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講師割引申込

＜講師割引適用について＞

・割引額はそれぞれの下記料金より、1名ご参加の場合 \10.800円引き、2名以上参加の場合 通常の同時申込割引から更に1名につき￥2160円引きとなります。

・割引の適用条件としましては、本申込用紙にてfax申し込みされた方、　弊社ＨＰにて講師割引番号を記載の上、お申し込みを頂いた方に限らせていただきます。

  また場合によっては講師にご確認を取らせていただくことがございますので、その点ご了承下さい。

・その他割引との併用はできません。

【講師割引申込用紙】

本講座料金より \10,800 引き
2名以上参加　更に\2,160 引き

＜申込要領＞
1.申込を確認次第、弊社より受講券、請求書、
 会場地図等をお送り致します。
2.受講料のお支払いは、原則として開催日までにお願い
 致します。後日になる場合は予定日をご明記ください。
 また、当日会場でのお支払いも可能です。
3.申込後、ご都合により講習会に出席できなくなりました
 場合は、代理の方の出席をお願い致します。
 止むを得ず欠席される場合、弊社事務局迄ご連絡下さい
 （受付時間9：00-17：00）。
以下の規定に基づき料金を申し受けます。
●開催日から逆算（土日・祝祭日を除く）して、
・講座3日前～4日前での欠席のご連絡：受講料の70％
・講座当日～2日前での欠席のご連絡：受講料の100％
4. 原則として銀行振込の場合、領収証の発行はいたしません。
 振込手数料はご負担下さい。
5. 最小催行人数に満たない場合等、
 事情により中止になる場合がございますがご了承下さい。

※ 弊社ＨＰ(http://www.johokiko.co.jp)よりお申し込み頂く場合は

   備考欄に 講師割引番号「M-621」を記載して下さい。

※ この申し込み用紙は切り離さず、そのままお送り下さい。FAX：03-5740-8766

(TEL)　　　　　　　　　　　　　　(FAX)

備考：

アクアシス・コンサルタンツ株式会社 代表 細田誠一  先生

●日　時　2018年11月21日水曜日 10:00-16:30
●会　場　[神奈川・川崎]川崎市産業振興会館

★プロセスバリデーションとは何か？具体的に何をやり何を残せばよいのか？
　ＦＤＡ査察をパスするためにどう対応したら良いのか？

＜FDA査察に耐えられる＞

医療機器のプロセスバリデーションと工程管理
－FDA査察に耐えられる、設備の適格性評価を含むプロセスバリデーションの進め方、

およびサンプルサイズの設定根拠－

●受講料　1名46,440円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,640円

WEBでの検索は→
「情報機構　AA181114」

■はじめに：
　医療機器において、プロセスバリデーションは工程管理の主要な要求事項になっています。本セミナーでは、FDA中心に、要求事項だけでなく
米国の常識をベースに、FDA対応の基本、プロセスバリデーションの基本、設備の適格性評価、テストメソッドバリデーション(TMV)、プロセス
バリデーションの進め方、サンプルサイズの根拠となる統計的方法の種類、プロセスパラメータの監視、再バリデーション、および工程の監視と
管理について説明いたします。なお、厚労省ER･ES関連、CFR part 11、滅菌関連工程は含めず省略させていただきます。

はじめに
・FDA対応の基本

1. プロセスバリデーション
　1-1 プロセスバリデーションの目的
　1-2 プロセスバリデーション要求事項、ガイダンス

2. 設計管理
　2-1 設計管理の要求事項、ガイダンス

3. 工程設計・プロセスの開発
　3-1 工程の計画、実施、監視、管理の要求事項、ガイダンス

4. 文書化および記録

5. 設備の適格性評価（Equipment Qualification）
　5-1 設備の適格性評価の目的
　5-2 設備の要求事項、ガイダンス
　5-3 設備の適格性評価の進め方

6. 統計的方法（Statistical Method）
　6-1 統計的方法の目的
　6-2 統計的方法の要求事項、ガイダンス
　6-3 統計的方法の種類
　6-4サンプルサイズの設定

7.プロセスバリデーション進め方
　7-1 バリデーション戦略
　7-2 リソース（組織・要員）
　7-3 バリデーションマスタープラン（VMP）
　7-4 プロセスの開発
　7-5 プロセスパラメータの検討
　7-6 IQの進め方
　7-7 OQの進め方
　7-8 PQの進め方

8. プロセスバリデーション工程の管理
　8-1 プロセスパラメータの監視

9. 再バリデーション

10. 工程の監視と管理
　10-1 監視と測定
　10-2 管理図（Xbar－Rなど）
　10-3 逸脱、不適合の処理

11. ケーススタディ

12. Q&A

株式会社すうがくぶんか 教務部　部長　内場 崇之 先生
●日　時　2018年11月26日月曜日 10:30-17:00
　　　　　2018年11月27日火曜日 10:30-17:00
●会　場　[東京・京急蒲田]大田区産業プラザ（PiO）

★pythonを用いたディープラーニングの入門２日間セミナー！（※PCは弊社で準備致します。）
★基本となるパーセプトロンからニューラルネットワーク、ディープラーニングと順を追って解説。
★機械学習の一般論、ディープラーニングとその他機械学習との違い、CNNによる画像処理の基礎、強化学習の基礎などが身につきます！

【python実習付き】ディープラーニング入門

●受講料　1名69,120円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき58,320円

WEBでの検索は→
「情報機構　AA181132」

＜実習用PCに関するご注意＞
セミナーで使用されるPCは弊社にて用意致します。お手持ちのPCをご希望される方は、弊社までお問い合わせください。
　※持ち込みによる値引きはありません。

