学会　幹事
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クリーンルームだけに頼らない
本当のクリーン化技術

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

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

【執筆者】クリーンサイエンスジャパン　代表　工学博士　園田 信夫　先生

クリーンルームだけに頼らない本当のクリーン化技術 書籍

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

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

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

書籍 【BC151002】
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1章　クリーン化技術の基本となる考え方
1　クリーン化技術の目的

2　塵埃対策に対する考え方

3　語源で見る塵埃と清浄の大きさと持つ意味

4　塵埃・異物の大きさの定義

5　PM2.5に見る、浮遊粒子の形状

6　SPMとPM2.5

7　除塵対象の大きさのイメージ

8　クリーン化の4原則

9　クリーンルームの簡単なイメージ

10　クリーンルームの表示

第2章　異物や塵埃の動き
1　製造現場で見かける異物・塵埃

2　非クリーンルーム内へ侵入する塵埃

3　塵埃の6大特徴

4　塵埃の発生由来と付着・吸着の形態

5　作業環境での発塵源

6　どの大きさの塵埃・異物が見えるかのイメージ

7　パーティクル（塵埃）発生のイメージ

8　通行人数と塵埃付着数

9　クリーンルームでも大きな塵埃は問題

10　塵埃の大きさと相関性

11　各気流速度における塵埃の落下と移動

12　粒子の大きさと落下時間

13　浮遊塵埃の運動方程式

14　気流による渦の発生

15　扉の開閉による気圧の変化

16　錆びた金属棒からの金属片の落下

第3章　発塵性の評価データとその意味

第4章　無塵服からの発塵

1　無塵服各部からの発塵

2　組立工程の2ピース無塵服からの発塵

3　市販の高清浄度のクリーンルームに対応する無塵服

4　各作業動作で発生する無塵服内外の圧力差

5　アメニティを追及したコンポジット系無塵服の評価

6　無塵服の各部からの発塵

7　自宅洗濯化を前提とした洗濯時の発塵評価

8　導電性無塵服の洗濯回数と表面抵抗値の変化

第5章　拭き取り材について
1　拭き取り材の基本

2　ワイピングクロスの選定のポイント

3　織布タイプのワイピングクロスの帯電

4　マイクロファイバータイプの形状と帯電

5　マイクロファイバータイプの拭き取り性能

6　屋外曝露時付着異物の拭き取り除去率

第6章　静電気について

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

2　クリーンルームと一般作業室との比較

3　最低限のクリーン化設備について

4　非クリーンルームでのクリーン化アプローチ

5　クリーンルームのないクリーン化のガイドライン

6　SPCクラスとWRCの関係

7　非クリーンルームのクリーン化対策の

　　ガイドラインに基づく実施項目

第8章　製造現場でのクリーン化技術
1　持ち込み品の管理

2　ゴミ（塵埃）の見つかりやすいところ

3　装置と設備の配置と注意点

4　製造装置や関連設備で注意項目と保全

5　現場で役立つクリーン化標語

6　非クリーンルームのクリーン化改善事例

7　改善すべき作業者の服装および足の置き方

8　簡易ミニエンブースの導入事例

第9章　作業員の教育
1　クリーン化に求められる姿勢

2　クリーン化教育の重要項目

3　クリーンルームに入ってはいけない人とは

4　作業員の衛生管理の基本

5　クリーンルームの日常管理

6　クリーンルームでの災害

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

第10章　6Sの見直しと新6S
1　6Sの定義と見直し

2　新6Sの定義に基づく整理とは

3　新6Sの定義に基づく整頓とは

4　新6Sの定義に基づく躾・習慣とは

第11章　作業員とのコミュニケーション

第12章　清掃の基本
1　清掃の基本と考え方

2　清掃の種類と用具、評価

3　掃除方法の基本

4　清掃のその他のチェックポイント

5　掃除の原則と周期

6　各拭き取り方法の効果

7　一方向と往復拭き取りの違い

8　清掃後の異物・塵埃のチェック

9　LED光源を用いた異物・塵埃の見え方

10　塵埃のモニタリングおよび可視化の方法

第13章　クリーン化社内改善委員会について

※紙面の都合上、一部割愛しております。

　詳しくはウェブでご確認くださいませ！

https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC151002.php



【執筆者一覧(敬称略)】

★市場拡大が期待される生活支援ロボットの実用化・事業化は何故遅れているのか？克服すべき点とは？
　 今後の開発・ビジネス展開に向け、ハードウェア・ソフトウェア技術だけでなく、各種ロボット開発事例から市場動向、
　 規制・安全性、特許など、必要となる情報を総合的に網羅した、指針となる書籍です。

●発刊　　2015年10月　　●定価　　64,000円 + 税　●体裁　　B5判ソフトカバー　　609ページ　

今後の超高齢化社会に求められる

生活支援（医療・福祉・介護・リハビリ）ロボット技術

寺嶋　一彦　豊橋技術科学大学
土肥　健純　東京電機大学
福島　俊彦　福島県立医科大学
竹之下誠一　福島県立医科大学
山本たつ子　社会福祉法人 天竜厚生会
井上　剛伸　国立障害者リハビリテーションセンター
田中　一正　大和ハウス工業（株）
福田　祐介　大和ハウス工業（株）
西山　輝之　一般社団法人 日本福祉用具評価センター
瀬川　友史　トーマツベンチャーサポート（株）
徳村　光太　（株）日本総合研究所
宇都宮洋一　一般社団法人 発明推進協会
岡田　隆三　PIA＆P　代表
山田　陽滋　名古屋大学
小林　正啓　花水木法律事務所
坂元　清仁　一般社団法人 日本福祉用具評価センター
毛利　哲也　岐阜大学
髙本　陽一　（株）テムザック
新谷　紀雄　国立研究開発法人 物質・材料研究機構
唐　　　捷　国立研究開発法人 物質・材料研究機構
新家　光雄　東北大学
鈴木　健嗣　筑波大学
北垣　和彦　大阪工業大学
三浦　　純　豊橋技術科学大学
渡邊　航平　中京大学
上田　智章　（株）フォスメガ
安田　好文　豊橋技術科学大学
大村　　廉　豊橋技術科学大学
野嶌　一平　名古屋大学
鈴木　重行　名古屋大学
澤田　和明　豊橋技術科学大学
髙橋　一浩　豊橋技術科学大学
南　　哲人　豊橋技術科学大学

監修：豊橋技術科学大学　寺嶋　一彦　氏

根日屋英之　（株）アンプレット
宮崎　敏昌　長岡技術科学大学
則次　俊郎　津山工業高等専門学校
古莊　純次　大阪電気通信大学
武居　直行　首都大学東京
野間　淳一　（株）栗本鐵工所
鈴森　康一　東京工業大学
大野　晃寛　東京工業大学
竹岡　敬和　名古屋大学
千葉　正毅　千葉科学研究所
真下　智昭　豊橋技術科学大学
中村　壮亮　中央大学
橋本　秀紀　中央大学
長野　博之　日立マクセル（株）
大平　　孝　豊橋技術科学大学
市川　周一　豊橋技術科学大学
内山　直樹　豊橋技術科学大学
佐野　滋則　豊橋技術科学大学
北川　秀夫　岐阜工業高等専門学校
河村　庄造　豊橋技術科学大学
池浦　良淳　三重大学　大学院
福村　直博　豊橋技術科学大学
三枝　　亮　豊橋技術科学大学
桂　誠一郎　慶應義塾大学
長谷川晶一　東京工業大学
中川　聖一　豊橋技術科学大学
章　　　忠　豊橋技術科学大学
岡田美智男　豊橋技術科学大学
小山　久枝　VECTOR（株）
加納　政芳　中京大学
國本　桂史　名古屋市立大学
髙橋　正実　MASAMI DESIGN
三好　孝典　豊橋技術科学大学

檜山　　敦　東京大学
渡辺真太郎　（株）NTTデータ
山海　嘉之　CYBERDYNE（株）
桜井　　尊　CYBERDYNE（株）
柴田　崇徳　産業技術総合研究所
石原　　健　一般財団法人 京都地域医療学際研究所 がくさい病院
平野　　哲　藤田保健衛生大学
才藤　栄一　藤田保健衛生大学
水尻　雄貴　豊橋技術科学大学
西山　敏樹　東京都市大学
三村　　將　慶應義塾大学
髙木　宗谷　国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
　　　　　　　　（元 トヨタ自動車（株））
上野　祐樹　東京工科大学
小林　　宏　東京理科大学
向井　利春　名城大学
岡﨑　安直　パナソニック（株）
川﨑　晴久　岐阜大学
青木　　慶　（株）スリーディ
Dmitry Teteryukov　Skolkovo Institute of Science and Technology(Skoltech)
矢野　賢一　三重大学
齋藤　徳雄　（株）エヌウィック
石塚　義和　ユニ・チャーム　ヒューマンケア（株）
月岡　　要　富士ソフト（株）
志方　宣之　パナソニック（株）
森口　智規　村田機械（株）
田崎　良佑　豊橋技術科学大学
香川　佳和　クラリオン（株）
栗山　　繁　豊橋技術科学大学
坂口　龍彦　豊橋技術科学大学
船戸　一弘　豊橋技術科学大学
渡邉　大輔　豊橋技術科学大学
山本　孝之　医療法人さわらび会
榊原　利夫　医療法人さわらび会

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

★本書の構成・内容：

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

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

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

今後の超高齢化社会に求められる生活支援（医療・福祉・介護・リハビリ）ロボット技術　書籍

★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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　筆者が所属していた企業には、当時、教育・訓練プログラムがなく、筆者が

日頃考えていたことや経験したことや、採用していた監査手法等について

まとめたものです。

　したがって、不適切な内容や一般的でない内容も含まれていると思いますので、

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

＜本書のポイント＞

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

 

●経験に基づいたサプライヤ管理の具体的な方法を解説！

サプライヤ管理手法
　

～主にGQP,GMPに基づく製造業者の監査について～

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

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

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

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

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

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

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

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

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

参考資料2　リスク別点検項目詳細例
GMP省令等からの逸脱/他物質の混入、交叉汚染
誤出荷（不合格品、別製品）etc
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エマルションの科学と
実用乳化系の特性コントロール技術

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

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

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

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

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

第7章　実用系で生きるエマルション、ゲルの技術と応用例

1.相図で見るエマルションの状態

2.高級アルコールのco-surfactant効果と粘弾性挙動の制御

3.αゲルの安定化とエマルション、αゲル製剤への応用

4.自己乳化液晶ジェルの調製と応用

5.両連続（bicontinuous）マイクロエマルションを用いた

　高可溶化製剤

6.両親媒性脂質を用いたエマルションとその応用

7.両親媒性高分子を用いた乳化と撥水性O/Wエマルション

第1章　エマルションの基礎と状態解析

1.エマルションの種類と状態

2.可溶化系

3.マイクロエマルションとナノエマルション

4.エマルションの生成

5.乳化状態の観察・測定と定量化の実際

6.エマルションの安定性と安定化の理論

第2章　乳化のための界面活性剤の基礎知識

1.界面活性剤の種類と構造

2.界面活性剤の溶解挙動と会合体の形成

3.結晶、液晶、ゲル（αゲル）の状態と見分け方および測定法

4.乳化剤選択の指標と応用

第3章　相図を用いた乳化の解析と最適条件の設定

1.相図の基礎知識:読み方と基本ルール

2.相図で理解する界面活性剤の溶解挙動

　（界面活性剤/水、2成分系の相図）

3.乳化・可溶化に関わる3成分系の相図（界面活性剤/水/油系）

4.乳化・可溶化解析のための相図の用い方

第4章　微細エマルション調製技術

1.転相温度（HLB温度）乳化

2.サブミクロン粒子による低粘度エマルションの安定化

3.液晶乳化

4.D相乳化

5.マイクロエマルションを用いたナノエマルション

第5章　高内相比エマルションの安定化

1.逆ヘキサゴナル液晶を用いたW/Oエマルション

2.キュービック液晶を用いたゲルエマルション

3.両連続相用いたW/Oエマルション

第6章　固体粒子、ソフトマターによるエマルション調製

1.ピッカリングエマルション

2.粘土包接体を用いたW/Oエマルション

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

★大好評の関連セミナーを書籍化！★処方情報をシステム管理しましょう！

●執筆者 有限会社久光工房　代表取締役　久光 一誠 先生

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

化粧品処方情報管理システムの構築はなぜ失敗するのか

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◇監修◇　　●杉林　堅次　(城西大学)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◎経皮吸収の製品の市場・開発動向の現状は？
・市場の動向/国内外の研究開発動向

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

炭素繊維およびCFRP／CFRTPの

　　　　　　　　　　特性と製造・開発動向

★軽量・高強度の素材として市場拡大を続けるCFRP／CFRTPの開発動向！

日本繊維技術士センター 　　　井塚淑夫

MSS三英（株）　　　　　　　　田澤　仁

名古屋大学大学院　　　　　 　荒井政大

山形大学大学院　　　　　　　 井上　隆

金沢工業大学大学院　　　 　　影山裕史

徳島大学大学院　　　　　　 　髙木　均

東レプラスチック精工（株）　 冨岡和彦

金沢高分子ラボ/金沢工業大学  小川俊夫

（株）キャップ　　　　　　　 吉田　透

早稲田大学　　　　　　 　　　細井厚志

早稲田大学　　　　　　　 　　川田宏之

大阪教育大学　　　　　　　 　今中　誠
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 より軽量に！より高強度に！コストは！？　市場が期待するCFRP／CFRTPの開発ヒント！

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

◆最適設計に向けた炭素繊維と樹脂の選定

◆CFRP/CFRTPの製造方法・成形技術

◆疲労特性と強度評価、炭素繊維／樹脂界面の密着性評価

◆写真で見るCFRP／CFRTPのトレンド！　 カラー画像のCD付

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

4．プライマーを用いた接着
5．CFRTP 接着の具体化
第7節　熱可塑性CFRP のヒートアンドクール成形技術
1．通電抵抗加熱金型によるCFRTP の成形
2．TAM 成形法によるCFRTP（熱可塑性CFRP) の成形方法
3．TAM 成形法によるCFRTP（ 熱可塑性CFRP) の成形手順
4．長繊維射出成形
5．CFRP 複合成形
第4章　CFRP／CFRTPに関する試験・評価法
第1節　CFRP の疲労特性と強度評価
1．CFRP 積層板の疲労損傷
2．疲労特性評価
3．トランスバースクラック累積挙動の評価
4．トランスバースクラック発生寿命評価
第2節　金属/CFRP 接着における疲労試験と強度評価
1．S-N 関係
2．疲労き裂の進展速度
第3節　CFRP の炭素繊維/ 樹脂界面の密着性評価法
1．界面せん断応力の測定法
2．フラグメンテーション法によるCFRPの界面せん断応力の実験例
3．CFRP の繊維/ 樹脂界面密着性向上のための研究開発
第5章　繊維充填複合材料のレオロジー
1．希薄系のレオロジー
2．濃厚系のレオロジー
3．ブラウン運動の影響
4．剛直性の影響
5．高次構造と降伏現象
6．定常状態におけるせん断粘度
第6章　亜臨界・超臨界流体法によるCFRP のリサイクル技術
1．亜臨界・超臨界流体とは
2．亜臨界・超臨界水によるCFRP のリサイクル
3．亜臨界・超臨界メタノールによるCFRP のリサイクル
4．その他の亜臨界・超臨界流体を用いるCFRP のリサイクル
第7章　写真で見るCFRP/CFRTP の開発動向
1．材料開発の動向
2．成形加工技術の動向
3．用途開発動向

炭素繊維およびCFRP/CFRTPの特性と製造・開発動向　書籍
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第1章　WHO ＜世界保健機関＞とは何者か
第2章　WHO GMP（2014）の紹介
第3章　用語の定義と解説
第4章　WHO GMP の緒言と本文
1.　2014 版「緒言」 /① Contents table（目次） ② Introduction（はじめに）
　③ General considerations（一般的考察）/④ Glossary（用語） 
　⑤ Quality management in the medicines industry: philosophy and essential elements
　　（医療用産業における品質マネジメント: 原理と基本要素）
2.　2014 版「本文」
○ 日本のGMP との対比 
　1.　Pharmaceutical quality system（PQS）（ 医療用品の品質システム） 
　　　・Quality risk management（ 品質リスクマネジメント） ・ Product quality review（ 製品の品質レビュー）
　2.　Good manufacturing practices for pharmaceutical products（ 医療用製品のGMP）
　　　・Under GMP:（ 以下 医療用品のGMPとは）
　3.　Sanitation and hygiene（ 衛生設備と衛生管理）
　4.　Qualification and validation（ 適格性確認と妥当性確認）
○ 参考資料　「適格性確認と妥当性確認」PIC/S GMPと日本のGMPにおけるValidation の比較
　5.　Complaints（品質情報; 苦情）　/　6.　Product recalls（市場からの回収）
　7.　Contract production, analysis and other activities（契約による生産、分析とその他の活動）
　　　・General（一般事項）              ・The contract giver（契約委託者）
　　　・The contract acceptor（契約受託者） ・The contract（契約）
　8.　Self-inspection, quality audits and suppliers’ audits and approval（自己点検、品質監査、供給業者監査と許可）
　　　・Items for self-inspection（自己点検の項目）     ・Self-inspection team（自己点検のチーム）
　　　・Frequency of self-inspection（自己点検の頻度）  ・Self-inspection report（自己点検報告書）
　　　・Follow-up action（追跡調査）            　　　・Quality audit（品質監査）
　　　・ Suppliers’ audits and approval（供給業者の監査と許可）
　9.　Personnel（職員） / ・General（一般事項）  ・Key personnel（重要な職員）
　10.　Training（訓練） /  11.　Personal hygiene（個人の衛生）
　12.　Premises（施設）/・General（一般事項）・Ancillary areas（用役エリア） ・Storage areas（保管区域）
　　　・Weighing areas（秤量エリア）・Production areas（生産エリア）・ Quality control areas（QC エリア）
　13.　Equipment （装置）
　14.　Materials（原材料）　/・General（一般事項）　・Starting materials（出発原材料）
　　　・Packaging materials（包装材料）・Intermediate and bulk products（中間製品、バルク製品）
　　　・Finished products（最終製品）
　　　・Rejected, recovered, reprocessed and reworked materials （原材料の除外、工程内の回収、再加工、再処理）
　　　・Recalled products（市場からの回収品） ・Returned goods（良品戻り品）
　　　・Reagents and culture media（試薬と培地） ・Reference standards（標準品）　・Waste materials（廃棄物）
　　　・Miscellaneous（その他雑件）
　15.　Documentation（文書化）
　　　・General（一般事項） 　・Documents required（必要な文書） ・Labels（ラベル）
　　　・Specifications and testing procedures（仕様と検査に関する手順書）
　　　・Specifications for starting and packaging materials（出発材料と包装材料の仕様）
　　　・Specifications for intermediate and bulk products（中間製品とバルク製品の仕様）
　　　・Specifications for finished products（最終製品の仕様）　・Master formulae（製造指図書原本）
　　　・Packaging instructions（包装指図書）  ・Batch processing records（ロット製造記録）
　　　・Batch packaging records（ロット包装記録）
　　　・Standard operating procedures and records（SOP と記録）
　16.　Good practices in production（生産の規範）　　/・General（一般事項）
　　　・Prevention of cross-contamination and bacterial contamination during production
　　　　（生産途中の交叉汚染と微生物汚染の予防）
　　　・Processing operations（プロセスの操作） ・ Packaging operations（包装の操作）
　17.　Good practices in quality control（ QC の規範）
　　　・Control of starting materials and intermediate, bulk and finished products
　　　　（出発原材料、中間製品、バルク製品、最終製品の管理）
　　　・Test requirements（試験の要求事項）  ・Starting and packaging materials（出発原材料と包装材料）
　　　・In-process control（工程内管理） ・Finished products（ 最終製品）
　　　・Batch record review（ロット記録レビュー） ・Stability studies（安定性調査） 
3.　References（参考資料）
付録　演習問題 

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

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

■ 本書のポイント
　このテキストで使用している用語の定義は、従来
のGMPガイドラインと異なる意味で使われているか
も知れません。
　例えば、“quality unit”（品質ユニット）はGMPにお
ける生産部門と品質部門だけではなく、開発から終
売に至る医療に対する品質のリスクを管理する独立
した部門を指しています。
　この様に、最新の考え方を取り込んでいますので、
2014年に施行されたわが国の「医薬品、医療機器等
法」の参考となる内容です。
　テキストの内容を理解するため、参考資料として、
演習問題と回答・解説を添付しました。
　このテキストは、４章で構成されています。
　　第１章　WHO＜世界保健機関＞とは何者か
　　第２章　WHOGMP（2014）の紹介
　　第３章　用語の定義と解説
　　第４章　WHOGMPの緒言と本文
　　添付資料　演習問題と回答・解説

FAX
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★試験実施における注意点、問題解決のヒントが満載！
★起こりがちな「細かいこと」に留意された、初めての資料集！  ★最新の国際調和動向、FDAガイダンス、課題等も踏まえて！ 

Senior Research Scientist, Endotoxin and Microbial Detection, Charles River, Charleston, SC, USA

農学博士 土谷 正和　著
発刊　　2015年5月　　定価　　38,000円＋税
体裁　　B5判ソフトカバー　202ページ　　ISBN　978-4-86502-083-0

改訂第2版 エンドトキシン試験
        －どのように実施し、どのように理解するか－

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

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

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

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

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

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

付録 　｢ついでに一言｣

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

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

○ 最新の国際調和動向、FDAの発熱物質とエンドトキシン試験のガイダ
ンス

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

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

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

●執筆者 名古屋工業大学　　教授　加藤　禎人　先生

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

Department of Industrial Works, Ministry of Industry

First published in Thai in 2009

Improved Version 2014(incorporates new regulations from 2009-2014)in English
発刊 2015年3月・Ｂ5判ソフトカバー

Author;

★タイ国への工業材料の輸入申請に必須の一冊！

○輸入手続きに関する電子申請の解説とフローチャート

○輸入申請書類も英訳済み

○有害物質法に基づく有害物質の一覧を収録

○わかりにくい用語には脚注で解説

○翻訳・著者はチュラロンコン大学でGHS等を講義してきたタイの第一人者

○タイ人輸入担当者とのコミュニケーションにも有効に活用できる一冊！

73頁 定価　20,000円＋税

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

SHINYA HASHIMOTO
HS-TECH ENGINEERING Co., Ltd.

著者より＜一部抜粋＞

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

★医薬品医療機器等法(改正薬事法)、GCTP省令、構造設備規則のポイント

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

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

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

【執筆者一覧(敬称略)】

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

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

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

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

第四章 マイクロバブル技術２０年と今後の課題

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

○明治大学　 玉置雅彦

○明治大学　 池浦博美

○一関工業高等専門学校 　渡邊崇

○帝京大学　丸山一雄

○帝京大学　宇留賀仁史

○帝京大学　杉井むつみ

○帝京大学　鈴木亮

○パナソニック（株）　前田康成

○花王（株）　小林由佳

○姫路エコテック（株）　塩田浩太

○佐藤工業（株）　永尾浩一

○地盤環境エンジニアリング（株）　高木一成

○東京都立産業技術研究センター　榎本一郎

○久留米工業高等専門学校　中武靖仁

○（株）ナノプラネット研究所　大成由音

○神戸大学　細川茂雄

○（株）オーラテック　　江口俊彦

○筑波大学　金子暁子

○(株)ナック　篠田昌孝

○山形大学　幕田寿典

○高知工業高等専門学校　西内悠祐

○高知工業高等専門学校　多田佳織

○高知工業高等専門学校　永原順子

○高知工業高等専門学校　秦隆志

○（株）坂本技研　三谷岩生

○（株）坂本技研　山本健児

○（株）坂本技研　坂本正興

○京都大学　松本充弘

○慶應義塾大学　安藤景太

○有明工業高等専門学校　氷室昭三

○（株）ナノプラネット研究所　大成博文

○（株）プレスカ　佐藤順幸

○北海道大学　村井祐一

○大阪府立大学　興津健二

○静岡大学　間瀬暢之

○東京大学　大宮司啓文

○日本大学　松本真和

○千葉工業大学　和田善成

○千葉工業大学　尾上薫

○千葉工業大学　矢沢勇樹
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●各種発生方式別にみる、気泡発生メカニズムやその特徴・挙動、応用のポイント等を解説！
　～加圧溶解法・エジェクター方式・ベンチュリ管式・ナノ多孔質フィルム・ 超音波方式 等々～
●マイクロバブル・ナノバブル（ファインバブル・ウルトラファインバブル）の発生・合体・消滅・安定化メカニズム、洗浄効果
　・生物活性効果等の機能発生メカニズムについて考察！
●バブルの物性・特性とその収縮挙動・温度の影響・化学反応・相互作用・中和反応とは！？
●気泡径はどのように測定する？各種法の原理・長短所とその選定法とは？
　粒子挙動・特性評価に向けた各種シミュレーション事例も紹介！
●様々な分野ごとの研究開発・利活用の最新状況や、各分野の実状に対応した条件設定の考え方・性能を引き出す方法等、適用の
　ポイントについても解説！～ナノ粒子合成・エマルション・晶析・膜ろ過・水処理・光化学反応・洗浄・殺菌・食品・農業
　・養殖・バブル製剤・美容・船舶・土木・土壌浄化 等々～

○（株）日立製作所　圓佛伊智朗

○名古屋大学　安田啓司

○神戸大学　高橋智輝

○ダイセン・メンブレン・システムズ（株）　綿部智一

○産業技術総合研究所　平川力

○長岡工業高等専門学校　村上能規

○新潟大学　　牛田晃臣

○超音波システム研究所　斉木和幸

○サンスター（株）　岡徹

○サンスター（株）　石井美和

○岡山大学　平井公人

○岡山大学　高柴正悟

○岡山大学　松浦宏治

○日本獣医生命科学大学　小林史幸

マイクロバブル（ファインバブル）の

メカニズム・特性制御と実際応用のポイント　　書籍

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

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

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

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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日米欧の医療機器及び医療機器ソフトウェアの

◎国内外における最新の医療機器ソフトウェアの対応ポイントが学べる！

設計開発プロセスと市販許可申請の実践ノウハウ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●執筆者 香川大学　医学部　非常勤講師　鴛田 栄二 先生

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

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

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

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。
★書籍申込書

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

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

FAX：03-5740-8766、または、→ http://www.johokiko.co.jp　にて
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医薬品開発における
生体試料薬物濃度分析手法

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

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

FAX：03-5740-8766、または、→ http://www.johokiko.co.jp　にて
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★ご回覧ください★

発刊：2014年12月　定価：55,000円 ＋ 税 
体裁：B5判ソフトカバー 249ページ

熱電変換技術の将来的な展望は？

材料開発の現状と課題、最新の取り組みを取りまとめました。

設計・開発のポイントからモジュール化・フレキシブル化、実用検討例まで、

熱電材料実用化のための勘所が理解できる1冊です。

・従来/新規の熱電材料の開発動向と課題、設計指針と留意点は？

・環境対策/コストダウンを目指した重元素低減/格子熱伝導度低減の方法とは？

・バルク/薄膜/モジュール、それぞれの評価方法は？

・各種材料の最新開発・検討事例を多数収録

（ビスマステルル/シリサイド/酸化物/硫化物/

　ナノ構造物/クラスレート/ホイスラー/カルコパイライト）

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

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

・製鉄所/鋳造加工での排熱利用例、センサ端末への搭載例に加え、材料から見た利活用の課題も

＜本書のポイント＞

【執筆者一覧(敬称略)】

●黒崎 健(大阪大学)

●竹内 恒博(豊田工業大学)

●池内 賢朗(アルバック理工(株))

●鄧 明聡・脇谷 伸(東京農工大学)

●伊藤 孝至(名古屋大学)

●大瀧 倫卓(九州大学)

●小矢野 幹夫

　(北陸先端科学技術大学院大学)

●小菅 厚子・藤井 洋輔(大阪府立大学)

●小柳 剛・岸本 堅剛(山口大学)

●宮崎 秀俊・西野 洋一(名古屋工業大学)

●三上 祐史((独)産業技術総合研究所) 

●辻井 直人((独)物質・材料研究機構)

●神戸 満(KE-Technologie GmbH)

●梶原 健((株)KELK)

●米田 征司(神奈川大学)

●酒井 章裕(パナソニック(株))

●宮崎 康次(九州工業大学)

●早川 純・鷹野 秀明((株)日立製作所)

●鵜殿 治彦(茨城大学)

●黒木 高志(JFEスチール(株))

●藤川 真一郎(日産自動車(株))

●中村 孝則((株)村田製作所)

★排熱利用・環境発電・フレキシブルデバイス…熱電材料有効利用のための最新技術を集成

熱電変換材料  実用・活用を目指した

設計と開発
～材料技術/モジュール化/フレキシブル化/実用例～　　

＜目次(一部抜粋)＞
第1章　熱電変換・熱電発電関連業界の研究開発における最新動向と
　利活用に向けた課題
第1節　新規材料の開発・探索における留意点
第2節　熱電材料の性能向上・コストダウンの為のポイント
第3節　特性評価とその手法
第2章　各種熱電変換・熱電発電材料及び素子の最新技術・開発事例
第1節　ビスマステルル系熱電変換素子による発電実験システムのモデル化
第2節　シリサイド系熱電材料の特徴と熱電性能、およびモジュール開発の現状
第3節　最新の酸化物熱電変換材料の構造・物性とモジュール化
第4節　硫化物系熱電変換材料の物性と素子化の課題
第6節　ナノ構造制御バルク熱電材料の研究動向と課題
第5節　クラスレート熱電変換材料の特性とモジュール化
第8節　ホイスラー型熱電変換材料の特性評価およびモジュール化
第9節　カルコパイライト型熱電変換材料の特性と作成方法

第3章　熱電変換・熱電発電材料のモジュール化技術の最新事例
第1節　熱電変換モジュールの組み立て技術と性能評価
第2節　ビスマステルル系熱電変換材料のモジュール化
第3節　中温度域熱電発電モジュールの開発事例
第4節　傾斜積層構造からなる熱発電チューブの開発
第4章　熱電変換・熱電発電材料のフレキシブル化技術の最新事例
第1節　印刷法により作製したフレキシブル熱電変換素子
第2節　フレキシブル熱電変換素子の開発と展望
第3節　積層型の薄膜熱電変換モジュールの開発と評価
第4節　環境低負荷な薄膜熱電変換材料
第5章　熱電変換・熱電発電材料の実用システム化技術の最新事例
第1節　シリサイド半導体による熱電変換デバイス作製に向けた取り組みと課題
第2節　製鉄所での排熱利用を目指した熱電発電システムの実用検討と今後の展望
第3節　自動車部品の鍛造加工における熱電素子による廃熱回収技術
第4節　熱電変換素子を電源として用いたセンサネットワーク
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医療機器の生物学的安全性試験
　
＜著者＞

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

●直接アンケートを実施し、集めた90問以上の問題点・疑問を丁寧に回答！

Ｑ＆Ａ集

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

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

第1章　医療機器GLPとその概要

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

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

第2章　生物学的安全性の考え方

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

第02問　リスク分析について・・・リスクの考え方などを教えて欲しい

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

第05問　生物学的評価をリスクマネジメントで実施した事例などはあるか？

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

第3章　生物学的安全性試験

第01問　生体適合性のサンプル選定について（妥当性のある根拠）とは？

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

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

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

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

第04問　生体吸収性材料の生物学的安全性評価の注意点とは？

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

第4章　その他

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

第02問　どのような医療機器に亜慢性毒性試験が必要か？ 　他8問
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★破断面からの情報のみでは破壊解析は困難！？　破断面解析・破壊原因究明に役立つ情報が満載！
★製品の破損トラブルを回避するため、材料選定から設計・成形等各プロセスにおいて注意すべき事項とは！？
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プラスチックの割れ（クラック）
・破壊トラブルと対応・解析技術

【本書のポイント】

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

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

【執筆者一覧(敬称略)】

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

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

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

第一章　プラスチックの破壊・割れ（クラック）と対策

１．強度と破壊機構　２．破壊・強度にかかわる基本特性

３．破壊・強度にかかわる複合材料の基本特性

４．各種割れ発生・進展のメカニズムと測定評価・対策

５．強度特性と破壊挙動

６．設計・成形、環境条件による強度低下と対策

第二章　割れ・破損トラブルの原因究明

　　　　・破断面解析のすすめ方

第一節　割れ・破損トラブルの原因究明方法

１．不良現場での事前調査　２．破損原因の仮説

３．割れトラブルの原因究明法

４．強化材料の割れ原因究明法

５．ゴム系ポリマーアロイの割れ原因究明法

第二節　破断面解析の手順・すすめ方

１．破面解析の目的　２．破面解析の確認事項と負荷応力

３．破面解析によって何が解るか

４．破面観察に用いる機器　５．破面観察における基礎事項

６．破断面の取扱いと観察の手順

７．マクロ的な破断面模様と見方

８．ミクロ的な破断面の模様

第三章　プラスチックの割れ・破壊トラブル対応の具体例

第一節　＜各種材料・部品別＞割れ・破壊トラブルを考慮

　　　　した設計・使用上の注意点

第一項　材料別の設計・使用上の注意点

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

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

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

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

～粒子分散度と分散安定性・分散液特性・分散プロセス・分散剤・分散機～

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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

小林分散技研　代表　小林 敏勝 著

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

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

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

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

第1章　序論

第2章　XAFSによる局所構造解析のポイント

第1節　XAFSの解析方法と実験原理

第2節　XAFS測定に利用可能な放射光施設と利用時の留意点

第3節　XAFS測定の実際

第1項　XAFSの測定法と留意点

第2項　QXAFSの測定法と留意点およびパラジウム触媒での解析事例

第3項　DXAFSの測定法と留意点

第4節　XAFS測定データの解析手法

第3章　EELSによる局所構造解析のポイント

第1節　EELSの基礎原理

第2節　EELS測定のための測定環境

第3節　EELS計測の実際
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★リチウム電池・燃料電池・触媒・錯体・高分子…構造・反応の本質を明らかにする

ＸＡＦＳ/ＥＥＬＳ  による  
局所構造解析・状態分析技術

第4節　EELS測定データの解析手法

第4章　XAFS/EELSによる局所構造解析事例

第1節　XAFSによるリチウムイオン二次電池の電極・電解質界面の解析

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

第3節　時空間分解XAFSによる固体高分子形燃料電池の活性・耐久因子の解析

第4節　EELSによる燃料電池材料の解析

第5節　XAFSによる錯体分析技術とその事例

第6節　XAFSによる高分子材料表面の解析

第7節　EELS・ESIによる高分子構造解析

第8節　時分割XAFS法によるゴムの架橋反応解析

第9節 カーボンナノチューブ細孔内に吸着した水和錯体のXAFSによる構造解析

第10節 XAFSによる触媒表面活性種のナノ構造解析

第11節 EELSによる触媒界面の解析

　＜XAFS／EELSによる測定・解析のテクニック＞

・Ｘ線・電子線を用いた

　局所構造解析・状態分析技術の変遷と現状は？

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

　　どうなっているの？

・国内の放射光施設の概要と

　　利用申請・測定の注意点とは？

・透過法・蛍光法・電子収量法・QXAFS・DXAFSなど、

　　各測定法の実際はどのように？

・EXAFS(および温度因子)とXANES、各領域の解析方法は？

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

　　どうなっているの？

・測定時の電子顕微鏡内部/外部の

　　環境についての注意点とは？

・スペクトルの測定と材料解析の実際はどのように？

・第一原理計算などを用いた

　　理論計算によるデータ解析方法とは？

　＜各種材料・デバイス向け事例＞

○リチウム電池
・XAFSによる電極/電解質界面のin situ測定例

・位置分解TEM-EELSによる全固体LIBの電子状態計測

○燃料電池
・in situ/時間分解/空間分解XAFSによる

　固体高分子形燃料電池の解析

・EELSによる酸化物形/高分子形燃料電池の電極・電解質界面解析

○高分子材料
・XAFSの高分子材料表面解析への応用

・EFTEM・EELS・ESIによる各種高分子構造の解析

・時分割XAFS法による各種ゴム系の架橋反応解析

○錯体・CNT
・金属錯体のXAFSスペクトル測定・解析

・XAFSによるカーボンナノチューブ細孔内の水和錯体の構造解析

○触媒
・時間分解/Operando XAFSによる各種触媒のナノ構造解析

　(自動車排気用触媒他)

・EELSによる燃料電池触媒/排ガス処理用助触媒の界面解析

各種の材料・デバイスの構造・反応解析に用いられる
XAFS（Ｘ線吸収微細構造）とEELS（エネルギー損失分光法）

その利用法を詳解するとともに、測定・解析事例を集成。
基礎・原理から活用・実践までをわかりやすくまとめた1冊です。
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～改訂版～

発刊：2014年8月・定価：30,000円 ＋ 税　体裁：B5判 ソフトカバー 126頁
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第１章 バイオ後続品（バイオシミラー医薬品）開発とその規制
1．バイオ後続品開発における課題
2．非臨床試験
3．臨床試験
4．EUのバイオ後続品規制の最新状況
5．他の世界状況と日本の将来

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

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

　上記書籍を購入された方には 本書、【＜2014年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品～改訂版～】 を特別割引で販売中！

　定価：30,000円 ＋ 税　→　10,000円 ＋ 税

　お申込の際、申込備考欄に“書籍「＜2010年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品」購入済み”の旨をご記入下さい。 

＊他の割引と併用はできません。書店は対象外となります。

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

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

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

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

第1章　創薬研究所を観察する

 1．研究所とは、研究とは

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

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

フレームワークで読み解く「研究所運営・改革」

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

第3章　フレームワークを使う

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

 5. フレームワークの限界：「演繹的な考え方」と「経時的な考え」の欠如

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

 7. 演繹的な考え方で、より深い理解に近づく

 8. 欠けている軸「時間」を補って解法に近づく: 経時的考え方

 9. 長期間かかる創薬研究所の問題解決にも、経時的考え方が不可欠

 10.まとめ  11.演習問題

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

第5章　新たな見方で研究所を見つめなおす

1.　露になった問題点について具体的なアクションを見つけるには

2.　失敗マネジメント: 失敗の連鎖（失敗の影響）を断ち切る

3.　失敗マネジメント: 創薬研究部門の心技体のバランスを正常に改善する

　3.1　入社:失敗経験に耐えうる人材の採用

　3.2　創薬の熱意（個人）:創薬への熱意の強化

　3.3　創薬研究 その成功と失敗:成功の最大化

　3.4　失敗の衝撃・喪失体験（個人）:失敗時・喪失時の心のケア

　3.5　失敗の連続:失敗の希釈

　3.6　成功への渇望（個人）:それが自然な心の動きであることを否定しない

　3.7　その他の成功の存在:さまざまな良質な成功体験の提供

　3.8　成功の選択（個人）:良質で意味ある成功の選択

　3.9　成功への評価:良質で意味ある成功体験への評価

　3.10　体験の強化（個人）:創薬意欲の持続、低質な成功体験の排除

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

　3.12　創薬研究妨害（個人）:仲間意識の醸成

4.　組織の失敗マネジメント

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

6.　日本にあったよりよい創薬部門に向けて

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

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

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

3.3　ソフトの4Sに手を入れる

4.　創薬研究所の最大の問題点は「失敗」

　4.1　失敗のサイクル　4.2　創薬プロジェクトの特性

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

　4.5　成功の賛美を離れ、失敗のマネジメントへ

5.　研究者を疲弊させる「喪失体験」　6.　心というリソースが不足している

7.　まとめ　8.　演習問題

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

本書は、複雑な問題を日々扱う方々へ向け、フレームワーク等のビジネス的考えを教示し、より深いビジネスの学びへの入り口となることを目的としている。

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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　の申込みフォームからも承ります！
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★ご回覧ください★
★『いつでも・どこでも・誰もが』行える合成・探索法がこの1冊に！

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

3+蛍光体の合成
4.2 錯体均一沈殿法によるY2O2S:Eu

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

発刊：2014年7月

定価：39,000円 ＋ 税 

体裁：B5判ソフトカバー

        262ページ+CD

＜詳解＞

無 機 材 料  合 成・探 索 法
＜カラー図表CD付き＞

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

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

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

多数のグラフ・データを集め、わかりやすく解説。

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

3.3 ケイ酸ジルコニウム系鉱物:BaZrSi3O9:Eu
2+の発見

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

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

2+の発見
3.6 リン酸塩系鉱物: Sr9M(PO4)7:Eu

2+(M=Y,Gd,Sc)及びKSrY(PO4)2:Eu
2+の発見

第4章　硫化物及び（酸）窒化物の合成
1.BaAl2S4:Eu

2+蛍光体の合成と発光特性
1.1 BaAl2S4:Eu

2+蛍光体の合成方法
1.2 BaAl2S4:Eu

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

2+の合成及び蛍光特性
3.Ba2-xSrxZnS3:Eu

2+蛍光体の合成及び蛍光特性
3.1 Ba2-xSrxZnS3:Eu

2+の合成方法
3.2 Ba2-xSrxZnS3:Eu

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

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

2+

4.3 新規蛍光体 (Ca,Sr)8Si5S18:Eu
2+

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

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

＜執筆＞
(敬称略) 

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

その難しさの本質を解明し、解決手段を導く。

                   掲載図表（一例）
→懇切丁寧な説明文で内容の完全な理解へ！
→全245点、CD-Rカラー版でよりわかりやすく！セミナーでも好評の講師による執筆で、他著にない実務的な知識をお届けするガイドブックです。

＜詳解＞無機材料合成・探索法　書籍
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微生物試験管理および関連対応
～微生物試験法・洗浄・滅菌・製造用水・空調・モニタリング～

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

医療・ヘルスケア分野向け

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

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

【執筆者一覧(敬称略)】 著名企業・研究者の取り組み事例を中心に、
エレクトロニクス技術の医療・ヘルスケア分野への展開例・関連動向をピックアップ。
医療関連事業に必須の規制対応から、ウェアラブル機器等も含めた最新技術まで、

ビジネス・サービス展開までも見据えた知見を集約しました。

＜業界参入の要点－規制対応他＞
・最新の政策(法律・法案・ガイドラインなど)および業界の対応を踏まえた留意点

・機器開発からビジネス開始までを見据えたビジネスプランニングの重要性
・医療機器の規制規格と基本要件への適合性、品質管理体制と設計管理体制

＜エレクトロニクス要素技術＞
・医用内視鏡でのエレクトロニクス技術の応用事例(手術室のシステムインテグレーション他)

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

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

・マイクロ波加熱の医療応用と手術器の開発・展開

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

・院内での運用を念頭に置いた読影システムの構築と留意点

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

・ロボット手術の現状とシステムの課題・問題点、今後の展望

・3Dプリンターによる積層造形と医療関連分野への応用

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

・局在プラズモンを用いたセンシングとスマートデバイスでの無線制御によるポイントオブケア検査
・ポジション・モーション・バイタルの各センシング機器とアプリケーションソフトおよびサービス

・有機エレクトロニクスを用いたシートタイプのフレキシブル・センサシステム

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

・クラウド型PHR(Personal Health Records)サービスの構築と利用推進
・海外のヘルスケア先進国におけるビッグデータ利活用の実証
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●日米欧、ＷＨＯのGDP(Good Distribution Practice)ガイドの説明、ＧＤＰ必須事項とは
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第1章 医薬品の製造及び流通のグローバル化と

　　　　　　　　　　　　　　　医薬品品質保証への影響

1．医薬品の流通に関する規範におけるわが国の現状

2．医薬品等の輸送において考慮するべき潜在的なリスク

3．医薬品の流通における輸送と保管

4．高い流通品質を達成するために

第2章 GDP各種ガイド

（各GDPの概要、日本、EU、US、WHO比較）

1．日本のGDP関連の規制

 1.1　JGSPの供給に関する品質管理

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

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

 2.4　ICHのガイドラインとGDPの関係

 2.5　EU GDP 2013の要約

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

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

4．WHO-GDP
 4.1  偽造医薬品の定義

 4.2  世界保健機関WHOテクニカル・レポート・シリーズ、

　　　2010年No.957、付録5

　  

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

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

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

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

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

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

GDP徹底理解

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

第3章 GDPの重要性

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

   GDPに掛かる原材料等/包装材料の選定/包装材料の受け入れ/保管

2．原薬・中間体の包装及び識別表示/GDPに掛かる表示/包装作業

3．保管及び出荷

   保管/荷役/輸送/輸送方法/輸送業者/輸送条件/輸送試験

4．代理店,仲介業者,貿易業者,流通業者,再包装業者及び再表示業者

   品質システム/記録の保管/情報提供/苦情・回収・返品

第2節 GDP必須事項とは

1．GDPの基本要件

2．EU GDP/USPとは

3．MHRAの資料から見るGDPの注目ポイント

4．海外輸出の場合の留意点

第4章 リスクマネジメントの視点からのGDP概念

1．薬剤師などの専門人材の配置

   薬剤師の配置/医薬品の配送/専門的な知識/医薬品の様々な管理

   配送業者の管理/薬剤師以外の人々の協力と研修

   品質管理の仕組み作りと維持向上

2．返品や自主回収

   返品/自主回収

3．温度管理

4．定期的な自主点検や外部監査/自主点検/外部監査

第5章 GDPを考慮した倉庫管理システムにおけるCSVのポイント

1．GDPで倉庫管理システムは変わるのか

   倉庫管理システムの対象範囲は/CSV実施の対象となる倉庫管理システム

2．倉庫管理システムで持つべき機能

   医薬品の倉庫管理業務とは/医薬品の倉庫管理システム

3．倉庫管理システムのCSV実施の留意点とは

   倉庫管理システムの重要性/CSV実施の留意点

第6章 GDP査察への対応　規制当局の査察動向および事例等

1．GDPの査察手順

   範囲/査察の概論/査察の手順/査察の計画・準備・予告

   初回会議/査察/終結の打ち合わせ/査察の報告/査察の頻度

   仲介業者の査察

2．供給網トレーサビリティ質問書の例

   API製造業者に関する供給網トレーサビリティ質問（例）

3．GDP用の監査用具と確認リスト-倉庫保管/流通-

第7章 今後のGDP体制の強化および運用について

1．日本におけるGDP(医薬品の物流に関する基準）とは

2．EU-GDP(2013/C 343/01)内容理解

3．GDPに準拠した物流会社への外部委託方法

4．GDPにおける物流会社に求めるべき教育訓練

5．GDPで使用する温度ロガー

6．輸送車両における温度マッピング及びデータ活用

7．GDPを踏まえた保温輸送・保管における考慮すべき事項

8．2℃～8℃ 医薬品の輸送を想定した設定例　

※2013年5月発刊書籍　＜医薬品倉庫管理と物流・輸送品質の留意点＞

上記書籍を購入された方には【GDP徹底理解】書籍を特別割引で販売中！定価：30,000円 ＋ 税　→　25,000円 ＋ 税
お申込の際、“医薬品倉庫書籍購入済み”の旨をご記入下さい。 ＊他の割引と併用はできません、また書店は対象外となります。
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 生体適合材料

・医療用プラスチック

 
～材料の設計・開発から成形加工まで～

　

2014･4月

■

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

＜第１章．生体適合材料＞

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

＜第２章．成形加工技術＞

医療機器用高分子材料の種類と用途およびその成形加工技術

＜第３章．安全性評価＞

　医療用プラスチックスの安全性評価について

＜第４章．材料の設計開発＞

　有機/無機ハイブリッド材料の特徴・開発と医療用途への応用

　アパタイトを用いた植物由来接着剤の開発と医療材料への応用

　絹構造の解明と人工血管ほか再生医療材料への応用について

　リン脂質極性基含有ポリアミド・ポリイミドの合成と生体適合性

＜第５章．様々な開発事例＞

　医用膜の設計・開発と血液接触時の反応について

　人工関節とその開発、使用される樹脂材料

　コンタクトレンズと生体適合性

目次：

体裁 Ｂ５判ソフトカバー 144頁
定価37,000円+税

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

とりわけ血液に直接接触する使用環境の場合には血液適合性が要求される。

これらの問題にどう答えるのか？最前線の取り組みを紹介！

・医療製品開発に必要な生体適合性・血液適合性

・バイオ界面の設計、水分子の役割

・生体適合性，安全性をそなえたプラスチック医療機器の成形加工

・リスクから見た医療機器の安全性、原材料メーカーの製造物責任

・有機-無機ハイブリッド材料、医療応用の現状と今後の期待

・植物由来接着剤の接着力とその安全性

・絹を用いた抗血栓性小口径人工血管、人口角膜、人工骨の開発

・PC基含有ポリイミドからなるナノシート、血液適合性

・血液透析膜等の医用膜の設計・開発

・医用膜の特殊性である血液接触時の反応、性能低下に関する事例

・人工関節(摺動面)に用いられる高分子材料とその改質

・正常な涙液層の維持、コンタクトレンズの乾燥低減

－本書で取り扱われる内容例－

高機能かつ安全な材料で医療機器産業の明日を拓く！

生体適合材料・医療用プラスチック　書籍
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★詳細は、ホームページをご覧ください！www.johokiko.co.jp/publishing/BA130604.php

 

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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書籍名 【BA140304】
                日本を中心としたＧＭＰ解説書　書籍

日本を中心としたG M P解説書
～基本的事項を中心にして応用まで～

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

＜GMPで押さえるべき必須事項とその対処方法までを丁寧に解説！＞

第1章  日本のGMP
＜第1部  薬事法とGMPの基本事項の理解＞

  1．薬事法とは

　2．薬事法と医薬品およびGMP関連

  3．医薬品とは

　4．GXPとは

　5．GQPとは

　6．GMPとは

　7．GMP省令、薬局等構造設備規則及びガイドラインについて

　8．製造業と製造販売業の関係

＜第2部  GMPの概要＞

　1．GMP組織と役割

　2．製造部門の役割

　3．品質部門の役割

　4．保管管理（倉庫）部門の役割

　5．設備管理部門の役割

　6．GMP基準書・手順書等文書類の必要性と留意点

　7．GMP文書の種類

　8．バリデーションの必要性

　9．校正（キャリブレーション）の必要性

　10．変更管理の処理とは

　11．逸脱管理の処理とは

　12．品質等の情報及び品質不良等の処理手順

　13．回収処理の防止と対策

　14．教育訓練の重要性と実施方法

　15．自己点検の必要性と重要事項

　16．品質保証部門の役割と重要性

　17．無菌医薬品の製造管理・品質管理

　18．生物由来医薬品及び特定生物医薬品の製造管理・

   　　品質管理の製造管理及び品質管理

　19．ハード面とソフト面を維持する上での留意点

  

第2章  日本当局のGMP適合性調査について

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

　2．GMP施行通知改正6つの柱について

　3．GMP施行通知改正の概要

　4．GMP事例集（2013年版）

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

　2．適格性評価（Qual i f icat ion）とバリデーション

　3．バリデーション基準の概要

　4．バリデーション基準の従来との主な相違点

　5．GMP事例集（2013年版）

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

　2．PIC/Sの概要について

　3．日本当局（PMDA）のPIC/Sへの取り組み状況（GAP分析）

　4．PIC/S GMPガイドラインについて

　5．J-GMPとPIC/S GMPのGAP分析

　6．GAP分析の実務への落し込み

第6章  治験薬GMP
　1．PIC/S GMPガイドラインについて

　2．GCPと治験薬GMPの位置づけと制定の主な変遷

　3．治験薬GMPと医薬品GMPの相互関係

　4．治験薬GMPと医薬品GMPの主な相違点

　5．治験薬GMPのポイントと対応

　6．治験薬GMPの大工程

　7．PMDA実施調査（査察）を通した治験薬に関する課題と対応

　8．治験薬製造と分析の課題と対応

　9．PIC/S GMPに基づいたグローバル治験の課題と対応

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

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

        ～ＭＢＤＤ、Ｍ＆Ｓ、バイオマーカー、マイクロドーズ～　

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第5章　植物工場の計測システム
第3部　生産物の品質向上に向けた対策
第6章　植物工場生産物の栄養成分向上・機能性成分付与技術
第1節　光利用による植物工場生産物の糖度向上
第2節　ＬＥＤによる作物の高品質化および機能性成分付与
第3節　省エネルギー型HEFL照明を用いた
 植物工場での高ビタミン・高ミネラル野菜の栽培
第4節　工場野菜における硝酸濃縮の実態と硝酸低減に向けた試み
第5節　養液の調整・管理による植物工場野菜への機能性付与
第6節　耐暑・耐熱及び耐乾燥抵抗性を高めた
 植物の栽培技術と植物工場での栽培
第7節　植物工場産植物での健康食品事業への展開
第8節　植物工場野菜の栄養・機能成分の分析・評価法
第7章　植物種別の植物工場での栽培
 またはその検討、および事業化への取り組み
第1節　LEDおよび各光源に適した植物工場栽培品目
第2節　リーフレタス、結球レタス事業化への取り組み
第3節　人工光源下におけるコマツナの生育特性とカルシウムの蓄積技術
第4節　植物工場でのトマトの栽培・事業化への取り組み
第5節　夏秋期における一季成りイチゴ栽培・事業化への取り組み
第6節　植物工場でのブルーベリーの栽培検討・事業化への取り組み
第7節　メロンの低カリウム化とその事業化
第8節　植物工場を利用した生薬植物栽培化への取り組み

第9節　甘草の栽培方法と植物工場での栽培検討
第10節　植物工場におけるメディカルハーブの栽培・生産とビジネス展開
第11節　LEDとLDが花卉の開花に及ぼす影響
第4部　マーケティング・ブランド戦略上の重要課題と対策
第8章　植物工場生産物のマーケティング・ブランド戦略
 および販路開拓に向けたビジネスモデル事例
第1節　農作物及び植物工場生産物の流通の現状と卸売市場での評価
 －卸売市場からの視点で植物工場生産物を考える－
第2節　レストランなどへの植物工場野菜の販売・流通戦略と事例
第3節　店産店消による植物工場運営モデル
       －レストランでの植物工場野菜使用例など－
第4節　植物工場の機能性野菜の販路開拓とFC展開
第5節　低カリウム野菜の薬局での生産・販売と現場ニ－ズ
第9章　都市型植物工場の展開
第1節　都市農業における植物工場･施設園芸の役割
第2節　街中植物工場の展開事例
第1項　街中植物工場のデザイン事例
第2項　病院での植物工場の活用と医農連携統合医学研究プロジェクト
第3項　植物工場を活用した企業価値向上の取組み事例
第10章　地方・海外への植物工場展開
第1節　東北・みやぎ復興パークでの植物工場展開と実証実験
第2節　沖縄型植物工場の考え方と事業化の展望
第3節　沖縄における植物工場事例
第4節　海外での植物工場事業の展開と適した高付加価値商品生産

★「どうすればうまくいくのか」消費者に求められる生産物を作るために
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2012年刊・参入者向け「ビジネス戦略」書籍に続き、生産者向けの新たな「植物工場」書籍発刊！

植物工場で生産者が踏まえるべきポイントを1冊に凝縮。最新の取り組みが満載です。
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＜設備運用と最適化＞
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＜栽培技術と実例＞
・生産物の高付加価値化技術（糖度向上・高ビタミン化・低カリウム化・硝酸低減・事業化例・成分評価など）
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★高分子材料の耐熱性を改善するには！？

【執筆者一覧:(五十音順・敬称略)】

樹脂材料の高耐熱化と

　　　　　　　　　設計・開発技術

 ◎電気・電子・光学部品、自動車分野などますます需要が高まる耐熱性材料
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山廣幹夫 JNC（株）　

葭原法 　　　ポリマーテク研究所　

◎樹脂の複合化、複合材料による高耐熱化

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

　　　　高耐熱、高機能化のための分子設計

　　　　フィラーやバインダの選定

◎結晶性高分子の結晶化制御による耐熱性向上の手法、技術

　　　　結晶構造や高次構造の制御および結晶化度の耐熱性への影響

　　　　結晶構造の測定法と解析技術

◎代表的な耐熱性高分子—ポリイミドの熱的性質と合成法

　　　　　　　　　　ガラス転移での熱的挙動、熱分解に対する安定性

◎脂環式ポリイミド　耐熱性のさらなる向上を目指した設計

◎ポリアミド　　　　高耐熱化の設計コンセプトと開発状況

◎エポキシ樹脂　　　高耐熱化の課題と分子設計

◎ポリウレタン　　　架橋構造と耐熱性、各種添加剤と耐熱性

◎フェノール樹脂　　ベンゾオキサジンの分子設計・材料設計

　　　　　　　　　　フェノール樹脂の高分子量化と耐熱性　

◎シリコーン系材料　有機‐無機ハイブリッドによる高耐熱性付与

◎光学用透明樹脂

　　　　透明樹脂のガラス転移温度、熱的安定性と長期信頼性

　　　　透明性と耐熱性の相関

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

◎ハードコートフィルムの開発、ガスバリアフィルムの開発

◎植物由来・バイオプラスチック　

　　　　高耐熱化のための合成方法、物性と機能

　　　　ポリ乳酸の結晶化と耐熱性の付与

◎ＵＶ硬化型接着剤　熱・光・水分による劣化機構と接着耐久性への影響

◎パワーデバイス用封止材　高耐熱弾性材料、PDMS系ハイブリッドの設計

◎耐熱性評価技術　目的に応じた評価試験のための耐熱性評価の考え方

　　　　成形加工時必要な耐熱性、使用時必要な耐熱性

　　　　短期的な耐熱性と長期的な耐熱性　＆　化学的な耐熱性と物理的な耐熱性

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

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

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

・高分子の凝集力、剛直性を考慮した分子設計　　　・高分子材料の耐熱性評価技術
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●治験薬GMPおよびGCP省令に基く治験薬の取扱いとは?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第8章　治験薬保管・配送業務に関する実務と留意点
1.治験薬供給に関する環境変化とは
2.治験薬保管・配送業務に関る業務区分及び実務概要
　2.1 治験薬の輸入・通関業務 2.2 治験薬保管業務
  2.3 割付業務に関して       2.4 治験薬交付・配送業務
　2.5 治験薬回収
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第1章　各種測定法のIn-situ測定時のポイント

第1節　TEM(透過型電子顕微鏡)を用いたIn-situ測定方法とポイント

第2節　SEM(走査型電子顕微鏡)を用いたin-situ測定方法とポイント

第3節　In situ電気化学測定のための原子間力顕微鏡

第4節　XAFS(エックス線吸収微細構造)による

　in situ測定法とポイント

第5節　赤外分光法/FT-IRによるin situ測定方法とポイント

第6節　固液界面における

　紫外―可視吸収スペクトルのIn-situ測定方法とポイント

第7節　光散乱法／ラマン分光法によるIn-situ測定方法とポイント

第8節　SFG(和周波発生)分光によるin situ測定方法とポイント

第9節　EELS(電子エネルギー損失分光法)による

　In-situ測定方法とポイント

第10節　QCM法を用いたin situ測定方法とポイント

ープリント回路上のイオンマイグレーションへの適用例　を中心として

第11節　X線回折を用いたIn-situ測定方法とポイント
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in-situ測定/その場観察 実例集　書籍

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

★「その場」でわかる１冊

 ◎各計測技術のin-situ測定方法

透過型電子顕微鏡（TEM）／走査型電子顕微鏡（SEM）

原子間力顕微鏡（AFM、他）

XAFS（エックス線吸収微細構造）

赤外分光法･FT-IR スラブ光導波路分光法

光散乱法･ラマン分光法／SFG(和周波発生)分光

EELS（電子エネルギー損失分光法）／QCM法

X線回折／分光エリプソメトリー(SE)

インピーダンス分光

in-situ測定・その場観察の具体例を、多種多様に集成。

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

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

◎材料・デバイスごとの観察例

電極-電解液界面／潤滑界面･油膜／乳化界面

めっき界面／高分子構造･繊維強化プラスチック

フォトポリマー･UV硬化材料／グラフェン

カーボンナノチューブ／導電性ペースト／金属変形

水素吸蔵合金／有機半導体／自動車触媒

フォトレジスト／リチウムイオン二次電池／

燃料電池（SOFC／PEFC）／有機薄膜太陽電池

色素増感太陽電池／有機EL／有機TFT

第13節　インピーダンス分光に関するIn-situ測定法

第2章　材料種別In-situ測定例

第1節　電気化学AFMによる

　電極-電解液界面のin situ測定例

第2節　電極界面のIn-situ測定例

第3節　潤滑界面のin situ測定例

第4節　乳化界面のin situ測定例

―W/Oエマルションの相構造変化のリアルタイムモニタリング

第5節　めっき界面のin situ測定例

第6節　トモグラフィーを用いた高分子構造のその場観察

第7節　フォトポリマー材料のIn-situ測定例

第8節　グラフェンのin-situ 測定例

第9節　カーボンナノチューブの

　In-situラマン分光電気化学測定

第10節　カーボンナノチューブの

　原子スケールの剥離と接着のIn-situ測定

第11節　導電性ペーストのIn-situ測定例

第13節　水素吸蔵合金のIn-situ測定例

第12節　金属変形のin-situ観察

第14節　有機半導体のIn-situ測定例

第15節　自動車触媒のIn-situ測定例

第16節　レジスト現像アナライザによる

　フォトレジストの現像特性のIn-situ測定

第3章　デバイス種別In-situ測定例

第1節　リチウムイオン二次電池構成要素の

　In situラマン測定

第2節　固体酸化物型燃料電池のin situ 測定例

第3節　燃料電池のIn-situ測定例

第4節　有機薄膜太陽電池動作中の

　In situインピーダンス分光測定

第5節　色素増感太陽電池のIn-situ測定例

第6節　有機発光ダイオードの

　In-situ測定による劣化解析の原理

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

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

【執筆者一覧（敬称略）】

＜試験検査室の実際＞

● 品質リスクマネジメントの事例、過去と現在に求められているGAPとは？

● 試薬の温度管理、使用期限の設定とは？

● 停電時・災害時の対応、試験検査室の清掃方法とは？

＜異常・逸脱管理＞

● 逸脱の分類、判断基準の明確化を教えて欲しい

● 安定性試験における逸脱の考え方とは？

● 安定性試験における「逸脱」とGMP等で使われる「逸脱」の違いとは？

● 逸脱の再発防止、是正措置と予防措置などの解説、留意点とは？

＜査察対応＞

● FDAの重要監査ポイントについて

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

● 具体的にどのレベルで管理すれば、査察にパスできるのか？

＜外部委託・技術移転＞

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

● 技術移転におけるトラブル事例等あれば教えて欲しい

● 外部委託試験機関の選定のポイントとは？

＜ヒューマンエラー、教育訓練＞

●単純なケアレスミスに対し、再発防止策にはどのような事を行うのがよいか？

●具体的なヒューマンエラーをいくつか挙げて解説して欲しい

●手書き記入（記録）をする際、人為ミスが起ってしまう・・解決方法とは？

＜装置・機器Validation/Calibration＞

● 日常的な点検において、何を重視すべきか？

● 機器の校正・頻度について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★ 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
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★ワクチン開発の現状と関連規制の今後の動向、非臨床・臨床試験・製造・市販後調査の考え方や注意点とは

 

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

ワクチン開発における最新動向

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

～規制動向・安全性評価・品質管理・アジュバント・開発事例～

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

●なぜ、今、甘草なのか！？　　●国内生薬生産の第一歩！　　

　　　

 甘草（カンゾウ） の栽培法
～甘草の国内生産・安定生産への挑戦～

★書籍申込書

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

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

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

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

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

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

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

【 学 会 活 動 】

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

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

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

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

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

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

出 す 手 助 け に な れ ば 幸 い で あ る ． （ 本 書 「 は じ め に 」 よ り 抜 粋 ）

【目次】

はじめに

第1章　生薬生産をするための予備知識として、知っておきたいこと

　1.　薬用植物と生薬について

　2.　生薬と食薬区分

　3.　漢方薬とは

　4.　医療用医薬品と一般用医薬品

　5.　国産生薬の衰退

　6.　国産生薬の復活に向けての課題

第2章 　ウラルカンゾウ栽培のための基礎知識

　1.　甘草の基原植物

　2.　国内で栽培可能なGlycyrrhiza属植物

　　　（グリチルリチン酸を含有する種類）

　3.　種子導入時に混入の可能性があるGlycyrrhiza属植物

　　　（グリチルリチン酸を含有しない種類）

　4.　ウラルカンゾウやスペインカンゾウ生育の様子

　5.　甘草の輸入と現状

　6.　甘草の利用

第3章　ウラルカンゾウ栽培法

　1.　筒栽培法を利用したウラルカンゾウの新規栽培法の開発

　2.　栽培法

　3.　培　土

　4.　種子や苗の購入 

　5.　苗の作製

　6.　ウラルカンゾウの養液栽培の可能性

　7.　害虫対策

　8.　雑草対策

　9.　優良個体の選抜

　10.　栽培甘草の化学的品質評価

　11.　測定成分 　

　12.　サンプル調製法（LIQ、ISO、FORの測定）

　13.　HPLC分析条件（LIQ、ISO、FORの測定） 

　14.　サンプル調製およびHPLC分析条件（GLの測定）

　15.　甘草の部位によるグリチルリチン酸含量の違い

　16.　栽培年数の検討

　17.　スペインカンゾウとウラルカンゾウの地下部成分の比較

　18.　カンゾウの実用栽培への取組み

　19.　ストレスによるグリチルリチン酸産生への影響

　20.　地上部の利用

　21.　国内での生薬生産の採算性

　22.　今後の課題

参考文献

◇甘草栽培に興味のある方、参入を考えている方 ⇒ 甘草栽培の現状と課題・可能性が見えてきます！

　～生薬の80％以上を中国からの輸入に頼っているリスク！国内での薬用植物資源確保に関心が集まっています！～



★ご回覧ください★

第1章 再生可能エネルギーおよび全量買取制度の動向と今後の課題

第2章 再生可能エネルギー発電活用のための留意点

第3章 産業用太陽光発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

第1節 固定価格買取制度における産業用太陽光発電事業の留意点と活用事例　　

第2節 産業用太陽光発電を有効活用するマイクログリッドの運用事例

第4章 太陽熱発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

第5章 地熱発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

第1節 地熱発電の活用・事業化に向けた留意点

第2節 企業・自治体などにおける地熱発電設備の運用事例

第3節 霧島国際ホテルにおける小型地熱発電など温泉地熱の多目的利用事例　　

第6章 排熱発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

第1節 低・中温排熱発電技術の動向

第2節 鹿島製鐵所におけるカリーナ発電設備の運用事例

第3節 スターリングエンジンを用いた排熱発電設備の開発事例

第7章 バイオマス発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

★どれを、どのように使うのか。どれくらいかかるのか。

再生可能エネルギー発電設備の

　　　　小型・産業用途を中心とした導入・運用展開

　　　　　　～太陽光・地熱・排熱・バイオマス・小水力・小型風力～
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 ＜最新動向・
　活用の留意点＞
・固定価格買取制度および

　調達価格算定の現状と課題

・事業化コスト計算のポイント

・事業リスク・資金調達方法

　＜太陽光＞
・事業収益のシミュレーション

・各種事業・ビジネス展開

・マイクログリッド・

　スマートBEMSの運用事例

　＜太陽熱＞
・各種集光・集熱・蓄熱技術

・発電コストの試算と

　今後の見通し

　＜地熱＞
・温泉バイナリー発電と

　地熱バイナリー発電

・地域共生型小型地熱発電

・温泉地熱の発電利用事例

　 ＜排熱＞
・各種発電設備の概要と動向

・カリーナ発電設備の運用事例

・スターリングエンジンを

　用いた設備開発例

＜バイオマス＞
・木質バイオマス発電の事業性

・メタン発酵技術による

　鶏糞バイオマス発電事例

・スターリングエンジンを

　用いた設備開発と経済性評価

　＜小水力＞
・収支構造と事業展開の注意点

・マイクロ水車の導入事例

・自然公園内の発電所導入事例

　 ＜風力＞
・コスト試算と事業リスク

・小型風力発電の設備認定申請

・小型風力発電の導入事例

 ＜電力系統＞
・系統連係の影響と

　安定性のための対策

・スマートコミュニティでの

　運用例

第1節 バイオマス発電の活用・事業化に向けた留意点

第2節 木質バイオマス発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

第3節 鶏糞バイオマス発電設備の運用事例～メタン発酵技術の発電利用の紹介と運用における留意点～

第4節 スターリングエンジンを利用した小規模バイオマス発電システムの開発

第8章 マイクロ水力発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

第1節 マイクロ・小水力発電の活用・事業化に向けた留意点

第2節 企業･自治体などにおけるマイクロ水力発電設備の運用事例

第3節 自然公園内に建設された新曽木発電所

第9章 小型風力発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例

第1節 小形風力発電および主要設備に関する最新動向と導入メリット・デメリット

第2節 小形風力発電設備の(設置)導入に関するコスト試算と導入、及び設置(施工)の実際

第3節 小形風力発電設備の運用における設備管理･メンテナンスの留意点

第10章 電力系統への接続に関わる再生可能エネルギー発電の管理・運用のポイント

第1節 再生可能エネルギー発電設備の系統連系上の要求条件と管理・運用のポイント

第2節 再生可能エネルギー発電によるスマートグリッド・スマートコミュニティー実現のための課題と管理・運用のポイント

各種再生可能エネルギー・

新エネルギーの導入･運用･開発例を

一挙に集成。

最新動向はもちろん、導入のメリット・デメリット、

イニシャルコスト・ランニングコストの試算、施工の実際、

設備管理・モニタリング、メンテナンスなど、

導入から実際の利用まで見据えた知見を、

広く・深く網羅しました。

●山内 弘隆(一橋大学)
●近藤 信一(岩手県立大学)
●大橋 孝之
((株)資源総合システム)
●古川 慧(清水建設(株))
●吉田 一雄
((財)エネルギー総合工学研究所)
●江澤 一明(三井造船(株))
●當舎 利行
((独)産業技術総合研究所)
●福田 正隆
((株)東芝 電力システム社)
●鈴木 篤英
((株)東芝 電力システム社)
●谷口 晶洋
((株)東芝 電力システム社)
●大窪 三郎(霧島国際ホテル)
●上原 一浩(神鋼リサーチ(株))
●豊島 慎一(新日鐵住金(株))

【執筆者一覧(敬称略)】

●平田 宏一
((独)海上技術安全研究所)
●平田 悟史
((独)産業技術総合研究所)
●笹内 謙一(中外炉工業(株))
●佐藤 千春
((株)日立パワーソリューションズ)
●大岩 徳雄(中部電力(株))
●富澤 晃(東京発電(株))
●酒井 孝寿
((株）日立産機システム)
●福田 真三(日本工営(株))
●田中 朝茂(ゼファー(株))
●井上 清
(エネルギープロダクト(株))
●徳山 榮基(那須電機鉄工(株))
●(一社)日本小形風力発電協会
●小林 広武((財)電力中央研究所)
●千住 智信(琉球大学)

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名【BC130902】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

再生可能エネルギー発電設備の小型･産業用途を中心とした導入･運用展開　書籍
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バリデーション全集

 

●バリデーション改訂案をふまえ、製剤・ステージ別なバリデーションを解説！

●小出 達夫（国立医薬品食品衛生研究所）
●橋本 光紀（医薬研究開発コンサルテイング） 
●小松 未佳（平山薬事研究所） 
●中島 隆規（平山薬事研究所） 
●平山 重光（平山薬事研究所） 
●岡本 真人（帝人ファーマ(株))
●長岡 明正 ((元）塩野義製薬(株)) 【執筆者一覧（敬称略）】

第1章 日本におけるバリデーションの定義と考え方
1.医薬品品質保証の考え方とバリデーションの必要性
2.一般的なバリデーション   3.PIC/Sとバリデーション
4.これからのプロセスバリデーション

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

●PIC/Sとバリデーション、これからのプロセスバリデーションとは？

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

●滅菌バリデーション・・・関連法規制およびガイドラインの解説！

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

●包装バリデーション・・新包装バリデーションのチェックリストとは？

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

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

●空調設備・適格性評価実施のポイントとは？

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

－基礎～実務まで－　

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■製剤別のバリデーション

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

◎固形製剤製造バリデーション・・・進め方、設計仕様の確認、指摘事項とは？

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

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

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

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

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

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

書籍名 【BA130901】 冊数 　　冊 ※記入の無い場合は1冊
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

バリデーション全集　－基礎～実務まで－ 書籍

備考

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

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

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

  

 

●PMDA GMPエキスパートでの経験を持つ著者がQ&Aにて回答！

PIC/S GMP Q&A集

90問を超えるQ&A

Q&A形式で回答（一部抜粋）

◎PIC/S加盟申請を行った事による影響とは？

 【回答】

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

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

～講習会受講者・実務担当者から直接アンケートを実施し、集めた質問に回答！～

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

巻末資料：アネックスPart1、アネックス1、8、11
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★GCP適合性調査におけるCSVへの対応・薬事関連規制動向とは！EDC対応及びeCTDの現状・ITインフラへの対応も解説。
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臨床開発における電子化とCSV対応の留意点

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

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

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

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

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

　

　
第4章　感性価値の『集・創・伝』の体系
 1.顧客が欲する感性価値の把握【集】
  1.1 翻訳の必要な顧客の言葉
　1.2 顧客の感性価値の感じ方と嗜好
  1.3 Ⅱ型官能評価（分析型官能評価）
 2.商品へ込める感性価値の設計【創】
  2.1 ＱＤＡによる設計の検討
  2.2 感性価値の具体的設計例
  2.3 ＱＤＡの制作における注意
  2.4 ＱＤＡによる設計情報記述のドキュメント
 3.顧客の第一感を重視した訴求【伝】
  3.1 共感訴求
  3.2 共感訴求のもとは実感
  3.3 実質的効用への感性的効用による訴求力のサポート
  3.4 攻撃型価値と守備的価値
  3.5 見識の補強（重要度、満足度の調査）
  3.6 重視度×満足度の2次元分析
第5章　評価系の併設
 1.商品開発の評価体系
　1.1 開発のバリューチェーンと経営資源
　1.2 推進系と評価系
　1.3 感性価値の開発における段階別の評価
 2.商品企画におけるコンセプトの受容の評価
　2.1 コンセプトの評価
  2.2 コンセプト・テストの実施要領
 3.商品の設計における満足の評価
  3.1 使って満足の確認テスト
  3.2 テストの実施要領
  3.3 実効の向上と迅速化の工夫
 4.マーケティングを支援する商品力評価
  4.1 発売への事前テスト
  4.2 マーケティング展開支援情報の開発
  4.3 発売後の評価
 5.評価の体系化
第6章　感性価値の再開発と訴求戦略
 1. 市場に出てからの感性価値情報の構築
 2.「できちゃった商品」の情報再開発と訴求展開
  2.1 ＱＤＡの創造的活用による情報開発
  2.2 ＱＤＡの戦略的書き換えと評価解釈 
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第3章 藻類の各分野での活用に向けた培養・生産の留意点
第1節 藻類のバイオ燃料化
第1項 バイオ燃料としての利用を念頭に置いた
  藻類培養に関するテクニック
第2項 バイオ航空燃料に向けた藻類培養と抽出
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第3節 微細藻類の採集と培養株のスクリーニング育種
  （単離・維持培養）
第4節 藻類用の培地作成の最適化
  －ボトリオコッカス藻を例にして－
第5節 藻類培養プラントの設置と設備管理
第6節 藻類培養用フォトバイオリアクターと
  プロセス開発
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第8節 微細藻類培養プラントの空調管理技術
  (無菌状態の維持やエアレーションシステム他)
第9節 培養藻類の各種抽出技術
第10節 積雪寒冷地域における微細藻類の培養
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        ・超臨界抽出法・亜臨界抽出法

●積雪寒冷地域での培養における留意点

＜事業化に向けた課題＞

●現状および大規模化の課題

・室内培養･屋外培養の差異とスケールアップ

●事業化・産業化のためのポイント
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・バイオ燃料向け培養時のリン酸･炭素源･チッ素源の供給

・藻類由来航空燃料、藻類油脂の燃料化プロセスの構築
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・医薬品･化粧品･食品での利用…各種藻類の生理機能

・餌料･飼料･肥料での利用…大量培養に向けたシステム開発

・環境保全での利用および放射性物質の生物除染への検討

・藻類のCO2濃縮機構(CCM)とその制御
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第5節　マアナゴの陸上養殖に向けた取り組み
第6節　サクラマスの陸上養殖に向けた取り組み
第7節　閉鎖循環式種苗生産システムとその実証事例
第8節　欧州における陸上養殖の各種事例
第9節　国内におけるアクアポニックスに向けた取組み
第10節　海外におけるアクアポニックスに向けた取組み
第11節　水産養殖工場と閉鎖生態系循環式養殖システム
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「どんな魚を」「どのように育て」「売るのか」　陸上養殖技術の現状と将来を集約しました。
陸上養殖の事業化・採算性向上に関する課題と様々な取り組みを掲載。

新規参入の検討から研究開発・運用実務まで、広く役立つ1冊です。

＜事業化・採算性向上の課題＞

●現状と課題

　…陸上養殖のメリット・特徴、必須資材

●コスト分析

　…コスト比較・試算、損益分岐点の例、コストダウンの指針

●ビジネスモデルの検討

　…売れる魚種の選定とその事例、差別化に向けた取り組み

●販売戦略・販路開拓

　…水産物流通・消費の現状、マーケティング視点からの戦略

●留意すべき法規制と行政的支援策の活用

＜魚の飼育・プラントの管理＞

●水質管理

・管理項目と測定頻度、水処理技術(硝化・脱窒・有機物処理)

・物理ろ過装置/生物ろ過装置の管理、ろ材の特性と選択

・浮遊固定物除去装置とサイズ別適正化

●水温管理

・適正水温と管理方法、排熱利用、加温にかかる省エネ技術

・地下浸透海水を用いた温度調節コスト低減

●魚病対策

　…ナノバブルによるオゾン殺菌方法を利用した疾病対策

●遠隔監視

　…PCによるデータ監視手法およびデータの活用・制御

＜取り組み事例各種＞

●トラフグ

　…生産結果から見たコストと事業化モデル・課題

●アワビ

　…高密度飼育に向けた飼育設備・飼料、

　　販路確保・高付加価値化

●バナメイエビ

　…システム開発時の問題と対応、世界各国での取組

●チョウザメ・キャビア

　…適した施設と水質、飼育方法、流通のポイント

●マアナゴ・サクラマス

  …飼育水温と給餌の実際、給餌率と飼料効率の検討

●種苗生産

　…閉鎖循環式の種苗生産システムの開発と実証事例

●欧州事例

　…オランダ､ノルウェー､デンマーク､フランス､他

●アクアポニックス

　…植物工場・養液栽培による野菜との複合生産

・国内事例…ティラピアとトマト､フナと水ナス

・海外事例…US,Australia,Europe,Asia…

●陸上養殖の将来形

　…クリーンエネルギーを用いた水産養殖工場、

　　バイオマス変換を利用した

　　閉鎖生態系循環式養殖システム

第2章　陸上養殖プラントの管理技術
第1節　養殖プラントの水質管理
第1項　陸上養殖における水質浄化の重要性とその技術
第2項　陸上養殖用ろ過装置とその管理
第3項　陸上養殖における浮遊固定物除去技術
第2節　養殖プラントの水温管理
第1項　陸上養殖における水温管理と魚への影響
第2項　地下浸透海水を用いた陸上養殖技術による
       温度調節コスト低減
第3節　ナノキュービックによるオゾン殺菌方法を
       利用した魚病の疾病対策
第4節　PCによる陸上養殖プラントの遠隔監視手法
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＜著者＞

＜本書のポイント＞

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

●ＣＳＶの A to Z！

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

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

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

＜具体的な実務対応解説＞

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

付録CDには、下記オリジナル資料をはじめとする豊富な

資料を収載している。

・e文書厚労省令（省令44）のGMP解説

・FDA　Part 11邦訳　Part 11 Scope and Application邦訳

・FDA査察におけるコンピュータ指摘100件の紹介

・PIC/S Annex 査察官ガイダンスPI 011-3抜粋意訳

・PIC/S Annex 11邦訳

・EU-GMP Annex 11邦訳

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

＜付録ＣＤ＞

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

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

　

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

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

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

付録1 ERES指針 厚労省 2005/4/1
付録2 コンピュータ化システム適正管理ガイドライン
      厚労省 2010/10/21
付録3 適正管理ガイドライン質疑応答集（Q&A） 
      厚労省 2010/10/21
付録4 適正管理ガイドラインパブリックコメント回答 
      厚労省 2010/10/21

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

～GDP、PIC/S GMP、GMP適合性調査をふまえた～

医薬品倉庫管理と物流・輸送品質の留意点

＜GDP概要＞
●医薬品の品質保証とGDP・・グローバル化とGDP、流通における品質に対するリスク回避とGDPとは？
●サプライチェーン管理の現状、物流における品質保持、卸業者における流通と品質管理とは？
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超小型ＥＶ
～制度・インフラの整備、開発動向と新市場の開拓～

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

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

カー・メーカーをはじめ、中小企業・ベンチャーまで、各分野の新ビジネスへの期待がで高まっている！
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◆ 制度・インフラの整備 → 課題は何か？これからどうなるのか？ 
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製薬用水とその管理
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＜こんなことが理解できます＞

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

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

●製薬用水の全てが理解できる！

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

布目 温　先生

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp
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★官能評価試験の際にどのように準備・計画/・評価・解析すべきか？多くの事例を踏まえて解説！

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

発電・水素利用・有機物合成に関わる技術展開・周辺技術までをも集成。

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

第7節 金属錯体を用いた水の酸化触媒の創製と人工光合成への挑戦
第8節 人工光合成における計算科学の貢献
第3章 CO2固定化および有機物の合成に関する人工光合成技術
～CO2固定化･還元系および用いられる分子･触媒･錯体の開発～
第1節 CO2の還元・光資源化に向けた光触媒技術；分子および半導体光触媒
第2節 ルテニウムポリピリジル錯体触媒によるCO2還元反応と人工光合成への応用
第3節　二酸化炭素の還元・資源化に向けた複合酸化物半導体光触媒材料の構築
第4章 人工光合成システムの開発
第1節 人工光合成システムの構築
第2節 窒化物半導体および金属触媒を用いた人工光合成システム
第3節 半導体と金属錯体から構成されたCO2還元光触媒による人工光合成システム
第5章 人工光合成を用いた発電技術・エネルギーの利用技術
第1節 光合成を模した色素増感太陽電池およびその最新動向

第2節 色素増感と有機薄膜を融合した固体ハイブリッド太陽電池
第3節 鉄系酸化物半導体による光エネルギー変換素子の開発と
   光電池への展望
第4節 可視・近赤外局在プラズモンによる光電変換および水の酸化反応
第6章 人工光合成で発生した水素・過酸化水素の貯蔵・利用技術
第1節 人工光合成燃料電池の開発と実用化への展望
第2節 酸化物半導体光電極触媒と色素増感太陽電池を組み合わせた
   タンデムセルによる水と太陽からのソーラー・ハイドロジェンの製造
第3節 光励起キャリアーの動きから見る水分解光触媒と水素貯蔵
第4節 太陽光水電解水素製造システム
第7章 自然の光合成を用いた人工光合成による有機物の合成・利用技術
第1節 ソーラー燃料・物質生産のためのハイブリット型人工光合成技術
第2節 光合成の改造と、エネルギー生産系への挑戦

人工光合成  実用化に向けた最新技術

～水素利用・有機物合成・エネルギー・CO 2還元～

●福住 俊一(大阪大学)
●神谷 信夫(大阪市立大学)
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●斉藤 里英((独)産業技術総合研究所)
●三石 雄悟((独)産業技術総合研究所)
●阿部 竜(京都大学)
●近藤 美欧(分子科学研究所)
●正岡 重行(分子科学研究所)
●中村 振一郎
 ((独)理化学研究所・三菱化学フェロー)
●由井 樹人(新潟大学)
●松原 一喜(新潟大学)
●石田 斉(北里大学)
●葉 金花((独)物質・材料研究機構)
●四橋 聡史(パナソニック(株))
●梶野 勉((株)豊田中央研究所)
●森川 健志((株)豊田中央研究所)
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●荒井 健男((株)豊田中央研究所)
●上村 恵子((株)豊田中央研究所)
●鈴木 登美子((株)豊田中央研究所)
●諸岡 正浩(ソニー(株))
●野田 和宏(ソニー(株))
●宮坂 力(桐蔭横浜大学)
●石井 あゆみ(桐蔭横浜大学)
●伊田 進太郎(九州大学)
●石原 達己(九州大学)
●三澤 弘明(北海道大学)
●荒川 裕則(東京理科大学)
●山方 啓(豊田工業大学)
●大森 隆(京都産業大学)
●天尾 豊(大分大学)
●伊原 正喜(信州大学)
●河野 祐介(信州大学)

＜動向と指針＞

・他のエネルギー技術との差異と人工光合成の課題とは？

・天然の光合成からわかる人工光合成を設計するための指針とは？

＜要素技術＞

●水の分解および水素・酸素の発生（明反応）

・光捕集系⇒集光アンテナ系

　・天然の光合成反応中心モデル化合物の開発状況は？

　・構築事例：クロロフィルの自己会合体／自己組織化ポルフィリン

・電荷分離系・水の酸化還元系⇒触媒反応の各種事例

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

　・オキシナイトライド系光触媒　・金属錯体を用いた水の酸化触媒

・計算科学の利用…第一原理計算を用いた人工光合成技術の設計･探索例

●CO2固定化･還元および有機物の合成技術（暗反応）

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

＜システム＞

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

＜技術展開・周辺技術＞

●発電・電池関連技術

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

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

●水素貯蔵・利用技術

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

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

●有機物の合成・利用…自然の光合成も用いて

・ハイブリット型人工光合成⇒ギ酸・メタノール燃料への変換

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

医療機器の生物学的安全性試験

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

＜こんなことが理解できます＞

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

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

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

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

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

ノウハウが網羅された国内では類をみない書籍です。

＜本書のポイント＞

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

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

第1章 医療機器GLPとその概要

 1．GLPシステムとは

 2．医療機器GLPの適用/適用範囲、適用試験

    医療機器GLPの被験物質/海外ラボの利用

    試験委託者(スポンサー)

 3. 医療機器GLPの職員及び組織/組織/運営管理者

    試験責任者/信頼性保証部門

 4. 医療機器GLPの試験施設及び機器

    ハードウエアとソフトウエアの概要/施設・設備/機器

 5. 標準操作手順書(SOP)

