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第6節 シクロデキストリンの分子認識による自己修復ゲル
第7節 シクロデキストリンによる環境浄化
─汚染油中の有害物質を除去・回収できるシクロデキストリン材料─
第8編 安全性評価と課題
糖タンパク質バイオ医薬品の開発と品質・安全性評価
資料編 産業利用糖鎖
第1章 多糖
第1節 デキストリン 第2節 ペクチン 第3節 タマリンドシードガム
第4節 ガラクトマンナン 第5節 アラビアガム 第6節 寒天
第7節 カラギーナン 第8節 キサンタンガム 第9節 プルラン
第10節 カードラン 第11節 ジェランガム 第12節 デキスト
リン脂肪酸エステル 第13節 両親媒性キトサン誘導体
第2章 オリゴ糖
第1節 マルトオリゴ糖 第2節 イソマルトオリゴ糖 第3節 シ
クロデキストリン 第4節 トレハロース 第5節 ニゲロオリゴ
糖 第6節 ゲンチオオリゴ糖 第7節 フラクトオリゴ糖 第8
節 ラクトスクロース 第9節 ラフィノース 第10節 ガラクトオ
リゴ糖 第11節 ラクチュロース 第12節 イソマルツロース
（
パラチノースR）
第3章 配糖体
第1節 糖転移ヘスペリジン 第2節 ルチン配糖体 第3節 グ
ルコシルアスコルビン酸 第4節 グリセリルグルコシド
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