■講座のポイント：　深層学習（ディープラーニング）は、機械学習のなかでもニューラルネットワークと呼ばれる手法の一つです。
画像・音声・自然言語に関するベンチマークタスクにおいて、その他の機械学習手法を圧倒する高い性能を示したことで広く浸透しました。
ただし、深層学習が他の機械学習手法と明らかに異なる性能を示すまでには、
　　* 勾配消失問題　　* 過剰適合　　* 内部共変量シフト　　* 非常に多いハイパーパラメータの理論的な解析
などなど深層学習が抱えてきた様々な問題に対する対処案が必要です。この講座ではこれらがなぜ深層学習のパフォーマンスにとって重要かを、
ニューラルネットワークの基本となるパーセプトロンから始め、多層ニューラルネットワーク、そして深層学習と進むことで、理解してもらいます。

１．教師あり学習概論（90分）
　1.1 AIと機械学習、深層学習
　1.2 機械学習とその分類
　1.3 教師あり学習とその統計学的解釈
　1.4 損失関数と最尤推定
　1.5 モデル評価と過剰適合・過少適合
　1.6 Pythonによる演習：機械学習プログラミングの基本的な流れ

２．パーセプトロン（120分）
　2.1 ニューロン
　2.2 単純パーセプトロン
　2.3 単純パーセプトロンの表現力
　2.4 多層パーセプトロンとその表現力
　2.5 パーセプトロンの学習と誤り訂正学習

３．ニューラルネットワーク（180分）
　3.1 多層ニューラルネットワークのアーキテクチャ
　3.2 万能近似定理と深層化の理由
　3.3 表現学習：各層で何が行われているのか？
　3.4 多層ニューラルネットワークの学習：勾配降下法と誤差逆伝播法
　3.5 勾配消失問題とReLU　3.6 過剰適合に対する対処
　3.7 Pythonによる演習：
　　　深層ニューラルネットワークによるMNISTタスクの実践
　3.8 Pythonによる演習：
　　　深層ニューラルネットワークによるFashion-MNISTタスクの実践

４．畳み込みニューラルネットワーク（120分）
　4.1 階層仮説
　4.2 畳み込み層とフィルタ
　4.3 プーリング層
　4.4 畳み込みニューラルネットワークの順伝播の流れ
　4.5 畳み込みニューラルネットワークの誤差逆伝播法
　4.6 Pythonによる演習：
　　　　畳み込みニューラルネットワークによる
　　　　Fashion-MNISTタスクの実践

５．深層強化学習入門（90分）
　5.1 強化学習とはなにか
　5.2 価値反復法とQ-学習
　5.3 深層Q-学習
　5.4 Pythonによる演習：CartPole-v0タスクによる強化学習の実践

＜終了後、質疑応答＞

トータルマネジメントシステム研究所 代表　 角川 真也 先生
●日　時　2018年11月16日金曜日 10:00-17:00
●会　場　[群馬・高崎]ビエント高崎

★毎回好評！購入すれば数千万～数億円する業務管理システムを、自分で作ってしまいましょう。
★『働き方改革』対策の決め手！業務管理システムによる生産性向上手法
★科学的組織マネジメント方法で、設計スタッフのやる気・能力・成果を最大化する！

設計部門の「働き方改革」を実現する
業務管理システム(ERP)の自社構築方法【高崎開催】

●受講料　1名46,440円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,640円

WEBでの検索は→
「情報機構　AA181133」

＜実習用PCに関するご注意＞
セミナー中、一部PCを用いた講義パートがございます。各自にて【ExcelのインストールされたPC】をご持参ください。
　※当セミナーは、原則として弊社でのPC準備・貸し出しは行いませんので、予めご承知置き下さい。

■講座のポイント：　従来より過重労働が常態化していた設計・開発部門も、『働き方改革』の法制化を目前にし働き方の抜本的見直しを迫られています。『働き方改革』
対策は業務生産性向上に尽きるのですが、他社事例は次の4つに大別されます。
　①組織トップメッセージ等、従業員の意識改革から入るもの。　②いきなり残業・休日出勤の上限規制や禁止から入るもの。
　③AI等のIT技術により業務革新を図るもの。　④ひとり一人の業務生産性向上を図るもの。
しかしこれらの対策には、次の問題点があります。
　①効果の永続性が怪しい。　②いわば「劇薬」なので、手抜き仕事の横行等の「副作用」が怖い。　③巨額の費用を要するため、大企業以外では実施困難。
　④組織的に対応していないため、効果が限定的。　⑤数値データによる実態の「見える化」から入っていない。
　⑥業務生産性向上を図る「核」となるシステムが不在。　⑦業務「生産性」にばかり気をとられており、「品質」が不問となっている。
そこで当セミナーでは、業務管理システム(ERP)の自社構築方法をご紹介します。業務管理システムは旧西ドイツで生まれ欧米で普及、日本でも一部先進的企業では導入済み
の組織マネジメントシステムです。これを自社構築すると、金がかからず自社の規模とレベルに合致したシステムができます。その過程で人財も育成できます。
当セミナーでご紹介する業務管理システムはExcelファイル2つで業務生産性と品質に関するデータを一元管理するもので、シンプルな構成なので作成・運用にかかる工数も
少なく、マンパワーが不足している会社や部署でも導入できます。
御社設計部門でも『業務管理システム』を構築し、数値データに基づく科学的組織マネジメント手法によって、ES・CS・会社利益の「三方よし」を実現してみませんか？