 6. 被験物質の取り扱い

 7. 試験計画書、試験の実施及び報告/試験計画書

    試験実施/最終報告書/資料の保存

 8. 医療機器GLPの調査

第2章 生物学的安全性の考え方

 1. 歴史的経緯

 2. リスク評価/リスクとハザード

    用量－反応関係

  

 

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

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

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

 3. 医療機器の生物学安全性試験の選択

  　試験を実施するまでに考えるべきこと

    生物学的安全性試験の選択

 4. 試験試料の選択

第3章 生物学的安全性試験

 1. 試験の成り立ちと試験系

 2. 細胞毒性試験

 3. 感作性試験

 4. 遺伝毒性試験

 5. 埋植試験

 6. 刺激性試験

 7. 全身毒性試験

 8. 発熱性物質試験

 9. 血液適合性試験

    試験の目的/No.36ガイドラインからの変更点

    ISO 10993シリーズなどの試験法との比較

    試験方法の概要/結果の読み方と解釈

    陽性となった場合に検討すべきこと

    リスク評価の進め方
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■米国FDAはPIC/Sから加盟承認を取得！ついに日本もPIC/S加盟申請！グロ－バルスタンダードになりつつある、PIC/S GMP！

■CGMP、ICH-Qトリオ等の含めて、取り組むべき留意点について解説！

グローバルGMPへの対応と品質保証
発刊：2013年2月　　定価：38,000円 + 税　　体裁：Ｂ５判 ソフトカバー 165頁
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第1章 グローバル化するGMPと品質保証

 1．グローバル化と医薬品の品質評価

 2．GMPのグローバル化とGMP監視及び管理運用における課題

　  医薬品のサプライチェーンのグローバル化と

    複雑化に対するPIC/S加盟の必要性

    国際標準のGMP体制の国内導入に向けた取り組み

 3．品質保証体制のグローバル化に伴うGMPにおける

    技術的課題

第2章 CGMP概要および日米の比較

 1．CGMP規制の理解および最新動向

 2．日米のGMPの相違点

 

第3章 FDA査察への対応と留意点およびJ-GMPとの相違点　

 1．FDA査察の動向

 2．指摘事項と対策の検討

 3．FDA査察およびPMDA査察の比較

 4．PIC/S加盟に伴い、FDA査察はどのように変化するのか？

第4章 PIC/S GMPガイド概要

 1．EU GMPとPIC/S GMPガイドとの関係

 2．GMP省令とPIC/S GMPとの相違点

 3．アネックス8 「原料及び包材のサンプリング」

 4．アネックス17「パラメトリックリリース」

 5．アネックス19「参考品及び保存サンプル」

 6．PIC/S加盟による実務へのインパクト

第5章 PIC/S GMPガイドラインに対応した文書管理

 1．PIC/S 加盟申請及びPIC/S GMPガイドラインの意義

    PIC/S 加盟申請の動向/意義

 2．我が国における法規制上及び適合性調査のおける

    PIC/S GMPガイドラインの取り扱い

　  PIC/Sガイドラインとの比較分析に基づく

    国内ガイドラインの整備

 3．文書・記録管理の意義

 4．PIC/S GMPガイドラインが要求している文書・

    記録の管理の基本事項(全般事項)

4.1　品質保証マネジメント

　4.2　医薬品GMP

　4.3　品質管理

　4.4　製品品質の照査

　4.5　品質リスクマネジメント

　4.6　文書化された手順書

　4.7　その他の手順書

　4.8　製品製造に係る技術文書

　　4.8.1　規格書

　　4.8.2　製造作業および包装作業を記述した文書

　　4.8.3　手順書

　4.9　PIC/S GMPガイドラインが要求している記録類

　4.10　その他の文書化すべき事項

5．文書・記録類の一般的な管理事項の留意点

6．GMP文書の階層的文書体系

第6章 PIC/S GMP対応におけるSMFの具体的記載方法

（2011年5月発刊書籍から一部加筆）

 1．薬事法について

 2．PMDAにおけるGMP関連調査業務（医薬品）

 3．海外製造所の認定についての留意点及び状況

 4．サイトマスターファイルの作成要領・作成例

第7章 PIC/S GMPに基づく自己点検･監査

 1．PIC/S GMPの要求事項

　  マネジメントの役割と責任

　  変更マネジメントシステム

　  是正措置および予防措置(CAPA)システム

　  医薬品品質システムのマネジメントレビュー

　  年次製品レビュー/ナレッジマネジメント

　  リスクマネジメント/倉庫、物流管理（GDP）

2．自己点検･監査に関する3極GMP規定

　 GMP省令/EU GMP/cGMP

3．自己点検の項目

　3.1　内部監査あるいは自己点検

　3.2　年次製品レビューを活用した監査実施

　3.3　自己点検による手順確認の例

4．PIC/Sに対応した自己点検システム構築の留意点

　 品質システムの継続的改善

   リソースの確保にかかる見直し

5．自己点検の具体的方法

   経営層の責務/リソース

   製品品質のモニタリング

　 定期レビューおよび継続的改善

　 施設に関する当局指摘を踏まえた自己点検法

第8章 PIC/S加盟を見据えた作業員の指導・教育のポイント

 1．日本が、PIC/Sに加盟することの意義を教育すること

 2．J-GMPとの相違点、PIC/Sの着目点を意識した教育とは？

 3．行政査察は、どう変わるか？を教育すること

　  GMP調査員の資格要件を知ること

　  GMP調査員に求められる知識を知ること

　  都道府県とPMDAの連携状況を知ること

    動向予想を教育すること

第9章 PIC/Sの流れで変わる査察の事前準備・対応のポイント

 1．PIC/S GMPの基本

 2．Riskの考え方

 3．PIC/S guideline　での監査の実施の方針

 4．Risk baseバリデーション

第10章 グローバルスタンダード対応のための

       CSV実施の留意点

 1．グローバルCSV規制の動向

 2．FDA査察動向とPart11査察

 3．ANNEX11概要とPIC/S/原則の部分の記述

 4．PIC/Sの影響を考慮したCSVガイドライン対策

　

第11章 ICH-Qトリオへの取組み　

  ICH-Qトリオのガイドライン概要

  ICH-QトリオのGMP運用について

  ICH Qトリオの有用性

  ICH Qトリオに対する当局の対応

  ICHガイドライン、PIC/S GMPの相互関係 
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★合わせて100枚以上の図や写真を用いてPET樹脂およびPETボトルの最新動向を解説。
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
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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。
◎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 【BA130202】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX
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◎PETフィルムの製造法や配向・表面特性評価手法や２次加工手法を掲載。
◎バリアコーティングやパッシブバリアのPETボトルの製造法と適用例も解説。 

1.PET樹脂とは
2.PET製品の市場
3.PETの製造法
4.PETの構造 
　 4.1　高分子の固体構造　4.2　PETの固体構造
　 4.3　結晶化度          4.4　分子配向
5.PETの特性と構造
　 5.1　光学的特性  5.2　力学的特性
　 5.3　熱的特性    5.4　バリア性
　 5.5　化学的性質  5.6　電気的性質 5.7　ヒートシール性
6.PET固体構造の解析
　 6.1　X線回折による結晶構造解析
　 6.2　電子顕微鏡による固体構造解析
7.PETフィルムの分子配向評価
　 7.1　X線回折による分子配向評価
　 7.2　複屈折率測定による分子配向評価
8.PETフィルムの表面特性評価
　 8.1　接触角測定による表面特性評価
　 8.2　XPS（ESCA）による表面特性評価
　 8.3　原子間力顕微鏡による表面粗度測定
9.PETフィルム・シートの製造法
　 9.1　Ｔダイ法       9.2　インフレーション法
　 9.3　フィルム延伸法 9.4　シートの製造方法
10.PETフィルムの2次加工
　 10.1　PETフィルムへの樹脂コーティング
　 　10.1.1樹脂コートバリアフィルム
　 　　(a)PVDCコートフィルム
　 　　(b)アクリル酸系樹脂コートフィルム
　 　10.1.2ナノコンポジット系樹脂樹脂コートフィルム
　 　　(a)セービックス  b)クラリスタ
   10.2　PETフィルムへの金属・無機膜コーティング
　 　10.2.1物理蒸着法(PVD法)
　 　　(a)真空蒸着法   (b)スパッタリング
　 　　(c)イオンプレーティング法
     10.2.2化学蒸着法(CVD法)     
     10.2.3アルミニウム蒸着フィルム
　 　10.2.4シリカ・アルミナコートフィルム
　 　10.2.5有機EL・太陽電池用バリアフィルムの技術動向
   10.3　PETフィルムへのヒートシール性の付与

　
   10.4　PETフィルムへの帯電防止性の付与
　 10.5　耐熱性PETフィルム
　 10.6　熱収縮性PETフィルム
　 　10.6.1熱収縮の原理   10.6.2収縮フィルムの製造法
　 　10.6.3収縮フィルムの種類と特性および用途
　 10.7　ラミネーション方法
　 　10.7.1ドライラミネーション
     10.7.2押出ラミネーション
　 　10.7.3ヒートラミネーション
　 　10.7.4共押出ラミネーション
　 10.8　シートの熱成形
　 　10.8.1PETシート成形容器 10.8.2シート熱成形法
11.PETボトルの製造技術
　 11.1　ブロー成形法の種類と特徴
　 　11.1.1ブロー成形の原理  11.1.2ブロー成形法の分類
　 　11.1.3押出ブロー成形法  11.1.4射出ブロー成形法
　 　11.1.5延伸ブロー成形法  11.1.6多層ブロー成形法
　 11.2　PETボトル射出ブロー成形技術
　 　11.2.1ホットパリソン法  11.2.2コールドパリソン法
　 11.3　PETボトル成形機の進歩
　 11.4　PETボトルの種類とその成形法および特徴
　 　11.4.1耐圧PETボトル     11.4.2耐熱PETボトル
　 　11.4.3耐熱圧PETボトル 
     11.4.4アセプティックPETボトル
　 11.5　多層PETボトルの種類とその成形法および特徴
　 　11.5.1共射出多層ブロー成形装置
　 　11.5.2多層パッシブバリアPETボトル
　 　11.5.3多層アクティブバリアPETボトル
　 　11.5.4ポリグリコール酸(PGA)系多層PETボトル
　 11.6　圧縮成形によるプリフォーム成形
12.ポリエチレンナフタレート（PEN）ボトル
13.透明ハイバリアコーティングPETボトル
　 13.1　有機コーティングボトル
　 13.2　シリカコーティングボトル
　 13.3　カーボン系コーティングボトル
14.PETボトルの新潮流
15.PETボトルのリサイクリング技術
　 15.1　PETボトルのマテリアルリサイクリング
　 15.2　PETボトルのケミカルリサイクリング
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
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◆執筆者一覧◆

－

フィラーの種類・特徴

（  窒化ホウ素　窒化アルミニウム

  導電性カーボンナノチューブフィラー

  酸化亜鉛系フィラー　　　・・・etc 　

→ 高熱伝導化・高機能化への取り組み

樹 脂 コ ン パ ウ ン 
ド

（
  粘度別混練技術　分散制御　ナノコンポジット

　　　　　　　　　　　　　　　・・・etc→ 押出・混錬・分散

  シランカップ剤　ハイブリダイゼーション

　　　　　　　　　　　　　　　・・・etc 　

→ 最密充填へ向けた表面処理技術と最新の展開

→ 樹脂系熱伝導材料による低コスト軽量化

（
放熱材料とその応用

　高熱伝導ハイブリッド材料、

　グラファイト複合材料、

　高熱伝導エラストマー、酸化銀マイクロ粒子

　高熱伝導・電気絶縁性液状エポキシ材料

　グラファイトシート、AlNセラミックス

　　　　　　　　　　　　　　・・・etc

→ 高熱伝導化・高機能化への取り組み

　封止・接着用、ＬＥＤ、パワーモジュール

　車載電子機器　　　　　　　　 ・・・etc
 　

　

→ 様々な応用分野における事例

フィラーの種類・特徴

放熱材料とその応用

如何に効率よく熱を移動させるか？
　　各種の高性能化も図りつつ、この問いにしっかりと答える！

樹 脂 コ ン パ ウ ン 
ド

大阪市工業研究所　　　上利泰幸　 

昭和電工(株)　　　　　　　大塚雄樹

古河電子(株)　　　　　　武藤兼紀 

堺化学工業(株)　　　　　橋本充央

保土化学工業(株)　　　 樽本直浩

京都工芸繊維大学　　　山田保治　

(株)奈良機械製作所　永禮三四郎

富山県立大学 　　　　　　真田和昭　 

(株)池貝　　　　　　　　　　林崎芳博　 

タキロン(株)　　　　　　　　髙瀬博文

利昌工業(株)　　　　　　　　下村昭　  

電気化学工業 (株)　　　山縣利貴　　 

東北大学　　　　　　　　　阿尻雅文　

(株)サーモグラフィティクス　

　竹馬克洋、渡部哲也、野上美郎

住友ベークライト(株)　　北川和哉 

(株)日立製作所　　　　　守田俊章　 

住友大阪セメント(株)　　 小堺規行　 

(株)カネカ　　　　　　　　　西川泰司　 

岡山大学　　　　　　　　　　　岸本昭　 

九州工業大学　　　　　　　小迫雅裕　 

(株)ＦＪコンポジット　　　　　津島栄樹　 

三菱電機(株)　　　　　　　三村研史　 

(株)デンソー　　　　　　　　神谷有弘　 

住友化学(株)　　　　　　　　　岡本敏　 

日本電気(株)　　　　　　　 位地正年　 

熱伝導性フィラーと

高放熱複合材料技術、

およびその応用化事例



★ＧＭＰおよびＰＩＳ/Ｓへの対応や国内外製造所監査・調査の留意点

　　　　　　　　　・ＧＭＰ文書作成のポイントと設備管理上での勘所とは
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第1章 無菌医薬品製造管理について
 第1節 無菌医薬品製造GMP・PIC/Sを含めた三極における
      レギュレーションの違いと注意点および
     「無菌操作法による無菌医薬品の製造指針」のポイント
 1.PICとPIC/Sの歴史   2.PIC/S加盟の利点とは
 第2節 無菌医薬品製造に関連する書類と注意点
 1.GMP文書の種類   2.無菌医薬品関連文書
 3.無菌医薬品の重要管理項目例 4.無菌医薬品関連文書の作成
 5.作成漏れし易い事項
 第3節注射剤における製造時の留意点
 1.服装具  2.更衣時の留意点 3. 無菌室内での行動基準
 4.衛生管理 5.プロセスシミュレーションテスト
 6.アイソレータ 7.製造時の留意点
 第4節点眼剤における製造時の留意点
 1.点眼剤の組成と製法  2.点眼剤の製造
 3.点眼剤の原料秤量工程での留意点
 4.点眼剤の調剤工程での留意点 5.点眼剤の充填工程での留意点
第2章 無菌医薬品製造におけるバリデーションの考え方　
 1.バリデーションについて
 2.適格性評価（Qualification）とバリデーションについて
 3.適格性評価（Qualification）について
 4.バリデーションについて   5.バリデーションの範囲と種類
 6.無菌医薬品の製造・品質管理を行う上での必要な要件
 7.無菌医薬品の製造作業における留意点
 8.プロセスシミュレーション（培地充てん試験）
 9.無菌医薬品製造を含むバリデーションの年間計画書と実績表の作成
 10.PIC/S及びEU GMPの無菌医薬品の製造
 11.PMDAの指導・指摘事項    12.日本当局のGMP適合性調査について
第3章　無菌医薬品における設備管理
 第1節　無菌医薬品製造における構造設備の基本的要点
　　1.構造設備 の一般要件と解説　　　
 第2節　空調設備の要件とその管理
　　1.無菌医薬品製造施設の空調設備の要件 
    2.空調設備の設計与条件   3.空調設備の機能とシステム構成
    4.環境要件各論5.空調設備の適格性評価 6.空調設備の保守管理
 第3節　クリーンルームにおける清浄管理
  1.クリーンルーム環境維持管理のポイント

  2.清浄度評価 3.クリーンルーム清掃法および空調洗浄の基礎
  第4節　クリーンルームにおける作業員教育訓練
  1.教育訓練の必要性  2.ＧＭＰ教育訓練システムの管理
　3.システムの設定と進め方  4.教育訓練システム
　5.無菌操作及び無菌操作区域で作業を行う職員の教育訓練
　6.教育訓練のポイント
  第5節　無菌医薬品製造に於ける封じ込め技術の基礎とポイント
　1.ケミカルハザードの考え方  2.バイオハザードの考え方
　3.ＰＩＣ／Ｓの中での取り扱い4.ハザード対応封じ込めについて
第4章　無菌医薬品製造所の国内・海外査察への対応
　1.実地調査の流れ 2.実地調査の実績 3.実地調査日程の流れ
　4.無菌医薬品製造所での指摘事項、指導事項及びその概要
第5章　滅菌保証について
　1.滅菌のポイント 2.滅菌保証および滅菌バリデーションの留意点
　3.滅菌保証に関する今後の課題と展望
第6章　製薬用水の管理
　1.製薬用水の品質管理 2.製薬用水の日常管理 
  3.製薬用水設備のバリデーション
第7章　エンドトキシン試験のポイント
　1.エンドトキシン試験の原理
　2.エンドトキシン試験法とエンドトキシン規格値
　3.無菌製剤の製造におけるエンドトキシン管理のポイント
　4.脱パイロジェン工程のバリデーション
第8章　無菌試験法実施のポイント
　1.無菌試験法の目的と方法
  2.無菌試験法の限界と無菌性保証について
  3.無菌試験法の国際調和の経緯
　4.無菌試験法の規定要因と適合性試験
　5.無菌試験法の設定要因と適合性試験
　6.製品の無菌試験法実施上の留意点
  7.無菌試験の観察と結果の判定
　8.パラメトリックリリースについて
第9章　無菌医薬品製造における異物混入防止
 第1節異物に対する基本概要 第2節　無菌医薬品への異物混入
 第3節最終滅菌法により製造した無菌医薬品への異物混入防止の
      ためのリスクマネジメント
 第4節無菌医薬品への異物混入防止に関する企業の実情
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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。
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★事業性・採算性向上のために…太陽光発電ビジネスの要諦を掴む！

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

書籍名     【BC121201】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

メガソーラー 事業戦略　書籍

　　　

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

発刊：2012年12月　　定価：63,000円 ＋ 税 　体裁：B5判 331頁

【執筆者一覧(敬称略)】

メガソーラー 事業戦略

～導入・参入に向けた課題から要素技術・運用事例まで～

●中村 知治((株)日立製作所)
●櫻井 啓一郎((独)産業技術総合研究所)
●千住 智信(琉球大学)
●加福 秀亙((株)野村総合研究所)
●平林 真人((株)ウエストエネルギーソリューション)
●平林 真一(辻村工業(株))
●近藤 信一((財)機械振興協会)
●秋田 智一((株)環境経営戦略総研)
●西川 省吾(日本大学)
●安井 慎二(サンエジソンジャパン(株))
●熊野 照久(明治大学)
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●島田 誠之((株)ジャパンナノコート)
●荒木 建次(大同特殊鋼(株))
●佐藤 公一(日本特殊光学樹脂(株))
●阪井 淳((財)マイクロマシンセンター)
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・メガソーラーの維持管理/メンテナンスの必要性は？
　　⇒メンテナンス方法の概略、システムのモニタリングと故障診断
・実際のメガソーラーの運用に向けた取り組みを知りたい
　　⇒国内の北杜・稚内での出力安定化に向けた取り組み、雪国での運用状況と降雪の影響、
　　　自治体のメガソーラーへの取り組み、農業との連携の模索、
　　　海外各国(ドイツ･アメリカ･ウクライナ･中国･ギリシャ等)の取り組み事例を集成

＜参入・
　施工のツボ＞

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

＜要素技術・
　系統連系の
　ツボ＞

・メガソーラーに用いる太陽電池の効率を向上するにはどうする？
　　⇒安全性･信頼性の要求事項に加え、コーティング･集光型の利用他の高効率化･耐候性向上技術など
・蓄電池を用いた、メガソーラー発電電力の変動抑制方法とは？
　　⇒必要な制御性能および、リチウム電池/NAS電池を使ったシステム事例
・パワコンとエネルギーマネージメントに関わるポイントは？
　　⇒パワーコンディショナーの要求特性、設置パターンと電磁ノイズの影響、さらに接続箱と回路設計まで
・電力網への接続と系統連系の課題とは？
　　⇒ガイドラインの基本事項、連係用件、各装置･回路設備の影響、等…

＜管理・
　運用のツボ＞

第9章 電力安定供給に向けたメガソーラー用太陽電池の最新技術
第1節 各種規格や工場調査から見たメガソーラー用太陽電池の要求事項と評価
第2節 メガソーラー用太陽電池の高効率化・耐候性向上技術
第1項 メガソーラー用太陽光パネルの発電量UPに求められるコーティング機能
第2項 集光型太陽光発電の追尾架台とシステム構成及びメガソーラーへの適用
第3項 フレネルレンズのメガソーラーへの利用検討と集光効率化技術
第3節 有機系太陽電池のメガソーラーに向けた可能性～有機薄膜・色素増感～
第10章 各種蓄電池のメガソーラーへの適用とその可能性
第1節 蓄電池を用いたメガソーラーの変動抑制技術および蓄電池の要求特性
第2節 リチウムイオン電池のメガソーラーへの適用
第3節 NAS電池のメガソーラーへの適用
第11章 メガソーラー用EMC/EMS関連機器に求められる性能と関連要素技術
第1節 メガソーラー用パワーコンディショナー/PCSの要求特性と系統連系への課題
第2節 メガソーラー用パワーコンディショナーの設置パターン
第3節 メガソーラー直流回路の設計と接続箱

第12章 メガソーラーに関する系統連系
第1節 メガソーラーの電力網への接続
第2節 メガソーラーの各種装置と系統連系
第3節 FITへの対応を踏まえたメガソーラーの系統連系
第13章 メガソーラーの維持管理・メンテナンス
第1節 メガソーラーメンテナンスの必要性と方法
第2節 メガソーラーのモニタリングと故障診断
第14章 メガソーラーの導入･運用に向けた取り組み事例と評価
第1節 国内のメガソーラー導入・運用に向けた取り組みおよびその評価
第1項 北杜サイトにおけるメガソーラーの運用状況とその評価
第2項 稚内サイトにおける蓄電池を用いたメガソーラーの出力安定化技術
第3項　新潟雪国型メガソーラーにおけるメガソーラーの運用状況とその評価
第4項 太田市における太陽光発電の取り組み
第5項 農商工連携におけるメガソーラー導入の試み
第2節 海外のメガソーラー導入・運用状況およびその事例・評価

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

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

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

海外からの輸入・調達時のポイント

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

●丸橋　和夫((株)エースジャパン）●扶川　直人（蘇州大塚製薬有限公司）

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

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

第1章　中国製造所におけるGMP監査実施と留意点

1．中国の医薬品製造所の現状

　1.1　現状と問題点

　1.2　新版GMP（2010）施行

　1.3　新版GMP（2010）の影響

2．中国におけるGMP認証制度

　2.1　GMP認証対象と期限

　2.2　『薬品GMP認証検査評定標準』の公布に関する通知

     （国食薬監安[2007]648号） 

　2.3　薬品GMP検査のポイント

3．外国製造所認定とGMP適合性調査

　3.1　外国製造所認定

　3.2　原薬等登録原簿（マスターファイル）制度

　3.3　GMP適合性調査

　3.4　MF登録、GMP適合性調査と認定との関連づけ

4．GQP取決め

5．品質監査の申し入れと監査の準備

6．スケジューリングの考え方と事前準備の重要性

7．プラントツアーの重要性

8．チェックリストの重要性

9．監査時の留意点

10．PMDAによるGMP調査に適合させるために

　 模擬査察のポイント/査察に適合するための準備

第2章 中国製造所査察経験からトピックと事例・査察対応　　　　

1．GMP海外監査の重要点

2．GMP調査の実績等について

3．日本当局のGMP適合性調査について

4．中国におけるＧＭＰ許可状況

5．中国の製造所の選び方  

6．取り決め書について

7．中国の製造所での実地調査実施上の留意点

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

 

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

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

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

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事 　高木　肇 先生　

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

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

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

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

  意図して書いたものでもある。(著者まえがきより)

＜著者より＞

◎洗浄バリデーション実施計画書・実施報告書の記載例も付録として掲載！

◎実務者からの洗浄バリデーションに関する疑問もＱ＆Ａの形式で解説。 

1.洗浄バリデーションの目的
　
2.バリデーションの概要 

3.洗浄バリデーション関連の国内法規・ガイドライン

4.米国の洗浄バリデーション関連法規・ガイドライン

5.EUの洗浄バリデーション規定

6.三極の法規・ガイドラインが求める洗浄バリデーションの概要

7.洗浄バリデーション関連文書

8.洗浄バリデーション業務の担当と責任

9.洗浄対象物(指標成分)

10.洗浄剤の選定

11.殺菌方法の選定

12.洗浄水の影響

13.洗浄方法

14.洗浄バリデーションの種類

15.設備・機器の設計

16.設備適格性確認

17.定期的な再バリデーション　

18.変更時の再バリデーション

　19.工程管理の定期照査

　20.コンカレントバリデーション

　21.残留許容値の設定

　22.サンプリング方法

　23.スワブ材とスワブ溶剤

　24.スワッブ操作

　25.サンプリングポイントの選定と根拠例

　26.スワブ回収率試験

　27.接薬表面積の算出

　28.分析方法

　29.分析機器のバリデーション

　30.洗浄バリデーションと教育訓練

　31.治験薬における洗浄バリデーション

　32.変更管理

　33.逸脱管理

　34.査察対応

　35.洗浄バリデーションにおけるQ&Aについて

　36.付録

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

執筆者

日本企業がなすべきREACH関連対応を完全網羅！他にはない資料集

　　

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

詳細な内容はHPを御確認ください→「欧州化学物質法規制ガイドブック」で検索

★購入者特典★      ※特典内容の詳細はHPを御確認ください

購入者専用ウェブサイトで、最新の改正情報を随時お届け中！

日本初の情報や、通常有料でないと手に入らない情報も多数！

充実の参考文献リンク集データも配布！クリック一つで原文へ！
　

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

　　

　

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

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

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

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

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

WEBは→「欧州化学物質法規制ガイドブック」で検索

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名【BC121101】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

透明導電膜 有力材料の実力と各種プロセス技術、実用・製品化 書籍

★ご回覧下さい★ 情報機構

発刊 2012年11月 ・体裁 Ｂ５判 ソフトカバー 309頁　定価66,000円 ＋ 税

透明導電膜
有力材料の実力と各種プロセス技術、実用・製品化

ＩＴＯが足りていても・いなくとも革新は起こっている

　より低コスト、高性能な透明導電膜を＜作る・使う＞ための最新技術集成

－

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

■ 酸化亜鉛

■ アモルファス酸化物半導体

■ Ｐ型透明導電膜

■ ＩＴＯ削減、高機能化と低コスト化

■ プロセス→高機能化・大面積、量産化

　ECRスパッタ法　RPD法　ロールtoロール　etc

■ ターゲット、分散液

　

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

カーボン系

■■ 銀ナノワイヤ

■ 銀メッシュ透明導電フィルム

■ 高透明、低抵抗化

■ ウェットコーティング

■ 銀ナノ粒子、インク、ペースト

金属ナノワイヤ

■■ PEDT/PSS透明導電膜

■ ダイコーティング成膜技術

■ コーティング材の特徴とその応用

■ エレクトロスプレーデポジション法

ＰＥＤＯＴ

◇ ＩＴＯ、ポストＩＴＯ、材料ごとの

　　　　　　長・短所、研究開発の最前線
◇ 高品質成膜、大面積、量産化

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

　　　　　粉末・分散液・インク・ペースト

◇ アプリケーション・製品化の実際

　　要求性能へ何処まで応えられるのか？

　　　　　　　　　　　　　　  どう応えるのか？

　　→タッチパネル　太陽電池　電子ペーパー

　　  ＦＰＤ　有機EL照明・ディスプレイ...etc

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



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

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

●室伏 義之(セルフメディケーション・データベースセンター)●増田 和久((株)カネボウ化粧品)●藤田 忠男((有)分子)
●石黒 克典((株)ジェイ・エム・エス)●朝賀 康義((株)ダイレクトマーケティンググループ)●中野  啓子((株)ビューティラボ)
●吉野 りか((株)ホリスティックミル)●伊藤  勝((株)ナレッジワイヤ)●広告コンサルタント

発刊：2012年9月・定価：47,000円 + 税　体裁：Ｂ５判ソフトカバー 260頁

★ 詳細については、ホームページをご覧ください！www.johokiko.co.jp/publishing/BA120905.php

医薬品・医療機器・化粧品・健康食品の
広告表示規制

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

＜2012年度版＞

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

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

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

＜2012年度版＞医薬品･医療機器･化粧品･健康食品の広告表示規制　書籍

★書籍申込書

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

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

書籍名【BA120905】

冊数 　　冊　※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

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

備考

FAX



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

　目次
　　

第1章 高信頼性接着の基本と耐久性への影響
第2章 接着の耐久性向上のための指針
第1節 表面処理・表面改質・表面機能化方法とその接着耐久性向上における影響
第1項 コロナ放電処理による表面処理とその接着耐久性
第2項 大気圧プラズマによる接着性改善処理について
第3項 短波長紫外線照射による洗浄・改質処理とその接着耐久性に関する影響　 
第4項 有機系表面処理による金属の接着性向上
第5項 機械的表面処理法、洗浄、および化学的表面処理法と
　　　　その接着耐久性に関する影響
第6項 自己組織化単分子膜の接着耐久性に関する影響
第2節 各種接着剤の劣化機構と接着耐久性への影響
第1項 第二世代アクリル系接着剤の硬化機構と接着耐久性の影響
第2項 エポキシ系接着剤の劣化機構と接着耐久性への影響
第3項 エポキシ系接着剤の劣化のメカニズムと接着耐久性向上のための指針
第4項 シリコーン系接着剤の劣化機構と接着耐久性への影響
第5項 ポリウレタン系接着剤の劣化機構と接着耐久性への影響
第6項 UV硬化型接着剤の劣化機構と接着耐久性への影響

★理論・メカニズムから表面処理・接着剤の扱い方、評価方法、材料・製品別の具体例まで

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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接着耐久性 の向上と評価

劣化対策・長寿命化・信頼性向上のための技術ノウハウ
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実用レベルの製品に不可欠な「耐久性」　接着技術におけるその評価と向上を追求した１冊！

「どのように耐久性を評価し、向上させるか」
多角的に捉える、接着技術の核心

◎接着耐久性の評価方法
・アレニウスモデル／アイリングモデル

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

　反応式の取り扱いは？
・透湿性／吸湿性の評価方法と

接着耐久性の関係は？
・クリープ現象が

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

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

◎接着理論と接着耐久性
・高信頼性接着の基本条件とは？

→凝集破壊率・接着強度の安全率・許容不良率
・接着のメカニズムとは？

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

◎表面処理と接着耐久性
コロナ放電処理・大気圧プラズマ処理・

UVオゾン処理・
有機系表面処理（各種カップリング剤）・

洗浄・ブラスト法・エッチング・
他・自己組織化単分子膜

→これら表面処理法の接着耐久性に関する影響は？

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

　ウレタン系・UV硬化型
・機能性接着剤の用途・要求特性と

接着耐久性への影響は？
→導電性接着剤・難燃性接着剤・

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

・接着部の形状・寸法と水分劣化性の関連とは？

◎各種材料と接着耐久性
・異種材料の接着も含めた、材料ごとの

　接着耐久性に及ぼす因子と
耐久性向上策とは？

→樹脂－樹脂・樹脂－金属・ゴム材料・
　金属接着・セラミック・ガラス

◎各種製品と接着耐久性
電子デバイス・半導体パッケージ・

MEMS/マイクロデバイス・
ポリイミドへのめっき・

光学フィルム・光デバイス・
LED/パワー半導体デバイス・

タッチパネル貼り合せ・
リチウムイオン二次電池用バインダー・

自動車用合金とゴム・
自動車用金属材料およびプラスチック

→これらに関する
接着耐久性の向上と評価の実例とは？

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

＜2012年改正ガイドラインをふまえた＞

生物学的同等性試験

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名     【BC120801】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

ナノインプリント/ナノ加工技術とオプトテクノロジー　書籍

★ご回覧下さい★ 情報機構

　モスアイ、微細凹凸構造の作製と応用

　　　　光学用途へ向けたナノ加工技術の最新動向を集成！

ナノインプリント/ナノ加工技術

オプトテクノロジー

　　　　
  ～ナノ微細構造体の作製と高機能・光学製品への応用～　

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

装置メーカの視点：

  Roll to Roll、多面取り、大面積、量産化、コスト低減

樹脂メーカの視点：

  UV、熱可塑性樹脂の特徴と最適使用

金型・モールド技術：

  電鋳法、離型問題への対応

ガラスインプリント：

  研削・研磨、モールドプレスを超える

  光学性能、製造コスト

　・・・などなど

微細加工へ向けた注目の取り組み：

　射出成形ナノ微細加工、レーザー熱リソグラフィー、

　自己組織化、フェムト秒レーザー、

　溶融微細転写プロセス、

　マイクロコンタクトプリンティング

　　・・・などなど

ＮＩＬ技術の進展と最新成果
様々な微細加工技術の実力

企業の製品事例：

　ディスプレイ、有機ＥＬ、高輝度白色ＬＥＤ、カメラレンズ等への応用

　モスアイ型反射防止フィルム、ワイヤグリッド偏光フィルム

　　・・・などなど

実用化・商用化へ向けた取り組み 

◆執筆者一覧／執筆順◆
大阪府立大学　　平井義彦

首都大学東京　　益田秀樹　柳下崇

　　　　　　　　　　　近藤敏彰　

東芝機械（株）　　小久保光典

ＳＣＩＶＡＸ（株）　　田中覚

旭硝子（株）　　　  川口泰秀

（株）ダイセル　    三宅弘人

コニカミノルタオプト(株) 森登史晴

山形大学　  　　　　　　　高山哲生　

　　　　　　　　　　　　　　　伊藤浩志

産業技術総合研究所　 栗原一真

京都大学　                 下間靖彦

東北大学　                  藪浩

産業技術総合研究所　 牛島洋史

三菱レイヨン(株)　　　  　岡本英子

旭化成イーマテリアルズ(株)　生田目卓治

エルシード（株）　  　　　神谷忠雄

キヤノン(株)　       　　　奥野丈晴

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

と

若狭電気産業（株）　清水利寛

綜研化学（株）　  　　三澤毅秀

ＨＯＹＡ(株)　      　　渡辺強

イノックス（株）　  　　 井上智晴

北海道大学　          西井準治

信州大学 　　　　　　　伊藤寛明 　

　　　　　　　　　　　　　荒井政大

日本製鋼所(株)　      内藤 章弘　

   　焼本数利／伊東宏 ／白銀屋司　

　　 越智昭太／古木賢一／原政樹

シャープ(株)　       　　田口登喜生

日本ゼオン（株）  　　　柏木幹文

    

●　●　●



○収録国：

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

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名     【BC120703】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

アジア・太平洋地域 における化学物質規制とその対応 書籍

“BC120703”を検索なされると本書のＨＰをご覧いただけます

アジア・太平洋地域における

化学物質規制とその対応

　　

【アジア・太平洋地域における化学物質規制動向】

　第1章　インド・東南アジアにおける化学物質・環境規制

　・インド・タイ・ベトナム ・マレーシア 

　・シンガポール・インドネシア・フィリピン

　第2章　オセアニアにおける化学物質規制

　・オーストラリア・ニュージーランド

　第3章　北米における化学物質規制とその対応

　・米国有害物質管理法（TSCA）の概要

　・米国TSCAの改定状況

　・カナダにおける化学物質管理規制の概要

　・米国・カナダのＧＨＳ導入状況とＭＳＤＳ・ラベル作成の実務

　・カリフォルニア州ＲｏＨＳ規則とグリーンケミストリー法の動向

　第4章　中南米諸国における化学物質管理法規制

　第5章　ロシア・トルコ　における化学物質法規制

　・ロシアにおける化学品規制

　・トルコにおける化学品の上市に関する規制遵守への手がかり

【東アジアにおける化学物質規制動向とその対応】

　第1章　中国における化学物質規制とその対応

　・中国の改定「危険化学品安全管理条例」

　　　の概要と要求ＳＤＳ・ラベル

　・「新規化学物質環境管理弁法」の枠組み

　・台湾における化学物質規制とその対応

　第1節　台湾における化学物質の規制及びその対応

　第3章　韓国における化学物質規制とその対応

　・韓国化学物質登録及び評価に関する法律案（K-REACH）の概要

　・韓国ＧＨＳとＭＳＤＳ・ラベル作成の実務

　第4章　ＥＵ・アジア(中・韓)におけるRoHSの動向とその対応

　第5章　欧州化学物質規制との比較

　・欧州CLPとSDS・ラベル作成の実務

○執筆者：

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

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

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

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



 

　
　　　　　　　　　TEL:03-5740-8755　

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

【執筆者一覧（敬称略）】

微粒子安定化エマルションおよびフォーム

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

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名     【BA120702】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

　微粒子安定化エマルションおよびフォーム　書籍

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

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

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

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

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

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

■ 付　録 ■ 微粒子安定化エマルション・フォームに関する特許

～生成メカニズム、物理・化学的特性と応用～

監修　山形大学大学院　野々村美宗

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

◎ピッカリングエマルションの生成原理・安定化・形成挙動などを解説！

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

ピッカリングエマルションに特化した初の書籍！



○本書の特徴：

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

　読み通して頂けばRIETAN-FP を使ってリートベルト解析を行えるスキルが身に付くような構成となっております。

○ＲＩＥＴＡＮ‐ＦＰ 開発者 泉富士夫博士より：
　～（中略）。本書は初学者がリートベルト解析技術を習得しようとする時に直面する専門知識と語学上の障壁をかなり低くしてくれたと感じる。

　RIETAN-FP をこれから使い込んでいこうと張り切っている人たちにとって、本書が貴重かつ豊富な情報源となることを確信している。（本書「序文」より抜粋） 

★ユーザーの視点から、理解し難い・実際につまづきやすいと思われる内容を、具体手順に沿ってわかりやすく詳述！

発刊　2012年7月 　　定価　28,000円 ＋ 税　　体裁　A4判 ソフトカバー　306ページ　　

＊詳細内容は、弊社ホームページをご参照下さい。
　https://www.johokiko.co.jp/publishing/BC120701.php
　

ＲＩＥＴＡＮ‐ＦＰで学ぶ

         リートベルト解析
　（株）フィゾニット　代表取締役
 　元・高エネルギー加速器研究機構　研究員　　坪田　雅己　先生

 5.3　結晶子サイズと格子ひずみの算出
 5.4　部分プロファイル緩和
 5.5　バックグラウンドの引き方
 5.6　MEM/リートベルト解析、MPF 解析
第6章　付録
 6.1　RIETAN シリーズの利用許諾条件
 6.2　ins ファイル
 6.3　*.lst ファイル
 6.4　エラーメッセージ
 6.5　RIETAN-FP・VENUS 統合支援環境
あとがき
引用文献
索引

　＊ご略歴・ご活動：日本原子力研究開発機構、広島大学、高エネルギー加速器研究機構にて、放射光および中性子を用いた材料研究に従事。
　　　　　　　　　　　　 組織の枠を超えた活動を目指し、2012年5月株式会社フィゾニットを設立、現在に至る。

　AGCセイミケミカル（株）　品質保証部　課長　博士（工学）　伊藤　孝憲　先生
　＊ご略歴・ご活動：東京工業大学、日産自動車（株）、AGCセイミケミカル（株）にて、高温超伝導の光物性、Liイオン電池材料開発、固体酸化物型
　　　　　　　　　　　　 燃料電池材料開発に従事。 

○執筆者より：
　本書はリートベルト解析の基礎から実践まで記したものである。リートベルト解析は、粉末回折データから様々な情報を取り出すことの出来る強力な解析手法

である。放射光の発展普及と計算機の速度向上を背景に、過去20 数年に劇的に普及し、今日更に発展を続けている。

　一方で、その知名度が先行しており、実際にツールとして利用出来る人材が増えているかというと疑問の念を拭い切れない。しかも、粉末回折データさえあれ

ば結晶構造を一意的に得ることが出来るという誤認識が生じてしまっているケースも多く見受けられる。

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

解説をする。

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

第3章　リートベルト解析入門
 3.1　RIETAN-FP で行うリートベルト解析
 3.2　リートベルト解析チュートリアル
 3.3　SeqRun
 3.4　解析結果評価 
第4章　計算原理と解析結果評価
 4.1　計算強度
 4.2　信頼性因子 (Reliability indices)
 4.3　精密化したパラメーターの標準偏差
第5章　リートベルト解析応用例
 5.1　解析例: 選択配向
 5.2　解析例: 異方性歪み

○執筆者：
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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/　
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■バイオ抗体医薬品の開発～製造～特許の流れをひと目で理解できる。

バイオ/抗体医薬品の開発・製造プロセス

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第13章　バイオ/抗体医薬品の市場展望
　1.バイオ医薬品とは　2.バイオ医薬品市場の現状 3.バイオ医薬品市場の今後
　　

●山口　照英((国)医薬品食品衛生研究所)●赤真　秀人(エーザイ(株))●熊谷　雄治(北里大学東病院)●村上　大吉郎((株)大気社)●竹田  英樹（株）Ｍeｄical Patent Research)
●平林　淳((独)産業技術総合研究所)●郭　秀麗(パレクセル・インターナショナル(株)）●福澤　時秀(GEヘルスケア・ジャパン(株))●矢木　宏和(名古屋市立大学)●三木　崇生
●加藤　晃一(自然科学研究機構　岡崎統合バイオサイエンスセンター)●若松　久晃(ホスピーラ・ジャパン(株))●甲斐　修一((株)シミックバイオリサーチセンター)●片山　政彦(エーザイ(株))
●金子　佳寛(中外製薬(株))●人見　英明(合同会社ヒトミライフサイエンス)●岡村　元義((株)ファーマトリエ)●荻原　琢男(高崎健康福祉大学)●井戸田陽子(高崎健康福祉大学)
●小野寺博志●新見　伸吾((国)医薬品食品衛生研究所)

　 ＜－開発・解析・毒性・臨床・申請・製造・特許・市場－＞

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名 【BA120603】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

 バイオ/抗体医薬品の開発・製造プロセス　書籍



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

★特段の英語能力や経験は不要！類型的な表現を学び、実践力を養う！

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

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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　英文ＳＤＳ入門　作成と読解　　書籍

○執筆者： 理学博士　佐藤　博　先生

英文ＳＤＳ入門
　　 作成と読解

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

【本書のポイント】

本編

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

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

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

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

第5章　実例MSDS記載内容の（英・日）比較解釈

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

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

参考文献

資料編

資料―Ⅰ（Exposure Scenario）

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

資料―Ⅲ
（危険有害性情報コード・注意書きコード）

資料―Ⅳ
（リスクフレーズ・セーフティフレーズ）

資料―Ⅴ
（SDSにおける英語・日本語用語対比表） 



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

★加飾技術の全体像を俯瞰できる！
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○執筆者：ＭＴＯ技術研究所 所長 　桝井 捷平 先生

「プラスチック加飾技術」
　　　 の最近の技術動向と今後の展開 

—カラー画像付録CD付—

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

【本書のポイント】

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

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

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

付録（CD-R） 
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GxP内部監査・自己点検実務資料集

＜6部構成でGxPの内部監査・自己点検を詳細に解説！＞
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＜第1部 GMPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 3極の規制要件とガイドライン
 内部監査と自己点検
 三極GMPに関するガイドラインの概要・相違点
第2章 内部監査・自己点検概要
 内部監査・自己点検とは/GMP監査との違いは何か
第3章 自己点検の具体的実施方法と留意点　
 自己点検の重要点/自己点検のチーム構成について
 日欧の規制要件とガイドライン/自己点検の方法
 自己点検のチェックリストについて
 GMP適合性調査における主な指摘・指導事項
第4章 GMP監査体制確立のポイント
　GMP監査に必要な監査組織とは？
　変更・逸脱管理における自己点検と内部監査
第5章 6サブシステム監査のポイント
　サブシステム監査/6サブシステム監査のポイント
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第11章 教育訓練
 監査員の育成方法についてのポイント
第12章 GMP・GQPの内部監査・自己点検の連携
 監査、内部監査、自己点検とは/必要性
 計画,実行,留意点/臨時の自己点検及び内部監査
 
＜第2部 GQPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 自己点検の具体的実施方法と留意点
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 自己点検手順書の作成/チェックリスト作成
 自己点検結果報告書・改善計画書作成の留意点
　　　

第2章 GQP監査体制の確立
 製造業者における製造管理及び品質管理の確保
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第4章 内部監査・自己点検、監査スキル向上のポイント
 手順書等の具体例からみるスキル向上ポイント
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 自己点検における効率的な進め方とは？
第5章 教育訓練
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第1章 製造販売後の安全対策に関する制度と今後の動向
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第3章 自己点検に必要な体制確立のポイント
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第2章　参入戦略とビジネスモデル
第1節　採算確保に向けた新規参入にあたっての
　　　　　ビジネスモデル構築法
第2節　異業種参入ビジネスモデルと急務の橋わたし
第3節　遊休工場を利用した植物工場への参入戦略
第3章　植物工場建設と法規制
第4章　実用化技術
第1節　水耕栽培技術(養液栽培技術)
第2節　栽培用各種人工光源
第3節　LEDで拓ける植物工場の未来

★「どうすれば事業化が成功するか」 課題の突破口を実例に見出す

第4節　照明装置の実際
　　　　　～LED多重拡散型面発光照明装置など～
第5節　植物栽培用LEDライン光源
第6節　店産店消型植物工場
　　　　　(サブウェイ野菜ラボ丸ビル店)
第7節　人工光型植物工場の空調設備における
　　　　　省エネルギー化技術
第8節　植物工場等栽培施設の
　　　　　環境制御システム・ICT化技術
第9節　植物工場における衛生管理と断熱パネルの活用
第10節　実際の栽培品目
第5章　実用化植物工場各論
第1節　LED植物工場の技術の現状
　　　　　(人工植物栽培におけるLED照明技術)
第2節　丸紅の植物工場
第3節　ニシケンすいさい園の植物工場

第4節　エスペックミックの植物工場
第5節　ＨＥＦＬ照明を用いた機能性新野菜
　　　　　「ツブリナ」の事業化
第6節　株式会社アルミスの植物工場
第7節　村上農園の植物工場
第8節　関西鉄工の植物工場
第9節　大成建設の植物工場
第10節　太陽光利用型植物工場
第6章　これからの有力技術
第1節　自動化植物工場
第2節　バイオマスを利用した創エネルギー技術と
　　　　　植物工場への展開
第3節　小水力発電利用
第4節　オフィスビル植物工場～自然と共生するオフィス
「パソナグループ本部“アーバンファーム”」について～
第5節　コケ栽培

第6節　植物工場を用いた薬用植物の効率的生産
第7節　家庭用植物工場の開発
第7章　工場野菜をいかに売るか
第1節　野菜流通のしくみ
第2節　工場野菜の実際価値と実勢価格
第3節　味と栄養価について
第4節　拡販の考え方
第5節　植物工場野菜の販路・流通戦略
第8章　海外事情
　　　　　～植物工場設置の諸条件、市場と可能性～
第1節　香港などの植物工場設置事情
第2節　韓国の植物工場の現状
第9章　国の支援策
第1節　植物工場の推進における経済産業省の支援策
第2節　施設園芸の高度化に向けた植物工場の役割と
　　　　　農林水産省の支援策について
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●荒 博則(昭和電工(株))
●岡田 透((株)シバサキ)
●今井 久(日本サブウェイ(株))
●中島 啓之((株)朝日工業社)
●林 泰正(ステラグリーン(株))
●大塚 貴雄(三洋昭和パネルシステム(株))

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

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

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

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

　収益性確保の三条件／太陽光利用型工場の生産性

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

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

　拡販の考え方／「なにを作るか」「どこに売るか」

　・海外の設置事情（香港／韓国）　　・法規制：農地の転用、課税、立地関連

　・現在の国の支援策も詳解！

◎植物工場最新事例…各社の事業と技術から、
　植物工場の実際と課題を理解！

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

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

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

【監修者より】

 植 物 工 場  の　ビジネス戦略

　　　　　　　　　　　　　および　商用化に向けた 最新事例

いま被災地に植物工場をという話が産官学で盛り上がっている。また今後の異常気象の頻発、安全安心への関心の増大を受けて植物工場は大きく発展していくだろう。
本書は植物工場のビジネス化、商用化に向けて最新の技術動向から流通販売までのすべての関連事項を網羅している。この分野に関心のある多くの研究者、技術者、
ビジネスマンにお勧めしたい。 （財）社会開発研究センター 植物工場・農商工専門委員会　髙辻 正基　
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●今井 麻紀子(農林水産省)
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★ 拒絶理由通知について基礎から対応方法・海外対応比較まで解説。
★ 実際の品目が違う事例を基に実際対応例についても掲載。
★ 特許申請者・知的財産担当者の拒絶理由対応上の必見内容が満載！

発刊　2012年3月末
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拒絶理由通知への対応

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

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

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

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

第5章　拒絶理由が解消せず拒絶査定となった場合の対応
     1．拒絶査定不服審判の概要 
     2．拒絶査定不服審判における実体的な手続
     3．拒絶査定不服審判における審決とそれに対する対応

第6章　各分野における対応ポイントと事例
  第1節　機械（構造）関連発明における拒絶対応ポイント   
　　  　（機械分野における拒絶理由対応関連テクニックや事例について）
     1．具体的対応事例
  

第2節　ソフトウエアにおける対応ポイント
     1．ソフトウエア特許によくある拒絶理由  
     2．対策  3．実装からの乖離の当否  
第3節　電子デバイスにおける対応ポイント
     1．クレーム・カテゴリーの問題    2．製造プロセスの発明
     3．複合的・多次元的に発明を捉える  4．全体的な留意点
     5．クレーム作成の際の文言及び表現上の留意点
     6．勝てる特許の特許請求の範囲の構成
     7．特許無効に強い特許の特許請求の範囲の構成 
     8．特許請求の範囲の構成のまとめ
  第4節　化学品分野における対応ポイント
     1．化学品分野の特許出願における対応ポイント
  第5節　医薬における対応ポイント
     1．医薬・バイオ分野の特許の種類と特徴
     2．医薬分野の特許制度の特徴－薬事制度との連動
     3．医薬分野の特許請求の範囲、及び、特許明細書等の記載
     4．医薬特許の拒絶理由とその対応
     5．拒絶理由への対応
     6．医薬関連発明に特徴的な拒絶理由とその対応
  第6節　食品における対応ポイント
     1．特許法第29条の拒絶理由に対する対応
     2．特許法第36条の拒絶理由に対する対応
     3．出願当初に準備すべき留意点

第7章　国内と海外における拒絶理由通知の対応の違い
  第1節　米国と日本との違いについて
     1．米国での拒絶理由について    2．限定・選択要求について
     3．オブジェクション(Objection)とリジェクション(Rejection)について
     4．法定主題・有用性・ダブルパテント（特許法第101条）違反について
     5．記載要件違反について  
     6．新規性（米国特許法第102条）違反について
     7．非自明性（第103条）について   8．補正（Amendment）について
     9．継続審査請求（RCE）について
    10．分割出願・継続出願・一部継続出願について
    11．審判請求について    12．審査フロー図
  第2節　欧州と日本との違いについて
     1．欧州特許出願に対する拒絶理由通知対応の概要
     2．サーチレポート等に対する応答
     3．拒絶理由通知書（オフィスアクション）に対する応答
     4．補正  5．意見書  6．口頭審理  7．分割出願  8．継続処理請求
  第3節　中国と日本との違いについて
     1．主要拒絶理由   2．サポート要件
     3．明確性         4．必要な技術的特徴の記載
     5．創造性         6．審査の流れ
     7．補正の時期     8．補正の範囲
     9．分割出願      10．登録後の補正
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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）
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第1章　初めて取り組む方が第一原理計算を理解するために
第1節　第一原理計算の理論・考え方
第2節　第一原理計算でわかることと調べ方
第3節　第一原理計算および量子化学計算に向けたソフトウェア
第1項　Gaussianによる第一原理計算
第2項　GAMESS による量子化学計算
第3項　CASTEPによる第一原理計算
第4項　DV-XαとDVMEによる第一原理計算
第2章　材料別・第一原理計算および構造最適化
第1節　IV族単元素半導体の第一原理計算
第2節　化合物半導体の第一原理計算および構造最適化
第3節　有機半導体の第一原理計算
第4節　第一原理計算による酸化金属系透明導電膜の解析

【執筆者一覧(敬称略)】
●伊藤　聡((独)理化学研究所)
●松永　克志(名古屋大学)
●豊浦　和明(名古屋大学)
●奥村　光隆(大阪大学)
●山本　典史(名古屋大学)

●末岡　浩治(岡山県立大学)
●小笠原一禎(関西学院大学)
●藤原　勝敏(日本セラミック(株))
●島田　敏宏(北海道大学)
●吉野　賢二(宮崎大学)

●小嶋　稔(宮崎大学)
●岩崎　誉志紀(太陽誘電(株))
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●山下　晃一(東京大学)
●牛山　浩(東京大学)

●中村　哲士(龍谷大学)
●宮本　良之((独)産業技術総合研究所)
●城野　亮太(東京大学)
●吉田　博(大阪大学)
●谷　義政(大阪大学)

　「どんな物性値が計算できる？」「○△という物性値は扱える？」「計算コードはどうやって入手する？」

　「物性予想をシミュレートしたい」「確度の高い分子設計をどうするか」「論文執筆に活用したい」

　　⇒詳細な解説と事例で、第一原理計算の材料･デバイスの構造最適化に向けた導入を目指せる！

　イチから取り組みたい方はもちろん、上級者も含めた、第一原理計算に取り組む全ての人に送る1冊。
◎導入の第一歩…

　初めて取り組む方でもわかる第一原理計算！
　

　・第一原理計算の理論や考え方：

　理論計算の適用限界と実験との対応、

　密度汎関数法・コーンシャムの方程式等の密度汎関数法、

　材料計算における位置づけ、

　量子化学計算とバンド計算それぞれの得意分野、

　擬ポテンシャルなど各種手法、計算コードの入手方法も！
　

　・第一原理計算でわかることと調べ方：

　結晶構造と電子構造、点欠陥形成エネルギー、

　界面エネルギーと界面密着性、

　格子振動計算と有限温度物性、

　原子拡散・イオン伝導、X線吸収スペクトル…
　

　・用いるソフトウェアの一例：

　利用できる材料･デバイス、計算可能な物性値、

　計算方法から用いられる基底関数の選択まで

◎材料開発への第一原理計算の利用…

　どのようにすれば有効に活用できるのか？
　

　・(Si･Ge･C)単結晶半導体・(GaN･ZnO)化合物半導体・

　有機半導体のスペクトル解釈・酸化金属系透明導電膜・

　強誘電体(チタン酸バリウム、ペロブスカイトなど)・

　(Si,Ge)量子ドット・めっき皮膜/基板界面の密着性・

　触媒表面・磁石材料(希土類金属間化合物)・蛍光体・

　ナノ粒子(遷移金属の水素吸蔵など)…

◎各種デバイスへの適用の実際…
　第一原理計算はどう利用されているのか？
　

　・積層セラミックスコンデンサの信頼性設計への取り組み・

　リチウムイオン電池の正極材料および電極電解質界面・

　太陽電池（化合物薄膜太陽電池・有機薄膜太陽電池・

　色素増感太陽電池・新規高効率太陽電池）・

　燃料電池のエネルギー計算・有機ＥＬの有機/金属界面系・

　有機ＴＦＴ・酸化物半導体ＴＦＴ(a-IGZO)…

⇒計算前の十分な理解のために…実務的に解説！
⇒計算方法や用いたソフト、基底関数の選択など、
　計算・シミュレーションの事例から理解！

第一原理計算
～構造最適化に向けた　材料・デバイス別   事例集～

★開発現場での有効活用のために…基本的事項のさらに詳細まで解説！

●佐藤　和則(大阪大学)
●桑原　彰秀((財)ファインセラミックスセンター)
●柳澤　将(琉球大学)
●豊田　健治(パナソニック(株))
●大村　秀之(キヤノン(株))

●日野　実(岡山県工業技術センター)　
●北川　功((株)日立製作所)
●浅利　裕介((株)日立製作所)
●和田　隆博(龍谷大学)
●前田　毅(龍谷大学)

第5節　強誘電体 の第一原理計算および構造最適化
第1項　強誘電体の第一原理計算
第2項　第一原理計算を用いた強誘電体材料の材料設計
第6節　量子ドットの第一原理計算
第7節　めっき皮膜の密着性に関する第一原理計算
第8節　触媒の第一原理計算および構造最適化
第9節　磁石の第一原理計算
第10節　蛍光体 の第一原理計算
第11節　ナノ粒子 の第一原理計算および構造最適化
第3章　デバイス別・第一原理計算および構造最適化
第1節　積層セラミックスコンデンサの
　　　　　第一原理計算および構造最適化
第1項　積層セラミックコンデンサの第一原理計算
第2項　第一原理計算を用いたMLCC材料の材料設計

第2節　リチウムイオン電池の第一原理計算および構造最適化
第3節　太陽電池 の第一原理計算および構造最適化
第1項　第一原理計算を用いた
　　　　　化合物薄膜太陽電池材料の研究と材料設計
第2項　太陽電池の光励起､電子･正孔分離の
　　　　　第一原理計算
第3項　色素増感型太陽電池
第4項　第一原理計算と多階層連結シミュレーションによる
　　　　　高効率低コスト太陽電池の
　　　　　計算機ナノマテリアルデザインと実証
第4節　燃料電池の第一原理計算～構造最適化・エネルギー計算～
第5節　有機ELの第一原理計算および構造最適化
第6節　有機TFTの第一原理計算および構造最適化
第7節　酸化物半導体TFTの第一原理計算および構造最適化
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微生物試験法の国際調和に向けた課題と今後の展望、

各種微生物試験法、汚染防止、査察対応への実務資料集

============================================================================================================================= 
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微生物試験概要　 1章

微生物試験法の
バリデーションと試験実施の留意点

2章

保存効力試験法概要3章

　  保存効力試験法
    －試験法のポイントと新しい取り組み－　　　4章

環境微生物とモニタリング5章

微生物の同定方法6章

微生物の保存7章

内容項目（概要）

医薬品・医療機器の滅菌方法、
      滅菌バリデーションならびに滅菌保証　 8章

微生物汚染事例と未然防止対策9章

バイオセーフティ10章

　 逸脱管理の実践ポイント
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化粧品の微生物管理12章
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15章

微生物管理における3極GMPの規制要件および
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16章
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執筆者（敬称略）
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●高岡 文(和光純薬工業(株)) 
●小此木 明(クラシエ製薬(株))
●風間 奏一(野村マイクロサイエンス(株))
●池嶋 規人(野村マイクロサイエンス(株))
●小田 容三(ニプロファーマ(株))
●長沼 孝文(山梨大学大学院)
●福田 大介(第一三共RDノバーレ(株))
●鈴木 昌二((財日本食品分析センター)
●高田 浩一(参天製薬(株))
●村上 大吉郎((株)大気社)
●朝山 和喜子(千寿製薬(株))
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●五十君 静信(国立医薬品食品衛生研究)
●菅又 昌実(首都大学東京)
●河田 茂雄(NPO・QAセンター)
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◎微生物関連での査察における指摘事項と対応事例

◎試験法から微生物汚染防止策、微生物試験の逸脱、査察対応等、実務対応の書籍がついに発刊！
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★ご回覧下さい★ 情報機構

材料技術と製造プロセス

タッチパネル開発の最前線

～貼り合わせ、印刷、成膜、表面処理、ガラス･フィルム、透明導電膜、センサ～

　　　　
―

発刊 2012年2月 ・体裁 B5判 244頁　定価￥56,000＋税　

◇詳細は裏面を◇

■ 執筆者所属：

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

同志社大学　
(株)ＦＵＫ　
(株)タカトリ　

中外炉工業(株)

宮崎大学
九州大学
日本サイプレス（株）

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

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

　　　 UVオゾン表面処理・含フッ素系有機-無機ハイブリッド高分子

　透明導電膜　～低コスト・高性能へ向けた最新の開発動向を把握。

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

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

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

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

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

▲
▲

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

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

▲
▲

▲

－必要な技術情報を幅広く網羅
基礎的な知見から最新の動向まで－

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

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



【執筆者一覧(敬称略)】

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

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

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

高分子材料の外観不良の

　　 原因分析と対策

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名     【BC120202】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

高分子材料の外観不良の原因分析と対策　書籍

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

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

○監修：西岡 利勝　高分子学会フェロー・元 出光興産　（敬称略）

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

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

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

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

●目次概略

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



 

CSV実務に関する疑問・問題点を一挙解決！

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

コンピュータ化システムバリデーション　Q&A集

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

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

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

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

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

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

100問を超えるQ&A

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

 【回答】

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

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

（以下省略）

＜著者＞ 株式会社シー・キャスト　代表　荻原　健一　氏 

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

＜疑問・問題点を共有化し、Q&A式で回答！＞

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

　○ CSVに関するガイダンス等の最新動向を知りたい

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

　○ CSVに無駄な工数をかけない方法とは？

　○ CSVの管理規定とは何でしょうか？また、なぜ必要なのでしょうか？

　○ GAMP5発行にあたってのインパクトとはどのようなものでしょうか？

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

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

 上記のような疑問・問題点に対する回答を示します！

運用時に直結する具体的な対応・改善点を回答！

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

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

★書籍申込書

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

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

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

書籍名【BA120201】 冊数 　　冊 ※記入の無い場合は1冊
会社名

TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者氏名

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

コンピュータ化システムバリデーションＱ＆Ａ集 書籍

備考

FAX



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

■ 著者から

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名     【BA111209】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

　韓国の医療用ソフトウェア に関するガイドライン（翻訳資料集）

韓国の医療用ソフトウェア
　　   に関するガイドライン

＜翻訳資料集＞

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

15.希少医療機器の指定に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2009-3号（'09.01.21.制定） 
　　/第2009-146号（'09.08.24.改定）/第2009-218号（'09.12.22.改定）

16.追跡管理対象医療機器の指定
　　食品医薬品安全庁告示第2007-54号（'07.07.18.制定） 
　　/第2008-85号（'08.12.30.改定）/第2009-145号（'09.08.24.改定）

17.診断用放射線発生装置の安全管理に関する規則
　　保健福祉部令  第3号（'95.01.06.制定）/第25号（'96.05.18.改正）
    /第186号（'01.01.13.改正）/第234号（'03.01.14.改正）/第349号（'06.02.10.改正）
　　第421号（'07.11.16.改正）/ 第1号（'08.03.03.改正）

18.特殊医療設備･使用及び品質管理に関する規則
　　<一部改定2008.3. 3保健福祉部家族部令1号 >

19.医療機器技術文書の添付書類のうち、
   実測値資料に対する審査ガイドライン
　　食品医薬品安全庁 医療機器安全局（2009.12）

★韓国の医療機器に関する最新条例・法令を徹底網羅！ 

■ 著者から

＜以下についてご興味のある方、関係者に必携の1冊です！＞
　● 経営、マネジメント、進出、提携・コラボレーション、他
　● 登録、審査、許可、分類、標準化、他
　● 製造、品質管理、他
　● 臨床開発、再評価、再審査、安全管理、他

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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【改訂版】韓国の医療機器法令集 書籍（翻訳資料集）

韓国の医療機器法令集（改訂版）
＜翻訳資料集＞

(社)日本画像医療システム工業会 国際部会 著

　「韓国医療機器法」及び細則類の改正内容、追加細則類については初版と同様に
、KFDA、KTL、KMDIA並びにKMDICAの協力を得て入手することができたこともあり
、この段階でJIRA国際部会では「韓国の医療機器法令集（改訂版）」の製作・発行す
ることを決定したものである。

　本「韓国の医療機器法令集（改訂版）」は、韓国への医療機器製品販売のために
製品登録する各企業が韓国の法律を理解され、間違いのない製品登録申請を行え
ることを目的として製作したものである。本書が少しでもそのお役にたつことができ
れば、この上ない喜びである。

1.医療機器法
　　[一部改定2007.4.11第8367号]　施行日2007.10.12 / [一部改定2008.2.29第8852号]　　　　　
　　　
　　[一部改定2008.12.26　第9185号]　施行日2009.6.27

2.医療機器法施行令
　　[施行2010.3.19] / [大統領令第22075号　2010.3.15　他法改定]

3.医療機器法施行規則
　　[一部改定2007.7.6 保健福祉部令第407号]/
    [一部改定2009.6.26 保健福祉家族部令第118号]

4.医療機器の製造・輸入及び品質管理基準
　　食品医薬品安全庁告示第2005-14号（'05.03.16制定） /第2005-69号（'05.11.21改定）
    /第2007- 7号（'07.02.07 改定）/第2008-11号（'08.02.22改定）/第2009-36号（'09.06.17 改定）
　　/第2009-68号（'09.08.20改定）/第2009-203号（'09.12.22 改定）/第2010-30号（'10.05.07改定）

5.医療機器の許可等に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-11号（'05.03.05.制定） /第2005-63号（'05.11.03.改定）
    /第2006-45号（'06.09.28.改定） /第2007-24号（'07.05.01.改定）/第2008-47号（'08.08.01.改定） 
　　/第2009-143号（'09.08.24.改定）/第2009-169号（'09.11.30.改定）/第2009-204号（'09.12.22.改定）

6.医療機器技術文書等の審査に関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-8号（'05.3.2.制定） /第2005-61号（'05.10.24.改定)
    /第2006-21号（'06.05.17.改定)/第2007-2号（'07.01.10改定)/第2007-55号（'07.07.20改定)
　　/第2008-7号（'08.01.31改定) /第2009-133号（'09.08.24改定)/第2009-163号（'09.10.30改定)
    /第2009-219号（'09.12.30改定)

7.医療機器品目及び品目別クラスに関する規定
　　食品医薬品安全庁告示第2005-11号（'05.03.23.制定） /第2005-71号（'05.12.06.改定）
    /第2006-44号（'06.09.28.改定）/第2009- 2号（'09.01.06.改定）/第2009-11号（'09.06.30.改定）

8.医療機器の臨床試験計画承認指針
　　食品医薬品安全庁告示第2005-11号（'05.07.14.制定） /第2008-69号（'08.11.07.改定）
    /第2009-21号（'09.05.01.改定）/第2009-33号（'09.06.03.改定）/第22009-13号（'09.08.024.改定）

9.医療機器の臨床試験管理基準
　　食品医薬品安全庁告示2005-39第号（'05.07.14.制定） /第2009-140号（'09.08.24.改定）
    /第2009-170号（'09.11.30.改定）/第2009-201号（'09.12.02.改定）

発刊　2011年12月　　定価 25,000＋税
体裁　B5判ソフトカバー　638ページ
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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燃料電池要素技術 触媒・電解質膜・MEAとその低コスト・高信頼・高機能化　書籍

”低コスト” と ”性能・信頼性” との両立は如何にして可能か？

燃料電池要素技術

　　　　
  低コスト・高信頼・高機能化
―

発刊 2011年12月 体裁 Ｂ５判 271頁 定価￥66,000＋税

白金低減化へ向けた取り組み白金代替触媒のトレンドと実力
電解質膜・ＭＥＡの高性能,高信頼性

その

触媒・電解質膜・ＭＥＡと

　◆ 第一章 【 触媒の白金低減化 】
1「高活性・高耐久性白金コアシェル触媒の開発」
　～同志社大学　大門英夫／稲葉稔
2「グラフェンを用いたナノサイズ白金電極の合成と燃料電池への応用」
　～東北大学　笘居高明／本間格
3「広いpH域で安定な白金ナノ粒子の合成と分散技術」
　～東京理科大学　郡司天博
4「導電性カーボンブラックおよびその燃料電池への応用」
　～機能性カーボンフィラー研究会　前野聖司
5「白金低減へ向けた電極触媒の高活性化」
　～千葉大学　星永宏
6「ナノ粒子複合化による
    固体高分子形燃料電池の低白金化へのアプローチ」
　～大阪大学　内藤牧男
7「小型ダイレクトメタノール燃料電池の高性能化
    －ハイブリッドシステム開発と新規触媒材料開発」
　～ソニー株式会社　後藤習志

　◆ 第二章 【 白近代替触媒 】
1「白金代替高活性酸素還元電極触媒の開発および今後の展望について」
　～金沢大学　山口孝浩
2「コバルトタングステンを主原料とした
   白金代替触媒の開発とその理論的考察」
　～東京農工大学　永井正敏
3「シルクを原料とする活性炭の開発と燃料電池への応用」
　～信州大学　福長博
4「ヘリカルカーボンナノ材料の合成・評価およびデバイス応用」
　～豊橋技術科学大学　須田善行
5「含窒素芳香族高分子からのカーボンアロイ触媒の作製」
　～帝人株式会社／東京工業大学　畳開真之
　　東京工業大学　難波江裕太／柿本雅明／宮田清藏
6「カーボンアロイ触媒、最適活性点形成の解明について」
　～筑波大学　近藤剛弘／中村潤児
7「白金代替触媒およびそのPEFCへの適用について」
　～昭和電工株式会社　佐藤孝志

　◆ 第三章 【 電解質膜・ＭＥＡ 】
1「固体リン酸型燃料電池用電解質膜の合成とその評価について」
　～名古屋大学　日比野高士
2「プロトン伝導性ナノファイバーの合成と電解質膜への応用」
　～首都大学東京　川上浩良
3「新規プロトン伝導性電解質膜の開発とその評価について」
　～東京工業大学　東原知哉／上田充
4「セルロース誘導体を用いた
    電解質膜の作製と特徴、ＤＭＦＣへの適用について」
　～青森県産業技術センター　葛西裕
5「無機／有機ナノハイブリッド電解質膜」
　～ニッポン高度紙工業株式会社　澤春夫
6「高分子固体電解質膜の合成とその評価について」
　～上智大学　陸川政弘
7「フッ素系電解質膜の開発状況」
　～旭化成イーマテリアルズ株式会社　三宅直人
8「高温動作型ＰＥＦＣのＭＥＡの特徴と開発について」
　～ＢＡＳＦジャパン株式会社　山本修
9「電解質膜及びMEAの高信頼化・高ロバスト化について」
　～株式会社ＥＮＥＯＳセルテック　福永明彦

　◆ 第四章 【 水管理 】
1「燃料電池ガス拡散層の材料・製造方法・高性能化について」
　～有限会社ＭＦＣテクノロジー　村田誠
2「マイクロポーラス層付きガス拡散層による耐フラッディング性
    および耐ドライアップ性の向上」
　～九州大学　北原辰巳

白金低減化へ向けた取り組み白金代替触媒のトレンドと実力
電解質膜・ＭＥＡの高性能,高信頼性



　
TEL:03-5740-8755　FAX:03-5740-8766
品川区大崎3-6-4　トキワビル3階

HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

ご回覧下さいご回覧下さい

　目次
　　

発刊：2011年12月　定価：￥62,000＋税　体裁：B5判 263頁

第1章　有機デバイスの耐久性の概観
～反応、化合物、デバイス～
第2章　有機デバイス用有機材料開発における
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1節　有機デバイス用正孔輸送材料(ドナー)の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1項　ジアミン系正孔輸送材料に関する
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第2項　フタロシアニン材料の耐久性と有機デバイス
     の長寿命化に向けた最近の取り組み
第3項　P3HTおよびMDMO-PPVの
    光および熱劣化とその機構
第4項　DNTT系有機トランジスタの
    耐久性と材料分子構造との相関
第5項　Ru錯体色素の劣化の評価と
    長寿命化に向けた取り組み

　　

【執筆者一覧(敬称略)】

●谷　　忠昭(元・富士フイルム(株))　
●森　　竜雄(名古屋大学)
●福田　貴光(大阪大学)
●小泉　　均(北海道大学)
●瀧宮　和男、姜　明辰(広島大学)
●廣瀬　文彦(山形大学)
●福田　武司(埼玉大学)
●林　　靖彦(名古屋工業大学)
●島田　敏宏(北海道大学)
●大森　　裕(大阪大学)
●上野　信雄(千葉大学)
●熊木　大介(山形大学)
●時任　静士(山形大学)
●安達千波矢(九州大学)
●平本　昌宏(分子科学研究所)
●佐川　　尚(京都大学)
●宮坂　　力(桐蔭横浜大学)
●会沢　宏一(富士電機(株))
●藤井　憲郎(ルビコン・カーリット(株))
●松澤　健人(ルビコン・カーリット(株))
●齋藤　佑輝(ルビコン・カーリット(株))
●宮本　隆志((株)東レリサーチセンター)
●吉田　重信(三菱樹脂(株))
●田口　貢士((株)魁半導体)
●吉本　昌広(京都工芸繊維大学)
●南保　幸男(日華化学(株))
●臼井　博明(東京農工大学)
●山下　正文(東京理科大学)

★有機ＥＬ、有機トランジスタ、有機太陽電池…デバイス実用の要を把握する！

有機デバイス・材料の

　　 耐久性向上 および 長寿命化技術

◎有機デバイスとその材料に必須の諸要素：耐久性・安定性・寿命・劣化等の対策について、
　材料ごと／デバイスごとに、要点や著名研究者の取り組みを集成！
◎バリアフィルム・コーティング技術など、周辺技術／部材からのアプローチも補完！

　　　　　⇒より長期の使用に耐えうる有機デバイスを目指す皆様に、必携の１冊！

◎材料
・主要な劣化の原因や種々のデバイスに関する耐久性の比較
・ジアミン系正孔輸送材料の変遷およびガラス転移点と他の物性との相関性
・フタロシアニンへの熱・放射線・光・水と酸素・大気などの影響
・P3HTおよびMDMO-PPVの光劣化と耐久性の向上
・DNTT系の大気安定性・熱的安定性
・Ru錯体色素の光触媒反応による劣化・高温による劣化・発電動作の色素劣化など
・Eu錯体の光劣化特性と、溶媒中熱処理を行った場合の耐久性
・フラーレンおよびフラーレン誘導体への酸素による影響
・デバイス動作によるITO表面の変質とインジウム・酸素の有機半導体への拡散
・PEDOTを有機デバイスの透明電極に用いた場合の耐久性
・物理的効果による有機薄膜デバイスの構造変化とバンドギャップ準位
・SAM(自己組織化単分子膜)を利用した有機デバイスの特性向上と安定化

◎デバイス
・有機トランジスタの安定性に寄与する要因と駆動安定性の向上
・有機ELデバイスの劣化解析と、混合層の導入による素子性能の向上
・低分子型有機太陽電池の動作テストと加速試験の必要性
・高分子型有機太陽電池における材料の安定性と封止、および安定性評価
・色素増感太陽電池の耐久性を決める要素、および耐久寿命の現状と課題
・複写機用有機感光体の高耐久化と材料
・導電性高分子コンデンサの長寿命化への取り組み
・デバイスの耐久性・劣化の評価(有機EL)

◎周辺技術／部材
・有機デバイス用ガスバリアフィルムの要求品質・ガスバリア性付与
・ハイブリッド封止膜による有機デバイスの封止
・有機デバイス用機能性コーティング剤による劣化防止および耐指紋、防汚性の評価
・蒸着重合法各種による有機デバイスの耐久性向上
・表面プラズモン共鳴の変化から評価する有機デバイスの耐久性

第6項　Eu錯体に関する
    耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第2節　有機デバイス用電子輸送材料(アクセプター)の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
　　～フラーレンおよびフラーレン誘導体に関する
　　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み～
第3節　有機デバイス用電極材料の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1項　有機デバイス用無機陽極材料に関する
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
     ～ITOなど～
第2項　PEDOTを透明電極に用いた有機ELと
    その耐久性
第4節　有機薄膜デバイスの性能向上に向けた
    取り組み－弱い物理的摂動に誘発される
    構造変化とバンドギャップ準位:
    電子構造からみた電荷移動度の改善－

第5節　SAM(自己組織化単分子膜)を利用した
　　耐久性の向上・長寿命化に向けた取り組み
第3章　デバイス開発における
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1節　有機トランジスタの安定性
第2節　熱刺激電流法
    (Thermally stimulated Current)による
　　有機ELデバイスの劣化解析と素子特性の向上
第3節　有機太陽電池の
    耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1項　低分子型有機太陽電池の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第2項　高分子型有機太陽電池の
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第4節　色素増感太陽電池の
    耐久性向上・長寿命化への取り組み

第5節　感光体(複写機用有機光伝導体)の
　　　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第6節　導電性高分子コンデンサ(有機コンデンサ)
　　の耐久性向上及び長寿命化に向けた取り組み
第7節　有機ELデバイスの耐久性・劣化の評価
第4章　有機デバイス用部材・技術各種による
　　　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
第1節　有機デバイス用ガスバリアフィルムの開発
第2節　有機デバイス用封止技術に関する
　　耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み
－ハイブリッド封止膜の堆積方法と実用化装置の開発－
第3節　有機デバイス用コーティング剤による
　　　　耐指紋、防汚性の評価技術
第4節　蒸着重合法を用いた有機EL素子の
       耐久性向上に向けた取り組み
第5節　有機デバイス向け共鳴プラズモン応用に関する
    デバイスの耐久性向上・長寿命化に向けた取り組み

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

書籍名     【BC111201】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

有機デバイス・材料の耐久性向上および長寿命化技術 書籍

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



<翻訳資料集>

★REACH対応のSDS規定全てがまとめられた欧州向けSDS作成必須のガイダンス
★SDS section毎に記載方法を詳説。作成の手引きとして活用できる！
★経過措置から各セクションごとの記載まで詳細に解説！

発刊　 2011年10月18日
定価　 ￥15,000＋税
体裁　 A4判変形　並製本
　　　 131ページ

山本　毅　訳
　　　　　　　　（敬称略） 　

ご略歴　昭和　52年　東京大学薬学部　卒業　小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ)入社　
　　　　平成　 4年　同社環境安全推進室にて化学物質管理業務として、
　　　　　　　　　　GLP試験施設(化審法・安衛法)における試験責任者及びQAとして安全性試験評価、
　　　　　　　　　　新規化学物質届出(国内、海外)業務、MSDS作成、化学物質規制及びリスクアセスメントを担当
　　　　平成　15年　コニカ、ミノルタ統合後の分社化に伴い、コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社にて、
　　　　　　　　　　国内・海外の化学物質規制、環境法規制を担当　
ご専門　化学品規制(国内、海外の化学物質規制、製品規制等)、特に化審法、TSCA、REACH、CLP規則及びMSDS関連など

　★煩雑化・重要化するSDS作成、規制対応は必須！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本ガイダンスは必ず役に立ちます★
　○SDS関連規定の全てがまとめられており、欧州向けSDS作成に必読の参考書

　○SDSのsection毎に記載方法を詳説。作成の手引きとして活用いただけます

　○購入者専用HPで最新の改訂情報に対応！

　　　最新改訂版2013年12月発行version2.0の和訳が読めるのは購入者のみ！！

　○CLP規則の有害性分類、REACH改定附属書Ⅱにおける各Sectionの規定・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　複雑に絡まりあうSDS関連規制を整理して記載

改正ＲＥＡＣＨ規則（Commission Regulation (EC) No453/2010）

に対応したＳＤＳ編纂の手引き（和訳）     

Guidance on the compilation of safety data sheets version 1.0 September 2011 
★読者専用ページでガイダンスの改訂にも対応！！
　　　　　　　　　　　　　2013年12月発行version2.0仮訳対応済★

原文（European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ より）

　本著はECHAのREACHにおける安全性データシート(SDS)を編纂するためのガイダンス
(Guidance on the compilation of safety data sheets version 1.0 September 2011)を翻訳したものです。
このガイダンスは、REACH　付属書Ⅱ及びSDS関連規定を修正する規則(委員会規則 (EC) No 453/2010)の内容を反映させ
たものであり、SDS関連規定のすべてがその経過措置を含めて統合化されてまとめられており、又、SDSの各Sectionにおける記
載方法が述べられています。企業における欧州向けSDS作成の担当者の方々には必携の参考書と考えられます。

書籍 または PDF(CDROM)版

■ 翻訳者より

本書使用の注意　：本翻訳は2011年9月に欧州化学品庁（European Chemicals Agency）が発行した原本を和訳したものです。この日本語翻訳についての責任は翻訳書の著者にあ
り、欧州化学品庁に責任はなく、欧州化学品庁による英文原本の公式な日本語翻訳ではありません。翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが疑義がある場合、
正確な解釈については、原文でご確認ください。本書の情報は、法律条文、ECHAのガイダンスの内容に基づいておりますが、ご利用者が本情報を使用して行う一切の行為について、
著者並びに発行元は、何ら責任を負うものではありませんことをお断りしておきます。また、いかなる場合においても、著者並びに発行元はご利用者が本情報を使用して被った損害、
損失について、何ら責任を負いません。 

＜翻訳資料集＞

媒体
 □ 書籍
 □ PDF

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名     【BC111002】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

改正REACH規則に対応したSDS編纂の手引き

■ 目次(詳細はHPに掲載しております。情報機構と検索、ご確認ください）

　第1章:概略紹介　　第2章:REACH及びCLPにおけるSDSに関連する新しいこと　
　第3章:SDSを編纂する時に考慮する問題　第4章:section 毎の詳細情報（SECTION1～16)  
　付録1～付録5（スケジュール表、混合物のためのSDS、用語集など）



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

発刊 2011年9月  定価 ￥38,000+税　 体裁 Ｂ5判・ソフトカバー　 174頁
監修・執筆者一覧（敬称略）

◎皮膚測表面の実際の測定写真をふまえた解説。
◎臨床の現場における医師の皮膚観察・診断・評価の実際についても解説。

                      皮膚の測定・評価手法集
     ～使用機器の選定・測定・評価と臨床現場での診断の実際～　

詳しくはこちらへ！ https://www.johokiko.co.jp/publishing/BA110904.php

第1章各皮膚測定・評価における使用機器の
　　　　　　　　選定・測定手法・使用上の注意点
 第1節 シワの測定・評価法
　　1.シワの発生機構について
　　2.直接測定法によるシワの計測について
　　3.間接法によるシワの計測法について
　　4.現行シワ計測法の課題と今後

 第2節 たるみの測定・評価
　　1.たるみの原因と評価へのアプローチ
　　2.顔の形状評価
　　3.皮膚の粘弾性測定
　　4.外力に対する皮膚位相変化による評価

 第3節 皮膚色の測定・評価
　　1.皮膚色の定量
　　2.皮膚色を測る機器
　　3.メラニン・紅斑を計測する
　　4.各機器を用いた測定例
　　5.画像解析を用いた下眼瞼の“くま”評価
　　6.皮膚色計測で考慮すべき点

 第4節 皮膚の血流測定・評価
　　1.血流計測機器
　　2.熱拡散法（交叉熱電対式組織血流計）
　　3.レーザードップラー法　

 第5節 皮脂量の測定・評価
　　1.皮脂について
　　2.皮脂量測定
　　3.尋常性ざ瘡外用治療の有用性評価

  第6節 皮膚水分量の測定および保湿剤の評価
　　1.業界の現状
　　2.保湿剤評価のための計測機器
　　3.コンダクタンスと角層水分含量
　　4.測定における注意点
　　5.測定例

第7節 角層の機能および皮膚バリア機能の評価
　　1.角層の機能
　　2.角層の構造
　　3.角層からの水分蒸散の測定
　　4.皮膚バリア機能の評価
　　5.実験的皮膚バリア機能低下モデルでの
　　　有効成分の評価法例

 第8節 皮膚のハリ・柔軟性( 粘弾性)・弾力性の測定・評価
　　1.皮膚の物理特性の測定について(Physical Properties)
　　2.皮膚の柔軟性、弾力性について
　　3.真皮の物理特性について
　　4.一般的に用いられる皮膚物理特性測定器
　　5.ハリ、柔らかさの評価 

 第9節 皮膚厚、表皮厚、角層厚の測定・評価および
　　　　　　　　　　　　　　　　　皮膚内部の断層像の測定
　　1.皮膚の厚さ調査について

 第10節 角層細胞間脂質の測定
　　1.角層細胞間脂質の構成成分に関する知見
　　2.角層の表面形状観察
　　3.角層細胞間脂質のラメラ構造の解析
　　4.分光学的手法による細胞間脂質の測定
　　5.角層細胞間脂質モデルの新規構築法の開発

 第11節　美白における有用性の測定・評価
    1.皮膚の色のなりたち
    2.美白評価方法

第2章　臨床現場における診断時の測定・評価手法

 第1節 アトピー性皮膚炎患者の年代別特徴～診断と治療～
    1.診断、重症度把握
    2.治療の原則

 第2節 白癬にける皮膚状態の測定・評価
    1.白癬とは
    2.発症、悪化の原因や誘因
    3.臨床症状
    4.鑑別疾患
    5.診断のための検査
    6.治療
    7.予防 

 第3節 臨床現場におけるかゆみの診断時の測定・評価手法

 第4節 炎症の評価
    1.アレルギー性接触皮膚炎
    2.薬疹
    3.尋常性乾癬

●矢田幸博/花王(株) ●山村達郎/(株)ノエビア ●鳥居宏右/(株)ノエビア ●大島宏/ポーラ化成工業(株)●曽根俊郎/(株)ヤクルト本社  
●白髭由恵/香川大学医学部附属病院●宗廣明日香/香川大学医学部附属病院●窪田泰夫/香川大学医学部附属病院●村上有美/常盤薬品工業(株)
●村中浩/常盤薬品工業(株) ●前田憲寿/東京工科大学 ●宮本久喜三/P&Gイノベーション合同会社 ●小幡誉子/星薬科大学　　
●秋本眞喜雄/東京工科大学 ●関東裕美/東邦大学 ●加藤卓朗/済生会川口総合病院 ●竹内聡/九州大学 ●中田土起丈/昭和大学横浜市北部病院
●塚田弘行/A.C.Eビューティ－サイエンス研究所

　

★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

書籍名     【BA110904】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

　皮膚測定・評価手法集　書籍



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

発刊 2011年9月  定価 ￥38,000+税　 体裁 Ｂ5判・ソフトカバー　 174頁
監修・執筆者一覧（敬称略）

◎皮膚測表面の実際の測定写真をふまえた解説。
◎臨床の現場における医師の皮膚観察・診断・評価の実際についても解説。

                      皮膚の測定・評価手法集
     ～使用機器の選定・測定・評価と臨床現場での診断の実際～　

詳しくはこちらへ！ https://www.johokiko.co.jp/publishing/BA110904.php

第1章各皮膚測定・評価における使用機器の
　　　　　　　　選定・測定手法・使用上の注意点
 第1節 シワの測定・評価法
　　1.シワの発生機構について
　　2.直接測定法によるシワの計測について
　　3.間接法によるシワの計測法について
　　4.現行シワ計測法の課題と今後