１．業務管理システム(ERP)不在の恐ろしさ
　１）今日の設計部門の置かれている状況
　２）業務の「見える化」の遅れが招いた悲劇
　３）この悲劇から私が学んだこと
　４）業務の「見える化」はなぜ必要か？

２．設計部門の業務生産性が日本メーカーの弱点
　１）世界から見た日本の生産性(現場・事務所)
　２）製造現場と設計部門の生産性に差がある理由とは？
　３）設計部門の業務の問題点は「見える化」の遅れ

３．設計部門の業務の実態の「見える化」する
　１）正しいやり方でやらないとどうなるのか？
　２）業務の何を「見える化」するのか？
　３）どのようにして「見える化」するのか？

４．設計部門の業務の問題点を発見し改善する
　１）業務管理システム(ERP)とは？
　　①生産性管理システムと品質管理システム
　　②導入効果
　　③業務毎単価の算出方法
　　④間接効果と導入資源
　　⑤ISO9001および内部統制との関係
　２）事例紹介
　３）業務管理システムで分かる設計部門の業務の問題点(演習あり)
　　①どこにあるか?　　②どのくらいあるか?

　４）業務管理システムによる組織改革方法(演習あり)
　　①人員配置見直し
　　②業務分担見直し
　　③マニュアル整備
　　④業務生産性向上
　５）業務管理システム自社構築プロジェクトの費用対効果

５．業務管理システムの自社構築方法
　１）業務管理システム構築マニュアル解説
　２）構築演習(ノートPC使用)

６．業務管理システム構築プロジェクト推進方法
　１）推進体制
　２）標準スケジュール
　３）「抵抗勢力」対策
　４）維持・運用方法

７．生産性向上の3ステップ「見える化」「最小化」「標準化」
　１）「見える化」はファーストステップに過ぎない
　２）業務を減らしたければ「ムダ」探しは止め、「本来あるべき姿」を追求せよ
　３）業務「改善」と「改革」の違いとその推進方法およびツール
　４）マニュアル作成の真の目的は業務生産性の「高位標準化」
　５）科学的組織マネジメント手法とは?
　６）業務管理システム構築の先にあるもの(生産性・品質・従業員満足度向上)

＜セミナー終了後、質疑応答＞

株式会社数値流体力学コンサルティング 代表取締役　博士（工学） 川村 隆文 先生

●日　時　2018年11月20日火曜日 12:30-16:30
●会　場　[東京・京急蒲田]大田区産業プラザ（PiO）
●受講料　1名41,040円(税込（消費税8％）、資料付)
　　　　　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,240円

★「流体」が関わるあらゆる分野で活用されている数値流体力学（CFD）について解説！
★CFDの導入を検討している、CFDを導入したものの期待したような成果が得られていないという方、是非受講ください！

数値流体力学（CFD）入門
～流体力学の基礎、CFDの実施方法、実利用のための

ソフト・ハードウェアから解析事例まで～

WEBでの検索は→「情報機構　AA181134」

■講座のポイント：
　数値流体力学（CFD）はコンピュータによるシミュレーションで流体の運動や熱の移動を予測する技術であり、航空宇宙、船舶海洋、流体機械、
自動車、資源、エネルギー、化学プロセス、医療、気象など流体が関わるあらゆる分野で既に活用されている。
本講座はCFDの導入を検討している、またはCFDを導入したものの期待したような成果が得られていないという方を主な対象として、基礎理論の概要
と実践例の解説を通じて、CFDを正しく活用するために必要な知識と考え方を伝えることを目的としている。

■受講対象：
・CFDの導入を検討している方　・CFDを導入したものの期待したような成果が得られていないという方
・CFDを既に活用されている企業において新しく担当する方　　・CFDを既に活用しているが、より本質的に理解を深めたい方

■必要な予備知識：　・高校レベルの数学と物理（力学）の知識
■受講後、習得できること：　・CFDの利用の現状と限界に関する知識　　・CFDの正しい利用方法

１．CFDとは
　１）数値流体力学（CFD）とは
　２）CFDが得意とするところと
　　　苦手とするところ
　３）CFDの歴史と課題
　４）CFDの実施方法

３．CFDの利用の実際
　１）CFDのソフトウェア
  ２）CFDを行うためのハードウェア
　３）解析事例
　　①放熱器のフィンの最適設計
　　②換気用ファンの性能改善
　　③船舶とプロペラの設計への応用

＜終了後、質疑応答＞

２．CFDの基礎理論
　１）流体力学の基礎
　２）CFDの支配方程式
　３）方程式の離散化
　４）離散化スキームと解法アルゴリズム
　５）乱流モデル
　６）混相流モデル
　７）燃焼・化学反応モデル
　８）格子（メッシュ）生成
　９）計算後処理とコンピュータグラフィクス
　１０）計算精度と誤差
　１１）並列計算

エコア株式会社 食品安全事業部　部長 　粕谷 浩 先生

●日　時　2018年11月22日木曜日 10:30-16:30
●会　場　[東京・大井町]きゅりあん

★製造現場における防虫・防鼠など害虫獣の防除手法について実践的なセミナーです！
★防虫処理時の適切な記録管理や有害生物防除プログラムの作成ポイントについても解説。

適正製造環境維持のための

効果的害虫獣生体知識と防除の手法

●受講料　1名46,440円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,640円

WEBでの検索は→
「情報機構　AA181135」

■講座のポイント：
　本講座受講により、製造環境で有害な生物の生態とIPM防除方法をわかりやすく解説し、各製品製造施設に適切な環境づくりが
可能となります。また、有害生物防除計画を立て社内教育にも役立て、過去のクレームや本年度クレーム分析を行うことにより、
次年度への異物混入対策計画も可能になります。

■受講後、習得できること：
　・自社施設の問題点を把握し、安全で適切な有害生物防除
　・有害生物の生態把握による環境分析能力　　・有害生物防除プログラム作成

１．対象有害生物の生態把握（害虫獣）
　１）施設の有害生物種（歩行性昆虫・飛翔性昆虫・そ族類）
　２）有害生物の繁殖サイクル　３）有害生物の判別ポイント

２．異物混入事故と対策
　１）製造環境における異物混入事故事例
　２）事故の恐ろしさ　３）事故発生時の回収プログラム

３．適正製造環境の維持と構築
　１）製造環境施設の弱点調査手法
　２）5Sパトロールチェックポイント解説

４．総合的有害生物管理（IPM）と実践的対策
　１）IPMとは　２）生物防除に使用する薬剤知識
　３）防虫処理時の適切な記録管理

５．有害生物混入事故時の品質検査方法と有害生物防除プログラム
　１）異物クレーム発生時の自社検査手法
　２）有害生物防除プログラムの作成ポイント解説

有限会社都城情報ビジネス 代表取締役　 松元 義仁 先生
●日　時　2018年11月26日月曜日 10:30-16:30
●会　場　[東京・京急蒲田]大田区産業プラザ（PiO）
●受講料　1名46,440円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
　　　　　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,640円

★あまり類を見ない「医療機器GLP」についての入門セミナー！
★GLP適合試験所における具体的な運用、試験計画書・SOP等の文書記録・管理、
　今年発行されたJIS Q17025:2018と医療機器GLP省令における試験所運営の比較など、網羅した内容をお届け！
★新任者、来期の異動予定者だけでなく、新人指導の教育担当者など、復習をされたい方にもオススメの内容です！

医療機器GLP入門
～省令のポイント、GLP適合試験所の具体的運用、動物の飼育管理、

試験計画書・標準操作手順書等のGLP文書記録/管理、
トキシコキネティクス試験、JIS Q 17025：2018～

WEBでの検索は→「情報機構　AA181141」

■講座のポイント：
　新人（新入）社員、新配属された方を対象に、医療機器GLPについて簡単に説明した後、あまり深く読むことなく、さーっと読み飛ばしてしまう
「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」（医療機器GLP省令）について、その読み方、ポイントを説明します。
そしてこの医療機器GLP入門の研修の主テーマになる、試験施設運営のための適合性要求事項の実務的仕組みづくりについて具体的に説明します。
その後、試験施設運営のための必要とされる文書化した手順とGLP記録について説明し、よく聞かれる国際規格ISO17025試験所の概略についても
説明します。最後に、この医療機器GLP入門の研修のまとめとして、より理解して頂くために課題を提供し、演習に取り組んで頂くカリキュラムも
入れさせて頂きました。

１．医療機器GLPとは

２．医療機器GLP省令の読み方
　１）「医療機器の安全性に関する非臨床試験の
　　　実施の基準に関する省令（医療機器GLP省令）」とは
　２）医療機器GLP省令の読み方・ポイント

３．医療機器GLP適合試験所の具体的運用について
　１）運用のための要求事項
　２）実展開の際のコミュニケーション
　３）具体的運用について
　　・組織/職員　・信頼性保証部門
　　・施設　・機器　・標準操作手順書
　　・動物の飼育管理
　　・被験物質と対象物質　・試薬
　　・試験計画書及び試験の実施
　　・報告又は記録　・試験業務の外部委託
　　・コンピュター調査
　　・トキシコキネティクス（TK）試験の調査

４．標準操作手順書とGLP記録
　１）SOP作成のポイント
　２）トレーサビリティ、モニタリングのためのGLP記録

５．ISO17025：2017（JIS Q 17025：2018）
　１）医療機器GLP省令とJIS Q 17025：2018（ISO17025：2017）の比較
　２）ISO17025の概要

６．まとめ・事例演習
この研修のまとめとして、演習形式の事例を２つほど提供し、
皆様各自に取り組んで頂きます。
この取り組んで頂く事例は、会社に帰られてからの実務において、
大変役立つものになっています。

＜セミナー終了後、質疑応答＞

株式会社JEOL RESONANCE 技術部アプリケーショングループ　主事　博士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 矢澤 宏次 先生

●日　時　2018年11月26日月曜日 12:30-16:30
●会　場　[東京・京急蒲田]大田区産業プラザ（PiO）

★医薬品原薬・製剤の定量評価・物性評価に欠かせない測定法であるNMRについて解説！
★NMRで出来ることとは？ほかの分析法との違いとは？といった基礎知識から、測定のコツ、応用事例まで幅広くお話します！

固体NMRによる医薬品解析
～固体NMRの基礎、測定のコツ、最新技術を用いた応用例～

●受講料　1名41,040円(税込（消費税8％）、資料付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,240円

WEBでの検索は→「情報機構　AA181142」

■講座のポイント
　医薬品の固体状態の構造物性を評価する方法はＸ線、IR、熱分析等種々あるが、その中でも固体NMRは結晶、非晶、液晶と試料の構造や形態を
問わず測れるその応用範囲の広さ、あるいは二次構造、試料間の相溶性、分子運動など得られる情報の多さから近年非常に注目されている。
本講演ではこれから固体NMRを始めたい、あるいは始めたけど基礎がイマイチ分からないという方向けに、固体NMRの特徴と基本的な測定法である、
CP/MAS、DD/MASの原理と測定の際のノウハウについて多くの時間を割いて説明する。
また医薬品分析の応用例として、基本的な1次元スペクトルによる分析から、最新技術を用いた共結晶の構造解析まで幅広く紹介し、固体医薬品の
物性評価における固体NMRの有用性を述べる。