 第2節 たるみの測定・評価
　　1.たるみの原因と評価へのアプローチ
　　2.顔の形状評価
　　3.皮膚の粘弾性測定
　　4.外力に対する皮膚位相変化による評価

 第3節 皮膚色の測定・評価
　　1.皮膚色の定量
　　2.皮膚色を測る機器
　　3.メラニン・紅斑を計測する
　　4.各機器を用いた測定例
　　5.画像解析を用いた下眼瞼の“くま”評価
　　6.皮膚色計測で考慮すべき点

 第4節 皮膚の血流測定・評価
　　1.血流計測機器
　　2.熱拡散法（交叉熱電対式組織血流計）
　　3.レーザードップラー法　

 第5節 皮脂量の測定・評価
　　1.皮脂について
　　2.皮脂量測定
　　3.尋常性ざ瘡外用治療の有用性評価

  第6節 皮膚水分量の測定および保湿剤の評価
　　1.業界の現状
　　2.保湿剤評価のための計測機器
　　3.コンダクタンスと角層水分含量
　　4.測定における注意点
　　5.測定例

第7節 角層の機能および皮膚バリア機能の評価
　　1.角層の機能
　　2.角層の構造
　　3.角層からの水分蒸散の測定
　　4.皮膚バリア機能の評価
　　5.実験的皮膚バリア機能低下モデルでの
　　　有効成分の評価法例

 第8節 皮膚のハリ・柔軟性( 粘弾性)・弾力性の測定・評価
　　1.皮膚の物理特性の測定について(Physical Properties)
　　2.皮膚の柔軟性、弾力性について
　　3.真皮の物理特性について
　　4.一般的に用いられる皮膚物理特性測定器
　　5.ハリ、柔らかさの評価 

 第9節 皮膚厚、表皮厚、角層厚の測定・評価および
　　　　　　　　　　　　　　　　　皮膚内部の断層像の測定
　　1.皮膚の厚さ調査について

 第10節 角層細胞間脂質の測定
　　1.角層細胞間脂質の構成成分に関する知見
　　2.角層の表面形状観察
　　3.角層細胞間脂質のラメラ構造の解析
　　4.分光学的手法による細胞間脂質の測定
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 第10節 外部機関への委託
       法的な要求事項/国内・海外の要求事項
　     外部委託に関する留意点/チェックリスト
 第11節 自己点検と内部監査
       監査、内部監査（自己点検）とは/必要性
       試験検査室の自己点検の計画、実行、留意点
       自己点検実施内容/計画、実行、留意点
       内部監査のスケジュール/報告、改善/注意点

第3章 試験室の装置・機器のValidation/Calibration
   バリデーションの基本的・具体的アプローチの仕方と実施方法
   実施計画書の作成のポイント/検証作業
　 結果記録書の作成/試験室用装置のバリデーションの実際

第4章 試験室の異常・逸脱管理　
　 ラボ試験室における逸脱とは？/逸脱発生時の対応
　 逸脱管理の手順について

第5章 日欧米規制の要求事項と対応の留意点および
                         FDA試験室査察の事例と対策
 第1節 欧米規制の要求事項と対応の留意点
　  PIC/S GMP ガイドが求める要件と対応
　  FDA cGMPが求める要件と対応
 第2節 FDAの試験室査察の事例と対策
　  FDA査察の準備・対応/483対応
       

 第3節 PIC/Sからの試験検査室関連の査察ポイント
       試験検査室関連の査察ポイント
 第4節 試験検査室におけるGMP適合性確認
       試験検査室のGMP適合性確認の法的背景等概況
　     意義、対応の考え方品質システムとGMP適合性確認
       試験検査室のGMP適合性確認の主要な確認事項と対応の考え方

第6章 試験検査室におけるPart11・ERES対応の実践ポイント
      21CFR Part 11/電磁的記録・電子署名利用の指針
      Part 11・ER/ES指針への対応方法
      コンピュータ化システムのPart 11、および
                          ER/ES指針への対応の留意点

第7章 試験検査業務におけるケアレスミスへの対応と防止策
      医薬品の試験検査業務におけるケアレスミスとは
      試験検査室でのケアレスミスを減らすために
 
第8章 教育訓練の具体的な取り組み
      人材育成と教育訓練の方向性/査察における指摘事例
      職員及び教育訓練に係る日米欧の法的要求事項
      人的資源計画と教育訓練の効果的な進め方
      GMP職員の適格性評価及び成長モデル（事例）
      教育訓練から見た試験検査業務の留意点

第9章 試験検査室管理とＱトリオ
      品質試験のあり方とQトリオ/Qトリオに沿った試験検査室管理
      RTRの採用と試験検査室管理

第10章 試験検査室におけるＱ＆Ａ
●調査で原因が特定できなかった逸脱事例への判定手続きは？
●変更管理と計画的逸脱の関係説明をして欲しい etc

▲試験検査室管理の実際を具体的な事例で解説！生の声を出来る限り反映させた項目も充実！
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★まず、プロセスバリデーション、次に、工場で起こりうる各種品質管理業務 を理解しよう！
★GMP実施に関わる必要事項と各種申請書を理解しよう！
★品質マネジメントシステムについて総合的な理解をしよう！
★初心者にもわかりやすい用語解説付き

発刊　　2011年8月
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中村  宥治　著 　
ＧＭＰ  

■ 本書のポイント

　・JPC研究所　シニアコンサルタントとしてGMP・バリデーションを担当
＜著者略歴＞
　・1962年武田薬品工業株式会社入社
　・薬剤師・医薬品製造管理者として医薬品の製造管理・品質管理の業務に従事
　・1997年から現職敬称略

＜ねらい＞
　工場勤務者としてこれからGMPを担当しようとしている人、これまでの業務を見直したい人だけでなく、医薬品工場へ、原料や材料、設備、サービ
スを提供している人、医薬品の設計・開発や営業活動を担当している人にGMPを理解して頂くことを趣旨としています。
本著は、４章で構成しています。
　第1章　「プロセスバリデーション」：GMP実施の前提条件です。
　第2章　「GMPマター」：工場管理のためのGMPへの対応です。
　第3章　「CTD-GMP」：薬事法上の必要な「製造販売承認申請書・設定理由書」と「GMP実施」との関係についての対応です。

　   第4章　「PQS」：医薬品品質マネジメントシステムによるグローバル化への対応です。
＜お勧め＞
　内容を理解して頂くために、Key words について用語解説を行っています。
　例えば、剤形（Dosage form）,先入先出（First inn first out）,生物由来製品（Bio-derived products）、最新の技術レベル（The state of the Arts）、

工場勤務者のための 

　　　　　　　■ 第１章　プロセスバリデーション ■　　
1．プロセスとプロセスバリデーション（Process Validation）
　1.1 工程（内）管理 / 1.2 プロセスバリデーションの概要
2．プロセスバリデーション基本計画（VMP）
　2.1 VMP作成の目的 / 2.2 VMPの検討項目と確認項目
3．適格性確認プロセス（Qualification process）
　3.1 「適格性確認プロセス」の概要 / 3.2 DQと仕様書 / 3.3 重要なプロセス
　3.4 設備の稼働性能適格性の確認（IQ、OQ、PQ）/ 3.5 校正（Calibration）
4．プロセスの妥当性確認（Process Validation）
　4.1 プロセスの妥当性確認の定義 / 4.2 化学薬品と生物薬品の違い
　4.3 無菌薬品の特異性 / 4.4 ロットサイズとロット構成 / 4.5 確認する仕様
5．検証（Verification）
　5.1 妥当性確認と検証の違い / 5.2 基準・規格との対比 / 5.3 最新の技術レベル

　　　　　　　　　■ 第２章　ＧＭＰマター ■
1．製造所、作業所、作業室　/ 1.1 医薬品の製造所と作業所 / 1.2 医薬品の作業所と作業室 
　1.3 試験検査機関と試験検査設備 / 1.4 医薬品の原薬・添加物の製造所の特徴点
　1.5 医薬品の外国製造所の特徴点 /　1.6 事業所と製造所
2．衛生管理　/ 2.1 Keep it clean（清潔が第一）/ 2.2 掃除の科学 / 2.3 手指の洗い方
　2.4 手指の消毒の仕方 / 2.5 製造所・作業所・作業室への入退出の手順
3．汚染物とその対応
　3.1 作業環境の整備 / 3.2 事故発生時の対応 / 3.3 汚染物質への対応
4．混同防止　/ 4.1 偽物か Counterfeit/Fraud / 4.2 ヘパリン(原薬)の不純物の混入
  4.3 日本薬局方の「別に規定する」の意味 / 4.4 GMPにおける行為の妥当性
　4.5 汚染物処理の対応策
5．バイオクリンルームの管理
　5.1 クリーンルームの掃除の仕方 / 5.2 清浄性の確認基準 / 5.3 CPC
6．生物薬品の管理
　6.1 生物薬品プロセスの管理上の特徴 / 6.2 生物薬品プロセスの清浄度管理
　6.3 「血液製剤」プロセスの特徴 / 6.4 ヒト幹細胞臨床研究
7．統計的品質管理（Statistical Quality control）　/ 7.1 SQC の概要
　7.2 サンプリング / 7.3 実測値と規格値 / 7.4 特性要因図 / 7.5 妥当性と不確かさ
　7.6 パラメータの分布 / 7.7 安定性データの信頼限界 / 7.8 目標品質基準
8．医薬品製造所における防虫対策
　8.1 目のつけどころ　/ 8.2 昆虫管理基　/ 8.3 虫の食物連鎖と主な潜み場所

　　　　　　　　■ 第３章　ＣＴＤーＧＭＰ ■
1．CTDの構成
　1.1 CTDの概要 / 1.2 QOSにおける「品質」 / 1.3 製造販売承認申請書とCTD-Qの関係
　1.4 CTD-QとGMPの関係 / 1.5 CTD-QとMPIの一致性 / 1.6 CTD-Qに対する基本的な考え方
2．Q by D　製剤開発と工程内管理  /2.1 処方と製造法
3．DSと変更管理  / 3.1 生物学的同等性 / 3.2 安定性 / 3.3 治験薬GMP　
4．仕様書（Specification）の作成  / 4.1　仕様書の事例 / 4.2　分析能パラメータ
5．製造販売承認申請書　/ 5.1 医療用医薬品と一般用医薬品
　5.2 薬事法の承認許可制度とGMP / 5.3 製造販売承認申請書と添付資料
6．MPIの作成　/ 6.1 MPIの作成手順 / 6.2 MPIの記載例
7.ガイドラインと法令遵守　/ 7.1 GMP資料リスト / 7.2　遵守事項

　　　　■ 第４章　品質マネジメントシステム（ＰＱＳ） ■
1． 品質部門の独立　/ 1.1 プロセスとシステム
　1.2 ビジネスプロセスリエンジニアリング（BPR） / 1.3 QAのための意志決定プロセス
　1.4 CMCセンター  Chemistry、Manufacturing and Controls / 1.5 CMCセンターの責務
2．文書・記録の樹系図　/ 2.1 「文書・記録の体系」 / 2.2 ハイパーテキストの活用
3．SOP’SOP（Standard Operating Procedure）/ 3.1　SOP’SOPの作成手順
　3.2 SOPが必要な理由 / 3.3 スタンダードプリコーション作成例 / 3.4 SOP作成上の注意点
4．コンピュータ化システム
　4.1 第一原本と第二原本 / 4.2 文書管理の基本 / 4.3 電磁的に運用出来る条件
5．実証主義
　5.1 医薬用製造用水のGMP / 5.2 変更管理と変更マネジメント / 5.3 一変・軽微変更とCMS
6 ．ISO9001とPQS　/ 6.1 ISO9001 / 6.2 PQS / 6.3 規格への適合性
7．経営者の責任と従業員の責任　/ 7.1 コンプライアンス / 7.2 経営者の責任
　7.3 従業員の責任 / 7.4 経営理念の浸透による資質の向上
8．品質監査の実施法　/ 8.1 Trigger Specification による品質監査 / 8.2 作成の手順
9．人材の育成　/ 9.1 GMP教育訓練　/　9.2 コンタクトパーソン / 9.3 ベンチマーク
　9.4 フェイズ3による教育訓練 / 9.5 7Sによるリスク減少のための教育訓練
　9.6 管理者のための教育 / 9.7 GMP教育訓練の重要性 / 9.8 PQSにおける業績評価指標
10．PL法とリスクマネジメント　/ 10.1 リスクマネジメントの目的
　10.2 PL法・消費者安全法への対応 / 10.3 PL法予防システム / 10.4 ユビキタス
　10.5 OEM契約における製造物責任 / 10.6 原材料メーカーとPL法 / 10.7 消費者安全法との関係
11． CAPA（Corrective action and Preventive action）11.1　CAとPAの違い
　11.2 モニタリング / 11.3 定期的な見直し / 11.4 Verification（検証）

■ キーワード　Key Words list アルファベット順　Key Words ；用語説明
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　　中国化学物質規制の

　　　　　　　　　実情　とは？
【2011年度版】

中国化学物質規制 対応マニュアル

・その法規の管轄は？　

・それは確定事項or流動事項？　

・日本企業が留意しなくてはならない事柄とは？

・当局との生々しいやりとり

・よくあるQ＆A

・通常では手に入りにくい、見聞録的な内容の充実！

⇒中国化学物質規制の「今」が分かり、「将来」が見えてくる１冊！

■複雑な中国化学物質規制を体系的に整理

新化学物質環境管理弁法
〇当局視点からの改正新化学物質環境管理弁法の概要/解釈

○EU REACHとの対比/差異

○成形品で登記を進める場合の留意点

○試験機関への要求事項/中国外の試験機関

○申告した物質とGHSラベルの関係

○届出物質がいつから使用可能になるのか？

○IECSCのHPで登録が無い場合の対応

○遵守しないことで起こる問題・罰則

中国ＧＨＳ対応　ＭＳＤＳ

○GHSに対応した中国MSDSの解説と実際の作成例

○中国危険化学品安全管理条例：

 →概要/解釈/改正に伴う変更事項/日本やEUの関連法規との違い

○GHS分類に関する基準/混合物のGHS分類

○対応すべき国家/業界標準とは？ 

○ラベル/MSDSと国家標準との関連性

○含有物質が国家/業界標準に適合しない場合　

○通関時の留意点○対象物質リストと実施時期・罰則規定

○EU RoHS・日本J-Mossの共通点/相違点

○認証制度等、改正中国版RoHS動向

○中国ROHSに適合するための調査ポイント

○RoHS Recastの最新情報も

中国ROHS 中国の化学物質法体系と環境規制
○中国国家レベルの法律の枠組と国内環境関連法体系図

○中国の環境規制/化学物質規制の概況

○地方主要地域における規制環境 

○大気汚染規制 ○現地生産時におさえるべき注意点

■現中国当局者の生の声や考え方を翻訳収載

その他注目内容

☆富士通/リコーの現地での取組事例

☆中国版WEEE:対象品目リストの動向

☆輸出入における管理や規制

☆危険化学品の輸送

☆規制を受ける対象物質リスト

☆中国の法令検索/調べ方

☆ネット上で参照できる日本語サイト

□別 濤(中国国家環境保護部法規司)

□武田 英孝((社)電子情報技術産業協会)

□鎌田　華乃子(イー・アール・エム日本（株）)

□大野木 昇司(日中環境協力支援センター(有))

□首藤 俊夫((株)三菱総合研究所)　

□馬橋 実(丸紅(株))

□地頭園 茂((株)フジクラ)

□宮川 英樹((株)リサイクルワン)

□藤井 正隆(富士通(株))

□藤野 年喜(理光(中国)投資有限公司)

□陳 梅官(ハニカム・テクノリサーチ(株))

□王 長君((株)NTTデータ経営研究所)(執筆者一覧・敬称略)
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★ 電池開発から給電システム・充電インフラまで…この1冊で押さえる！
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第3項　負極材料の最新事例
第4項　炭素・黒鉛系Liイオン二次電池(LIB)関連材料
第5項　大型リチウムイオン二次電池のための固体電解質の開発
第6項　リチウムイオン二次電池用不織布セパレータ(EV/HEV分野での展望)
第7項　バインダーの最新事例
第4章　HEV／PEV用ニッケル・水素電池の最新技術動向
第5章　EV／HEVに向けた大容量キャパシタの最新事例
－電気二重層キャパシタ応用HEV/EVバス･トラックの現状・可能性－
第6章　自動車用 次世代二次電池 の最新技術
第1節　EV／HEV用 リチウム空気電池 の動向と要求特性
第2節　金属－空気二次電池のEV/HEV用途に向けた可能性と課題
第3節　光空気二次電池 のEV／HEV用途に向けた可能性と課題
第7章　EV／HEV用電池の車載用最適化・高効率化技術
第1節　EV／HEV用電池のセル形状の最適化(円筒型、角型、ラミネート型)

第2節　EV／HEV用電池のモジュール化技術と電池ケースの材質
第3節　EV／HEV用電池のバッテリパックの開発
第4節　EV／HEVのセルの特性とエネルギー回生
第8章　EV／HEV用電池と制御システムおよび周辺機器の最新技術
第9章　EV／HEV用給電システムの最新技術
第1節　電磁共鳴方式 によるEV/HEV用ワイヤレス電力伝送の最新技術
第2節　電磁誘導方式 によるEV／HEV用非接触給電システムの最新技術
第3節　マイクロ波によるEV/HEV用非接触給電システムの最新技術
第10章　EV／HEVと 電力システム との協調
第1節　EV／PHEVと電力システムとの統合・調和を実現する充電インフラ
第2節　通信とＩＴを融合した電気自動車用充電インフラネットワークの構築
第11章　ＥＶ／ＨＥＶ用電池関連の法規制動向
第12章　EV/HEV用電池及び材料の市場動向
第13章　EV／HEV用電池の リサイクル対策

◎自動車メーカーを含む、最前線で活躍中の執筆陣で贈る最新の開発事例の数々！
◎リチウム電池とその材料を中心に、ニッケル水素電池・キャパシタ・次世代二次電池も含めた 各種のEV/HEV用電池の要求特性や事例各種を収録。
◎車載用途に向けた最適化・高効率化のポイントや制御システム、 給電システム各種や、スマートグリッドに向けた充電インフラについても掲載。

電気自動車・ハイブリッド車に関わる多くのポイントから
コアとなる電池技術の理解と検討ができる、ここだけの1冊です。

＜リチウム電池＞
・エネルギー密度と出力密度・耐久性(寿命)・安全性・コストなどの要求特性
・固体Li電池、三次元電池などの各種リチウム電池の自動車向け事例
・構成方法の考え方、電池製造会社と自動車製造会社の関係
・正極・負極・電解質・セパレータ・バインダー…材料の最新事例

＜ニッケル水素電池＞…残された技術課題と長寿命化・低コスト化への挑戦

＜次世代二次電池＞…空気二次電池のEV/HEV用途に向けた可能性と課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Li-空気二次電池・金属空気二次電池・光空気二次電池)

＜自動車用途への最適化・高効率化＞
・セル形状の最適化・モジュール化技術・バッテリパックの開発…
・セルの静的特性、動的特性、耐熱性および寿命、回生充電特性

＜走行中充電を目指した給電システム＞
・電磁共鳴方式…等価回路、非対称ヘリカルアンテナ
・電磁誘導方式…伝送効率・コアギャップの向上、運用試験から見える利便性
・マイクロ波…EV/HEV適用時の課題(総合効率、安全性、他)

＜リサイクル＞＜法規制＞なども詳解！

＜電気二重層キャパシタ＞…寿命特性、蓄電池との比較、HEV/EVバス応用

＜インフラ整備＞

＜制御システム＞…電池システム・インバータシステムの制御

＜評価技術＞…耐久試験、容量・I-V抵抗変化、交流インピーダンス法、他

＜市場動向＞…材料別・市場と参入メーカーの動向、長期展望、今後の戦略

…充電インフラによる次世代自動車と自然エネルギーの調和・スマートグリッド化
…充電器・通信ネットワーク等の融合によるインフラ展開
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★ご回覧ください★

【執筆者一覧（敬称略）】

■今後の応用展開に非常に注目されている技術の 最新情報を解説！ 

マイクロニードル技術動向および応用展開
～開発状況、設計・製造技術、評価方法および今後の展開～

発刊：2011年6月　・　定価：￥33,000+税　体裁：Ｂ５判　ソフトカバー 114頁

●杉林　堅次(城西大学)  ●神山　文男(コスメディ製薬(株))  ●権　英淑 (コスメディ製薬(株)) 

●笹瀬　広之(スリーエムヘルスケア(株)) ●飛永　芳一  ((株)エレガフィ) ●山内 仁史(ニプロパッチ(株))

第1章　医療用マイクロニードル概要

第1節　海外も含めた現在の開発状況

 1．薬物投与デバイスとしてのマイクロニードル開発状況

　1.1　開発中のマイクロニードル

　1.2　参入企業

　1.3　適用薬物

　　1.3.1　薬物量・薬液量

　　1.3.2　薬物の物理化学的性質と安定性

　 1.4　開発中のマイクロニードル製剤：事例紹介

　　1.4.1　薬物コーティング型マイクロニードル製剤

　　1.4.2　中空型マイクロニードル製剤

第2節　市場ニーズの検証

第2章　経皮吸収とマイクロニードル

1．経皮吸収促進の必要性

2．化学的促進法と物理的促進法

3．マイクロニードルを用いた吸収促進の開発状況

4．マイクロニードルと皮膚バリアー能

5．イオントフォレシスとの併用

6．In-skinエレクトロポレーション

第3章　マイクロニードルの特徴、利点と課題

第1節　マイクロニードルの特徴と利点

 (1)貼付剤に近い外観と適用方法

 (2)投与時にほとんど痛みを伴わない

 (3)水溶性薬物、高分子薬物の経皮的送達が可能

 (4)皮内への薬物送達（注射に近い投与経路）

第2節　マイクロニードルの課題

 (1)用量（薬物量・薬液量）の制限

 (2)適用時間

 (3)マイクロニードル素材の安全性

 (4)実生産を視野に入れた製造体制・品質確保・

                            素材選択・コスト

 (5)薬事規制

 (6)共同開発体制

第4章　マイクロニードルの設計・製造技術

第1節　マイクロニードル製剤設計上の課題

第2節　マイクロニードルの種類及び経皮吸収機構

第3節　マイクロニードルの素材及びそれらの特徴

第4節　マイクロニードルのディメンジョン、

                機械的強度、及び皮膚挿入性

第5節　マイクロニードルの成型法及び薬物添加法

第6節　マイクロニードルの製造及び品質管理体制

第5章　マイクロニードルの応用展開

1．マイクロニードルの基本構造とその開発

2．美容ケア

3．蛋白医薬の経皮吸収製剤

4．経皮ドラッグディバリー用マイクロニードル

            （貼るワクチンの検討および開発）

5．生体サンプル採取法（痛みを伴わない採取）の検討

6．生体信号を取り出すヘッドデバイスとしての

                             マイクロニードル

7．将来への展開

第6章　マイクロニードルの評価方法

1．刺入性評価方法

2．生体安全性評価

3．有効性評価

第7章　マイクロニードルの今後の展開

1．医薬品のライフサイクルマネジメント

2．経皮吸収製剤と比較したマイクロニードルの特徴

3．マイクロニードルの実用化における課題

＜講習会参加者が本当に知りたかった情報を一冊に集めた書籍！＞

　　○マイクロニードルに関する情報収集として。　　　　　　　　　○マイクロニードルに使用されている素材についての情報収集

　　○マイクロニードルの今後の応用展開　　　　　　　　　　　　　○マイクロニードル製剤及び技術などについての知識を深めたい！　

＜医療用＞

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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★4月8日発行の手引きが、日本語で読める！　/　★見やすいカラー刷り
★欧州は勿論、日本用ラベル作成にも応用できます！

発刊　　2011年5月
定価　　￥19,000＋税
体裁　　A4判ソフトカバー
　　　  158ページカラー

山口　潤　訳
　　　　　　　　（敬称略） 　

ご略歴　1973年　東京大学薬学部製薬化学修士課程修了，富士フイルム(株)入社
　　　　　　　　研究所にて高分子合成・感光材料開発に携わる
　　　　1996年　東京本社　現環境品質マネジメント部に転勤
　　　　　　　　化学物管理、国内外MSDS、環境配慮設計、LCA、グリーン調達等に携わる
　　　　2009年　富士フイルムを定年退職

過去に携わった主な業界活動：
　ISO　TC207　SC3　国内委員会委員（国際標準化組織の環境ラベルに関する１分野）
　グリーン調達調査共通化協議会　運営委員会委員　、JAMP　運営委員会委員
　IEC　TC111　エクスパート（国際標準化組織の環境関係の１分野）
　化学物質管理、国内外MSDS関係のJIS作成委員（JIS Z 7250　等）　　　　　等

主な著書：
　グリーン調達の実務―電気・電子機器用部材のグリーン調達調査共通化指針(産業環境管理協会)
　GHS対応MSDS・ラベル実務早わかり(産業環境管理協会)

■ 本書のポイント！
● 全頁カラーで分かり易い
● 最新版…4月8日に発行されたCLP手引きの翻訳版
● 欧州CLPの第二次ATP（2ndATP)に対応した包装・ラベルの手引き
   － 特に、2ndATPで緩和された絵表示サイズ規定の詳細
● 欧州CLP用のラベル作成の心強い手引き
● ラベル用のCLP（GHS）文言の選択方法の実例も含めた手引き
● 安心して、小さなスペースに収まるラベル文言が選択できる
● 国内用ラベル作成時にも使用できる新しい文言選択法の基準書
● 欧州・日本・アジア向けのグローバル対応GHSラベル作成の手引きにもなる

CLP規則（Regulation (EC) No 1272/2008）に対応した

表示と包装の手引き（和訳）

<翻訳資料集>

Guidance on Labelling and Packaging
in accordance with
Regulation (EC) No 1272/2008 

原文（European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ より）

　欧州は2008年にGHS改訂2版をもとにしてCLP規則（EC規則 No 1272/2008）を制定し、従来の規則 を補足情報等として保ちつつ、主な
基準と表示を国連GHSに置き換える施策を進めています。また、20011年3月にはGHSの進歩に追従すべくGHS改訂3版に対応した第二次の
技術進歩への適用（2nd ATP）を発行しました。更に、欧州は2011年4月に2nd ATP に対応した表示に関する本手引きを発行しました。
この手引は、　1) 欧州独自の部分も含めた各ラベル表示要素の丁寧な解説
　　　　　　　2) 従来のDSD/DPDで蓄えた知見をもとにした注意書を論理的に選択する体系
を記載しており、文言選択の実例およびラベルの実例を豊富に盛り込んだ内容となっています。本手引は欧州特有の規定対応も含め、CLPラ
ベル作成時の問題を解決するわかりやすい手引です。　特に、危険有害性区分毎に各注意書を「強く推奨」「推奨」「任意」「使用しない」と優先
順位づけし、論理的に注意書きを選択する体系は新しく、スペースの限られたラベルに見合う適切な注意書きセットを作成できますので、欧
州用ラベルに止まらず日本用GHSラベル等に応用できる内容です。
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【執筆者一覧（敬称略）】

■ＰＩＣ／Ｓ GMPガイドの特色および最新情報を記載した待望の書籍が発刊！

ＰＩＣ／Ｓ動向および ＧＭＰガイドの理解と査察対応
発刊：2011年5月・定価：38,000円＋税 　体裁：Ｂ５判 158頁
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＜最新＞

第1章　PIC/S概要

第1節　PIC/Sの歴史

 1．医薬品査察協定

（PIC: Pharmaceutical Inspection Convention）

 2．医薬品査察協同スキーム

（PIC Scheme: Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme） 

第2節　PIC/Sの目的、役割と利点

 1．PIC/Sの役割　　2．PIC/Sの利点

第2章　PIC/Sの最新動向

 1．欧州及び北米の状況

  1.1　欧州

　1.2　北米

 2．アジア、オセアニアの状況

　2.1　ASEAN地域

　2.2　ASEAN以外の地域

 3．日本

第3章　PIC/S GMPガイド

第1節　EU GMPとPIC/S GMPガイドとの関係

第2節　EU GMPとPIC/S GMPガイドの特色

第3節　日本がPIC/S に加盟するメリット

第4節　日本がPIC/S に加盟するまでのプロセス

第5節　EU GMP に対する改定の概要

第6節　PIC/S GMPガイド第1章のポイントの解説

第7節　PIC/S GMPガイド第1章の旧要件から

                 改訂された箇所の要約および和訳

第8節　PIC/S GMPガイドAnnex 1の旧要件から

                  改訂された箇所の要約および和訳

第4章 サイトマスターファイル・添付資料作成と

　　　　　　　　　　　　  申請手続きでの留意点

　　　～仮想工場を設定して、申請資料例の作成～

1．薬事法について

2．PMDAにおけるGMP関連調査業務（医薬品）

3．海外製造所の認定についての留意点及び状況

4．サイトマスターファイルの作成要領

5．サイトマスターファイルの作成例　

第5章　PIC/S査察の実施方法

第1節　PIC/S GMPガイド/EU-GMPガイドにおける

                                査察での留意事項

 1．TGA・PIC／S基準に関する質疑応答集

 2．査察に関する一般的考察/査察のタイプ/欠陥の定義

 3．査察頻度

 4．査察官の活動に関する品質管理

 5．指摘事項/英国医薬品庁（MHRA）/FDA/EMA

    オーストラリア政府医薬品行政局（TGA）

第2節　査察日決定後からの準備

 1．事前提出資料

 2．査察手順/査察の計画/査察の発表/開始ミーティング

    プラントツアー/文書の照査/委託製造及び分析

    苦情及び回収

　

　2.8　自己点検

　2.9　終了ミーティング

　2.10 査察報告書

第3節　査察後の要点および査察報告書への対応方法

 1．査察報告書の作成手順

 2．査察報告書の草案への回答

第6章 コンピュータ化システムに関するPIC/Sガイダンスの概要

 構成と特徴/目的/適用範囲/序文

 コンピュータ化システムの実装/構造と機能

 計画とライフサイクルマネジメント

 マネジメントと責任/ユーザー要求仕様（URS）機能仕様書（FS）

 サプライヤ、ソフトウェア開発者及び品質管理

 重要なQMSとソフトウェア規格の特質

 テスト/バリデーション方針と優先順位

 ソフトウェア製品分類別のGAMPバリデーション方法

 回顧的バリデーション/変更管理/エラー報告システム

 システムセキュリティ/データ変更一監査証跡/重要データの入力

 電子記録及び電子署名/人（PERSONNEL）

 査察の考察/チェックリストと備忘録

第7章　PIC/Sの今後の展開

1．PIC/S GMPが世界的標準へ

2．PIC/S加盟国拡大のメリット　

　 PIC/Sの意義（加盟当局の義務）/PIC/Sの活動内容

　 加盟当局のメリット

3．PIC/Sの今後

   将来的問題/EMAとの関係

4．日本加盟のメリット

＜講演会受講者およびアンケートから集めた要望を商品化！＞

■PIC/S（EU）のGMPの特色やグローバルスタンダードとされる根拠と解説!

■日本が加盟する意義、今後の展開などに興味がある

■サイトマスターファイルにおいて仮想工場を設定し、具体的な報告書作成を知りたい！

■PIC/Sに関する査察・CSV関連を重点的に取り上げて欲しい

～概要・加盟国状況、サイトマスターファイル作成方法、ＣＳＶ、今後の展開～
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★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

谷 忠昭 氏 （元 富士フイルム株式会社 先端コア技術研究所 参事
  元 東京工業大学 理工学部 連携教授）

発刊:2011年4月 / B5版ソフトカバー /本文 169頁 　定価￥36,000＋税

著者

5つの特長

１．各種有機デバイスの参考書は多いが、

それらに共通した基盤となる有機半導体の

基礎知識に関する参考書が求められている。

本書はそのような要望に応えることができる。

２．有機EL、有機太陽電池、有機トランジ

スターのみならず、色素増感太陽電池、有機

光伝導体、カラーフィルム、液晶を含めて広

い視野から有機半導体の基礎を捉え、分野間

の相乗効果に由来する知識を醸成した。

―光吸収、分子配列、電子構造、電荷注入、励起子の挙動、電荷輸送および耐久性―

★今までなかった有機半導体の解説書

著者より：有機半導体は数々の有機デバイスへの応用が期待されており、 各種デバイスの開発には共通の支え

となる基本的な知識を欠かすことはできないが、未だ適切な参考書がない。本書はそのような現状に鑑みて上梓

するものであり、さらに著者の長年の幅広い経験に基づいた分析と解説が特色である。本書では有機半導体の基

本的な知識を多くの図表で分かりやすく解説するとともに、種々の角度からの基本的な知識の展開と相互の関わ

りにより有機半導体を総合的に捉えて理解することを可能にし、各々の基本的な過程を数々のデバイスに亘って

比較分析することにより新たな視点と考え方を提供している。

有機半導体の物性の評価と理論およびデバイス応用

1968年　東京大学大学院工学系研究科工業化学専攻博士過程修了 工学博士
1968年　富士写真フイルム株式会社 入社 足柄研究所配属
1999-2008年　東京工業大学 総合理工学研究科
2006-2010年　富士フイルム株式会社 先端コア技術研究所

著者経歴

３．諸現象をその基礎となる基本的な考え方

を重視して解説している。基本的な過程として

光吸収、分子配列、電子構造、電荷注入、励起子

の挙動、電荷輸送から耐久性まで広く取り上げ、

有機半導体のデバイスへの応用に有用な知見を

提供している。

４．多くの有効な図面を用いて、分かりやすい

解説をしている。

５．多数の参考文献を引用して豊富な情報を

提供している。
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理解したい方へ
　　　利用したい方へ

■「プラズモンとは？」から始まり、発光増強の原理やナノフォトニクスとの違いを

　　　　　　　　　　　　　　　　　「利用者視点」から、できるだけ平易に、かみくだいて解説。

■■太陽電池/ディスプレイ/センサ/LED/レーザ/有機EL等への展開例を

　　「実用化への要求仕様」「課題と解決策候補」「FDTD」「既存技術との優劣比較」等を切り口に集成。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□□□《光学設計者》《デバイス開発者》《材料開発者》《新事業企画者》方々に送る
　　　　　　工業的拡がりの可能性を持つ「プラズモン」を理解・利用するために最適な一冊！

■原口 雅宣(徳島大学)

■岡本 敏弘(徳島大学)

■宇野 亨(東京農工大学)

■藤田 悟史((株)オプトクエスト)

■西川 武男(オムロン(株))

■石田 昭人(京都府立大学)

■岡本 晃一(九州大学)

■大西 俊一(パナソニック(株))

■岡本 隆之((独)理化学研究所)

■田中 拓男((独)理化学研究所)

■三上 明義(金沢工業大学)

■大橋 啓之(日本電気(株))

■梶川 浩太郎(東京工業大学)

■池田 直樹((独)物質・材料研究機構)

■杉本 喜正((独)物質・材料研究機構)

■福田 浩章((株)リコー)

■宮丸 文章(信州大学)

■冨田 知志(奈良先端科学技術大学院大学)

■小林 未明(癌研究会癌研究所）

■松村 晴雄((株)旭リサーチセンター)　(敬称略）

プラズモン基礎理解の徹底と応用展開

             ～実用化への要求仕様と課題／解決策検討～

目

注 【ナノ構造体の作成/制御法】〇金属材料の選定基準 〇AuやAgのナノ構造体の作製法や作成例

【FDTD解析】〇具体的な解析方法やテクニック　〇デバイスごとの解析例

【メタマテリアル】〇プラズモニック・メタマテリアルの設計と金属ナノ粒子の合成/分散　〇応用展開の可能性

【海外動向】　〇海外の研究の動き　〇応用展開事例

◎応用展開例
◆太陽 電池 ◆ 〇研究動向　〇金属微粒子の最適なサイズ・形態・配列法とその実現方法

◆セ  ン  サ◆ 〇固定化膜の作製・非特異吸着防止手法　〇夾雑物の影響をいかに除くか　〇プラズモンセンサが普及していくストーリー　

◆有 機 E  L◆ 〇励起子エネルギーがプラズモンへ移るメカニズム　〇EL 素子の金属電極表面におけるプラズモンへのエネルギー損失低減

◆LED/レーザ◆ 〇LED発光増強の原理　〇LED高効率化のためのナノ構造の最適化　〇レーザの表面プラズモン共鳴による特性向上

◆カラーフィルタ◆ 〇プラズモンによるカラーフィルタ設計・試作・光学評価

◆S  E  R  S◆ 〇表面増強ラマン散乱との関係　〇表面増強ラマン散乱を示す構造設計法

◆光　記　録◆ 〇局在プラズモンを用いた高密度光記録媒体

容

内
☆プラズモンの検討に必要な周辺技術！

☆プラズモンの特許情報(登録の状況・主な出願者・日本国内外の状況・主たる特許の内容等)！

☆プラズモン応用の市場動向！

☆主な材料の波長依存性データ一覧！

360頁 　定価 62,000円 + 税2011年4月発刊・Ｂ5判

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

書籍名     【BC110402】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

プラズモン基礎理解の徹底と応用展開　書籍

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



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

★ 基礎～実践までを網羅！
★ 理論・技術的な観点から、また、実際の手順からも学習できます！

発刊　　2011年3月
定価　　￥28,000＋税
体裁　　B5判ソフトカバー
　　　  134ページ

日本化薬株式会社　研究開発本部　医薬研究所　丹羽　誠　著 　（著者）

薬物動態研究における

 ＬＣ/ＭＳ/ＭＳ 定量入門

■ 著者から

関連の活動　Journal of Chromatography B (Elsevier Science) 論文審査員 敬称略

 ★ MS、HPLC、前処理、定量の基本的なこと！
 ★ 器材関連のトピックと利用テクニック、トラブル対策のヒントとは！
 ★ 試料入手から分析法を立ち上げるまでの実際の手順とは！
 ★ 分析法バリデーションの要求事項から見た実施上の留意点とは！

　本書は2008～2009年にかけて株式会社情報機構の主催により実施した「LC/MS/MS入門」セミナーの内容を基として記述しました。技術面につい
ては日進月歩の分野であることから、少しでも長期間の使用に耐えるよう。変わりにくい「基本的な考え方」に重点を置いたのですが。同時に最
新動向もトピック的に入れ込むように工夫をしてみました。
　また、各種セミナーや日頃の研究活動を通じて、薬物動態研究におけるLC/MSについては「深く知りたい」「すぐ実践したい」との相反するニ
ーズを感じておりましたので、理論・技術的な観点から記述したセクション及び実際の手順・分析バリデーションの要求事項の観点から記述した
セクションの2セクションから構成しています。
　現代では人の動きも仕事の動きも速くなり、技術面で核となる人材、技術の鳥瞰図を新しい人に伝えられる人材を確保するのも大変な時代です
。その中で、本書をLC/MS定量技術の鳥瞰図を示すものとしてご利用を頂けましたら幸甚です。

■ こんなことが理解出来ます！

　　　　＝ 第1部　理論編 ＝

■ 第1章 ■ 　イントロダクション
　1．定量を視野に入れて質量分析（MS）を使う
　2．LC/MS/MSで定量するということ
　3．絶対感度とシグナル対ノイズ比

■ 第2章 ■ 　MSについて
　1．概要　/　2．イオン化の特徴（ESI, APCI, APPI）
　3．イオン化法と化合物の相性
　4．MS/MS質量分離部の構造　/　5．MS/MSを実施する意義
　6．MS/MS（SRM）条件最適化　/　7．MS/MSフラグメンテーション

■ 第3章 ■ 　HPLCについて
　1．分離モード
　2．LC/MS/MSに利用できるLC移動相の概要 
　3．LC/MS/MS用逆相LCメソッド開発の実際

■ 第4章 ■ 　前処理について
　1．除蛋白法　　/　2．液液抽出法　/　3．固相抽出法
　4．FAQ:薬物のタンパク結合と前処理について
　5．きれいなサンプル

■ 第5章 ■ 　定量について
　1．定量の基本　/　2．MSレスポンスの直線性確認
　3．内部標準法　/　4．内標準物質の選択
　5．内標準物質の濃度設定の考え方

■ 第6章 ■ 　器材についてのトピックと利用テクニック
　1．固相抽出:基材・担体による差異
　2．逆相カラムの特徴と使い方

■ 第7章 ■ 　トラブル対策のヒント
　1．器材への吸着回避の考え方
　2．測定中の感度変化とその検出方法
　3．多価イオン・付加イオンと定量性
　4．内因性物質の測定
　5．選択性の問題（三連四重極MSによるSRMを前提として）
　6．LCでのブレークスルーの問題
　7．付加イオンの定量への利用

　　　　　　＝ 第2部　実践編 ＝

■ 第8章 ■ 　試料を入手してから分析法を立ち上げるまで
　1．試料（標準品）の入手とMS測定の準備
　　1.1　試料（標準品）の入手 / 1.2　モノアイソトピック質量
　　1.3　分析対象物質の性質　/　1.4　内標準物質の選択
　2．MS条件設定
　　2.1　MS測定（Q1測定）　/　2.2　MS/MS測定（SRM測定）
　　2.3　イオン源温度、ガス流量の設定
　3．各種条件設定と全体調整
　　3.1　LC条件の設定とMS再調整　/　3.2　感度、ダイナミックレンジ確認
　　3.3　LC及び前処理挙動の確認　/　3.4　マトリックス試料の検討

■ 第9章 ■ 　分析バリデーションの実施
　1．背景　/　2．対象、目的　/　3．標準品・内標準物質 
　4．分析法バリデーション　/　4.1　フル・バリデーション
　　4.2　部分的バリデーション　/　4.3　クロスバリデーション
　5.　実サンプル（各種薬物動態試験から得たサンプル）の測定
　　5.1　分析バッチの構成　/　5.2　分析バッチの採用基準
　　5.3　検量線レンジについての配慮　/　5.4　再測定
　　5.5　再注入　/　5.6　クロマトグラムの解析（積分）
　　5.7　Incurred samples reanalysis （ISR）

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

書籍名     【BA110305】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

薬物動態研究におけるＬＣ/ＭＳ/ＭＳ 定量入門　書籍



 

★コーティング・プロセスの改善に効果が出ます！

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名 冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

塗膜･レジスト膜の

乾燥･付着技術とトラブル対策
●執筆　長岡技術科学大学　工学部　准教授　博士（工学）　河合　晃　氏

●発刊 2011年3月・体裁 Ｂ５判ソフトカバー　196頁　●定価　￥３６,０００＋税

【BC110304】

塗膜・レジスト膜

企業での１０年間の電子デバイスにおけるリソグラフィーの研究開発を経て、大学にて表面化学およびデバイス研究に取り組んでいる。特に、コーティング、リソグラフィー、表面・界面・
付着・洗浄およびデバイスプロセスを専門とする。学術論文・特許・国際学会・著書は多数。Photopolymer Science & Technology Award、日本接着学会論文賞・進歩賞などを受賞。

第1章　濡れの基礎理論
　1.微小液滴の表面エネルギーとサイズ効果
　2.液滴の濡れ性を表す基本式
　　2.1　接触角の定義式（Youngの式とDupreの式）
　　2.2　粗い表面での接触角（Wenzelの式）
　　2.3　異種材質の基板上で接触角（Cassieの式）
　　2.4　時間経過による接触角変化（Neumannの式）
第2章　表面エネルギーの制御・応用
　1.表面エネルギーの分散・極性成分
　2.接触角法による分散・極性成分の測定方法
　3.拡張係数Sによる塗液の広がり評価
　4.拡張係数Sによる液中での塗膜および微粒子の付着評価
　5.表面処理による分散と極性成分の制御
第3章　シランカップリング処理の活用方法 
　1.カップリング剤の化学的性質
　2.HMDS処理のプロセス最適化
　3.HMDS処理の装置構成
　4.HMDS処理による密着性改善
　5.HMDS処理による付着性低下
第4章　濡れトラブルの原因・対策
　1.液滴のポッピング
　2.濡れのピンニング効果
　3.塗布膜のピンホール
　4.ギャップ内の粘性指状（VF）変形
第5章　塗膜の乾燥メカニズムと制御
　1.塗膜の形成
　2.塗工液の混合と溶解
　3.乾燥プロセスにおけるエネルギー変化
　4.溶剤の拡散モデル
　5.ラプラス力による塗膜の凝集
　6.熱処理による塗膜の硬化
第6章　乾燥装置の機構と性能
　1.加熱乾燥
　2.赤外線乾燥
　3.減圧（真空）乾燥

　4.凍結乾燥
　5.超臨界乾燥
　6.スピン乾燥
第7章　乾燥トラブルの原因・対策
　1.クラック
　2.ポッピング
　3.表面硬化層
　4.環境応力亀裂（クレイズ）
　5.ウォータマーク
　6.乾燥むら
　7.液体メニスカス
第8章　接着の原理と基礎理論
　1.付着の要因
　2.界面の実効付着面積
　3.付着界面の相互作用
　　3.1　原子間力顕微鏡の基本構成
　　3.2　フォースカーブとファンデルワールス相互作用
　　3.3　AFM探針の吸着力と固体の表面自由エネルギー
　　3.4　表面処理層におけるファンデルワールス相互
　　　　 作用解析
　　3.5　薄膜間の付着強度の推定
　　3.6　表面エネルギーの3成分解析
第9章　微細加工パターンの付着性解析
　1.リソグラフィー
　2.レジストパターンの付着要因
　3.レジストパターンの付着特性
　　3.1　DPAT法
　　3.2　付着力の熱処理温度依存性
　　3.3　付着力のパターンサイズ依存性
　　3.4　溶液中でのパターン付着力の解析
　　3.5　付着力のパターン形状依存性
第10章　微粒子の分散凝集解析
　1.付着力のPSL粒径依存性
第11章　応力分布と付着性
　1.微細パターンの形成

　2.有限要素法による二次元熱応力分布解析
　3.パターン形状に依存した剥離挙動
　　3.1　凹凸パターン
　　3.2　開口パターン
　　3.3　ラインパターン
　　3.4　レジスト表面硬化層
第12章　高分子膜中へのアルカリ水溶液の浸透と接着性
　1.コーティング膜の抵抗測定
　2.真空処理と塗膜内の残留溶剤量
　3.TMAH水溶液の浸透効果
第13章　異なる表面エネルギーを有する無機基板での接着
　1.付着試験
　2.各無機膜の表面エネルギー
　3.乾燥下での接着挙動
　4.TMAH水溶液中での接着挙動
第14章　微小気泡の性質と制御技術
　1.レジストパターン上での気泡の捕獲と脱離
　2.レジストパターン内の気泡移動
　3.原子間力顕微鏡（AFM）によるナノ気泡観察
　4.レジスト上のナノ気泡の剥離力測定
第15章　レジスト/基板界面でのボイド形成
　1.ボイド観察手法
　2.レジスト間の歪みエネルギー
　3.ボイド形成モデル
　4.感光剤濃度および表面エネルギー依存性
　5.形成ファクター有効性
第16章　コーティング膜の熱処理と接着挙動
　1.レジスト材料
　2.レジストの光、熱反応
　3.TMAH水溶液中での接着挙動
　4.表面エネルギー依存性
　5.レジストの溶液および膨潤の影響
　6.乾燥下での接着挙動
　7.表面エネルギー依存性

　近年、塗膜およびコーティングの高機能化と高品位化に伴い、細部にわたるプロセス制御が求められている。コーティングとは、塗液を液膜へと拡張し、溶
剤を乾燥し固着させるプロセスと定義されるが、材料科学では、大きいエネルギー変化を伴う現象として理解できる。よって、プロセスの高精度化には、熱力
学や流れ解析、および応力解析などの基礎技術の適用が不可欠である。
　本書では、濡れの基礎理論から始まり、表面処理、乾燥、加工技術、デバイス応用技術、膜質評価などのコーティングに関する内容について広範囲に概説す
る。また、各種トラブルの解析手法や事例を多く盛り込んでいる。本書内に掲載した実験データ等の多くは著者が取得した内容であり、測定手法およびノウハ
ウを含めて記載している。日々の開発製造現場における基礎として、本書の内容を役立てていただければ幸いである。

コーティングにおける濡れ、乾燥、付着をコントロール！



　

不良を減らす！！すぐ実践できる鉛フリー実装ノウハウ

量産現場のための

鉛フリー実装トラブル対策ハンドブック

1,000枚以上！
豊富な図と写真でしっかり理解

☆観察ポイントの見直しと簡単な再現実験の成果！☆

著者：実装アドバイザー　河合 一男 氏
【ご経歴】１９８８年から１９９５年までのはんだメーカー勤務の後独立。
  実装アドバイザーとして、公的機関、大手企業から海外企業に至るまで数百社の量産現場の改善指導を行う。
  現場の与えられた条件下で工法を改善、品質もｐｐｍ1桁以下を実現。
（大手工場１～３ｐｐｍ,中堅工場１．７ｐｐｍ、０．５ｐｐｍなど)
各種展示会はじめ、多くの技術講習会で講師を務める。著書　『電子部品の実装技術ノート』塚田・青木編著他。

第１章  鉛フリーはんだの特徴
1. 量産現場における鉛フリーはんだと鉛はんだの相違点
2. 量産現場におけるはんだ付け
3. フラックスの役割
第２章　温度プロファイル
1. 温度プロファイルの作成
2. プリヒート
3. 温度プロファイル作成事例
4. チッソ（Ｎ２）の効果
5. ファンの使用 / 6. リフロー部 / 7. 冷却部
第３章　はんだの印刷精度と印刷量
1. はんだの印刷量と濡れ性
2. はんだの印刷精度とブリッジ
3. はんだの印刷量とセルフアライメント効果
第４章　温度プロファイルで対応する量産現場の問題対策
1. ボイドの発生原因と対策
2. チップ脇ボール（サイドボール）
3. 濡れ性の改善 / 4. 現場で行う応急的な対策
5. 特殊なはんだ付け実験例
第５章　ディスクリート部品のリフロー
1. リフロー炉の特性と温度プロファイルの設定
2. 部品表面からの放熱
3. はんだの下面印刷 / 4. はんだの印刷と部品挿入
第６章　多機種生産時の温度プロファイル
1. 基板の大小と温度プロファイル
2. 下部遠赤外線ヒーターの効果

　

第７章  ＢＧＡの温度プロファイル
1. BGAの改善温度プロファイル
2. CAP・バンプ対応微粉末はんだの温度プロファイル
3. ボイドとレジストの影響によるBGA剥がれ／割れ
4. BGAのボイド対策 / 5. BGA剥がれ
6. 現場で行うBGAパッドの評価方法
第８章  現場における外観検査のポイント
1. フラックス残渣の状態観察
2. はんだフィレット形状 / 3. はんだフィレット光沢
第９章  外観検査
1. デンドライドの観察
2. 基板割れと剥離及び部品リードメッキ不良
3. その他の検査事例
第１０章　部品・基板メッキの問題と対応
1. 基板メッキの選定と問題
2. 金メッキの問題点 / 3. その他のめっき問題
第１１章  フロー槽　
1. 熱量
第１２章　後付修正
1. 後付修正/2. 鏝先の選定
3. 鏝先の寿命とメッキ/ 4. 鏝先の築熱効果
5. 鏝先形状とはんだ送り / 6. スポットリフロー
第１３章　ロボットのはんだ付け
1. 各種のロボット / 2. レーザーはんだ付け
3. リフローにおける予備はんだの改善提案
第１４章　 手はんだの参考事例 
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吉村　元明 　（著者）

「医薬マーケティング戦略 
"ザ・ガイダンス" 」

　　若手からベテランまで今日からすぐ、医薬情報活動に応用できる!
 本書は、医薬マーケティングに特化した実学の書であり、マーケティングとは何ぞやから、医療用医薬領域の医薬情報(MR)活動ならびに戦略企画
の具体的ノウハウ・ドゥハウ(Know-how、Do-how)がわかる。また今まで、マーケティングの視点から誰もチャレンジしなかった、新しいタイプの
ハンドブックである。
　より質の高い「医薬マーケティング」戦略や医薬情報活動をいかに推進できるか、次世代の若きマーケタ－たちへの必読書としてお薦めしたい。

■ 著者からのお薦め

第一製薬(現第一三共株)にてマーケティング推進室長、国際事業部副部長、
ヘルスケア業務企画室長など歴任後、TM企画代表取締役就任。
マネジメント専門誌執筆、マーケティングセミナー等の講演多数実施。
長年の実務経験と戦略的発想には定評がある(慶應義塾大学卒、マーケティング専攻)。

－The Guidance of Strategic Pharma-Marketing －

話題
の新
書!

●企画・編集　  有限会社ティエム企画 〒240-0033 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町62-7       ●発行    株式会社 情報機構

第一篇　　　　基礎・総合編　
　　　　　　 (Fundamentals ) 

第二篇　　　　戦略企画･実務編
　　　　(Essential & Actual Planning)  

Ⅰ．マーケティングと医薬マーケティング    
　（1）企業とマーケティング－マーケティングに強い会社とは
　（2）マーケティングに一歩ふみ込む 
　（3）医薬品と医薬マーケティングの特性 
Ⅱ．医療の本質に対応する医薬マーケティング戦略  
　（1）医師の処方動機と医薬プロモーション･ミックス 
　（2）処方動機を喚起する医薬プロモーション・ミックス
　（3）医薬プロモーション活動とMR (Medical Representatives)
Ⅲ．医薬市場戦略とターゲティング  
　（1）キードクターとのパーソナル・マーケティング
　（2）医薬マスタープラン －"医薬市場"のシェアアップ
　（3）ターゲティング・マトリックス   
Ⅳ．DRとの面談のビジネス心理    
　（1）DRの特性と面接ビジネス心理 －DRの特性とアプローチ
　（2）｢AIDMA｣+Ｓ － 購買心理のプロセス    
　（3）医薬情報提供の心理プロセス    
Ⅴ．病・医院市場変化の視点と対応の方向性
　（1）変貌する医薬市場環境のとらえ方
　（2）進展する｢地域医療連携｣
　（3）これからの独自の方向性は？　　   

Ⅰ．トータル・マーケティングを支える"ビジネス参謀"    
　（1）トータル・マーケティング
　（2）医薬マーケティング・ミックスの考え方－4Pより6P
　（3）知っておこう"プロダクト・マネジメント制度とPMの役割
Ⅱ．勝ち組となるための"戦略・戦術"の極意
　（1）競争優位に戦う極意と鉄則を知ろう
　（2）競争優位により"４つの戦略タイプ"がある 
　（3）戦略思考型プランニング － 企画立案の定石
Ⅲ．勝負をきめるプロダクトライフ・マネジメント戦略のノウハウ 
　（1）ユーザー・ベネフィットを考えるプロダクト・コンセプト
　（2）プロダクト・ライフサイクル(PLC)　意義と展開ドゥハウ  
　（3）プロダクト・プランニング  "3種の神器"     
Ⅳ．オリジナルな市場・納入構造分析、分析ツールの活用法
　（1）現実に役立つ販売シミュレーションへの応用
　（2）納入構造分析 － 自社品の納入構造を"因数分解"する 
　（3）クロスＳＷＯＴ分析の正しい活用法
Ⅴ．生きた情報から真相把握 －医薬情報戦略ノウハウ、ドゥハウ
　（1）これぞという"真実"に迫るには
　（2）戦略に活かす情報収集の勘所 
　（3）医薬マーケティングと情報戦略  把握収集はMRの"第３の機能

！ 

本書の
特徴は？

 

●新しいタイプの医薬ビジネス・マーケタ－の"必携書"
  ・マーケティングの視点で誰も著したことのなかった医薬ハンド・ブック
  ・若手からベテランまで今日からすぐマーケティング活動に応用できる

●医療の本質に対応するパーソナル・マーケティングの
　ノウハウ・ドゥハウを会得
　・知っておくべき医療用医薬領域の、マーケティング知識の確認
　・プロダクト・マネジャーなど、医薬マーケタ－必携の実用書となる

●ビジュアルな図解、オリジナルな
　分析・事例、コンパクトで分かりやすい解説
　 ・若い読者層に対応したアニメ仕様の図解と、分かりやすい編集
　 ・医薬PMの戦略応用を支援する、分析・事例を盛り込んで解説

■ 本書のポイント・特徴

＜掲載内容＞
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（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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　日本語メディカルライティング　書籍
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発刊 2011年2月 体裁 B5判 ソフトカバー　175ページ 定価 ￥28,000＋税

1. 序論 

2. 日本語の特徴
　2.1　解釈の多様性 
　2.2　語句の欠落 

3. ライティングの心得 
　3.1　読み手のレベルに合わせた表記・表現 
　3.2　口語表現 
　3.3　論理的な文章 

4. 文書全体の論理性 

5. 句読点と符号 
　5.1　句点と読点 
　　5.1.1　句点 
　　5.1.2　読点 
　　5.1.3　句点と読点の組み合わせ 
　5.2　中点と斜線 
　5.3　コロンとセミコロン 
　5.4　ダッシュと波形 
　5.5　下線，アスタリスク，米印 
　5.6　括弧 
　5.7　アットマークと著作権表示記号 
　5.8　登録商標記号と商標記号 
　5.9　番号記号 

6. ライティングの要点 

　6.1　正確性 

　　6.1.1　主語と述語 

　　6.1.2　助詞 

　　6.1.3　接続詞 

　　6.1.4　専門用語と略語 

　6.2　明解性 

　　6.2.1　あいまいな文 

　　6.2.2　意味不明な文 

　　6.2.3　受動表現を多用しない 

　　6.2.4　「おいて」「ついて」「として」 

　6.3　簡潔性 

　　6.3.1　余剰表現は避ける 

　　6.3.2　冗長文はナンセンスである 

　　6.3.3　長文は短文に分ける

  6.4　一貫性 

　　6.4.1　表現と表記 

　　6.4.2　文書フォーマット 

　　6.4.3　略語表記 

7. 読みやすい文章 

　7.1　漢字 

　7.2　関連の強い語句 

　7.3　必要語句 

　7.4　文意の流れ  

　

8. メディカルドキュメント 
　8.1　治験薬概要書 
　　8.1.1　治験薬概要書の目的 
　　8.1.2　治験薬概要書の構成および内容 
　　8.1.3　開発段階に応じた適切な内容 
　　8.1.4　全般的な記載方法 
　　8.1.5　項目ごとの書き方のポイント 
　　8.1.6　改訂の時期とそのポイント 
　8.2　同意説明文書 
　　8.2.1　同意説明文書の内容 
　　8.2.2　同意説明文書の作成 
　　8.2.3　GCPで規定されている説明事項 
　　8.2.4　注意すべき語句および表現 
　　8.2.5　治験対象者別留意点 
　　8.2.6　表現の統一 
　　8.2.7　同意書の内容および作成 
　8.3　治験総括報告書 
　　8.3.1　治験総括報告書の作成に必要な資料 
　　8.3.2　治験総括報告書の構成および作成手順 
　　8.3.3　項目別記載内容とその留意点 
　8.4　参考資料 

9．付録
　9.1　常用漢字表（1945文字） 
　9.2　略語とその意味 
　　9.2.1　医薬品開発に関連する組織の略語 
　　9.2.2　医薬品開発の一般的略語 
　　9.2.3　主な臨床検査項目の略語

メディカライト・ジャパン　社長　医学博士　石塚　善久　氏

＜著者＞

◎ライティングの心得・・読み手のレベルに合わせた表記・表現、口語表現、論理的な文章とは？ 
◎ライティングの要点を詳細に解説！日本語の特徴、ライティングを行う際の留意すべき点とは？句読点や符号の使い方，誤解されない文章を書くための要点，
　わかりやすい文章にするためのコツとは？

日本語メディカルライティング
医薬品開発のための

★多数の例を参考に、メディカルライティングスキル向上のポイントを詳細に解説！

＜こんなことが理解できます＞

　●日本語の表現は何故あいまいなのか　　●メディカルライティングではどのようなことに留意すればよいのか　　●治験薬概要書を作成する際の留意点はなにか

　●同意説明文書はどのような内容が求められるか　　●治験総括報告書とはどのように作成すべきか

＜本書のポイント＞

　本書は著者が今までセミナーで話し、好評を得てきた内容をまとめたものである。本書は3部から成り、第1部の「日本語およびライティングの概念」では、われわれが日ごろ

用いている日本語はどのような特徴を持つ言語なのか、そしてその日本語を用いたライティングでは一般的にどのようなことに留意すべきなのかについて解説した。

　第2部の「メディカルライティングの基本」では、句読点や符号の使い方、誤解されない文章を書くための要点、わかりやすい文章にするためのコツなど、メディカルライティングには欠かせない

ポイントについて実例文を用いて解説した。

　第3部は実際にメディカルドキュメントを作成する際の参考になればと思い載せた内容であるから、必要に応じて読んでいただければと思う。

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に

　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★http://www.johokiko.co.jp/　
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★なぜ凝集するのか？　安定化しないのか？
　メカニズムを理解すれば理由が分かる → するべきことが見えてくる！
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体裁　　B5判ソフトカバー
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大島　広行 　東京理科大学 薬学部　教授　理学博士 　

微粒子の分散･凝集メカニズム

とその評価

本書は微粒子の分散・凝集のメカニズムに関する基礎とその評価法に

ついて解説したものである。

11章から成る。第1章では、粒子間力のもとになる分子間力について述

べる。第2章から第５章では、液体媒質中における帯電微粒子周囲の電

位分布とイオン分布について述べる。第６章から第８章では、電気泳動

測定による液体媒質中の帯電粒子のゼータ電位（表面電位に近似的に

等しい）の評価法について述べる。第９章では微粒子間の静電相互作用

を扱う。第10章では微粒子間のvan der Waals相互作用について述べる。

第11章では、DLVO理論を基礎に、粒子間ファンデルワール引力を特徴づ

けるハマカー定数と粒子間斥力を特徴づけるゼータ電位を用いて粒子間

相互作用のポテンシャル曲線を描き、微粒子分散系の安定性を評価する。

■ 著者から■ 本書のポイント・特徴

関連の活動　Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (Elsevier発行） Editor
　　　　　　　　 Colloid and Polymer Science (Springer発行） アジア地区 Editor
　　　　　　　　 ISO/TC91 （界面活性剤）国際議長

 
★粒子間で起こる引力・斥力はどのような

         パラメータに基づき評価・計算されるのか！

★分散・凝集に関わる理論と評価法を完全理解！

・DLVOを理解すれば微粒子の挙動が分かる！

・ハマカー定数とゼータ電位を用いて粒子間相互作用の

  ポテンシャル曲線を描く → 微粒子分散系の安定性を評価する

・van der Waals力を特徴づけるハマカー定数とは？

・ゼータ電位と電気泳動（非水系の電気泳動、柔らかい粒子の電気泳動）

・微粒子分散系を安定に保つ → 微粒子間引力に打ち勝つ斥力が必要

・表面電位を理解　静電力、拡散電気二重層とは？

・非水系・無塩系ではどのように考えるのか？

ＤＬＶＯ理論の完全理解、ハマカー定数・ゼータ電位の評価方法、ポテンシャル曲線の作成法

敬称略

■ 第1章　分子の熱運動と分子間引力
 1．ポテンシャルエネルギー:
　　力学的な力に逆らっている度合い
 2．無秩序さの度合い:エントロピー
 3．エントロピー増大と
    ポテンシャルエネルギー低下の競争
 4．力とポテンシャルエネルギーの関係
 5．分子の熱運動と熱エネルギー
 6．分子間引力
 7．微粒子分散系の持つ大きな表面自由エネルギー

■ 第2章　微粒子周囲のイオン分布と
　　　　　電位分布:拡散電気二重層
　1．微粒子の表面電荷:粒子表面の帯電の原因
　2．イオンの熱運動
　3．電荷と電場・電位
　　3.1　点電荷の作る電場　3.2　面電荷の作る電場
　4．拡散電気二重層の構造
　5．Poisson-Boltzmann 方程式
　6．表面電位と表面電荷の関係:厳密な式
　7．有効表面電位

■ 第3章　球状および円柱状の帯電微粒子の
　　　　　電荷と電位
　1．球状粒子　2．円柱状粒子

■ 第4章　柔らかい粒子の電荷と電位
　1．Donnan電位　2．柔らかい粒子の表面電位
　3．表面電荷層内の電位分布

■ 第9章　微粒子間の静電相互作用
1．2つの帯電粒子間に働く力
2．帯電の2つの型と静電相互作用の2つの型
3．2枚の平行平板間の静電相互作用
4．Derjaguin近似
　4.1　2つの球
　4.2　2つの平行な円柱
　4.3　2つの交差する円柱
5．柔らかい粒子
　5.1　2枚の平行な柔らかい平板
　5.2　2つの柔らかい球
　5.3　2つの平行な柔らかい円柱
　5.4　2つの交差する柔らかい円柱
6．線形重畳近似
　（Linear superposition approximation、LSA近似）
　6.1　2つの球
　6.2　2つの平行な円柱
　6.3　2つの交差する円柱

■ 第10章　微粒子間のvan der Waals相互作用
1．分子間のvan der Waals相互作用と
　 粒子間のvan der Waals相互作用
2．種々の物体間のvan der Waals相互作用
3．媒質の効果
4．表面層で覆われた2枚の平行な平板
5．Hamaker定数と表面張力
6．代表的な物質のHamaker定数の値

■ 第11章　微粒子分散系の安定性:DLVO理論
　1．球状粒子間の全相互作用のポテンシャル曲線
　2．臨界凝集塩濃度とShultze-Hardyの法則

■ 第5章　非水系・無塩系における
　　 　　 微粒子の電荷と電位
　1．水系と非水系の違い
　2．電解質イオンと粒子由来の対イオン
　3．通常のPoisson-Boltzmann方程式
　4．体積無限大の電解質溶液中の1個の粒子
　5．自由体積モデル
　6．無塩系のPoisson-Boltzmann方程式
　7．無塩系における粒子周囲の電位分布
　8．粒子の実効電荷と自由な対イオン

■ 第6章　剛体粒子の電気泳動とゼータ電位
　1．電気泳動移動度とゼータ電位
　2．Huckelの式　　 3．Smoluchowskiの式
　4．平板状粒子に対する厳密解
　5．Henryの式　　　6．緩和効果を考慮した式
　7．種々の理論式の適用範囲
　8．ゼータ電位の測定例
　9．動的電気泳動
　10．濃厚系の電気泳動
　11．沈降電位　　　12．CVPとESA
　13．液滴の電気泳動

■ 第7章　柔らかい粒子の電気泳動
　1．柔らかい粒子
　2．表面電荷層内での液体の流れ
　3．平板状の柔らかい粒子
　4．球状の柔らかい粒子

■ 第8章　非水系（無塩系）の電気泳動
　1．媒質の比誘電率
　2．非水系（無塩系）における電気泳動
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PEDOTの特性・合成手法とデバイス応用
～有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、

アクチュエータ、タッチパネル、電子ペーパー～

本書の特徴

      各種物性の導電性への影響

●工藤　康夫,橋本　定待(日本先端科学(株))　●宗像　伸枝,武久　慶太(帝人デュポンフィルム(株))　●井原　孝(鶴見曹達(株))
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PEDTの透明性,耐候性,耐熱性,耐湿性、PEDOT膜との関係、
DMSO添加による導電性の向上

PEDOTを使用したデバイス開発における
留意点とは？

有機EL用導電膜・正孔注入層…
パターニング方法、ITO上におけるPEDT／PSSの平坦化　等
帯電防止コーティング材…
全光線透過率と表面抵抗率との関係、pHと表面抵抗率との関係、
不純物混入の影響　等
色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料…
CNT/導電性高分子コンポジット電極、成膜加工性、塗膜安定性 等
有機薄膜太陽電池用正孔輸送層…
高導電性PEDOT/PSSを用いたときの正孔捕集効果、
PEDOT/PSSが劣化に与える影響　等
電子ペーパー・タッチパネル用透明導電フィルム…
柔軟性,面内抵抗均一性,耐環境性、ITO系との差異、
透明性と抵抗の関係　等
アクチュエータ用フィルム…
水蒸気吸着特性、電気収縮挙動、収縮応力と体積仕事容量　等

        合成・重合法とそのポイント

酸化重合法,電解重合法,超臨界重合法、
重合時の反応湿度と導電率の関係、PEDT/PSSディスパージョン
PEDOT膜中のドーパント密度と分析方法

PEDOTの塗布性とコーティングプロセスの留意点
印刷塗布法による電極作成、
フォトリソグラフィーを用いたパターニング、
パターニング後の導電性と透過率
PEDOT膜の洗浄のポイントと導電率長期安定性、
エッチング用薬剤(エッチング液,剥離液,現像液)

今まで無かった、PEDOTをテーマとした専門書籍！

第1章　PEDT/PSSの特性と構造
第2章　PEDTの合成法
第3章　パラトルエンスルホン酸鉄を用いて合成したPEDOT
第4章　フォトリソグラフィーを用いたパターニングシステム
第5章　有機EL用導電膜・正孔注入層
第6章　固体電解コンデンサへの応用と求められる特性
第7章　光学フィルム用帯電防止コーティング材料として
　　　 求められる特性

第8章　太陽電池用途
 第1節　色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料
 第2節　有機薄膜太陽電池用正孔輸送層材料

第9章　タッチパネル用薄膜材料
 第1節　透明導電フィルム
 第2節　タッチパネル用フィルムの評価法

第10章　電子ペーパー用透明電極材料への応用と求められる特性
第11章　アクチュエータへの応用

① どうしてPEDOTなの？
　→導電性高分子の中からPEDOTが選ばれた背景から、
    開発の経緯まで詳しく解説！

② PEDOTの基本的な事が知りたい
　→主要PEDOTの導電性、耐湿性、耐候性、透明性、
    耐熱性や、安定性についても言及！

③ PEDOTの最新の技術動向が知りたい
　→ITO代替材料としてのPEDOTの開発現状、最新の企業の
    取組み等を紹介！

④ PEDOTを使った応用事例を紹介してほしい
　→有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、
   アクチュエータ、タッチパネルへの応用事例を掲載！
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PEDTの透明性,耐候性,耐熱性,耐湿性、PEDOT膜との関係、
DMSO添加による導電性の向上

PEDOTを使用したデバイス開発における
留意点とは？

有機EL用導電膜・正孔注入層…
パターニング方法、ITO上におけるPEDT／PSSの平坦化　等
帯電防止コーティング材…
全光線透過率と表面抵抗率との関係、pHと表面抵抗率との関係、
不純物混入の影響　等
色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料…
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有機薄膜太陽電池用正孔輸送層…
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電子ペーパー・タッチパネル用透明導電フィルム…
柔軟性,面内抵抗均一性,耐環境性、ITO系との差異、
透明性と抵抗の関係　等
アクチュエータ用フィルム…
水蒸気吸着特性、電気収縮挙動、収縮応力と体積仕事容量　等
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酸化重合法,電解重合法,超臨界重合法、
重合時の反応湿度と導電率の関係、PEDT/PSSディスパージョン
PEDOT膜中のドーパント密度と分析方法

PEDOTの塗布性とコーティングプロセスの留意点
印刷塗布法による電極作成、
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PEDOT膜の洗浄のポイントと導電率長期安定性、
エッチング用薬剤(エッチング液,剥離液,現像液)

今まで無かった、PEDOTをテーマとした専門書籍！

第1章　PEDT/PSSの特性と構造
第2章　PEDTの合成法
第3章　パラトルエンスルホン酸鉄を用いて合成したPEDOT
第4章　フォトリソグラフィーを用いたパターニングシステム
第5章　有機EL用導電膜・正孔注入層
第6章　固体電解コンデンサへの応用と求められる特性
第7章　光学フィルム用帯電防止コーティング材料として
　　　 求められる特性

第8章　太陽電池用途
 第1節　色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料
 第2節　有機薄膜太陽電池用正孔輸送層材料

第9章　タッチパネル用薄膜材料
 第1節　透明導電フィルム
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第10章　電子ペーパー用透明電極材料への応用と求められる特性
第11章　アクチュエータへの応用

① どうしてPEDOTなの？
　→導電性高分子の中からPEDOTが選ばれた背景から、
    開発の経緯まで詳しく解説！

② PEDOTの基本的な事が知りたい
　→主要PEDOTの導電性、耐湿性、耐候性、透明性、
    耐熱性や、安定性についても言及！

③ PEDOTの最新の技術動向が知りたい
　→ITO代替材料としてのPEDOTの開発現状、最新の企業の
    取組み等を紹介！

④ PEDOTを使った応用事例を紹介してほしい
　→有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、
   アクチュエータ、タッチパネルへの応用事例を掲載！
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★CSV全体の方向性と関連法規制を理解しよう！
★GXP（GLP、GCP、GMP等）での対応含め、多数の事例に学ぶ！
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荻原　健一 　株式会社 野村総合研究所 　（監修）

コンピュータ化システムバリデーション
の最新動向と取組み事例

村上　大吉郎　株式会社大気社
杉本　隆之　　エーザイ株式会社
藤田　雄一　　東洋エンジニアリング株式会社
櫻井　國幸　　日揮株式会社
阿部　いくみ　田辺三菱製薬株式会社
若林　由美　　中外製薬株式会社

　近年相次いでコンピュータシステムバリデーション（以下、CSV）に関する新しい指針が発出されている。
EU Annex11改定ドラフトの発表に次いでGAMP5が発行された。そしてこのたび、厚労省から18年ぶりとなる
新しいガイドラインが発出された。
　2006年6月にCSVとER/ESの集大成として「コンピュータバリデーション、FDA・厚生労働省ER/ES指針とそ
の適用事例」を株式会社情報機構から出版したが、上記のような急激な変化の中で古くなっている情報も増
え、改定版の話を昨年末に相談を受けた。
　丁度、厚労省の新ガイドラインの検討が進められていることもあり、最新版として出版するのであればそ
れを盛り込みたいという思いから予定よりは大分遅れての出版となった。
　CSVあるいはER/ESの取組みも更にその重要性を増している。これらの取組みにあたって本書が十分にお役
に立てると信じている。また、製薬企業の方はもちろん、サプライヤやエンジニアリング関係の方にもご利
用頂ける内容にまとまっているので広く活用して頂ける事を期待したい。
　

■ 監修者から ■ 本書のポイント・特徴

＜執筆者（敬称略・執筆順）＞ 細井　一　　　富山化学工業株式会社
刑部  道博　　日揮株式会社
谷口　潤　　　株式会社日立製作所
久津間　敏充　株式会社ＩＨＩプラントエンジニアリング
横井　昭彦 ＩＴエンジニアリング株式会社
迫田　龍之介　興和株式会社
荻本　浩三　　株式会社島津製作所

★CSV全体の方向性と最新法規制関連の動向とは？
　　－日米欧共通事項とそれぞれの考え方－
　　－厚生労働省コンピュータ化システム適正管理ガイドライン、
　　　GAMP、 Part11、FDA査察、PIC/S、ANNEX、ER/ES指針、etc－
★GXPにおける取組みとは？　－GLP、GCP、GMP－
★監査　－サプライヤ監査実施ポイントと留意点とは！－
★医療機器のCSV　－FDAガイダンスを中心にした対応上のポイントと今後の日本は？－
★取組み事例　　－ERP、MES、プロセス制御、PLC及び設備付属システム、
　　　　　　　　　　　　　工場倉庫システム、分析機器、GCPパッケージ、etc－
★ITインフラ管理とネットワーククオリフィケーション
　　－これが出来てないと意味が無いが、そのポイントとは！－

★ご回覧ください★

HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

■ 第1章　コンピュータ・バリデーション総論

■ 第2章　日本におけるコンピュータ管理と厚労省新ガイドラインの目指すところ
1．「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」の概要
2．厚労省「新コンピュータガイドライン」の概要
3．日本におけるCSVの取組みに関するアンケート調査とその結果
4．新ガイドライン案の発出とパブコメの募集 / 5．新ガイドラインとその解説
6．新ガイドラインとGAMP5との整合性

■ 第3章　FDA査察に向けたコンピュータ化システムバリデーションの取組み
1．米国GMPとFDAにおけるバリデーションの定義 / 2．FDA査察の転換

  3．システム査察の概要　/4．CSV実施のポイント/5．バリデーション状態の維持

■ 第4章　 EU対応のコンピュータ化システムバリデーション その概要と留意事項
1．EU対応のコンピュータ化システムバリデーションの歴史
2．EUにおけるコンピュータ化システムバリデーションのためのガイド
3．EU対応の現状 / 4．現在及び将来 / 5．CSVの将来 / 6．電子記録と電子署名（ER/ES）
7．欧州における改定案ANNEX11の電子記録・電子署名

  8．新ANNEX11ドラフト/9．参考資料

■ 第5章　GAMP5の概要と新たな取組みの考え方
1．GAMP 5発行の背景 / 2．GAMP 5の重要なコンセプト / 3．GAMP 4からGAMP5へ

■ 第6章　コンピュータバリデーション管理規定とその事例
1．コンピュータシステムバリデーション（CSV）管理規定の考え方
2．CSV管理規定の事例

■ 第7章　非臨床試験におけるコンピュータバリデーションの取組み
1．非臨床試験におけるCSVの現状/2． GLP適合性調査におけるコンピュータシステムの調査
3．厚生労働省令ER/ES指針（薬食発第0401022号）とGLP

■ 第8章　臨床開発におけるコンピュータバリデーションの取組み
  1．規制下でのシステム構築 /2．GCP領域のシステムとそのバリデーション

■ 第9章　医療機器におけるコンピュータシステムバリデーション
 1．FDAと国際協調
2．FDAのガイダンス / 3．FDAガイダンスGPSVの概要 / 4．医療機器コンピュータにおけるバリデーション
5．FDAガイダンスの構造 / 6．医療機器、付属品の場合の重大性レベル
7．市販前申請に提出すべき文書と重大性レベル / 8．医療機器に関する最近の動向その他
 

■ 第10章　表計算ソフトにおけるコンピュータバリデーションの考え方
1．基本的考え方 / 2．バリデーション / 3．セキュリティ / 4．保存管理 / 5．バックアップ・定期点検

■ 第11章　コンピュータ化システムにおける監査とそのポイント
1．規制対象企業の責任 / 2．システム開発におけるサプライヤとの関わり
3．CSV活動へのサプライヤの関わり / 4．サプライヤに求める知識、経験
5．サプライヤへの業務委託範囲および役割分担/6．サプライヤ監査の実施事項成
7．実施における留意点、ポイント  /8．監査のフォロー / 9．実施すべき教育訓練
10．バリデーション状態の維持 / 11．サプライヤへの要望事項

■ 第12章　日米欧GMP対応システム構築におけるエンジニアリング業務の進め方
 1．日米欧の三極GMP　2．ISPE GAMPガイド / 3．GEP（Good Engineering Practice） 

   4．三極GMP対応のコンピュータ化システム構築

■ 第13章　コンピュータバリデーションの取組み事例
第1節　ERP対応のコンピュータバリデーション事例

第2節　MES製造管理システムにおけるコンピュータバリデーションとその事例

第3節　プロセス制御システムにおけるコンピュータバリデーションとその事例

第4節　PLCのCSVについて

第5節　PLCを含む設備付属システムの回顧的バリデーション 

第6節　GMP工場倉庫システムにおけるコンピュータバリデーション

第7節　HPLCを中心とした分析機器のコンピュータ化システムバリデーション

第8節　GCP業務支援パッケージにおけるコンピュータバリデーション

■ 第14章　ＩＴインフラの管理とネットワーク クオリフィケーション
 1．ITインフラストラクチャの管理  /2．ネットワークとそのクオリフィケーションの位置づけ

■ 第15章　FDA Part11その内容と解釈  /1．FDA 21CFR Part 11 発行とその経緯
 2．Part 11の条文とその解説/2.1　PREAMBLEについて /3 ．Part 11 の条文構成とその内容
 4．新ガイダンス「Scope and Application」とその解釈/5．新ガイダンス「範囲と適用」と今後の取組み

■ 第16章　厚労省 ER/ES 指針の要件とその解釈  
 1．厚労省ER/ES指針の経過とその背景 /2．厚労省 ER/ES 指針までの道程 
 3．厚労省ER/ES指針の通知内容/4．厚労省 ER/ES 指針（案）に対する回答とその概要
 5．Part 11、厚労省 ER/ES 指針の比較と注意点
 6．ER/ES に対する取組みの進め方 /6.1　取組み体制の確立
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　FAX:03-5740-8766まで！
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　　　　【各種濾過方式とそのメカニズム】
…クロスフロー濾過、ダイナミック濾過、ケーク濾過、遠心脱水プロセス、
　沈降・閉塞を伴う濾過、加圧脱水、Ruthの濾過理論、
　流量と異物補足率の関係、濾過速度の計算式の算出方法、
　濾過速度・効率に影響を及ぼす因子　等

　　　　【助剤の選定・前処理のポイント】
◎濾過助剤…助剤(助剤の種類と量)の最適選定と有効利用、
　　　　　　 助剤のリサイクル　等

◎前処理…脱泡・消泡処理、凝集処理、凝集材の特性と選定　等

　　　　　　 【濾過物の状態別で考える】
◎性状別…エマルション、スラリー、ゲル状、ナノ粒子分散系、
　　　　　 ケーキ、異物混入、難ろ過性スラリー　等

◎有機物・無機物…有機スラリー、有価金属、高分子、微生物、
　　　　　　　レアメタル、生物由来原料、重金属含有スラリー　等

◎スラリーの濾過効率向上
…濾過分離に対するろ材および濾過機の選定方法、スラリーの異物除去　等

　　  【具体的な濾過事例で効率向上のヒントに】

◎化学工業…CMPスラリー、インク、レジスト材料、研磨液、半導体製造 等

◎水処理…排水処理、海水淡水化処理、排水再利用・リサイクル 等

◎食品・飲料…酒類(日本酒・焼酎)、果汁、ハチミツ、微生物発酵液 等

◎医薬品…原薬(たんぱく質等)、血液 等

　　 【機器のスケールアップのポイントを学ぶ】
スケールアップ時の問題点とトラブル対策、小スケールでの試験方法、
試験を精度よく行うための工夫・ポイント　等

　　　　　　 【目詰まり対策を徹底検証】
◎膜の目詰まり対策の考え方…汚れの原理・機構、ファウリングと劣化　等

◎品質維持と効率化…ろ過機の洗浄、汚染対策、メンテナンス・防汚処理　等

うまく濾過ができない理由を、濾過物の性状・装置・理論に焦点を当てて解き明かす一冊。
「閉塞メカニズム」「評価」「機器の選定」「目詰まり対策」等に重点を置いた実用書です。POINT

あなたの濾過がうまくいかない理由がここに！

　　　 【濾材の種類と選定のポイントを知る】
◎濾材一般…濾材の材質による比較、濾材の適用分野

◎フィルター…フィルター閉塞および捕捉効率に及ぼす濾過圧力の影響、
　　　　 　　　フィルターの選定法　等
◎各種分離膜…不織布フィルター、有機合成膜、活性炭フィルター、
　　　　　　　セラミックフィルター、ナノファイバー、MF膜+活性炭　等

◎濾過機…遠心・圧搾機、濾過機の選定と選定基準

　　　　　　　【濾過の評価手法を学ぶ】
◎評価法…ろ過データの測定方法と解析方法、データの解析法、
定速濾過での評価法、素材の性能評価、標準閉塞モデル・完全閉塞モデル　等

◎評価事例…濾過速度、ケーク、スラリー、ポリマー、試料液　等

濾過プロセスの最適選定と効率改善

＜基礎知識編＞第1章　濾過の基礎
　　　　　　　第2章　効率的な濾過の手法・特性と前処理方法
　　　　　　　第3章　濾過助剤
　　　　　　　第4章　各種濾材における分離のメカニズムと使用事例
　　　　　　　第5章　濾過の評価方法・評価事例
＜供給物編＞　第6章　無機物・有機物の濾過メカニズムと効率化への取組み
　　　　　　　第7章　微生物の濾過メカニズム・評価と効率化
　　　　　　　第8章　その他性状別粒子分散液の濾過メカニズムと効率化への取組み
＜分野編＞　　第9章　水処理分野における濾過・膜濾過技術と事例
　　　　　　　第10章　食品・飲料分野における濾過・膜濾過技術と事例
　　　　　　　第11章　医療・医薬品分野における濾過・膜濾過技術と事例
　　　　　　　第12章　化学工業・電子材料・部材製造における濾過技術と濾過事例
＜応用編＞　　第13章　濾過プロセスにおける洗浄と品質維持管理のポイント
　　　　　　　第14章　濾過の試験方法とスケールアップ
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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。
◎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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★ 豊富な事例で習得する、仕事関数の計測・制御

【執筆者一覧(敬称略)】

第1章　計測・評価に向けた仕事関数の理論・原理
第1節　仕事関数とは
第2節　仕事関数の理論
第3節　真空仕事関数と実効仕事関数
第4節　局所仕事関数
第5節　電子放出と仕事関数
第6節　その他表面電子過程の様々な側面
第7節　仕事関数とショットキー接合・MOS
第8節　仕事関数を決定付ける要因：仕事関数値の制御へ向けて
第9節　表面・界面項が引き起こす非理想アライメント
第2章　仕事関数の各種計測法
第1節　光電子放出を利用した仕事関数測定法
第2節　大気中光電子分光法
第3節　電子放出
第4節　ケルビンプローブ

第5節　その他の測定法
第6節　微小領域の仕事関数計測法・局所仕事関数の計測法
第7節　界面のバンドアライメント評価法
第8節　金属と各種材料との界面のバンドアライメント計測方法と事例
第3章　材料各種における仕事関数の計測・評価事例
第1節　電極用金属材料の仕事関数計測・評価
第2節　酸化物修飾した金属表面の計測 ZrO/Mo(100),Yoxide/W(100),Hfoxide/W(100)
第3節　非金属の電極材料のイオン化ポテンシャル（仕事関数）計測・評価
第4節　低い仕事関数と化学的安定性を併せもつ物質C12A7エレクトライド
第5節　有機半導体の計測・評価事例
第6節　透明導電膜の仕事関数：ITO表面を中心に～
第7節　透明導電膜用材料の特徴と仕事関数
第8節　高分子、絶縁性材料の計測・評価
第9節　仕事関数制御可能な
　　　　　有機－無機ハイブリッド材料の開発および仕事関数の評価

第10節　ナノ材料の計測・評価　(カーボンナノチューブを中心に)
第4章　デバイス・製品各種における
　　　　　仕事関数の計測・評価および制御・利用事例
第1節　有機薄膜トランジスタにおける計測・評価・利用事例
第2節　有機ELにおけるHIL(正孔注入層材料)の役割と仕事関数
第3節　有機薄膜太陽電池における仕事関数と太陽電池特性の関係
第4節　色素増感太陽電池における計測・評価および制御・利用事例
第5節　色素増感太陽電池における
　　　　　ケルビンプローブ法を用いた仕事関数の評価
第6節　結晶系シリコン太陽電池における
　　　　　ヘテロ接合バンド不連続の評価事例
第7節　蛍光ランプにおける計測事例
第8節　LED照明における計測・評価および制御・利用事例
第9節　電子写真用材料（電荷発生剤、顔料、電荷制御剤、
　　　　　電荷輸送剤、外添剤、キャリア）の計測・評価

●吉武 道子((独)物質・材料研究機構)
●石井 久夫(千葉大学)
●中島 嘉之(理研計器(株))
●佐々木 正洋(筑波大学)
●佐藤 誓((株)日産アーク)

●中根 英章(室蘭工業大学)
●戸田 喜丈・細野 秀雄(東京工業大学)
●小野田 光宣(兵庫県立大学)
●石田 敬雄・寺田 恵一((独)産業技術総合研究所)
●内田 孝幸(東京工芸大学)

●韓 礼元((独)物質・材料研究機構)
●大山 陽介・播磨 裕(広島大学)
●坂田 功((独)産業技術総合研究所)
●明星 稔(パナソニック(株) ライティング社)
●野澤 誠司((株)スペクトラ・コープ)

●柳田 和彦(富士ゼロックス(株))
●今栄 一郎(広島大学)
●牧 英之(慶應義塾大学)
●川崎 昌宏(日立ヨーロッパ)
●阪井 淳(パナソニック電工(株))

仕事関数 /イオン化ポテンシャル の 

計測・評価 と 制御・利用
～材料・デバイスの性能向上に向けたデータの解釈と活用～

事例集
発刊：2010年9月　　定価：￥66,000＋税　　体裁：B5判  353頁

皆様の手で仕事関数/イオン化ポテンシャルを測定・利用するために…
●最新の研究から、理論・計測法を詳細に解説し、仕事関数/IPの理解をより踏み込んだ領域へ。

●材料別・デバイス別の事例を豊富に収録し、実際の測定・利用から実践手法を把握。

お手元のサンプル測定とデータ解釈が、この１冊ですぐにでも！

●有機薄膜トランジスタ(チオール単分子層を用いた制御)
●有機ＥＬ(陽極バッファ層･電子注入層および陰極)
●有機薄膜太陽電池(電極材料の仕事関数と光電変換特性の関係)
●色素増感太陽電池(増感色素エネルギー準位･Li処理TiO2電極)
●シリコン太陽電池(内部光電子放出法によるヘテロ接合評価)
●蛍光ランプ(ゼロ電界エミッション点)
●ＬＥＤ照明(LEDと仕事関数・イオン化エネルギー)
●電子写真用材料
　(電荷発生剤･顔料･電荷制御剤･電荷輸送剤･外添剤･キャリア)

●仕事関数の定義／
　電子親和力およびイオン化エネルギーとの関連
●各種理論・第一原理計算(半経験･量子力学･吸着系･合金系)
●真空・実効・局所仕事関数
●ショットキー接合・MOS
●仕事関数を決定付ける要因
　(バルク項と表面項･組成･表面修飾)
●非理想アライメントの考慮
　(Sパラメータとフェルミレベルピンニング/電荷中性点/他)

◎計測法各種…各手法の理論から事例まで詳解する

●光電子分光・光電子収量分光(手法と装置／界面電子構造測定)
●大気中光電子分光法(金属材料/有機材料)
●電子放出分布計測法・ショットキーバリア高さの測定
●ケルビンプローブ　　●阻止電位法・表面電離法・CV
●微小領域・局所仕事関数の計測法
　(走査トンネル顕微鏡(STM)～LBH･STSの計測法～
　 原子間力顕微鏡(AFM)の利用)
●界面のバンドアライメント評価(手法各種/
金属-無機半導体・金属-酸化物・金属-有機半導体・積層膜の事例)

◎材料事例 …多様な事例をデバイス応用のために

●電極用金属材料(Mg,Al･Ag,Pd)
●酸化物修飾した金属表面(ZrO/Mo･Yoxide/W･Hfoxide/W)
●非金属の電極材料(ホウ化物･酸化物) ●C12A7エレクトライド
●有機半導体・導電性高分子との接合界面
　(金属･電導性酸化物･導電性高分子同士)
●透明導電膜(ITO･その他･
有機自己組織化膜修飾による仕事関数制御･表面洗浄と仕事関数)
●高分子・絶縁性材料　●有機－無機ハイブリッド材料
●ナノ材料(カーボンナノチューブ他)

◎デバイス事例…仕事関数が性能に及ぼす影響は？

◎理論・原理…計測・制御に向けた基本事項とは？

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp
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★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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原薬輸入・海外調達における課題/薬事規制への対応
発刊：2010年8月・定価：\69,000＋税  体裁：Ｂ５判 264頁

●浅越　正（コーア商事(株) ）
●石橋　恵治（エーザイ(株) ）
●伊牟田　充（藤本化学製品(株) ）
●江森　健二（ヤンセンファーマ(株) ）
●太田　和実（明治製菓（株））
●大野　喜和（ビオブリッジ（株））
●岡本　真人（帝人ファーマ(株) ）

●早川　道也（ロンザジャパン（株））
●福島　百映（エボニック デグサ・ジャパン（株））
●松浦　信男（万協製薬（株））
●丸橋　和夫（(株)エースジャパン）
●三宅　正一（日本バルク薬品(株) ）
●山根　修（ハイカル・ジャパン）
●吉谷　隆志（（独）医薬品医療機器総合機構）

●小川　明広（長瀬産業（株））
●川上　亘作（(独)物質・材料研究機構）
●正田　力也（明治薬品(株) ）
●堤　信夫（久光製薬（株））
●徳植　信行（（株）リバテック）
●長村　聡仁（東和薬品(株) ）
●西村　光（日本新薬（株））

◇輸入先の選定、品質確保、安定供給のための取引・契約トラブルなど実例を基に解説！
◇ＭＦ制度からＧＭＰ、ＧＱＰなど原薬に関わる規制に対応！

第1章　原薬調達の現状
第1節　原薬メーカーのＧＭＰ管理
第2節　ＧＭＰに適合した原薬調達
第3節　原薬とＧＱＰ省令
 改正薬事法におけるＧＱＰ/品質標準書における原薬の取り扱い
 製造業者との取り決めにおける原薬の取り扱い
 適切なＧＭＰの確保/変更管理/品質不良の処理
第4節　原薬メーカーの国外移転における懸念
 国外移転の検討/国外移転の手順/国外移転の留意点・懸念
 ＧＭＰ対応力/薬事的対応/目標管理の徹底
第2章　ＭＦ制度
第1節　ＭＦ制度の概要
第2節　ＭＦ登録
 第1項　登録対象品目及び登録区分  
 第2項　原薬等登録番号
 第3項　ＭＦ登録者
 第4項　登録等手続き
 第5項　外国の原薬等製造業者が登録申請を行う場合
 第6項　原薬等登録原簿の承継
 第7項　ＭＦを利用した承認申請と承認審査
 第8項　ＭＦ登録申請の取下げ、MF登録整理及び登録抹消
 第9項　ＭＦの販売名の変更について

第3章　原薬海外調達の課題とポイント
第1節　外国原薬の状況・受託事業会社の選定ポイント
 受託事業会社選定ポイント/海外メーカーの考え方違い/トラブル対応
第2節　原薬メーカーの決定
 品質契約/ＧＭＰ適合性調査/認定/ＭＦ
第3節　原薬の不純物に関する留意点及び問題点
 品質目標/有機不純物/残留溶媒/無機不純物/外部からの混入物
第4節　原薬の結晶形に関する留意点
 結晶多形の熱力学/判別法/転移温度の求め方/原薬物性への影響
第5節　発売に向けた最終確認と各種取り決め、関連部門との連帯
 申請後～承認・販売準備/供給契約締結/輸送ルート、輸送業者手配
 ＧＭＰメーカー査察の重要性/ＧＱＰ契約
第6節　原薬調達の事例
 原薬調達先調査、初回納入まで/原薬調達先調査、日本の品質
 レベルとの兼ね合い/ 実生産スケール/GMP適合性調査
 供給価格・・品質担保、日本の特殊な状況/との兼ね合い/最終決定
 原薬通常輸入作業/注文、注文書送付/出荷指示/輸入・通関
 受入れ、品質確認/クレーム発生時/ロイヤリティー、
 マイルストーン、適正な納税/購入予測量連絡

第4章　新薬開発段階の原料調達、中間体、原薬の製造委託
           ～開発購買の役割とコスト削減～
 新薬開発にかかわる開発購買の視点、ポイント 
 原料、中間体、原薬の調達、製造委託の際の共通する視点
 粗原料、中間体、原薬の順に、調達する種類別の調達のポイント
 委託先選定の実際/海外からの調達/中国、インドの受託会社
 原料、中間体の各サイトでの調達/商社の活用
 複雑な化合物の製造委託戦略の実際/生産の購買との連帯

第5章　原薬商社における役割と現状
第1節　輸入原薬の品質試験
 APIとは？/原薬の品質/規格及び試験方法
第2節　外国製造業者の認定及びMF登録の日本管理人
 外国製造業者の認定/MF登録：外国原薬を例として
第3節　海外原薬メーカーへの事前調査
第4節　輸入商社の役割

第6章　海外製造業者との取り引きの際における留意点
第1節　契約の際の留意点
 第1項　契約前段階において相手先の信頼性（納期の厳守、
            品質、トラブル対処の迅速性など）の評価
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第１章    新薬開発における薬物性QT延長症候群
1. 臨床開発におけるQT延長
2.E14ガイドラインに基づいたQT延長の検討　
第２章  　QT延長ガイドライン(S7B・E14)
　　第1節 S7Bガイドラインの概要
1. ガイドライン作成の経緯
2. ICH S7Bガイドラインの基本的考え方
3. 主な実験方法
    第2節 E14ガイドライン
1. 序説        2. 臨床試験
3. 臨床試験における心電図の解析
4.有害事象
5. 薬事規制への影響、添付文書の記載およびリスク管理
第３章　　S7Bの各種試験実施と留意点
1. In vitro Ikr測定   2. In vivo QT測定
3. フォローアップ試験
4. 動物を用いた催不整脈試験
第４章　　非臨床データの評価とその後の戦略
1. Thorough QT/QTc試験と非臨床試験
2. 開発にかかわるQTQTc評価試験の問題点
3. QT/QTc評価試験の代替方法
4. 非臨床試験のデータとQT/QTc評価試験のデータの蓄積
5. 非臨床試験における新しいモデル
6. 今後のガイドライン改訂に向けて

第５章　E14 QT/QTc評価試験(Thorough QT/QTc Study)実施
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1. 試験デザイン   2. 心電図測定と計測・解析
3. 統計解析法     4. 試験結果の評価
5. 陽性対照薬での試験の実例
6. 試験結果に対するFDAの見解
第６章　QT/QTc評価試験以外の臨床試験におけるQT評価
1. 不整脈の検出とそのリスクファクターとしてのQT間隔の評価
2. QT評価のための臨床試験
3. QTの民族差:QTデータにブリッジングは必要か? 
第７章　QT間隔測定法
1. QT間隔の種類          2. QT間隔の計測方法
第８章　QT間隔補正　
1. QT間隔に影響する因子  2. 補正法
第９章　薬物によるQT間隔の修飾(延長と短縮)
        (薬物性QT延長症候群）
1. 心電図とQT間隔の基礎
2. QT間隔の異常
3. 症例呈示
第10章　QT/QTc評価試験実施に関する問題点
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2. 陽性対照の選択
3. 心電図測定と血中濃度
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◆QT/QTc評価試験における試験デザイン・例数設定・評価・事例およびFDAの見解　　　　　　 ◆IHC E14をふまえた国内外で実施するQT/QTc評価試験のポイント
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基本戦略の一助になれば幸いである。
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【執筆者一覧(敬称略)】

はじめに　EV・HV車における放熱・耐熱技術の最新動向
第1章　EV・HV車に向けた、放熱・耐熱材料の設計と開発
　　　および放熱・耐熱技術
第1節　高分子における熱伝導の理論と高熱伝導化技術
          ―ＥＶ/ＨＶ用途への最適化に向けて―
第2節　HV・EV車向けシリコーン放熱材料の設計・開発
第3節　HEV・EV車に向けた自動車用シリコーン放熱材料の設計と要求特性
第4節　エポキシ樹脂各種のEV・HV用途への利用検討と諸特性
　　　　―耐熱性・放熱性を中心に―
第5節　EV・HV車に向けたパワーデバイス用高熱伝導エポキシ樹脂基板
第6節　ポリジメチルシロキサン系ハイブリット材料の耐熱特性と
　　　　EV・HV用途への利用検討
第7節　ピッチ系CFRPの熱特性を含めた特長とEV・HV用途への応用 
第8節　ナノフィラーの分散・高充填技術と放熱材料への応用
　　　　～EV・HEV車用機器に向けて～
第9節　HEV・HV車に向けた放熱・耐熱樹脂用フィラーの混練・分散技術
第10節　高熱伝導率フィラーの評価とEV・HV向け放熱材料への応用

第11節　高熱伝導性グラファイトシートの特性と応用、
　　　　およびEV、HEVへの適用の可能性　
第12節　EV・HV向け電子機器用高信頼性はんだの開発
第13節　ヒートパイプやヒートシンク、ペルチェモジュールの
　　　　特性とEV関連用途における熱設計の考え方
第2章　EV・HV車向けパワーデバイスの実装
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第1節　HEV車に使われているインバータ用パワーデバイスの放熱構造
第2節　SiCパワーデバイスの高耐熱実装技術とその信頼性
第3節　EV、HEV用パワーモジュールにおける放熱性向上の
　　　技術動向及びインテリジェント化
第4節　EV/HEV用パワー半導体モジュールにおける放熱技術
第5節　HEV・EV用SiCパワーモジュールにおける
       放熱部材の課題と対応策 
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第2節　EV・HV用コンバータの小型軽量化と放熱技術
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ＥＶ・ＨＥＶ 車に向けた　
材料・部品の 放熱・冷却・耐熱  技術

発刊：2010年6月　　定価：\64,000＋税　　体裁：B5判 338頁

○高分子の熱伝導理論
  …熱伝導率を決める因子、高分子の高次構造と熱伝導率、高熱伝導化のメカニズム

○シリコーン材料
　　…グリース・ゴムシート・フェイズチェンジマテリアル・両面粘着テープなど

　　…放熱材料の設計とその評価、パワーデバイスに向けた対応

○エポキシ樹脂
　　…熱伝導性向上技術・ヒートサイクル性向上技術

　　…パワーデバイス用高熱伝導エポキシ樹脂基板、放熱板への貼付け／発熱素子の貼付け

○有機・無機ハイブリッド材料
　　…PDMS系ハイブリッド材料の無機セラミックスフィラーとの複合化

○ＣＦＲＰ
　　…ピッチ系炭素繊維ベースのCFRPと特性(力学的･熱的)、自動車関連部材への適用

○フィラー
　　　…分散・高充填および放熱性向上のための材料設計・特性評価

　　…混練・分散技術ならびに放熱性・耐熱性に及ぼす混練・分散の影響

　　…熱伝導率の実験データ・低下の要因、

　　　　高熱伝導率を示すフィラー/プラスチック材の微構造

○グラファイトシート
　　…物性と放熱特性、EV・HEV分野への応用の可能性

○はんだ
　　…高放熱金属基板対応はんだ合金の要求特性と開発

○ヒートパイプやヒートシンク、ペルチェモジュール
　　…EVでの放熱冷却技術、駆動系から補機系まで

◎材料編　EV・HV向け高放熱・高耐熱材料に向けた

　　　　　　　　　最新の材料技術とその可能性を理解

・最新動向…各社のハイブリッドシステムや冷却構造(モーター・インバータ)

○パワーデバイス
　　…放熱経路の低熱抵抗化・拡張／拡大化の例、両面放熱方式における実装技術

　　…高耐熱実装構造の信頼性評価技術(熱疲労信頼性評価／薄膜接合層の強度評価)

○パワーモジュール
　　…等価熱回路、インテリジェントパワーモジュール、IGBTチップ保護

　　…絶縁・放熱部品材料(絶縁基板・放熱板)、絶縁基板-放熱板間はんだ接合部信頼性

　　…SiCパワーモジュールの課題と対応策(放熱部材に要求される耐熱性・封止樹脂の熱伝導率) 

○インバータ
　　…放熱設計(熱抵抗／冷却媒体と周囲温度)、冷却法(EVの水冷、ハイブリッドの水冷／空冷)

○コンバータ
　　…トランスリンク方式による小型軽量化、コア冷却手法の最新動向

　　…リアクトルにおける熱設計と評価

○モーター
 　　…EV用およびHEV用(シリーズ・パラレル・他、方式別)冷却システムの具体例

　　…温度上昇(絶縁階級／冷却媒体)、EV・HEV用モータの水冷／油冷／空冷

　　…磁石選定、EV・HVモータ用焼結Nd磁石、使用温度と最適材質

　　…電磁鋼鈑の基本特性および熱伝導特性

○リチウムイオン電池
　　…高放熱性を持つ大型Li電池、電池パックの放熱性向上化技術

　　…EV・HEV電池に求められる性質(熱の発生／冷却特性)、各環境車両での発熱特性

　　…カルマンフィルタによる充電率SOC推定、熱等価回路モデルによる内部温度推定

◎部品編　実際のEV・HV用部品での取り組みや　

　　　　　　　　　車メーカー・部品メーカーの視点から読み解く

「EV・HVに求められる放熱・耐熱材料とは？」「インバータ・モータ・電池他部品の放熱・冷却技術とは？」
EV・HV向け高放熱・高耐熱化技術を、材料／中核部品の両面から一挙集成!
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★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

～特許情報/技術情報の収集・加工・解析ノウハウ～

　知的財産活用研究所　顧問　　隈元　光太郎　氏
（元 呉羽化学工業(株)[現：(株)クレハ] 知的財産部担当部長）

2010年5月 発刊 / B5版ソフトカバー 

本文 266頁 + 付録・参照資料 88頁　           定価￥41,000＋税

著者

本書の特長

情報ネットワーク社会の昨今、ますます情報の効率的な収集とその解析の重要性が認識されている。本書は、

情報の探索から解析までのプロセスを日常業務の中で、実践する機会を増やすことを目的として、情報の検索・

収集のノウハウと情報の解析・活用方法を分かりやすく解説するものである。パテントマップ作成のプロセスを

モデル化して、特許情報と他の情報の総合的活用の道筋も示すことにした。　（本文より抜粋）

●第1章【基礎編】情報収集と情報解析 　　～特許関連業務の基本事項をおさえる～
　・業務で活かす情報源と情報収集手段　・情報解析の流れとステップ　・情報解析における思考と作業
　
●第2章【実践編】情報サイトと情報データベース 　　～各種データベースの具体的活用法～
　・新聞データベースの活用　・科学技術文献データベースの使い方　・特許情報と特許データベースの使い方
　・目的別特許調査検索方法　→　テーマ探索　/　先行技術調査　/　競合他社の開発動向調査　/　侵害予防調査
　・検索式の作り方　・国際特許分類（IPC）による検索　・FI記号、識別記号、広域ファセット記号による検索
　・Fタームによる検索　・概念検索　・応用分野を特定する検索
　
●第3章【応用編】パテントマップ作成と活用 　　～作成のステップ・手順、切り口設定～
　・パテントマップの種類　・パテントマップ作成のステップと流れ　・「切り口」設定の実際
　・思考マップの作成（特許情報の仕分けと整理加工） ・収集情報の整理加工の工夫 
  ・マトリックス表の作成と活用　・研究開発課題探索のアプローチ

●第4章【事例編】情報解析とパテントマップの活用 　　～事例で理解するパテントマップ～
　・炭素繊維 / 超臨界水 / 燃料電池 / 植物工場 /ガスハイドレート / 環境技術･･･等幅広く紹介！

⇒全項目（目次）は裏面へ！

パテントマップ作成・活用ガイド

★特許・知財に携わる　全ての人の実用書
　・　・　・

 かゆいところに手が届く
 実務者待望の実践解説書

★特許制度・公報サンプル・主な情報サイト等
　豊富な「巻末参照資料」つき　
　　～すぐに使える情報源を一つに収載！～

●第5章【よくある質問】
～著者の豊富なセミナー講演経験から導き出された
　　　　　　　　　　“誰もが抱く疑問”に答える～　　　　
未公開情報の入手方法は？／マップ作成に必要な期間の
目安は？適正人数は？／パテントマップ作成ソフトで
良いものは？／海外特許調査の注意点は？／中国特許の
調査方法は？／IPCとFI記号の違いは？／Fターム・
概念検索の有効活用法は？物質名、化合物名による
特許検索方法のポイントは？パテント・トロール対策は？
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書籍名　【BC100501】
信頼性・加速試験　書籍

できあがってからでは遅い！設計段階からの信頼性管理時代へ！

第1章　企業と信頼性
1.信頼性の歴史
2.信頼性を取り巻く環境の変化と新製品開発
3.製品開発と信頼性
4.信頼性改善とナレッジマネジメント

第2章　信頼性の基礎
1.信頼性とは何か
2.信頼性の特徴
3.信頼性の基礎概念
4.信頼性で用いる分布

第3章　信頼性の評価と予測　
1.信頼性の評価
2.信頼性の予測とその目的
3.MTBF・故障率の推定と予測への応用
4.信頼性設計と評価の役割

第4章　信頼性のモデル
1.信頼性データとモデル化
2.数理モデル  3.故障物理モデル

第5章　信頼性管理と信頼性設計　
1.信頼性をどう作るか  2.信頼性管理
3.設計審査  4.信頼性設計
5.信頼性を作り込む技術

第8章　効率的な製品開発のために
1.信頼性設計の役割
2.設計根拠とその評価
3.設計根拠評価(DEE)の進め方
4.DEEの実施手順
5.DEEを支える情報とシステム
6.効率的な製品開発のために

＜付録＞
メディアンランク表
パーセントランク表

開発現場で役立つ

信頼性試験・管理・設計手法

本書の内容

書籍項目

各種加速試験で何がわかるのか？
加速試験とその役割…故障率加速と寿命加速/時間加速/ストレス加速/
　　　　　　　　　　判定加速/類似製品や前任機の実績を利用する/
　　　　　　　　　　回収品や強制的に劣化させた部品を用いる

信頼性試験はどう進めればいいのか？
加速試験の考え方・実施のタイミングは？
信頼性試験の種類…開発試験/認定試験/設計検証試験/寿命試験
試験規模の決め方…信頼性抜取り試験/指数分布型計量一回抜取り方式/
　　　　　　　　　指数分布型計数一回抜取り方式
加速試験の進め方…試験条件の決定/機器と部品の加速試験の違い/
　　　　　　　　　機器の場合の特徴と注意点/部品の場合の特徴と注意/
　　　　　　　　　部品の加速試験の注意点

信頼性設計をスムーズに計画したい
信頼性管理…信頼性管理の目的/製品開発における問題点/
　　　　　　開発の流れと信頼性管理/信頼性管理のステップ/
　　　　　　設計審査/設計根拠とその評価
信頼性設計…設計目標の設定/新規技術の場合/設計変更の場合/
　　　　　　使用条件を変える場合/トレードオフ設計の場合/
　　　　　　コストダウン設計の場合/部品の信頼性と保全性設計/
　　　　　　設計の根拠と支援体制

試験後のデータをどのように解析・評価し、
開発に反映させるのか？
MTBF・故障率の推定と予測への応用
　　　　　　　…平均故障率/平均故障間隔/MTBF、故障率の点推定/
　　　　　　　　MTBFの区間推定/信頼度予測への応用
信頼性データの解析…データの視覚化/寿命データの解析/
　　　　　　　　　　ワイブル確率紙による解析(完全・不完全データ)/
　　　　　　　　　　寿命分布
ワイブル解析におけるチェックポイント
　　　　　　　…故障時間の分布がワイブル分布に従わない場合/
　　　　　　　　位置パラメータ(γ)を持つ場合/
　　　　　　　　2種類以上の故障メカニズムが混在する場合/
　　　　　　　　確率紙を使う場合の注意点
サンプル数の決め方…サンプル数の考え方/統計的なサンプル数の決め方/
　　　　　　　　　　バラツキの推定を前提にしたサンプル数の決め方
故障物理モデルの解析…アレニウスモデルの場合の解析/
　　　　　　　　　　　活性化エネルギーの算出手順/累積損傷則の解析/
　　　　　　　　　　　アイリングモデル

第6章　信頼性試験
1.信頼性試験とその役割
2.信頼性試験の目的と種類
3.信頼性試験の生産性
4.試験規模の決め方
5.加速試験とその役割
6.加速試験の進め方と注意
7.加速試験の期待役割の拡大

第7章　信頼性データの解析
1.信頼性データの特徴と種類
2.信頼性データの解析
3.サンプル数の決め方
4.故障物理モデルの解析

実際の業務と照らし合わせて使用したい

概念の説明や計算式だけではなく、実例に結びつけて学びたい

　　　　　　　　　　→こんな方にお勧めです！

【例題つき】

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)
品質保証 安全・環境評価部　部長

原田 文明
レーザープリンタ、デジタル複写機などの開発に従事。
主に開発段階における信頼性試験やデータ解析、品質改善を担当。加速試験などの
信頼性試験法の開発業務を経て、部品信頼性の設計検証業務、海外生産体制での
品質マネジメントに従事。

発刊　2010年5月　　体裁 Ｂ5判　ソフトカバー　272頁　　定価￥38,000＋税

氏



発刊 2010年4月　体裁 Ｂ5判 297頁　定価￥63,000＋税　

本書の内容(一部)

執筆者一覧（敬称略）
●鳶島　真一(群馬大学)　●森本　英行(群馬大学)　●小寺　喬之((株)ナノリサーチ)　●今泉　純一((株)田中化学研究所)　●日比野 光宏(京都大学)

●田渕　光春、秋本　順二、境　哲男((独)産業技術総合研究所)　●斉藤　光正、中野　雅継(住友大阪セメント(株))　●武内　正隆(昭和電工(株))

●坂口　祐樹(鳥取大学)　●武田　保雄(三重大学)　●高　明天(ダイキン工業(株))　●高田　和典((独)物質・材料研究機構)　●伊藤　敬人(三重大学)

●江頭　港(山口大学)　●成瀬　新二(デュポン帝人アドバンスドペーパー(株))　●佐久間　充康((株)クレハ)　●藤崎　隆支(エナックス(株))　●吉野　彰(旭化成(株))

●菅原　秀一(泉化研(株))　●米澤　正智(オートモーティブエナジーサプライ(株))　●太田　真人(積水化学工業(株))

リチウムイオン二次電池の

電極・電池材料開発と展望

◎電極(正極,負極)～充・放電容量向上のための材料開発最前線！～
・正極材～注目の鉄系正極材、そしてその先は？～
鉄・リン酸塩系/鉄・ニッケル置換マンガン系/スピネル型マンガン酸化物/バナジウム系/導電性/

Li拡散性/安全性/開発方針(事例)

・負極材～炭素系を超える次世代材料を探る！～
炭素(カーボン)系/ケイ素系/酸化物・窒化物系/充・放電容量増加のメカニズムとポイント

◎電解質(電解液,固体電解質)～電極/電解質の界面抵抗を制御する～
・界面の反応進行プロセスと界面抵抗
高電位化/超寿命化/電極・電解質界面の反応進行プロセス/抵抗低減メカニズム

・電解液
電解質-電極の界面抵抗の低抵抗化/可燃性以外での電解液の現状の課題/電極/電極へのコーティング

・固体電解質
酸化物系/無機固体電解質/ポリマー電解質/固体-固体界面における抵抗/安全性/薄さ・柔らかさ

無機固体電解質リチウム電池

◎電極設計・製造～設計・製造プロセスとトラブル事例～
・電極設計
電極設計時の留意点(電解液/固体電解質別)/界面抵抗の制御//電池設計技術から見たLiイオン電池/

生産性向上/コスト管理/量産化（車載用）を視野に入れたセル設計

・製造プロセス
塗工/ウェブハンドリング/乾燥/裁断/流体解析/捲回/充電検査注液機の設計/運転条件/電解液の選択/

薄膜からの容量アップ/遠赤外線乾燥

◎バインダー・
　　　　 セパレータ
　～電極性能の中核技術～
・バインダー
スラリーの分散性・分散技術/

調製のポイント/塗工における注意点/

耐膨潤性/親和性/密着性//剥がれ

バインダーマイグレーション/原因と制御

・セパレータ
防発・耐久性・寸法安定性の確保

◎用途事例/今後の展望
・HEV/EV用途
オートモーティブエナジーサプライ社/

エナックス社事例/安全性・過充電試験

充・放電特性/電池の耐久性/

大型Li電池用正極・電解液添加剤開発事例/

EV/産業用の大型電池の今後の見通し

・市場動向
全固体LIB/住宅用蓄電池

◎電池性能の
　　　　 計測・評価
・安全性過充電による発熱・膨張

・出力　界面（内部）抵抗の分析/

　　　活物質材料のメカニズム解析

・寿命評価　
寿命予測・寿命推定技術/

計測・計算方法/長寿命化

高エネルギー密度の電極材料の作製→電池の高容量・高出力化のためのポイントとは？

電極開発の最先端の現状は？
電解質との界面抵抗とは？
車載用電池の開発事例が知りたい！

こうした
疑問・要望を
お持ちの方に
必見！

第1章　正極・負極材料に求められる特性とその評価

第2章  正極材料の特性と高容量化・安全性の確保

 第1節　噴霧熱分解法によるスピネル型リチウム

        マンガン酸化物の製造技術とその特性

 第2節　鉄・ニッケル置換マンガン系 

 第3節　鉄・リン酸塩系

 第4節　バナジウム系

第3章　負極材料の特性と高性能化への対応

 第1節　炭素系（黒鉛等）　

 第2節　ケイ素系コンポジット厚膜負極の新展開

 第3節　酸化物・窒化物系負極

第4章　電解質の特性と電極との界面メカニズム

 第1節　液体電解質

 第2節　固体電解質

 第3節　ポリマー電解質

第5章　セパレータ

第6章　バインダーの選定と電極作製のポイント

第7章　電極の設計・製造プロセス

 第1節　設計時の留意点（電解液使用）

 第2節　設計時の留意点(固体電解質使用)

 第3節　電極の製造プロセス～塗布・乾燥・焼成・

        ハンドリング・スリッティング～

第8章　リチウムイオン電池（セル）の特性と評価手法

第9章　リチウムイオン二次電池の市場動向と

       今後の展望

 第1節　車載用大型リチウムイオン二次電池用

        電極開発のポイントと展望

 第2節　車載用大型Liイオン二次電池の開発

 第3節　日本における住宅用太陽光発電の概要

→項目の詳細は弊社HPへ！

＜書籍項目＞

リチウム電極・電池材料 書籍

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

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

【BC100402】書籍名 冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に

　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送　　

FAX



第1章 規格試験に関わるガイダンス等の紹介
1. 基準・指針・ガイダンスの概要
2. 基準・指針・ガイダンスの位置づけと活用方法

第2章低分子化合物による製剤
1. 医薬品製剤の分類
2. 医薬品製剤及び剤形の定義と特性
3.規格及び試験方法の設定 

第3章 原薬/医薬中間体
1. 原薬
2. 医薬中間体

第4章 承認申請資料の作成のポイントと留意点
1. 承認申請資料の収集・作成に係る薬事規制
2. CTD- Qの構成
3. CTD- Qの規格及び

     試験方法に関する記載のポイントと留意点
4. 規格及び試験方法の記載(案)の作成手順の例
5. ICHガイドラインが求める
     新医薬品の規格及び試験方法
6. 標準品の規格及び試験方法の設定と
     試薬の取り扱いに関する記載方法
7. 導入品の場合のCTD- Q資料作成のポイント
8. 申請添付資料の編集時の留意点
9. CTD- Qの記載例
10.承認審査の指摘事例
11.申請資料の記載・作成におけるチェックリスト
12.CTD- Q記載事項と
      承認申請書記載事項との関連性

第5章 三薬局方の相違と調和の現状
1. 三薬局方の相違と調和作業の必要性
2. 国際調和の現状

ご回覧下さいご回覧下さい

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

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

書籍名　【BA100304】
規格試験法　書籍

発刊 2010年3月　定価40,000円(＋税)　体裁 Ｂ5判（ソフトカバー ）　190頁　

＜第十六改正日本薬局方　改正製剤総則（案）対応＞

規格及び試験方法
～製剤別/原薬・医薬中間体～

●著者　薬事コンサルタント　大谷淑郎 先生 / 同志社女子大学　薬学部　教授　谷本剛　先生
       (株)TSD Japan　製剤技術部　部長　浜島良　先生

申請資料作成、MF登録の実用書

● JP16の製剤総則大改正の計画に対応
● 当局からのガイドライン・通知や日局の改正方針の内容などを踏まえた実用書
● 各製剤ごと/原薬/医薬中間体/標準品/海外導入品の特性ごとに必要な項目を解説
● 実際の規格設定の設定とバリデーション実施、申請資料等の記載のポイントを具体的に
● 申請資料(CTD-Q) 作成の留意点を分かりやすく、実務的に
● 承認審査の指摘事例も解説
● 申請添付資料の編集時の留意点（分冊となるCTDで、各項を関連づける折の留意点など）
● 申請資料の記載・作成におけるチェックリスト活用のポイント
● 原薬等登録原簿(MF)への登録時の　規格設定に関しても独立して章を設定
● 海外(ICH)の動向をポイントを絞って解説



★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★http://www.johokiko.co.jp/　
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執筆者一覧（敬称略）
●加峯　哲治(宇部興産(株))　●神永　賢吾(日鉱金属(株))　●大澤　三郎((株)ケミトックス)　●河原　秀樹(福田金属箔粉工業(株))　●栗原　繁(沖電線(株))

●小林　一治((株)フジクラ)　●小國　昌宏(東レ・デュポン(株))　●市川　立也(日立化成工業(株))　●福田　博行(四国化成工業(株))　●堀居　篤(利昌工業(株))

●柏木　修二((株)PCテクノロジーサポート)　●田嶋　和貴(メルテックス(株))　●横山　直樹(新日鐵化学(株))　●森元　昌平(タツタ システム・エレクトロニクス(株))

●福武　素直(ジャパンゴアテックス(株))　●井口　裕(三井金属鉱業(株))

フレキシブルプリント基板(ＦＰＣ)の
要求特性と最新動向

～材料・部材の開発から製造工程・評価まで～

◎ベースフィルム材料の特性を比較検討
・メーカー・樹脂ごとの性能比較がしたい
・ベースフィルムに求められる物性は？
・極薄化・ファイン化における最新技術動向を知りたい

◎銅箔材料の各種性能と材料開発最前線
・銅箔各種の特性と物性比較をしたい
・エッチング条件ごとの材料選定がしたい
・結晶構造の制御のために必要なことは？

◎各種FCCLの特性と材料の最適選定を探る！
・二層・多層・その他のFCCLの特性と物性比較がしたい
・FCCL市場の最新動向は？
・用途・構造別での材料の最適選定のポイントは？

◎表面処理のポイントと腐食への対策とは
・実装・接続性向上のための表面処理手法とは？
・各めっき手法の特性・反応機構を比較検討したい
・局部腐食・ボイド・ウイスカー・界面への
　めっき液染み込み等を防止するには？
・鉛フリー対応水溶性プレフラックスを
　今活かすためには？

◎レジスト材料(カバーレイ/カバーコート)
・液状レジストとドライフィルムレジスト
（ポジ・ネガ型）との比較がしたい
・各種レジスト回路形成法（エッチング・セミアディティブ・
　フルアディティブ法）のポイントとは？
・感光性フィルムの密着性・剥離性について知りたい

◎接着剤・補強板・シールド材料にも言及
・エポキシ系接着剤の物性と使用上のポイントは？
・FPC製造工程における接着剤の役割・かかわりとは？
・各種補強板の特性を把握し、選定の参考にしたい
・シールド材料の電気・屈曲特性を知りたい

◎FPC性能の維持・評価のために
・FPC製造における、信頼性を重視すべきポイントは？
・品質・信頼性評価の手法・手順が知りたい

◎製造プロセスの留意点と最新技術動向
・実装プロセスを見直して不良を低減したい
・リフロー中の温度プロファイルの考え方について知りたい
・搬送工程でのトラブル防止方法は？

第1章　FPCをめぐる現状と要求されるもの

第2章　ファインピッチ化に向けた製造・実装と使用される材料の特性
 第1節　FPC製造・実装プロセスとそのポイント
 第2節　表面処理プロセスと実装

第3章　FPCの信頼性評価

第4章　銅箔導体材料の材料特性とファインピッチ化への対応
 第1節　圧延銅箔の材料特性とファインピッチ化への対応
　　　　～屈曲性・接着性・表面平滑性・コスト～
 第2節　電解銅箔の材料特性とファイン化への対応～造箔・表面処理～
 第3節　高屈曲性電解銅箔の材料特性

第5章　FPCに使用される樹脂の種類とその特徴
 第1節 東レ・デユポン
 第2節　宇部興産
 第3節　FCCLの種類と市場動向
 第4節　LCPを使用した二層FCCLの特性と用途事例
 第5節　FPCに使用されるポリエステルの特徴および使用例と技術動向

第6章　その他FPC材料・部材の特性と性能の向上に向けて
 第1節　接着剤材料としてのエポキシ樹脂に求められる特性
 第2節　FPC用シールドフィルムSF-PCシリーズ
 第3節　鉛フリー対応水溶性プレフラックス
 第4節　ドライフィルムタイプのレジスト材料の密着・剥離性の向上と
　　　　ファインパターン形成に向けた要求性能
 第5節　LCPを使用したFPC用補強板
 第6節　フレキシブルプリント配線板用補強板（ガラス／エポキシ積層系）

【書籍内容】

会社名

E-MAIL

書籍名　【BC100303】 
FPC　書籍

冊数

TEL

所属部課・役職等

上司役職・氏名

住所〒

申込者名

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に

　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送　　

FAX



 

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名　　　　　　　　 冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

TEL:03-5740-8755　

品川区大崎3-6-4　トキワビル3階

★ご回覧ください★HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

　マイクロリアクタ　書籍
【BC100302】

発刊 2010年3月末 体裁 B5判 ソフトカバー　220ページ 定価 \9,500＋税

マイクロリアクタによる

     プロセス革新と環境負荷低減

●富樫　盛典 （株）日立製作所  ●遠藤　喜重 （株）日立プラントテクノロジー

●三宅　亮 （広島大学）

執筆者一覧（敬称略）

＜本書のポイント＞
　化学反応を行うためのマイクロデバイスはマイクロリアクタと呼ばれているが、その流路幅は髪の毛の断面ぐらい、つまり数10～100μｍ程度である。
マイクロリアクタは、従来の撹拌槽方式バッチ法を用いた化学反応に比べて、マイクロメータのレベルで高速かつ均一に混合・反応が起こる。
そのため、飛躍的なプロセス革新(収率向上、品質向上、連続フロー処理、スピードアップ)と環境負荷低減（廃棄物低減や省エネ）を実現する事ができ、
従来の各種プロセスを大きく変えようとしている。
　本書では、マイクロリアクタの基礎と実験および適用のポイント、最新開発動向を始め、プロセス向上と環境負荷低減の適用事例を示す。さらに量産を見据えたナンバリ
ングアップによる実証プラント化の動向についてもわかりやすく解説してある。
　マイクロリアクタの導入を検討されているビギナーの方から、量産プラント化を考えておられるエキスパートの方まで、幅広い研究者および技術者の方々に役立てば幸いである。

<こんなことが理解できます>
○マイクロリアクタの特徴と適用可能なプロセス
○マイクロリアクタの実験方法とシミュレーション技術
○マイクロリアクタによるプロセス革新と環境負荷低減の具体的な事例
○マイクロリアクタのプラント化

◎執筆者へ質問が可能！！

詳しくはHPまで！

第１章　マイクロリアクタの基礎

１．マイクロリアクタの特徴と種類

　１．１　マイクロリアクタとは

　１．２　マイクロリアクタの特徴

　１．３　マイクロリアクタの種類

２．マイクロ化のメリット・デメリット

　２．１　マイクロ流体の基礎

　２．２　マイクロ化のメリット

　２．３　マイクロ化のデメリット

３．マイクロリアクタ実験の方法

　３．１　実験装置の構成

　３．２　圧力損失の見積もり

　３．３　滞留時間の見積もり

　３．４　流路内の気泡除去の方法

　３．５　ラボ用のマイクロリアクタシステム

４．マイクロリアクタの適用が可能なプロセス

第２章　マイクロリアクタの作製方法

１．流路の加工方法

　１．１　機械による除去加工

　１．２　半導体プロセス利用による加工

２．接合方法

　２．１　接合方法の分類

　２．２　拡散接合

　２．３　陽極接合

第３章　マイクロリアクタの開発動向

１．マイクロリアクタのニーズ調査

　１．１　利用可能な技術領域

　１．２　重視する仕様・性能

２．海外の開発動向

　２．１　ドイツの動向

　２．２　国際会議の動向

３．国内の開発動向

　３．１　国家プロジェクトの動向

　３．２　国内学会の動向

４．マイクロリアクタの市場規模

５．環境負荷低減への取組み動向

　５．１　グリーンサスティナブルケミストリー

　　

第４章　シミュレーション活用によるプロセス革新の予測技術

１．シミュレーション活用の重要性

２．液相反応プロセスでの収率の予測シミュレーション

　２．１　モンテカルロ法

　２．２　分子の移動規則

　２．３　対象反応場と分子の衝突規則

　２．４　アルゴリズム

３．液相反応プロセスでの反応速度定数の予測シミュレーション

　３．１　反応速度式の構築

　３．２　ペトリネット法による反応速度定数の予測手法

４．液相反応プロセスでの溶媒効果の予測シミュレーション

　４．１　拡散律速と反応律速

　４．２　分子軌道法による溶媒効果の予測シミュレーション

５．乳化プロセスでの液滴生成の予測シミュレーション
　５．１　ＶＯＦ法によるシミュレーション
　５．２　シミュレーション条件

第５章　マイクロリアクタによるプロセス革新と環境負荷低減の事例
１．実験法と適用プロセスの分類
　１．１　マイクロリアクタを用いた実験法
　１．２　攪拌槽方式バッチ法を用いた実験法
　１．３　適用プロセスの分類
２．液相反応プロセス
　２．１　攪拌槽方式バッチ法の課題
　２．２　液相反応の分類とマイクロリアクタ適用の効果
　２．３　競合反応の事例
３．ナノ粒子生成プロセス
　３．１　ナノ粒子生成法の分類
　３．２　攪拌槽方式バッチ法の課題
　３．３　ナノ粒子径の均一化
４．乳化プロセス
　４．１　乳化の基礎
　４．２　攪拌槽方式バッチ法の課題
５．液液抽出プロセス
　５．１　バッチ法の課題
６．濃縮プロセス

第６章　マイクロリアクタのプラント化
１．ナンバリングアップ
２．実証プラント化の動向
３．実証プラントの事例

■具体的な適用例、開発事例を記載！
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はじめに　太陽電池及び部材各種の最新動向

　　　第1章　製膜技術各種と太陽電池部材製造への利用

第1節　スパッタリングによる成膜と各種太陽電池への利用

第2節　蒸着による成膜と各種太陽電池への利用

第3節　CVD（化学気相蒸着）による成膜と各種太陽電池製造への利用

第4節　プラズマCVD法による成膜と太陽電池製造

　　　　　―装置メーカーの視点から―

第5節　スクリーン印刷による成膜と各種太陽電池製造への利用

第6節　塗布成膜法による各種太陽電池の開発

第7節　塗布熱分解法による成膜技術と太陽電池材料への応用

　　　　　～スピンコーティング法～

　　　第2章　太陽電池の封止及びモジュール化用 部材・材料の

　　　　　　　　製造と開発、および高効率化・耐久性向上

第1節　太陽電池用封止・充填材料の製造と開発、および耐久性向上

第1項　太陽電池用ＥＶＡ封止材に関して

第2項　太陽電池用PVB（ポリビニルブチラール）封止材の開発

第2節　太陽電池モジュール用部材製造技術と高効率化・耐久性向上及び事例

第1項　太陽電池用フィルムの製造と開発、および性能向上技術

第2項　SiCN系材料を用いた水蒸気バリアフィルムの開発事例

第3項　太陽電池用ガラスの製造と開発、および性能向上技術

第4項　太陽電池モジュール用バックシートの開発事例

　　　第3章　太陽電池モジュール製造と開発、および事例

第1節　太陽電池モジュール製造装置

第2節　シリコン系太陽電池のモジュール化技術と耐久性向上

第3節　CIS系太陽電池のモジュール製造技術

第4節　有機薄膜系太陽電池のモジュール化技術と耐久性向上

第5節　色素増感太陽電池の部材、モジュール化技術と製造プロセス

　　　第4章　各種電極・基板材料の製造と開発

第1節　太陽電池用透明導電膜(透明電極)の製造と開発、および事例

第1項　太陽電池用ITO透明導電膜の製造と開発、および事例

第2項　太陽電池用ZnO系透明導電膜の製造と開発、および事例

第3項　太陽電池用TiO2透明導電膜の製造技術

第4項　太陽電池用FTO透明導電膜の開発～色素増感太陽電池から～

第5項　導電性高分子による太陽電池用透明導電膜の製造と開発、および事例

第6項　ATO透明導電膜の製造と開発、および太陽電池等への応用　

第2項　銀・銅ナノ粒子の太陽電池等の電極材料への応用展開　

第3節　各種基板材料の製造と開発、

　　　　　および発電効率への影響

第1項　太陽電池基板とフレキシブル化技術

　　　　　　―有機系太陽電池を中心に―

第2項　太陽電池用透明プラスチック基板の開発

　　　第5章　太陽電池の最新高効率化技術

第1節　各種部材から見た反射防止処理による高効率化技術

第2節　各種部材から見た集光技術ならびに集光効率向上技術

第3節　各種部材から見た蛍光膜の

　　　　　波長変換方式による高効率化技術

第4節　太陽電池用材料のコーティングによる高能率化技術

第1項　フッ素化アクリルコーティング材による

　　　　　太陽電池モジュールの高効率化技術

第2項　透過率向上・反射率低減・防汚・基板劣化低減

　　　　　チタニア技術

第5節　太陽光発電システムの高効率・長寿命化

★部材から捉える太陽電池製造。

太陽電池  と  部材  の  開発・製造技術
—構造・プロセスから見る、耐久性向上・高効率化を目指した各種事例— 

新規参入を考える方も、高耐久・高効率電池を開発したい方も、まずはこの1冊から！

バックシート･封止材･透明導電膜･基板等の部材から、製膜技術･モジュール化まで、
太陽電池と関連部材のための、詳細な技術･新規の研究をお届け致します。

●村上 健司(静岡大学)
●宮坂 力(桐蔭横浜大学)　  
●池田 功一(日本ゼオン(株))      　　
●齋藤 洋司(成蹊大学)　　
●河野 勝泰(電気通信大学)　　　 　　　　　　　 
●緒方 四郎(サスティナブル・テクノロジー(株))
●岸本 泰一(東ソー・エフテック(株))
●谷 辰夫(諏訪東京理科大学)

●山口 真史(豊田工業大学)　　　　　　　　　 　
●石原 伸一郎・石原 俊一((株)エバテック)　
●外山 利彦(大阪大学)　　　　　　　　　
●浅野 靖文(ニューロング精密工業(株))
●林 靖彦(名古屋工業大学)　　　　　　　　　　 
●安藤 靜敏(東京理科大学)

●瀬川 正志(サンビック(株))　
●磯上 宏一郎・小田 英晶((株)クラレ) 
●樋口 義明(旭硝子(株))　　　　　  
●中山 弘(大阪市立大学)
●竹原 徹雄(東京大学)　   　
●川島 康司(恵和(株))
●橋本 徹((株)エヌ・ピー・シー)　

●有本 智(三菱電機(株))　　　　　　　　　 　　
●櫛屋 勝巳(昭和シェル石油(株))　　 
●渡辺 実(ローム(株))　　　      　　
●鈴木 晶雄(大阪産業大学)　　　　　　　　　　 
●山方 啓(北海道大学)　　　　　　 　　　　   　
●奥谷 昌之(静岡大学)　  　　　　　　　
●橋本 定待(日本先端科学(株)) 　
●友成 雅則・井田 清信・永森 智(石原産業(株))　

＜製膜技術＞ プロセス・設備・条件等を集成
・スパッタリング…設備の構成やメンテナンスまで

・蒸着法…抵抗加熱蒸着法／電子ビーム加熱法

・ＣＶＤ…熱CVDによるSnO2膜・ZnO膜の製膜、プラズマCVDなど

・プラズマＣＶＤ…装置メーカーの事例、各プロセス、成膜条件パラメータなど

・スクリーン印刷法…塗膜のコントロール、印刷機各種

・塗布成膜法…基板と塗布方法、塗布における溶媒の影響

・スピンコーティング法…CIS/CIGS薄膜の作製、塗布熱分解法

＜封止材・モジュール用部材＞ バックシート他、耐久性向上のために　
・ＥＶＡ…熱収縮・耐久性試験に関する評価方法、組成と条件設定も　　　　 ・ＰＶＢ…フィルムのラミネート、反射膜機能の付与

・有機フィルム各種…耐候性・水蒸気透過率・光線透過率と改良・製造技術 ・水蒸気バリアフィルム…要求特性、超ガスバリヤフィルム

・ガラス…強度・耐久性の確保、薄膜用基板としての機能、他　　　　　　　  ・バックシート…開発事例、要求事項

＜モジュール化＞ 方式別のポイントを知る　
・モジュール製造技術…セル検査・配線・ラミネーション・テスト

・シリコン太陽電池…温度サイクル・湿度・積雪に対する耐性など

・ＣＩＳ系太陽電池…製造技術、要求される特性など

・有機薄膜太陽電池…劣化と高耐久性、封止剤、バックシートも

・色素増感太陽電池…材料各種の形成工程、耐久性向上の動向など

＜透明導電膜＞ ITO代替のための材料と製法　

＜電極／基板＞ 最新方式へ向けた材料と技術　
・電極材料の界面制御…色素増感用電極の事例(半導体･色素･電解質･対向電極)

・銀・銅ナノ粒子電極…合成方法と電極材料への応用

・基板のフレキシブル化…求められる条件、モジュールの印刷式製造

・フレキシブル基板事例…透明性､耐湿性と水蒸気バリア性､耐候性の付与

＜最新高効率化技術＞ 部材からシステム全体までを見越して 
・反射防止処理…各種エッチングによる表面テクスチャ化法

・集光技術…システムの構成要素と集光型太陽電池モジュール技術

・波長変換…機構解析・最適膜厚・波長整合・劣化対策

・ＩＴＯ…超低抵抗ITOの作製、ITO使用を大幅に削減した基盤

・ＺｎＯ…AZO、ACZO、TZO等の検討、ドーパント材料の検討

・ＴｉＯ2…塗布と焼成方法、光の透過と散乱について

・ＦＴＯ…スプレー熱分解(SPD)法、集光膜によるヘイズ率の制御

・ＰＥＤＯＴ…国内／海外の方式別活用例など

・ＡＴＯ…微粒子の製法・膜の特性と応用の可能性

・コーティング技術…光学原理と材料設計、要求性能と信頼性

・チタニア技術…透過率向上・反射率低減・防汚・基板劣化低減

・システムの高効率･長寿命化…エネルギーコストの算定とその条件

【執筆者一覧(敬称略)】

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
　次第、受領書をお送りいたします。
　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX
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【執筆者一覧（敬称略）】

■実務担当者から直接アンケートを実施、１０9問からなる問題をエキスパート達が経験・知識で詳細に解説！

■マニュアルでは対応できない現場で直面している疑問点の答えがここに！

＜実務担当者のアンケートを集めた＞

分析法バリデーションQ&A集
発刊：2010年2月　　定価：47,000円(＋税) 体裁：Ｂ５判 209頁

●大石　順二（東レ（株））●神田　武利（（株）資生堂）●長谷川　秀夫（スペクトル解析支援センター）●中村　光浩（岐阜薬科大学）●岩木　和夫（奥羽大学）●岡林　義人（塩野義製薬（株））

●岡本　昌彦（住友化学（株））●林　譲（帝京平成大学）●鈴木　竹一（エヌケイエス（株））●早川　禎宏（(株)島津製作所）●濱地　洋三（テバファーマスーティカル(株））

●城道　修（メルシャン（株））●犬伏　孝一（田辺三菱製薬（株））●山田　龍彦（キッセイ薬品工業（株））●村井久美（(株)ＪＣＬバイオアッセイ）●川端　清（第一三共RDアソシエ（株））

●戸塚　善三郎（積水メディカル(株））●山内　仁史（ニプロパッチ（株））●桐原　清（日本ケミカルリサーチ(株））●佐伯　智佳子（日本ケミカルリサーチ(株））●浜島　良（（株）TSD Ｊａｐａｎ）

●村嶋　康平（武州製薬（株））●佐村　恵治（Huntingdon Life Sciences）

※2008年6月発刊書籍　＜【製剤/原薬/TK/PK別＞分析法バリデーション事例集＞

上記書籍を購入された方には【分析法バリデーションQ&A集】書籍を特別割引で販売中！定価：49,350円（税込）→38,850円（税込）

お申込の際、“書籍購入済み”の旨をご記入下さい。 ＊他の割引と併用はできません

第１章　分析手法と分析事例
　第1節　高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
第1問 HPLCのバリデーションの具体的な手法とは？
第2問 HPLCの再現性について（特親水性物質）
第3問 HPLCカラム選定について
第4問 HPLC分析を行っているが、分析精度の確保と維持に困っている、対処法はあるのか？
第5問 カラム及び移動相のメンテトラブル対応とは？
第6問 HPLCで内標準法を用いた場合、併行精度算出に面積比や回収率を用いているの
         を見かけるが、ピーク面積単体を使用する必要はないのでしょうか？
第7問 日常的に実施する「同時的バリデーション」について、実用的・具体的な事例とは？
　第2節　LC-MS/MS、ガスクロマトグラフィー、イオンクロマトグラフィー、熱分析
第1問 LC-MS/MSの基本原理とは？
第2問 LC条件における検討事項とは？
第3問 ESI、APCIについての詳細が知りたい
第4問 定量における分析条件の決定方法および抽出方法とは？
第5問 LC/MS/MS特有の問題点とは？（マトリクス効果について）
第6問 LC/MS/MSのための前処理の考え方とは？（LCとの違い）
第7問 確認試験に質量スペクトル（MS）法を利用する際の注意点を教えてください。
第8問 内標準法でなければだめなのか？絶対検量線法、標準添加法などではどうなのか？
第9問 食品中のミネラルの分析などでは，原子吸光法のほかに誘導結合プラズマ発光
         分光分析（ICP）法が用いられるようになっています．医薬品の分野はどうでしょうか？
第10問 ヘッドスペースGC法で原薬中の残留溶媒試験法を検討中です．
           試験法をバリデーションする際に注意する点を教えてください。
第11問 イオンクロマトグラフィーの分析法バリデーションの解析実施例が少なく、
           解説及び実施例を載せてほしい。
第12問 熱分析法は日本薬局方にも収載されていますが，どのようなことが判るのでしょうか？
           熱分析法の特性について教えてください。
第13問 熱分析法において示差熱分析（DTA）のデータの解析法がよく判りません。
　第3節　ELISA
第1問 ELISA試験の頑健性はどのような項目を評価するのか？
         反応時間、温度、試薬のロット、抗体のロット等の確認まで行うのが通常でしょうか？
第2問 ELISA法の精度・検出下限値の推定手法とは？
第3問 精度プロファイルとは？
第4問 ダイオキシン類測定キット、・精度・検出下限値の予測方法とは？
　第4節　バイオ医薬品
第1問 抗体分析法とは？（バイオ医薬品について）
第2問 バイオ医薬品の種類別にどのような分析方法があるのか？
第3問 バイオアッセイの力価標準品の設定方法や管理方法とは？
第4問 バイオアッセイのバリデーション項目やバリデーション方法とは？
第２章　試験検査室（試験室）および装置・機器
第1問 試験検査室管理に必要な薬事法と関係ガイドラインとは？
第2問 試験設備の適格評価とは？
第3問 試験検査室における自己点検と監査の留意点とは？
第4問 装置・機器においてGMPあるいはFDA等に準拠とした校正方法をどのように行うのか？
第5問 校正周期、故障時の対応と記録・教育に困っている
第6問 校正用標準器自身の校正インターバルはどうするのか？

第7問 機器の洗浄判定試験のメソッドバリデーション方法とは？（実例も含めて）
第8問 日常点検の実施内容と記録方法とは？
第9問 電子記録及び電子署名での必須事項とそのポイント
第10問 HPLCのキャリブレーションにおけるポイントとは？ 
第３章　統計解析
第1問 分析法バリデーション（データ）の統計処理データの判定基準に困っている
第2問 統計処理中の有用なエクセル等の使い方とは？
第3問 完全枝分かれ、不完全枝分かれ、な場合の自由度の求め方、解析方法とは？
第4問 外れ値の検証および説明方法とは？事例を挙げて欲しい
第5問 分析データの比較と結果の判断の方法に興味がある
第４章　判定基準～分析能パラメータ算出例・事例・評価方法など
第1問 真度の信頼区間は一般的に９５％信頼率から算出されることが多いが、
         併行精度および室内再現精度の信頼区間は９０％から算出されることが多いのか？
第2問 標準物質が存在しない場合、定量法における真値の具体的な求め方とは？
第3問 定量法において、精度、直線性、特異性から真度が推定できると本には書いてあるが、
         実際、どの様に行えば真度が推定できるのか？（具体的な事例を含めて）
第4問 直線性の判定項目にはどのような種類がありますか？
第5問 直線性の判定項目の直線性（r）以外に、検量線試料の各濃度の真度誤差を
         判定基準に加える必要があるのか？
第6問 直線性の判定基準は、一般的にどのくらいの範囲内に設定されているのか？
第7問 純度試験判定基準は、一般的にどのくらいの範囲内に設定されているのか？
第8問 分離度、シンメトリー係数などの分析バリデーションはどのようにすればよいのか？
         結果からの基準値の決め方などに関しても教えてほしい。
第9問 システム適合性試験の具体的な設定方法とは？
第10問 システム適合性試験の具体的な実施法とどのようになれば適合しているのか？
第11問 システム適合性の考え方とは？
第12問 海外で製造・試験がなされ、日本に輸出される製品の承認規格がJP準拠の場合、
           海外製造所では、同品目が複数国を対象としたグローバル規格で試験されている
           場合でも、日本向けの製品に対しては、JP準拠の試験を実施するのか？
第13問 一般的に分析法バリデーションに使用する標準偏差は、標本標偏差又は
           母標準偏差のどちらでしょうか？
第14問　HPLCの一部（たとえばオートサンプラーのみ）を変更した場合のバリデーション項目と
           その判定基準設定の方法とは？
第15問 直線が原点を通ることの評価として、「y切片の95％信頼区間に原点（０）を含む」
           に加えて「基準液のレスポンスに対するy切片の絶対値の割合が○％以下」の
           ような判定基準を設けることは認められるのか？
第16問 検量線で推定した検出限界の評価について「20回分析して、検出しないのは
           1回程度ある」の例がありますが、20回分析が必要なのか？
           例えば、「6回分析して、6回とも検出される」のような判断基準は認められないのか？
第17問 処方が類似する用量違いの製剤（例：1mg, 10mg，100mg/錠）の分析法バリデーションを
           実施する場合，添加剤の影響をワーストケースして特異性や真度の評価を共通に
           行うことは認められるか？
第５章　計画の立案および報告書作成
第1問 分析法バリデーション実施時の試験計画書への記入事項と室内再現精度の記載例
第2問 試験方法のバリデーション立案における留意点とは？
第3問 真度の評価基準値設定は？ 

第4問 併行精度の評価基準値設定は？ 
第5問 室内再現精度の評価基準値設定は？ 
第6問 室間再現精度の評価基準値設定は？
第7問 報告書に記載するデータとは？etc
第６章　TK/PK試験
第1問 TK・PK測定における試験試料の語句の整合性は、どの程度まで求められるのか？
第2問 White Paper、ISRの動向を教えて下さい。また、対応時の留意点は？
第3問 コントロールサンプル分析について
第4問 試験方法は計画書にどこまで記載する必要があるのか？
第5問 室温保存における生体試料中の安定性とは？
第6問 試料の凍結保存中の安定性とは？etc
第７章 GLP分析法バリデーション～実施範囲・測定における判断基準等～
第1問 含量の初期値をすべての委託GLP試験で更新せず統一して使っているが、問題はないのか？
第2問 GLPに準拠した分析法バリデーションを知りたい
第3問 GLPのための分析法バリデーションにおける実際の測定ではどの程度の
         判断基準があるべきなのか？
第８章　分析対象別の分析法バリデーション
第1問 標準品には，一次標準品のほかに二次標準品があります。違いを教えてください。
第2問 不純物試験設定の留意点とは？
第3問 不純物データの取扱いと規格設定とは？
第4問 開発中の原薬に新規不純物を検出した場合、どのレベルから安全性試験を実施するのか？
第5問 治験薬における安全性の有効期間設定の方法とは？また、ICHO1Eに従うべきか？
第6問 治験薬の有効期間設定でより長く設定する事は許されるのか？
第7問 ジェネリック医薬品の申請に必要なデータとは？
第8問 バイオ医薬品開発途中での製法変更と同一性の確認法とは？
第9問 バイオ医薬品の品質試験のバリデーションに関して、試験項目の評価項目を教えてほしい。
第10問 経皮吸収製剤における分析法バリデーションとは？
第９章　変更管理および技術移転
第1問 分析法の変更により不純物プロファイルに変化が生じた場合の対処方法とは？
第2問 外部試験機関の利用時の留意点は？
第3問 外部機関～技術移管の際に必要なデータおよび評価方法とは？
         技術移管時の必要なデータの程度とは？
第4問 移転元と移転先の実測値の比較を平均値の差の検定で行っているが、
         統計手法の事例について示してほしい。
第10章 分析法バリデーションに関わる申請資料（CTD-Q等）
第1問 分析法の申請書類に関する信頼性調査における最近の指摘ポイントとは？
第2問 海外データの取扱いとは？（海外データを用いる場合の留意点）
第3問 海外データを用いた申請で、各極で求める分析法バリデーションの実験計画と
         評価方法が異なっていて困っている。対応方法はあるのか？
第4問 CTD-Q作成時における注意点とは？
第5問 申請の際に必要なデータとは？
第6問 試験方法記載上の留意点とは？etc
第11章 生データの取扱いと適合性調査
第1問 生データが紙の場合、電子データはどうしているのでしょうか？
第2問 生データの最新電子動向とは？
第3問 生データのまとめ方および保存についての留意点とは？etc
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著者：百田 邦堯 氏（元 森田化学工業(株)常務取締役技術本部長・工学博士）

フッ素技術～固定化･リサイクル･規制～

＜環境と資源から見る＞ 

【ご経歴】1972年より森田化学工業(株)にて新規フッ素化合物の研究開発、製造技術の開発及びフッ素資源の
　リサイクル技術の開発に携わる。研究部部長、取締役技術本部長などを歴任後、2009年9月に同社を退任。
　その間、2000年度山口大学の客員教授、2008年度京都大学客員教授等を務める。
　フッ素化学の基礎研究から開発・設備化まで広い技術経験と知識を生かし、技術コンサルタントとして活動中。

フッ素化合物リサイクル／処理技術の集大成！

★フッ素化学生産技術から最新規制動向まで

                                              新旧技術を実例を挙げて体系的に整理した必携の一冊★

第１章　フッ素を取り巻く環境
1.自然界のフッ素
  1.1　地殻  1.2　土壌  1.3　水系  1.4　大気  1.5　食物
2.フッ素と健康
　2.1　一般的なフッ素の摂取   2.2　フッ素による急性中毒
　2.3　フッ素による慢性毒性 
  2.4　フッ素化合物取り扱い現場でのフッ化水素許容度濃度
3.フッ素の資源問題と対策
　3.1　フッ素資源の枯渇問題  
　3.2　日本におけるフッ素のマテリアルフロー　
　3.3　資源問題の短中期的対策
4.フッ素化合物の性質と工業的な利用
　4.1　フッ素化合物の性質    4.2　無機フッ素化学工業
  4.3　有機フッ素化学工業
5.中国のフッ素化学事情
　5.1　アシッドグレード蛍石（CaF2）と無水フッ化水素（AHF）の
　日本への輸入量と価格の変化  5.2　フッ素資源  
  5.3　無機フッ素化学工業  5.4　有機フッ素化学工業  5.5　フッ素規制

第２章　フッ素規制の動向
1.フッ素規制
　1.1　概要   1.2　フッ素濃度の分析  1.3　フッ素規制（国内法）
　1.4　地球環境問題
2.最近のフッ素排水規制の動向と大気規制の動向
　2.1　フッ素排水規制の動向   2.2　最近の大気規制の動向
3.PFOS/PFOA問題の現状
　3.1　最新の動向  3.2　PFOS/PFOA類とは  
  3.3　PFOS/PFOA類の製造方法・物性・用途  3.4　PFOS/PFOA類の毒性  
  3.5　PFOS/PFOA類の定量分析  3.6　PFOS/PFOA類の無害化

第３章　フッ素の固定化処理技術
1.フッ素の固定化処理の基礎   
　1.1　フッ素の存在形態 1.2　溶解度　　1.3　共析凝集沈殿 
　1.4　吸着および分配平衡  1.5　膜分離  1.6　蒸留
2.フッ素の固定化処理技術    2.1　易分解性フッ化物を含む廃水 
  2.2　難分解性フッ化物を含む廃水   2.3　高次処理　2.4　雑記
3.フロンなどの破壊処理技術
　3.1　フロンの分解  3.2　推奨されている処理技術  3.3　各種処理技術
4.有機フッ素化合物含有廃液の処理 / 5.地下水などの脱フッ素処理
6.フッ素汚染土壌/フッ素含有スラグのフッ素溶出防止処理

第４章　フッ素リサイクル技術
1.フッ素リサイクル 1.1  どのフッ化物で回収すれば良い?  1.2　耐食材料
2.フッ化水素酸（HF）、およびその塩類を含む廃水のリサイクル技術
　2.1　主な排出源  2.2　リサイクル技術
3.ケイフッ化水素酸（H2SiF6）系廃水のリサイクル技術
　3.1　主な排出源  3.2　リサイクル技術
4.ホウフッ化物、またはリンフッ化物などの廃水・廃液のリサイクル技術
　4.1　ホウフッ化物を含む廃水   4.2　リンフッ化物を含む廃水
5.フロン系のリサイクル技術  
 5.1　フロン類の再生利用    5.2　化学反応によるフロン類の変換  
 5.3　フロン類の分解処理物からの回収リサイクル
6.フッ素樹脂のリサイクル
　6.1　フッ素樹脂の微細化による再利用  6.2　フッ素樹脂の熱分解
7.その他   7.1　化学反応によるフッ化物の生成
　7.2　熱分解によるHFなどのフッ化物の生成  7.3　水熱分解によるHF生成
8.フッ素リサイクルシステム
　8.1　回収CaF2からのHFの製造技術  
　8.2　低品位の回収CaF2からHFを発生できるか
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各種透明フレキシブル基板材料

の開発・特性と高性能化

★透明フレキシブルデバイス開発のため材料、製膜、表面処理技術！

ＮＨＫ放送技術研究所

帝人デュポンフィルム(株) 

住友化学(株) 

日本ゼオン(株)

東京工芸大学

富士フィルム(株) 

住友スリーエム(株) 

(独)産業技術総合研究所

(株)KRI ナノハイブリッド研究部

東亞合成(株)

(有)ホーセンテクノ 

YIC京都工科専門学校

三容真空工業(株) 

(株)石川製作所

(独)産業技術総合研究所

ナガセケムテックス(株)

埼玉大学大学院 

★太陽電池、フレキシブルディスプレイ・発光デバイスの開発に最適な透明フィルム基板材料とは！

★各種、透明フレキシブル材料・周辺材料の特性と基板への適正・特性！
　　～光学的適性、印刷適正、透湿・ガスバリアー性、寸法安定性、耐熱性、フレキシブル性、、、、～
  ・ＰＥＮ(ポリエチレンナフタレート）  ・ＰＥＳ(ポリエーテルスルホン）　・ＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー）
　・無色透明ポリイミド　　・ＴＡＣフィルム　・高透明性自己粘着型アクリルフィルム
　・透明粘土フィルム　・透明有機・無機ハイブリッドコーティング　　・高屈折率UV硬化性樹脂
　・導電性ポリマー　PEDOT/PSS　　　・透明プラスチックフィルム基板における耐湿性付与技術

　・グラフェン薄膜の塗布形成法開発、有機薄膜太陽電池への応用

★ガスバリア性、透湿性の評価と信頼性　

　～微量な湿度や透過成分をどのように評価するのか　～その許容範囲は

★製膜技術
　・RtoRによる生産性の向上　　・PVD法による低温薄膜形成技術　
　・Cat- CVD法で何かできる　～フィルム性能の向上
　・印刷法（ウェットプロセス）による透明フィルム基板上へ製膜

★ご回覧下さい★

第1章　最近のフレキシブルディスプレイの研究動向と透明フィルム基板の課題
1.フレキシブルディスプレイの用途
2.フロントプレーン技術
　2.1　有機EL方式 /2.2　液晶方式 /2.3　電気泳動方式 /2.4　コレステリック液晶方式
3.バックプレーン技術  /4.フィルム基板の技術課題  /5.フィルム基板と印刷技術

第2章　各種基板材料の特徴と設計および応用展開
第1節　PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂
1.ポリエチレンナフタレートフィルム /2.製膜プロセス技術とフィルム特性
3.PENフィルムの化学的、物理的性質　/4.表面改質技術
第2節　透明フィルム基板への応用を含むPES(ポリエーテルスルホン)の特徴とその展開
1.ポリエーテルスルホン(ＰＥＳ)とは　/2.歴史 /3.原料および製造方法 /4.需給動向　/5.特性
6.技術開発動向　/7.応用事例　　・8.透明基板への応用
第3節　シクロオレフィンポリマー
1.シクロオレフィンポリマーとは　　/2.　COPの特長
第4節　無色透明ポリイミド
1.ポリイミド着色の起源  /2.無色透明ポリイミド  /3.多脂環構造の脂環式ポリイミド
第5節　TACフィルム
1.TACフィルムの歴史　/2.TACフィルム材料と性質 / 3.TACフィルムの製造 /4.TACフィルムの用途
第6節　高透明性自己粘着型アクリルフィルム　- CEF (Contrast Enhancement Film)-
1.コントラスト上昇効果
2.高透明性自己粘着型アクリル材料
　2.1　高透明性自己粘着型アクリルフィルムCEF (Contrast Enhancement Film)
　2.2　高透明性転写テープOCA (Optically Clear Adhesive)
3.アクリルフィルム貼り合わせ工程
第7節　高耐熱高透明性粘土フィルム基板の開発
1.透明粘土フィルム /2.透明化のポイント
3.透明粘土フィルムの特徴  /3.1　耐熱性 /3.2　ガスバリア性 /3.3　フレキシブル性
  /3.4　線膨張係数 /3.5　透明性 /3.6　その他の特性
4.フィルム開発事例  /4.1　水溶性高分子をバインダーとした粘土フィルム
  /4.2　耐熱有機カチオン粘土フィルム /4.3　バインダーフリーフィルム
5.フィルム加工事例  /5.1　発光素子 /5.2　色素増感太陽電池
第8節　有機・無機ハイブリッド、コーティングによる
                    高機能透明樹脂の開発と基板材料への期待
1.有機・無機ハイブリッドの光学材料への応用
2.透明有機-無機ハイブリッドの形成
　2.1　シリカ系ハイブリッド /2.2　非シリカ系ハイブリッド
　2.3　有機-無機ハイブリッドコーティング /2.3.1　低屈折率材料 /2.3.2　高屈折率材料
　2.4　有機-無機ハイブリッドバルク材料

第9節　高屈折率UV硬化性樹脂の開発と透明基板への期待
1.高分子材料の屈折率  /2.屈折率の算出方法　/3.化学構造と屈折率 
4.一般的なUV硬化樹脂の屈折率　/5.高屈折率化/6.屈折率の温度依存性と膨張係数 
7.UV照射量と屈折率との関係 　/8.波長分散  /9.複屈折  /10.吸水率 
第10節　導電性ポリマー
1.透明導電膜の現状　/1.1　ITOを取り巻く現状 /1.2　透明導電性材料
　1.3　ITOフィルムと導電性ポリマーの比較 　/1.4　π共役系導電性ポリマー
2.PEDOT/PSS　2.1　PEDOT/PSSの特性 /2.2　PEDOT/PSSの導電性の向上
3.透明電極用デナトロンフィルム  /3.1　代表グレードの特徴 /3.2　基材適応性
4.パターニング /4.1　リフトオフ法を応用した方法 /4.2　感光性デナトロン /4.3　スクリーンペースト
第11節　透明プラスチックフィルム基板における耐湿性付与技術
1. 透明プラスチックフィルム基板用ポリマーの分子設計
2. 透明プラスチックフィルム基板用ポリマーとしてのシクロオレフィンポリマーの特長と技術動向
　2.1　耐湿性と水蒸気バリア　/2.2　耐候性付与技術
第12節　グラフェン薄膜の塗布形成法開発、透明フレキシブルデバイスへの応用
1.グラフェンのフレキシブル透明導電膜への応用
2.化学的手法を用いたグラファイト単結晶の単層剥離とグラフェン薄膜作製
3.応用例:グラフェン薄膜透明電極を用いた有機薄膜太陽電池
第13節　太陽電池・ディスプレイフィルムにおけるガスバリア性、透湿性の評価と信頼性
1.装置の概要と測定原理  /2.各種製品におけるガスバリア性要求レベル
3.超ハイバリア水蒸気透過度測定方法について　/4.評価の信頼性  　/
5.フィルム、シート形状での測定ポイント 
6.有機ＥＬ、太陽電池関連部材におけるガスバリア性の評価

第3章　透明フィルム基板への成膜技術
第1節　透明樹脂基板におけるRtoR製膜装置、製膜技術と最近の動向
1.製膜技術の進展  /2.気相成長法用RtoR装置  /3.工場設計:クリーンルーム
4.製造技術  /5.製膜装置、製膜技術の今後の動向
第2節　PVD法による低温薄膜形成技術
1.真空蒸着法  /1.1　蒸着装置と蒸発源 /1.2　蒸着方法 /1.3　レーザーアブレーション法
2.スパッタリング法  /3.イオンプレーティング法
第3節　Cat- CVD
1.Cat- CVD法について　/2.SiNx膜、SiOyNx膜の作製 　/3.SiNx膜、SiOyNx膜の膜特性について
4.バリア性能　/5.ロールツーロールでの作製  
第4節　ウェットプロセスによる透明フィルム基板上への機能膜の形成
       ～印刷法によるフレキシブルデバイス作製技術の開発～
1.プリンタブル・フレキシブルトランジスタ
2.機能性薄膜を用いたフレキシブルデバイスの応用例



高分子のプラズマ表面処理

三井化学(株) マテリアルサイエンス研究所　

　　　　界面制御グループ　主席研究員　貞本 満 氏

　この本は、高分子の機能化・用途開発を意図しておられ、そのための手段として社内にプラズマ処理技術を導入
しようと考えておられる方、あるいはコロナ放電処理では不充分と感じておられる方、またはプラズマ処理が将来
には必要になると考えておられる方を念頭に、プラズマ処理とはどのようなものかを高分子表面の性質も踏まえて
分かりやすく説明しようと試みたものである。と同時に、プラズマ処理を活かした技術開発あるいは製品開発を
進めるにあたり、筆者が必要と感じている基礎の部分も記述している。（本文より）

第１章　プラズマ処理の観点からみた高分子の表面構造

　　プラズマ処理に関する事実を説明するため、プラズマとはどのようなものかを含め、高分子の表面について
　　あまり知られていない事実へも焦点を当てる。

第２章　高分子プラズマ処理の一般的な特性

　プラズマ処理を行うと「このようなことができるのか」ということを明らかにし、
　今後の方向性を示唆する。

第３章　選択的官能基形成技術

　プラズマを用いて選択的に官能基を形成する試みの研究内容を紹介する。

第４章　プラズマ処理　真空から大気圧へ

　今後、プラズマ処理の主流になると思われる大気圧プラズマについて解説する。

第５章　プラズマ処理表面の観察手法

　プラズマ処理した高分子表面の、特に官能基分析に関する手法を取り上げる。

第６章　選択的官能基形成のための課題

　プラズマ技術の今後の発展を期して、選択的形成を達成するための今後の課題について検討する。

本書の流れ

■著者

よりよい改質表面を得るために！

プラズマ処理前 プラズマ処理後

図解によるわかりやすい解説

（第一章より抜粋）

－実践のための方法とテクニック－

プラズマ　書籍
書籍名 【BC100104】

発刊 2010年1月 体裁B5版ソフトカバー 224頁 定価\38,000＋税
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第１章　バイオ後続品(バイオシミラー医薬品)の概要

１．バイオ後続品の各国での規制状況

２．バイオ後続品指針について

３．バイオ後続品の同等性評価における課題

４．バイオ後続品の開発の今後の課題

第２章  バイオシミラー医薬品市場の概況

第１節　医療用医薬品市場の概況

第２節  バイオシミラー市場の現状

第３節  バイオシミラー市場の今後

第３章　日米欧、三極の規制・ガイドライン

第１節　欧州のバイオシミラー医薬品に関する規制環境

１．欧州医薬品審査庁（ＥＭＥＡ）のガイドライン

　１．１　バイオシミラーに関する一般ガイドライン

　１．２　品質に関するガイドライン

　１．３　非臨床および臨床に関するガイドライン

　　　（１）臨床試験

　　　（２）薬物動態試験および薬力学試験

　　　（３）臨床効果比較試験

　　　（４）臨床における安全性と製造販売後調査

　　　（５）免疫原性

　１．４　個別の薬剤に対するガイダンス

　　　（１）序論

　　　（２）非臨床試験

　　　（３）ＰＫ試験／PD試験

　　　（４）臨床効果試験

　　　（５）臨床安全性試験

　　　（６）製造販売後調査

　　　（７）適応の外挿

２．その他の規制関連、ガイドライン

第２節　バイオ後続品の「指針」について（日本）

１．バイオ後続品指針作成における議論

　１．１　抗原性

　１．２　先行バイオ医薬品との類似性評価

２．バイオ後続品指針について(表１)

　２．１　バイオ後続品開発における類似性評価と開発戦略

　２．２　製造方法

　２．３　品質特性解析

　２．４　品質特性に関する同等性／同質性の評価試験

　２．５　規格試験法

３．非臨床試験

４．臨床試験

５．製造販売後調査 

６．バイオ後続品開発の今後

第３節 米国のバイオシミラー医薬品に関する規制環境

１．バイオシミラー医薬品の定義・用語

２．バイオ医薬品市場

　２．１　世界市場

　２．２　米国市場

３．米国バイオシミラー医薬品の薬事規制及び承認

　３．１　化学合成医薬品及びシンプルなバイオ医薬品

　３．２　バイオ医薬品、生物学的医薬品

　３．３　バイオシミラー医薬品に関する簡略申請法案

　３．４　生物学的医薬品価格競争および革新法2009

　　　　（Biologics Price Competition and Innovation Act of2009）」の内容

４．今後の展開

第４章　承認実例　～ケーススタディー～

第１節　欧州で承認されたバイオシミラー

１．適応

２．品質試験

　２．１　原薬

　２．２　製剤

３．非臨床試験
４．臨床試験
　４．１　PK試験/PD試験
　４．３　導入期臨床効果試験
　４．４　維持期臨床効果試験
　４．５　臨床効果試験結果における補正
　４．６　臨床安全性試験
第２節　日本で承認されたバイオシミラー
１．製造工程
２．製剤
３．ＰＫ試験
４．ＰＤ試験
５．免疫原性
６．製造販売後調査　

第５章　バイオシミラーに関する特許の問題　　　
１．特許・知財の基礎－考え方についてー
　１．１　特許性の３本柱
　１．２　特許庁は実験をしないということ
２．特許侵害訴訟とは（訴訟の基礎）
　２．１　日本の後発品訴訟
　２．２　米国ＡＮＤＡ訴訟
３．バイオシミラーとは
　３．１　バイオシミラーという名前
　３．２　構造的特性と機能的特性からの把握・理解
４．バイオテクノロジー関連発明の特許・知財のポイント
　４．１　バイオ関連発明の特許保護の観点
　４．２　特許保護の特性とその権利行使力
　４．３　バイオシミラーの製造承認規制と特許訴訟との関係
５．過去の判例から学ぶ特許・知財のポイント
　５．１　メチオニン－ｔＰＡ事件（大阪地裁・大阪高裁）
　５．２　米国オムニトロープ・ケース

第６章 バイオシミラー生産における課題および今後の展開
１．動物細胞を用いたタンパク質生産
２．現在の細胞培養プロセスとは
３．細胞株構築のテクノロジー
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                                                                                                                                                                                                                            【執筆者一覧（敬称略）】

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
第1部　探索薬物動態試験

第１章 探索DMPK試験の概要
１.探索DMPK試験とは？/探索DMPK試験の意義および分類
２.探索DMPK試験項目/吸収評価/分布評価/代謝評価
   排泄評価/必須な項目は何か？
   探索DMPK試験実践における留意点
３.探索DMPK試験の創薬への関わり/ドラッグデザインへの貢献
   開発品絞込みへの関わり
４.探索段階での薬物濃度測定
   コンベンショナル分析からハイスループット分析へ
   探索DMPK試験にハイスループット分析がなぜ必要か？
５.ハイスループット分析へのアプローチ紹介
   分析時間の短縮/高流速とショートカラム
   カラム充填剤の微細化/モノリスカラム/高いカラム温度
   前処理時間の短縮/測定サンプル数の削減
   カクテル（カセット）アプローチ/Sample pooling
   分析装置の工夫/HPLCから(UPLC)への変更/複数インレットシステム

第２章 探索DMPK試験の実践と留意点
１.主なin vitroスクリーニング試験項目の解説/物性評価
   なぜ物性の最適化が必要か？/溶解度測定/膜透過性評価
   血液脳関門透過性評価/血漿タンパク結合率の評価
   代謝安定性評価/CYP阻害試験/CYP誘導試験
   代謝に関与するCYP分子種同定/反応性代謝物/代謝物構造解析
   薬物トランスポーター
２.In vivoスクリーニング試験項目の解説
   主なIn vivo試験項目/カセット投与
   カセット投与がなぜ必要か？/カセット投与とは？
   考慮すべき点は？/信頼性/サンプルプーリング
３.探索DMPK試験からのヒトへの予測/ヒトにおけるDDIの予測
４.今後の探索DMPK試験に望むこと
   成功確率を高めるための新しい観点からの試験系構築

第３章 探索DMPK試験に関するQ&A
■CYP阻害、タンパク結合しやすい構造はあるのか？
■探索段階で必要な実験のn数とは？
■探索試験を外部の受託会社に委託する際の注意事項とは？/etc

第４章 探索DMPK試験から非臨床試験移行への留意点
１.非臨床試験からの見た探索DMPK試験
２.具体的な留意点/代謝/薬物トランスポーター/基本物性

 

第１章 非臨床薬物動態試験概要
 第１節 非臨床薬物動態試験の意義と目的
 第２節 非臨床薬物動態試験ガイドライン/ガイドライン
       
第２章 非臨床薬物動態試験の実践と留意点
 第１節 試験及び試験データの信頼性確保をふまえた実施計画
 第２節 薬物動態解析
  第１項 統計解析の基礎知識～関連用語や略語の理解も含めた～
  第２項 実験動物を用いたin vivo薬物動態実験法、解析法
 第３節 血中農度とパラメータ
 第４節 薬物相互作用
  第１項 薬物相互作用とは？　　　
  第２項 薬物動態学的相互作用～重要性も踏まえた～
  第３項 CYPによる薬物代謝/CYPサブファミリー/CYP分子種の性質
  第４項 薬物の相互作用を回避したドラッグデザイン
 第５節 臨床薬物動態試験の設定と予測
 第６節 非臨床試験におけるADME試験/ADME試験の関連ガイドライン
         
第３章 MIST（Metabolite in safety test）
 第１節 MIST概要～毒性部門との連携をふまえた～
 第２節 ヒト由来試料を用いたin vitro試験、ヒト化動物を
        用いたin vivo試験によるヒト血中代謝物の予測

第４章 CTD 申請（２，６薬物動態CTD-S）
 第１節 構成/CTDの構成/承認申請書に添付すべき資料の構成
 第２節 信頼性確保のための留意点/数値の照合、整合性のチェック
 第３節 ＣＴＤ作成のポイント/非臨床試験と臨床試験との整合性
        
第５章 非臨床薬物動態試験に関するQ&A
■サルは人間に近い動物なのか？
■イヌにおいてもヒトと同じ様に薬物代謝酵素の遺伝多型が存在するの？
■実験に使われる各種動物における、体内動態の影響を与える性質の違いとは？

第６章 非臨床薬物動態試験から臨床薬物動態試験移行への留意点
 第１節 前臨床薬物動態試験一般
  第１項 研究開発の流れとADME試験実施時の留意点
　第２項 臨床試験に向けた準備の留意点
 第２節 前臨床動態と臨床動態の照合
  第１項 第1相試験初期における動態解析
　第２項 線形性の確認/クリアランスの用量依存性
  第３項 安全性の担保/代謝物の安全性に関するガイダンス
 第３節 臨床試験の結果を見据えた非臨床研究の方向