■受講後、習得できること
・固体NMRの基礎
・教科書には書いていない固体NMR測定のノウハウ
・固体NMRを用いた医薬品解析例

１．はじめに－NMR概略－
　１-１ NMRでできること、わかること
　１-２ 溶液NMRと固体NMRの違い　１-３ 他の分析法との違い

２．固体NMRの基礎
　２-１ NMRスペクトルの形を決める相互作用
　２-２ 高分解能固体NMRスペクトルをえるために（マジック角回転（MAS）と高出力デカップリング）
　２-３ 基本測定（CPMAS、DDMAS）

３．固体NMRの測定
　３-１ サンプリング　３-２ シーケンスの選択
　３-３ 測定上の基礎知識と注意点　３-４ データ処理

４．固体NMRによる医薬品解析の応用例
　４-１ １次元13Cスペクトルによる解析例（結晶多形、混合物、溶媒和物、水和物、相転移、結晶と非晶）
　４-２ 1H緩和時間を利用した薬剤と賦形剤の相溶性分析
　４-３ 多核測定による解析(19Fなど)
　４-４ 高分解能固体1Hスペクトル～1Hからみる分子間相互作用（共結晶の解析）

クレイン テクノ コンサルティング 代表　 門眞 博行 先生

●日　時　2018年11月13日火曜日 10:30-16:30
●会　場　[東京・東陽町]江東区産業会館

★これからの時期に多発する＜製造現場における静電気トラブル＞の解析・事例・対策セミナー！
★静電気の理論や基礎知識だけでなく、なぜなぜ分析などの品質管理の手法も交えた解説で、品質不良を防ぐための実践的な内容です！
★豊富な事例を紹介！また、講義の最後には実習パートを設け、一日で明日から使える知識が身に付きます！

＜静電気の理論、帯電防止・除電技術、解析手法など＞

製造現場における静電気トラブルと解析・対策
～静電気対策の本質と品質管理法を理解し、対応力を身につける～

●受講料　1名46,440円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,640円

WEBでの検索は→
「情報機構　AA181143」

■講座のポイント： 毎年冬場をメインに、電子機器製造工場はもとより食品・薬品工場等において、静電気によるトラブルが多く発生しております。
トラブル内容としては、静電気破壊、異物混入等による品質不良、静電気障害による設備トラブル等です。しかし、静電気は目で見ることができず、
また時間変化とともに自然消滅してしまうので恒久対策が難しく、適切な対策ができていない工場は多いのではないでしょうか？製造現場で発生する
静電気不良を根絶するためには、帯電防止の知識を理解し、その要因が何であるかを知ることが大切です。そして恒久対策を打つためには、真の原因
を調査し、原因に合った対策をしなければなりません。そのため今回の講座では、静電気理論・除電方法はもとより、品質管理の手法である「特性
要因図」「なぜなぜ分析」等も解説し、現場での静電気トラブルを自ら低減できるようになることを目的とした内容にしています。
また、最後にデモ不良事例を受講者が自ら解析し、発表する実習も行います。
■受講後、習得できること：
　・静電気の発生理論および帯電防止対策　　・品質管理手法：特性要因図　　・品質管理手法：なぜなぜ分析
■受講対象：　対象業種：電子機器、食品、医薬品、医療機器、印刷、塗装工場およびガソリン等引火しやすい商品を扱う業種
　　　　　　　対象職種：製造部門、品質管理部門、生産技術部門等

１．静電気の基礎知識
　1.1 静電気発生のメカニズム
　　　……基本的な静電気理論
　1.2 人体の帯電防止対策
　　　……工場での静電気発生源である人体帯電と除電方法
　1.3 除電ツール
　　　……材料導電化、除電器、加湿器等
　1.4 静電気測定器
　　　……静電気測定器、帯電プレートモニター

２．静電気トラブル事例
　2.1 半導体製造工場トラブル事例
　　　……ICパッケージ捺印工程でのIC静電気破壊の原因、対策
　2.2 印刷工場トラブル事例
　　　……スクリーン印刷インキ不良の原因、対策
　2.3 樹脂成型工場トラブル事例
　　　……真空蒸着・アルミ蒸着工程のゴミ不良の原因、対策
　2.4 医療品、医療機器工場トラブル事例
　　　……錠剤のブリスター包装トラブルの原因、対策
　2.5 製本工場トラブル事例
　　　……作業者へ電気ショックの原因、対策
　2.6 食品工場トラブル事例
　　　……自動プラ袋供給機の剥離帯電不良の原因、対策

３．静電気不良の品質改善事例
　3.1 問題点解析手法を学ぶ
　　① 現状把握
　　② 原因分析
　　③ 対策立案
　　④ 効果確認
　　⑤ 歯止めと標準化
　3.2 静電気不良の特性要因図の解説
　3.3 静電気不良のなぜなぜ分析