第2部 非臨床薬物動態試験

第１章 臨床薬物動態試験の概要
 第１節 臨床薬物動態試験の意義・目的
 第２節 新医薬品承認審査における臨床薬物動態
       
第２章 薬物動態ガイダンス・薬物相互作用ガイダンスについて
１.医薬品の臨床薬物動態試験について（医薬審発第796号）
                                  定量法に関する留意点
   製剤に関する留意点/ADMEに関する留意点
　 肝機能障害患者に関する試験方法
２.薬物相互作用の検討方法について（医薬審第813号）
　 薬物動態学的相互作用（ pharmacokinetic drug interaction ）
   臨床試験実施の考え方
　
第３章 臨床評価における民族差
１.健康日本人・外国人の薬物動態～解析方法，問題点も含めて～
２.ブリッジングにおけるPK/PD試験/民族比較
３.個体差に関する留意事項～年齢，性，薬理遺伝などを含めた～
４.海外PK/PDデータ活用

第４章 医薬品開発のためのPK/PD解析
 第１節 PK/PDの基本
 第２節 PKとPDを統合するための基本概念
 第３節 PK/PD解析の実例
 第４節 PK/PD解析における効果の指標と薬物濃度の関係

第５章 NONMEMによる解析法
 第１節 NONMEM解析用データセットの作成
 第２節 NONMEMコントロールファイルの作成
 第３節 解析結果出力ファイルの見方
 第４節 モデルの選択法と解析結果のバリデーション
        モデル選択法/尤度比検定/Wald検定/残差診断

第６章 マイクロドーズ臨床試験～海外実施要件，安全性の検討もふまえた～
 第１節 マイクロドーズ臨床試験とは？
 第２節 EU型・米国型・日本型マイクロドーズ臨床試験とは？
 第３節 マイクロドーズ臨床試験を採用する場合の製薬企業におけるメリット
 第４節 マイクロドーズ臨床試験の実施に必要な非臨床試験とは？

第７章 臨床試験に関するQ&A
■医薬品の成功確率を早期臨床試験で検討する方法についてイメージング技術は有効か？
■医薬品の成功確率を早期臨床試験で検討する方法において化合物
                           特性について留意すべき点はどこか？

第3部 臨床薬物動態試験

●【探索】⇒【非臨床】⇒【臨床】・・・ 開発ステージ毎のポイントを１冊にまとめました！

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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発刊　2009年10月　　体裁 Ｂ5判　478頁　　定価 \66,000＋税
本書の内容(一部)

執筆者一覧（敬称略）
●西 秀樹(東罐興業(株)) 

●有田 俊雄(パッケージング・ストラテジー・ジャパン(株)) 

●葛良 忠彦(包装科学研究所) 

●大須賀 弘(大須賀技術士事務所) 

●井坂 勤((有)テクノワールド) 

●武井 太郎((株)アイ・エレクトロンビーム) 

●木下 敏郎(凸版印刷(株)) 

●国内規制の内容と最新動向を把握する！
日本：食品衛生法(衛生試験法,乳等省令),ＰＬ法(製造物責任法)
　　　　業界自主基準,ExTEND2005,SPEED‘98,中西・松井裁判

●海外における規制と国内規制との違いは？
ヨーロッパ：RoHS,REACH,GHS,CLP,ＥＣ指令、
　　　　　　　ポジティブリスト・ネガティブリスト、移行試験、
　　　　　　　各国の法規制及び自主基準　等
アメリカ：FDA、連邦規則集、申請制度、上市前届出制度(FCN制度)、
　　　　　 オピニオンレター　等
アジア：中国,韓国,台湾,タイ,シンガポール,インド,インドネシア

●その他包装関連の最新トピックも充実！
・カーボンフットプリント制度の現状と課題
・ISO9000、ISO22000の活用  ・環境影響評価とその手法
・ユニバーサルデザイン（食品・医薬品・化粧品）使用事例
→視覚障害者、高齢者に配慮した包装デザイン

●環境・規制への企業の対応を事例で学ぶ！
→大手包装メーカー、製品メーカーの事例が満載！
★東罐興業,クラレ
★凸版印刷,大日本印刷,中央化学
★コーセーコスメポート,ロッテ,キユーピー,味の素
　田辺三菱製薬　等

●最新の包材技術で他社をリードする！
・軟包装EBキュアリング
・イージーピールフィルム
・アクティブパッケージング
・保存期間を考慮したプラスチック包材
・医薬品分野におけるプラスチック包材（プレフィルドシリンジ等)
・包材の品質管理対策
→食品/医薬品/ガンマ線照射による滅菌処理

※詳細は弊社HPにて！

技術だけでは勝てない！自社開発に活かせる事例満載！

【国内外対応】

プラスチック包装材料規制と製品開発最前線
～各国規制内容,各種規格,企業対応事例,最新技術をふまえて～

第1章　包装を取り巻く環境
 第1節　包装材料におけるサステナビリティ
 第2節　消費者庁の設立と食品包装への影響
 第3節　環境配慮包装と国際標準化

第2章　日本の食品包装の法規制類
第1節　食品衛生法と業界自主基準
第2節　食品衛生法の最新の改正
 第3節　食品包装材料に使用する物質のリスク評価方法　
 第4節　日・欧・米・中国の法規制類の比較と日本の課題
 第5節　国際的整合化に向けた検討状況
 第6節　化学物質のリスク評価の考え方
 第7節　環境省の内分泌かく乱化学物質に関する新方針「ExTEND2005」
 第8節　包装材料における化学物質のリスクマネジメント
 第9節　ＰＬ法(製造物責任法)と食品包装
 第10節　ISO22000と食品包装
 第11節　包材メーカーのISO9000活用
 第12節　食品包材のLC-CO2環境影響評価手法について
 第13節　カーボンフットプリント制度の実用化に向けた取組みについて

 第14節　サッポロビールにおけるカーボンフットプリント
         制度の取り組み事例
 第15節　包装フィルムメーカーの取組み事例

第3章　欧州(EU)の法規制の概要および最新動向
 第1節　EUの法規制の概要と統合の状況
 第2節　欧州のRoHS、REACHへの対応　　
 第3節　欧州における最新製品開発事例

第4章　米国の法規制の概要と最新動向
 第1節　米国の法規制の概要と最新動向
 第2節　米国における最新包装製品開発事例

第5章　アジア諸国の法規制の概要と最新動向

第6章　包装フィルムの利便性・質の向上
 第1節　軟包装分野でのEBキュアリングの動向
 第2節　イージーピールフィルム
 第3節　イージーピールと完全シールの両立が可能なシーラント樹脂

 第4節　脱酸素剤を超える新しいタイプのアクティブ
        パッケージング製品開発事例
 第5節　保存期間を考慮したプラスチック包材の開発
 第6節　医薬品分野におけるプラスチック包装開発のポイント
        ～プレフィルドシリンジ容器を中心に～
 第7節　包装材の品質管理対策等
 第8節　MA包装の最新技術動向

第7章　環境対応包装フィルム関連トピック
 第1節　環境対応型ラミネート接着剤の現状 
 第2節　環境対応透明帯電防止フィルム
 第3節　バイオマスフィルム包装材料の開発
 第4節　容器包装プラスチックの材料リサイクルの現状と
        製品品質について

第8章　ユニバーサルデザインを具現化するための包装設計
 第1節　食品のUD包装
 第2節　菓子包装のUD(ロッテの事例)
 第3節　医薬品のUD包装
 第4節　化粧品UD包装

●中島 康喜(東洋モートン(株)) 

●水野 博昭(大洋薬品工業(株)) 

●大野 孝(アグリフューチャー・じょうえつ(株)) 

●鈴木 薫,中野 重則(三井・デュポンポリケミカル(株)) 

●松嶋 健治(味の素(株)) 

●野田 治郎(キユーピー(株)) 

●中川 祥子(田辺三菱製薬(株)) 

●成末 泰岳((株)コーガアイソトープ) 

●久保 直紀(中央化学(株)) 

●武石 一路(東セロ(株)) 

●門奈 哲也(サッポロビール(株)) 

●古田 晴子(大日本印刷(株) 

●椎名 武夫((独)農業・食品産業技術総合研究機構) 

●倉地 育夫(コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)) 

●山田 博子(コーセーコスメポート(株)) 

●田中 定典((株)ロッテ) 

●三宅 大介((株)クラレ) 

●八木 雄一郎(明円工業(株))

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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【国内外対応】プラスチック包装材料規制と製品開発最前線　書籍



 

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

＝執筆者一覧（執筆順・敬称略）＝

・発刊 2009年9月

・体裁 Ｂ５判ソフトカバー 190頁

・定価 ￥41,000+税　

～溶解性(SP値)､分散安定性､ぬれ性､粘性､乾燥性
　　　　　　　　　　　および各種添加剤の配合処方～

(株)トウペ

日本シイベルヘグナー(株)

ビックケミー・ジャパン(株）

職業能力開発総合大学校

日本ペイント(株)

御国色素（株）

日本ペイント（株）

金沢工業大学　

塗料・インクにおける

 溶液物性の基礎とその制御・評価

　塗料・インクの開発、設計において、求められた品質を得る
ためには、特徴的な各種物性(パラメータ）の理解とその制御
が重要となります。
　本書はそのような各種物性を総括的に理解しすることを
目的とし、その基礎的な考え方から実製品への適用までを解説
しております。

田中　芳郎

宮本　圭介

若原　章博

坪田　実

郷司　春憲

門脇　徹治

小林　敏勝

小川　俊夫

◎各種パラメータの理解と塗料設計への活用法
　・ぬれ：接触角・表面張力と塗膜付着性　・チクソ性等の粘性パラメータとそのコントロール
　・レオロジーと塗膜物性、硬化過程の粘度弾性
　・ゼータ電位、粒子径分布と分散安定性評価、顔料分散の制御
　・溶解性パラメータ(SP値)の塗料設計への活用事例
　・高分子、顔料のSP値決定法　　・乾燥性、乾燥パラメーター
　　
◎各種添加剤の役割、作用機構とその使用方法
　分散剤、レベリング剤・消泡剤、レオロジーコントロール剤、、、

(第1章)

(第2章)

(第3章)

(第4章)

(第5章)

(第6章)

(第7章)

(第8章)

第1章　塗料・コーティング剤の溶液物性を
       支配する各種パラメータとその制御の基礎
1.各種溶剤のぬれ性とそれを支配する因子
2.各種溶媒の溶解性とそれを支配する因子
3.乾燥性能・乾燥パラメーター
4.分散性・分散安定性ゼータ電位
5.粘性・粘度（レオロジー）
6.経時変化の測定

第2章 粘度および粘弾性の測定
1.塗料・インクの粘度を決定する因子
2.塗料・インクの粘度の測定法
　2.1　ストーマー粘度計　　　2.2　E型粘度計
　2.3　B型粘度計　　　　　　 2.4　回転型粘弾性測定装置
3.塗料のレオロジーが塗膜の物性に与える影響
4.塗膜硬化過程の粘弾性特性評価
　4.1　塗膜硬化過程の評価
　4.2　塗料・インキ材料の塗布後の紙への浸透に伴う粘度上昇の評価

第3章　添加剤の作用機構と使用のポイント
     ～塗料の安定性を得るための選択方法～
1.顔料の分散と安定化
　1.1　添加剤の機能
　1.2　顔料湿潤分散剤の機能
　1.3　湿潤分散剤の構造
　　1.3.1　一般構造　　　1.3.2　溶剤系用湿潤分散剤
　　1.3.3　水系用分散剤および湿潤剤の構造
　　1.3.4　コントロール重合による湿潤分散剤
　　1.3.5　沈降防止のための分散剤
2.レベリング剤と消泡剤による膜表面のコントロール
　2.1　レベリング剤
　　2.1.1　シリコン系レベリング剤
　　　(1)有機変性の役割；相溶性
　　　(2)ジメチルとメチルアルキルの違い；表面張力
　　　(3)界面活性剤構造；水系用
　　2.1.2　アクリル系レベリング剤
　　2.1.3　動的表面張力の低下（水系）
　　2.1.4　反応性を持つもの；架橋性の付与
　2.2　消泡剤
3.レオロジ－コントロール剤の作用メカニズムと選択方法　　　　　　
　3.1レオロジーコントロール剤
　　3.1.1　概観　　　3.1.2　ユリアウレタンタイプ
　　3.1.3　水系レオロジーコントロール剤の粘性挙動の比較

第6章　塗料・インクにおける顔料分散の制御と評価
1.はじめに-顔料分散の制御と物性-
2.分散メカニズム
3.分散剤　　/3.1　分散剤による分散安定化機構
　3.2　顔料吸着のメカニズム
　3.3　分散剤の分子量と吸着安定の関係　　3.4　顔料誘導体 
4.分散機　　/4.1　ビーズミル　　4.2　ロールミル
5.分散度の評価方法
　5.1　粒子径分布の測定
　　5.1.1　動的光散乱法　5.1.2　レーザー回折・散乱法
　5.2　ゼータ電位測定による顔料分散安定性評価　
　5.3　光沢値と降伏値

第7章　塗料設計における溶解性パラメーターの活用
1.構成成分間の親和性と溶解性パラメーター
2.溶解性パラメーターの基本理論
3.溶解性パラメーターの成分分け（三次元溶解性パラメーター）
4.塗料分野における高分子、顔料のSP値の決定
　4.1　高分子のＳＰ値の測定
　4.2　顔料表面親水性度のＳＰ値による定量化
　4.3　Hansenパラメーターによる高分子や顔料のＳＰ値の測定
　4.4　計算によるSP値の決定
5.塗料設計に向けたSP活用事例
　5.1　アセトン滴定法により決定した
　　　 疎水性顔料のSP値と水性塗料中での分散速度
　5.2　アクリルオリゴマー濃厚溶液の粘度
　5.3　傾斜構造塗膜中でのマトリクス成分樹脂間相分離制御
　5.4　プラスチック素材中への塗料の浸透性制御

第8章　高分子の溶解性と溶解性パラメータの求め方
1. 溶解の熱力学
2. 溶解性パラメータ
3. 溶解性パラメータの計算例

第4章　ぬれ性・表面張力の評価と制御
1.　塗料のぬれ性とその影響
　1.1 ぬれ性と表面張力
　　1.1.1　表面張力　　　　　　1.1.2　ぬれ現象
1.2　塗料のぬれ性と塗膜の付着力
　　1.2.1　拡散説と吸着説　　1.2.2　付着力の解明
2.ぬれ性・表面張力の評価と制御
　2.1　ぬれ性の評価・試験方法
　　2.1.1　液体の表面張力γの測定法
　　　(1)デュヌイ法（リング法）
　　　(2)ウイルヘルミィ法（Wilhelmy法）
　　　(3)液滴法
　　　　1)形状法（けん滴法、またはペンダント・ドロップ法）
　　　　2)滴数法　　　　3)液滴重量法
　　2.1.2　固体の表面張力γの測定法
　　　(1)ぬれ指数標準液を塗布し、γＣを求める方法
　　　(2)ジスマンプロットからγＣを求める方法
　　　(3)水とヨウ化メチレンの接触角から固体の表面張力γＳを求める方法
　　2.1.3　疎水性粉末（粉体）の表面張力γの測定法
　2.2　ぬれ性の制御とそのケーススタディ
　　2.2.1　ぬれ性の制御
　　　(1)異種界面のエネルギー差をなくすこと
　　　(2)ぬれる・ぬれないという2値化された表面を形成すること
　　2.2.2 脂肪酸による表面改質効果

第5章　分散性の評価とその制御
1.分散系の生成方法
2.分散系の安定性とその評価技術
　2.1　直接的方法－粒子径の測定技術
　2.2　間接的方法－光学的評価方法
　　2.2.1　着色力　　2.2.2　光沢
　2.3　安定性の評価
　　2.3.1　ペーパークロマト法　　2.3.2　ラビング試験
3.分散剤の作用機構と選択方法
　3.1　顔料分散剤の種類
　3.2　高分子顔料分散剤
　3.3　非水系での顔料分散剤の設計技術
　3.4　水系での顔料分散剤の設計技術
4.非水系および水系における顔料の分散安定性
　4.1　非水系　　4.2　水系
5.分散系の安定性とレオロジー特性
　5.1　分散系の粘性挙動
　5.2　降伏値
　5.3　チクソトロピックファクター
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最新ジェネリック医薬品戦略
＜市場動向・製造開発・バイオシミラーも含めた＞
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第１章 ジェネリック医薬品市場の動向
 第１節 ジェネリック医薬品市場の構造/枯渇する医療財源
 第２節 主要国の動向/アメリカ/ヨーロッパ/日本
 第３節 主要プレイヤーの動向/ジェネリック・ブランド医薬品企業

第２章 ジェネリック医薬品の導入および課題
 第１節 病院におけるジェネリック医薬品の導入と課題
 第２節 導入の際の留意点および導入効果
 第３節 保険薬局におけるジェネリック対応
 第４節 ジェネリック医薬品普及の今後の課題

第３章 ジェネリック医薬品の製剤開発
          ジェネリック医薬品の開発/製剤開発タイムライン
          製剤検討/スケールアップ、技術移管
        　原薬の選定/製剤処方設計/付加価値製剤（製剤工夫）
       　
第４章 生物学的同等性試験
 第１節 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン　　
           生物学的同等性試験に関するガイドライン
           経口固形製剤の処方変更/含量が異なる経口固形製剤
 第２節 試験方法/プロトコール設定までの準備/施設選定
           治験実施計画書の検討/対象/選択・除外基準
           被験者の管理/管理項目/治験デザイン/観察項目
 第３節 評価方法/薬物動態の統計解析/生物学的同等性の評価
           
第５章 溶出試験
          即放性製剤における溶出評価/腸溶性製剤
          耐酸性・pH6.0における評価/消化管移動を考慮した評価
          難溶性薬物の溶出評価/粒子径の影響の溶出評価
           
第６章　原薬の調達
 第１節 原薬メーカーの選定/ジェネリック医薬品メーカーの原薬
 第２節 原薬調達の留意点/MF制度の影響/原薬等国内管理人
 第３節 原薬の不純物に関する留意点/類縁物質プロファイル/同定
 第４節 結晶形の留意点/結晶形評価/結晶形とレギュレーション
 第５節 垂直統合型メーカーと製剤専門メーカー/特徴/原薬部門

第７章　海外製造業者との取引の際における留意点
 第１節 契約の際の留意点～契約書作成、条件などもふまえた～
           秘密保持契約書/覚書/取引基本契約書/発注・受注　　　　
           製造管理及び品質管理確保のための取決め書
 第２節 トラブル事例/品質/外観（色）/異物/粒度/納期
           破損、変形/交換、返品
            
第８章 ジェネリック医薬品の製造・品質管理における留意点
 第１節 ジェネリック医薬品のＧＭＰ/品質システム
           ジェネリック医薬品工場の「品質マネジメントシステム」
 第２節 製造側からの品質確保/全規格対応と安定供給
           記録類の簡素化/リストによる管理
           ジェネリック医薬品工場における人材育成
　第３節 品質管理側からの品質確保
　第４節 ＧＭＰ査察・監査対応/「査察を受けること」は日常業務のひとつ

第９章 ジェネリック医薬品のＧＱＰ・ＧＭＰと不純物管理
 第１節 ジェネリック医薬品のＧＱＰ・ＧＭＰ
           改正薬事法とＧＱＰ・ＧＭＰ/ＧＱＰ・ＧＭＰ対応
           ジェネリック医薬品製造販売業者のＧＱＰ/製造業者のＧＭＰ
 第２節 ジェネリック医薬品の不純物管理/原薬の不純物の規定
          不純物プロファイルに基づく品質管理と同等性評価
 第３節 ＧＭＰ査察・監査対応/改正ＧＭＰに基づくＧＭＰ査察・監査対応
           海外からのＧＭＰ査察対応/ＧＭＰ査察対応とＧＭＰ

第１０章 ジェネリック医薬品の情報、データ、品質に関する留意点
                                            ～アクションプログラムをふまえて～
 第１節 ジェネリック医薬品の情報、データ
           後発医薬品の安心使用促進アクションプログラムについて
　　　　　ジェネリック医薬品メーカーによる情報提供
 第２節 ジェネリック医薬品品質情報検討会による化学的品質の確認
           品質情報検討会において取り上げられた課題
           製剤ワーキンググループの設置と活動
           その他の特別な検討課題
　　　　  注射剤の純度試験の試験結果について

第１１章 ジェネリック医薬品の特許に関する問題点
 第１節 特許期間と延長/アメリカにおける制度
           アメリカに於ける特許期間延長制度/ANDA制度/訴訟
           日本における制度/アメリカより約3年遅れで制度開始
           特許期間延長の仕方/延長されるモノ/承認日の算定
 第２節 新薬とジェネリック品をめぐる特許など知的財産問題
           特許法69条1項を巡る解釈（特許権の効力と試験・研究の例外）
           レボフロキサシンにみる特許期間延長戦略
           後発品承認を巡る新たな動き

第１２章 バイオシミラー
 第１節 バイオシミラー医薬品（バイオ後続品）の概要と
                                   規制上の課題が市場に与える影響
 第２節 米国のバイオシミラー医薬品（バイオ後続品）に関する規制環境
 第３節 欧州のバイオシミラー医薬品（バイオ後続品）に関する規制環境
 第４節 開発状況、承認実例、課題及び今後の展開

第１３章 ジェネリック医薬品の承認申請における留意点
            承認申請と審査の流れ/申請区分からみた後発医薬品
            承認申請書と後発医薬品の承認申請に必要な資料
            申請の際の必要な提出資料/その他の提出すべき資料
            共同開発時の提出資料/添付資料作成時の留意点
            同一性調査、書面適合性調査、ＧＣＰ実地調査、ＧＭＰ適合性調査

第14章 ジェネリック医薬品の安全対策/医薬情報担当者の役割
           安全管理情報の収集/評価/自己点検/教育訓練/記録の保存

第１5章 ジェネリック医薬品メーカーの研究開発戦略と課題
 第1節 ジェネリック医薬品の研究開発の特徴  第2節 製剤設計
 第3節 薬事規制  第4節 課題

第１6章 後発品市場拡大へ向けた先発医薬品メーカーの役割と課題
           成熟化の進む医薬品市場/世界の医薬品市場の動向
           先発品メーカーの役割と今後の課題/現状と課題
           医薬品における特許と製品ライフサイクルマネジメント
           開発期間と特許/医薬品の製品ライフサイクルマネジメント
　　　　  

■バイオシミラー定義、規制から、日米欧の最新の規制環境の詳細、承認事例、開発状況、今後の課題とは？

■製剤開発と製剤設計・・原薬の選定から製剤処方設計、付加価値製剤（製剤工夫）などを詳説！

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に

　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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発刊 2009年6月
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樹脂の水系化/水性化技術
～実製品での問題点改善と要求品質の確保～

溶剤系との比較を踏まえ解説
水系化・水性化技術

実製品における
品質・プロセス改善

◆ベースポリマーの水性化
　樹脂ごとの置換基導入や分子構造設計
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第1編　水系化における樹脂/顔料/添加剤の最適配合技術と
　　　 プロセス改善事例
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　　　　　　　　　　 ～溶剤系との違い・用途展開を踏まえて～＞
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第4節　フッ素樹脂の水性化と品質性能
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＜第2章　水性顔料分散体の要求品質の確保とその評価
                    ～分散安定化、分散性向上を踏まえて～＞
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化学反応型樹脂(UV硬化･熱硬化･湿気硬化)の

硬化率測定とその実践

好評につき新装普及価格で復刊！

　本書は、無溶剤型の接着剤・封止材・塗料などのように化学反応により硬化させて使用する高分子材料を化学反応型樹脂と総称し、その硬化率を分析機器を用いて
測定する手法に関して、実践的な技法を解説するものである。
　一般に高分子材料を金属など他の材料と比較すると、内部が均一でない、常温に近い温度範囲で物性が大きく変化する、塑性変形しにくく破壊しやすいなど、注意
が必要な性質を多く持っていると言える。中でも化学反応型樹脂はメーカー側から液状で供給され、ユーザー自身がそれを硬化させて固体材料とするという特殊な使
用形態であるため、これらの注意点に加え、硬化に関してもユーザーが注意を払わなければならない。
　近年、これら化学反応型樹脂の適用範囲は拡大の一途をたどっており、各工業分野において軽量化・生産効率・環境保全等の推進に大きく貢献しているが、その性
質を正しく理解せずに使用すると予期せぬ不具合が発生することがある。これを避けるためには、材料に関する最小限の知識をユーザーが持つことも必要であり、材
料供給業者にとってはユーザーへの適切な知識の提供が重要な責務であると考えられる。
　硬化に関するものでは、材料設計・硬化条件設定・硬化率測定の各分野の中でユーザーにおいて継続的に必要である技術は硬化率測定である。化学反応型樹脂の硬
化率はいくつかの機器分析的手法によって測定されるが、これらの測定法は基本的に特殊な技術ではなく、数多くの文献に紹介されている。しかしながら、実際には、
現場に分析装置があるので硬化率測定に利用したいが具体的な技法が分からないという声をしばしば耳にし、また、すでに利用している場合について見ても、操作等
の一部が誤っているケースが見受けられる。これらの問題の原因としては、（１）読者が同じ技術を会得することを目的として実践的技法を示している文献が少ない、
（２）化学反応型樹脂ユーザーの技術担当者は化学を専門としない場合が多く、理論を理解することが負担となっている、ということが考えられる。
　そこで本書では、これまでのように硬化率測定技法を紹介するだけではなく、読者自身がその技法による測定を実践できるように具体的な手順や注意点を重点的に
解説する。特に、誤解しやすい点を随所で指摘し、実践で陥りやすい問題点に対処する。また、化学以外の技術者にも共通して理解できる用語の使用に努め、実用的
なマニュアルとしての存在を目指す。
　具体的には、FT-IR、DSC、光DSCの各分析装置を利用する硬化率測定手法を解説し、それぞれの手法が適用できる化学反応型樹脂のケースを挙げて実践に必要な技術
を提供する。さらには、著者が工業用接着剤メーカーで硬化率測定の技術開発に取り組んだ成果の内、深さ方向硬化率（反応率）分布（デプスプロファイル）の解析
手法についてはひとつの章にまとめて紹介し、また、各種の測定精度向上の手法についても随所で惜しみなく解説する。
　産業界のさまざまな分野における化学反応型樹脂の利用に、本書が少しでも参考となれば幸いである。 　　　　　　　　　　　　　　　　 (本書まえがきより) 

～接着剤・封止材・塗料 等への適用の実際～

第1章　分析的手法の位置付け
第2章　ＦＴ-ＩＲ法
1.FT-IR概論

1.1 赤外吸収　1.2 FT-IR装置（1）干渉計（2）データ

処理1.3　特長（1）リアルタイム測定（2）水平測定

1.4　物理量･単位　1.4.1　横軸　1.4.2　縦軸

1.5　硬化率測定への応用

1.5.1　リアルタイム法の測定結果と実際の硬化率

との違い　1.5.2　本章で扱う硬化率測定方法

2.測定手順

2.1　条件設定　2.1.1　変動ピーク・内部標準ピーク

2.1.2　測定器具の選択

（1）水平ATR装置・マイクロATR装置（2）KBr板・

NaCl板（3）金属鏡面（4）その他

2.2　測定　2.2.1　工程　2.2.2　硬化率計算手順

3.注意事項

3.1　水蒸気・二酸化炭素による妨害の軽減・除去

3.2　内部標準ピークの安定性　3.3　しみ込み深さ

3.4　試料膜厚の限界　3.5　吸光度と透過率

3.6　ピーク面積とピーク高さ

3.7　反応率と硬化率　（1）反応率（2）硬化率

3.8　微小なピークの取扱い

（1）ベースライン補正による方法

（2）補正用スペクトルによる方法

4.適用例　

4.1　アクリル系樹脂　4.1.1　概要　

4.1.2　対象ピーク（1）変動ピーク（2）内部標準ピーク

4.1.3　瞬間接着剤　4.1.4　事例

4.2　エポキシ系樹脂　4.2.1　概要

4.2.2　対象ピーク（1）変動ピーク（2）内部標準

ピーク　4.2.3　事例

4.3　シリコーン系樹脂

4.3.1　概要　4.3.2　対象ピーク　4.3.3　測定

4.3.4　得られた赤外吸収スペクトルの問題点

4.3.5　微小な変動ピークのベースライン補正

4.3.6　内部標準ピークの温存　4.3.7　硬化率計算

5.将来展望

第3章　ＤＳＣ法
1.DSC概論

1.1　DSC装置　1.1.1　概要　1.1.2　入力補償型

DSC装置　1.1.3　熱流束型DSC装置

1.2　物理量・単位　1.3　縦軸表示　

1.4　硬化反応により発熱する理由

2.装置の使用形態 

2.1　概要

2.2　昇温法とその注意事項（1）英語表記（2）熱

分解の影響（3）ベースライン補正

2.3　恒温法とその注意事項

（1）ベースライン補正（2）温度プログラム（3）面

積計算

3.硬化率測定法 

3.1　外部硬化法　3.1.1　特徴　3.1.2　測定手順　

3.1.3　事例

3.2　内部硬化法　3.2.1　特徴　3.2.2　測定手順　

3.2.3　事例

3.3　注意事項　3.3.1　外部硬化法と内部硬化法

との結果の相違

3.3.2　吸熱ピーク　3.3.3　複数の発熱ピーク

1.1　概要　1.2　原理　

1.3　実験　1.3.1　試料・装置　1.3.2　照射光強

度の決定　1.3.3　測定

1.4　結果・考察　1.4.1　しみ込み深さ　1.4.2　

しみ込み深さ内でのUV光強度の違い

1.4.3　試料の屈折率変化の影響

1.4.4　各深さにおける反応率の経時変化

1.4.5　デプスプロファイルの経時変化

2.光DSC法によるUV硬化型樹脂の

　　　　　　　　硬化率デプスプロファイリング法

2.1　概要　2.2　測定手順および注意事項　

2.3　事例　

2.4　硬化深度解析とその応用

2.4.1　硬化深度の求め方

2.4.2　光開始剤添加量と硬化深度

2.4.3　照射光強度・照射時間と硬化深度

2.5　デプスプロファイリング支援ソフトの紹介

2.5.1　概要　2.5.2　デプスプロファイル予測機能

3.顕微レーザーラマン分光法による非破壊な

　　　　　　　　　　　　　デプスプロファイリング法

3.1　概要　3.2　緒言　

3.3　実験

3.3.1　試料・装置　3.3.2　測定

3.4　結果

3.4.1　レーザー照射による試料の硬化反応進

行の有無　3.4.2　硬化物内部のラマンスペクトル

3.4.3　デプスプロファイル

3.5　結論

3.3.4　試料中の異物　3.3.5　硬化挙動の表現　

3.3.6　機種間差

第4章　光ＤＳＣ法
1.光DSC概要

1.1　光DSC装置　1.2　装置の使用目的（1）硬化率

（2）硬化反応熱（3）硬化速度

1.3　注意事項

1.3.1　アルミパン底面の照射光強度への影響　

1.3.2　光源　1.3.3　試料温度　1.3.4　暗反応の影響　

1.3.5　カチオン反応エポキシ系樹脂　1.3.6　吸熱因子

の扱い

2.硬化率測定法

2.1　概要　2.2　内部硬化法　2.3　外部硬化法

3.外部硬化法による硬化率測定

3.1　測定手順　

3.2　補正・確認の必須事項

3.2.1　UV光照射による輻射熱の影響の除去　3.2.2　

1回目のUV光照射後に残存する未硬化成分の確認　

3.3　事例

4.吸熱因子による妨害の補正

4.1　緒言　4.2　吸熱要因　4.3　補正方法　4.4　実験

4.5　結果・考察　4.6　その他の補正方法

5.暗反応の影響

5.1　緒言　5.2　実験　5.3　結果・考察

6.将来展望

第5章　厚膜化学反応型樹脂の

　　　　　　　　　　　　　　　　デプスプロファイリング法

1.FT-IR法による硬化反応中の

　　　　　　　　　　　　　デプスプロファイル変化の解析
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スクリーン印刷  利用技術　～トラブル対策から

　 応用事例まで～

印刷最適化／高品質化のための

●佐藤利文（東京工芸大学）　　　 　　　　　　 ●小林大介（東海商事（株））　　　　　　　 ●佐野裕樹（ＮＢＣ（株））　　　　　　　●森垣敏夫（互応化学工業（株））　　　 ●村上武彦(ミナミ (株))　 　　　　　 
●（株）桜井グラフィックシステムズ　 　　　　　 ●倉澤　登（美濃商事（株））　　　　　　 　 ●甲斐朋斉（藤倉化成（株））　　　　 ●鈴木　洋（神戸大学）　　           　　　●沼口　穣（ノリタケ機材（株））　
●肥後　徹（日新化成（株））　　　　　　　　　　 ●小日向茂（住友金属鉱山（株））　　　　 ●垣内宏之（大研化学工業（株）） 　●林　憲一（（株）日本抵抗器製作所）　●宮本　勲（元・東機産業（株））　　　
●向井範昭（(株) 日立プラントテクノロジー）　●中村秀樹（千住金属工業(株)）　　　 　 ●稲毛　剛（（株）マルコム）　　　　　 ●日口洋一（大日本印刷（株））　　　　　●二口友昭（富山県工業技術センター）
●福岡義孝（大日本印刷（株））　　　　　　　　 ●鎌田俊英（（独）産業技術総合研究所）●内木場文男（日本大学）　　　　　　●勝又一郎（（株）プリマックス）　　　　　 ●大野　慎（ノリタケ機材（株））　　 
●中山鶴雄（NBC(株)）　　　　　　　　　　　　　  ●谷口彬雄（信州大学）　　　　 　　　　　　●田口信義（(有)イメージテック）　　 ●池上和志（桐蔭横浜大学）　　　　　　 ●秋山善一（（株）リコー）　
●平尾親臣（ビッグテクノス（株））

第1章　スクリーン印刷技術の最新動向
電子デバイスへの応用｜プリンタブルエレクトロニクス｜分散型EL素子の作製
高品質スクリーン印刷(高精細化/安定化を実現するための技術)
第2章　スクリーン版の構成要素と印刷結果への影響
第1節　スクリーン版の構造と特性評価　　構造と製造プロセス(構成・
製造プロセス・高精度対応版)|構成要素と使用材料（枠・メッシュ・感光性乳剤）
第2節　スクリーン版からの印刷品質向上提案　印刷解像性(印刷解像性は
感光性乳剤の種類によって異なる・平滑化(フラット)加工は印刷解像性に
効果がある)|印刷精度(印刷精度は印刷ショット数によって変化する・
印刷精度対策　スクリーン版からのアプローチ)|ペースト厚
(安定した厚膜塗布のための表面段差加工・印刷条件とペースト塗布厚）
第3節　スクリーン版の設計　管理目標値の設定(位置精度・線幅精度・
塗布厚)|各要素の設計(枠・メッシュ・感光性乳剤の選定と塗布厚)
第4節　スクリーン紗　種類|スペック|メッシュの特性(一軸強伸度試験･クリープ特性
温湿度に関する影響･紫外線反射･透過特性・乳剤密着性、ペースト透過性・耐薬品性・カレンダー加工）
第5節　スクリーン製版用感光乳剤の組成と光硬化メカニズム
感光乳剤の光硬化メカニズム(種類・ジアゾ樹脂系・SBQ系・樹脂系・
重クロム酸塩系)|組成と特徴(解像性と現像性・耐溶剤性・耐水性
・印刷性・寸法安定性・剥離性・保存安定性・その他)|直間法フィルム
第3章　印刷機のメカニズム　
第1節　印刷機の構造、および種類と特性　
基本構造|機構の違い|装置精度､メカ構造､位置決め制御の特徴|印刷装置設計
第2節　印刷機からみる印刷メカニズム　
充填(ペーストの充填プロセス･印刷機の条件)|版離れ(平行・垂直に
引き離す・マスクのたわみを出来るだけ発生させない・他）
第3節  種類別スクリーン印刷機　第1項　印刷機印刷フレーム開閉式　
フレーム煽り方式|フレーム並行上下移動方式　
第2項　印刷テーブル移動式印刷機　　　第3項　複合方式印刷機
ロータリースキージ|カセット式クリーニング|加圧機構|WA|MA|2段階膜厚印刷
第4項　シリンダー式印刷機
基本構造(分類)|シリンダー型|ストップシリンダー型|超精密シリンダー型
第4章　スキージのメカニズム　
第1節　スキージの材質及び形状と特性　
種類（ゴムの材質・形状・サイズ・硬度）
第2節　スキージから見る印刷メカニズム
充填（角度・印圧・スピード・長さ・ゴムの取付け及び研磨・ドクター）
第5章　インク・ペーストのメカニズム
第1節　スクリーン印刷と導電性インク・ペーストの種類及び特性について
印刷概要|機材類(版の改良)|印刷方式|解像度|導電性ペースト(導電性インキ・
高温焼成型インキ・ポリマー型インキ・導電性フィラー・複合系フィラー・高分子材料(樹脂)）
第2節　レオロジーの基礎　　流体の粘度|粘塑性流体(ビンガム塑性流体
擬塑性流体)|粘弾性流体(マックスウェルモデル・フォークトモデル・粘弾性流体の粘度)
チクソトロピー(定義・ゾルーゲル転移・チクソトロピーの粘度履歴)
微粒子懸濁液(DLVO理論・サスペンジョンの粘度特性・凝集･破壊モデル)
第3節　添加剤　第1項　印刷インキ･ペースト用樹脂　種類(用途別)|要求特性
第2項　ビヒクル  構成材料(水系･溶剤系･材料の役割)|特性|インキ等に
及ぼす影響|設計(固体粉体・印刷パターンと膜厚・焼成膜厚・各種添加剤）
第4節　種類別インク・ペースト　第1項　導電性ペースト及び機能性ペーストについて
実用例|構成材料|導電メカニズム及び接着メカニズム|導電性ナノペースト
Bステージ硬化型導電性ペースト｜金属結合型導電性ペースト
機能性ペースト(レジスト・スペーサ・粘着剤ペースト・異方導電性材料)

第2項　導電性ペーストの印刷性～銀樹脂、導体/抵抗体、はんだ、ナノの
各ペースト～　　印刷特性(概要・粘弾性)|各ペーストの印刷性(導電性
樹脂接着剤・はんだペースト(クリームはんだ)・Ag･Pd･Ru･Pd抵抗体､Ag･Au･Cu導体､
ペーストの印刷性・金属ナノ粒子分散ペースト(ナノペースト))|高性能スクリーン印刷機
第3項　ガラスペースト　構成材料と製造プロセス|各種ガラスペースト
(耐電圧・誘電率・膨張係数・透過率・欠陥防止)|スクリーン印刷(ベタ膜印刷
スルーホール印刷・オーバーコート印刷・感光性ペースト法・転写法)
第4項　金属ナノ粒子ペースト　　　固相熱分解によるナノ粒子
アミン還元によるナノ粒子｜金属ナノ粒子の導電ペーストへの応用
第6章　測定・評価　　
第1節　スクリーン印刷の評価方法のポイント 転写性(印刷の評価・ペー
ストの評価)|電気的特性|機能性|画像評価|評価方法を決められない場合　
第2節　インク・ペーストの粘度の測定・評価
粘度測定の重要性(スクリーンインクに求められるレオロジー特性)
塗工剤の粘度特性に影響する主な要因（バインダー・フィラー・溶媒・
レオロジーコントロール剤(粘性制御剤･増粘剤))|主な粘度特性（ニュートン性
非ニュートン性・温度－粘度特性・降伏値の評価・時間依存性の評価・TI値の意義)
粘度測定方法とその注意点(回転粘度計の種類と特色･インクの粘度の調整･品質管理
塗布作業時の塗工剤の評価･塗布作業後の塗工剤の評価)|具体的測定例
(接着剤AとB・2種の銀ペーストの印刷特性・撹拌後の塗工剤のタレ性の影響
インク(顔料濃度の異なる2種:エステル系)・6種の銀ペーストの評価）
第3節　その他の測定・評価　　第1項　スキージ圧の測定・評価
印圧(被印刷物･被印刷物の大きさ･被印刷物の用途による違い･適正な印圧･インキ返し）
第2項　スクリーン版の測定・評価　　測定項目(テンション測定)|製版関連
(紗厚と乳剤の膜厚･解像性･表面粗さ･乳剤の硬度と表面張力･製版寸法精度)|印刷寸法精度
第7章　トラブル編　—発生メカニズムと対策および事例—
第1節　スクリーン版の不具合　　　第1項　製版精度不具合
スクリーン原版(フォトマスク)の精度の管理(種類・描画機の精度）
フォトマスク原版からの転写精度管理｜感光性乳剤の硬化収縮
第2項　スクリーン・メッシュに関わる不具合　経時変化(伸び)|テンション管理
第3項　感光性乳剤に関わる不具合　露光条件管理|露光不足による不具合
露光過多による不具合|耐溶剤性　　第2節　印刷機から見るトラブル
異物混入のトラブル(印刷機内の汚れの混入･印刷機周辺のゴミ･埃の混入
スキージ･メタルマスクの清掃不良･ハンダペーストの攪拌時)|静電気のトラブル
第3節　スキージから見るトラブル　　印刷トラブルの原因と対策
実作業における問題点と対策|スキージの原因と考えられるトラブルと解決方法
第8章　クリームはんだ印刷における各要素のメカニズム
第1節　スクリーン版の構造・種類・特性、及びメカニズム
枠の構造|枠寸法と印刷面積|マスク寸法精度と機械的経時変化|裏回りが
発生しにくいマスクの選定|メタルマスク版から見る充填／版離れのメカニズム
第2節　印刷機の構造・種類・特性・メカニズム
基本構造と用途|構造と原理|印刷精度に及ぼす各機能と要素|印刷機の高精度
高剛性機構|印刷ズレの防止策｜安定したクリームはんだを充填する機講
安定したクリームはんだの版離れ機構｜印刷機と副資材及び品質管理
第3節　スキージの構造・種類・特性・及びメカニズム　役割|寸法と形状
構造と特徴|形状が及ぼす印刷性|構造とはんだの粘度硬化|高充填効果の
特殊構造スキ－ジ|硬度と印刷性|スキ－ジ形状と硬度における印刷のカキトリ現象
スキ－ジの磨耗によるカキトリ不良|ウレタンとメタルスキージの印刷性の比較
スキージの傾きによる印刷不良|ローリング径と印刷量のバラツキ不良
密閉印刷ヘッドでボイド不良の対策　　　第4節　リフロー炉
類|構造|要求特性(ノズル形状･ゾーンレイアウト･フラックス回収機構)

第5節　ペーストの粘度測定･評価　　粘度計による測定･評価(物理的原理
チクソトロピー･回転式粘度計･スパイラル式粘度計･印刷性の数値的評価
トラブル対策の為の基礎）|粘度計からみた印刷メカニズム(印刷プロセス上
の機能・粘度計から見る充填／版離れメカニズム・印刷性の最適化）
第9章　応用編　—製品別の技術最適化—
第1節　ユーザー側から見たスクリーン印刷技術－その応用と今後の展望－
スクリーン印刷が背負うイメージからの脱却|印刷と情報との融合
新しいビジネスモデルの必要性|スクリーン印刷の現状と課題
(原理および機構・スクリーン印刷の課題[版構造と印刷精度/インキ供給
インキの流動特性])|スクリーン印刷機に求められる機能(将来像)
第2節　電子部品実装      第1項　印刷工法によるウエファーレベル
CSPパッケージの開発   工程の説明｜各工程の特長｜使用した印刷機
及び特殊リフロー装置|印刷工法によるウェハーレベルCSPの優位点
第2項　リジッドプリント配線板及びメンブレンスイッチの印刷技術
リジッド配線板に使用される材料|塗布前の処理|塗布の方法|スルーホール用
ペースト|メンブレンスイッチの構造|使用材料|製造工程|要求特性と評価方法
第3項　セラミック基板上への厚膜形成　　厚膜作製プロセスの特徴
セラミック基板の特徴|基板用導体厚膜|機能性厚膜(抵抗体厚膜･
サーミスタ厚膜･他)|強誘電体厚膜(Pb系･非Pb系[BaTiO3系/Bi4Ti3O12系]）
第4項　シリコン基板　　圧電アクチュエータ(PZT系厚膜･BZT系厚膜)
シリコン基板とCaBi4Ti4O15系厚膜を利用した圧力センサ
第5項　印刷技術のビルドアップ配線板への適用事例
配線板プロセス(全層IVH構造順次積層プロセス･一括積層プロセス)
信頼性特性(信頼性試験評価結果･耐マイグレ－ション性)|電気信号伝搬特性
(電気信号伝播特性･高周波伝送損失特性)|放熱特性|更なる微細化開発
第3節　有機薄膜トランジスタ　構造|基本動作|半導体(材料･層の形成)
電極|絶縁材料|フレキシブル有機薄膜トランジスタの印刷製造
第4節　LTCC（低温焼成セラミック基板）
工程|導体ペーストとスクリーン印刷法によるパターン形成|LTCCの動向と
スクリーン印刷の課題|スクリーン印刷によらないパターニングの展開
第5節　ディスプレイ　第1項　LCD用部材:シール剤塗布用印刷版[マルチプレート]
LCD製造におけるスクリーン印刷の位置付け|トラブル(スクリーン印刷の欠点
問題の解消法)|非接触印刷（版の構造・印刷の調整とメカニズム・版の設計）
第2項　PDP用部品　　PDPの構造とスクリーン印刷|大型PDP用ペーストと
スクリーン印刷の課題(感光性銀ペースト・誘電体ペースト・蛍光体ペースト)
課題と対策(スキージゴム・印刷機平行度・ペースト)
第6節　ELデバイス　　第1項　有機ELデバイス用スクリーンの設計
スクリーン印刷による薄膜形成での課題(薄膜形成における要因
印刷厚さへのスクリーンの要因・スクリーン表面の印刷特性への影響)
溶融液晶ポリマーモノフィラメントを用いた薄膜用スクリーン
（特徴・塑性加工性・薄膜用スクリーンの設計・印刷特性）
第2項　印刷系無機ELフィルム　基本構成と原理｜高輝度化･カラー化
白色光化｜ＭＷ熱触媒法による蛍光体の作製
第7節　色素増感太陽電池
作製方法(透明導電基板と集電配線･酸化チタン･対極触媒･封止剤･電解質)
第8節　その他の応用製品　　　　第1項　圧電材料
スクリーン印刷による圧電素子製法|Si基板上への圧電厚膜の形成
(積層化における問題点･PZT低温プロセス･下部電極の改良および報告例)
第2項　スクリーン印刷用粘着剤　　開発の背景｜設計(分類･分子設計
添加剤・溶剤)|物性(エマルジョン型アクリル系･溶剤型アクリル系
UV型)|今後の展望（特殊な使用条件での粘着物性向上・環境への対応）
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第1章　ポリウレタンの化学・物理的特性と分子設計
           およびその分析・評価
第1節 ポリウレタンの分子設計および劣化機構と安定性向上

1.ポリウレタンの特性とその制御
2.ポリオールとそのポリウレタン物性
3.イソシアネートとそのポリウレタン物性
4.ポリウレタンの化学・物理特性とその評価～硬化プロセスと1次物性～
4.1　硬化反応性と反応率
4.2　物性測定評価・1次物性
5.ポリウレタンの劣化機構と安定性向上

第2節　セグメント化ポリウレタンの特性向上のための分子設計
1.重合と構造　2.微細構造と変形機構
3.分子設計とガラス転移温度
4.応力―ひずみ関係　5.分子設計と弾性回復性

第3節　熱分解ガスクロマトグラフィーによる分析事例
1.熱分解GCのシステム構成
2.高分子材料分析への熱分解GCの適用
3. 熱分解GCによるポリウレタンのキャラクタリゼーション
3.1 ポリウレタンの熱分解挙動
3.2 ジイソシアネート／ポリオールの組成分析
3.3 結合状態の識別・解析の可能性

第４節　ポリウレタンの結晶構造と高次構造解明
1.ハードセグメントの結晶構造
2.延伸過程における高次構造の変化

第2章　塗料への応用事例
第1節　インキ・塗料・コーティング剤に適したポリウレタン樹脂の特徴

1.ポリウレタン樹脂バインダーの分類
2.一液ラッカー型ポリウレタン樹脂の製造方法と分子構造
3.インキ用バインダー用途での樹脂設計
4.コーティング用ポリウレタン樹脂の耐久性向上
4.1 耐水性　4.2.耐熱性

第２節　高機能性PUR塗料における
　　　　　樹脂設計・配合および環境対応

1.PUR塗料の種類 と特徴
1.1 PUR塗料の分類と種類
1.1.1 形態的分類　1.1.2 その他分類
２.PUR塗料原料
2.1 ポリイソシアネート硬化剤　2.2 ポリオール
2.3 ポリウレタン樹脂　2.4 その他副資材
3.ＰＵＲ塗料の樹脂設計と配合技術
3.1 バインダーの樹脂設計・ポリオールの例
3.2 硬化剤の設計
4.市場ニーズ
5.高機能性PUR塗料の実例
5.1 耐酸性雨塗料 5.2 擦り傷性向上
5.3 ブロックイソシアネート配合1液ＰＵＲ塗料
5.4 水性PUR塗料とその市場展開

◎イソシアネート・ポリオールの選択によるポリウレタンの特長から、
　塗料・接着剤・エラストマー・硬軟フォーム等、幅広い用途における要求特性と配合設計、および製品動向まで。
◎硬化反応性、変形特性、難燃化等の物性制御、高屈折化・形状記憶性等の高機能化技術に加え、
　リサイクル性等の環境対応技術による、これからの高分子材料の開発の指針を示す。

第3節　重防食塗料に向けた樹脂設計
1.ウレタン樹脂系塗料の市場動向
2.重防食塗料の技術開発動向
3.ウレタン樹脂系重防食塗料に用いられる主原材料
4.ウレタン樹脂系重防食塗料のコールタールフリー化技術
4.1 ポリウレタン塗膜の対鋼板接着力に及ぼす
　　 コールタールモデル化合物配合の影響
4.2 新規なフェノール系添加剤を含むポリウレタン系塗膜の特性

第3章　ウレタン系接着剤の特長と機能性
第1節　ポリウレタン系接着剤の樹脂の
           設計、配合、特徴、応用から製品開発状況

1.ウレタン反応型接着剤 1.1 一液型 1.2 二液型
2 溶剤型水酸基末端線状ポリエステルポリウレタン接着剤（デスモコール）
3.ポリウレタンディスパージョン型接着剤（ディスパコール Ｕ）
3.1 化学構造 3.2 物理的構造 3.3 固形分と粘度
3.4 接着剤の乾燥 3.5 機械的安定性 3.6 塩の影響

第2節　ポリウレタン系反応性ホットメルト接着剤の特長
        ～作業性・各種接着特性

1.ポリウレタン系反応性ホットメルト接着剤とは
2.ＰＵＲ－ＨＭの特長
2.1 作業面での特長2.2 接着性能面での特長

第3節　湿気硬化型ポリウレタン接着剤の木材接着性能
　　　　―接着強さに影響する要因―

1.接着剤の接着性能試験および物性試験
1.1 ブロックせん断試験
1.2 接着強さの温度依存性試験 1.3 動的粘弾性の測定
2.木材接着性能および接着剤の物性

第4章 ポリウレタンゴム・エラストマーの配合設計と成形加工
1.ポリウレタンゴム・エラストマーとは
2.ポリウレタンゴム・エラストマーの種類
3.配合剤 4.配合設計と加工法
4.1 液状成形ゴムの配合と加工4.2 固形成形ゴムの配合と加工
5.ウレタン系ゴム・エラストマーのナノコンポジット
5.1 ウレタンゴムナノコンポジット 5.2 TPU ナノコンポジット

第5章　ポリウレタンフォームの開発動向
第1節　ポリウレタンフォームの需要動向及び用途展開
第1項　ポリウレタンフォームの分類及び需要動向
第2項　PURフォームの課題及び市場ニーズ
第3項　高性能化、高機能化に対するアプローチの方法
第4項　軟質フォームの開発事例

1.軟質フォーム用の原料
2.スラブフォーム（ブロックフォーム）の多様化
3.低弾性フォーム 4.親水性フォーム
5.現場発泡型発泡ガスケット

第5項　硬質フォームの開発事例
1.硬質フォーム用の原料 2.PIRフォームの展開
3.低熱伝導率保持の水発泡フォーム
4.連続ラミネート製品用面材

第6項　その他の開発事例（軟質・硬質フォーム共通の事例）
1.発泡特性（反応特性）の測定方法
2.発泡特性（反応特性）の機器計測
3.PURフォームの構造解析 4.速度論的考察

第2節　高活性触媒による難燃性の向上
第3節　ウレタンフォームの材料組成による燃焼性状の検討
　　　　　～燃焼試験結果を踏まえて

第6章　ポリウレタンの難燃化技術と難燃剤
1.ポリウレタン難燃化の基本技術
2.ポリウレタン難燃化技術、難燃剤の最近の動向
3.最近の特許に見られるポリウレタン用難燃剤（難燃化技術）

第7章　高機能化技術
第1節　高機能化を指向したポリウレタンのナノレベル複合化

1.ポリウレタンと他の高分子とのナノ複合化へのアプローチ
2.精密高分子開始剤法を利用したナノ複合化
3.主鎖組み換え反応を利用するナノ複合化

第2節　形状記憶ポリマーの機能特性と応用
1.形状記憶材料と形状記憶ポリマー
2.形状記憶ポリマーの種類と形態
3.形状記憶ポリマーの機能特性
4.熱･力学特性の表示：サーモメカニカル構成式
5.形状記憶ポリマーの応用

第3節　透明・高屈折ポリウレタンハイブリッド材料の調製
1. 骨格構造の違いによる光学特性ならびに微細構造への影響
2. ポリチオウレタン/チタニアハイブリッドの屈折率向上効果

第4節 電子基板　防湿・絶縁ウレタン樹脂の開発とその応用
1.ウレタン樹脂の種類と特徴
2.家電製品の防水絶縁材料としての性質
3.ウレタン樹脂の自動混合注型装置

第8章　ポリウレタンの環境対応技術
第1節　ポリウレタンリサイクルの現状とケミカルリサイクル

1.ポリウレタンのリサイクル
2.ポリウレタンのケミカルリサイクルのための分解機構

第2節　生分解性ポリウレタンの設計
第3節　新規ポリウレタンの分解技術の開発

1.難分解性ポリウレタンへの生分解性
       及びケミカルリサイクル性の付与
2.生分解性およびケミカルリサイクル性を併せ持つポリウレタン
3.アセタール結合を含有ケミカルリサイクル性ポリウレタン
4.糖質系ジラクトンジオールを含有するケミカルリサイクル性ポリウレタン

第4節　超臨界二酸化炭素によるウレタン合成法の開発
1.超臨界二酸化炭素 2.二酸化炭素固定化
2.1 ヒドロキシルアミンからの合成
2.2 環状アミンからの合成
2.3 イオン液体－超臨界二酸化炭素多相系反応場による
       環状アミンからの合成

●桐原 修(バイエルマテリアルサイエンス(株))●大和田 孝彦（住化バイエルウレタン（株））●葭原 法(ポリマーテク研究所)●大谷 肇(名古屋工業大学大学院)
●田代 孝二(豊田工業大学大学院)●東本 徹(荒川化学工業（株))●横山 直樹(新日鐵化学(株))●吉田 誠(日立化成ポリマー（株))●滝 欽二(静岡大学)●秋葉 光雄(アキバリサーチ)
●岩崎 和男(岩崎技術士事務所)●徳本 勝美(東ソー(株))●糸毛 治(北海道立北方建築総合研究所)●西沢 仁(西沢技術研究所)●高原 淳・大塚 英幸(九州大学)
●戸伏 壽昭(愛知工業大学)●栗田 公夫(日本大学)●久永 直克(サンユレック（株))●松村 秀一(慶應義塾大学)●川波 肇((独)産業技術総合研究所)（執筆者一覧・敬称略）

ポリウレタンの

　多様性を活かす
　　　　　　　　　　製品設計とは

ポリウレタン 最新開発動向
～分子設計・配合処方から物理・化学的性質の制御まで～

★書籍申込書　　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名　　　　　【BC090501】

　ポリウレタン　書籍

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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《執筆者一覧(敬称略）》●糸戸村知之(岐阜大学)●山崎義弘(早稲田大学) ●鎌形一夫(埼玉県技術アドバイザー)●岡部年孝(日本合成化学工業㈱●梅宮弘和(サイデン化学㈱)●永易克･桐原修(住化バイエルウレタン㈱)
●山口幸一(関西ゴム技術研修所)●中谷裕之(新田ゼラチン㈱)●加納義久(古河電気工業㈱)●鈴木淳史(横浜国立大学)●北崎寧昭(PSA研究所)●才本芳久(三井化学㈱)●森本要子(ビッグテクノス㈱)
●三浦崇(学習院大学)●永原栄治(荒川化学工業㈱)●宮崎渉(リンテック㈱)●三谷修造(旭化成エンジニアリング㈱)●比野欣之輔(ニチバン㈱)●朱峰承興(リンテック㈱)●渡邊哲也(帝國製薬㈱)
●小田純久(サイデン化学㈱)●朝田和孝(ニチバン㈱)●小野瀬豊(北越パッケージ㈱)●杉田大平(積水化学工業㈱)●石渡紳一(古河電気工業㈱)●横山直樹(新日鐵化学㈱)
●飯島忠良(TDK㈱)●小林吉伸((元)日本電気真空硝子㈱)●佐竹正之(日東電工㈱)●飯田隆文(ナガセケムテックス㈱)●鍋島健史(㈱共和)●川戸淳司･菰口剛志(岩瀬コスファ㈱)●橋本幹夫(㈱三井化学分析センター)
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第６章 粘着製品の塗工／塗布

第３節　性能を向上させるための技術 
　　　　　～狙い通りの粘着／剥離性能を引き出すポイント

 第１章 粘着／剥離のメカニズムと測定評価

第３節　 粘着と粘弾性についての関係性

　1.粘着のメカニズムと定義～接着との違いと分子構造の影響
　2.接着層形成の熱力学（粘着剤の表面張力/粘着剤の界面張力/界面相形成のメカニズム）
　3.粘着／剥離のメカニズムと測定評価（分子構造と粘着の関連性、極性材料／非極性材料への粘着性評価）
　4.粘着と溶解性パラメーター（油相からの水／油界面へのポリマーの吸着への溶解度パラメーターによる検討･･･）
　5.粘着剤のはく離強さのコントロール/6.粘着物性と力学的性質の相関性
　7.粘着と被着体の臨界表面張力/8.経時での粘着力変化

1.粘着・剥離の空間スケールと物理的イメージ/2.粘着テープ剥離時の応力分布
3.剥離様式の速度・温度依存性（粘弾性と剥離様式/3.3剥離力の速度依存性について 等）
4.粘性突起/5.剥離時の粘着剤による形態形成/5.1プローブタック測定/5.2粘着テープ剥離
6.粘着テープ剥離における装置剛性の影響（装置剛性の影響 等） 
7.剥離におけるパターン形成と動的相図（動的相図/剥離後/･時空間共存パターンの特徴 等）

第２章 各種粘着剤における性能・用途と配合設計技術
　　～再粘着/再剥離性能、添加剤の選定、被着体への適性等を踏まえて～

　1.粘弾性と粘着性の相関性（結合過程のメカニズム/解結合過程/粘着特性と粘弾性値と関係）
　2.粘弾性とガラス転移温度(Tg)との関係
　3.表面粘着性を表す指数としてのプローブタックによる粘弾性の推察　
　4.粘弾性的考察粘弾性の観点からみた粘着面を引き離す際の抵抗とは

　1.アクリル系粘着剤について/2.アクリル系粘着剤に使用される原料（モノマー，架橋剤，添加剤）
　3.配合と物性のコントロール/4.無溶剤型アクリル系粘着剤

第１節　 アクリル系粘着剤(溶剤型／無溶剤型)

　1.粘着剤と被着体の界面相互作用について
　　1.1粘着剤の粘度の影響/1.2界面化学的見方/1.3粘着剤の表面張力の評価
　　1.4被着体の表面張力の評価/1.4.1 Zismanの臨界表面張力（γC）について
　2.被着体の違いによる粘着力/剥離力の差異
　　2.1剥離接着力について/2.2実際の粘着力（剥離接着力）の評価　　　
　　 2.2.1非極性粘着剤/2.2.2　極性粘着剤
　3.粘着剤と被着体の極性の差による粘着力の違い
　4.使用状況に応じた粘着剤の選定と調整

　帯電問題の分類、電荷を分離させない策、電荷を残留させない策･･等

第５章 剥離紙用シリコーンの性能コントロールと評価方法

第１節　塗工
　1.粘着剤塗工概論/2.粘着剤の形態と塗工方式
　　（有機溶剤系、エマルション系、固形糊系、ホットメルト系、モノマーシロップ系･･）
　3.塗工方式の分類、種類および選定
　4.塗工欠陥の原因と改善方法/4.1ロールコーター/4.2グラビアコーター/4.3ダイコーター）

 　1.巻品質の概要/2.ロール内部応力/3.巻取方式の種類 /4.解析モデルの概要
　 5.内部応力計算例と張力制御プロファイル/6.空気層の取り扱い/7.径方向圧力について

第１節　粘着の三要素
　1.タック/1.1転がりボールタック/1.2ピールタック/1.3プローブタック
　2.粘着力/3.保持力（凝集力）

第２節　剥離帯電量の測定
　1.残留電荷量の測定/2.粘着テープの剥離時の電荷移動/3.分離電荷量の測定

　1.粘着剥離中の空孔化過程/2.粘着剤糸曳きの伸長変形過程と破壊直後の収縮効果
　3.粘着剤伸長変形特性の評価/4.粘着剥離シミュレーションの手法

第１節　粘着

第２節　 剥離

第２節　 エマルション粘着剤

第３節　ウレタン系粘着剤

　1.アクリルベースと配合添加剤の設計（アクリルモノマー、界面活性剤、架橋剤の選択･･･）
　 1.2配合添加剤の設計（タッキファイヤー、粘性調整剤の選択･･･）
　2.被着体への適性（極性面への適性/非極性面への適性/その他の被着体面への適性）
　3.塗工適性

　1.ポリウレタンの原料/1.1ポリイソシアネート/1.2ポリオール/1.3助剤・添加剤
　2.ポリウレタン系粘着剤の設計/3.ポリウレタン系粘着剤の特性

第４節　 ゴム系粘着剤
　1.ゴム系粘着剤/2.ゴム系粘着剤の粘着特性、再はく離性
　3.各論/3.1天然ゴム系粘着剤/3.2合成ゴム系粘着剤/4.今後の課題

第６節　 ホットメルト粘着剤
　1.原料（基材、添加剤）の種類と配合設計（ホットメルト粘着剤の構成原料、
　　　　　　粘着付与樹脂、ホットメルト粘着剤の配合設計 等）
  2.被着体への適正/3.再剥離性能

第７節　 UV硬化型粘着剤
　1.UV硬化型粘着剤の種類と組成/2.UV硬化型粘着剤の応用事例
　3.UV硬化型粘・接着剤の応用事例

第８節　 ゲルの粘着特性
　1.ゲルの表面構造と特異的な性質/2.ハイドロゲル表面間の粘着特性
   　（市販パップ剤の粘着特性、評価方法の特徴と課題、その解決への試み 等）
　3.新しい粘着／接着方法の開発
    第３章 被着体と粘着／剥離の関係性と粘着剤の選定ポイント

第１節　 粘着テープ／フィルム設計上の留意点
　1.各用途に合った粘着製品の基本構成の設計/2.各用途に合った粘着剤の選定
　3.各用途に合った支持体の選択/4.製品のライフサイクルを考慮した設計
　5.製造工程および加工工程の選択
　 第２節　粘着フィルム／テープの剥離における問題点と対策

　1.粘着フィルムから被着体への汚染について （被着体の汚染、粘着剤起因による汚染、
　　基材フィルム起因による汚染、セパレータ起因による汚染 ･･等）
　2.粘着剤設計から見た剥離力低減を抑えるための対策

【第１項 耐熱性向上のための手法】
【第２項 剥離による帯電を防止する策】

【第３項 粘着における経験則】
　 粘弾性と複素弾性率/ダールキストの経験則/粘弾性の窓

　1.剥離紙用シリコーンとは/2.剥離紙用シリコーンの市場動向
　3.剥離紙用シリコーンの分類/3.1反応形式とその特徴/剥離性能のコントロール方法
　　　　　　　　　　　（熱硬化型/ＵＶ硬化型シリコーンの性能コントロール方法･･･等）
　4.シリコーン塗工設備とシリコーン処方の関係
　5.剥離紙の性能評価方法（塗工量試験、硬化性試験（指触法、抽出法）、
　　シリコーン移行性試験（移行性評価法、残留接着率法）、密着性試験
　　成膜度評価試験（ステイン法）、剥離試験（低速剥離･高速剥離）、滑り性試験）
　6.剥離紙の最近の課題（シリコーン原料コスト改善、泡発生防止･･等）

第７章 巻取工程

第８章 粘着剤の物性評価の方法と結果による性能改善への指針

第３節　粘着剥離メカニズムのシミュレーション

第９章　対ヒト用粘着剤における評価試験方法と安全性への対応

第１節　再剥離ラベル
　1.再剥離ラベルの設計（再剥離ラベルの必要性能、用途と粘着力、再剥離方法、加工方法･･等）
　2.再剥離粘着剤の設計（架橋による再剥離性の発現、粘着力と凝集力の調整、
　　 貼り付け後の粘着力の変化、基材への密着性･･等）/3. １液エマルション型再剥離粘着剤の開発

第２節　離解型粘着剤
1.古紙の再生処理と粘着剤/2.紙リサイクル対応型粘着剤（紙リサイクル対応型粘着剤の種類、
　　紙リサイクル対応型粘着剤の構成･･等）/3.離解性の評価方法

第３節　粘着ラベルを応用した電子レンジ容器包装の開発 　 
　1.これまでの電子レンジ用容器包装の実態/2.新システム開発へのアプローチ
　3.開発したベントシステムの特長

第４節　自己剥離粘着テープの開発と耐熱プロセスへの応用
　1.開発の背景/2.自己剥離粘着テープとは/2.1自己剥離粘着剤/2.2自己剥離粘着テープ
　  2.3自己剥離のメカニズム/2.4自己剥離粘着剤の耐熱化
　3.半導体加工プロセスへの応用/3.1金属膜の形成/3.2貫通孔の形成/4.今後の展開

第５節　半導体用粘接着テープ　　　　　　　　　
　1.半導体用粘接着テープ概要/2.高密度三次元実装化プロセス/3.バックグラインドテープ
　4.ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム
　5.レーザ・ダイシング方式対応型ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム
　6.ＷＬ－ＣＳＰ用裏面保護フィルム/7.半導体用粘接着テープ今後の展望

第６節　フレキシブルプリント配線板用途 
　1.フレキシブルプリント配線板の用途/2.フレキシブルプリント配線板の市場動向
　3.フレキシブルプリント配線板の製造方法/4.フレキシブルプリント配線板用接着剤の特許動向
　5.フレキシブルプリント配線板用接着剤のハロゲンフリー化技術
　　第７節　積層セラミックコンデンサ用途

第９節　液晶ディスプレイ光学フィルム用粘着剤 
　1.ＬＣＤ光学フィルム用粘着剤の要求特性/2.耐久性/3.表示均一性/4.再剥離性（リワーク性）

第１０節　封止用途 ～粘着剤の封止への適応
　1.反応性粘着剤の比較と特長/2.反応型粘着剤の設計
　3.封止用途への展開/3.1要求される耐熱性のレベル/3.2接触する部材との粘着性
　　3.3硬化工程で、許容される熱的な条件及び、その時間
　　3.4粘着するエリアサイズと厚み/3.5低極性粘着剤の比抵抗率

第１２節　医療用粘着テープ 
　1.医療用粘着テープの構成/1.1支持体/1.2粘着剤/1.3剥離ライナー
　2.接触皮膚炎/2.1感作性/2.2化学的刺激/2.3物理的刺激/2.4皮膚表面の長時間密封
　3.医療用粘着製品の設計と評価/3.1構成素材の選定/3.1.1支持体/3.1.2粘着剤
　4.医療用粘着テープの今後の展望/4.1低刺激化の流れと機能性医療用粘着テープの開発

第１３節　化粧品用シート剤（粘着・剥離技術の化粧品での応用）
　1.パック、マスクの目的、機能/2.パック、マスクの分類
　3.ピールオフタイプ/3.1ゼリー状パック/3.2ペースト状パック/3.3粉末状パック
　4.貼付タイプ/4.1不織布含浸タイプ/4.2ゲル貼付タイプ

第10章 ＜分野別＞粘着／剥離製品の開発設計、関連技術の実例
～使用時にチェックするパラメータや製品選定の基準を踏まえて～

第８節　LTCC製造プロセスにおける粘着テープの応用例

【巻末資料】溶解性パラメータ／表面張力データ集（測定条件つき）　

　1.粘着剤設計における安全性試験/1.1皮膚刺激の分類/1.2毒性試験及び刺激性試験　
　2.皮膚への刺激性を低減させる方法/2.1角層剥離面積測定法/2.2TEWL法
　　2.3粘着力測定法/2.4保持力測定法/2.5タック測定法（球転法）
　3.薬物の経皮吸収理論からの粘着剤の選択法
　　3.1薬物の皮膚透過理論/3.2基剤（粘着剤）の選択

コントロール
～再剥離･再粘着性能／被着体との関係／物性評価／開発事例を踏まえて～

【粘着剤/テープ/フィルム】

粘着 剥離のメカニズムと

各種用途における性能

1.積層セラミックコンデンサの製造工程/2.剥離フィルムに塗布される誘電体ペースト材料について
3.剥離フィルムの構成/3.1基材フィルム/3.2離型剤/4.剥離フィルムの評価項目
　（剥離力（剥離性）、粘着テープによる評価、誘電体シートの剥離力、接触角（塗布性）、
　　剥離層の厚み、耐溶剤性、フィルム厚み、フィルム表面粗さ、欠陥、キズ、異物（ゴミ）、保存特性･･等）
　5.今後の剥離フィルム（剥離フィルムに求められるもの、塗布性、平滑性･･他）

"くっつく" まとめて解かる！も "剥がす" も

1.グリーンシート/2.グリーンシートの経時変形・加工変形
　2.1グリーンシートの変形要因/2.2グリーンシートの加工変形
3.グリーンシート変形の抑制策/4.粘着テープの使用例/5.粘着テープ

多数掲載！型通り 対応 できない、『実務のコツ』をには

開発 の 実例 も！【各種】
●半導体用途 ●ディスプレイ用途 ●ＦＰＣ用途

●スクリーン印刷での粘着剤塗布 ●離解型粘着剤

●積層セラミックコンデンサ ●ＬＴＣＣ

●封止への適用 ●再剥離ラベル

●電子レンジ容器包装 ●自己剥離粘着テープ 

●医療用粘着テープ ●化粧品用シート剤　･･･など

■接着とは？剥離とは？ ～経時での粘着力変化、剥離速度との関係、粘着と粘弾性の関係 など

■粘着剤による再粘着/剥離、被着体への適正は？ ～【粘着剤別】 性能･用途･配合設計 など

■粘着製品/テープ/フィルムの性能向上 ～被着体への汚染、剥離の後を残さない、帯電防止 など

■剥離紙の性能評価方法は？

■粘着剤の物性評価と性能改善策は？
～剥離紙用シリコーンの分類、性能コントロール、塗工と処方の関係 など

～粘着剥離シミュレーション、粘着の３要素を踏まえて など

第５節　オレフィン樹脂系粘着剤
1.オレフィン樹脂系粘着剤の特性/2.オレフィン樹脂系粘着剤の設計
3.最新のオレフィン系粘着剤の設計/3.1糊残り低減のための原料設計
3.2剥離強度調整のための樹脂材料の選択
（剥離強度のコモノマー含量依存性/異なる粘着特性をもつ成分とのブレンド）

第１１節　共押出成形技術

【第４項　耐剥離強度や易剥離性を向上させるための手法】

【第５項　粘着剤の跡を残さないために】
　　分子量および分子分子量分布/微粘着剤/強粘着剤 ･･等

粘着テープの設計/塗工方法の検討（粘着剤塗工/共押出)
基材表面処理/粘着剤の設計

書籍名 【BC090302】
　

粘着剥離(2009)　 書籍
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第1章 造粒の基礎  第1問 造粒の基礎とは？－造粒のメカニズムからプロセス制御まで－

 第2問 造粒物とは？

第2章 各造粒法／造粒機の原理と特徴・比較・選定・造粒条件・管理法等～収率UPに向けて～

第1問 造粒法の種類とは？　第2問 攪拌造粒

・原理と特徴とは？・攪拌造粒機の種類とは？・操作条件と造粒結果とは？・乾燥機の操作条件とは？

・篩上の大きな粒子の処理とは？造粒機のスケールアップの現状とは？　

第3問 流動層造粒 

・原理・特徴は？～影響因子と物性の関係・制御可能な範囲の考察～・流動層造粒機内の粉の動きとは？

・流動層造粒機の種類・使用方法・留意点とは？～洗浄法/洗浄時間の短縮等～

・操作条件とは？～温度、風速/風量の影響、バインダー量の決定方法等～・ノズル高さの影響とは？～最適高さについて～

・流動層造粒機の給気温湿度はどれくらいの範囲で管理するのが一般的？また絶対湿度or相対湿度のどちらで管理すべきか(その理由も含め)？

・熱風温度・排風温度についての考察とは？～(排風温度と比較した)乾燥された粉末にかかる熱量等～

・スケールアップ方法とは？～必要なパラメータ(水分率等)・装置スケールアップ等

・スプレー開始前に余熱混合を行うと均一性に影響を及ぼすのか？

・一定の粒度・比重を持つ顆粒と賦形剤を同時に流動層造粒する際に均一性の良い造粒物を作るには？

・流動層造粒機において顆粒を重質化させるための操作方法及び添加剤とは？

・乳糖ースターチをHPCで流動層造粒する際のHPC配合量の決定方法及び配合量をできるだけ減らすには？

・顆粒食品で流動層造粒を行う際の微粒成分を均一に分散させる方法とは？

・流動層造粒において装置外に排出される微粉量をいかに抑えるか？

第4問 転動造粒　・成形の特徴とメカニズムとは？

・物性とこれに影響を与える運転/原料要因とは？・スケールアップの方法と留意点とは？

第5問 押出造粒　・原理と特徴は？・押出造粒機の種類と特徴は？・操作条件とは？  

第6問 圧縮造粒法とは？－ロール式造粒を中心として－

第７問　噴霧乾燥　 ・原理と特徴とは？ ・噴霧乾燥装置の構成機器とは？ ・噴霧熱分解装置とは？

・微粒化装置と熱風との接触方式の選定とは？・熱風との接触方式とは？・操作条件とは？

・温度制御方法とは？・粒子径、水分、かさ密度調整方法とは？ ・食品用噴霧乾燥装置の例とは？

・電子材料製造工程における最近の動向は？・噴霧乾燥装置の洗浄方法は？・最近の開発動向は？

第8問 圧力スイング造粒法の概要と特徴とは？第9問 球形晶析法の概要と特徴とは？

第10問 造粒法を変更(攪拌⇔流動層等)する状況及びその際の留意点とは？第11問 造粒法の選定基準とは？

第12問 各造粒機で液添加に使用されるスプレーノズルの種類とは？第13問 造粒機の運転管理方法とは？

第3章 造粒物に影響を与える因子の考察

・粉体原料の品温と造粒物の関係とは？・粉体特性と造粒時の添加水量の関係とは？

・温度・湿度が造粒物に与える影響とは？・色むらを防止する方法とは？

・造粒物の水分量が乾式圧縮成形に与える影響とは？・粒子径・粒度分布の影響考察とバラツキ抑制のための工夫とは？

・スプレー速度の変化による粒度の違いとは？・造粒パラメータが含量均一性に与える影響とは？

・水、油に分散性の良い造粒物の製造ポイントとは？・流動性/充填性/溶解性/崩壊性/硬度・強度に影響するパラメータとは？

第4章 造粒バインダーの種類・用途・性質・選定方法・使用量の計算等

・バインダーの種類と選定方法とは？～バインダーの特徴と選定目安／事例～

・粉体とバインダーの関係とは？～各種粉体と各種バインダーとの相性一覧等～

・最適バインダー量の決定／計算方法とは？～バインダー添加量の事例・注意事項等～

・バインダーの影響とは？～表面形状管理／推測方法等～・造粒時に使用する、添加剤又は助剤とは？

・バインダーの添加方法についてとは？～各造粒方式・温度・添加手段等～

・賦形剤の種類と選定方法とは？～各賦形剤の特徴と選定目安/事例～

・でんぷん糊(バインダー)を安定して調製する方法とは？ ～粘度評価・糊化のぶれの影響・ぶれの補正方法も踏まえ～

・生産レベルでのままこを防ぐには？・長時間使用による変質を防ぐには？

造粒物のバインダーで離型性を持たせるには？～金型付着の対策～

第5章 造粒工程の品質/運転管理・造粒物のモニタリング

・造粒設備を導入する際の留意点・トラブル事例とは？・省エネ・造粒設備の少量多品種対応を実現するには？

・造粒工程の品質・運転管理法とは？～ラインでの粉付着によるクロスコンタミの防止～

・部屋内の湿度や温度調節が出来ない場合の問題点と対策とは？・造粒操作のモニタリング法とは～リアルタイムでの粒度観察等～

・粒子径を揃えるための一般的な運転条件の傾向とは？～見かけ密度をあまり変化させずに～

第6章 造粒物の評価方法　 ・粒子径/粒度分布の評価方法とは？・形状/表面粗度の評価方法とは？

・付着性・粒子密度 ・流動性の評価方法とは？ ・強度/硬度の評価方法とは？

・造粒プロセスの解析・シミュレーション技術とは？・マクロ物性(粒子密度・流動性)とミクロ物性(形状・強度)の相関とは？

・造粒物の品質分析・評価技術～医薬品設計・品質評価における分析アプローチとは？

 ～顕微レーザラマン分光マッピングを用いた造粒物評価の例、PATの概要や適用(終点見極め)等の動向・考え方も踏まえて～

第7章 スケールアップ～問題点とその解決・スケールアップによる物性変化の抑制～

・指針、考え方とは？・スケールアップする際に注目するpointとは？

・ラボとパイロットの相関の考察とは？・スケールダウンの際の留意点とは？

・スケールアップ留意点・事例とは？～考慮すべきファクター・状態のバラツキ抑制～

・トラブル事例とは？～予想外の結果が出た時の原因探索と対応

第8章 分野／材料別造粒事例～造粒条件・品質管理・スケールアップ／トラブル事例等～

第1問 分野別

・医薬品事例とは？～各種パラメータ考察/スケールアップ/溶出率制御/流動性の改善/外観の品質保持/16局の製剤総則等～

・化粧品分野での造粒技術の応用とは？

・食品用途における糖アルコールの造粒への利用とは？・農薬製剤の事例とは？

・液体現像剤(湿式トナー)事例とは？・ゼオライト造粒事例とは？

・蒸着法と造粒とは？第2問 材料別　・セラミックス事例とは？～スラリー性状と顆粒性状の関係・成形・乾燥等～

・磁性材料の事例とは？～成形体の密度分布改善・造粒体物性の制御～ ・樹脂事例とは？～粉体の凝集体など～

・エラストマー事例とは？～粘着性の高いゴムの造粒・粘着防止するエラストマーの化学構造等～

・ガラス事例とは？～造粒によるガラス化反応・ガラス均質性への影響～

・顔料/染料の造粒事例とは？－ミクロ造粒による機能的分散性付与と課題－

第3問 健康食品の回分式流動層造粒におけるトラブル事例とその対策法とは？

第4問 油脂含有冷水可溶顆粒の造粒方法とは？

第5問 仕掛顆粒の保管・管理方法とは？第6問 食品の焦げ等異物混入防止法とは？

第9章 造粒技術全般～よくあるQ＆A～・造粒原料に整粒などの前処理を施すことの是非は？

・原料粉体の水分と造粒水分の関係とは？造粒物のかさ密度を増加する方法とは？

・凝集性/撥水性/潮解性が非常に高い粉体の造粒方法とは？

・造粒した粒子の割れの原因と対策とは？・造粒終点を制御する方法とは？

・造粒工程で終点管理をせずに、整粒工程で調整することの是非は？

・焼成した造粒物の特性と造粒物の特性の関係とは？・高温で造粒する際の留意点とは？

・造粒物の固結トラブルの解決方法とは？・細粒剤に適した造粒条件とは？

・粉体のブロッキング～度合いの測定法・ブロッキング防止剤とは？

・一度造粒を失敗した(ブロッキング)粉を再度造粒することの是非は？

・最適化目的での造粒条件変更が意図に反して逆効果になった例とは？

・大きめの造粒を行う場合(10cm以上)の留意点とは？造粒時のアルコール利用例とは？

・造粒をしっかり行って整粒で調節するのと造粒で目的の粒子径にするのでは、

  どちらが水に対する親和性(濡れ性)がよくなるか？また溶出が速くなるか？

・造粒物の規格とは？・最近の造粒研究の動向とは？

第10章 造粒周辺技術～よくあるQ＆A～第1問 粉体のハンドリングへの水分の影響

・湿潤粉体を安定して供給・輸送するには？・吸湿・固結性粉粒体の空気輸送にはどのような注意が必要か？

第2問 粉砕とは？～各粉砕方式の特徴～第3問 混合操作におけるQ＆A

・混合操作とは？そのメカニズムは？・混合装置の種類と選定方法は？

・混合装置の操作条件によって、混合性能はどう変わるか？・粉粒体に与える作用力の程度と混合状態の変化は？

・微量混合の留意点は？・微粉または凝集性微粉体の混合方法は？

・精密微細混合の方法は？・サンプリングの方法と注意事項は？・混合の状態をどのように評価するか？

第4問 粉体の偏析とその防止・偏析とは？・偏析はどんなところで、どのように起こる？

・なぜ偏析が起こる？そのメカニズムは？・混合操作における偏析とその防止方法は？

第5問 粉体偏析問題への実際の対処

・粉体を実際に取り扱うとき偏析現象はどのような場で起きるか？

・偏析防止対策はどういった手順で行なうのか？

・偏析対策検討を行った実際の例にはどのようなものがあるか？

第6問　造粒物の乾燥方法とは？第7問 造粒物のふるい分け(分級)方法とは？～小粒径の分級～

第8問 造粒物の解砕方法とは？～凝集ダマの解砕等～

第9問 成形・打錠障害を回避するための造粒条件の考察とは？

 ・打錠用顆粒の製造に適した造粒法とその顆粒特性とは？

 ・粉体の表面改質(結合力UP)を目的とした造粒方法とは？

 ・滑択剤(ステアリン酸マグネシウム)無添加打錠のための造粒操作とは？

 第10問 造粒物のコーティングとは？

 ・薬物の苦マスキングを目的としたフィルムコーティング例とは？  薬・物の徐放化を目的としたフィルムコーティング例とは？

第11問 その他の粉体物性・粉体の粒度分布や流動性評価方法とは？

・粉体の取扱い性の評価とは？・充填性の評価方法とは？・レオロジー的な粉体流動性評価方法とは？

「造粒」に携わる
　　　　　　すべての方へ

造粒事例と頻出Q＆A集
<分野/材料別>
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第１部　太陽電池総覧
第１章　太陽電池の最新動向および市場動向
太陽電池市場の動向/知的財産の分析から見る太陽電池市場  

第２章　太陽電池の種類別の性能および特徴
１．シリコン系太陽電池　２．化合物系太陽電池
３．有機系太陽電池/色素増感太陽電池/有機薄膜太陽電池

第２部　各種太陽電池の最新技術動向
第１章　シリコン系太陽電池
第１節　薄膜シリコン太陽電池
 第１項　薄膜シリコン太陽電池の現状と薄膜シリコン系材料
 第２項　薄膜堆積と素子技術
第２節　薄膜Si系太陽電池用の透明導電膜
Si系薄膜太陽電池の構造と透明導電膜に要求される特性
透明導電膜の現状/SnO2:F/ZnO系透明導電膜/今後の課題
第３節　薄膜シリコンシースルー太陽電池
シースルー太陽電池の概要/特徴と利用形態/設置事例
第４節　多結晶シリコン太陽電池
製造方法/特徴/水素パッシベーション効果/品質ばらつき
第５節　単結晶シリコン太陽電池
結晶成長/ｎ型結晶基板/太陽電池構造：低コスト化・高効率化
薄型シリコン基板セル/裏面コンタクト型セル/評価
第６節　HIT太陽電池
構造と特徴/構造/特長/高性能化技術/a-Si/c-Siヘテロ接合高品質化
更なる高性能化・低コスト化への取り組み
市場への展開/モジュールの量産/両面受光型
第７節　球状シリコン太陽電池
独特な球状結晶の製造方法/スフェラーRの構造と製法/特長
反射光や拡散光の有効利用/応用例
第８節　シリコン・太陽電池の需給状況
半導体と共有するポリシリコン原料/実用化

第２章　CIS/CIGS系太陽電池　
第１節　CIS系太陽電池太陽電池
性質、特徴/作製方法/開発状況/耐久性試験/問題点
第２節　CIGS太陽電池における湿式製膜法の利用と高効率化
CIS,CISeならびにCIGSe層の電気化学製膜  
第３節　カルコパイライト型太陽電池におけるQ&A

 最新太陽電池技術の徹底検証・今後の展開

＜製造・開発および実用化、高効率化に向けた＞
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第３章　色素増感太陽電池
第１節　色素増感型太陽電池の現状、開発動向/現状
第２節　色素増感太陽電池の構成部材および技術
 第１項　増感色素
有機色素/高性能有機色素の分子構造/光電変換特性/耐久性
Ru錯体/増感色素としてのRu錯体の利点と課題
増感色素として最適なエネルギー準位と光吸収特性ビピリジン系Ru錯体
 第２項　フレキシブル色素増感型太陽電池の電極材料
酸化チタン電極に求められる要件/ペースト化/気相法酸化チタン
 第３項　色素増感太陽電池用透明導電膜の作製と特製
色素増感太陽電池用透明導電膜に求められる性能
基本性能/用途や使用環境への適用化
各種透明導電膜の特徴および性能比較
第３節　色素増感太陽電池の作製方法
 第１項　ディップコート法/概要/原理/特徴/膜厚と引き上げ速度の関係
 第２項　CVD法/大気開放型ＣＶＤ法/他の成膜プロセスとの比較
 第３項　スクリーン印刷技術
微細パターンの印刷形成方法/解決すべき技術的な課題
 第４項　ゾルゲル法/電子材料作製方法としてのゾルゲル法
第４節　高効率化と大面積
高効率化/大面積モジュール化
第５節　プラスチック色素増感太陽電池の開発
プラスチック化/プラスチック色素増感太陽電池の作製法 
プ集積型大面積モジュールの製作/耐久性
第６節　天然色素等を用いた色素増感太陽電池
D149とNKX-2553の混合色素を用いた色素増感太陽電池の特性
紫キャベツ色素を用いた色素増感太陽電池の特性
第７節　エネルギー貯蔵型色素増感太陽電池の開発
１．蓄電できる太陽電池ES-DSSCの基本構成
２．ES-DSSCのセル構造の改良　３．複合電極を用いた新構造セル
第８節　色素増感太陽電池用電解質
 第１項　固体電解質/DSSCの電解質に求められる特性
固体電解質/イオン伝導性材料/イオン伝導性固体材料
 第２項　イオン液体/色素増感太陽電池の構造
電解質/電解質の種類/イオン液体とは何か/
第９節　色素増感太陽電池の評価方法
 第１項　インピーダンス法による評価・解析