４．静電気不良解析（グループディスカッション）
デモ不良事例をもとに受講者同士で検討・解析して頂きます。
最後に発表していただき、理解度を確認し、講評します。

＜終了後、質疑応答＞

東海大学理学部数学科 教授 博士（理学） 山本 義郎 先生

●日　時　2018年11月7日水曜日 10:30-16:30
●会　場　[東京・大井町]きゅりあん

★予測・分類のためのデータマイニング手法等をサンプルデータ等も使って実際のところも学習します。

Rによるデータマイニング入門
（パソコン実習付き）

●受講料　1名54,000円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき43,200円

WEBでの検索は→
「情報機構　AA181158」

■実習用パソコン 弊社にて準備します。

■セミナーポイント:
　IoTによる自動的なデータの取得を含め、人間活動の様々なデータが取得しやすくなり、AIや深層学習によりそれらの情報を活用した予測の有用性
が示されている。データマイニングは、大量のデータを利用して、予測、分類、ルール発見などの目的に対して様々な手法によりアプローチする。
　本セミナーでは、フリーソフトウェアであるRを用いてデータマイニングを行うための基本的なデータの処理および可視化から、予測のための
データマイニング手法として、線形回帰分析、ロジステック回帰分析、決定木、サポートベクターマシン、分類のための手法として階層的クラスタ
リング、非階層的クラスタリング、自己組織化マップ、マーケットバスケット分析のための手法としてアソシエーションルール分析を紹介し、
サンプルデータを用いて実際にRで分析結果を得たときの、結果の読み方、解析結果の可視化について実演する。

■受講後、習得できること:
　・データマイニングの概要を理解できる
　・数値予測のためのいくつかの手法についてその特徴を理解し、結果の解釈ができる
　・カテゴリー予測のためのいくつかの手法についてその特徴を理解し、結果の解釈ができる
　・分類（セグメンテーション）のための手法ついてその特徴を理解し、結果の解釈ができる
　・マーケットバスケット分析について理解し、実際に分析できる

1.Rの基本
　1.1　Rstudio の基本操作　1.2　R 言語入門
　1.3　外部データの取り込み
　1.4　データの要約　1.5　パッケージの利用
　1.6　dplyr パッケージによるデータフレームの操作
　1.7　データの可視化
2.データマイニングとは
　2.1　ビッグデータとデータサイエンス
　2.2　CRISP-DM
3.予測のためのデータマイニング手法
　3.1　線形回帰分析
　3.2　ロジスティック回帰分析　3.3　決定木分析
　3.4　サポートベクターマシン　3.5　k-近傍法
4.分類のためのデータマイニング手法
　4.1　階層型クラスター分析
　4.2　非階層型クラスター分析　4.3　自己組織化マップ（SOM）
5.マーケットバスケット分析
　5.1　アソシエーションルール分析
6.複数の手法による予測の評価
7.まとめ（質疑応答）

明星大学　理工学部総合理工学科環境科学系 大学院理工学研究科環境システム学専攻　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理学博士 上本 道久 先生

●日　時　2018年11月19日月曜日 10:30-16:30
●会　場　[東京・大井町]きゅりあん

★分析化学をはじめとする実験的計測における数値処理の考え方とは。
　また、測定結果に見合った数値を分析値として正しく整理・提出する極意とは？

分析化学の最前線
－測定値を分析値にするための基礎知識

●受講料　1名48,600円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき37,800円

WEBでの検索は→「情報機構　AA181181」

■参加者特典（講師著書2冊無料配布）：
（既にお持ちの場合の割引はございませんので、予めご了承下さい。）
　・「分析化学における測定値の正しい取り扱い方－“測定値”を“分析値”にするために」日刊工業新聞社（2011）
　・「分析化学における測定値の信頼性－考え方と記載方法」日刊工業新聞社（2013）

■受講対象：　分析化学の現場技術者および研究者、実験計測を行っている研究者、測定データを整理する技術者、データを見て判断・決断を下す
　マネージャー、技術行政職員、理工系学部の素養が必須ではないが、現在測定値を取り扱う状況にある方にとって意義深い。

■講演ポイント：　分析装置のめざましい進歩と普及に伴い、ppm (μg/g, μg/cm3) ?ppb (ng/g,ng/cm3)やそれ以下の極微量レベルであっても、
測定を行うこと自体は高度な技術を要する作業ではなくなった。その一方、装置が供給する多彩な数値を元に、報告書として提出すべき分析値を
意味づけることは以前より難しくなってきていると言えよう。‘測定値’を整理して‘分析値’にすることは紛れもなく定量分析手順の一つで
あるが、実際にはあまり適切に行われていないため、分析値の評価が不明瞭になっているものと考えられる。本講演では、有効数字の処理技法を
端緒として、測定結果に見合った数値を分析値として正しく整理・提出するために必要な考え方について解説する。

■受講後、習得できること：
　分析化学をはじめとする実験的計測における数値処理の考え方とその基礎、測定値を報告値にするためのノウハウ、書類に数値を正しく記載する
ことの意味

1.「はかる」ということ
　1.1　正しくはかることの意義
　1.2　計測値の信頼性を保証するシステム
　1.3　分析化学における信頼性の実像
2.有効数字
　2.1　有効数字の意味するところ
　2.2　数値の丸め方
　2.3　無機分析における有効数字の具体例
　2.4　演算に伴う有効数字の処理
3.検出限界と定量下限
　3.1　検出限界、定量下限、感度の定義
　3.2　検出限界の考え方
　3.3　原子スペクトル分析における検出限界の見積りとデータ例
　3.4　定量下限の考え方
　3.5　検出限界や定量下限付近の分析値をどのように表記するか