 第２項　色素増感太陽電池の性能評価方法
関連する規格/色素増感太陽電池の分光感度特性測定方法
基準太陽電池セル/色素増感太陽電池測定用ソーラシミュレータ
出力測定方法/色素増感太陽電池の光劣化と安定性
第１０節　色素増感太陽電池の問題点とその解決方法
１．色素増感太陽電池の動作機構　２．変換効率向上に関する研究動向

第４章　有機太陽電池
第１節　有機太陽電池の現状、開発動向
背景/有機太陽電池の分類と発電原理およびセル構造/課題/展望
第２節　有機薄膜太陽電池の研究・開発
高性能化のためのデバイス構造/高Vocをもたらすタンデムセルの作製
有機薄膜太陽電池の製品化に向けた用途開発
第３節　実用化へ向けた課題と取り組み/高効率化技術
実用化へ向けた試み/アプリケーション/設計指針
フレキシブル太陽電池と有機薄膜太陽電池の適用性/試作
第４節　塗布変換型有機薄膜太陽電池
変換型有機半導体の特性/特徴 
有機太陽電池高性能化へのマイルストーン、実用化のロードマップ
市場ニーズと将来展望

第５章　CdTe太陽電池
CdTe太陽電池の特徴と現状/CdTe太陽電池の構造と作製プロセス

第６章　その他次世代太陽電池
第１節　量子ドット太陽電池
量子ドット太陽電池の開発動向/量子ドットタンデム型太陽電池
中間バンド(量子ドット超格子)型太陽電池
量子ドット太陽電池の作製技術と現状/現状の課題および今後の展開
第２節　In代替材料を用いた薄膜太陽電池
CZTS薄膜とは？/スパッタ・硫化法によるCZTS薄膜の作製
CZTS薄膜の諸特性/配向CZTS薄膜の作製を目指して

第３部　太陽電池の今後の展望
第１章　太陽電池の将来展望
変換効率の向上/モジュールコストの低減/モジュールの長寿命化
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●シリコン系、CIS/CIGS系、色素増感太陽電池、有機太陽電池その他太陽電池の現状、課題、性能の比較を研究者達が詳細に解説！
●シャープ、三菱電機、三洋電機、日立製作所、三菱化学など第一線の太陽電池企業も多数執筆！



照明用途の展開状況と特性

ヘッドランプ等自動車への搭載

センサ用途の製造・実装・使用例・課題

プロジェクタ/農業用光源/屋外大型ディスプレイ

プリンタヘッド/可視光通信/GaN系高出力LD

★性能向上・考察
 LEDチップ高輝度化・配向性向上

光取出し効率向上/バラツキ抑制/フォトニック結晶の適用

信頼性・耐久性向上/静電気影響や素子周辺の歪低減策

色再現性・演色性の評価/NIST基準測定の特徴と問題

熱特性や量産化・コスト考察

★電極・実装・封止・放熱・駆動
ピックアップに対する電極の表面保護膜
パッケージ要求特性や組立技術・チップLEDの最大応力点
リードフレーム詳細・ダイ・ワイヤーボンディング
エポキシ・シリコーンの特徴/課題/比較・エポキシのクラックの解析
高輝度パッケージ構造・高品質化のための封止技術
放熱材料・周辺部材に要求される機能
熱伝導率等具体的な数値の記載/セラミック基板放熱
回路設計の重要ポイント
パルス駆動等の各駆動方式と調光制御

 

第1章 LEDの構造と原理

第2章 基板技術と化合物半導体

第1節 基板～基板による成長の違い・要求特性・他の基板との比較(利点・欠点)～

第2節 化合物半導体～材料ごとの結晶成長性・基板に対する要求特性・成長技術等～

第１項 GaNの成長・低転位化・実用状況・基板欠陥とGaN膜欠陥の相関

第2項 GaAs基板上のAlGaAs系LEDの光取り出し効率向上～DBRの適用について

第3項 GaP基板を利用したLEDとその特性

第4項 ZnO～基板材料とZnO膜の結晶性～

第5項 β-Ga2O3基板およびLiGaO2基板の現状と課題

第6項 分極場の影響と回避技術

第3節 半導体材料の評価法～発光素子評価技術の開発

第4節 素子上面へのサブ波長構造製作技術と光学的影響

第5節 LED製造プロセスとそのトレンド～化合物半導体のドライエッチング技術～

第6節 LED用サファイア基板のレーザスクライビング法

第3章 蛍光体 

第1節 蛍光体発光のメカニズム及びLEDに用いられるRGB蛍光体材料

第2節 合成法～発光効率向上のためのポイントを踏まえ～

第3節 評価方法～結晶構造・発光特性等を踏まえ～

第4節 蛍光体の要求特性と特性向上～発光効率・スペクトル幅・信頼性等～

第5節 蛍光体の厚みに起因する色ムラ改善

第6節 YAG蛍光体とBOS蛍光体・窒化物系蛍光体～種類・課題等～

第7節 蛍光体を使わない白色LED動向

第4章 光学設計～LEDを最適に設計するために～

第1節 LEDのデバイスモデル　第2節 光学シミュレーション

第3節 ＬＥＤ照明器具の配光設計

第5章 LEDチップに於ける高輝度化技術　第6章 発光効率 

第1節 発光効率向上のために～光取出し効率向上、光源放射角度バラツキ抑制の工夫等～

第2節 フォトニック結晶による発光効率の向上

第7章 配向性向上の工夫～LEDの照明用に向けた配向性制御技術の開発～

第8章 信頼性・耐久性向上のための工夫

第9章 色度　第10章 LEDの熱特性に関する考察

第11章 GaN系量産型MOCVD設備

第12章 電極～LED用透明電極の要求特性・ピックアップに対する電極の表面保護

第13章 高品質LEDパッケージ・実装構造とその信頼性向上策

第14章 封止材の開発と封止技術

第1節 LED実装基板材料と封止樹脂の要求特性と課題

第2節 エポキシ樹脂封止　第3節 シルセスキオキサン樹脂のLED封止への応用

第4節 LED用シリコーン封止材料の特性

第5節 有機・無機ハイブリッド透明材料

第6節 高輝度LEDに求められる、パッケージ構造と封止技術

第7節 真空印刷封止技術～ボイドレス封止の実現～

第15章 放熱設計

第16章 駆動回路

第1節 パワーLED(LED)の特性～波長特性・温度特性～

第2節 EZ-Color高輝度LEDコントローラの利用方法及びシステム設計手法

第17章 測定評価・品質保証  

第1節 発光・発色の測定方法・測光方法の規格化状況 ～国際的な状況を含めて～

第2節 信頼性試験 第3節 LEDの劣化解析～劣化メカニズムを踏まえて～

第4節 デバイスの品質と信頼性～デバイスメーカーと機器メーカーの対策～

第18章 LEDバックライト

第１節 LEDバックライト商品化プロセスにおける課題と対策

第2節 中空反射方式バックライトの開発

第19章 デバイス別LED～設計・要求特性・利用例・将来展望等～

第1節 一般照明市場におけるLED照明の動向と今後の展開

第2節 自動車用LEDの動向と応用例

第3節 大型映像表示装置オーロラビジョンの高画質化技術と応用事例

第4節 光センサ用光源 第5節 プロジェクタ用途へのLEDの応用

第6節 LEDヘッドの革新技術　第7節 農業分野でのLEDの利用

第8節 可視光通信と可視光LEDの高速応答性能の評価

第9節 ビスイミダゾールを用いた高感度な光開始系の開発

第20章 高出力半導体レーザの動向

第21章 LEDの市場動向　第1節 白色LED市場概観

第2節 LEDの特許情報～特許訴訟・クロスライセンスの状況～
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●天野 浩(名城大学)
●加藤 俊宏(大同特殊鋼(株))
●泉 聖志(住友金属鉱山(株))
●加藤 裕幸(スタンレー電気(株))
●大平 重男(日本軽金属(株))
●角谷 正友((独)物質・材料研究機構)
●福山 敦彦(宮崎大学)
●金森 義明・羽根 一博(東北大学)
●平本 道広(サムコ(株))
●長友 正平((株)レーザーソリューションズ)
●神山 博幸((株)フィリップスエレクトロニクスジャパン)

●波多腰 玄一(東芝リサーチ・コンサルティング(株))
●沖 巌(日本アールソフトデザイングループ(株))
●高橋 伸哉(コイズミ照明(株))
●竹内 良一(昭和電工(株))
●折田 賢児(パナソニック(株))
●服部 正(兵庫県立大学)
●上田 修(金沢工業大学)
●矢口 博久(千葉大学)
●橋本 健次郎(パナソニック(株))
●木下 順一(ハリソン東芝ライティング(株))
●家近 泰((株)アセック)
●水由 明(富士フイルム(株))
●村上 元((株)元天)

●伊藤 久貴(日東電工(株))
●辻村 豊(ナガセケムテックス(株))
●小材 利之(信越化学工業(株))
●佐々木 裕(東亞合成(株))
●奥村 浩史(利昌工業(株))
●小林 一彦(アピックヤマダ(株))
●村田 安信((株)東レエンジニアリング)
●米村 直己(電気化学工業(株))
●三留 正浩(レボックス(株))
●松添 信宏(日本サイプレス(株))
●大嶋 浩正(大塚電子(株))
●柴田 博一・沖田 昌海(ソニー(株))

●佐藤 光治(東芝ライテック(株))
●佐藤 孝(スタンレー電気(株))
●原 善一郎(三菱電機(株))
●宮田 毅・亀田 貴理(オムロン(株))
●坂田 秀文(セイコーエプソン(株))
●荻原 光彦((株)沖デジタルイメージング)
●渡邊 博之(玉川大学)
●松本 佳宣(慶應義塾大学)
●樽本 直浩(保土谷化学工業(株))
●後藤 秀樹((株)エーディエス)
●前原 孝章((株)野村総合研究所)
●松村 晴雄((株)旭リサーチセンター)
                                           (執筆順・敬称略)

★結晶成長・蛍光体・輝度・設計・実装・放熱・駆動・品質/評価・デバイス・市場/特許動向

　　　　⇒ 一つ一つの内容を深く掘り下げて出来上がった至極の一冊！

★LED素子
基板と化合物半導体両面での結晶成長等の比較

素子上面へのサブ波長構造製作と光学的影響

分極場の影響と回避・最新のエッチング・レーザ加工

★蛍光体
発光効率向上を踏まえた合成法・蛍光体の厚み起因の色ムラ改善

YAG・BOS・窒化物等、種類ごとの特徴と課題

評価法と要求特性・蛍光体を使わない白色LED動向

★光学設計・シミュレーション 
内部量子/光取出し効率・配光特性等の計算/解析

温度依存のある光学シミュレーション/照明器具の配光設計

★評価・品質保証
発光・発色の測定方法と規格化状況

信頼性試験の進め方や劣化メカニズムを

踏まえたLED劣化解析事例

信頼性確保のために発光素子メーカーと

機器メーカーのとるべき対策

革新のための最新技術と展望LED
LEDの核心へ

★市場動向・特許
製品ごとの市場規模の現状と今後・コストメリットと低下予測

訴訟概要・クロスライセンスの状況・台湾・韓国等の海外企業出願状況

★バックライト

★最新製品別

CCFLからLEDに替わることの利点、

周辺部材に要求される特性

放熱対策・駆動回路・ローカルディミング

(部分輝度コントロール)の概要

発刊:2008年11月 体裁:B5判 709頁 定価:69,000円(+税)

★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★http://www.johokiko.co.jp/　
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･･･弊社ＨＰ（http://www.johokiko.co.jp/）案内登録にてお受けしております。
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発刊 2008年9月・体裁 Ｂ5判 418頁 定価 61,000+税　

"未曾有"の一冊

【分野別】 ゼータ電位利用集
～基礎/測定/解釈・濃厚/非水系・分散安定等～

●芝田 隼次(関西大学●)中村 彰一(大塚電子(株))●仲井 和之/末吉 俊信(日本ベル(株))●大島 広行(東京理科大学)●戸堀 悦雄(ライオン(株))●遠藤 茂寿((独)産業技術総合研究所)

●柳生 裕聖(三ツ星ベルト(株))●武田 真一(武田コロイドテクノ・コンサルティング(株))●篠原 伸広(旭硝子(株))●椿 淳一郎(名古屋大学)●佐藤 誠((株)ノリタケカンパニーリミテド)

●湯浅 真(東京理科大学)●石津 義男(スペクトリス(株))●大幸 裕介/松田 厚範(豊橋技術科学大学)●郷司 春憲(日本ペイント(株))●椎木 弘(大阪府立大学)●辰巳 昌典((株)プラスチック工学研究所)

●川原 正和/鴇田 正雄(SPSシンテックス(株))●豊福 秀一(大塚製薬(株))●本田 俊康(日本シイベルヘグナー(株))●服部 励治(九州大学)●丸山 哲(TDK(株))●加納 義久/会澤 英樹(古河電気工業(株)

●日口 洋一(大日本印刷(株))●津布子 一男((株)リコー)●宮原 岳彦(ライオン(株))●野田 正幸(雪印乳業(株))●川崎 弘二(大阪歯科大学)●吉留 博雄(触媒化成工業(株))（敬称略）

第1章 ゼータ電位と粒子間相互作用の解析
粒子の荷電の原因/ゼータ電位とは/ゼータ電位の測定/電気二重層の性質

電気泳動移動度～粘度・誘電率等の影響～/粒子間の距離と引力・反発力の考察

粒子間に作用するエネルギー/ゼータ電位から分かるもの/凝集・分散の制御

凝集・分散の評価法/粒子径の表現と粒度分布曲線/沈降速度と沈降体積の測定/他

第2章 第1節 ゼータ電位の具体的な測定方法と測定装置の概要
測定の基礎～測定の前準備～/具体的な測定方法～各種測定法の解説とその特長

測定における問題点～粒子サイズ、測定不可能な物質などにおける対処方法～

固体表面のゼータ電位/金属基板表面のゼータ電位測定/様々な測定装置

電気泳動法・流動電位法・超音波法/原理/測定方法と測定例/ 留意事項

装置の選定基準/異なる装置で測定した時のゼータ電位の比較

第2節 電気音響法による測定装置
測定原理/応用事例/高濃度アルミナスラリーのゼータ電位のｐH滴定曲線

ゼータ電位に及ぼす要因分析/粒子表面の表面改質効果/留意事項/他

第3章 ζ電位の評価方法～ζ電位と電気泳動移動度を結ぶ種々の式とその適用範囲
帯電粒子周囲の拡散電気二重層/緩和効果を考慮した式/液滴(エマルション)、高分子電解質、柔らかい粒子

液滴/高分子電解質/柔らかい粒子/最近のζ電位測定法：濃厚系を対象にした動的な方法/濃厚系/動的電気泳動

第4章 ゼータ電位から見る粒子の分散・凝集挙動～ゼータ電位の役割～
粒子の分散・凝集とゼータ電位/液体中に分散された粒子間に作用する力

ゼータ電位と粒子の分散・凝集の相関性/粒子間に作用する静電的反発力の制御

pHコントロール・イオン性界面活性剤・イオン性高分子による表面電荷の制御

分散安定性の測定および評価/分散安定性評価に用いる各種物性値の測定及びその意味

ゼータ電位/吸着量/粒子径・粒度分布/分散剤の選定方法/他

第5章 ゼータ電位に影響を与える因子とゼータ電位の有用性
温度とpH/イオン強度/誘電率と粘度/粒子濃度と粒子径/添加剤と不純物

親水性高分子物質/界面活性剤の性質/界面活性剤のH.L.B.－親水基と疎水基のつりあい－

臨界ミセル濃度の測定法/界面張力・レオロジー等をふまえたゼータ電位の有用性

第6章 濃厚系ゼータ電位
高濃度粒子分散系での凝集・分散/濃厚系ゼーター電位の測定/コロイド振動電位

ESA(電場音響効果)/超音波減衰/濃厚系のゼーター電位

第7章 非水系溶媒分散粒子におけるゼータ電位
電気二重層と界面動電現象/拡散電気二重層/界面動電現象

非水系溶媒分散粒子の表面構造と凝集/非水系高分子分散剤による分散制御

非水系におけるゼータ電位の測定方法/非水系溶媒分散粒子のゼータ電位測定例

第8章 非水系濃厚分散スラリーの分散・凝集とゼータ電位の関係
非水系溶媒中での粒子の帯電と分散・凝集との関係/非水系溶媒の調製－極性と溶解性および溶媒の混和性－

非水系極性溶媒中での帯電機構Ｉ－粒子とプロトン性極性溶媒だけからなる系－

非水系極性溶媒中での帯電機構II－極性溶媒中にイオン性界面活性剤を添加した系－

非水系極性溶媒中での帯電機構III－系に少量の水分が含まれる場合－

非水濃厚分散系での粒子間相互作用/非水濃厚分散系における分散安定性とζ電位の関係/他

第9章 ゼータ電位の制御方法と利用例　＜第1節 材料別編＞
第1項 セラミックスにおけるゼータ電位の制御と利用例：スプレードライによる顆粒製造への適用
セラミックス粉末の分散/スプレードライ顆粒特性に及ぼすスラリー特性(分散、凝集)の影響/他

第2項 ゼータ電位により変化するスラリー挙動の評価と利用例
静水圧測定による分散・凝集状態の評価/堆積層の固化機構/新規ろ過濃縮技術/他

第3項 ゼータ電位測定による高分子微粒子・ナノ粒子の分散安定性評価
ζ電位による濃厚系高分子微粒子・ナノ粒子の分散・凝集状態評価/解砕過程と分散安定化過程－色々なζ電位活用法－

多検体遠心沈降法による分散安定性評価/他

第4項 ゼータ電位測定による無機微粒子・ナノ粒子の分散安定性評価
無機微粒子実用分散系の最近の傾向と分散・凝集状態の評価/凝集に対する安定性とゼータ電位

ｐHシフト法による分散安定化とin situゼータ電位評価(超音波スペクトロスコピーによる粒度分布結果との対比も含めて)

沈降に対する安定性と凝集に対する安定性の関係

第5項 研磨材におけるゼータ電位の制御・利用例・利用余地等
研磨試験方法/研磨メカニズムとゼータ電位/ゼータ電位と研磨性能

第6項 触媒におけるゼータ電位の制御・利用例・利用余地等-燃料電池触媒等を中心に-
ゼータ電位測定の燃料電池触媒への応用/ゼータ電位測定の燃料電池触媒層等への応用

第7項 マイクロバブルにおけるゼータ電位の制御・利用法・解釈
第8項 抄紙工程液(紙料液)のゼータ電位の制御・利用例・利用余地例
これまでのゼータ電位の応用例/紙繊維のゼータ電位測定

ゼータ電位コントロールによるピッチトラブル防止/オンラインゼータ電位測定の現状及び将来について/他

第9項 ゼータ電位制御による機能性コア-シェル粒子の作製
＜第2節 プロセス別編＞第1項 顔料分散工程におけるゼータ電位の制御と利用技術
ゼータ電位と顔料粒子の分散安定化/顔料の化学構造と電荷の発現/ゼータ電位と混色系での安定性

ゼータ電位の制御と利用/顔料のゼータ電位と樹脂の吸着/吸着物質のイオン性とゼータ電位への影響

ゼータ電位の測定/電気泳動法/外力電位法

第2項 粉体コーティング工程におけるゼータ電位の制御と活用法
粉体コーティング工程におけるゼータ電位の役割/塗料におけるゼータ電位制御法と活用法/他

第3項 薄膜コーティング～ゼータ電位による交互積層膜の評価～
基板の準備/平板試料のゼータ電位測定/溶液の調製/積層時間と洗浄処理/交互積層過程/積層膜の厚みの測定/ζ電位測定

第4項 めっき工程におけるゼータ電位の制御・利用例・利用余地等
複合めっき法による皮膜形成とゼータ電位/無電解めっき法による皮膜形成/ナノめっき法による皮膜形成

第5項 押出成形工程におけるゼータ電位とコンパウンド技術
第6項 放電プラズマ焼結法(SPS法)による粉末焼結技術
第7項 ゼータ電位を利用したDDSキャリヤーの表面機能制御
DDSキャリヤーの表面機能特性/DDSキャリヤー設計におけるゼータ電位の利用

DDSキャリヤーの分散性に及ぼすゼータ電位の影響/DDSキャリヤーの機能性に及ぼすゼータ電位の影響

DDSキャリヤーにおけるゼータ電位の利用に関する今後の課題

＜第3節 分野別編＞第1項 固体のゼータ電位測定(測定例:半導体/繊維)
半導体の測定例/半導体分野のゼータ電位の重要性/測定前の準備/結果

ガラス繊維の測定例/濡れ実験と比較した、ガラス繊維におけるゼータ電位測定/測定前の準備/結果/他

第2項 電気泳動ディスプレイとζ電位第3項 電池分野におけるζ電位の利用例
リチウムポリマー二次電池への適用・開発動向/電池材料の表面状態の制御

黒鉛材料の表面修飾：ζ電位による黒鉛表面状態の制御/表面状態の影響について

電極製造プロセスへの適用 ζ電位による混錬スラリーの制御/混錬状態の管理：ζ電位による評価

新規バインダーフリー電極の検討/バインダーフリー電極作製の検討 ζ電位による電着材料の解析/他

第4項 湿式トナーにおけるゼータ電位の意味と帯電制御・その利用例
トナー材料の構成と製造法/トナー現像評価からのゼータ電位と帯電制御（従来技術）

湿式トナーの電気泳動とゼータ電位/湿式トナーの電荷発生と帯電制御/他

第5項 液体トナー技術と応用展開 第6項 診断試薬用シリカナノ粒子におけるζ電位
第7項 医薬品分野におけるゼータ電位の制御と活用法
DDSの開発とゼータ電位の役割/赤血球のゼータ電位測定と表面電荷密度

極少量薬剤に対するゼータ電位測定法/種々の細胞等に対するゼータ電位測定例

第8項 日用品、トイレタリー分野におけるゼータ電位の制御・利用例
油性液体汚れ・ 固体粒子汚れの洗浄機構/浄系におけるゼータ電位とヘテロ凝集理論による解析事例

乳化系について/乳化系の生成/乳化系の安定性と崩壊機構/乳化粒子のゼータ電位と分散安定性解析事例/他

第9項 食品分野におけるゼータ電位の制御・利用例・利用分野・利用余地
第10項 生体および医療分野におけるゼータ電位
生体におけるゼータ電位/バイオマテリアルにおけるゼータ電位/人工血管/他

第4節 ナノ微粒子におけるゼータ電位の制御・利用例等
第5節 ナノ粒子におけるゼーター電位に制御と分散安定性に与える影響
第6節 ゼータ電位測定理論から導かれる粒径値の評価方法
第7節 ゼータ電位による粒子表面・溶液中の不純物の定量
第8節 誤った使い方・解析 第9節 ゼータ電位の適用限界
巻末資料1 代表的な粒子の等電点一覧表 巻末資料2 ハマカー定数一覧表



＜ 特性評価 / 分散・凝集 / 製造工程/取扱い ＞　

 と スラリー 安定化技術の 事例調製

★スラリーを　　　　　　　　　　　　　　する！『コントロール』

　　　　　　　　　　   
佐伯 隆(山口大学)/飯島 志行・神谷 秀博(東京農工大学)/川口 正美(三重大学)/角井 寿雄(ライオン㈱)/若原 章博(ビッグケミー・ジャパン㈱)/内藤 牧男・近藤 光（大阪大学)
奥田貞直・小川博之(理想科学工業㈱)/櫻田 修(岐阜大学)/院去 貢(寿工業㈱)/高橋 幸司(山形大学)/中村 恒也・伊藤 崇(大川原化工機㈱)/古賀 芳夫(三菱化学㈱)
立元 雄治(静岡大学)/入谷 英司(名古屋大学)/郷司 春憲(日本ペイント㈱)/加納 義久(古河電気工業㈱)/日野 哲男(キヤノン㈱)/熊野 寛之(信州大学)/盛岡 実(電気化学工業㈱)
渋木 俊一(ソニー㈱)/前野 聖二(ケッチェン･ブラック･インターナショナル㈱)/田中 諭(長岡技術科学大学)/塩盛 弘一郎(宮崎大学)/清山　史朗(都城工業高等専門学校) 
江口 徹･今中 宏真(サンスター㈱)/河本 昌彦(㈱ナリス化粧品)/三浦 靖(岩手大学)
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椿 淳一郎(名古屋大学/)大坪 泰文(千葉大学)/武田 真一(武田コロイドテクノ・コンサルティング㈱)/池田 勇人(㈱日本触媒)/平澤 朗(トッパン・フォームズ㈱)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
スラリー分散性・沈降性･粘度挙動の評価 
　　　　　　～凝集性ペースト･高分子による微粒子ペースト～
10μm以上の粒子を含むペーストに適したレオメータの選択方法とは？

分散性に影響をあたえる因子と分散安定性の向上～pH,電解質濃度,分散剤濃度の影響～

ぜータ電位･溶解度･薬剤･粒子サイズとスラリーの状態/粘度のコントロール方法は？

メカニズムと評価方法／付着力の測定･評価方法とは？

原料粉体にあった薬剤とは？
　　　　　　 ～粒子表面の特性/石灰水スラリー/酸化鉄/種々セラミック～
組合わせ/配合での現象解析 :分散工程、レッドダウン工程、貯蔵工程
配合後の製品の安定性評価と安定化方法とは？- 分離・沈降 -

～【ナノ分散･乳化･攪拌･乾燥･濾過など】実際のプロセス や 調製事例 を 多岐 に渡り掲載！～

搬送ラインの設計／粒子の終末速度が速い･遅い場合やスケーリング対策など
連続晶析プロセス／攪拌での滞留部の堆積・沈降・固着の防止！
スラリーの乾燥工程 ～水分の移動機構、各種スラリー用乾燥機 など
スラリー処理における沈殿濃縮/濾過/圧搾脱水技術とは！

他、 水和物、 CMP、 電池/キャパシタ、 マイクロカプセル、 医薬品、 化粧品、 食品  ･･･ など多数の事例!! 

今まで分からなかった、スラリーの  特性 ･ 挙動  をあらゆる角度から解説した１冊！
レオロジー特性 と 各種測定方法 のポイントは？ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■分散・凝集 からスラリーの コントロール を知る！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＜堆積･沈殿、固着等の防ぐ＞スラリーの 取扱い/処理 とは？ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■スラリー 調製 における 配合 での留意点は ？

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特性 ･ 挙動

／ ★塗料
★粘着剤

★セラミックス成膜用
／ ★セメント

：非水系/水系での顔料分散剤の設計 ：有機材料(非水系/水系）、厚膜/薄膜作製技術

：モルフォロジー制御、各種バインダー樹脂 ：水和とスラリーの経時変化、スラリー化事例

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

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

第３章 スラリーの分散・凝集

第１章 スラリーの特性と実用的な評価方法

第２章 スラリーのレオロジー特性

第１節 分散・凝集のメカニズムと評価方法
第２節 分散性に影響を与える因子と分散安定性の向上

　　－ｐＨ，電解質濃度，分散剤濃度の影響－
第３節 分散および分散性評価

1. レオロジーの各種測定方法とポイント
2. スラリーのレオロジー特性と測定法
3. レオロジー特性からのスラリーの分散性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　および沈降性の評価
4. レオメータ・粘度計の選択

1. 粒子/分散媒界面の挙動とその評価法 
2. 粒子径分布の測定と評価
3. 粒子間力とスラリーの関係 
4. スラリー特性の評価
　　

第６節 ゼータ電位によるスラリーの状態コントロール　 

第４節 粒子に付着する物質の定量法
第５節 粒度分布による粘度の変化　 

第７節 溶解度の違いによるスラリーの状態コントロール　　 
第８節 薬剤によるスラリー粘度のコントロール　　 

第12節 界面活性剤の作用と付着力測定・評価　 

第13節 付着力の測定とその評価

第９節 粒子サイズとスラリー状態のコントロール
第10節 分散剤の種類と特徴を踏まえた選定のポイント　 　
第11節 微小粒子の凝集防止　　 

第４章 スラリー調製における配合ノウハウ 
第１節 スラリー調製の実用例　 

1. 高濃度スラリーの実用例とその利用目的 
2. 高濃度スラリーの３要素と固体粒子の分散制御因子
第２節 原料粉体の特性にあった薬剤の選定　 

　1. 粒子の表面特性と高分子分散剤の分子構造の関係
　2. 石炭水スラリー用の高分子分散剤の分子構造
　3. 酸化鉄への高分子分散剤の吸着と分散性
　4. 種々のセラミック粒子に適した高分子分散剤
第３節 原料や剤の組み合わせ・配合における留意点 

　1. 分散質・分散媒・界面活性剤
　2. スラリー調製の基本的な考え方
　3. スラリー調製の留意点とその現象解析
　

第４節 配合後の製品の安定性評価と安定化方法－分離/沈澱－　 
1. 沈降に対する安定性と凝集に対する安定性の関係
2. 多検体遠心沈降法の原理と測定装置
3. 多検体遠心沈降法によるスラリーへの応用例

第４章 <事例を踏まえた>スラリーに関する製造プロセス

第１節 粉砕工程、ナノ分散工程とスラリー　 

第２節 乳化工程とスラリー　 

第３節 攪拌工程とスラリー　 

第５節 濃厚系スラリーの特徴と上手な調製方法 
 　　　　　　　　　　　　　　　  1. スラリーにする粉体、分散媒(液体)には何を用いるのか

　 2. スラリーのpH測定/3. スラリー中の凝集粒子の解砕ならびに混合方法
　 4. 流動点・湿潤点測定からのスラリーの評価
　 5. 沈降試験/6. レオロジー評価

第５章 安定したスラリーの取扱いおよび上手な処理方法
～堆積、沈殿、固着等を防止・軽減させるためには～

第１節 スラリー搬送ラインの設計
　1. 液体中の粒子の沈降と終末速度/2. スラリーの流動状態
　3. スラリー搬送ラインの圧力損失
　4. スケーリング対策

第４節 噴霧乾燥･造粒工程とスラリー作製条件
第５節　晶析工程とスラリー　 

第４節 スラリーの乾燥工程 
1. 乾燥の進行/2. 水分の移動機構 / 3. スラリー用乾燥器
　第５節 スラリー処理における沈殿濃縮、濾過、圧搾脱水技術　 

　1. スラリーの沈殿濃縮技術/2. 濾過技術の基礎
　３. スラリーの濾過濃縮技術/４. スラリーの濾過洗浄技術
　５. スラリーの圧搾脱水技術
第６章 スラリーの取扱いと調製事例
第１節 塗料　 
1. 塗料の機能と顔料/2. 塗料の製造工程/3. 共通カラーペースト
4. 顔料分散剤/5. 共通カラーペーストの設計技術

　　　　　　第２節　粘着剤におけるスラリーの事例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　― 熱伝導性粘着シート、傾斜ドメイン粘着剤のモルフォロジー制御 ―　

　1. 熱伝導性粘着シート 
　2. 傾斜ドメイン構造粘着剤のモルフォロジー制御

　　 第３節 導電性接着剤におけるバインダーの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　種類・特性とその選定方法　1. 導電性接着剤の構成

2. バインダー樹脂のバリエーションとその特性
　
第４節 水和物スラリー

　1. 包接水和物/2. 水和物スラリー
　3. TBAB水和物スラリーの特徴/4. TBAB水和物スラリーの生成法
　5. 水和物スラリーを蓄熱材として用いた場合の省エネルギー効果

第５節 セメント
　1. セメントおよびセメント混和材とは/2. 混和材
　3. セメントおよび混和材をスラリーにする利点
　4. セメントおよびセメント混和材の水和とスラリーの経時変化
　5. 分散剤技術および遅延剤技術/6. 遅延剤技術
　7. セメントやセメント混和材のスラリー化の事例
第６節 CMPスラリー

　1. CMP技術とCMP用スラリーの概要/2. CMP用スラリーの実例
　第７節 導電性カーボンブラック含有スラリー
　1. 導電性カーボンブラックとは
　2. 導電性カーボンブラック含有スラリーを開発する上でのポイント
　3. 導電性カーボンブラック含有スラリーの応用例

第８節 セラミックス成膜用スラリー
1. スラリーに加える有機材料
2. 厚膜作製技術とスラリ/3. 薄膜作製技術とスラリー

第９節 マイクロカプセル
1. マイクロカプセルの調製方法
2. 化学的方法/3. 物理化学的方法

　　　　　 第１０節 歯周病治療用医薬品
　　　　　　　～歯周治療徐放性製剤の製剤学的検討とその効果～

　1. 製剤の特性/2. 臨床効果

第１１節 化粧品
　1. スラリー状化粧品の開発から販売までのレオロジー
　2. スラリー状化粧品の分類とレオロジー
　3. ポイントメイクアップのスラリータイプについて
　4. 製法中間工程でのスラリーの応用
　5. 陶磁器、化粧品を例にしたスラリーの経時劣化とその防止策
第１２節 食品

　　　　 第２節　連続晶析プロセスにおける滞留部での
　　　　　　　　　　　　　　　　結晶の堆積・沈殿・固着の防止方法1. 概論

2. スケールの検知方法/3. 機器内面の乾き防止法/4. バブリング法
第３節 攪拌における滞留部での結晶の堆積・沈降・固着の防止策
1. 撹拌翼の相違が固着に及ぼす影響 /2. 撹拌翼取り付け位置
3. 撹拌槽の材質の影響 /4. 邪魔板の影響

　1. 食品の階層構造と相構造
　2. 連続相が水溶液であるスラリー状食品
　3. 連続相が油脂であるスラリー状食品
　4. スラリー状食品のレオロジー特性　
　5. スラリー状食品のレオロジー特性の制御 
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分析法バリデーション事例集
【製剤/原薬・TK/PK別】

これまでの「分析法バリデーション書籍」

　　　　　　　　　にご不満だった方へ

●坂本 知昭(国立医薬品食品衛生研究所)●神田 武利((株)資生堂)●北川 雅士((株)東レリサーチセンター)●岡本 昌彦(住友化学(株))●植原 秀人(日本たばこ産業(株))●鈴木 竹一(エヌケイエス(株))●城道 修(メルシャン(株))

●佐藤 晴哉(味の素(株))●宇野 英俊((株)応用医学研究所)●大谷 淑郎(薬事コンサルタント)●小倉 紀彦/明田川 純(生化学バイオビジネス(株))●織部 秀樹(武田バイオ開発センター(株))●畑田 幸栄((株)住化分析センター)

●山田 龍彦(キッセイ薬品工業(株))●原 久典(ノバルティスファーマ(株))●戸塚 善三郎((株)JCLバイオアッセイ)●高田 昌太郎(中外製薬(株))●西 清司(三國製薬工業(株))

●大石 順二(東レ(株))●浜島 良(アストラゼネカ(株))●小熊 敏弘(第一三共(株))●桐原 清(日本ケミカルリサーチ(株))●川西 徹(国立医薬品食品衛生研究所)●大塚 誠(武蔵野大学)●田中 洵((株)高尾製作所)

●坂本 達哉(ロート製薬(株))●中村 みさ子(東和薬品(株))●佐藤 信夫((株)コーセー))●安井 明美((独)農業・食品産業技術総合研究機構)●大西 まり子((独)製品評価技術基盤機構)●香川 美由紀(田辺三菱製薬(株))

●塚本 次郎(メルシャン(株))●長谷川 弘和((株)野村総合研究所)●鈴木 博文(バイエル薬品(株))●村嶋 康平(武州製薬(株))●三輪 敏紳/番場 孝(エーザイ(株))●佐村 恵治(万有製薬(株))(敬称略)

第1章 分析法バリデーション概要－規制当局の考え方－

分析能パラメータとその評価の考え方/試験検査室管理と分析法バリデーション

分析法の技術移管，変更管理と分析法バリデーション/教育訓練と分析法バリデーション/品質試験検査とシステム適合性/他

第2章 分析手法と分析事例～分析精度の確保と維持を目指して～

第1節 クロマトグラフィー　第1項 高速液体クロマトグラフィー

分析条件の検討～最適な条件を設定するには～分離モード/HPLC充填剤

移動相溶媒/分析法設定ポイント移動相設計/カラム選択/トラブルシューティング/他

第2項 HPLCの概要及びHPLCの分離機構～検出の原理とその応用性～

HPLCからLC/MSへ、移動相の選択における留意点/他

第3項 ガスクロマトグラフィー－残留溶媒試験法にみるJP，USP，EP法の概要－

EP・USPにおける残留溶媒試験法/残留溶媒の規格設定/他

第4項 LC-MS　試験法設定上の留意点/質量分析計の校正/LC-MS法のバリデーション/他

第2節 熱分析　各分析法(DTA,DSC,TGなど)の原理・特徴/物性による安定性の違い

分析法ごとのデータ解析～チャートを読む際に知るべきポイント～/他

第3章 試験室の装置・機器のValidation/Calibration

バリデーション実施計画書/検証作業/結果記録書の作成/試験室用装置のバリデーションの実際/他

第4章 分析法バリデーションの統計解析と注意点

実験計画法を用いた分散分析による真度及び精度の推定/完全枝分かれ実験・スタッガード型枝分かれ実験評価/他

第5章 第1節 分析法バリデーションのための判定基準事例～試験事例と分析能パラメータ算出例～

判定基準設定の考え方・根拠/各分析能パラメータごとの考察～算出具体例・評価方法等～

真度・精度の設定/算出方法/事例と評価方法/併行精度/室内再現精度/

特異性・直線性・検出限界，定量限界・範囲の設定/算出方法/事例と評価方法/他

第2節 頑健性の設定/算出方法/事例と評価方法～頑健性の必要性～

第3節 システム適合性試験　システムの再現性/検出の確認/システム適合性の設定/他

第4節 規格・試験方法/設定事例と分析法バリデーション事例

－確認試験，純度試験，定量法，製剤均一性試験，質量偏差試験，溶出試験等－

規格及び試験方法の選定/設定の基本的留意事項/試験項目ごとの規格及び試験方法の設定事例・記載例

承認審査事例にみる規格及び試験方法の設定の留意点/規格設定の根拠に関する指摘事例

試験項目ごとの分析方法(試験方法)の妥当性検証の方法とバリデーション事例

承認審査事例にみる分析法バリデーションの留意点/室内再現精度の評価

標準品の規格及び試験方法の設定と試薬の取扱い/試験室管理における分析法バリデーションの役割/他

第5節 エンドトキシン試験法　局方エンドトキシン試験法/分析法バリデーションの実施例

検出限界・定量限界・真度・併行精度の評価/エンドトキシン試験法の国際調和/他

第6節 糖鎖プロファイリング試験

糖たん白質の特徴/単糖類の分析/糖鎖分析方法/糖鎖構造及び分析方法の経緯/他

第7節 不純物(生物薬品)関連試験　

第8節 試験法ごとのばらつきと標準偏差の判定基準の設定

ばらつきに関する分析能パラメータ/ばらつきに関する統計量/試験のタイプごとの標準偏差の設定/他

第6章 分析法バリデーション計画事例　計画の立案～報告,QA部門の照査,安定性試験における分析法バリデーション～

試験計画書・試験報告書の作成事例/異常値への対応/QA部門が試験に関与すべき段階

安定性試験～試験方法と安定性評価，分析法バリデーションの係わり～/設定する試験項目・留意点

安定性試験特有の試験方法のバリデーション/安定性試験における申請資料作成/事例/他

第7章 TK・PKにおけるFDAガイダンスおよびWhite Paperの解釈

Pre-study Validation/フル・部分・クロスバリデーション/実測定への応用/レポート作成/White Paperにて新たに提起された項目/他

第8章 分析法バリデーションのための試験事例

TK・PKの一般的な試験法の考え方・事例～ICH・FDAガイダンスを踏まえて～

試験室の管理方法/JP・USP・BP・EPで異なる項目と薬局方記載外試験/他

第9章 分析法バリデーション計画事例

計画の立て方・立てるうえでの留意点/安定性試験～どう安定性を確認・保証するか～

試験計画書・報告書の作成事例/予見不能の試験信頼性に影響を及ぼす事態および分析法/他

第10章 GLP分析法バリデーション～実施範囲・測定における判断基準等～

真度/精度/検量線/回収率/安定性/リガンド結合法による測定法のバリデーション

特異性と選択性/マトリックスの選択、サンプル調製及び最低希釈倍率/実際の測定における留意点/他

第11章 種類別規格設定事例と分析法バリデーション事例　

第1節 標準品における規格設定と分析法バリデーション

標準品設定に必要な項目/試験方法の設定/開発段階における標準品設定/標準品の管理と有効期限

保管容器と保管場所/管理方法/認証標準品と自家標準品/分析法の改良と標準品の評価/他

第2節 不純物規格設定事例と分析法バリデーション事例

基準不純物プロファイル設定の要件と方法/規格設定事例と分析法バリデーション事例

規格設定の対象となる不純物の選定/未知物質の同定法/他

第3節 治験薬における規格設定事例と分析法バリデーション事例

試験方法の設定/事例/規格の設定方法と統計解析を含めた妥当性・事例

海外データの利用及び調和/開発品と治験薬との関係及び治験薬GMP適用の範囲/他

第4節 生体試料における分析法バリデーション事例

バリデーション各項目における事例/複数測定施設における分析事例/他

第5節 バイオ医薬品における規格設定・試験法の考え方　第1項 培地の品質規格の設定

基本培地の選択/成分の確認/品質規格

第2項 バイオ医薬品の不純物管理及び分析法の確立・規格設定

不純物の種類/分析法の確立/宿主細胞由来たん白質・DNA/製造方法に沿ったBSEリスク評価/他

第3項 バイオ医薬品における規格設定・試験法の考え方

バイオ医薬品の「規格及び試験方法」の設定きポイント/特殊な剤形のための追加試験項目/他

第6節 ジェネリック医薬品品質評価における規格設定事例と分析バリデーション事例

規格の設定事例と妥当性確認～溶出試験における規格設定の考え方～/海外データとの調和/他

第7節 OTC医薬品における分析法確立の留意点と規格設定事例

各分析能パラメータにおける留意点/室内再現精度/具体的な規格設定例/他

第8節 医療機器における分析法バリデーションの考え方

医療機器の分析法とは/分析法バリデーションの進め方/バリデーション・リバリデーションプロトコール例 

エチレンオキサイド滅菌残留物(EO、ECH)の分析法バリデーション/ガスクロマトグラフィーのバリデーション項目/他

第9節 医薬部外品における規格設定の考え方　第10節 化粧品における規格設定の考え方

第11節 食品分野における分析法バリデーションの考え方と実際

分析法バリデーションの実際/IUPAC プロトコールによる試験室間共同試験/他

第12章 分析法バリデーションに対するQAの関わり等の考察(私見)

試験データ管理/QAが調査に関わる段階/分析能パラメーターの検証について/他

第13章 開発ステージ毎の分析法バリデーション事例・実施範囲・

　　　　リバリデーション等の考察～フルバリデーションの実施タイミング～

出発物質・中間体(購入品，委託製造品)/開発前期(フェーズⅠ～Ⅱa)/開発後期(フェーズⅡb～承認)

原薬/開発前期(フェーズⅠ～Ⅱa)/開発後期(フェーズⅡb～承認)/製剤/開発前期(フェーズⅠ～Ⅱa)/開発後期(フェーズⅡb～承認)

第14章 医薬品における有効期間及び再テストに関する考察

有効期間の設定方法/治験薬の有効期間/有効期間、リテスト期間の延長

変更時の有効期間の再設定について/再テストして用いる場合の要件/リテストの回数/他

第15章 変更管理の手法　第1節 分析法の変更手順

変更が必要となる事例/分析機器あるいは器具(消耗品も含む)の変更に伴う分析法の変更

不純物プロファイルが変わったケ－ス/承認された製品の試験法を最近の試験法に変更するケ－ス/具体的変更手順/他

第2節 標準品変更への対応

変更が必要となる事例/医薬品が日局に収載され、自社規格を日局に変更する場合

承認審査過程で標準品の規格及び試験方法変更の指摘を受けた場合/開発期間中の変更/具体的対応方法/他

第16章 分析法バリデーションと測定機器のCSV～両者の関係・違い・範囲・時期等～

サンプル(試料)のQC(品質管理）チェック/試験室のCSV/CSVにおける各段階(例)/システムのカテゴリ(分類)/他

第17章 医薬品の開発段階と分析法バリデーションの相互関係

再バリデーション/プロセスバリデーションと分析法バリデーションの相互関係/分析法の移管/分析法バリデーションの評価/他

第18章 分析法の技術移管事例及び留意点～必要なデータ及び機密保持/契約事例・評価方法等～

技術移管前の事前取り決め・実施手順/技術移管事例/技術移管時の留意点/他

第19章 第1節　分析法バリデーションとCTD-Q

分析法バリデーションデータの申請書へのまとめ方/CTD-Qに必要な分析法バリデーションの実際

Module 3の記載例/適合性書面調査への対応/添加剤の分析法バリデーション/他

第2節 バイオ医薬品のCTD申請

ウイルス安全性の評価/宿主細胞の分析、由来、調製及び特性解析/セルバンクシステム，特性解析及び試験方法/他

第20章 生データの取扱いと適合性調査　生データの保管期間/電子化の動向:電子媒体を生データとして保存する場合の留意点

適合性書面調査に対する対応～最近の動向・指摘のポイント・海外試験に対する適合性調査書面調査の対応等/他

ご回覧下さい！
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第３項　アンチモン化合物
種類［概要｜基本物性・製法＜基本特性・熱的挙動・製造方法・
結晶構造・四酸化アンチモンおよび五酸化アンチモン・　
アンチモン酸ソーダ＞］｜効果［難燃メカニズム｜選定］応用の実際
［難燃配合例｜配合量と難燃性｜粒度と難燃性｜粒度と透明性｜
粒度と樹脂強度］需要動向｜環境課題への取り組み｜今後の展望
第４項　窒素含有フェノール樹脂系難燃剤
ハロゲンフリー化処方とATN樹脂｜特徴｜エポキシ樹脂との反応性
エポキシ樹脂のATN樹脂硬化物による難燃性と物性
積層板への適応例｜ATN樹脂と不飽和化合物との反応性
第５項　シリコーン化合物　　　　　　製法と構造｜性質｜
シリコーン系難燃剤［種類｜シリコーン単独の難燃剤＜シリコーンレジン＞
｜他の難燃剤とシリコーンを組み合わせた難燃剤＜シリコーン処理
水酸化マグネシウム・シリコーン被覆ポリリン酸アンモニウム＞］
第６項　ホウ酸塩               ホウ酸Na水溶液の高濃度化｜
非晶質ホウ酸Na水溶液の特長｜無垢木材の不燃化
［不燃性能試験｜スギの不燃化｜他の樹種へ］|集成材の不燃化
［不燃液含浸処理と不燃性能の評価］|紙、綿、有機ポリマーへの展開
第４節　ナノコンポジットによる難燃材料設計について
ホスファゼンを用いたポリウレタンの難燃化［調製＜DAPPの合成法
・縮合体の合成・ポリウレタンフォームの合成＞｜評価分析方法｜結果と考察
＜DAPPとTDI-80との反応性・DAPP変性軟質ウレタンフォームの物性・難燃性＞］
ホウ酸エステルを添加した軟質ポリウレタンフォームの難燃化
［調製＜ホウ酸エステルの合成・ポリウレタンフォームの調製＞｜難燃性］
第５節　難燃剤の利用技術
第１項　臭素系難燃PPの製造・成形加工時の安定化技術
安定剤の添加｜安定的製造技術［スクリューへの付着｜
発生ガスの除去｜製造中断時の処置｜ダイス形状］
安定的成形加工技術［低剪断スクリューの使用｜洗浄用ホッパーの設置｜
オープンノズルの使用｜金型設計上の注意点］
ホットランナー使用上の注意事項｜難燃PP用スクリュー材質｜洗浄技術
第２項　ポリリン酸アンモニウムの耐湿・耐熱性の改良技術
難燃作用概略｜特徴と欠点の改良方法［従来の耐湿性改善方法｜
新規耐湿性改善方法＜考え方と新規被覆剤・PTPの合成と確認・
耐湿性と耐熱性の改善効果の確認・メラミン被覆APPとの比較＞｜
PTP使用APP難燃PPの物性値］
第３項　水酸化マグネシウム充填ポリプロピレン系樹脂による
　　　　　　軟質塩化ビニル代替技術
概要(水マグ難燃剤の不具合と改善方法)｜原材料の説明［PER｜
無水マレイン酸変性PER｜PPパウダー｜水酸化マグネシウム］
MPERの効果と水マグ充填量の決定｜実用特性における
軟質PVCとの比較［耐摩耗性(耐スクレープ摩耗性)｜ゴム特性｜
耐白化性｜一般物性と電気的特性比較｜成形加工性比較
＜粘度・ダイスエル・メルトフラクチャーの比較＞］
各種MAH変成軟質樹脂とMPERとの比較［固体物性の比較｜
溶融流動性の比較］MPER-MOH系樹脂の構造解析と特性発現理由

第４章　応用製品別の難燃剤・難燃材料の利用と
　　　　　難燃化機構
第１節　プラスチック 
第１項　プラスチックの難燃化機構と難燃剤利用技術
ポリスチレン系樹脂［難燃材料の環境｜臭素系による難燃化｜
ノンハロゲン系による難燃化］｜ポリプロピレン系樹脂
［臭素系｜ノンハロゲン系］｜ポリエステル系樹脂
［素材難燃方式の難燃化｜添加型難燃剤の難燃化］｜
ポリカーボネート系樹脂［リン系｜アルカリ金属塩｜シリコーン系］
ポリアミド系樹脂［ハロゲン系｜窒素系｜その他］|
エポキシ系樹脂［ハロゲン化｜リン含有｜耐熱樹脂］
第２項　ＰＣ、およびＰＣアロイにおけるノンブロム難燃化
有機金属塩系による難燃化｜リン系による難燃化｜
PC－PDMSブロック共重合による難燃化
PC／ABSアロイの難燃化｜PC／PLAアロイの難燃化
第２節　ゴム・エラストマーの難燃化
難燃剤の難燃化作用｜耐難燃性の配合
最近の技術動向［ゴム・エラストマー｜ナノコンポジット］
第３節　ポリエステル繊維の後加工難燃―カーテン・カーシートを事例として― 
繊維の難燃［難燃加工と繊維種｜素材難燃と後加工難燃｜
難燃性試験方法］ポリエステル繊維の後加工難燃
［使用難燃剤｜カーテンの後加工難燃＜染浴同浴法・
連続処理法＞｜カーシートの後加工難燃＜バックコーティング法・
連続処理法(パッド･ドライ法)・染浴同浴法＞］
第４節　壁紙
種類｜需要｜壁紙に求められる防火性能［建築基準法｜
JIS法］織物壁紙の難燃化｜塩ビ壁紙の難燃化
第５節　木材
需要｜材料認定［不燃材料｜準不燃材料｜難燃材料］|
発熱性試験｜難燃処理［無垢板、集成材｜合板］
第６節　事務機器の難燃樹脂
　　　　―富士ゼロックス社における取り組み―
使用される樹脂材料への難燃要求｜難燃樹脂の
法的規制動向とその対応｜富士ゼロックス社に於ける
樹脂材料の環境対応活動｜難燃樹脂の材料技術課題
への取り組み［ノンハロゲン難燃剤の課題｜開発
＜リン系難燃剤・その他のノンハロゲン難燃技術＞］
第７節　電線・ケーブル
品種｜難燃性評価方法［燃焼特性｜難燃性｜腐食性ガス｜
発煙性｜発熱量］｜電線・ケーブルの難燃性評価
［60度傾斜燃焼試験｜垂直燃焼試験｜垂直トレイ燃焼試験］
ハロゲン系［材料の難燃性と腐食性｜難燃性と発煙性］
ノンハロゲン［手法｜燃焼特性＜発熱速度・総発熱量・
着火時間＞|難燃助剤の効果＜赤リン・金属化合物＞|
ケーブルの難燃性
［垂直トレイ燃焼試験｜過電流通電試験］

第１章　難燃規制、難燃機構、難燃剤、難燃材料の概況
難燃剤に関する最近の環境安全性を中心とした難燃規制
高分子の燃焼性と難燃機構［ラジカルトラップ効果｜
気相における酸素遮断効果、酸素希釈効果、吸熱効果｜
固相における酸素遮断効果、断熱効果｜相乗効果］
難燃剤の動向｜難燃材料の動向
［電気電子機器、OA機器分野｜電線、ケーブル］
第２章　難燃化機構各種　　第１節　樹脂の難燃化機構
燃焼［燃焼の種類｜樹脂の燃焼］難燃化の種類と機構
［気相での難燃作用＜ラジカルトラップ・吸熱作用・
不活性ガスの生成（酸素遮断、可燃ガス希釈）・
可燃ガスの減少（芯効果作用の減少）＞｜固相での難燃作用
＜断熱作用（断熱皮膜の生成、発泡層による断熱皮膜の増厚・
吸熱作用・気相の燃焼場への不活性ガスの放出・
各種ノンハロゲン難燃剤の特徴と主たる難燃作用＞｜
気相と固相との難燃作用の違いのCCMによる解析］
第２節　低発煙化機構、低有害性ガス化機構
低発煙化機構［煙とは｜一般高分子材料の低発煙化機構｜
PVCの低発煙化機構］｜低有害性ガス化機構
第３章　種類別難燃剤とその難燃化機構
第１節　ハロゲン系－臭素化エポキシ系難燃剤－
需要［芳香族臭素系難燃剤｜脂肪族臭素化難燃剤］
難燃化機構［臭素－三酸化アンチモンの併用効果］
臭素化エポキシ系難燃剤の構造と特徴
プラスチックへの応用［難燃ABS｜難燃HIPS｜難燃PBT］
ダイオキシン問題｜臭素系難燃剤のリスク評価
第２節　リン系　　　 第１項　リン酸エステル系難燃剤
難燃化機構｜種類｜難燃性と諸物性｜揮発性と耐加水分解性
第２項　Intumescent系リン酸塩難燃剤によるポリプロピレンの難燃化技術
難燃化技術［市販のリン酸塩系難燃剤及び難燃助剤｜
難燃メカニズム｜技術的課題と開発状況＜高難燃化技術・
主要難燃剤の開発状況・難燃剤各メーカーの開発品＞］
開発事例［経緯｜カルプ工業社の事例＜分散化技術＞｜
リン酸塩系難燃PPの実用物性＜成形時耐熱性・耐候性・
長期耐熱性・耐銅害性・耐湿熱性・ブリード性・リサイクル特性＞］
第３項　赤リン
難燃機構［固相｜気相］｜特長［有利な点＜高難燃性・
毒性ガスの発生量の少なさ・相乗効果＞｜注意事項
＜適用法令との関連・環境への影響＞］樹脂別適用例［ポリオレフィン系｜
ポリスチレン系｜ポリアミド系｜ポリエステル系］｜高機能化
第３節　無機系、および助剤・ノンハロゲン系・その他
第１項　水酸化アルミニウム
製法｜特性｜熱分解特性｜難燃効果｜開発事例［HPシリーズ］
第２項　水酸化マグネシウム系フィラー
物理的性質［一般的性質｜熱的性質と難燃化機構｜
低発煙性効果］製法｜用途｜応用例

★ご回覧下さい★ 情報機構

「メーカー事例」×「難燃化機構」＝「新たな理解」へ！

難燃剤による難燃材料の 

難燃化機構と最新事例集

発刊：２００８年6月末 

定価：66,000+税

体裁：Ｂ５判 389頁

●難燃剤ごとの難燃化機構を解説！●メーカーの最新事例が豊富！ ●材料別の応用も！
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　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
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　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
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★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

★ご回覧ください★

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

発刊：2008年5月末 ・ 定価：76,000円＋税 ・ 体裁：Ｂ５判 417頁

第１章 薬事法に関する改正点
１．製造販売承認制度の概要
２．原薬等登録原簿（ドラッグマスターファイル）
    ＭＦの利用範囲/登録の対象/登録事項
    承認取得者に開示すべき情報
３．ＧＭＰ／ＱＭＳ適合性調査適合性調査権者
４．ＧＱＰ省令の制定/定義/総括製造販売責任者の業務
    組織及び職員/品質標準書/品質管理業務手順書
    製造業者との取決め/品質保証責任者の業務
    市場への出荷の管理/製造管理及び品質管理の確保
５．ＧＭＰの改正/改正の概要/製造管理及び品質管理
６．薬局等構造設備規則の改正
７．医療機器の規制に関する改正点/改正のポイント
８．生物由来製品に関する規制/指定//記録
第２章　ＧＱＰ／ＧＭＰ省令について
１．ＧＱＰ省令/位置付け/構成/総括製造販売責任者の業務
    品質管理業務に係る組織及び職員/品質標準書
    手順に関する文書/製造業者等との取決め
    品質保証責任者の業務/市場への出荷の管理
    同収処理/自己点検/教育訓練/医薬品の貯蔵等の管理
２．ＧＭＰ省令/改正のポイント/ＧＭＰの構成
    製造部門及び品質部門/製造管理者/職員/製品標準書
    手順書等/構造設備/製造管理/品質管理
    製造所からの出荷管理/変更管理/逸脱の管理
第３章　品質管理（QM）とGQP/GMPの基本事項
１. 品質管理と品質保証品質とは/管理/品質管理/品質保証
２．品質管理とGQP/GMP/GMP・GQPのみかた
３．品質管理と隣接概念
    製造物責任/製造物責任の定義/品質管理とのかかわり
    コンプライアンス/定義/品質管理とのかかわり
    リスクマネジメント/リスクマネジメントの定義
４．品質管理（QM）の対象とその管理のポイント
    GMPおよびGQPの管理対象/ヒト/管理の必要性
    購買（原材料、外注品）/管理の必要性
    原材料管理/外注管理設備/管理の必要性/ポイント
    方法/管理の必要性/ポイント/検査/検査の必要性
    作業環境/作業環境管理の必要性/ポイント
５．品質管理（QM）実施のために必要な要素
    組織構造/機能別管理組織の確立/
    トップマネジメントの積極的な関与
６．品質管理（QM）の基本的な進め方
    PDCA/基本/ポイント/五ゲン主義/基本/ポイント
    基本プロセス/変更管理/逸脱管理/CAPA

◎薬事法に関する改正点、ＧＱＰ／ＧＭＰ省令および製造販売承認制度の概要に関する必要事項を把握！
◎逸脱管理・・逸脱原因調査と影響評価実施。対策処置の実施など、継続的な改善策とは？

ＧＱＰ/ＧＭＰ実務資料集
●元(独)医薬品医療機器綜合機構 人見英明 ●帝人ファーマ(株) 岡本真人 ●明治製菓(株) 重光真 
●元(株)ベネシス 三宅正一 ●エーザイ(株) 杉本隆之 ●アストラゼネカ(株)浜島良 ●田辺三菱製薬(株) 花本恭治 
●(株)カネカ 中村宗弘 ●(株)カネボウ化粧品 荻野和男 ●日本オルガノン(株) 三川正明 ●元塩野義製薬(株) 若山義兼 
●大日本住友製薬(株) 野崎義人 ●(有)レギュラトリーサイエンス研究所 秦武久 ●東和薬品(株) 長村聡仁 
●マルホ(株) 大槻宣道                                                                            ＜執筆者一覧（敬称略）＞

第４章　GMP対応とその留意点
１．組織及び従業員/GMP省令の規定/製造管理者等/従業員
２．文書・記録
    GMP省令の規定/製品標準書/手順書等
    文書及び記録の一般的な要件
３．製造管理
    製造管理基準書/製造指図/製造記録/資材の管理
    構造設備の清浄の管理/職員の衛生管理/製造の設備点検
４．品質管理/品質管理基準書/検体採取/試験検査の一部省略
    他の試験検査機関の利用/試験検査結果の判定
５．バリデーション
    バリデーション実施の種類及びタイミング/「製造方法」
    「製造支援システム」/「製造設備」/「分析方法」
    「洗浄方法」のバリデーション
６．変更管理/影響評価/変更管理の実施
    変更マネジメントシステム
７．逸脱管理/逸脱原因調査と影響評価/逸脱対策処置の実施
    継続的改善
第５章　製品標準書の作成における留意点
１．製品標準書の法令上の位置づけ
２．製造販売承認書との関係性
３．製品標準書の作成における留意点/作成要件/作成方法
４．安定性試験の計画と実施上の留意点/実施の一般的要件
    保存条件と試験検査間隔/品質の変化と安定性の比較
第６章　GQP/GMP関連文書管理
１．文書管理システム/概要/関連する規制/求められる機能
    監査証跡/電子署名
２．GQP/GMP文書管理のポイント/版管理/レビュー・配布
    ワークフロー/監査証跡/電子署名/セキュリティ
３．文書および記録等の管理に関する手順書/対象となる文書
    実施規則、SOP（作業操作手順書）/教育訓練/各種規格
第７章　GQP/GMP部門の連帯
１．本社、工場、海外認定施設の関係
　　役割分担および連携/工場の変更に対する連携
　　苦情処理の連携/品質異常及び品質不良に対する連携
    市場出荷業務の連携/海外認定施設の本社と工場の連携
　　定期確認/変更管理/品質情報の連絡
２．試験検査機関と試験検査設備の関係/用語の説明
　　他の試験検査機関/他の試験検査設備/相違点・類似点
    承認申請書の記載/各種業許可/取決め/監査の観点から
３．製造販売承認書と品質標準書／製品標準書の関係
    品質標準書及び製品標準書の比較/新薬申請時の連携
　　承認申請書の承認書欄の記載/製品標準書・品質標準書の作成

　

第８章　海外製造所の管理
１．製造販売承認書の記載整備/記載整備の指針/承認書/記載事項
２．GQPの取決め/取決めの対象製造所/国内・海外の製造所
３．外国製造所の管理/定期確認の具体的な方法
　　実地調査以外の方法/外国製造所の変更管理/管理要件
４．品質情報の確認/苦情処理における外国製造所に対する必要業務
　　苦情の連絡と原因究明の依頼/問題点と留意点
５．外国製造業者の認定/認定申請の方法/申請における留意点
６．GMP適合性調査/分類/対象/承認を受けようとするときの適合性調査
第９章　医薬品GQP／GMP
１．GQP／GMPの連携/品質管理業務/製造業者との取決め
    市場への出荷の管理/適正な製造管理及び品質管理の確保
    品質等に関する情報及び品質不良等の処理
２．改正GMPのポイント/製造管理責任者及び品質管理責任者の任命不要
    製造管理者/変更の管理/逸脱の管理
３．GMP相互承認/欧州共同体の変遷/欧州共同体の加盟国
　　日本側・EU側のメリット/EUの新加盟国への制限
第１０章　医療機器GQP／QMS
１．医療機器GQP
２．QMS/QMSの概要/省令の構成/QMSの要求事項の概要
    包装等製造業者等の製造所における製造管理および品質管理
３．QMS適合性調査/調査主体/製造販売承認申請時のQMS適合性調査
第１１章　化粧品のＧＭＰ
１．技術指針の経緯   ２．新技術指針とISO22716の関係
３．化粧品GMPの適用範囲  ４．ISO22716と現行技術指針の相違点
第１２章　GMPとISO
１．ISO 9001:2000とGMP ２．一般的要件とプロセス・アプローチ
    品質マネジメントシステム/経営者の責任/資源の運用管理
第１３章　国内ＧＭＰ査察に対応した文書・記録類
１．ＧＭＰシステム査察/動向/手法/システム査察技法
２．ＧＭＰ品質システム階層的文書体系及び文書管理体系/その他
第１４章　ＦＤＡ査察への対応
第１節 査察動向  第２節 査察の概要
第３節 査察に対する準備 第４節 事例およびその対応
第１５章　EMEA（EU）査察への対応 
査察動向/査察のタイプと査察官の任務/概要/準備と対応/ポイント
補遺I:製品関連査察/補遺II:III 
第１６章　GMP監査と自己点検および進め方のポイント
監査、自己点検とは/必要性/原則、計画、実行
GMP監査（内部,外部監査、品質調査項目）/報告、改善/留意点
第１７章　GMPの現状及び今後の展開
世界のGMPの現状/日本的GMPと査察/ICH　Q trioとPIC/S
日本のGMPの向かう先/グローバル化に向けて何をするべきか

GQP/GMP　書籍
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最新・経皮吸収剤

執筆者一覧

●杉林　堅次、藤堂　浩明(城西大学)　●東條　角治(九州工業大学)　●小幡　誉子、高山　幸三(星薬科大学)
●小島　肇夫(国立医薬品食品衛生研究所)　●浜田　知久馬(東京理科大学)　●山内　仁史(ニプロパッチ(株))
●渡邊　哲也、小西　良士(帝國製薬(株))　●松澤　利明(マリオ研究所)　●小池　浩司(金沢大学)
●神谷　紀輝(北里研究所メディカルセンター病院)　●山口　重樹(獨協医科大学)　●田中　雅也(ネオケミア(株))
●牧野　栄一(アボットジャパン(株))　●小林　仁(岩手医科大学)　●入山　公成(ノバルティスファーマ(株))

～開発の基礎から申請のポイントまで～

◎各種経皮吸収製剤のメカニズムと最新動向！
―更年期障害、癌性疼痛、気管支喘息、ニコチン、鎮痛・抗炎症…―
　経皮エストロゲン製剤・フェンタニルパッチ・ツロブテロールテープ・ニコチネルTTS・デュロテップパッチ・熱力学的DDS etc

剤型変更による経皮吸収製剤開発に必要なものは？

　　　　　　　　　 →あなたの疑問解消のきっかけに！

66、,000＋税

★充実の執筆陣による、経皮吸収剤開発者のための基本書がここに！

★経皮吸収剤開発に必要な要素を網羅的に解説。

　実際の医療現場での処方や課題にも触れた、一歩踏み込んだ内容です。

◎経皮剤特有の試験法とポイントとは？
信頼性基準とは/GLP省令と信頼性基準の比較
In Vivo・In Vitro経皮吸収試験法

◎製剤設計もわかりやすく解説！
特性・種類/製剤開発における素材の選択/問題点

◎経皮吸収剤における申請手続きの実務！
製剤の承認申請の流れ
剤型変更・追加申請他/申請にあたっての留意点

◎経皮吸収のメカニズムを理解する！
経皮吸収促進法/皮膚透過性/経皮吸収性と皮膚毒性

第１部　基礎編
第１章　経皮吸収の基礎知識
第２章　経皮吸収剤の製剤設計

第２部　非臨床・申請編
第１章　非臨床試験
　第１節　非臨床試験の概論
　第２節　In Vivo経皮吸収試験法
　第３節　In Vitro経皮吸収試験法
　第４節　非臨床試験における
　　　　　統計学利用上の注意点
第２章　申請手続き

第３部　各論編
第１章　更年期障害用経皮吸収剤
　第１節　経皮エストロゲン製剤の基礎
　第２節　経皮エストロゲン製剤の臨床
第２章　癌性疼痛用経皮吸収剤
　第１節　癌性疼痛用経皮吸収型製剤
　第２節　現場での運用
　第３節　現場での運用
第３章　気管支喘息用経皮吸収剤
　第１節　気管支喘息用経皮吸収剤
　第２節　現場での運用

第４章　ニコチン用経皮吸収製剤の開発
第５章　鎮痛・抗炎症用経皮吸収剤
第６章　熱力学的ＤＤＳ(仮称)
　　　　経皮吸収製剤

第４部　経皮治療システムの
　　　　現状と展望

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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

書籍名     【BA080401】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

FAX

最新・経皮吸収剤　書籍
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慶應義塾大学　　　　藤原　忍

産業技術総合研究所　山田　浩志

(株)テクノローグ　　河本　康太郎

明治大学　　　　　　三浦　登

東京工芸大学　　　　内田　孝幸

京都産業大学　　　　坪井　泰住

静岡大学　　　　　　三村　秀典

東北大学　　　　　　遠藤　明
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ラボレベル・研究初期で必要となる

発光素子、発光デバイス開発のための 

基礎技術・装置・測定、評価法

★蛍光体開発、発光デバイス
　　　　　　　の評価法・評価基準、
　
無機ＥＬ、有機ＥＬ、ＰＤＰ、ＦＥＤ、
　　透明導電膜、薄膜トランジスタ、、

★ラボでは手作りの装置が活きる！

★論文では分からない、
　　　研究現場のノウハウ

第１章　ケミカル、光物理から見た
　　　　　　　　　　　蛍光体の発光とその評価
１．蛍光体の定義　/　２．蛍光体の組成、構造、分子設計の考え方
３．発光イオンの性質　/　４．エナジースキームとバンドギャップ
５．蛍光体の劣化要因　/　６．蛍光体の形態制御
７．蛍光体の合成と評価法
第２章　蛍光体合成とその評価法
１．合成方法（低温合成および高温合成）
２．実験レベルでの蛍光体の製膜法　/３．薄膜蛍光体の測定法
４．蛍光体の発光および励起スペクトル評価
５．ナノ蛍光体の開発と今後の技術展開
第３章　蛍光体におけるX線構造解析の実際
１．測定と解析
　1.1　粉末X線回折に含まれる情報/　　1.2　XRD測定と試料準備
　1.3　リートベルト解析とマキシマム・エントロピー法
２．蛍光体の粉末X線解析の実際～青色蛍光体BaMgAl10O17:Eu2+ 
　2.1　格子歪みと格子定数
　2.2　MEM解析によるミラー面内の精密電子密度分布
第４章　製品の応用に必要な発光素子･発光デバイスの
　　　　　　　　　　　光特性評価方法および評価基準
１．光特性定量評価の重要性と光特性評価のためのパラメーター
２．発光素子・発光デバイスの光特性評価のための基準
　（JIS、国際規格 など）
３．発光素子・発光デバイスの光特性とその評価
４．発光素子・発光デバイスを応用するための特性とその評価
５．光の生体への安全性とその評価
第５章　無機ＥＬ開発のための
　　　　　　　　基礎技術・装置・測定、評価法
１．無機ＥＬの構造と発光原理　/２．蛍光体の条件と開発
３．その他、材料の条件と開発　/　４．必要となる実験装置
５．各層を成膜してみる
　・下部誘電体膜　・ZnS:Mn蛍光体の成膜
　・上部誘電体膜　・上部金属電極
６．実験用のデバイスの作製、発光させてみる
７．実験用の駆動回路
８．発光特性の評価（発光効率・輝度寿命の評価・その他評価）
９．今後の無機ＥＬ研究のポイント
第６章　有機ＥＬ開発のための
　　　　　　　　基礎技術・装置・測定、評価法
１．有機ＥＬの構造
２．正孔・電子輸送材料，発光材料，高分子発光材料
３．有機発光デバイスならではの取扱いの注意点
４．必要となる実験装置とその用途
５．発光層を製膜してみる（蒸着，キャスト法）
６．実験用のデバイスの作成，発光させてみる
７．実験用の駆動回路
８．発光特性の評価（発光効率，輝度寿命の評価，その他評価）
９．今後の有機ＥＬ研究のポイント

第７章　有機ＥＬを実例とした
　　　　　　　　　薄膜発光・燐光材料の評価法
１．吸収スペクトルの実測法
２．発光スペクトルの実測法
　2.1　測定方向によるスペクトルの違い
　2.2　濃度の違いによる発光スペクトルの変化
　2.3　蛍光材料の微弱燐光測定
３．データの解釈と留意点
　3.1　異常なピーク波長をもつELスペクトルの場合
　3.2　基盤からの不純物発光
４．蛍光燐光寿命の測定と解析
５．有機EL材料評価の目的達成のために
第８章　FED開発のための基礎技術・装置・測定、評価法
１．FEDの発光原理
２．必要となる実験装置とその用途
　2.1　アノードガラス基板の製作　/2.2　カソードガラス基板の製作
３．各種電子源の形成　/　４．実験用デバイスの作製
５．発光させてみる　/６．発光効率、輝度寿命の評価、その他の評価
７．今後のFEDの研究のポイント
第９章　PDP用保護膜，蛍光体に関するシミュレーション
１. 不純物ドープしたMgO保護膜の電子状態解析
２. MgO保護膜の二次電子放出係数予測シミュレータの開発
３. 電場印加によるMgO保護膜の構造破壊プロセス
４．スパッタリングによるMgO保護膜の構造破壊プロセス
５．BAM:Eu2+青色蛍光体材料の電子状態解析
第10章　透明導電膜開発のための
　　　　　　　　　基礎技術・装置・測定、評価法
１．ラボレベルで透明導電膜を作る動機
２．成膜装置とそのコスト
３．透明導電膜作製における様々な留意点
　・ターゲット　　・基板　・酸素量の微量制御
　・スパッタ法　　・PLD法
４．ITO以外の透明導電膜作製
５．特性評価法
　5.1　X線回折法による結晶状態解析　/　5.2　薄膜の分類
　5.3　2次元検出器型X線回折装置　/5.4　組成定量分析
第11章　低ダメージスパッタ装置
～発光デバイス（有機ＥＬ）用のＩＴＯ薄膜特性と作製例
１．透明導電膜全般　　２．有機ＥＬ用透明導電膜
第12章　 薄膜トランジスタ
１． 薄膜トランジスタの動作原理
２． 薄膜トランジスタの種類・構造
３．アクティブマトリクス型有機ELディスプレイの動作原理
４．ラボレベルでの実験装置・実験方法
５．薄膜トランジスタの特性評価・経時劣化
６．有機ELディスプレイパネルの開発事例
７．今後の薄膜トランジスタの研究開発 

　発光素子・デバイスの研究初期・
導入段階（または、新規参入を考え
ている研究者）において、どのよう
な装置を用意する必要があるのか？
　サンプル作成法は？　その評価・
測定法は？　必要な予備知識は？コ
ストは？　等について、教科書的で
はなく、普段専門の研究者がおこな
っている実験フローに則り、より実
務に即した形で解説しております。

★ご回覧下さい★ 情報機構

第一線の研究者が日常、現場でどのような方法で研究、探索をしているかが分かる！

「必要となる実験装置・治具」、「実験用回路」、「実際に発光させてみる」「評価装置」

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名　　　　　【BB080303】

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX



★ご回覧下さい★ 情報機構

発刊 2008年3月
体裁 Ｂ5判675頁 
定価69,000円(+税)　

ロールtoロール要素技術と可能性

  ～バッチ処理からの脱却と量産化～
●田邊 裕史((株)クラレ)●杉山 征人(京都中央工科専門学校)●沼倉 研史(DKNリサーチ)●角田 光雄/大和田 薫(文化女子大学)●玉垣 浩((株)神戸製鋼所)●生水 利明(オリンパス(株))●黒田 真一(群馬大学)

●清水 利寛(若狭電機産業(株))●近藤 隆博(三井化学(株))●藤 徹((株)トーツヤ・エコー)●吉野 清隆((株)ハイテック)●大森 克洋((株)ヒラノテクシード)●永井 定夫(寿フォーム印刷(株))

●向井 範昭((株)日立プラントテクノロジー)●村野 俊次(3DPowers,Inc.(株))●後藤 博史(東芝機械(株))●寺田 要(三菱電機(株))●三谷 修造(旭化成エンジニアリング(株))●伊藤 伍郎((株)イトウ六)

●布施 正樹((株)メック)●櫛屋 勝巳(昭和シェル石油(株))●川井 若浩(オムロン(株)))●川村 裕明((株)アルバック)●渡辺 二郎(凸版印刷(株))●中沢 敏志((株)テクノスタット工業)●江澤 道広(GE Plastics)●横田 俊雄(リンテック(株))

●木原 秀太/大石 實雄(三菱ガス化学(株))●冨士川 尚男(エア・ウォーター(株))●山辺 秀敏(住友金属鉱山(株))●堀 照夫(福井大学)●小林 大介(東海商事(株))

第1章 RtoRの概要　第1節 RtoRの概要と可能性
RtoRプロセスとは/RtoRプロセスに適した製膜・製造技術/表面処理/ラミネート/コーティング/印刷
バッチプロセスとの比較/RtoRプロセス有望アプリケーションとその可能性/有機EL/太陽電池/電子ペーパー/液晶ディスプレイ
第2節 ロールの構造と製造法
ロールの機能・構造/シェルの材料/シェル表面粗度/張力と張力制御
ウェブとロールの関係/ロールの温度制御/スプレッドロール
第3節 設備設計 薄膜形成技術/めっき法/コーティング法/工場設計/クリーンルーム/他
第4節 コスト比較　コスト計算の基本/設備投資および設備費/労務費/生産量

比例費/コスト比較とコスト低減/各プロセス間でタクトタイムが違う場合の対応

第2章 ロール・ツー・ロール(RTR)によるフレキシブル基板の製造可能性と課題
基本製造プロセス/TAB回路、COF回路/RTRの長所と短所/RTRラインをどのように設計するか

製造工程のRTR技術/材料/ ビアホール穴あけ/スルーホール用銅めっき/エッチングレジストのコーティング

パタンの焼き付け/エッチングレジストのスクリーン印刷/現像、エッチング、レジスト剥離/他

第3章 RtoRによる成膜・製造技術
第1節 ロールtoロール技術による基板高分子フィルムと薄膜の密着性
製膜における基本的な考え方/密着性と基板高分子フィルムの性質
密着性と界面における相互作用/薄膜の密着性/密着性を大きくするために/他
第2節 スパッタリング法
RtoRスパッタリング装置/スパッタ蒸発源(カソード)/前処理機構
フィルム搬送系・真空排気系/RtoRスパッタリングの適用用途
第3節 真空蒸着法 電子ビーム蒸着/抵抗加熱蒸着
第4節 イオンプレーティング法 第5節 プラズマCVD法
原理/RtoRプラズマCVD装置の例/平行平板型/PDP型プラズマCVD/他
第6節 ウェットコーティング法
塗って作る部品製造/濡れ性の改善/ロールコートのレオロジー/コーターの実際
乾燥・硬化の実践理論
第7節 電鋳法によるロール金型製作
製作の流れ/転写工程/高精度転写/マスター素材/ロール電鋳金型/今後の課題/他
第8節 各成膜方法の特徴・長所/短所等
蒸発系/スパッタリング系/プラズマCVD/Cat-CVD法/PVD法とCVD法の比較
溶液法/めっき/コーティング法/他
第9節 RtoRによる膜外観や膜無し部分の発生対策
基板/異物の分析/気相・液相成膜プロセスでの異物/ピンホール/気相・液相成膜プロセスにおける外観欠陥
第10節 成膜中のフィルム挙動
フィルムからの水分放出/カール・シワ/カールの測定/内部応力の評価/シワ発生の要因と対策/他

第11節 成膜速度における考察～計算方法・成膜速度の限界等～
第12節 厚みの考察～プラスチックへの薄膜形成の厚みの限界等～
第13節 フィルムの熱負け抑制技術
第14節 成膜生産性の向上のための工夫
第15節 成膜シミュレーション技術
第16節 接着性樹脂を用いた押出ラミネーション成形技術
接着性樹脂の構造と接着原理/押出ラミネーション技術への接着性樹脂の適用
押出ラミネーション用接着性樹脂の特徴/接着力向上の方策
第17節 ウェブとウェブの貼り合わせを行うドライラミネーション工程
コロナ放電処理技術/表面の濡れとは？/原理/実際の処理レベルについて/問題点
帯電防止コート技術/バリアー性向上のための蒸着技術
印刷適性や接着性向上のための易接着化コーティング技術/実用事例/他
第4章 RtoR露光・塗工装置技術 第1節 RtoR露光装置技術
RtoR露光装置システム導入のポイント/RtoR露光装置の両面露光方式
テンションコントロール/蛇行制御/RtoR露光装置における露光方式の種類/他
第2節 RtoR用塗工装置技術
第5章 RtoR実装・印刷技術 第1節 ACPペーストを用いたRtoR
～フリップチップボンディングによるRF-IDインレーの実装～
実装方法の適材適所/ACPを用いたフリップチップ実装の詳細な説明
RtoR実装/アンテナ基材/RtoR設備のポイント/他

第2節 RtoR印刷技術
第2項 非接触印刷法／低印圧印刷法(インクジェット、スプレー等の新規技術)
印刷方法の構造比較/インクジェットとその他の印刷法の性能・課題比較
インクジェットヘッド基本構造/インクジェット液滴吐出時問題点/他
第3節 枚葉設備～枚葉設備に対するRtoR設備の利点・欠点等～
枚葉式オフセット印刷/枚葉式シルクスクリーン印刷/ウェブ式グラビア印刷
ウェブ式フレキソ印刷/軟包装用印刷の種々の方式と今後の方向性
第4節 RtoR式UVナノインプリントプロセス
RtoR式UVナノインプリント/プロセス装置とパラメータ/モールドの種類とパターン転写結果/他
第6章 RtoR搬送・制御技術～搬送精度の向上のために～
第1節 RtoR搬送・制御技術
搬送技術の概要～厚みが不均一なフィルムを安定に走行させるための工夫等を含めて～
搬送技術全般/材料・加工・装置要因/要素技術/RolltoRoll搬送機構
蛇行防止・修正技術/擦れ傷防止方法/異物・ゴミ対策
～洗浄・ウェット処理・設備メンテナンス・ロール汚れ防止策・
装置オイル等によるフィルム汚染対策、帯電防止対策等も踏まえて～/他
第2節 テンション制御の基礎と制御方式
テンション制御の物理学/トルクとは/トルクとテンションの関係
テンション制御方式とその特長/テンション検出方式/テンション制御機械の設計ポイント/他
第3節 巻取技術～巻品質の安定化を目指して～
巻取方式の種類/内部応力解析モデルの概要/内部応力計算例と張力制御プロファイル
空気層の取扱い/ロール内部応力に着目した巻取条件検討例/他
第7章 RtoRスリッティング～スリット品質向上のために～
切る作業/巻き取る作業/作業環境/作業標準/準備確認作業/スタート前/今後の課題/他
第8章 RtoR評価・検査方法 第1節 インライン測定による検査
第2節 精度保証の考察　　
第3節 光学フィルムの検査装置技術
検査対象/装置構成/画像処理技術/.センシング技術/他
第9章 RtoR応用事例～今後の課題も踏まえて～第1節 最終製品
第1項 ステンレス鋼箔を基板とした軽量フレキシブルCIS太陽電池の開発動向
RtoR方式によるCIS系薄膜太陽電池の製造法と現状・技術課題
第2項 ICタグ
ICタグの低コスト・大量生産技術/RtoR生産時の課題/今後の技術開発(プリンテッドICタグ)
第2節 部材 第1項 プラスチックフィルム上への透明導電膜成膜技術
基材としてのプラスチックフィルム/ITO成膜技術/プラスチックフィルム上へのITO成膜
巻取り成膜装置でのITO成膜例/今後の課題
第2項 反射防止フィルム
反射防止フイルムの材料設計/RtoRによる反射防止フイルムの構成＆特性及び製造方法/今後の技術課題
第3項 高分子型ポリマーアロイによる永久帯電防止フイルム
第4項 フレキシブル有機EL向けレキサン・バリアフィルムについて
第5項 透明ポリイミドフィルム
第6項 断熱フィルム(ウインドーフィルム)
断熱フィルムの特徴と効果/製法/基材/ドライ・ウェットコーティング/.他
第10章 プラスチック基板以外のRtoR技術
第1節 ステンレス基板に対する各種成膜技術
ステンレス基板の特徴/ステンレス鋼の代表的種類、機械的・物理的性質及び耐食性/他
第2節 ステンレス鋼用RtoR表面処理
ステンレス鋼のRtoR皮膜用表面処理/酸浸漬及び陽極酸化処理/他
第3節 繊維製品製造のためのRtoR技術
繊維の染色・加工機の分類/糸染め/布染め/非連続装置/半連続法/連続法/他
第11章 Roll to Rollプロセス適用市場
市場規模推移（2006年～2015年予測）/LCD/有機ELディスプレイ
電子ペーパー/太陽電池/主要原反メーカーと関連加工メーカー動向/他
巻末資料　RFID(ICタグ回路)製造におけるRtoR印刷工法比較
各種印刷技術による回路形成テスト比較と課題・結果/グラビア印刷/フレキソ印刷/スクリーン印刷/他
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（書籍申し込み要領）
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★ この１冊で 『 腐食 』 を 攻 略！

金属腐食

●原 信義(東北大学)●藤井 哲雄((有)コロージョンテック)●宮本 博之(同志社大学)●野田 和彦(芝浦工業大学)●半田隆夫(東日本電信電話㈱)●篠原 正((独）物質･材料研究機構)

●幸 英昭(住友金属工業㈱) ●三浦健蔵(㈱三造試験センター）●高林 純一((有)高義興産)●高谷 泰之(兵庫県立工業技術センター)●増田 道弘(㈱トウペ)●吉原 佐知雄(宇都宮大学)

●小林 征男(小林技術士事務所)●安達 健二(㈱東芝)●篠田修和(JFEテクノリサーチ㈱)●福山誠司((独)産業技術総合研究所)●日野 実(岡山県工業技術センター)

●村上 弘明(岡山県工業技術センター)●竹本 正(大阪大学)●平尾 浩彦(四国化成工業㈱)●塚田虎之(ローム㈱)●中津 美智代(福井県工業技術センター)●中原 正大(旭化成エンジニアリング㈱)

●鈴木 幸雄(東洋製罐㈱)●宮澤正純(三菱化学㈱)●室井髙城(エヌ・イーケムキャット㈱)●小野寺誠一（ソニー㈱)●中森正治((株)高温腐食・防食テクノサーチ)

■■■■■■■■執筆者一覧（敬称略）

【巻末：よくある Ｑ＆Ａ集 付！】

ガイドブック実 践
～ 具体的 な 適用･実地例 からみる 劣化要因 と 防食 ノウハウ ～

＞＜

1.腐食反応と温度の関係/2.相対湿度と腐食特性
3.金属表面の粗さ・傷による腐食/4.実用耐食材料の腐食特性の考え方

第３章 金属材料の腐食特性　 

第４章 腐食反応に関わる解析例　

第１章　金属の腐食の基礎

第２章　腐食の特徴・原因とその実例 

第１章　電子機器を実例とした電子材料・部品の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腐食劣化要因及び対策 　　
1.電子材料・部品の腐食の特徴（腐食劣化機構）
2.材料の違いによる腐食の度合い/3.環境による腐食への影響
4．金属接点の腐食と接触不良対策

第２章 腐食試験と試験後の各種評価事例　
第１節　腐食試験法と耐食性の評価
1.腐食試験の種類・目的とその適用時の留意点
2.耐食性評価のための各種実験室的腐食試験法
　2.1 全面腐食試験/2.2 孔食試験/2.3 隙間腐食試験
　2.4粒界腐食試験/2.5 応力腐食割れ試験/2.6 異種金属接触腐食試験
3.パイロットプラント試験/4.実地試験

第２節　腐食損傷部材の調査解析Ⅰ
1.腐食損傷と調査/1.1腐食損傷/1.2損傷部材の調査
2.腐食損傷事例の調査解析/2.1スタットボルトの折損　

1.全面腐食/2.局部腐食の概念/3.高温における腐食

1.湿食/1.1湿食の機構/1.2環境因子/1.3材料因子
2.乾食/2.1乾食の機構/2.2.1H2S，SO2環境

1.腐食反応の電気化学
2.腐食の熱力学に関する計算　～電位－pH図の作成と利用～
3.腐食の速度論に関する計算/4.金属劣化推定のための電気化学的測定
5.金属局部腐食の評価/6.表面観察による金属腐食解析

第３節　腐食損傷部材の調査解析Ⅱ

第４節　金属腐食の電気化学測定法
1.腐食電位/2.定電位，定電流法/3.電位走査法 
4.電気化学インピーダンス法 /5.腐食質量減の測定
6.異種金属のカップリング電流
第５節　大気腐食環境の測定・評価　
1.大気腐食における水の役割/2.大気腐食の測定法・評価法
 2.1腐食挙動のモニタリング/2.2環境因子のモニタリング
 2.3ACMセンサによる環境腐食性の評価

1.目標と期限の設定/2.関連情報の収集/3.事故機器の予備的現地調査
4.腐食原因の予測と調査計画の立案/5.現地での試料採取
6.試料の分析/7.再現腐食試験/8.再発防止策の立案

第３章　防食対策 ～実例と留意点～
第１節  流れによる腐食損傷と防止対策　　
第２節　環境条件による防食
1.硫酸露点腐食と防止対策/2.水分混入による腐食と防止対策

第４節　光触媒による防食
             －鉄クロム合金めっきへの適用例を中心に－　　

第５節　導電性高分子による防食
1.導電性高分子の種類と特徴/2.ポリアニリンによる鉄鋼材料の防食
3.導電性高分子による防食機構　

第４章  電子部品の信頼性評価試験

第５章＜原因別＞腐食の実例と対応策
第1節　すきま腐食

1.腐食の実例/2.対応策

1.方法
  1.1試料作製方法/1.2耐食性試験/2.結果と考察

1.塗膜の防食機能/2.塗装システムと耐久性
3.塗装による防食設計と留意点
4.最近の防食塗料の動向/4.1鉛・クロムフリーさび止めペイント

第３節　塗装による防食

1.使用環境と加速試験の考え方/1.3.2プリント基板・部品の寿命と故障モード
2.信頼性加速試験の種類と試験例/2.1加速試験の種類/2.2加速試験例
3.環境に起因した部品故障/3.1半導体デバイスの場合/3.2プリント基板の断線
3.3コネクタ接触部の腐食/4.環境モニタリングと環境評価方法
4.1腐食性ガスによる影響/5.洗浄による腐食対策と延命化/5.1基板の洗浄

第２節　異種金属接触腐食
1.異種金属接触腐食の電気化学的機構/2.腐食電位列
3.めっき皮膜/4.異種金属接触腐食の防止法
　第３節　水素脆化
1.引張性質/2.破壊靭性/3.疲労き裂進展

第４節　イオンマイグレーション
第６章　＜事例別＞腐食損傷の評価と
　　　　　　　　　　　　　　　　腐食が起こらないための対策第１節  めっき
1.めっきの特徴/2.防食めっき
　2.1防食めっきの種類/2.1.1犠牲防食型めっき/2.1.2バリヤ型耐食性めっき
3.防食を目的としためっきの例
　3.1Zn系合金めっき/3.2マグネシウム合金へのめっき

第３節　プリント配線板
1.表面処理剤の種類/2.水溶性プレフラックスについて
3.水溶性プレフラックスの化学/4.はんだ付け特性/5.処理方法

第２節　鉛フリーはんだ付継手の腐食および電気化学的損傷

第４節 チップ抵抗器の腐食
1.チップ抵抗器の概要/2.厚膜抵抗器/3.薄膜抵抗器
4.金属板チップ抵抗器/5.その他の腐食事例

第５節  繊維製造設備におけるステンレス鋼の腐食　
1.304ステンレス鋼のハイドロサルファイトによる腐食
2.13Crステンレス鋼製部品ヘルドの腐食

第７節　化学プラントにおけるステンレス鋼の
                                   　腐食事例とその防止策　　　

第６節　缶詰の腐食とその防食対策　

第８節　化学プラントにおける腐食と対策
1.化学プラントにおける設備構成と求められる機能
2.化学プラントにおける使用材料の種類/3.化学プラントにおける腐食形態
4.化学プラントにおける腐食対策/5.腐食モニタリングによる腐食対策

第９節　触媒における劣化と対策
1.工業触媒/2.工業触媒の劣化/3.触媒毒/4.触媒自体の変化
5.劣化対策/5.1触媒毒対策/5.2凝集と対策/5.2.1凝集現象
　5.4 金属の溶出と防止対策/5.4.1 溶出/5.4.2 溶出対策/5.5 合金化触媒
 

1.金属容器の構造と種類及び適用材料/2.金属容器用金属材料
3.金属容器用有機材料/4.缶詰の代表的腐食形態
5.金属容器の製品化フロー/6.缶詰に見られる腐食の概説
7.内容物の金属材料に対する腐食性評価例
8.金属容器の品質評価/9.缶詰外面錆について

1.ステンレス鋼の腐食事例
2.装置や配管の外面/3.冷却水環境からの応力腐食割れ
4.プロセス環境から劣化や損傷/5.高温環境（硫酸露点腐食）

1.鉛フリーはんだ継手の信頼性の分類
2.腐食・電気化学的損傷/2.1電気化学的損傷の分類
　 

実例からみる腐食損傷の評価と事前策！
プリント配線板/チップ抵抗器/めっき/鉛フリーはんだ継手/塗装/化学プラント/缶詰/導電性高分子/光触媒/工業触媒･･･

『 避けて通れない 』 金属腐食 ～ その対応策・防食方法とは！★実務必須★

　他、 環境モニタリング・測定と評価 ／ 信頼性評価試験 ／ 防食対策 ／腐食試験・試験後の評価事例 etc

＜基礎編＞

＜実務編＞

第10節　磁気テープ

1.磁気テープの構造、特性/2.酸化、腐食の評価/2.1磁化の測定
2.2電磁変換特性/2.3酸化、腐食のモデル/3.対策

★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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薄膜の応力・密着性・剥離
トラブルハンドブック

　9,975円
　普及価格にて
　　ご提供！

★薄膜を取扱ための必携本！
★できるだけ簡単な数式を使用し説明！
★現場トラブルを解決する３０以上のＱ＆Ａ付き！

●表面・界面を評価、分析するポイント！
●現場では聞けない＆聞く人がいない
●膜の剥離・剥がれ・割れにはどう対応するの？

●良質の膜とは、その作製法とは！
●薄膜プロセスによる応力の発現機構を理解！ 

　　　・・・そんな人のための一冊！

＜Ｑ＆Ａ集付＞

第1章　薄膜の応力
１．　薄膜における応力の考え方　　
　1.1　薄膜が薄膜たる所以　　
　1.2　歪みと応力の関係　　
　1.3　薄膜におけるマクロな変形：引張応力と圧縮応力
　1.4　マクロな変形量と膜応力との関係：Stoneyの式
２．　固有応力と外部応力
３．　薄膜応力の発生要因
４．　ミクロな欠陥導入や歪みと薄膜形成初期の応力発生
　　　メカニズム　　
　4.1　結晶性材料における構造欠陥　　
　4.2　薄膜／基板界面の歪み構造　　
　4.3　薄膜の成長機構　　
　4.4　核形成と初期過程における応力の発生メカニズム
　4.5　島状成長（多結晶薄膜）の初期形成過程での応力
　　　 発生メカニズム　　
　4.6　カラム成長に移行した段階での応力発生メカニズム
５．　ミクロ・マクロな体積変化と応力発生メカニズム
６．　熱応力とマクロな寸法変化のメカニズム　　
７．　応力緩和とそのメカニズム　　
　7.1　薄膜形成時におこる応力緩和とその挙動　　
　7.2　薄膜形成時に支配的な応力
８．　マクロな薄膜構造の膜応力への影響　　
　8.1　パターン加工された薄膜でのエッジ効果　　
　8.2　積層膜における膜応力まとめ
第２章　薄膜の密着力
１．　薄膜の密着力とは：表面・界面に働く力と界面の構造
　1.1　界面の形態および構造　　
　1.2　表面粗化の効果　　
　1.3　表面エネルギーと密着力　　
　1.4　密着力の実体　　
　1.5　現実の界面構造の直接観察
２．　板と薄膜の密着および剥離の考え方 　　
　2.1　密着性へのアプローチ方法　　
　2.2　どこで剥離がおこるのか
  2.3　密着力に影響を与える要因　　
　2.4　膜厚効果について
３．　種材料界面における結合状態　　
第３章　薄膜形成プロセスと応力・密着性制御
１．　薄膜材料を作成する過程
２．　各種薄膜形成法の特徴と比較　　
　2.1　薄膜の形成方法　　
　2.2　スパッタ法と蒸着法の相違　　
　2.3　スパッタ法とメッキ法の成膜パラメータ比較　　
　2.4　成膜方法の選択
３．　薄膜の形成過程：スパッタリング成膜を例として　　
　3.1　スパッタリング法における薄膜形成　　
　3.2　ターゲットがスパッタリングされる過程　　
　3.3　基板に到着するまでの輸送過程　　
　3.4　基板表面での付着過程
４．　成膜パラメータと薄膜応力への影響　　
５．　成膜時の照射効果と膜質・膜応力への影響　　

5.1　イオン・高エネルギー粒子源と照射の効果　　
　5.2　照射時の表面現象　　
　5.3　照射効果による膜質・膜特性の変化
６．　成膜前の基材処理と密着力
７．　プロセス最適化と応力制御の考え方まとめ　
第４章　膜質の分析評価
１．　分析評価をおこなう場合のポイント　　
　1.1　なぜ膜質を分析評価するのか　　
　1.2　薄膜の分析解析における障害　　
　1.3　分析解析を実施する場合の一般的注意
２．　薄膜の膜質の評価技術　　
　2.1　プローブを利用した分析手法　　
　2.2　表面・界面の評価　　
　2.3　構成物質の評価　　
　2.4　マクロな構造の分析評価　　
　2.5　超微細構造の分析評価まとめ
第５章　膜応力・密着力の評価方法と測定におけるポイント
１．　応力測定の意味
２．　膜応力の評価方法の実際と測定上の注意点　　
　2.1 直接的測定法：X線回折法　　　
　　2.1.1　測定の概略　　　
　　2.1.2　測定上の注意点　　　
　　2.1.3　界面近傍における応力測定　　
　2.2 間接的測定法：ラマン分光法　　　
　　2.2.1　測定の概略　　　
　　2.2.2　測定上の注意点　　　
　　2.2.3　薄膜形成により基板に生じる応力分布の測定例
　2.3マクロな測定法：基板曲率法　　　
　　2.3.1　測定の概略　　　
　　2.3.2　測定上の注意点
３．密着力の評価方法と測定におけるポイント　　
　3.1　剥離仕事と密着力の測定法　　
　3.2　引張テスト　　
　3.3　せん断テスト　　
　3.4　スクラッチ(Scratch test)法　　
　3.5　測定された密着力の意味　　
　3.6　膜厚の影響 
第６章　薄膜の剥離について 
１．　膜剥離と破壊の形態 
２．　離要因と原因の追究手法：ケーススタディ　　
　2.1　剥離要因の解析手法　　
　2.2　アモルファスカーボンの剥離の問題　　
　2.3　観察される剥離現象　　
　2.4　密着力に影響を与えている因子と改善の経緯　　
　2.5　どこで剥離したかの観察　　
　2.6　なぜ剥離したかの解析　　
　2.7　密着性改善指針の策定
３．　密着性改善手法の背後にある考え方
４．　密着性改善のための具体的方策　　
　4.1　表面の清浄化・活性化　　
　4.2　表面修飾剤　　
　4.3　中間層　　
　4.4　構造改質
第７章　薄膜におけるその他のトラブル：薄膜表面の微小欠陥
１．　ピンホールの発生要因と対策　　
　1.1　形態と特徴　　  1.2　発生要因　　
　1.3　対策
２．　パーティクルの発生要因と対策　　
　2.1　形態と特徴　　 2.2　発生要因　　2.3　対策
３．　ヒロック・ウイスカー・ボイドの発生要因と対策
　3.1　形態と特徴　　
　3.2　Al合金膜にみるヒロック・ウイスカーの形成過程
　3.3　Alヒロックの形成機構

◆◇Ｑ＆Ａ◆◇(巻末掲載)

●応力基礎　

　・膜の密度は応力には関係ないのでしょうか？　

　・アモルファス化により膜応力の発生を低減できるの

　　はなぜでしょうか？　

　・ガス不純物の混入により応力はどうなりますか？　

　・薄膜の弾性歪みエネルギーについて教えてください？　

　・ニ軸弾性係数の意味を教えてください？　

　・メッキ膜の応力発生機構は気相形成膜と異なりますか？

●密着力基礎　

　・膜厚が数十μｍや数百μｍになったときに密着性に

　　関する取扱はどのように変わりますか？　

　・樹脂材料を用いた場合に使われる接着力と薄膜での

　　密着力とは同じものでしょうか？

●成膜プロセス　

　・プラズマを利用して成膜でのプラズマパラメータの

　　測定はどのようにしたらよいのですか？　

　・プローブ法でグロー放電プラズマを評価した場合に

　　はどのような情報が得られるのですか？　　

　・酸化物膜などの反応性スパッタリングにおける膜質

　　の不安定性はどうしておこるのですか？その対策？　

　・成膜速度はどのような成膜パラメータと関係してい

　　るのでしょうか？　

　・成膜速度は膜応力へどのような影響をおよぼしますか？

●応力･密着力測定　

　・X線応力測定の実際について具体的に教えてください？　

  ・3点曲げ試験による密着力評価について教えてください？

　・基板曲率法で応力の温度変化を測定したデータの再現　

 　性が乏しいのですがどのような原因が考えられますか？

●剥離・密着性改善　

　・薄膜にクラックが生じました。どのように対処すれ

　　ばよいでしょうか？ 　

　・金属スパッタ膜間の密着性のバラツキはどうしてお

　　こるのでしょうか？　

　・薄膜を熱処理する場合の膜応力に関連して注意すべ

　　き点について教えてください？　

　・スパッタ成膜したときに、基板を変えてもいつも特

　　定の場所で剥離するのですがどのような原因が考え

　　られますか？

●その他トラブル　

　・ヒロックとウイスカーは同じものと考えていいので

　　しょうか？　

　・ヒロックやウイスカーが発生するとデバイスの機能

　　に悪影響を及ぼすことはないのでしょうか？　

　　・膜応力によってデバイス特性や膜特性が変化するこ

　　とがありますか？　

　・薄膜がいつもと違う色になりました。どうすればよ

　　いでしょうか？　

　・気相形成膜で膜厚分布を均一化するのにはどうした

　　らよいですか？　

　・Stoneyの式はどのように導出するのでしょうか？

       薄膜の応力・密着性・剥離 トラブルハンドブック　書籍
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＜掲載内容＞

◆攪拌のトラブル要因とその解決策は？→ 付着／バッチプロセス ／投入時･排出時／温度ムラ･伝熱不良･･･
　 →邪魔板の効果と弊害／パラメータ変動の決定方法／時間短縮のための方法

　　  せん断力の影響／工業化へのスケールアップ／粘度にばらつきのある製品

◆製品用途での事例も詳説！
　 →塗料･インキ／接着剤･粘着剤／化粧品／医薬品／食品

◆攪拌の目的に応じたスケールアップ方法とは？
　 →均一混合／分散／沈降防止／溶解／気体分散･･･

　　  液－液系／固－液系／気－液系／気－液－固系／伝熱を伴う攪拌･･･

発刊：２００７年１０月末　定価：\57,000+税 体裁：Ｂ５判 ２４５頁

＜操作事例／製品用途を踏まえた＞

攪 拌 技術 とトラブル解決

　　　　　　　＝他、内容多数！＝

☆製造プロセス／粒子径に応じた攪拌装置の選定！
☆各種攪拌翼の種類と特長、選定･設計ポイントは？
☆攪拌槽の形状の相違に伴う混合時間は？
☆付帯設備の形状に伴う攪拌効果の違いは！
☆乳化／晶析と攪拌操作、攪拌を伴う乾燥機
☆非定常攪拌機と定常攪拌機の比較事例、など･･･

 第１章 撹拌操作の概要
 1.撹拌の目的と手段/1.1撹拌の目的/1.2撹拌槽の構成/1.3撹拌翼の種類
  1.4大型翼について/1.5撹拌に使用される主な無次元数
  1.6.撹拌の基本である撹拌所要動力
 2.いろいろな撹拌技術/2.1静止型ミキサー/2.2上下振動円盤撹拌
  2.3低周波振動撹拌/2.4揺動撹拌/2.5ジェット撹拌

 第２章 攪拌装置 -スケールアップ・問題点とその対策-
 1.攪拌装置の分類と構成要素/1.1バッチ式と連続式
　1.2製品の物性に関連した分類/1.3攪拌装置の仕様や機能による分類
 2.攪拌操作条件の設定
 3.攪拌目的とスケールアップおよび評価方法
　3.1攪拌目的/3.2スケールアップおよび評価方法
 4.攪拌装置の選定/4.1製品の物性に応じた攪拌装置の選定
  4.2製造プロセスに応じた攪拌機の選定/4.3粒子径に応じた攪拌装置の選定　　　

 第３章 撹拌翼形状の最適選定
 1.撹拌翼形状選定の考え方/2.各種撹拌翼の種類と特長
 3.撹拌翼の設計ポイント
　3.1翼径に関して/3.2翼段数について/3.3翼取り付け位置に関して

 第４章 高効率化･高品質化のための攪拌槽の設計･選定
 1.攪拌槽の形状と付帯設備/1.1撹拌槽/1.2邪魔板/1.3撹拌翼
 2.攪拌槽の形状の相違に伴う混合時間
　2.1槽底形状が混合時間に及ぼす影響/2.2横型円筒槽の混合時間
 3.付帯設備の形状に伴う攪拌効果の違いと選び方のポイント
　3.1固液混合に及ぼす付帯設備の影響
　3.2気液混合に及ぼすスパージャーの影響

 第５章 撹拌にかかわる計算とスケールアップ
 第１節 撹拌にかかわる計算とスケールアップ
 1.撹拌にかかわる計算
 　1.1撹拌レイノルズ数/1.2撹拌動力の計算/1.3吐出量及び循環量の計算
 2.撹拌操作におけるスケールアップ
 　2.1撹拌装置のスケールアップ概説/2.2撹拌機のスケールアップ方法
 　2.3P/V一定のスケールアップの問題点
 　2.4P/V一定で発生する問題解決の一例(P/VとQ/Vを同時に成立させる条件）　　
　 2.5各撹拌目的とスケールアップ
 第２節 スロッシングはどのような条件で発生するか
 1.スロッシングの固有振動数/2.縦スロッシング

 第６章 攪拌操作の事例と問題点の解決
 第１節 晶析と撹拌操作
 1.過飽和と晶析操作/1.1過飽和とは/1.2過飽和を作る方法　

　1.3過飽和と結晶析出/1.4過飽和と結晶成長
 2.結晶析出と成長に及ぼす攪拌の役割
　2.1バッチ晶析/2.2連続晶析
 3.結晶粒径に及ぼす攪拌の影響
　3.1操作過飽和度/3.2滞留時間/3.3スラリー濃度/3.4結晶破砕
 4.晶析操作のトラブルと攪拌の効果/4.1結晶微粒化/4.2結晶付着/4.3閉塞
第２節 乳化と攪拌操作
 1.普通乳化法/2.転相乳化法/3.連続乳化法/4.減圧乳化法
第３節 攪拌を伴う各種乾燥機
 1.攪拌機付乾燥機/2.気流攪拌による乾燥機　
 3.熱風によって処理物を流動化する乾燥装置
 4.熱風により処理物を飛ばす方法/5.その他の攪拌機付乾燥機
第４節 製品用途での事例
 第１項 塗料・インキ
 1.撹拌操作の目的
 2.液－固 攪拌系での事例/2.1High Speed Disperser(ＨＳＤ)
　2.2ＨＳＤによる顔料の分散時間短縮
　2.3ＨＳＤ攪拌条件と塗膜性能への影響
 3.液－液 攪拌系での事例
　3.1乳化分散系でのスケールアップ/3.2攪拌条件と塗料の品質バラツキ
 第２項 接着剤、粘着剤
 1.接着剤、粘着剤
　1.1接着、粘着のメカニズム/1.2接着剤、粘着剤の組成
 2.接着剤、粘着剤のレオロジー：硬化プロセスの解析
 3.ゴム系粘着剤における相容性と粘着物性との因果関係
 第３項 化粧品
 1.基礎化粧品/1.1石鹸/1.2クリーム、乳液等エマルション類
 2.仕上げ化粧品/2.1油類＋色顔料系製品
　2.2油相(油＋色顔料＋分散剤)と水相のエマルション系製品
 第４項 医薬品
 1.増粘剤/1.1カルボマーの溶解操作/1.2小スケールのバッチ式の場合
  1.3大スケールのバッチ式の場合/1.4極性有機溶媒中へのカルボマーの分散
　1.5非水溶性溶媒へのカルボマーの分散/1.6カルボマーの粉体混合
　1.7最適分散条件/1.8増粘の機構
 2.乳化とは/2.1乳化系における粒子径および粒度分布の重要性
　2.2工程中の乳化状態/2.3界面活性剤
 3.スケールアップ/3.1スケールアップ因子/3.2攪拌機のスケールアップ方法
 第５項 食品における攪拌
 1.食用油脂加工品における攪拌/1.1製菓、製パン用乳化油脂について
 2.スポンジケーキ用乳化油脂の製造と攪拌/2.1スポンジケーキ用乳化油脂の製造　

  2.2スポンジケーキ用乳化油脂製造における攪拌翼の影響
　2.3翼長、撹拌時間の影響/2.4スケールアップ上の問題点

第７章　非定常攪拌機の適合性と評価
 1.「定常攪拌」と「非定常攪拌」との違い・そのメリット
 2.非定常攪拌技術の構成要素
 3.「定常攪拌機」と「非定常攪拌機」の事例での比較

第８章 攪拌トラブル対策
第１節 攪拌のトラブル要因とその解決策
 1.付着に関するトラブル/1.1バッチ操作において
　1.2付着面積の縮小/1.3流れの均一化/1.4表面仕上げ
 2.バッチプロセスでのトラブル/2.1濃縮プロセスでの伝熱面積の縮小
　2.2タンクスケールアップ時の仕込量に対する伝熱面積の減少
　2.3トルク不足/2.4攪拌不良
 3.混合の不均一をなくすために
　3.1高粘度の場合に、投入順序や投入方法の変更によって対応する
　3.2比重差の大きい液体の混合
 4.投入時・排出時のトラブル/4.1投入時のトラブル/4.2排出時のトラブル
 5.温度ムラや伝熱不良を起こさないために
　5.1温度境界膜を効率良く掻取る/5.2温度センサーの取付け
 6.撹拌時間短縮のための方法（ホモミキサーの場合）
 7.小試験スケールから工業化へのスケールアップ
 8.スケールアップ時のパラメータ変動の決定方法
 9.粘度にばらつきのある製品のうまい攪拌法
 10.せん断力に影響されやすい製品の攪拌混合法/11.攪拌が均一かどうかの確認方法
第２節 可変速撹拌機設計・使用上の留意点とトラブル事例
 1.可変速撹拌機設計・使用上の留意点
　1.1駆動側の出力特性と撹拌動力負荷特性との関係
　1.2危険回転数の問題/1.3インバータを使用する場合の注意点
 2.可変速撹拌機のトラブル事例/2.1出力特性と負荷特性に関わる事例
　2.2危険回転数に関わる事例(危険回転数計算と振動値の実測例）
第３節 邪魔板の効果と弊害について
第４節 異相系撹拌におけるトラブル
 1.沸騰系気－液－固三相撹拌槽内の蒸気と粒子の分散
 2.撹拌槽における低密度粒子と気体の分散
 3.粒子の凝集を評価するためのG値の使用について
 4.粒子浮遊限界撹拌速度Njsと粒子分散平衡撹拌速度Nus

第９章　新しい方式の攪拌装置
 1.既存の高速攪拌方式での壁/2.遠心力場の活用
 3.乳化・分散のメカニズム
 4.特長/4.1粒子サイズの制御/4.2粒子界面性質の制御　
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有機エレクトロニクスの展開
最新開発状況と実用化への課題

第１部　有機デバイスの開発状況と課題

第１章 有機ELの材料および分析技術の開発と今後の展開

第１節 有機ELの原理と構造

1. 有機ELの発光メカニズム

2. 有機ELの発光過程

3. 有機ＥＬのデバイス構造

3.1 薄膜積層構造 3.2 有機EL素子の電子構造

A) アノード、ホール注入 及びホール輸送材料

B) カソード、電子注入と電子輸送材料

C) 発光層、電荷バランス、及びキャリアの閉じ込め

D) 高分子発光材料

4. 三重項励起子の有効利用 - 燐光発光材料

5. 有機ELの課題

第２節 高性能有機EL素子を目指した新物質開発

1. 新規電子輸送材料の開発

1.1 ジアザフルオレン誘導体の合成研究

1.2 ジアザフルオレンπ電子拡張系の合成研究

1.3 5,10-ジヒドロ-1,9-ジアザシラントレンの合成研究

1.4 環状および非環状ビス

(2,5-ジフェニル-1,3,4-オキサジアゾール)の合成研究

2. 新規りん光錯体の開発

第３節 有機・無機ハイブリッドEL材料の開発

1. π共役高分子とシリカとのハイブリッド

2. ポリアリーレンビニレンとシリカとのハイブリッド

3. ポリチオフェンとシリカとのハイブリッド

4. ポリフルオレンとシリカとのハイブリッド

5. π共役高分子/シリカハイブリッドの薄膜化

第４節 低分子型有機EL材料の開発状況

1. 有機ELの開発経緯

2. 低分子型有機EL素子の構成

3. 青色発光材料

3.1 スチリル系青色材料 3.2 正孔材料の改良

3.3 青色ホスト材料の改良 3.4 フルカラー用純青色材料

3.5 新規青色発光材料の開発

4. 緑色発光材料の開発 5. 赤色発光材料の開発

6. 蛍光型3波長白色素子の開発

第５節 有機EL材料設計に対する量子化学的アプローチ

1. 光学特性に対する量子化学

1.1 低分子化合物 1.2 高分子化合物

2. 動的特性に対する量子化学

2.1 理論的背景と概要

2.1.1 電荷移動プロセス

2.1.2 電荷再結合プロセス

2.2 軌道振電相互作用解析による

 分子内再配置エネルギー（λin）の算出14)

2.2.1 振電相互作用結合定数と

 電子-フォノン相互作用結合定数

第６節 ＴＳＣ法による有機ＥＬ素子のトラップ準位の計測と劣化機構の解析

第７節 有機EL材料の精密解析技術と解析例－X線回折から固体NMRへ

1. 固体NMRの基礎 1.1 等方化学シフト

1.2 化学シフト異方性 (chemical shift anisotropy, CSA)

1.3 四極子相互作用

2. 固体27Al NMR測定 3. 固体13C NMR測定

4. 二次元二量子固体15N NMR測定

5. Alq3の発光特性

第８節 機器バックライト用途の製品応用展開

1. OLEDの特徴 2. OLEDの製法的特長と有機材料

3. 白色OLEDに特化した理由

4. 光源としての白色OLED

5. バックライティングの課題

第２章 有機トランジスタの開発状況

第１節 有機トランジスタのキャリア移動度の改善と応用

1. 有機トランジスタの構造と動作原理

2. 有機半導体材料

2.1 低分子系有機半導体材料

2.1.1 低分子系ｐ型半導体材料

① アセン系材料 ② フタロシアニン系材料 ③ アミン系材料

2.1.2 低分子系ｎ型半導体材料

2.2 高分子系有機半導体材料

3. 代表的な有機トランジスタ特性と分子配向

3.1  低分子系有機半導体

3.2  高分子系有機半導体材料

第２節 フラーレンを用いた電界効果トランジスタの作製と動作制御

1. 有機FETのキャリアの極性、動作タイプ

2. フラーレンFETの構造と作製方法

3. フラーレンFETのデバイス動作

3.1. C60FETの動作特性 3.2. C60FETの動作原理

3.3. C60以外のフラーレンFET

4. フラーレンFETの動作制御・応用へ向けた設計

第３節 有機TFT応用に向けた高性能・高安定有機材料の開発

1. 含カルコゲノフェン縮合多環芳香族を用いた有機半導体材料

2. ジナフトチエノチオフェンの合成とFET特性

第３章 有機太陽電池の開発状況

第１節 有機太陽電池の動作機構の解明と実用化への課題

1. 有機薄膜中のキャリア生成機構

2. 有機薄膜太陽電池中のキャリア生成

2.1 バンドベンディングの有無 2.2 内部電場の役割り

3. 実用化への課題 － 内部電場の研究から言えること

第２節 色素増感太陽電池の（擬）固体化と高性能化

1. 構成と機構 2. 固体化、擬固体化に関する研究動向

3.1 ヨウ素レドックスイオンパスの構築

3.2 ハイブリッド型擬固体色素増感太陽電池

第２部 有機材料開発と作製技術の展開
第１章 有機材料の開発およびメカニズムの解明への取組み
第１節 有機物質の導電性と電子状態
はじめに（電子状態から見た導電性）
1.有機物質の導電性と電子状態
2.光電子分光法 3.ケーススタディー
3.1 フタロシアニン錯体 3.2 導電性高分子 3.3 フラーレン錯体
第２節 有機半導体の光電物性の解明とその構造制御法
1.低分子材料の光電物性と構造制御
2.高分子材料の構造制御と光電物性
第３節 リサイクル可能な有機伝導体の開発
1.有機伝導体の基本構造と電子物性
2.ヨウ素結合による超分子構造の制御
3. ヨウ素結合で六方晶を構築する
 ：化学反応に参加する有機伝導体
第４節 有機半導体薄膜の核形成・成長に及ぼす
 ビシナルステップの効果
１．結晶化に求められる課題
２．水平配向した有機薄膜（PTCDA）の結晶化に及ぼすステップの効果
３．垂直配向した有機薄膜（pentacene）の結晶化に及ぼすステップの効果
第５節 ダイレクト・アブイニシオ分子動力学シミュレーション
 による有機分子デバイスの理論設計
１. ダイレクト・アブイニシオ分子動力学（MD）法とは
２. ナノ・グラフェン表面上におけるLiイオンの拡散ダイナミクス
３. フラーレン (C60) 表面上におけるLiイオンの拡散ダイナミクス
４. 固体中の原子およびイオンの拡散ダイナミクス
4.1 ダイアモンド中のプロトンの拡散ダイナミクス
4.2 シリコン中の水素原子の拡散ダイナミクス
5. 単一分子光スイッチング素子の開発： レチナールの光異性化ダイナミクス
第６節 量子化学シミュレーションによる有機分子デバイス開発
１．有機化合物への金属原子ドーピングの量子化学的概念
1.1 閉殻系における軌道相互作用（アルカリ土類金属(MgやCaなど)）
1.2 開殻系における軌道相互作用（アルカリ金属(Li, Naなど)や１３族(Al, Ga, Inなど)）
2. カルボニル化合物と金属原子の相互作用
2.1 フルオレノン-アルカリ金属錯体の電子状態
2.2 カルボニル化合物と１３族金属の相互作用
3. 水による失活メカニズム

第２章 有機デバイス応用へ向けた作製技術の展開
第１節 インクジェット方式による有機デバイスの作製プロセスと特性
1. IJP法を用いた自己整合IJP有機EL素子
2. 自己整合IJPプロセスの概略
3. ラミネートプロセスによる自己整合IJP有機EL素子
4. IJP法による自己整合有機ダイオード
4.1 IJP法による自己整合有機フォトダイオード
4.2 IJP法による自己整合有機多機能ダイオード
第２節 ナノポーラス膜形成法としてのミセル電解法とその光電変換デバイスへの応用
1. ミセル電解法（Micellar Disruption Method）
2. 光電変換デバイスへの応用 2.1 背景
2.2 ミセル電解法を用いた光電変換素子
第３節 導電性高分子ワイヤーによるデバイス作製
1. 電気化学エピタキシャル重合による表面上での単一分子細線作製
1.1 モノマー・ヨウ素混合法による表面重合
1.2 表面核埋込法による表面重合
2. ２種類の分子ワイヤーの表面上での連結

●有機ＥＬ/トランジスタ/太陽電池…デバイス開発の最新状況！
●新規有機材料の開発と動作原理の解明　　●発光効率・電子移動度…性能向上への取組み

有機デバイス開発の到達点！

ご回覧ください！
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第1章 ナノインプリントの概要と有効性～従来のリソグラフィ技術との比較～
第1節 ナノインプリントの概要と比較
ナノインプリントの始まり/モールドの作製方法/NILのインパクト/類似の技術との違い/他
第2節 従来のリソグラフィ技術との比較
第2章 NIL材料設計～様々な要求特性をクリアできるNIL材料の設計～
第1節 微細化に伴う問題点と対策
NIL材料に求められる特性/熱・UV-ナノインプリント/マイクロコンタクト･プリンティング/現状の問題点と対策
第2節 NIL材料に求められる材料特性(流動性と離型性についての定量的考察) 
樹脂の成形時間と圧力，粘性率の依存性/成型時間と分子量依存性・材料・プロセス/モールドの離型と材料特性
評価試料と評価方法/離型材料の接触角(表面エネルギー)と付着力(離型力)・摩擦係数との関係/他
第3節 NIL材料選択時の指標
UV-NIL系の課題/硬化系に見られる特徴と材料/ラジカル・カチオン重合系/UV-NIL系への適用性
第4節 NIL用熱可塑性樹脂に必要な特性と評価技術(丸善石油化学㈱の研究開発について)
熱ナノインプリントに適した樹脂材料とは（作業仮説）/弊社の材料開発について/用途開発へのアプローチ
第5節 NIL用光硬化樹脂に必要な特性と評価技術
実験装置・方法FT-IRによる架橋率の測定/Pre-Exposure Process法の効果/他
第6節 NIL用光・熱硬化樹脂に必要な特性と評価
インプリント温度の最適化/架橋反応のための最適PEB温度/実験条件および結果/Sub100nmパターンの転写/他
第7節 NIL用熱・光併用樹脂に必要な特性と評価技術
熱・光併用樹脂を用いたナノインプリントプロセスと要求特性/熱・光連続・非連続プロセスでの要求特性
熱・光併用樹脂によるナノインプリント適用事例/ 熱・光連続・非連続プロセスによるナノインプリント/他
第8節 インプリント用ドライフィルムレジスト
インプリント用ドライフィルムレジストの開発課題・応用例/微細加工用レジスト材/微細印刷リソグラフィーへの適用/今後の展望
第9節 ガラスNIL用材料に必要な特性と評価技術
～ガラス転移温度、ガラスインプリント用型材料の選択、耐熱性、熱膨張、離型性、非晶質～
第10節 材料技術の開発動向 特許から見るNIL材料開発動向/今後の可能性
第3章 NIL装置技術～アライメント機構やモールドと基板との平行度等～
第1節 熱ナノプリント装置の特徴
標準構成/アライメントユニット/搬送ユニット/プレスユニット/制御部/熱ナノインプリント装置の性能を判断する上での確認事項
転写面内プレス圧力の均一性向上/プレス面内温度の均一性/タクトタイム/転写環境のクリーン化/熱ナノインプリント装置の課題と今後の展望/他
第2節 光NIL装置の特徴 光ナノインプリントの特徴・プロセス/インプリント方式/テンプレート/アプリケーション/半導体/LED/HDD
第3節 光・熱NIL装置の特徴　第4節 ガラスNIL装置の特徴
加熱・加圧保持機構、装置の熱膨張対策/高温用小型熱インプリント装置/小型熱インプリント装置によるガラス成形
第5節 ナノインプリントプロセス装置～大面積化、高スループット化への取り組み～
大面積化・高スループット化への技術課題/装置の開発とパターン転写事例/他
第4章 NILモールド技術～コスト削減・検査方法等～
第1節 熱NIL用モールド作製技術
熱NILとモールド基板形態/モールド材料/熱NIL用モールド加工技術/パターン形成・エッチング・ Ni電鋳技術
熱NIL用モールドの各種作製例/Si・SiC・Ni電鋳・Ta・炭素系モールド
第2節 光NIL用モールド作製技術 光NIL用モールドの製造技術/フォトマスクの製造工程フロー/電子線描画
ドライエッチング・レジスト・ 検査及び修正工程/UVナノインプリント用石英モールド/半導体用モールド
第3節 ガラスNIL用モールド作製・複製技術～レーザー加工、研削加工～
研削加工による型加工とガラスの成形/耐熱性ガラス成形のまとめ/他
第5章 NILプロセス技術～寸法安定化と温度・圧力等の条件設定等～
第1節 熱ナノインプリント技術
第2節 UVインプリントと応用技術
大気圧下と減圧下における転写結果の比較/初期膜厚さを考慮した金属ナノパターンの作製工程と実験結果
第3節 UV-熱同時ナノインプリント法　STUTMプロセスの解説/LED・ハードディスクへの適用/他
第4節 リバーサルインプリント技術 リバーサルインプリント法/積層化マイクロ構造の作製/積層化ナノ構造の作製
第5節 ナノキャスティング法 多様な材料の・大面積一括ナノ構造の成型/キャスティングによるナノ構造の複製/他
第6節 モールドの離型を不要とするレプリカ転写法
レプリカモールド(MXLテンプレート)の作成/レプリカ転写実験・結果/レプリカ転写法の限界寸法
第7節 室温ナノインプリント技術 HSQスピン塗布膜を用いた・SQ液滴塗布膜を用いたナノインプリント/他 
第8節 ガラス NIL法～寸法安定化技術と温度/圧力等の条件設定,型に負荷のかからない最適成形条件～

第9節 ガラスの低温パターニング ガラスパターン形成方法/インプリント特性とパターン転写例/ガラス特性/応用例/他
第10節 ハイブリッドナノインプリント法
ハイブリッドナノインプリント法/熱ナノインプリントによるナノ構造転写/他
第11節 不均一な基板フラットネスへの対応法
基板フラットネスのインプリントへの影響/コンフォーマル・インプリントの概念・パフォーマンス
第12節 NIL後の電鋳、ロール電鋳金型
ロール電鋳金型/パターン付ロール金型の必要性/3-DEFサービスが提供するパターン付ロール電鋳金型
ロール電鋳金型での成形/電鋳技術の応用/Ni微細部品/Ni鏡面板/Cu電鋳/今後の課題/他
第13節 電鋳技術を用いた微細転写技術
微細細電鋳の応用/導光板の転写技術/インクジェットノズル/精密メッシュ/ナノインプリント/他
第6章 ナノインプリント実用技術 第1節 シミュレーション技術
第1項 熱ナノインプリントのシミュレーション
樹脂の変形解析/アスペクト比・初期膜厚依存性/熱ナノインプリントの解像性/変形の過渡応答(時間依存性)
第2項 光ナノインプリントのシミュレーション
光強度分布のシミュレーション/線幅依存性/残膜厚依存性(回折による影響)/モールド段差の影響(干渉による影響)
第2節 ナノインプリントにおけるバブル欠陥への対応
樹脂流動によるバブル欠陥の除去/光硬化樹脂の液滴を利用/減圧環境を利用/ガスを利用したバブル欠陥消去
第3節 ナノインプリント高アスペクト比パターンの成型技術
第4節 シートナノインプリントによる大面積転写の生産性向上
シートナノインプリントの原理/シートナノインプリント装置と転写例/他
第5節 NILのアライメント技術 IMAT の特徴/IMATの重ね合わせのパフォーマンス
第6節 NIL離型処理技術
ナノインプリント金型の離型処理/ディップ法/真空蒸着法/NANOS処理
NANOS処理の耐久性/高アスペクト比への対応/離型性の制御/他
第7章 NIL測定・評価方法と欠陥検査
第3節 欠陥検査方法
ナノインプリントに必要な計測技術/レーザー顕微鏡(コンフォーカル顕微鏡)
光干渉式３次元測定器/AFM/SEM（電子顕微鏡）/計測から検査へ
第4節 マクロ的評価・検査方法
欠陥形状/欠陥発生要因/マクロ検査の必要性/鏡面反射光検出技術
自動レシピ作成支援機能/マルチモード・むら検出/可視光マクロ検査技術の検出能力評価/他
第8章 NIL応用事例および今後応用の可能性がある分野
第1節 ナノインプリントとポリマーの自己組織化を用いたハードディスク記録媒体の作成
第2節 ナノインプリント技術のバイオデバイスへの応用/第3節 光学デバイス
第4節 ディスプレイ第5節 TFT-LCD製造技術の現状とナノインプリント技術への期待
第6節 PDP技術とNILに期待する性能/第7節 電子ペーパーへの応用 
第8節 非線形有機フォトニック結晶/第9節 サブ波長構造を有する光学素子の転写技術
第10節 光導波路/第11節 CMOS:半導体回路応用
第12節 ホログラム光学素子/第13節 半導体リソグラフィー
第14節 ナノインプリント技術のポータブル燃料電池製造への応用/第15節 色素増感太陽電池
第9章 NILよくあるQ＆A
第1節 継ぎ目なしに隣接する位置にパターン転写するためには？ 
第2節 柔らかい媒体や脆性材料に対して転写可能か？第3節 スクリーン印刷との生産性の違いは？
第4節 NILは多品種少量生産に向くのか？
第5節 金属パウダーインクを転写し導体を形成する際の熱処理温度/インクの固体含有率はどの程度？
第6節 屈折率差の大きいナノパターニングやナノフィルタへの応用は可能か？
第7節 RIEをするときの材料のエッチレートや耐性、選択の方向性は？
第8節 オフセット層をどのように除去するのか？
第10章 NIL技術の今後の展開 第1節 課題と今後の展望
現状と課題/解像度/コスト/フィールドサイズ/位置合わせ/モールド/各種方式の比較/応用展開/世界の情勢と日本の情勢/他
第2節 量産動向
問題点/モールドと転写材料との離型/産設備の開発動向/量産時期の目安/他
第3節 NILの特許情報 出願人動向/技術分野ごとの動向/装置・プロセス/金型/材料/アプリケーション動向/他
巻末資料　ナノインプリント用装置・金型・転写材料・離型材・検査装置取り扱い企業一覧
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目的の製品を得るための改質技術！

○表面でどのような変化が
   おきているのか 表面の化学構造は
○化学的処理　薬品処理、
  プライマー処理、シランカップリング剤、
  ラミネートコート

○物理的処理　コロナ処理、

  プラズマ処理、ＵＶオゾン法、ＥＢ法

○ぬれ性の改質とその評価、接着性改善

○フィルムの表面分析

   表面ＩＲ、光干渉法、ガスバリア性

○ブリード現象の解明と対策

○ポリオレフィン系、ポリイミド、

  ポリエステル、ポリ乳酸,,,

○無機物の事例としてガラスの

  表面改質についても解説

発刊 19年9月末
体裁 Ｂ５判
     375頁　
定価 66,000+税　

　プラスチックフィルム
は表面処理や表面加工技
術により表面構造を制御
し、要求品質に向けた改
良や機能付与が行われま
す。しかし、その手法は
多岐に渡り、その選択や
条件設定も簡単なもので
はありません。本書では
各種材料の事例を踏まえ、
その手法から分析法まで
をまとめた一冊となって
おります。
 フィルム加工を行う際
の一助となれば幸いです。

フィルム・ガラスの

     表面処理技術と

                        その評価・分析

品川区大崎3-6-4　トキワビル3階
　

★ご回覧ください★
HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

第１章　プラスチックの表面構造と表面改質、ぬれと接着性
１．表面構造の変化と表面改質
２．表面構造を調べる方法 
３．表面改質による表面構造の変化の実際 
４．ぬれ  /ぬれとは　そしてぬれの尺度
５．接着  /表面の性質と接着性
第２章　プラスチックフィルムの表面改質技術
１．フィルムの表面構造
２．フィルムの表面制御方法 /添加剤による表面制御
　　表面粗さ /スキン層に無機粒子添加/コーティング層に無機粒子添加
　　/コロナ処理、火炎処理による表面制御/無機材料コートによる制御
　　/二元蒸着法による表面制御
第３章　化学的処理による表面改質のメカニズムとそのプロセス
第１節　薬品処理  /１．ポリオレフィン（ＰＥ、ＰＰなど）/２．ＰＯＭ/
３．変成ＰＰＥ/４．ＰＥＥＫ/５．ＰＥＴ/６．ＡＢＳ/７．ＰＡ/８．ふっ素樹脂
９．ＰＩ/10．ＪＩＳの手法
第２節　プライマー処理
１．ポリオレフィン（ＰＥ、ＰＰなど）/２．ポリアミド樹脂（ＰＡ）
３．塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）/４．シラン化合物/５．チタネート化合物
第４章　物理(機械)的処理による表面改質のメカニズムとそのプロセス
第１節　プラズマ表面処理と改質状態の評価
第２節　バリアー放電､一気圧グロー放電による表面改質
第３節　プラスチックフィルムのプラズマエッチング
第４節　ＵＶオゾン法
１．UVオゾン法の概要  /粗面のアンカー効果による接着力向上
/極性をもつ親水性官能基による接着力向上/高清浄面効果
２．紫外線照射技術のメカニズムと効果
３．紫外線照射技術はナノスケール時代の表面改質技術の主役
第５節　電子線照射
１．ＥＢ装置の概要  /ＥＢ装置の分類 /低エネルギー型ＥＢ装置
２．ＥＢ照射技術を利用した応用製品 /包装材料へのコーティング
　 /無溶剤印刷/建築材料用化粧フィルム/磁気テープ/架橋
　 /グラフト重合/光学フィルムへの応用 /表面改質が難しい例
３．ＥＢ照射技術の特徴
第６節　実際フィルム製膜工程
１．フィルム製膜工程　/1.1　カレンダー法
1.2　溶液製膜法(キャスティング法)　/1.3　溶融製膜法(溶融押出法)
２．逐次二軸延伸フィルム製造プロセスの概要
　　2.1　押出・製膜工程/2.2　縦延伸工程/2.3　横延伸・熱固定工程
３．多層加工工程　/3.1　共押出法/3.2　ラミネート法/3.3　ヒートシール
第５章　具体的なフィルム表面分析手法と表面状態の解明
第１節　プラスチックフィルムの表面ＩＲ分析～試料前処理法～
１．ATR代替法・IR分析とは /ATR法と対応不可サンプル/ATR代替法
２．ATR代替法へのサンプル変換　　　/転写/溶出
３．ATR代替法・IR分析の実際　
　　塗膜の厚みが小さいもの/塗膜の表面粗さが大きいもの
　　塗膜のIRスペクトルが下地と類似するもの
　　塗膜成分がATR結晶を汚染するもの
　　塗膜の面積が小さいもの /ATR結晶に装着できないもの

第２節　他社品プラスチックフィルムのIR分析　～試料前処理～
１．他社品フィルムのIR分析体系
２.　他社品分析の実際 /市販カレー用容器蓋材のIR分析
　　/超多層フィルムのIR分析/偏光板のIR分析　
第３節　FT-IRにおけるフィルムの異物分析　～試料前処理～
１．FT- IRによる異物分析への準備
２．異物分析における試料前処理の位置付け/３．異物分析事例
第４節　光干渉法による表面形状計測の現状と展望
１．位相シフト法 /２．垂直走査法 /３．表面形状測定装置SP-500
４．フィルム・ガラス表面形状測定の実際
　　一般的な表面形状測定 /透明膜の表面形状測定
第５節　ガスバリア性評価
１．透過度の単位 /２．測定方法の分類/３．差圧法とは 
４．差圧法の測定方法例/５．等圧法とは /６．等圧法の測定方法例
第６節　難燃剤を事例としたブリード現象の解明とその対策
１．ブリードアウトとブルーミングの違い
２．難燃剤のブリードアウトと経時的難燃性能
３．難燃剤のブルーミングと対策/４．当面の対策では不充分なケース
５．本質解明/６．対応策/７．TBA-DB以外の難燃剤での対応
第６章　フィルム別にみる表面特性と改質事例
第１節　ポリイミドのプラズマ表面処理
第２節　ポリエステル
第３節　ポリオレフィンフィルムの表面モルフォロジー
１．インフレーションフィルム /２．押出キャスティングフィルム/３．二軸延伸フィルム
第４節　ポリ乳酸をはじめとした表面処理技術
第５節　ハイバリアー性付与と表面改質
１．無機蒸着フィルム　/1.1　二元蒸着フィルム/1.2　製作方法
２．ハイバリア化の検討
2.1　基材フィルムの表面自由エネルギー
2.2　表面エネルギーとバリア性/2.3　バリア性改善への応用
第６節　光沢、つや表面処理技術とそのトレンド
１．表面改質技術とは？ /２．重要な要素技術
３．ラミネートプロセスとは？　４．フィルム転写技術について
５．光沢の評価技術 　光沢度（グロス） /　平滑性
第７節　艶消し外観付与技術とそのトレンド
１．表面改質技術とは？ /２．「艶消し感」付与表面加飾技術とは？
３．表面艶消し加工技術 /４．加工トラブルとその対策/５．評価
第７章　ガラスの表面処理技術
第１節　ガラス・薄膜の表面改質技術
１．化学的処理による表面改質/２．物理的処理による表面改質
第２節　大気圧リモートプラズマによるガラスの親水化処理
１．大気圧リモートプラズマ表面処理装置
２．プラズマ処理によるガラスの濡れ性向上とその分析・評価
３．表面処理効果のガラス基板依存性とメカニズムの解明
第３節　ガラスのゾルゲル法コーティングと表面機能化
１．ゾルゲル法の概略/２．有機無機ナノハイブリッド体
３．コーテング膜への応用　/3.1　基板ガラスの特性
3.2　コーティングの方法/3.3　光学機能/3.4　電磁気機能
3.5　分離機能/3.6　化学的機能
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■各種導電性付与材料の特性・調整法とは？
　 上手な配合･混練･分散の技術、粒子径の影響･制御方法は？
   粒径の差異における違いは？／分散評価と最適な分散手法とは？
   カーボン系材料の選定上の留意点、粒形・形状による差異は？

■実例を踏まえて解説！～各種性能を引き出すためのポイントは？～
 →接着剤：優れた実装信頼性とは？／電気抵抗･熱伝導･基礎物性に関する課題は？
 →塗料：処方設計･製造設計は？／微粒子分散性の塗膜への影響は？
 →ゴム：ＣＢの配合量は？／混練時間･分散測定は？

☆導電率の評価･測定方法／複合材料の種類と用途／導電性ポリマーの応用事例についても解説！

　　　　　　　　　  　 ●小日向 茂(住友金属鉱山㈱)●久 英之(御国色素㈱)●前野 聖二(ケッチェン・ブラック・インターナショナル㈱)●高瀬 博文(タキロン㈱)
　　　　　　　　　　　 　 ●田路　和幸(東北大学大学院)●日野 哲男(キヤノン㈱)●吉留 博雄(触媒化成工業㈱)●後藤 正男(東京工科大学)●秋葉 光雄(アキバリサーチ)
　　　　　　　　　　　 　 ●塚越 功（日立化成工業㈱)●西沢 秀之(㈱東芝)●堀邊 英夫(金沢工業大学)●菅沼 克昭(大阪大学)●光石 一太(岡山県工業技術センター
　　　　　　　　　　　　  ●藤城 敏史(富山県工業技術センター)●中許 昌美(大阪市立工業研究所)●錦谷 禎範(新日本石油㈱)●永田 員也(岡山県工業技術センター)

◎温度依存性との関係は？　　　　　　　　◎樹脂とフィラーの混合バリエーションは？
◎フィラーの最適配合･混練･分散は？　　　◎水･酸性度･不純物が及ぼす影響とは？
◎イオンマイグレーションの防止方法は？　◎フィルムの性能を引き出すためのポイントとは？

◎導電性材料の上手な『混練･分散』の方法とは！

＜ 掲 載 内 容 ＞
  第2節 導電性接着剤の信頼性課題　　　
     １.優れた実装信頼性
　　 ２.界面の問題：すずとの界面の高温劣化
　 　３.界面の問題：すずとの界面の高湿劣化
　 　４.今後の技術開発
　 第3節 等方性導電性接着剤(ICA)の物性
　　　１.電気抵抗/２.熱伝導/３.基礎物性に関する課題
　第4節 異方導電フィルム
　　　1.ＡＣＦの概要
　　　　1.1 異方導電接続/1.2用途と接続構/1.3一般的な構成と仕様
　　　 2.構成材料の設計
　　　　2.1 接着剤/2.2導電粒子
 　　　3.性能を引き出すためのポイント
 　第5節 酸化安定・酸化防止のためのポイント
　　　1.劣化の因子/２.酸化防止剤による安定化のポイント
　　　３.ポリマー、充てん剤による安定化のポイント
　 第6節 導電性フィラーの表面処理と樹脂への混合･分散技術
　　　1.導電性フィラーの上手な表面処理手法
　　　　1.1シランカップリング剤
　　　　1.2チタネート系およびアルミニウム系カップリング剤
　　　　1.3その他の表面処理剤/1.4炭素繊維に対する表面処理
　　　2. 一般的なフィラーに対する表面処理手法
　　　　2.1湿式加熱法/2.2湿式濾過法
　　　　2.3乾式撹拌法/2.4インテグレルブレンド法
　　　3.カップリング剤のプライマーとしての効能
　　　4.ナノフィラーを取扱う際の留意点
　　　5.複合材料の特性に及ぼす各種要因の影響
　　　　5.1フィラー表面の水/5.2フィラー表面の酸性度
　　　　5.3フィラーに含有する金属不純物
　　　6.フィラーの最適配合・混錬・分散技術
　　　　6.1フィラーと樹脂との混合手法/6.2分散状態を制御した複合材料設計
　　　　6.3板状フィラーの有用性/6.4導電性フィラーの分散性評価技術
　第7節 導電塗料のイオンマイグレーション防止
　　 1.イオンマイグレーションの概要
　　　 2.銀・銅導電塗料のイオンマイグレーション
　　　　　2.1銀濃度と劣化時間/2.2マイグレーション析出物の組成
　　　　　2.3銀銅合金のマイグレーション機構
　　　 3.イオンマイグレーションの防止方法
　 第8節 低温熱処理用金属ナノ粒子の設計指針
　　　 1.金属ナノ粒子ペーストにおける導電性発現
　　　 2.ナノ粒子の粒子径制御、熱特性/3.金属ナノ粒子の分散
第５章 導電性複合材料
　　1.導電性複合材料の種類とその用途
　　　1.1概要/1.2カーボン系導電性フィラー/1.3金属系導電フィラー
　　　1.4金属酸化物系導電性フィラー/1.5帯電防止剤
　　2.導電性複合材料の導電性発現機構
　　　2.1充填粒子の平均粒子径と形状の影響
第６章 導電性ポリマーの種類･特性と応用分野
    1.導電性ポリマーの種類と特性
    2.導電性ポリマーの合成法/3.導電性ポリマーの応用
     3.1有機系太陽電池
　　　3.1.1色素増感太陽電池/3.1.2有機薄膜太陽電池
　　3.2スマート・ウィンドウ

（敬称略）

＜執筆者一覧＞

第１章 導電性材料の配合・混練・分散の技術と
　　　　　　　　　　　各種性能を引き出すためポイント
　第1節 導電性接着剤
　　  1.導電性接着剤の構成
　　  2.樹脂とフィラーの混合バリエーション
　　  3.パーコレーション
　　  4.配合・混練・分散のポイント
　　　5.異方性導電性材料
　　　6.非金属性導電性フィラーを用いる導電性接着剤
　第2節 導電性接着剤の電気伝導と高周波数特性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 1.導電性接着剤の概要
　　　2.導電性接着剤の電気伝導機構
　　　　2.1直流電気伝導の試料と測定
         2.2抵抗率の温度特性/2.3サンプルの抵抗率温度特性
         2.4銀含有量とトンネル抵抗率の相関性
　　　　2.5銀含有量と抵抗率(300K)の相関性/2.6各サンプルの温度勾配
　　　3.AFM観測
　　　4.高周波数特性（～5GHzまでの高周波数域で使用が可能なこと）
　第3節 導電性微粒子を分散した導電性塗料
      1.導電性塗料で用いる導電性微粒子
       2.導電性塗料の処方設計
       3.導電性塗料の製造方法
       4.微粒子分散性の導電性塗膜への影響
       5.分散性の評価
       6.塗工方法
  第4節 導電性ゴムⅠ
 　 1.導電性ゴムの発達史
　     2.ゴムの定性的導電機構
　　 　3.カーボンブラックの配合設計のポイント
　　　　3.1カーボンブラックの種類と配合量/3.2各種配合剤および加硫過程の影響
　 　  4.カーボンブラックの混練りと分散
　　　　4.1ゴムの可塑性/4.2混練り時間/4.3分散測定
　第5節 導電性ゴムⅡ
　　　1.導電性ゴム
 　　 2.導電性ゴム材料の基礎理論
　　　3.配合における留意点
　　　4.分散における留意点
　　　　4.1導電性制御と分散技術
           4.1.1乾式分散（混練）/4.1.2湿式分散
         4.2分散時の注意
　　　5.成型における留意点/6. カーボンナノチューブ配合の具体例
第２章 カーボン系材料の選定上の留意点と粒径・形状による差異    
　第1節 カーボンブラック(導電性カーボンブラック）
　　　 1.カーボンブラックの種類
　　　　2.後処理
　　　　3.ＣＢの基本的性質 
　　　　　3.1粒子の微細構造/3.2粒子径/3.3比表面積と非多孔比表面積
　　　　　3.4ストラクチャー/3.5粒子表面の性質
　　　　4.導電性カーボンブラックのあるべき姿　
　　　　　4.1 ストラクチャーが発達していること/4.2比表面積が大きいこと
　　　　　4.3結晶構造の発達と不純物減少
　　　  5.市販されている導電性カーボンブラックの性質

　第2節 製品事例を踏まえた導電性カーボンブラックの
　　　　　　 　　　選定と配合および高機能化・高品質化
        1.導電性カーボンブラックの特性
           1.1導電性カーボンブラックの種類・組成・構造
           1.2カーボンブラックによる導電性発現機構
           1.3導電性カーボンブラックの物性と導電性能
        2.導電性カーボンブラックの最適配合技術および高性能化
           2.1導電性カーボンブラック凝集塊の影響
           2.2マトリックス高分子材料の影響
           2.3導電性カーボンブラックの分散粒子径の影響
  第3節 カーボンナノチューブ
　　　 1.カーボンナノチューブ/CNTアプリケーションの現況と今後
　　　 2.カーボンナノチューブ凝集破壊のモデル
　　　 3.押出機を使ったCNTの分散
　　　 4.コンポジット中のCNT分散と分散評価
　　　　 4.1押出機の分散に関わるパラメータ
　　　　 4.2面積率Arと物性との相関性/4.3最適な分散とその手法
　　　 5.パーコレーション
　　　 6.CNT樹脂複合材料の展開
 第4節 カーボン系材料の評価法とその実際
       1.二次電池用グラファイトの評価
        2.電気二重層キャパシタ（EDLC）用カーボン材料
第３章 導電性の測定評価と実際の測定でのポイント
　　　1.有機材料や分散材料（無機も含む）の導電性
　　 　2.導電率の評価・測定方法
　　　　2.1四探針による導電率の評価・測定
　　　3.Hall効果によるキャリア濃度の測定
　　　4.移動度の測定
　　　　4.1 過渡光電流によるTime of Flight法
　　　　   4.1.1過渡光電流の測定法
　　　　　 4.1.2 過渡光電流の解析法
　　　　　　　　　（膜厚が光の進入長に比べ厚い場合/厚くない場合）
　　　   　4.1.4 フィッティング法/4.1.5実際の測定例
　　　　4.2 有機電界効果型トランジスタ
　　　   　4.2.1 ホッピング移動度を考慮したグラジュアルチャネル近似モデル
　　　   　4.2.2 モデルの格子化と解析手法
　　　   　4.2.3電流-電圧特性の再現
第４章 導電性における課題克服とトラブル対策
　第1節 導電性と温度依存性との関係
　　　1.導電性複合材料の導電性発現機構
　　 2.樹脂/CBからなる導電性複合材料のPTC特性
　　　　2.1背景/2.2実験方法
         2.3実験結果と考察
　　　　   2.3.1CBの種類と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.2 ポリエチレンの結晶化度と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.3 ポリエチレンの溶融粘度と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.4樹脂の種類と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.5 HDPE/CB=45/55wt%複合材料における繰り返しPTC特性とTEM写真
　　 3.樹脂/金属からなる導電性複合材料のPTC特性 
　　　　3.1背景/3.2実験方法/3.3実験結果と考察
　　　　   3.3.1導電粒子の種類を変えたときの複合材料のρL、ρH
　　　　   3.3.2導電粒子の違い（W、CB）によるPTC特性の違い
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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。

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

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

書籍名　　　　　【BB070802】

　導電性材料　書籍

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

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





HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

<執筆者一覧（敬称略）>●国立感染症研究所 佐々木次雄●(財)北里環境科学センター 奥田舜治●㈱ファルコライフサイエンス　寺本忠司●和光純薬工業㈱ 高岡文●メルク㈱ 鈴木富美

●片仔廣ジャパン㈱ 清水袈裟光●シェリング・プラウ㈱ 田名部進●田辺製薬㈱  高橋栄二/柿沼清香●ニプロ㈱ 甲斐俊哉●花王㈱ 久保田浩美/荒木裕行●日本ベクトン・ディッキンソン㈱ 上條茂徳

●三井農林㈱　後藤慶一●(独)製品評価技術基盤機構 中川恭好/中桐昭●赤門ウイントン㈱ 成相英明/山本　太/成田一弘●(元)武田薬品工業㈱ 城野久美子●愛知県食品工業技術センター 内藤 茂三

●医薬品食品衛生研究所　新谷英晴●㈱カネカ　中村宗弘●山口大学医学部附属病院　尾家重治●近畿大学　米虫 節夫●兵庫医療大学 前田拓也●(独)医薬品医療機器総合機構　人見英明  
＜掲載内容＞

微生物試験法と管理対策<実務対応>

ISO･GMP･HACCPと微生物試験／『JP15追補,USP･EP』の動向も！
◎実務での各種微生物試験法は？
　 ◎医薬品・医療機器の滅菌・殺菌・消毒の実例は？

　   

◎環境微生物検査の方法、利点と問題点とは？
 ◎微生物の保存法・各種保存効力対策・微生物汚染対策も！

★巻末／微生物関連業務Ｑ＆Ａ集付き！

発刊：２００７年５月末　定価：７０,０００＋税  体裁：Ｂ５判 ３９１頁

第１章 国際調和を踏まえた微生物試験の流れと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現状の課題
1.PDGにおける国際調和作業の進め方
2.無菌試験法の国際調和/3.微生物限度試験法の国際調和
4.バイオバーデン試験法国際規格/5.現状の課題
第２章 微生物試験とバリデーション　　　　　　　　　
第１節 微生物試験に関する基礎知識と準備
1.微生物と人とのかかわり/2.微生物の管理について
第２節 医薬品の微生物試験室の整備に向けて
1.わが国の微生物検査機関/2.試験検査の安全性確保/2.1試験実施適正基準
2.2試験検査の精度管理と品質保証/2.3試験検査の安全管理
2.4試験室の環境微生物評価基準/4.試験設備の整備/4.1空調/4.2排水・廃液処理
4.3廃棄物処理/4.4光熱関係・4.5安全・衛生対策/5.機器・器具・器材の整備　　
第３節 第十五改正日本薬局方における試験法と
                                          参考情報の手順と留意点
第1項 エンドトキシン試験法
1.試験環境/2.使用器具/3.エンドトキシン標準品/4.測定方法と使用試薬の選択
5.検出または定量したい濃度の設定/6.試料の最大有効希釈倍数（MVD）の決定
7.試験の実施手順/8.試験結果に影響する要因　　　　　　　　　　　　
第2項 微生物限度試験法
1.生菌数試験/1.1.1メンブランフィルター法/1.1.2カンテン平板混釈法
1.1.3カンテン平板表面塗抹法/1.1.4液体培地段階希釈法（最確数法）/2.特定微生物試験
第3項 無菌試験法に関するバリデーションと留意点
1.日本薬局方に収載される無菌試験法/2.試験法のバリデーション
2.1使用する菌株/2.4バリデーション試験に適合しなかった場合の措置
3.試験環境/4.培地/5.試験者/6.その他
第4項 生薬の微生物限度試験法
1.生菌数試験/2.培地の性能試験及び発育阻止物質の確認試験
3.特定微生物試験/3.1試験の手順/4.緩衝液、培地と試薬
第5項 製薬用水の品質管理
1.製薬用水の種類と試験方法/1.1常水/1.2精製水/1.3注射用水
2.サンプリング/3.培地性能試験/3.1R2Aカンテン培地
4.製薬用水システムの微生物に対する処置基準値
5.微生物モニタリングについての実例/5.1実験方法/5.2結果及び考察
第6項 非無菌医薬品の微生物学的品質特性　　　　 　
1.第十五改正日本薬局方における非無菌医薬品の微生物学的品質特性
2.第十五改正日本薬局方第一追補に収載予定の非無菌医薬品の微生物学的品質特性
2.1新たな微生物限度試験法の概要/2.2非無菌医薬品の微生物学的品質特性
3.排除すべきその他の特定微生物/4.日本における非無菌医薬品の微生物管理の現状
5.水分活性と微生物増殖/5.2微生物の生育最低水分活性/6.微生物限度試験適用の考え方
第7項 保存効力試験法　
1.保存効力試験/2.第十五改正日本薬局方の参考情報
2.1対象製剤とそのカテゴリー/2.2供試菌株/2.3試験菌株の培養と使用培地
2.4試験手順/3.試験上の考慮点/3.1試験菌株/3.2製剤の形態/3.3不活性化剤
第４節 培地の特性と損傷菌培養への応用
1.培地の特性：組成からの理解/２.代表的培地の特性
2.1SCD Ager/Broth/2.2チオグリコール酸培地 I / チオグリコール酸液体培地
2.3マッコンキ－Ⅱ寒天培地 /2.4XLD 
2.5マンニット食塩寒天培地 /2.6セトリミド寒天培地
2.7サブロ－デキストロ－ス寒天培地/2.8Ｒ２Ａ寒天培地
３.損傷菌の回復と培養/3.1ストレスと損傷/3.2損傷の修復

第３章 微生物の判別と同定方法　
第１節 微生物の大まかな篩い分け
1.試験開始前の篩い分け準備（大きさを測る）/2.分離培養前の篩い分け
3.微生物種の形態配列の特徴観察等かた見た大まかな判別方法
4.生理学的に特徴のある細菌郡
第２節 遺伝子解析による微生物の同定方法
1.遺伝子解析による細菌の同定方法/1.1第十五改正日本薬局方参考情報収載法
1.2対象領域直接解析法/1.3MicroSeqRTopキット法
2.遺伝子解析による真菌の同定方法
2.1第十五改正日本薬局方参考情報収載法/2.2MicroSeqRD2キット法
第３節 遺伝子解析による微生物同定における問題点とその解決
1.塩基配列/1.1塩基配列が得られない場合/1.2得られた塩基配列が汚い場合
2.相同性検索/2.1DDBJ/EMBL/3.同定された菌種に関する情報
第４章 微生物の保存　　　　　　　　　　
第１節 各種保存法とその差異
1.凍結法/1.1概要/1.2凍結標品作製および復元手順
2.乾燥法/2.2L－乾燥標品作製および復元手順/3.継代培養法
第２節 保存における疑問点と解決策
1.各種菌の適切な保存方法/2.保存菌株の品質管理/3.微生物の継代数　　　
第５章 環境微生物とモニタリング
第１節　環境微生物検査
1.環境微生物検査法/2.空中浮遊菌検査法/3.表面付着菌検査
4.水中細菌数測定法/5.清浄度検査/6.環境微生物検査法の利点と問題点
6.1空中浮遊菌数測定/6.2表面付着菌数測定/6.3水中細菌数測定
第２節　環境微生物とモニタリング
1.モニタリング計画の立て方/2.手順書の作成
3.検出対象微生物の培地及び培養条件/4.各培地の組成
第３節　クリーンルームの日常管理とブレイク時の対応
1.日常管理について/1.1施行箇所と施行頻度について
1.2施行方法について/1.3問題が生じた場合の措置
2.ブレイク時の対応について/2.1ブレイク時の施行方法
2.2付着菌・浮遊菌検査/2.3効果判定/2.4不適合時の処置
第６章 保存効力対策
第１節 医薬品
1.保存効力試験法/1.1対象製剤/1.2試験菌株とその培養
1.3製剤中へ菌接種法と接種後の保存/1.4生菌数の測定法および外観観察
2.保存効力試験法の留意点/2.1接種菌の選択/2.2接種菌の培養条件
2.3試験菌の接種方法/2.4接種した被検菌の菌数測定/2.5容器
2.6保存剤の安定性/2.7対象製剤/2.8判定基準
3.製剤に対する保存剤配合の設計/3.1保存剤の必要性の検討/3.2保存剤の選択
3.3保存剤添加試製品の保存効力試験/3.4最終処方（製品）の保存効力試験
4.製剤の保存性と微生物の抵抗性との関係　　　　　　　　　
第２節 化粧品　　　
1.保存効力対策のポイント/2.製品の使用環境および使用者に存在する微生物
3.製剤の防腐設計/3.1防腐剤/3.2防腐助剤/3.3防腐剤を低下させる原料
3.4製剤物性/3.5防腐剤の油水配分/4.容器の防腐設計/4.1容器の材料
4.2容器の構造/5.適切な使用法に関する情報発信/5.1容器への使用法に関する表示
5.2その他の情報発信/6.保存効力対策における留意点
第３節 食品
1.問題となる微生物と微生物汚染の特徴/1.1食品変敗微生物の分布
1.2食品変敗とクレーム/2.防腐剤の種類と特性/2.1食品保存剤の現状
2.2現在の食品業界の殺菌剤と問題点/2.3保存剤の種類と機構
3.保存効力の評価法と保存効力に影響を及ぼす因子

　

3.1食品中の微生物生育に関与する因子
4.防腐剤の現状と問題点及び食品原材料の防腐設計と食品の防腐設計
4.1防腐剤の現状と問題点/4.2食品原材料の防腐設計と食品の防腐設計
第７章 医療用品の滅菌・殺菌・消毒方法と無菌性保証の確保
第１節 滅菌・殺菌・消毒方法について
第２節　医薬品の滅菌事例と留意点
1.高圧蒸気滅菌/1.1高温で滅菌できないもの/1.2滅菌ムラによる滅菌の不完全性
1.5コールドスポット特定のための熱浸透試験/1.6液溜まり（デッドレグ）検査の確認
2.濾過滅菌/2.1濾過方法と濾材の種類/2.2濾過滅菌工程の評価
第３節　医用用品に使用される滅菌剤、殺菌剤、消毒剤について
1.殺菌・消毒の効力に拠る分類－高水準、中水準、低水準－
2.方法による分類－物理的消毒法と化学的消毒法－　
第４節　医療機器の滅菌事例と留意点
1.高圧蒸気滅菌/2.乾熱滅菌/3.放射線滅菌
4.エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌法/5.過酸化水素ガスプラズマ滅菌法
第５節 無菌性保証の確保に於ける損傷菌、貧栄養菌、VNCなどを考慮する意義について
1.損傷菌/2.VNC（viable but nonculturable）菌/3.静止菌
4.貧栄養菌/4.1歯科用水中の貧栄養菌ならびに院内感染菌
第６節 医療機器の滅菌保証
1.医療機器で多用される滅菌方法/2.医療機器の滅菌に関する国内規制
3.医療機器の滅菌からのリリース/4.オーバーキル法とバイオバーデン法
5.滅菌バリデーションの要素/5.1据付時適格性確認/5.2運転適格性確認/5.3稼動性能適格性確認
5.4製品適格性の確認/5.5日常管理/5.6有効性の維持
6.エチレンオキサイド滅菌とそのバリデーション/6.1エチレンオキサイド滅菌/6.2残留EO
7.高圧蒸気滅菌とそのバリデーション/7.3湿熱滅菌におけるオーバーキル条件の達成
8.放射線滅菌とそのバリデーション
第８章 微生物汚染対策
第１節　製造工程・製造環境における微生物汚染対策と事例
1．微生物汚染の要因/2．原材料の管理/2.1原料の管理/2.2容器の管理
2.3　製造用水の管理/3．製造環境の管理/4．職員の教育/5．その他
第２節　製造時に混入しやすい微生物とその管理のポイント
1．微生物混入の経路/2．微生物に関する試験法とガイドライン/3．微生物管理のポイント
3.1原材料の管理/3.2製造工程の管理/3.3製造環境の管理/4．その他
第３節　医薬品の微生物汚染とその対策　
第９章 微生物試験に関わる三極の相違点
第１節 ＩＳＯと微生物試験規格　　
1.ISOとは/1.1ISOの目的と標準化/1.2国際規格の制定手順/2.マネジメントシステムとしてのISO9001
2.1ISO9001/2.2国際規格の微生物分野への広がり/3.TC34「農産食品」の検討する国際規格
3.1ISO15161「ISO9001:2000の食品・飲料産業への適用に関する指針」
3.2ISO22000「食品安全マネジメントシステム」/3.3TC34における各種のISO規格
3.4TC34/SC9の各種微生物規格/4.TC１９８「ヘルスケア製品の滅菌」が検討する国際規格
第２節 ＧＭＰと微生物試験
1.試験・検査による品質保証の制度/1.1非無菌製剤の微生物汚染管理/1.2微生物汚染防止法
2.非無菌医薬品の生菌数試験法及び特定微生物の検出法/2.2試料の採取方法及び試験の実施頻度
2.3微生物管理計画書/2.5微生物回収のバリデーション/2.6非無菌医薬品の微生物限度値
4.生菌数試験/5.培地の性能試験及び発育阻止物質の確認試験/6.最終滅菌医薬品の無菌試験法
8.損傷菌の検出/9.培地充てん試験法/11.無菌医薬品製造区域の微生物評価試験法
12.微生物の簡易迅速検出法/13.＜ATP測定による生菌数測定＞/14.FDA微生物施設への査察ガイド　
第３節 HACCPと微生物試験
1.危害分析/1.1HACCPシステム/2.微生物による食品の腐敗、変敗作用形態
2.1酵母による食品の危害/2.2耐熱性芽胞菌による食品の危害/2.3乳酸菌による食品の危害
3.HACCPと微生物試験/3.1検証に用いる検査方法/3.2加工食品の損傷菌について
3.3加工食品の耐熱性芽胞菌について/3.4加工食品の低温菌について
3.5加工食品の乳酸菌について/4.ＨＡＣＣＰシステムの利点と限界　　
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溶解性パラメーター適用事例集

●松永 利昭(秋田大学)●滝嶌 繁樹(広島大学)●小川 俊夫(金沢工業大学)●小林 敏勝(日本ペイント(株))●青柳 岳司(旭化成(株))●田中 信行(群馬大学)●山本 秀樹(関西大学)●高尾 道生(元東京インキ(株))

●青木 雄二(三菱化学(株))●中村 吉伸(大阪工業大学)●坂本 渉(名古屋大学)●倉地 育夫(コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株))●中谷 隆(東亞合成(株)))●森井 真喜人(オムロン(株))●田坂 道久(リケンテクノス(株))

●山本 文子(京都大学)●徳村 忠一(星薬科大学)●藤堂 浩明/杉林 堅次/(城西大学●堀内 照夫((神奈川大学)●水谷 潔(大阪府立産業技術総合研究所)●鈴木 祥一郎(上村工業(株))(執筆者一覧・敬称略）

第1章 溶解性パラメーターの原理
界面科学における溶解性パラメータの位置づけ/表・界面に働く分子間力の種類と性質

分子間力―物理結合とは/分子間力の種類/表・界面に関わる諸現象

溶解パラメーター概念の提案とその展開/Hildebrandの溶解パラメーター概念

非分散力性分子間力を考慮した溶解パラメーター概念への展開

極性相互作用について/水素結合性相互作用について/溶解性パラメーターの重要性とその限界

溶解に関わるいくつかの因子/エントロピー項について～主として高分子溶液を念頭に～

ミセル形成と可溶化/疎水結合について/イオン、電荷の影響について　

溶解性パラメーターと分子量、官能基/炭素鎖長、分子量と溶解性パラメーター

官能基と溶解性パラメーター/官能基ごとのモル全凝集エネルギー

分子間引力定数(Attraction Constant method)による整理/ハンセンパラメーター

種々の溶解パラメーターの比較/界面科学関連その他の分野における溶解性パラメーターの利用

第2章 溶解性の測定方法と相平衡計算の基礎
溶解度に関する熱力学の基礎/溶解性と溶解度/熱力学的相平衡状態

溶解度の測定方法/分析法/静置法/循環法/流通法/合成法(シンセティック法)

添加法/ポリマーに対する気体の溶解度の測定法/溶解度の計算方法/相平衡の基礎式

相平衡条件/相律と自由度/化学ポテンシャルとフガシティー/常圧相平衡条件式

気液・液液・固液平衡/活量係数式/活量係数モデルの概要/活量係数と過剰Gibbsエネルギー

理想溶液と実在溶液/正則溶液と無熱溶液/主な活量係数式/Margules式

van Laar式/HildebrandとScatchardの正則溶液論/Flory-Huggins式/Wilson式

NRTL (Nonrandam Two Liquid)式/UNIQUAC (Universal Quasi-Chemical) 式

UNIFAC (UNIQUAC Functional-group Activity Coefficient) 式/活量係数式の適用性の比較

第3章 溶液論的に見た溶解性パラメーター
溶液論の基礎概念/理想溶液/正則溶液/溶解パラメータが適用できない領域

溶解パラメータの求め方/溶解パラメータの単位/蒸発熱からの求め方

官能基のパラメータからの求め方/表面張力からの求め方/共重合体の溶解性パラメータ

子の溶解性/Flory-Hugginsの溶液論/ポリマー同士の相溶性/結晶性ポリマーの溶解性

ポリマーの溶解性パラメータの問題点/分子間力の強いポリマー

第4章 固体粉体材料の溶解性パラメーター
固体粉体の溶解性パラメーターとは/懸濁法による粉体表面の溶解性パラメーターの決定

アセトン滴定法による粉体表面の溶解性パラメーターの決定/配合設計への適用

第5章 高分子材料の溶解性パラメーター
第1節 高分子材料の溶解性パラメーター
計算・推算方法/測定値からの算出/原子団寄与法・グラフ理論・分子シミュレーションによる推算

溶解性パラメータを用いた相溶性の予測/χパラメータの予測/溶解性パラメータからの予測

分子シミュレーションからの直接的な予測/高分子溶液の相溶性予測

高分子ブレンドの相溶性予測/コポリマーの取り扱い/ランダムコポリマー

ブロックコポリマー/グラフ理論による推算/分子シミュレーションによる推算

第2節 熱分析によるポリマー溶解度の計算・推算方法
ポリマー溶解度の算出に必要な熱力学量/熱分析/熱力学量/hg/hx

hu/ポリマー溶解度の算出

第6章 機能性高分子のＳＰ値の計算と溶解性の評価方法
Hildebrandの溶解度パラメータの基礎/Hildebrandの溶解度パラメータを用いた溶解性評価

機能性高分子の溶解度パラメータの計算例/Fedor法による溶解度パラメーターの計算方法

Hansenの溶解度パラメーターの計算法/Hansenの溶解度パラメータによる溶解性の評価

Hildebrandの溶解度パラメータによる機能性高分子の溶解性評価

Hansenの溶解度パラメータによる機能性高分子の溶解性評価

Δδによる機能性高分子の二成分混合溶液への溶解性の評価

溶解度パラメータの寄与率による機能性高分子の溶解性の評価
第7章 溶解性パラメーター適用事例
第1節 塗料における適用事例
塗料の構成成分と成分間親和性/塗料用樹脂の溶解性パラメーター

塗料用顔料の溶解性パラメーター/溶解性パラメーターの塗料配合への具体的な適用例

アセトン滴定法により決定した疎水性顔料のSP値と水性塗料中での分散速度

樹脂のSP値と水性塗料における顔料分散性/アクリルオリゴマー濃厚溶液の粘度

傾斜構造塗膜中でのマトリクス成分樹脂間相分離制御/プラスチック素材中への塗料の浸透性制御

第2節 溶解性パラメーターとインクジェットインク
インクジェットインクの種類/インクジェットインクの要求性能/表面張力と溶解性パラメーター

表面張力と粘度の関係/溶剤のミッシビリテイー(混合性)とインクジェットインク

樹脂の溶解性パラメーターとインクジェットインク/分散剤・顔料と溶解性パラメーター

第3章 ポリマーブレンドの相溶性における適用事例
ポリマーブレンドの相溶性/共重合体ポリマーブレンドの相溶性

Miscibility Mapの２、３の例/cパラメータの温度依存性について

第4節 ポリマーコンポジットにおける適用事例
粒子充填ポリマーコンポジット/シラン処理層の観察/シランカップリング剤の反応性

均一で平滑なシラン処理層を形成させる条件/ポリマーブレンド

ポリマーブレンドの予備混合法/PVC/PVAブレンドのモルフォロジー/第3成分添加の効果

第5節 ゾル-ゲル溶液における適用事例
ゾル-ゲル溶液調製の際の出発原料化合物および溶媒の選択/ゾル-ゲル溶液の調製

ゾル-ゲル溶液中での反応（加水分解・重縮合反応とその制御）

多成分ゾル-ゲル溶液中での反応およびその制御/溶液中での構造と性質の関係

第6節 有機無機ハイブリッドにおける適用事例
エチルシリケートとフェノール樹脂のχパラメーター/β-SiC前駆体高分子と炭化物の合成

β-SiC粉末の合成と焼結体の製造/有機-無機ミクロ複合体を原料としたβ-SiC粉末の評価/考察

第7節 接着剤への適用事例
接着のメカニズム/接着剤の定義/化学結合・分子間力・機械的接合説(投錨効果、ファスナー効果)

相互拡散説(自着)/接着剤の界面化学/固体の濡れ/臨海表面張力/接着の仕事

溶解性パラメータ(ＳＰ値：Solubility Parameter)/混合とＳＰ値/ＳＰ値の測定方法

蒸発熱ΔHより算出する方法/分子構造より算出する方法/実測法/接着剤へのＳＰ値の適用

ＳＰ値の適用例/ＳＰ値の適用限界/ＳＰ値の近似と接着力との関係/接着剤の選定のまとめ

第8節 機構デバイスにおける適用事例
機構デバイスにおける接着加工/接着性の評価/接触角と溶解度パラメータ

樹脂材料の溶解度パラメータと接着力の評価/デバイス素材と充填材料

デバイスの耐油性/ゴム部品への影響

第9節 エラストマーにおける適用事例～耐油性判断時の適用事例～
エラストマーの膨潤挙動と溶解度パラメータ/エラストマーの耐油性に与える極性基の影響

エラストマーの耐油性に与える双極子モーメントの影響/エラストマーの柔軟性を維持して耐油性を向上させる手法

エラストマーの耐油性に与える結晶性の影響/極性基の導入と柔軟性の関係

第10節 クロマトグラフィーへの溶解性パラメータの適用
クロマトグラフィーにおける溶解性の概念/溶解性パラメーターと極性

クロマトグラフィーへのSP値の適用事例

第11節 医薬品における適用事例～溶解性スクリーニングシステム～
溶解性スクリーニングと医薬品開発/溶解性スクリーニングの実験手法

クライテリアについての考え方

第12節 膜粘膜透過性と溶解性パラメータ
薬物の溶解速度/薬物の溶解速度の修飾/結晶多形および無晶形固体

塩/薬物の生体膜透過性の修飾/吸収促進剤/リポソーム製剤/エマルション

非経口製剤の製剤設計/皮膚を介した薬物デリバリー/皮膚透過性の改善

基剤への影響/経皮薬物送達システム

第13節 化粧品における適用事例
化粧品分野の製剤開発で用いられる各種パラメーター(指標値)の比較/溶解性パラメーターの定義

化粧品分野における溶解性パラメーターの応用

化粧品・医薬品に用いられる主な化合物の溶解性パラーメーター

油性基材間の相溶性/紫外線吸収剤の溶解/金属石けんの溶解性パラメーターとその溶存状態

金属石けんの非水溶媒中の溶解挙動/金属石けんの合成法/金属石けんの非水溶媒中における溶解性

乳化剤の選択/HLB値と機能/HLB方式/溶解性パラメーターとHLB値

香料の溶解性パラメーターとエマルションの安定性/エマルションの安定性

香料成分の溶解性パラメーターとエマルション液滴の安定性/顔料の分散

顔料の性質/無機粒子の分散性と溶解性パラメーター

第8章 溶解性パラメーターよくあるＱ＆Ａ
第1節 未知試料の溶解性パラメーターの決定方法とは
第2節 溶解性パラメータと表面張力の関係
分子間力と表面特性/分子間力と表面自由エネルギー/表面張力と表面自由エネルギーとの関係