4.信頼性に関わる用語とその概念
　4.1　信頼性に関わる概念の推移
　4.2　化学計測における信頼性用語
　4.3　物理計測・数理統計に関わる信頼性用語
　4.4　電子工業における信頼性用語
　4.5　分野間の齟齬をなくすために
　4.6　濃度に関する用語
5.不確かさの概念と見積もりの考え方
　5.1　不確かさの概念
　5.2　不確かさの見積もりの基礎
　5.3　典型的な無機分析における不確かさ見積もり例
6.信頼性を判定するための検定
　6.1　信頼区間　6.2　F検定について
　6.3　t検定について　6.4　Q検定について
　6.5　検定のガイドライン　　　　＜質疑応答＞　

東京工業大学大学院　情報理工学院　数理・計算科学系　教授
理化学研究所　革新知能統合研究センター(AIP) 汎用基盤技術研究グループ チームリーダー(兼任)
                                                              博士（学術） 金森 敬文 先生

●日　時　2018年11月22日木曜日 10:30-16:30
●会　場　[東京・大井町]きゅりあん
●受講料　1名54,000円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
　　　　　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき43,200円

★データ分析の実践的方法，実データ解析に役立つ手法理解を目指します．

Ｒによる機械学習入門
（パソコン実習付き）

WEBでの検索は→「情報機構　AA181190」

■パソコン
弊社にて準備致します．

■受講後、習得できること
・機械学習の数理的基礎の理解とデータ分析の実践的方法
・データを整理し特徴を抽出するための手法の理解とＲ言語による取り扱い．
・回帰分析や判別分析など実データの解析に役立つ手法の理解とＲ言語による取り扱い．
・複雑な統計モデルを用いて予測を行うための統一的方法

1.データの整理と特徴抽出
　1.1　主成分分析
　1.2　因子分析
　1.3　多次元尺度構成法

2.統計モデルによる学習
　2.1　統計モデル
　2.2　最尤推定
　2.3　混合分布とEMアルゴリズム
　2.4　ベイズ推定

3.回帰分析の基礎
　3.1　最小２乗法，リッジ回帰
　3.2　ロバスト回帰
　3.3　分位点回帰
　3.4　交差検証法

4.クラスタリング
　4.1　k-平均法
　4.2　スペクトラル・クラスタリング
　4.3　混合正規分布によるクラスタリング
　4.4　階層的クラスタリング

5.判別分析
　5.1　２値判別
　5.2　カーネル・サポートベクトルマシン
　5.3　モデルパラメータの選択
　5.4　多値判別

（質疑応答）

医薬品GMP教育支援センター 　代表　 髙木 肇 先生

●日　時　2018年11月27日火曜日 10:30-16:30
●会　場　[東京・大井町]きゅりあん
●受講料　1名46,440円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
　　　　　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,640円

★日本版GDPガイドラインの要求事項とPIC/S GDPとの比較・差異は？
★具体的なGDP文書の整備、実務対応上のヒントを解説！

日本版GDPガイドラインを踏まえた
GDP実務対応のポイント

WEBでの検索は→「情報機構　AA181199」

■講座のポイント
　日・EU経済連携協定（EPA）締結で、ほとんどの医薬品にGMP相互承認が拡大される等、海外展開上GDP対応は必須要件になってきた。しかし、
GDP対応がなかなか進まないのは関係企業間の連携・協力が必須、品質の完全性を保証する具体策は各企業に委ねられているなどによると推定する。
演者の経験をもとにGDPの実務対応のヒントを提供する。

■受講後、習得できること
・日本版GDPガイドラインの要請内容　・PIC/S GDPガイドの相違点
・具体的なGDP関連実験項目、バリデーション項目、文書化項目

1.GDPの目的と制定の背景
2.国内の状況
　2.1　日本版GDPガイドラインの適用される業態範囲と適用範囲
　2.2　製造業者とGDPの関係
　2.3　卸売販売業者への要請事項
　2.4　その他、PIC/S GDPと日本版GDPとの相違点
　2.5　日米欧の医薬品流通網の相違点
3.最新GDPの特徴
　3.1　品質システムの構築要請
　3.2　品質システムの必須要件
　3.3　上級経営陣と経営陣がすべきこと
　3.4　全員参加型でないとリスク抽出もCAPAできない
　3.5　GMPとGDPの融合化が進んでいる
4.日本版 GDPの概要
5.品質マネジメント
6.職員

7.施設および機器
8.文書化
9.業務の実施
10.苦情、返品、偽造の疑いのある医薬品および回収
11.外部委託業務
12.自己点検
13.輸送
14.GDPの実践
　14.1　GDP対応のために調査、実験、検証すること
　14.2　偽造薬の特徴と対策例
　14.3　温度マッピングの計測方法
　　　　（WHOの保管と輸送に関するガイダンスから）
　14.4　保管業者の選定
　14.5　防虫管理の留意点
　14.6　配送業者の選定
15.GDP文書の整備

★他の接合法に比べばらつきが大きい接着の耐久性をどう見積もれば良いのか？
　接着強度の経時変化を具体的に推定する方法についても講義！

WEBでの検索は→「情報機構　AC181181」

　接着剤を用いて製品や部品を組み立てる際に、最も心配なのは長期の耐久性であり、多くの加速劣化試験がなされている。加速劣化試験からの経時変化の予測も種々の
方法でなされている。しかし、これらは、平均値で扱われている場合がほとんどである。接着接合は、他の接合法より一般にばらつきが大きく、ばらつきを統計的に扱って、
最低強度品で考えなければ、想定以上の不良品を発生させることになる。ばらつきを少なくして、最適強度を高くし、耐久性を向上させるためには、開発段階での接着品質
の作り込みが最重要である。　本講座では、最初に、開発段階で達成すべき必須条件と目標値を明確に示し、それを達成する方法を説明する。その上で、開発初期の段階で、
必要な接着継手強度を簡易に見積もる設計法を説明する。次に、接着劣化のメカニズムと評価のポイントを説明し、長期間の接着強度の経時変化の具体的推定法を説明する。
最後に、ばらつき、劣化、内部破壊などを考慮して、製品の耐用年数経過後の接着強度の安全率の尤度を算出する方法を説明する。尤度が高すぎる場合は過剰品質である。
最適設計に持ち込むための尤度の再配分についても説明する。