接着の仕事/固体の表面自由エネルギー/表面張力と接着力の関係

濡れと接着の仕事との相関/表面張力の接着耐久性への応用

熱力学的観点による接着の最適条件/溶解性パラメータ、ＳＰ値と表面張力γの関係

第3節 溶解性パラメータとプラスチックの環境応力割れの相関性について
環境応力割れとは/クレイズ、クラック、せん断降伏/溶剤クレイズ発生のメカニズム

クレイズ（クラック）発生と溶解性パラメータ

表面に発生する溶剤クレイズと溶解性パラメータ(クレイズ発生臨界ひずみと溶解性パラメータ)

クラック先端付近に発生するクレイズと溶解性パラメータ(限界ひずみエネルギ解放率と溶解性パラメータ)

第4節 溶解性パラメータとポリマーブレンドの溶融粘度との関係は？
移動因子aTの温度依存性/ゼロずり粘度h0のブレンド組成依存性

ポリマーブレンド中の絡み合い点間分子量Me

第5節 SP値(溶解度パラメータ)の温度依存性について
計算例(1)/計算例(2)

第6節 水溶性樹脂の分散構造と安定性
分散粒子溶液と高分子電解質の違い/樹脂の分散性に及ぼす中和剤の効果

分散粒子の酸-塩基挙動/樹脂の滴定曲線/分散液のpHと電導度

a0の推定方法－分散粒子モデルと配向率 

★溶解性パラメーターって具体的にどんな適用方法があるの？逆に適用に向かない場合とは？
⇒塗料/インクジェット/ポリマーブレンド/接着剤/有機無機ハイブリッド/エラストマー等、様々な材料における適用事例！
⇒医薬品(薬物の溶解性や溶解度改善方法等)や化粧品(ＳＰ値とＨＬＢ値の関係等）における適用事例等、各分野に完全対応！
●界面化学におけるＳＰ値の位置づけ⇒溶解に関わる因子や分子量/分子構造との関係等、基礎にもしっかり対応！

●複雑な高分子のＳＰ値考察やコポリマーの取扱、分子シミュレーションや熱分析等による推算方法！天然食品等に含まれる機能性高分子や抗酸化性物質のＳＰ値！

●溶解性の測定方法やＳＰ値による溶解性の評価方法！●SP値の計算方法や種々の材料に対する計算例！●主要なＳＰ値の一覧表も充実搭載！

よくあるＱ＆Ａ付き！★未知試料のＳＰ値決定方法やＳＰ値と環境応力割れ/粘度/表面張力/温度依存性の関係等、

～メカニズムと溶解性の評価・計算例等を踏まえて～

ＳＰ値を“使いこなす”

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名　　　　　【BC070301】

　溶解性ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ　書籍

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX



ご回覧ください！
 

 

ディスプレイ・光学部材における

発刊 2007年３月末・体裁 B5判 520頁　定価74,000円(+税)　

第１章　ディスプレイにおける各種コーティング方式と特徴・用途
第１節　ゾルーゲル法
ゾルーゲル法の概要/基本反応/特徴・期待される用途および問題点
ディスプレイ関連材料へのゾルーゲル法の応用例
反射防止膜/単分散酸化物粒子および複合粒子の合成
第２節　エアロゾルデポジションによる透光性厚膜コーティング
エアロゾルデポジション法/常温衝撃固化現象膜微細組織
緻密膜形成の基本メカニズム透明膜の形成/搬送ガス種と膜の透明化
透過率の改善/金属ナノ粒子分散誘電体膜によるプラズモン共鳴
電気光学部材応用におけるガラス／Ｓｉ部材との集積化
高透明、高硬度、高絶縁アルミナ膜と実用化への試み
第３節　ノンスピン・スリットコーター
従来塗布方式【Ｃｏａｔ＆ＳｐｉｎR】の概要と課題の克服
システム構成/従来塗布方式の課題/ノンスピン・スリットコートへのアプローチ
ノンスピン・スリットコート方式【SpinlesｓR】/システム概要/課題の克服
減圧乾燥技術
第４節　ラングミュア・プロジェット法（ＬＢ法）
水面上単分子膜の形成/ＬＢ膜の積層法
垂直浸漬法/累積比/水平付着法/累積特性のコントロール/色素分子のＬＢ膜 
第５節　ナイフコート法
主な「ナイフコート法」
ロールオンナイフ/フローティングナイフ/コンマコーター/リップコーター
リップコーターのシステム/制御/操作/適応用途
第６節　インクジェット法
ＩＪ法の用途、特徴/ＩＪ技術動向ＩＪ装置/ＩＪインク材料・組成物
ＩＪ用インク顔料分散技術/ＩＪ法ＣＦ製造技術/その他・応用
ＩＪインクの要求性能とその設計/ＩＪ用超微粒子顔料分散液の調製
分散設計/工業分散技術の応用
第７節　スリットコート法
コーティング方式/ＦＰＤ製造におけるコーティング方式
スリット＆スピン（スピンコート法）/スリットコート法/塗布薬液
塗布液とコーティング方式/ＦＰＤ製造工程のスリットコート法と塗布薬液
塗布膜の乾燥/塗布膜の乾燥方法/スリットコートと乾燥
スリットコータについて
コータ本体/スリットノズル/薬液供給ポンプ/ノズル洗浄・ディスペンス機構　
第８節　ディップコート法
ディップコート法の概要/原理/特徴/膜厚決定因子/コーティング環境と成膜条件
量産対応型ディップコーター/超低速ディップコーター/乾燥炉付積層薄膜形成装置
実験例/コロイド結晶膜の作製/薄膜作製/成膜現場における問題点/成膜欠陥
片面コート
第９節　スプレー法
スプレーについて/二流体式スプレー/一流体式スプレー
フラットパネルディスプレイへの適用
スプレー成膜装置とその有機EL用材料/有機ELへのスプレー法の適用
スプレー法によるITO陽極の作製と有機ELへの適用
第１０節　スプレー法　
スプレー法基本/スプレー法分類/スプレーとインクジェットの液体微粒子の出来方
スプレー法とインクジェット法の比較/印刷方式とインク特性
インクジェットにじみ防止バンクとマスク（有機EL製造法）
インクジェット、スプレーと他の印刷方式での印刷方法の比較
インクジェット技術のスプレーへの応用エア加速方式スプレー
インクジェット燃料電池製造問題点/スプレーとインクジェット燃料電池製造法比較/その他
スプレー＋マスクの組み合わせによる成膜法
濡れ性変化層をマスクとして使用する方法/疎水/親水マスクと液体噴霧によるパターン形成
スプレーによるカラーフィルタの製造法提案/スプレーの半導体債製造装置への応用
スプレー熱分解法の例/これまでのＣＶＤ装置の例/ライン型常圧プラズマＣＶＤの例/その他

第１１節　スクリーン印刷法
スクリーン印刷の基本/パターン形成装置分類
スクリーン印刷の充填版離れ工程で注意する項目/ペースト構成材料
チキソ性の説明/サドル現象の説明/サドル現象防止剤の説明
スクリーン印刷のペーストコントロール性/液体、粉体、ペースト材料と印刷特性/その他
印刷方法ノウハウ；ペーストの流動性と印刷品質/その他
第１２節　装置メーカーからみたコーティング方式の種類と選択
コーティング方式の種類/３本リバースロールコーター/グラビアコーター
５本ロールコーター/クローズド方式のコーターウルトラダイコーターVCDコーター/デジタルコーター/適した塗工液/特徴
第２章　コーティング剤の調製・開発とその特性
第１節　液相法による反射防止剤の調製及びコーティング
ゾルーゲル・ハイブリッド技術を応用した反射防止膜形成/超低屈折率単層反射防止膜
第２節　光学部材におけるフッ素系コーティング剤
フッ素系コーティング剤の種類と特徴･用途/ポリマー溶液型フッ素コーティング剤
フッ素アクリル樹脂タイプ・コーティング剤/環状構造フッ素樹脂タイプ・コーティング剤
フッ素アルキル・シランカップリング剤タイプ・コーティング剤/UV硬化型
第３節　カラーフィルタ用ブラックレジストの塗布技術
ブラックレジストの基礎/塗布方式の比較
樹脂ＢＭレジストの高ＯＤ値化による塗布特性への影響/高ＯＤ値化
ＢＭレジスト用顔料/分散安定化理論の塗布特性への影響
静電的斥力による分散安定化高分子立体障害による安定化/その他
第４節　カラーレジスト
カラーレジスト材料/顔料とその分散/バインダー及び光重合開始系
その他の添加剤/カラーレジストの特性/色特性/輝度（透過率）
コントラスト（消偏性）/画像形成性/パターン形状/大型基板への対応
コーティング性/信頼性今後の技術動向/色再現範囲の拡大/半透過型液晶用カラーフィルタ
第５節　EMIシールド用コーティング剤
ＥＭＩシールド用コーティング剤の種類/シールド効果
安価な高シールド・薄膜仕上がりの導電塗料の開発/スムースな薄膜の仕上げ技法
第６節　透明導電膜コーティング材
導電性材料の種類/光学フィルム用導電性薄膜に求められる機能
ナノコンポジット型導電性薄膜/応用例
第７節　ゾル‐ゲル法による蛍光体作製
蛍光体の用途と要求特性/用途/白色ＬＥＤ用蛍光体/ＰＤＰ用蛍光体
ＦＥＤ用蛍光体/蛍光体の発光メカニズム/希土類イオンの発光/その他
ゾル‐ゲル法による蛍光体/特徴/ゾル‐ゲル法による蛍光体の作製とメリット
第８節　シランカップリング剤の機能と特徴
シランカップリング剤の構造と特徴/作用機構/無機質表面に対する作用機構
有機樹脂に対する作用機構/シランカップリング剤のプライマーへの応用
第９節　ディスプレイにおけるシリコーンコーティング剤
有機ＵＶ硬化樹脂の組成/ＵＶ硬化型シリコーンコーティング剤の特徴
製膜プロセス/硬化皮膜の特性評価結果/今後の課題
第１０節　ＥＬ製造におけるインクジェットインキ
背景/インクジェット条件とインク/ＩＪＰ法による有機EL素子の構造例
有機ＥＬ用インクジェットインクに必要とされる条件
実際に使用されているインク材料低分子系材料を用いたIJPによるデバイス試作例
使用した装置/ＩＪＰ法による自己整合隔壁有機ELデバイス/結論と今後の展開
第11節　反射防止(AR)フィルム用の防汚膜の設計
第12節　ＦＰＤ用厚膜ペースト材料の特性
第３章　実際の製造プロセス
第１節　エレクトロ分野におけるRoll to Roll技術
各種コーティング技術の特徴/光学薄膜および防汚材料コーティング技術
ＬＣＤ用光学フイルム基板/光学膜成膜/メタモードスパッタプロセス
防汚材コーティング技術/Roll to Roll湿式コーティング法/真空蒸着法
コーティング膜の厚み測定
第２節　ＣＦ製造（コーティング技術について）/スピン方式
第３節　透明帯電防止コーティング

第４節　ディスプレイにおけるガラス基板へのウェットコーティング
膜設計/透明性/膜強度/低反射性/電気特性/膜構成コート液設計・管理
溶液物性/微粒子分散/管理項目/コーティングプロセス/基板洗浄
コーティング/欠点と対策/欠点の種類/発生原因と対策
第５節　ＦＰＤ製造プロセス用薬品
薬液の概要/洗浄液/エッチング液/アレイ材料・透明導電膜エッチング液/現像液、剥離液
第６節　ＦＰＤコーティングにおける乾燥
主な塗布装置/ロールコータの乾燥/スピンコータ/スリットコータ
乾燥工程/概要/プリベーク工程/減圧乾燥工程/乾燥時の課題
塗布直後の課題/搬送系起因の課題/減圧乾燥プロセスの課題
プリベークと減圧乾燥の乾燥の違い/乾燥炉の汚染
第７節　湿式プロセスによる反射防止技術
反射防止膜とその種類/アンチグレアタイプ/干渉タイプ/反射防止の原理
単層膜系/二層膜系/三層膜系干渉タイプによるフィルム上の反射防止/ガラス上の反射防止
塗布液の組成と調合/成膜工程/反射防止ガラスの特性
第８節　ＬＣＤ製造における塗工技術
ガラス基板サイズの変化/スリット塗布方式の塗布むらと改善手法
モヤムラ・横段ムラの改善手法/高速塗布への対応
第４章　最近の応用事例
第１節　耐傷性コーティング技術
傷防止方法/従来防止方法/従来法の問題点/自己治癒コーティング材料
自己治癒コーティング材とは/傷復元性の評価/自己治癒コーティング材の種類/特徴
第２節　多層コ－ティングにおける導電性と電磁波シールドについて
有機系の導電性/多層ウエットコーティング法における電磁波シールド　静電、磁気、電磁波/長所と短所
第３節　ウエットコーティングによるコロイドフォトニック結晶の作製
コロイドフォトニック結晶の作製方法/Colloidal Epitaxy/Convective Assembly
Inverse-Opal構造/機能性付与
第４節　機能性コーティングのフラットパネルディスプレイへの応用
透明帯電防止膜/反射防止膜/紫外腺遮蔽膜と電磁波遮蔽メッシュ膜　
近赤外線遮蔽膜・可視光線選択吸収膜
第５節　液晶用反射防止フィルム
反射防止フィルムの材料設計/光学設計/材料設計/反射防止フィルムの分類
Wet-Coating/Dry-Coating法反射防止フィルム（LRフイルム）の作製と特性
今後の技術課題/ＬＲフィルムの課題
第６節　ＰＤＰ用近赤外線吸収材料の開発
NIRフィルムの開発１/ジイモニウム系化合物の化学構造と物性
NIRフィルムの耐久性/ジイモニウム系化合物の溶解性/アレニウスプロット
NIR粘着剤の開発/フタロシアニン系化合物の化学構造と光学特性/色再現範囲の向上
第７節　有機ＥＬ製造におけるコーティング
正孔注入層用　PEDOT／ＰＳＳ/構造/PEDOT/PSSの特徴
PEDOT/PSSの塗布方法/直接重合/PEDOT によるITO代替
ＩＴＯ代替 高導電PEDOT / PSS 　Baytron PH 500
第８節　コーティングによる有機TFTの作製
有機ＴＦＴ/有機ＴＦＴとは/構造/トップコンタクト構造/ボトムコンタクト構造
トップゲート構造/コーティングによる有機ＴＦＴの作製/有機ＴＦＴ作製プロセス
印刷による有機ＴＦＴの作製/有機半導体/ゲート絶縁膜/ゲート電極およびソース/ドレイン電極
第９節　ミストによる帯電防止膜のコーティング
帯電防止剤/現状のコーティング法/ディッピング/スプレーコート
ロールコート/手拭き（刷毛塗り、布拭き）ミスト法によるコーティング
第１０節　FPDカラーフィルターにおけるコーティング技術
スリットノズルコータの概要/構成/本体フレーム/ガントリ/その他
スリットノズルコータのプロセス技術/ユニフォーミティの評価/コーティングの要点
ＴＤ方向膜厚調整/ＭＤ方向の膜厚調整/その他
第５章　ナノコーティング技術
第１節　ウェットプロセス・ナノコーティング技術
コーティング用ナノスケール物質の合成/ウェットプロセスによるナノコーティング技術の実際
ラングミュアー・ブロジェット膜法/交互吸着法/ナノコーティング膜の機能性と応用

湿式 コーティング 技術

“ウェットコーティング技術”を極める

●孫　仁徳（（株）ＫＲＩ）●明渡　純（（独）産業技術総合研究所）●山口　和伸（東京応化工業（株）●木村　尚仁（北海道工業大学）●大森　克洋（（株）ヒラノテクシード）●日口　洋一（大日本印刷（株））
●木瀬　一夫（大日本スクリーン製造（株））●川邊　隆之（（株）アインテスラ）●岩崎　豊（（株）アインテスラ）●関　成之（東京工芸大学）●内田　孝幸（東京工芸大学）●澤田　豊（東京工芸大学）
●村野　俊次（３Ｄ Powers,Inc.（株））●河合　寿和（井上金属工業（株））●福井　俊巳（（株）ＫＲＩ）●伊藤　隆彦（(株)フロロテクノロジー　）●信太　勝（東京応化工業（株））●迫　直樹（三菱化学（株））
●板野　俊明（ESD・EMI エンジニアリング（株））●平井　俊晴（触媒化成工業（株））●羽山　秀和（（株）ＫＲＩ）●柳澤　秀好（信越化学工業（株））●高橋　修一（ＡＺエレクトロニックマテリアルズ（株））
●岡田　裕之（富山大学）●中　茂樹（富山大学）●宮林　毅（ブラザー工業（株））●井上 豊和（（ブラザー工業（株））●田部井　雅利（（株）アルバック）●松井　浩平（凸版印刷（株））
●若林　淳美（住友大阪セメント（株））●阿部　啓介（旭硝子（株））●宮崎　正男（関東化学（株））●木崎　幸治（大日本スクリーン製造（株））●高松　敦（セントラル硝子（株））●川上　進（ナトコ(株)）
●浜野　尚吉（共同技研化学（株））●竹田　諭司（旭硝子（株））●佐々木　基（東レ・ダウコーニング（株））●渡辺　二郎（凸版印刷（株））●宮古 強臣（旭硝子（株））●橋本　定侍（スタルク（株））
●中馬　隆（パイオニア（株））●橋本　創（メイキ樹脂工業（株））●尾崎　文美（東レエンジニアリング（株））●近藤　洋文（ソニー（株））●吉見　考正（ノリタケ機材（株））　●佐々木　高義（物質・材料研究機構）<執筆者一覧（敬称略）>

◎ディスプレイ・光学部材に焦点を絞った、コーティング剤の調製からウェットコーティング技術まですべてがわかるこの一冊！
●ディスプレイ・光学部材に欠かせないコーティング剤とは？　
   反射防止剤・フッ素系コーティング剤・ＢＭレジスト・カラーレジスト・ＥＭＩシールド用コーティング剤・シランカップリング剤
   シリコーティング剤などの構造、特徴、今後の課題や動向を解説！
●ウェットコーティング技術による透明帯電防止膜・反射防止膜・紫外線遮蔽膜と電磁波遮蔽メッシュ膜・近赤外線遮蔽膜
   可視光選択吸収膜・有機ＴＦＴ作製を紹介！

★書籍申込書　　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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◎２０社以上の企業がノウハウ・技術を一挙公開！
日本ペイント/日本ゼオン/富士ゼロックス/三菱化学/コニカミノルタビジネステクノロジーズ

豊田中央研究所/花王/ライオン/ＴＤＫ/王子製紙/触媒化成/旭サナック/三菱マテリアル/ＫＲＩ

ピアレックス・テクノロジーズ/東京応化/東ソー・シリカ/マグナビート/コスメテクノ/ファーマポリテック/住友金属鉱山

各種微粒子調製方法と製品応用

　　　～実際の製造・評価事例とプロセス技術～

　　　　　　果てしなく広い"微粒子の世界"に挑む

●鈴木清/埜村　守（福井大学大学院）
●松崎英男（東亞合成（株））
●今野幹男（東北大学大学院）
●田中眞人（新潟大学）
●安田昌弘（大阪府立大学大学院）
●鈴木久男（静岡大学）
●奥山喜久夫/矢吹彰広（広島大学大学院）
●加藤俊作/近田　司（(財)かがわ産業支援財団）
●脇幸吉（富士写真フイルム（株））
●阿尻雅文/大原智（東北大学）
●中山勉（アイメックス（株））
●石井利博（アシザワ・ファインテック（株））
●院去貢（寿工業（株））
●堀史説/岩瀬彰宏（大阪府立大学大学院）
●森安信彦（プライミクス（株））
●小石眞純（東京理科大学）
●空閑良壽（室蘭工業大学）
●猪ノ木雅裕（(株)ホソカワ粉体技術研究所）
●江間秋彦（日清エンジニアリング(株)）
●長谷川政裕（山形大学）

●吉田英人（広島大学大学院）
●伊藤光弘（太平洋セメント（株））
●金子貫太郎（（株）栗本鐵工所）
●伊藤均（（株）セイシン企業）
●高尾泰正（（独）産業技術総合研究所）
●堀田裕司（（独）産業技術総合研究所）
●大村康（吉田機械興業（株））
●郷司春憲（日本ペイント（株））
●岸本琢治（日本ゼオン（株））
●石山孝雄（富士ゼロックス（株））
●関根勇一（三菱化学（株））
●伊藤昇（コニカミノルタビジネステクノロジーズ（株））
●月ヶ瀬あずさ（(株)豊田中央研）
●堀田肇（花王（株））
●佐藤正則（ライオン（株））
●丸山哲/栗原雅人（ＴＤＫ（株））
●石垣隆正（（独）物質材料研究機構）
●荒井康宏（王子製紙(株)）
●吉留博雄（触媒化成工業（株））
●伊藤春揮（旭サナック（株））
●林年治（三菱マテリアル（株））

●樋口章二（（株）ＫＲＩ）
●北村透（ピアレックス・テクノロジーズ（株））
●内河喜代司（東京応化工業（株））
●塩田英司（東ソー・シリカ（株））
●王景明/畑英之（マグナビート（株））
●黒田章裕（（株）コスメテクノ）
●植村俊信（（有）ファーマポリテック）
●小日向茂（住友金属鉱山（株））
●大島広行（東京理科大学）
●溝口大剛（大日本塗料（株））
●松崎悟（大日精化工業（株））
●坂井悦郎（東京工業大学）
●鈴木茂（日本アエロジル（株））
●鈴木道隆（兵庫県立大学大学院）
　　　　　　　　　(執筆者一覧・敬称略）

●微粒子調製方法を完全に網羅！液相：乳化・懸濁・ラジカル・エマルション重合・ゾルゲル法
   沈殿法・マイクロ波加熱法・逆ミセル法など
●乾式粉砕から湿式粉砕、ありとあらゆる微粒子調製法を詳細に解説！
●ビーズミル・各種ミルによる微粒子調製からスケールアップ、運転条件を紹介！
●最適な分散手法とその安定化メカニズム
●微粒子の粒度分布・形状・表面状態・最密充填構造・・・色々な角度からの評価方法を詳説！
　　　　　　　　　　　　　　★一線の研究者達が最新の成果をまとめあげた一冊！
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特許Ｑ＆Ａ大全集
<実務担当者による/ための>

第7章 職務発明規定

第25問 発明者の認定基準とは

第26問 職務発明規定作成のための留意点とは

第27問 運用後のトラブルを防ぐためには

第8章 海外

第28問 無料の海外特許データベースの有効な活用方法とは

第98問 出願国の選択基準とは 

　～どの国に出願するべきかにおいて考慮すべき事～

第30問 米国に特許出願する際の留意点とは

第31問 欧州に特許出願する際の留意点とは

第32問 中国へ特許出願する際の留意点とは

第33問 米国特許に基づく侵害警告への対応方法とは

第9章 ソフトウェア分野

第34問 ソフトウェア業界の特許状況とは

第35問 プログラム登録の必要性は

第36問 通信プロトコルの著作権は　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　<共通篇>

● FI/Fタームの有効な活用方法とは

● 米国特許商標庁(USPTO)、ヨーロッパ特許庁(EPO)のデータベースと商用データベースの使い分けは

● DWPIとINPADOCの概要と比較、USPTO、esp@cenetとの使い分けは

● 概念検索とその利用例とは

● 特許公開が確認できない状態で、関連する技術分野で開発・販売をする際の適切な情報把握とは

● 米国に於ける侵害調査や侵害対応について現地代理人の選定基準とは

● 企業規模におけるパテントマップ運営の仕方の違いとは

● 分割出願を有効に利用するためには

● 国内優先権主張出願の際の留意点とは

● 発明の単一性に関する出願時の留意点とは● ノウハウ特許の取り扱い方とは

●日米欧における特許性判断の相違点とは？

● 実施予定の技術が、他者特許（出願）と抵触するおそれがある場合の対応方法は

● 発明の評価方法～出願から権利化された場合の価値算定とは～

● 技術開発者への知的財産教育を効率的に行なうには

● 均等論についての最近の解釈は

● 新規性及び進歩性の判断基準とは？● 知財信託の最新動向とは

● 審査側から見た出願基準とは？～出願理念も踏まえて～

● 日本の知的財産戦略の指針とは？～イノベーションによる価値実現に向けて～

● 「世界特許」の最新動向とは？～これまでの経緯を踏まえて～

第1章 特許戦略

第1問 海外出願も視野に入れた特許戦略の指針とは

第2問 強い知的財産を作るための社内体制構築のためには

　　　　～強い知的財産経営を推進できる社内体制構築～

第2章 検索・調査・分析

第3問 検索エンジンの選択方法とは

第4問 漏れ、ノイズのない特許検索を行うためには

第5問 特許調査に用いる各ＤＢの特徴とは

第6問 先行特許調査の意義と調査方法、留意点とは

第7問 ステージ毎に適した情報の分析とは

第8問 特許抵触性を正しく判断するためには

第9問 効果的なパテントマップ(国内外)構築法とは

第10問 パテントマップの活用法とは

第3章 特許出願・権利化と権利侵害追求

       ～裁判所で争われた事例を中心にして～

第11問 特許出願の基本的なポイントとは？

第12問 特許権利化におけるポイントとは？

第13問 権利侵害追求時に特許無効とされないためのポイントとは？

第4章 特許種類別

第14問 物質特許におけるクレームの範囲とは

第15問 物質特許を成立させるための留意点とは

第16問 用途発明の考え方とは 

第17問 パラメータ化のテクニックとは

第18問 パラメータ特許出願時及び出願後の留意点とは

第5章 契約・ライセンス交渉

第19問 原料メーカ・部材メーカとの契約の際の留意点とは

第20問 契約書作成の留意点とは/

第21問 ライセンス交渉の際の留意点とは

第22問 産学共同研究の効率的な進め方とは

第23問 適正なロイヤルティの決め方とは

第6章 紛争の予防と事前対策

第24問 問題特許への具体的対応策とは

●木所 広人(日本ゼオン(株))●松村 晴雄((株)旭リサーチセンター)●林田 幹夫(三井化学(株))●北島 政明(ＪＳＲ(株))●牧 虎彦(月島機械(株))

●秋山 守雄(ゼブラ(株))●出野 恭一(セイコーエプソン(株))●斉藤 清孝((株)オハラ)●江口 裕之((株)島津製作所)●北村 史朗((株)クレオ)

●小川 公人((株)プロパティ)●都築 泉(大阪工業大学)●六車 正道(六車技術士事務所●佐々木 茂雄(鳥取大学)●出崎 恭子(ＮＥＣトーキンテクノサービス(株))

●高橋 四郎(東北イノベーションキャピタル(株))●上條 肇(東京大学)●神野 直美(上代・神野特許事務所)●大澤 健一(万有製薬(株))

●田中 紳司(三菱ＵＦＪ信託銀行(株))●佐藤 秀樹(特許庁)●住田 孝之(経済産業省)●野仲 松男(内閣官房)（執筆者一覧・敬称略）
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<実務担当者による/ための>

第7章 職務発明規定

第25問 発明者の認定基準とは

第26問 職務発明規定作成のための留意点とは

第27問 運用後のトラブルを防ぐためには

第8章 海外

第28問 無料の海外特許データベースの有効な活用方法とは

第98問 出願国の選択基準とは 

　～どの国に出願するべきかにおいて考慮すべき事～

第30問 米国に特許出願する際の留意点とは

第31問 欧州に特許出願する際の留意点とは

第32問 中国へ特許出願する際の留意点とは

第33問 米国特許に基づく侵害警告への対応方法とは

第9章 ソフトウェア分野

第34問 ソフトウェア業界の特許状況とは

第35問 プログラム登録の必要性は

第36問 通信プロトコルの著作権は　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　<共通篇>

● FI/Fタームの有効な活用方法とは

● 米国特許商標庁(USPTO)、ヨーロッパ特許庁(EPO)のデータベースと商用データベースの使い分けは

● DWPIとINPADOCの概要と比較、USPTO、esp@cenetとの使い分けは

● 概念検索とその利用例とは

● 特許公開が確認できない状態で、関連する技術分野で開発・販売をする際の適切な情報把握とは

● 米国に於ける侵害調査や侵害対応について現地代理人の選定基準とは

● 企業規模におけるパテントマップ運営の仕方の違いとは

● 分割出願を有効に利用するためには

● 国内優先権主張出願の際の留意点とは

● 発明の単一性に関する出願時の留意点とは● ノウハウ特許の取り扱い方とは

●日米欧における特許性判断の相違点とは？

● 実施予定の技術が、他者特許（出願）と抵触するおそれがある場合の対応方法は

● 発明の評価方法～出願から権利化された場合の価値算定とは～

● 技術開発者への知的財産教育を効率的に行なうには

● 均等論についての最近の解釈は

● 新規性及び進歩性の判断基準とは？● 知財信託の最新動向とは

● 審査側から見た出願基準とは？～出願理念も踏まえて～

● 日本の知的財産戦略の指針とは？～イノベーションによる価値実現に向けて～

● 「世界特許」の最新動向とは？～これまでの経緯を踏まえて～

第1章 特許戦略

第1問 海外出願も視野に入れた特許戦略の指針とは

第2問 強い知的財産を作るための社内体制構築のためには

　　　　～強い知的財産経営を推進できる社内体制構築～

第2章 検索・調査・分析

第3問 検索エンジンの選択方法とは

第4問 漏れ、ノイズのない特許検索を行うためには

第5問 特許調査に用いる各ＤＢの特徴とは

第6問 先行特許調査の意義と調査方法、留意点とは

第7問 ステージ毎に適した情報の分析とは

第8問 特許抵触性を正しく判断するためには

第9問 効果的なパテントマップ(国内外)構築法とは

第10問 パテントマップの活用法とは

第3章 特許出願・権利化と権利侵害追求

       ～裁判所で争われた事例を中心にして～

第11問 特許出願の基本的なポイントとは？

第12問 特許権利化におけるポイントとは？

第13問 権利侵害追求時に特許無効とされないためのポイントとは？

第4章 特許種類別

第14問 物質特許におけるクレームの範囲とは

第15問 物質特許を成立させるための留意点とは

第16問 用途発明の考え方とは 

第17問 パラメータ化のテクニックとは

第18問 パラメータ特許出願時及び出願後の留意点とは

第5章 契約・ライセンス交渉

第19問 原料メーカ・部材メーカとの契約の際の留意点とは

第20問 契約書作成の留意点とは/

第21問 ライセンス交渉の際の留意点とは

第22問 産学共同研究の効率的な進め方とは

第23問 適正なロイヤルティの決め方とは

第6章 紛争の予防と事前対策

第24問 問題特許への具体的対応策とは

●木所 広人(日本ゼオン(株))●松村 晴雄((株)旭リサーチセンター)●林田 幹夫(三井化学(株))●北島 政明(ＪＳＲ(株))●牧 虎彦(月島機械(株))

●秋山 守雄(ゼブラ(株))●出野 恭一(セイコーエプソン(株))●斉藤 清孝((株)オハラ)●江口 裕之((株)島津製作所)●北村 史朗((株)クレオ)

●小川 公人((株)プロパティ)●都築 泉(大阪工業大学)●六車 正道(六車技術士事務所●佐々木 茂雄(鳥取大学)●出崎 恭子(ＮＥＣトーキンテクノサービス(株))

●高橋 四郎(東北イノベーションキャピタル(株))●上條 肇(東京大学)●神野 直美(上代・神野特許事務所)●大澤 健一(万有製薬(株))

●田中 紳司(三菱ＵＦＪ信託銀行(株))●佐藤 秀樹(特許庁)●住田 孝之(経済産業省)●野仲 松男(内閣官房)（執筆者一覧・敬称略）
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発刊 2006年12月・体裁 B5判 371頁　定価69,000円＋税　
執筆者一覧（敬称略）●酒井英樹(大阪市立大学)●かせ村知之(岐阜大学)●福山紅陽（協和界面科学㈱）●竹永満（山口東京理科大学）●赤沼正信（北海道工業試験場）●今井秀秋（旭化成㈱）

●木本正樹（大阪府立産業技術総合研究所）●大畑正敏（日本ペイント㈱）●好野則夫（東京理科大学）●野中史子（旭硝子㈱）●松田厚範（豊橋技術科学大学）●稲垣訓宏（静岡大学）

●大久保雅章,山本俊昭（大阪府立大学）●加藤千尋（神奈川県産業技術センター）●神田一浩（兵庫県立大学）●中井康二（㈱ＮＨＶコーポレーション）●井上陽一（㈱日立製作所）

●田部井雅利（㈱アルバック）●井上稔（松下電工㈱）●安崎利明（日本板硝子㈱）●忠永清治（大阪府立大学）●高橋紳矢（岐阜大学）●永井秀典（産業技術総合研究所）●福田聖（東京大学）

●渡邊修（㈱ＩＮＡＸ）●朝倉浩一（慶應義塾大学）●丁野良助，桑原厚司（東レ㈱）●諸貫信行，金子伸（首都大学東京）●細野英司，周豪慎（産業技術総合研究所）●辻井薫（北海道大学）

●コーティング剤の開発と塗布、プラズマ照射による表面改質など、各種技法による撥水・親水性機能表面作製法と特性!

●表面が水または油でぬれる/ぬれないとは、どういうことか…表面で起こっていることの分析と評価・測定法

●ぬれ性の制御法…コーティング・表面改質・微細構造の造りこみなど多様な技法について詳しく解説

●「汚れないガラス」をはじめ、親水化・撥水化技術の応用例を多数収録　●ナノテクノロジーの導入で期待される展開とは

◎“超”撥水・親水化をふくめ、表面ぬれ性制御の実際と利用の最新事例！

第１章　撥水・親水材料開発のための評価法
第１節　ぬれ性評価の基礎－接触角・表面張力・表面エネルギー
１．　ぬれとはなにか
２．　どうして濡れたり，濡れなかったりするのか
３．　ぬれ性の指標である接触角から何がわかるか
４．　いろいろな接触角
第２節　表面の物性・動的接触角の測定法
１．　動的接触角 ２．　浸潤張力の緩和現象
第３節　接触角、表面張力の測定原理と測定上の注意
１．　接触角、表面張力
２．　接触角測定の基本原理と解析手法
３．　表面張力測定の基本原理と注意点
４．　適用分野
第４節　分子レベルで制御された薄膜表面のぬれ性
１．　拡張係数　２．　表面エネルギーと接触角　
３．　固体表面のぬれ易さ
４．　固体の表面エネルギー　５．　接触角ヒステリシス
６．　ぬれ研究のための液体および基板の性質
第５節　酸化チタン薄膜の防汚機能評価法
１．　防汚性能の実験室評価試験
２．　屋外暴露試験の実施例
第６節　撥水親水性機能表面の耐久性評価法
１．　建材外壁用塗膜の耐久性評価法
２．　建材外壁用塗膜の耐久性評価

第２章　撥水・親水性実現のためのコーティング剤の開発

第１節　アクリルシリコーン／シリカ・ナノコンポジットを用いた超撥水表面
１．　アクリルシリコーン／シリカ・ナノコンポジットを用いた超撥水剤の調整
２．　撥水性シリカ複合微粒子合成時における水分含有率の影響
第２節　シリコーン・アクリルブロック共重合体による
　　　　　(超)撥水塗料の開発と応用
１．　熱硬化型ブロック共重合体の合成
２．　各種架橋膜のミクロ相分離
３．　撥水機能とミクロ相分離
４．　超撥水機能の発現と劣化
５．　（超）撥水コーティング剤の応用事例
第３節　フッ素系コーティング剤の開発と性能向上
１．　フッ素系芳香族シランカップリング剤
１．１　Rf-C6H4-SiX3
１．２　Rf-C6H4-CH2CH2-SiX38)
１．３　Rf-C6H4-C6H4-CH2CH2-Si(OCH3)320)
第４節　透明フッ素樹脂とコーティング特性
１．　ＣＹＴＯＰの合成法 ２．　ＣＹＴＯＰの表面特性
３．　コーティング特性 ４．　ＣＹＴＯＰの物理特性と用途
第５節　ゾル－ゲル法による撥水・親水表面の作製と応用
１．　SiO2-TiO2系化学修飾ゲル膜を用いたフォトリソ撥水－親水パターニング
２．　RSiO3/2-TiO2系ハイブリッドゲル膜を用いた撥水－親水パターン
３．　撥水－親水パターンとPhSiO3/2ゲル膜の軟化・流動を利用した
　　　マイクロレンズの作製
４．　撥水－親水パターンを用いた電気泳動電着マイクロパターニング

第６節　分子レベルで制御されたフッ素化アルカン単分子膜のぬれ性評価
１．　有機薄膜：ＬＢ膜とＳＡ膜
２．　分子レベルで鎖長の制御された終端フッ素化アルカンＳＡ膜のぬれ性
３．　分子レベルでフッ素分子数の制御されたフッ素化アルカンＳＡ膜のぬれ性

第３章　表面改質による撥水・親水性付与
第１節　プラズマ照射によるプラスチック表面改質
１．　プラズマによる表面改質の原理
２．　プラズマを照射するとポリマー表面に何が起こるか？（化学的変化）
３．　プラズマを照射するとポリマー表面に何が起こるか？（物理的変化）
４．　インプランテーションとエッチングプロセス
５．　インプランテーションにはプラズマの何が寄与しているのか
６．　リモートプラズマを利用した表面改質技術
第２節　プラズマ複合プロセスによる
　　　　　ガラスの親水性及び撥水耐久性の改良
１．　接触角の定義 ２．　実験装置ならびに方法
３．　実験結果ならびに考察
第３節　真空紫外光を用いた高分子の表面改質
１．　高分子の表面化学構造と撥水性・親水性
２．　真空紫外光を用いた高分子の表面改質
３．　キセノン・エキシマ・ランプを用いた表面改質の特色
４．　ポリエチレンの光表面改質
第４節　放射光の照射によるぬれ性の制御
１．　放射光励起プロセスの特徴
２．　PTFE表面ぬれ性の制御
第５節　EB硬化技術の応用による防汚処理
１．　EBとは  ２．　硬化技術（キュアリング）の応用
３．　EB硬化の反応機構 ４．　EB硬化の特長と利用分野
５．　EB硬化装置  ６．　EB硬化技術の基礎
７．　防汚機能等を付与した高機能応用技術
第６節　イオン照射による樹脂の超撥水処理
１．　イオンビームと固体表面との相互作用
２．　イオン照射によるフッ素樹脂の超撥水化
３．　超撥水性を形成する表面形態，表面粗さに関する考察

第４章　新しい撥水・親水化技術とその応用事例
第１節　LCD光学フィルムへの防汚コーティング技術
１．　各種コーティング技術の特徴
２．　光学薄膜および防汚材料コーティング技術
３．　コーティング膜の厚み測定
第２節　親水、撥水、及び光触媒超親水コーティング剤
１．　光触媒超親水性コーティング材「フラッセラＰ」
２．　親水性コーティング材「フラッセラＲ」
３．　撥水・撥油性コーティング材
第３節　スパッタ光触媒ガラスの
　　　　　非加熱結晶化コーティング技術とその防汚性
１．　汚れない窓ガラスへの要望
２．　光触媒結晶化シード層技術
３．　光触媒活性の評価
４．　膜の特徴

第４節　ゾル－ゲル法によるアルミナ透明超撥水膜の作製
１．　ガラス基板上への超撥水・超親水膜の作製
２．　高分子基板上での超撥水・超親水膜の作製
３．　二成分系
４．　まとめ
第５節　親水性ポリマーによるガラス表面の
　　　　　防曇性コーティングとその動的濡れ性解析
１．　MMA/MPEGMA共重合体のSurface Dynamics
２．　MMA/MPEGMA/VS三元重合体の防曇性
第６節　ぬれ性制御によるマイクロバルブの開発
１．　ぬれ性制御によるマイクロバルブの基本原理
２．　可逆的表面ぬれ性制御
３．　光制御型マイクロバルブによる流体制御
第７節　表面改質処理による紙の撥水・撥油化
１．　紙の撥水・撥油化処理の概要
２．　紙による撥水・撥油挙動の考え方とその評価方法
３．　リン酸塩型フッ素系化合物を添加した
　　　紙の撥水・撥油性の発現機構
４．　フッ素系化合物を添加した
　　　紙の撥水・撥油処理のまとめと今後の課題
第８節　ナノ親水によるセルフクリーニング性能の実現
１．　なぜ超親水化が必要なのか
２．　超親水化技術
３．　超親水化によるセルフクリーニング効果
４．　ステンレス表面の親水化
第９節　非平衡系の自己組織化（散逸構造）による
　　　　　周期凹凸構造の形成を利用した撥水表面処理
１．　散逸構造とは
２．　周期凹凸構造の自発的形成
３．　周期凹凸構造の形成による高撥水性表面の作製
第１０節　ナノテクを用いた防汚・撥水・撥油素材の開発
１．　衣服の汚れの種類と汚れの付着
２．　防汚加工の設計
３．　ナノテクノロジーの繊維加工への応用
４．　”ナノマトリックス”加工技術による防汚加工商品の開発
第１１節　テクスチャによる濡れ性の制御とその応用
１．　テクスチャによる濡れ性の制御
２．　濡れ性パターンを利用した液滴の形状制御
３．　選択的な濡れ広がりを利用した微粒子の自己整列
第１２節　ナノ構造制御による親水性表面の超撥水化
１．　撥水性への化学的因子と構造的因子
２．　化学溶液析出法
３．　超撥水に最適な形態
４．　まとめ

第５章　今後の課題と展望
　　　　　－自己組織化ナノテクノロジーへの期待－
１．　濡れを決める二つの因子
２．　微細凹凸構造の作製戦略
３．　自己組織化ナノテクによる新展開

撥水・親水・防汚剤の開発と

コーティングおよび ぬれ性の制御

★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名 冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

Ｑ＆Ａ付き！

●谷尾 宣久(千歳科学技術大学)
●高橋 浩一(オリンパス(株))
●見勢 信猛(三菱化学(株))
●北村 道夫(シンテック(株))
●北村 恭司(オムロン(株))
●高橋 雅英(京都大学)
●中村 彰一(大塚電子(株))
●北川 克一(東レエンジニアリング(株))
●長谷川 雅樹(日本アイビーエム(株))
●橋本 信幸(シチズン時計(株))
●白﨑 博公(玉川大学)
●田所 利康((有)テクノ・シナジー))
●阿部 勝行(オリンパス(株))
●中澤 英子((株)日立ハイテクノロジーズ)
●矢口 紀恵((株)日立ハイテクノロジーズ)

●多持 隆一郎((株)日立ハイテクノロジーズ)
●田村 耕一(東海光学(株))
●笹谷 俊博((株)若狭光学研究所)
●吉住 恵一(松下電器産業(株))
●松井 勉(船井電機(株))
●藤本 健文((株)Philips Electronics Japan)
●上坂 哲也(新日本石油(株))
●カランタル カリル(日本ライツ(株))
●波多腰 玄一(東芝リサーチ・コンサルティング(株))
●熊 均(出光興産(株))
●登山 伸人(大日本印刷(株))
●疋田 真(NTTアドバンステクノロジ(株))
●佐藤 文孝((株)資生堂)
●熊澤 金也(日産自動車(株))
●青柳 克信(東京工業大学)

●井上 振一郎((独)理化学研究所)
●宮前 博(コニカミノルタオプト(株))
●新井 保則(新井光学システム研究所)
●小野田 勝((独)産業技術総合研究所)
●小松 正明(日本ゼオン(株))
●西田 和弘(セイコーエプソン(株))
●澤 俊行(広島大学)
●加瀬 征彦(広島大学)
●山岸 豊((株)堀場製作所)
●角屋 豊(広島大学)　
                    (執筆者一覧・敬称略）　　

光学実務資料集
～各種応用展開を見据えて～

“光”をマスター！

◎反射・透過・吸収・偏光・屈折・散乱・干渉・配向・収差等、主な光学現象と用途ごとの光学設計ポイントを丁寧に解説！

◎設計段階における性能予測方法やランプ開発時の応力問題・干渉フィルタ製作時の留意点等、

   よく直面する問題への直接解答Ｑ＆Ａ付き！!
●理想光学特性実現のための透明樹脂の分子設計・構造制御！

●偏光の伝播の計算方法！●散乱現象についての詳細な解説！

●プリズムカプラ等を用いた屈折率測定・評価方法や複屈折低減化！
●有限/境界要素法やビーム伝搬法・光線追跡法などの解説とシミュレータ選定での注意点！

●分光エリプソメトリー等や各種顕微鏡を用いた光学特性評価方法！

●非球面レンズにおけるレンズ枚数/配置/要求物性や各成型法の概要と方法ごとの注意点・評価方法！

●液晶用光学フィルムにおける色補償・広視野角化技術！

●LED・LDの光学特性やデバイス設計・高効率化！

●有機ELにおける光取出し効率の向上技術・光学設計のポイント！

●フォトマスクの種類と特性・波長と露光方式・露光特性！●光導波路の設計・ポリマ導波路の開発動向！

●化粧品の光学設計ポイント・光学粉体の開発動向！●微細構造を利用したフォトニック結晶！

⇒“光学”に慣れてない方にも、慣れている方にも、読み応えのある一冊！！

光学実務　書籍
【BB061101】
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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。

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

所属部課・役職等
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住所〒

申込者名
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光学フィルム　書籍

光学フィルムノウハウに迫る！
・・・ ・

　光学フィルム最新動向

                          ～要求特性と製造・評価技術～

<ディスプレイ用・種類別>

●須藤 茂((株)テクノ・システム・リサーチ)

●藤田 光貴((株)テクノ・システム・リサーチ)

●荒川 公平(日本ゼオン(株))

●山田 敏郎(金沢大学)

●辰巳 昌典((株)プラスチック工学研究所)

●和田 英之(モレキュラー・インプリンツ・インク)

●浅井 郁夫((株)名機製作所)

●田部井 雅利((株)アルバック)

●小駒 益弘(上智大学)

●三谷 修造(旭化成エンジニアリング(株))

●豊田 泰司(三菱化学エンジニアリング(株))

●藤原 良治(三菱化学エンジニアリング(株))

●伊藤 浩志(東京工業大学)

●佐内 康之(東亞合成(株))

●野口 昌太郎(日本油脂(株))

●門脇 雅美((株)三菱化学科学技術研究センター)

●吉見 裕之(日東電工(株))

●榛澤 文久(住友スリーエム(株))

●岡田 博司(日東樹脂工業(株))

●江澤 道広(GE Plastics)

●猪狩 徳夫((株)クラレ)

●青山 茂(オムロン(株))

●杉山 征人(尾池工業(株))

●宮田 照久(日立マクセル(株))

●秋山 貴信(東芝機械(株))

●橋本 孝志(アイトリックス(株))

●五十嵐 善之((ナノニクス(株))

●高津 晴義(大日本インキ化学工業(株))

　　　　　　　　　　　　　　　(執筆者一覧・敬称略）

●宮古 強臣(旭硝子(株))

★各フィルムごとの要求特性・製造方法・評価技術を徹底解説！！
◎フィルム製造方法及び留意点とは？

⇒キャスティング・押出・UV硬化樹脂転写・コーティング等製造技術及び異物混入対策！

●最新市場動向及びコストダウン対応状況とは？
●各材料ごとの特性・主な用途とは？
●コーティング膜の厚み制御/測定技術とは？
●フィルムの表面強度・防汚性の評価方法とは？
●屈折率を制御する具体的手法および特徴とは？
●AR/AGフィルムの要求特性とは？
●位相差フィルムにおける各モードごとの違いとは？
●導光板及びLEDバックライトの最新事情とは？
●PDP光学フィルタ：メッシュフィルム＆直貼フィルタの現状及びフィルム複合化の最新動向とは？
●リアプロ・有機ＥＬ用フィルムの場合は？
●ナノ光学フィルムの成形技術と最新動向とは？

⇒すべてはこの本に！

【BB060901】
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化 粧 品 大 全
～各工程における留意点・ノウハウ集～

●大谷 暁彦(カネボウホームプロダクツ販売(株))●中村 光輝((株)ファンケル)●兼久 秀典((株)マンダム)●堀内 照夫(神奈川大学)●川合 清隆(高級アルコール工業(株))
●佐野 恵右(曽田香料(株))●近藤 秀俊(東レ・ダウコーニング(株))●佐藤 信夫((株)コーセー)●橋本 賀之(第一工業製薬(株))●渡辺 啓((株)資生堂)●後藤 昌史(サンスター(株))
●澁谷 治男(プライミクス(株))●影島 一己((株)ウテナ)●兼井 典子(曽田香料(株))●金田 勇((株)資生堂)●柴田 雅史(花王(株))●田中 巧(大東化成工業(株))●荻原 毅((株)コーセー)
●福林 智子((株)カネボウ化粧品)●Roland ROGUET/實川 節子(ロレアル研究所)●聳城 豊(ライオン(株))●早瀬 基((株)カネボウ化粧品)●森 福義(ポーラ化成工業(株))●小島 肇夫(国立医薬品食品衛生研究所)
●西嶋 茂宏(大阪大学)●池山 豊((株)コーセー)●小宮山 良夫((株)アイビー化粧品)●深澤 宏((株)アルビオン)●山崎 順一(日本コルマー(株))●風間 成孔((株)タイム)●増田 和久((株)カネボウ化粧品)
●田中 泰彦/伊勢　敦司((株)カネボウ化粧品)●寺元 圭一郎((株)ダイゾー)●塩見 保(日本化粧品工業連合会)（執筆者一覧・敬称略）

第1章 粧業品（ヘルス＆ビューティカテゴリー）の市場状況及び消費者動向
インバスヘアケア/マーケット/メーカー・ブランド/消費者動向/アウトバスヘアケア
マーケット/メーカー・ブランド/消費者動向 カラーリング剤/マーケット/メーカー・ブランド/消費者動向/他

第2章　化粧品のマーケティング戦略
第3章 化粧品分野の特許状況
化粧品分野の特許概況/化粧品分野の公開／登録特許件数の推移/化粧品分野別公開特許件数
化粧品分野の特許出願人順位/特許制度の変遷と異議申立制度/美白剤/防腐剤/染毛剤/他
第4章 原料　第1節 界面活性剤
界面活性剤の構造と機能・分類とその性質/アニオン/カチオン/非イオン/両性/化粧品に用いられる主な界面活性剤
第2節 水溶性高分子
水溶性高分子の性質/水溶性高分子の分類/水溶性高分子を利用するさいの留意事項/水溶性高分子の機能
増粘作用/水溶性高分子の粘度と凝集構造/水溶性高分子の粘度に対する界面活性剤の影響/他
第3節 油脂類　ダイマージリノール酸エステルの種類と構造/ダイマー酸エステルの特徴
第4節 化粧品分野における香料のトレンド（機能性香料）
香料の二次機能について/香料の薬理効果/抗アレルギー（アレルギー物質除去、免疫賦活等）
第5節 多価アルコール類　多価アルコール/グリコール類の抗菌性 /処方上での注意
第6節 シリコーン
第7節 規制緩和後の化粧品原料の品質保証
化粧品原料の種類と分類/組成評価/主成分の把握/微量危害成分の把握/化粧品原料の原料規格の作成

第5章 乳化技術　第1節 乳化技術
メカニズム/乳化/界面と表面/ エマルションの生成・分類・転相・調製/乳化剤の役割と選択方法
乳化剤の役割/エマルションの安定化/乳化安定性の評価法/乳化剤の選択/他
第2節 エマルションの調製法の実際
O/Wエマルション/転相温度（PIT）・反転・D相・ラメラ液晶・ミセルキュービック液晶を用いた乳化法
αゲルを利用した乳化/可溶化領域を利用した超微細エマルション/他
第3節 多孔質ガラス膜を用いた乳化技術の進展
膜乳化技術の概説・特性/粒子径コントロール/界面活性剤低減化/安定性/課題/膜乳化法から膜透過微細化法への進展/他
第4節 混合・攪拌技術
攪拌機の種類/液移動型・高速回転遠心放射型/高速回転剪断型/コロイドミル
スケールアップ/基本要素/前提条件/T.K.ホモミクサーにおけるスケールアップ手法/他

第6章 分散技術
概論/粉体の濡れ・分散/分散剤・分散媒/分散機/分散系の安定化/静電的反発力による安定化
立体的障害による安定化/粒子の浮上および沈降の抑制による安定化/分散系のレオロジー
各種流体の流動曲線/粘弾性の評価に用いられる測定器/毛細管・ブルックフィールド型・回転型粘度計
分散系へのレオロジーの応用/化粧品分野における顔料とその利用/化粧品に用いられる顔料/他

第7章 可溶化技術
ミセルへの香料の可溶化/香料の種類と可溶化/界面活性剤の種類と可溶化能

第8章 ベシクル化技術
第9章 ゲル製剤・増粘化技術　第1節 水系ゲル化剤・増粘化技術
界面活性剤の構造体を利用した・水溶性増粘剤によるレオロジーコントロール/製品の品質管理/他
第2節 オイルゲル化・増粘化技術概説

第10章 機能性微粒子製造技術　
第1節 粉体の表面と表面処理技術/第2節 粒子設計による発色の制御技術
第3節 紫外線防御の粉体技術

第11章 化粧品の各種評価技術 第1節 化粧品と微生物
化粧品に使用される防腐剤/日米欧中の防腐殺菌剤の比較/汎用防腐剤の特性/パラベン
フェノキシエタノール/陽イオン界面活性剤/安息香酸及びその塩類/化粧品の防腐設計
第2節 化粧品安全性評価における再構成ヒト表皮モデル「EPISKIN」
再構成ヒト表皮モデル EPISKIN/特徴/再現性/化粧品およびその原料の安全性評価におけるEPISKINの利用
第3節 化粧品の安全性評価について
安全性評価の考え方/潜在的リスクの把捉/安全性評価の項目と試験方法/化粧品の安全性保証について
第4節 経皮吸収 第5節 パッチテスト　
パッチテスト法/オープンテスト/方法/クローズドパッチテスト/方法/パッチテストユニット/判定方法・判定基準
判定評価/判定評価者/パッチテスト法の選定/注意点/オープンテスト・クローズドパッチテストの留意点及び評価/他
第6節 皮膚毒性の安全性評価 概要/皮膚一次・連続皮膚刺激性試験/光毒性・感作性・光感作性試験
第7節 化粧品による皮膚刺激感（自覚症状である痒み・痛み等）の評価について　　
皮膚刺激感の発生率・発生部位等について/スティンギングテスト/テスト被験者の選抜/テスト実施方法
テスト実施部位/スティンギングテストの活用・影響を与える要因・留意点/感覚刺激の評価
感覚刺激/痒みの評価/化粧品の実使用試験による刺激感評価について/他
第8節 化粧品使用感とレオロジー特性―「なめらか」と感じる化粧品の設計―
第9節 官能評価
官能評価の方法：比較評価か？独立評価か？/評価尺度と官能評価の方法について/識別による評価と解析
1点・2点・3点試験法１対２点試験法マッチング(配偶法)/選択法/順位による評価と解析

第12章 化粧品メーカーにおけるGMP管理 第1節 ISO9001とGMPの融合
ISO概要/適用範囲/ISO9001品質システム構築/化粧品等GMP概要/GMPの構成/基本目的/適用範囲/法令上の地位/化粧品等GMPシステム構築/他
第2節 化粧品メーカーにおけるGMP管理
化粧品GMP工場の設計基準/化粧品GMPハード（設備）の設計ポイント/設計ポイント
化粧品調製及び充填作業室の設計ポイント/保管設備の設計ポイント/試験検査設備試験検査設備
設備の共用について設備の共用について/ゾーニング設計とサニテーション/化粧品GMP工場設計事例/他

第13章 化粧品OEMメーカーの選定基準および販売メーカーの求める基準
医薬品業界との相違点/委託者とOEMとの関係/製造業者との取決め/受託製造業者の選定基準
製造管理及び品質管理について/GMPレベル/生産技術能力/製造設備/製造コスト削減/製品開発能力
化粧品の安全性/情報提供/サービス/アウトソーシングにおけるリスク/製造物責任/製品の欠陥に基づく場合
消費者の特異体質に起因する皮膚トラブル/研究開発段階・販売・市販後のリスク管理・品質保証におけるリスク管理/他

第14章 改正薬事法対応～化粧品・医薬部外品薬事申請業務の留意点～
改正薬事法の要点/GQP・GVP(改正のポイント)/化粧品製造販売業取得申請のための要件/品質管理
化粧品製造販売業（輸入）許可取得後製品輸入のための手続き（輸入３者手続） 
化粧品製造販売業取得後の薬事法への対応/目的・効能・成分の確認/製造販売届書等の提出
品質標準書の作成/ 書類等の整理及び保管/化粧品の製造販売業許可取得後について

第15章 化粧品の表示と広告
広告規制の概念/化粧品広告の要件/広告を規制する法規/適正広告基準・公正競争規約における規制の概要
表示の実務上の留意点/法定表示の留意点/法定表示の確認事項/公正競争規約に係る法定表示の留意点
任意表示の留意点/薬事法の任意表示の留意点/景品表示法における任意表示・例外的な表示の留意点/他

第16章 化粧品容器における最近の動向 第1節 化粧品容器における最近の動向
容器に求められる機能/内容物保護/ガスバリア性/遮光性/耐衝撃性/非吸着性

第2節 エアゾール容器の最新動向
第17章 製造物責任法施行後における最近の動向
化粧品の使用上の注意表示/化粧品に対する苦情処理への対応/PL相談室の受付件数

★ご回覧下さい★
「化粧品」に携わるすべての方へ

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

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名　　　【BA060701】 冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

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

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

化粧品大全　書籍



 

　　第１章　レジスト基礎物性
第1節. はじめに
 1.1　微細加工におけるレジストの役割
 1.2　レジスト材料の進歩と最近の動向
第2節.　現在までに開発された代表的レジストの構造と機能
 2.1　架橋型レジスト
 2.2　溶解阻止型レジスト
 2.3　化学増幅レジスト
第3節.　これからの展開が期待されるレジスト材料
 3.1　F2 エキシマーレジストとそれ以降のレジスト
 3.2　ナノインプリント型レジスト
 3.3　感光性ポリイミドと反応現像型ポリイミド
 3.4　熱増殖型酸発生剤のレジストへの応用
 3.5　有機アモルファス材料のレジストへの応用
 3.6　架橋と分解機能をもつレジスト

第２章　レジスト材料の基礎と設計
はじめに　－レジスト材料の推移－
第1節． レジスト材料の構造と機能の発現
 1.1　ナフトキノンジアジド型レジストの構造と機能
 1.2　化学増幅型レジストの構造と機能
 1.3　化学増幅系に関わる問題
第2節． レジスト材料設計の考え方
 2.1　NQD／NVK系レジストの設計
　　　 NQD化合物／NVK樹脂
 2.2　化学増幅型レジストの設計
　　　 酸分解性樹脂／光酸発生剤　

第３章　レジスト種類
第1節．ノボラック―ジアゾナフトキノン（DNQ）系レジスト
 1.1　レジストの転換点
 1.2　ノボラック－DNQレジストの特徴
 1.3　ノボラック－DNQ系レジストの高性能化
第2節．化学増幅系レジスト　
 2.1　KrFレーザ用化学増幅系レジストの背景
 2.2　化学増幅系レジストの機構
 2.3　化学増幅系レジストの課題　
 2.4　ArFエキシマーレーザ用レジスト
第3節．電子線レジスト
 3.1　電子線レジストの背景  3.2　ポジ型電子線レジスト
 3.3　ネガ型電子線レジスト

第４章　応用技術
第1節．ナノインプリント
1項．熱ナノインプリント
 1.1　高分子樹脂の機械的特性
 1.2　熱ナノインプリントにおける樹脂の特性と変形メカニズム
 1.3　熱インプリントによる高アスペクト比パターンの成型
   高アスペクト比パターンの成型メカニズム
   高アスペクト比パターン離型時の問題点
2項．光（UV）ナノインプリント
 1　光（UV）ナノインプリントとは
  1.1　基本プロセス    1.2　熱インプリントとの比較
  1.3　光リソグラフィーとの比較
 2　要素技術
  2.1　モールド作製技術  2.2　インプリント装置
  2.3　材料技術
        材料の種類／材料への要求特性
 3　プロセス技術
  3.1　離型技術と付着力測定 3.2　多層レジストプロセス
  3.3　転写技術       3.4　均一インプリント技術
 4　ナノインプリント技術の応用展開

3項．ナノインプリントモールド
 1　モールド加工技術
  1.1　リソグラフィ  1.2　エッチング  1.3　電鋳
 2　各種ナノインプリントモールド技術
  2.1　Siモールド  2.2　SiCモールド
  2.3　石英モールド・SiO2モールド  2.4　Ni電鋳モールド
  2.5　Taモールド    2.6　炭素系モールド
第2節　カラーフィルタ用顔料分散レジスト
 1　顔料の特徴
 2　顔料分散技術
 3　顔料分散レジストの特徴と材料設計
  3.1　顔料分散レジストの特徴
        顔料分散レジストの一般的な構成成分／顔料分散
　　　　レジストを使用したカラーフィルター製造プロセス
　　　　／顔料分散レジストの光反応機構と硬化挙動
  3.2　顔料分散レジストに要求される性能
        塗布性／色特性／現像特性／表面粗度／信頼性
  3.3　COAカラーフィルターオンアレイ用顔料分散レジスト
  3.4　顔料分散レジストの今後の動向
        省液化・省プロセス化など／色特性向上

第3節　液浸レジスト
 1　ArF液浸リソグラフィ用レジストの開発スケジュール
 2　液浸溶媒のレジストへの影響とトップコート
 3　高屈折率液浸レジスト
 4　F2液浸リソグラフィ用レジスト

第５章　レジスト特性・制御・分析　
第1節　レジスト現像性
 1　アルカリ溶解に対する考え方
 2　アルカリ溶解に対するフェノール樹脂高次構造の影響
 3　アルカリ溶解挙動の解析
第2節  レジスト塗布性（塗布制御・塗布欠陥対策）
 1　塗布方式の変化
 2　スリット塗布方式における塗布ムラとその改良手法
  2.1  モヤムラの改善手法  2.2  横段ムラの改善手法
 3　スリット塗布用レジストの開発課題
第3節　レジスト膜の濡れ性、付着性
 1　スピンコート時に生じるレジスト膜の濡れ不良
 2　レジストパターンの付着性
 3　AFMによる直接剥離法によるレジストパターンの
    付着性解析
 4　パターン間の液体メニスカスの乾燥過程
第4節　レジスト剥離
 1　レジスト剥離技術の現状
 2  レジストとオゾンの反応性
  2.1　オゾンと有機物の反応性
  2.2  ラジカルとレジストの反応性の比較
 3  オゾンによるレジスト除去技術
  3.1  オゾン溶解水を用いたレジスト除去技術
  3.2  オゾンガスを用いたレジスト除去技術
  3.3  湿潤オゾンによるレジスト除去
  3.4  酢酸蒸気含有オゾンによるレジスト除去
  3.5　環境リスク及びコストの比較
第5節　レジスト制御技術
1項　レジストパターン倒れ
 1　ライン列（高密度パターン）のパターン倒れ
  1.1　パターン倒れの原因  1.2　パターン倒れの抑制
  1.3　表面張力ゼロの乾燥
 2 孤立ラインのパターン倒れ

2項　レジストLERの原因と改善
 1　ラインエッジラフネス
  1.1　LERの問題点    1.2　LERの評価方法
 2　ラフネスの支配要因とその改善策
  2.1　露光コントラスト
  2.2　パターン形成プロセスにおける統計的なばらつき
  2.3　レジスト分子量/分子量分散
  2.4　レジスト組成・ポリマー組成の不均一性
  2.5　高分子集合体
        高分子集合体と集合体脱離現像／ラフネスの低減へ
　　　　の取り組み
第6節　レジスト膜の機械的性質の分析・評価
 1　インデンテーション法によるレジスト膜の表面硬さ解析
 2　マニピュレーション法による高分子集合体の凝集性解析
 3　レジストパターンのヤング率測定
 4　レジスト膜へのアルカリ水溶液の浸透と膨潤
 5　レジスト膜の環境応力亀裂

第６章　レジストシミュレーション
第1節 リソグラフィーシミュレーションの歴史
第2節 化学増幅系ポジ型レジストのシミュレーション
 2.1  露光工程　
       光強度の計算／露光による酸発生反応／
       酸発生反応の解析
 2.2  露光後ベーク(PEB)
       脱保護反応／酸失活反応／脱保護反応の解析
 2.3  現像反応
       現像速度モデル／現像反応解析／現像特性の測定／
       現像パラメータの算出／表面難溶化反応の解析／
       化学増幅ポジ型レジストのシミュレーション
第3節 化学増幅系ネガ型レジストのシミュレーション　
 3.1  パラメータの測定装置およびシミュレーション・システム
 3.2  シミュレーションパラメータの測定
 3.3　架橋反応の解析
 3.4  レジスト形状シミュレーションの検討

第７章　製造技術 
第1節　フォトレジスト 
 1　フォトレジストの変遷 
  1.1　ポジ型フォトレジスト 
  1.2　２成分系ポジ型フォトレジスト 
 2　フォトレジストの原料 
  2.1　樹脂  2.2　感光剤  2.3　溶剤及びその他の原料 
 3　フォトレジストの製造工程 
  3.1　フォトレジストを造る  3.2　製造プロセス 
 4　品質管理と品質保証 
第2節．ドライフィルムレジスト
 1  ドライフィルム市場の現況と将来の予測
 2  ドライフィルムの技術動向
 3  回路形成プロセスとレジスト材料
 4  ドライフィルムで用いられる反応・材料
 5  ドライフィルム材料の最近のトピックス
  5.1  パッケージ用ドライフィルム
     FC-BGA用フィルム／CSP用フィルム
  5.2  直描用フィルム
     LDI用フィルム／DLP露光用フィルム
 6  永久レジスト（ソルダレジスト）のドライフィルム化
  6.1  感光性カバーレイフィルム
  6.2　PKG用ソルダレジストフィルム

最新レジスト材料ハンドブック

～材料特性・設計と制御・トラブルと対策～

◆発刊　2005年9月 ◆体裁 Ｂ5判 　336頁 ◆定価 69,000円(+税) 
(執筆者・敬称略)●大阪府立大学 名誉教授 角岡正弘 ●富士写真フイルム㈱ 青合利明 ●日立化成デュポンマイクロシステムズ㈱ 上野巧
●大阪府立大学 平井義彦 ●東洋合成工業㈱ 平澤玉乃 ●NTT-ATナノファブリケーション㈱ 栗原健二 ●ＪＳＲ㈱ 長塚富雄 
●大阪大学大学院 鳥海実 ●AZエレクトロニックマテリアルズ㈱ 高橋修一●長岡技術科学大学 河合晃 ●三菱電機㈱ 野田清治
 ●NTTアドバンステクノロジ㈱ 生津英夫 ●日本電信電話㈱ 山口徹 ●リソテックジャパン㈱ 関口淳
●AZエレクトロニックマテリアルズ㈱ 田中初幸 ●日立化成工業㈱ 山寺隆

★諸特性(現像性・塗布性・濡れ性・付着性・剥離)を制御する!
★パターン倒れ・ＬＥＲの原因と改善！
★レジストシュミレーション・パラメータの算出・設定方法!!

★レジスト膜表面および応力の分析・評価！
★各種レジストの構造・特性および課題と高性能化へのアプローチ！
★レジスト製造工程・プロセスおよび品質保証・品質管理！

★書籍申込書　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

書籍名　　　　　【BB050901】
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申込者名
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カラーフィルタ最新技術動向

第1章 カラーフィルターの概要
 １．カラーフィルターの構成と役割
 ２．カラーフィルター製造方法
 ３．カラーフィルター用材料
 　　ブラックマトリクス（BM）/RGB画素/その他
 ４．カラーフィルター最新技術
 　　モバイル用ライトホール型カラーフィルター/
 　　モニター・テレビ用超高色再現性（NTSC色）
 　　カラーフィルター/スリットコーター塗布技術
第2章 顔料の種類と性質および要求品質
第1節 カラーフィルター用顔料の種類と要求品質
 １．カラーフィルター用顔料
 ２．カラーフィルター用顔料の要求品質
     顔料の小粒径化/顔料表面エネルギーの制御技術
第2節 カーボンブラック
 １．カーボンブラックの基礎的性質
     CB粒子の微細構造/粒子径とその分布/比表面積と
     非多孔比表面積/粒子の凝集体（ストラクチャー）
     /化学的性質
 ２．遮光層（BM）について
     金属クロム系/チタンブラック系樹脂BM/
     樹脂BM用CB/Cr代替CB(一般には低抵抗)/高抵抗CB
第3節 カラーフィルターにおける超微粒子顔料分散体
 １．主要要求性能およびその理論的背景
     分光特性/高彩度/高透明性/高耐光性、耐熱性、
     耐溶剤性/パターニング方法に対する適合性/
     超微粒子分散体（着色レジスト、各種印刷インキ）
     に対する分散安定性
 ２．ミルベースの設計と必要な材料
     構成/超微粒子顔料/高吸着型高分子分散剤
 ３．超微粒子分散技術
     前処理技術/適応分散機器の選択/超微粒子分散
     における/運転条件/マイクロメディア採用に依る
     超微粒子分散/マルチパス分散の有効性/超微粒子
     分散体の評価方法/超微粒子分散体の評価方法/
     顔料分散液/粒度測定の適正化超微粒子領域の
     粒度測定/測定試料の標準化
第3章 カラーフィルター用レジスト最新動向
第1節 カラー分散レジスト
 １．顔料の特徴 ２．顔料分散技術
 ３．顔料分散レジストの特徴と材料設計
　   顔料分散レジストの特徴/顔料分散レジストの
     一般的な構成/成分/顔料分散レジストを使用した
     カラーフィルター製造/プロセス/顔料分散レジスト
     の光反応機構と硬化挙動/顔料分散レジストに要求
     される性能/塗布性/色特性/現像特性/表面粗度/
     信頼性/COAカラーフィルターオンアレイ用顔料分散
     レジスト/顔料分散レジストの今後の動向
第2節 ブラックレジスト
 １．ブラックレジストのパターニング特性
     レジストの種類/高感度化/解像力
 ２．ブラックレジストのOD値向上
　 　CBの構造/CBの分散安定化
 ３．ブラックレジストの塗布特性
　 　スピンコーティング/ノンスピンコーティング

第3節 フォトスペーサーの最近の傾向
 １．技術潮流
 ２．フォトスペーサーの弾性的な性質
     フォトスペーサーの工程/テスト方法と弾性的性質の
     解析/弾性的性質をコントロールするアプローチ
第4節 透明電極（ITO）の最新動向
 １．ITO薄膜中のSnO 量
 ２．ITO薄膜の膜厚
 ３．ノジュールとアーキングとパーティクルの関係
     ノジュール形成メカニズム/ITO焼結体の高密度化/
     Snの均一分散/ターゲットの被スパッタリング面の
     表面粗さの低下
第4章 カラーフィルター製造方法
第1節 インクジェット法による光学ＣＦへの応用
 １．インクジェット法のメリット
 ２．キヤノンにおける実施例
　 　受容層方式/直接描画方式
 ３．各要素に求められる特性
     インクに求められる特性/状態安定性/吐出安定性/
     印字物品位/ヘッドに求められる特性/着弾精度/
     吐出安定性/基板に求められる性能/BMテーパー角影響
      /BM高さ影響/描画プロセスに求められる性能
第2節 転写法によるプラスチックフィルムカラーフィルタ
 １．カラーフィルタとは
 ２．転写法によるプラスチックフィルムカラーフィルタの
     製造方法
 ３．カラーフィルタに要求される特性
     およびプラスチックフィルムカラーフィルタの特性
     耐光性/耐熱性/耐薬品性/ガスバリアー性/表面形状/
     プラスチックフィルム/カラーフィルタの特性
 ４．プラスチックフィルムカラーフィルタの今後の課題
     EL用/液晶用
第5章 製造装置
第1節 塗布装置最新技術動向
 １．スリットノズルコータ方式の開発と量産化の歴史
 ２．スリットノズルコータ方式の塗布原理
 ３．スリットノズルコータ（TSC）
     X-Zガントリー/口金/塗布材料供給装置/初期化装置
 ４．塗布プロセス技術
 ５．塗布材料の条件
 ６．G7,G8のスリットノズルコータ塗布技術
     大型化対応の課題/ステージ/ガントリー/口金
 ７．G8サイズへの対応
第2節 液晶ディスプレイ用露光装置
 １．背景 はじめに/露光方式の種類
 ２．開発動向 ３．要素技術
 ４．装置の構成
 ５．第７世代露光装置の特長
     最大級の基板サイズ/48型ワイドまでの一括露光/
     高スループット/マスクコストの削減/安定した解像力
 ６．カラーフィルター用露光装置の特長
     高スループット/高オーバーレイ精度
 ７．概略仕様
 ８．今後の方向
     装置コスト上昇の懸念点/運搬、設置の懸念点

第3節 大型基板用高速膜厚ムラ検査装置
 １．背景 ２．装置仕様 ３．測定原理 ４．測定例
 ５．本装置導入のポイント
第6章 カラーフィルタの測定・評価方法
第1節 測定方法
 １．カラーフィルタの測定方法
     分光透過スペクトルの測定/分光光度計/光源/
     リファレンス/カラーフィルタ測定の光学系/
     光ファイバ/マクロ光学系/ミクロ光学系/
     試料ステージ/分光透過スペクトル
第2節 カラーフィルタの評価法
 １．製造過程での評価
　 　OC、PS(CS)、MVA、ITO膜/分光干渉法とは/干渉波形
     からの膜厚演算/ピークバレイ法/カーブ
     フィッティング法/周波数解析法（FFT）/BM膜/
     カラーレジスト（RGB）膜の膜厚/CFのOD法を利用
     した膜厚測定/CFの分光干渉法を利用した膜厚測定/
     カラーレジスト膜の色度/カラーレジスト膜とBM膜の
     画素幅/カラーフィルタのコントラスト測定/
     仕上げのムラ検査
第7章 カラーフィルタ最新動向　
第1節 カラーフィルターの高精細化と色再現性
 １．CFの形態と機能化に対する要求の変化
 ２．CFの高機能付与のための技術
 ３．CFの色要求性能とその材料開発状況
 ４．CFの色再現性（色の最適化）
 ５．ヒューマンインターフェイスとしてのCFのあり方
第2節 液晶パネルとカラーフィルター
 １．製造方法 ２．トランサーシステムについて
 ３．トランサーシステムによるフォトスペーサーの作製
 ４．大型基板への対応
第3節 バックライト光源とカラーフィルターの相互作用
 １．色再現性 ２．新たな光源 ３．CFとバックライト光源
第4節 3LCD方式による色再現技術・明るさの向上技術
 １．3LCD方式の色再現技術
 ２．3LCD方式の明るさの向上技術
　　 MLA/Dテクノロジー/E-TORL ３．今後の技術展望
第5節 有機ELにおける色変換技術
 １．有機ELディスプレイの特徴
 ２．有機ELディスプレイ技術の最近の動向
 ３．有機ELの製造工程
 ４．有機ELディスプレイのカラー化技術
 ５．WOLED＋CF方式によるフルカラー有機ELディスプレイ
 ６．WOLED＋CFフルカラーディスプレイの低消費電力化
第8章 海外の動向
第1節 韓国の動向
 １．韓国でのLCD用レジスト材料の開発の歴史
 ２．韓国メーカーのカラーフィルタ材料への取り組み
 ３．日本レジストメーカーの韓国への進出
 ４．今後の韓国レジストメーカーの動向
第2節　台湾におけるTFT用カラーフィルター市場動向
 １．台湾におけるTFT市場について
 ２．カラーフィルターの外販市場と内作ライン
 ３．カラーフィルターの課題
     需給バランス/今後の課題

(執筆者一覧・敬称略)　久保田泰生 東レ㈱/吉岡正裕 東レ㈱/
勝部浩史 大日本インキ化学工業㈱/木内栄一 大日本インキ化学工業㈱/久英之 御国色素㈱/
日口洋 日口コンサルタンツ/長塚富雄 JSR㈱/内河喜代司 東京応化工業㈱/
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～構成材料・製造・評価・海外動向～

★韓国･台湾の動向 ★超微粒子顔料分散体! ★顔料分散レジスト 他多数掲載

★書籍申込書　　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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第1章 白色LED研究開発の歴史と国際動向
1. 2003年の市場とLED照明の国際動向 
2. 将来の市場予測と白色LED市場
3. アジア諸国の市場性 4. 今後の課題
第2章 LED白色化の工夫
1.心理物理量としての色の表示システム（表色系）
2.白色光源を評価するシステム－演色性とその評価方法
  試験色/基準光源/演色評価数
3.光源色区分と“白色”の色度範囲 
4.LEDの白色化と白色LEDの種類
  LED光源の発光原理と発光色/白色化の検討と白色LEDの開発
5.最近の白色LEDの特性 LED光源と真空システム光源の比較
第3章 LEDマルチカラー化の工夫
  光の色とその合成/3in1フルカラーLED/単一チップ
  フルカラーLED/単一チップマルチカラーLED/
  フルカラー化に向けて
第4章 LEDの輝度と色度
第1節 LEDチップの高輝度化
1.LEDチップの製造プロセス
2.チップの高輝度化 内部量子効率/発光層の構造/電流拡散/
  発光層の温度上昇/チップ放熱性/外部光取り出し効率/
  光の吸収/内部反射
第2節 LEDの高輝度化
1.赤色LED  2. 白色LED  3. 新発光材料GaNP系青色発光材料
第3節 GaN系LEDの発光効率の現状と将来展望 
1.GaN系LEDの発光効率の現状 LEDの発光効率/内部量子効率
  向上策光取り出し効率向上策
2.発光効率の展望
第4節 LEDの輝度測定とその問題点
  輝度の概念と定義/輝度と明るさ/輝度測定の重要性/
  輝度測定とその要検討点/測定に関するCIE技術委員会の活動
第5節 LEDの輝度・色度ムラの解析
1.現状の課題点
2.シミュレーションソフトを用いた輝度・色度ムラの解析
  LightTools/輝度ムラの解析/色度ムラの解析/
  シミュレーションソフトを用いて解析を行うコツ
  基本的光学知識の習得/簡易モデルでの解析 

第5章 紫外LEDの短波長化と高効率化の課題と展望
1.InAlGaN４元混晶からの高効率紫外発光
2.InAlGaNを用いた310nm帯UV-LED 
3.350nm帯InAlGaN量子井戸高効率LED

第6章 LED低消費電力化の工夫
  白色LEDの省電力化技術 白色LEDの直列接続/白色LEDのパルス
  点灯とそのタイミング/省電力化技術を用いた
  白色LEDの実施例/省電力化技術を用いた白色LED内照式標識・
  看板の実施例/道路標識/内照型看板/航空標識及び海上標識/
  白色LEDの新しい高輝度光源の開発

第7章 LED信頼性・耐久性向上のためには？
 第1節 LEDの劣化を防ぐには？
 1. LEDの劣化機構 速い劣化/遅い劣化/衝撃劣化 
 2. エピ成長からの取り組み GaNを例として/ZnSeを例として 

第2節 LED放熱性向上のために
  パッケージ部材/パッケージ構造/素子とその実装方法/
  共晶ダイスボンディング/フリップチップボンディング
第3節　LED劣化検査方法
1.静電気による劣化の測定 逆方向電流測定/
  順方向電圧測定/熱抵抗測定/静電気の印加試験
2.サイリスター特性の測定 スイープ特性による測定/
ある範囲をステップ上に印加して測定/その他の方法
3.熱抵抗測定 簡単な熱抵抗測定/本来の熱抵抗測定
第8章 LED封止樹脂と封止方法
1.白色用封止樹脂の開発 輝度劣化試験/透明性の改善　 
2.封止方法(VPES) 封止時間の検証/封止バラツキ試験
第9章 LED実装技術の信頼性追求
  ダイボンディング工程/ワイヤーボンディング工程/
  エポキシおよびシリコン封止工程/
  LED光源モジュールの設計
第10章 LED電流制御回路
1.LED駆動回路 LED駆動基本回路/
2.LED輝度調整方法 制御電流値による調整/パルス幅変調調整
3.定電流駆動回路を用いたLED制御回路 
  昇圧型スイッチングレギュレータを用いた電流制御回路
  チャージポンプ方式定電流駆動回路を用いた電流制御回路
  チャージポンプ方式定電流駆動回路を用いた輝度調整方法
  電流値による輝度調整/パルス幅変調による輝度調整
第11章 化合物半導体と結晶成長・評価
第1節 GaAs 
  GaAsの物性/光デバイスとGaAs/GaAs単結晶結晶成長法
  GaAs結晶の技術課題/今後の課題　
第2節 GaP
1.製造方法 多結晶合成/単結晶引き上げ/エピタキシャル
  構造の成長/液相エピタキシャル成長法/
  気相エピタキシャル成長法
2.デバイスの構造と特徴
3.今後の方向
第3節 GaN
  窒化物半導体の結晶構造/GaNの結晶成長と評価/
  GaAlNの結晶成長と評価/InGaNの結晶成長と評価/
  p型層の結晶成長と評価
第4節 ZnO
1.ヘテロエピタキシャルZnO膜の成長 バッファー層の検討/ 
  フラックス比の検討
2.ホモエピタキシャルZnO膜の成長
3.極性制御
4.伝導性制御
5.バンドギャップエンジニアリング
第12章 LED評価方法と国際標準
1.光源の寿命とその定義 光源の寿命/
  照明用光源の寿命の概念と定義
2.光源の寿命の要因 真空システム光源の寿命の要因/
  固体素子光源の寿命の要因 
3.光源の寿命の実際と国際規格

第13章 紫外線LEDの開発とその応用
  UV-LED発光効率の向上/In組成不均一の形成手段/
　低転位化技術
第14章 LEDの応用
第1節 LEDによるLCDの高画質化
1.バックライト光源としての蛍光管とLED/LEDの利点 
2.蛍光管と比較したLEDの特性評価 評価方法　
  スペクトル・光強度測定/全光量測定/評価結果/
  色再現性に関する測定結果/効率の測定と評価
3.今後の展開と課題
第2節 エッジライト型LEDバックライト輝度分布
      シミュレーション
1.エッジライト型LEDバックライトの構造　
2.LEDバックライト固有の輝度斑発生要因と
  その抑止対策
3.光線追跡法による光学シミュレータを用いた
  導光板最適設計方法
  バックライトユニットの解析モデル/入光面プリズム
  最適化/シミュレーション結果と実測の比較検討
第3節 車載用LED
1.車載用LED技術 ２つの材料系/求められる特性
2.チップテクノロジー InGaNチップテクノロジー/
  InGaAlPチップテクノロジー　
3.パッケージ技術 シリコーン封止技術/高放熱
  パッケージ技術
4.応用各論 インテリア/メーターイルミネーション/
  LCD バックライティング/ヘッドアップディスプレイ
  /室内灯/エクステリア/シグナルライティング/
  フォワードライティング
第4節 白色照明装置としてのLED－1
  現状/現在のLEDの実力/照明各社の現状/新しい照明
  用光源の魅力/新しい光源の姿“LEDモジュール/
  照明応用の可能性/2010年にむけての試作/
  住宅用照明/オフィス用照明/LED照明普及のための
  今後の期待/LEDの性能向上/素子あたりの光量の増加 
  /単価ダウン/演色性の改善/光色バリエーションの
  充実/光色、明るさのバラツキ改善/仕様・表示・
  表現の統一/用途開発/普及拡大の為の支援団体の
  活動/新しい領域の開拓
第5節 白色照明装置としてのLED－2
  LED光源の実力/光量の実力/LEDの白色化手法/
  他の照明光源との比較/現況LED照明機器の使用例
  LED照明の問題点/LEDの特徴/市場における問題点/
  照明装置としてのLED

付録　輝度単位換算表

ＬＥＤ ～性能向上・課題解決集～

最新技術動向

●輝度・発光効率向上のためには？  ●低消費電力のためには？  ●放熱性を向上させるには？
●耐久性を向上させるには？   ●国際評価基準とは？  ●回路での電流制御方法とは？
●化合物半導体の最新事情は？  ●応用はどこまで進んでいるのか？
●白色化・マルチカラー化を実現するには？ ⇒すべてはこの本に！

輝度単位換算表付き！

★書籍申込書　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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執筆者（敬称略）　関西大学　工学部　化学工学科　教授　工学博士　山本　秀樹

（溶解度パラメーター）

　　ＳＰ値基礎･応用と計算方法

●<ＳＰ値>の草分け、関西大学 山本秀樹氏が業界初の資料集を執筆！

●基礎から完全解説！

●ＳＰ値の評価･測定法！

●高分子ポリマーのＳＰ値！

●Hidebrand,HansenのＳＰ値も定義からしっかり学べる！

★ＳＰ値データ集付

第１章　溶解平衡の基礎知識
　　１．物質の溶解現象と溶解度
　　２．液体の種類
　　３．溶解度に関係した溶液モデルの種類
　　４．溶解度に寄与する因子
　　５．溶解度パラメーターの推算に利用できる液体の
　　　　一般通性

第２章　溶解度の測定法
　　１．溶解度測定に与える因子
　　２．気体の溶解度
　　３．固体の溶解度
　　４．液体の相互溶解度
　　５．溶解度の測定装置

第３章　溶解度パラメーターの基礎と応用
　　１．Hildebrandの溶解度パラメーターと
　　　　溶液の熱力学の基礎
　　２．溶解度パラメーターの熱力学
　　３．Hansenの溶解度パラメーター
　　４．分散溶解度パラメーターδdの計算
　　５．極性溶解度パラメーターδpの計算
　　６．水素結合溶解度パラメーターδhの計算
　　７．溶解度パラメーターの度依存性
　　８．水のHansen溶解度パラメーター

第４章　溶解度パラメーター計算法
　　１．溶解度パラメーターの計算と応用
　　　1.1　物性値から推算する方法
　　　1.2　分子構造から推算する方法

第５章　高分子溶解度パラメーター
　　１．高分子の溶解度パラメーターの計算方法
　　２．Hansenの溶解度パラメーターの計算
　　３．Hansenの溶解度パラメーターの推算例

第６章　高分子の溶解度パラメーターの推算方法
　　１．KreverenとHoftyzerの推算法
　　２．Fedorの推算法

第７章　溶解度パラメーターを用いた溶解性の評価
　　１．気体の溶解度の評価法
　　２．液体の相互溶解度の評価法
　　３．固体の溶解度の評価法

第８章　溶解度パラメーターの用途
　　１．工業的用途
　　２．研究での用途
　　３．溶解度パラメーターを用いた
　　　　凝集・分散性の評価

第９章　ＳＰ値データ集

第10章　溶解度に関するデータの所在
　　１．各研究者ごとの溶解度データの所在
　　２．Solubility Data Project

第11章　練習問題

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

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

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

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

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