Ⅰ．高品質接着の基本条件と開発段階で達成すべき目標値
 １．高品質接着とは
 ２．開発段階で達成すべき目標値
 　(1)接着部の破壊状態－凝集破壊率一　(2)接着強度のばらつき－変動係数－

Ⅱ．接着のメカニズムと接着特性の向上策
 １．接着の過程
 ２．分子間力、水素結合
 ３．表面張力－簡単な測定法と必要値－
 ４．表面張力を高くする表面改質法と注意点
 ５．プライマ一、カップリング剤処理と注意点
 ６．表面粗面化の問題点
 ７．内部応力
 ８．結合強度を低下させる要因（まとめ）－接着の脆弱点－

Ⅲ．ばらつき、劣化、内部破壊、要求信頼度、負荷力を考慮して初期の
　　必要接着継手強度を見積もる原賀式『Cv接着設計法』
 １．原賀式『Cv接着設計法』の構成要素と考え方
 　(1)発生不良率　(2)許容不良率　
   (3)工程能力指数と信頼性指数　(4)ぱらつき係数と変動係数
 　(5)信頼性指数，許容不良率，ぱらつき係数，変動係数の関係
 　(6)内部破壊係数　(7)劣化による強度の低下とばらつきの増大
２．原賀式『Cv接着設計法 』の設計式と見積り方
 　(1)初期の必要平均破断強度を求める設計式
 　(2)初期の変動係数の作り込み値を求める設計式　(3)見積りの事例

Ⅳ．接着耐久性の評価法と寿命予測法
 １．接着劣化のメカニズムと評価のポイン卜
 　(1)劣化の要因とメカニズム
　 　①熱劣化　②冷熱繰返し　③水分劣化　④クリープ
 　(2)耐久性評価の落とし穴
 　　①試験片と製品との耐久性の不一致の原因－耐水性の寸法効果－
 　　②吸水率と接着強度の関係
 　　③耐水劣化における致命的損傷と非致命的損傷の識別の重要さと評価法
 　　④応力と水分の複合による劣化の加速
 　　⑤冷熱繰返し試験における注意点
 　(3)耐久性評価試験の種類－相対評価試験と絶対評価試験－

(株)原賀接着技術コンサルタント 専務取締役　首席コンサルタント　博士(工学) 原賀 康介 先生

●日　時　2018年11月21日水曜日 10:00-17:00
●会　場　[東京・御茶ノ水]中央大学駿河台記念館
●受講料
　『接着耐久性（11月21日）』のみのお申込みの場合
　　1名48,600円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
　　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき37,800円
　『接着分析（11月20日）』と合わせてお申込みの場合
　（同じ会社の違う方でも可。※二日目の参加者を備考欄に記載下さい）
　　1名73,440円(税込（消費税8％）、資料・昼食付)
　　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき62,640円
　　　⇒割引は全ての受講者が両日参加の場合に限ります 

接着耐久性の評価・寿命予測法と
高耐久性のための作り込みの必須条件

～耐用年数経過後の接着強度の安全率の尤度の定量化法～

～接着強度のばらつき、劣化、内部破壊、要求信頼度、
負荷力を考慮した耐久性の評価法と設計法～

２．接着耐久性の長期寿命予測法と予測例
 　(1)寿命予測の鉄則
 　(2)長期熱劣化の予測法－アレ二ウス法による予測－
 　(3)長期水分劣化の予測
 　　①アレ二ウス法による予測　②吸水率分布からの有限要素法による予測
 　(4)長期屋外暴露劣化の予測
 　　①アレニウス法と乾燥回復性を考慮した予測　②予測と実験結果の比較
 　(5)クリープ耐久性の予測
 　　①応力負荷装置　②温度・時間換算による予測法　
     ③Larson-Millerのマスターカーブ法
 　(6)疲労耐久性の予測

Ⅴ．最適設計のための『耐用年数経過後の接着強度の安全率の尤度の定量化法』
 １．この評価法の適用の目的と前提条件
 ２．接着強度の経年変化の概念と実効接着強度、最大負荷力の関係
 ３．耐用年数経過後の安全率の尤度の算出法
 　(1)評価のプロセス
　 (2)クリープや疲労などの応力劣化を伴う場合の算出式
 　(3)一時的な静荷重だけが負荷される場合の算出式
 　(4)複合劣化係数の求め方
 　(5)耐用年数経過後のばらつき係数の求め方
 　(6)耐用年数経過後の接着強度の安全率の尤度の算出事例
 　　①接着部の要求条件と評価条件への落とし込み
　　②加速劣化試験条件の最適化の例
 　　　1)ヒートサイクル　2)熱劣化
 　(7)安全率の尤度の再配分の例
 　　①信頼度の向上（許容不良率の低減）　②作業性の改善

 質疑・名刺交換

〇習得する技術：
 　・開発段階での品質作り込みの必須条件と目標値
 　・接着のメカニズムと特性の向上策
 　・要求信頼度、要求品質、負荷力を考慮した必要強度の算出法
 　・接着劣化のメカニズムと長期経時変化の予測法
 　・最適設計のための製品の耐用年数経過後の安全率の尤度を算出法


