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品質情報管理パッケージ

機能構成

簡単に精度の高い
品質管理業務をサポート
● やりたい仕事・欲しい情報に簡単アクセス
● ワークフロー標準化で作業プロセスを均一化
● 試験者から経営層まで品質情報を共有

※最新情報は、弊社サイトをご参照下さい。

labaid 検 索で

分析に使用する試薬の有効期限管理、使用実
績管理、廃棄記録・承認の管理が行えます。

試薬管理

分析に使用する機器の校正期限管理、校正記
録・承認の管理、校正指図の自動発行が行え
ます。

分析計校正管理

試験計画の入力、サンプル（検体）の受付、試験
指図の発行、分析結果入力、合否判定、承認、
報告までを行います。
❶ 試験依頼：試験計画を入力します。外部インター

フェースからの登録や、定期的な計画の自動作成
も可能です。サンプル（品目）から試験項目、判定
基準などをマスターから展開します。 

❷ サンプル受付：サンプルの受領確認を行います。
リストから選択／ラベルのバーコードでの受付け
が可能です。

❸ 試験指図：受付けたサンプル（検体）の試験指図
を発行し、各試験項目の試験者を決定します。
あらかじめ登録を行うことで、指図を簡略化で
きます。

❹ 結果入力（分析作業）：試験担当者は、試験項目を
確認した上で、試験を実施し、データ（生データ、
判定結果）を入力します。分析計からの自動取込
みも可能です。

❺ 確認・承認・出荷判定（総合判定）
試験項目ごとの確認、サンプル全体の承認、総合
判定を行います。電子署名となります。

基本機能

出荷先（顧客）別の試験成績書を発行する機
能です。

顧客別規格での判定、顧客ごとに異なる項目
名の置換や単位変換が可能です。

顧客別報告書作成

非定型レポート
Excel上のユーザが作成する帳票フォームに、
データを取り込むことが可能です。

試験指図書、試験成績書、月報等を作成でき
ます。

安定性試験計画
サンプル（検体）の経時変化を評価する安定
性試験を管理する機能です。

抜き取り周期に応じた試験指示の自動作成や、
周期別の検査項目管理が行えます。

品質管理
標準偏差による管理値（2σ、3σ）の自動計
算、表示も可能です。

他システム連携
上位システム（ERP, 生産管理システム, MES,
物流システム）との連携機能です。

試験計画の連携や、合否判定結果による在庫
情報の更新、試験報告値の送信等が行えます。
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特長・機能説明 導入効果

導入・サポートサービス

ユーザーフレンドリーな画面と
ワンクリック操作の実現
● わかりやすさを追求した画面レイアウトは、

担当者毎、業務毎に自由に設定が可能です。

● 見たい情報にワンクリックで迷わずアクセスでき、
各機能画面も、タブで簡単に切り替えができます。

● 試験の進捗、実績結果の確認などが容易に行え、
情報の共有・管理面でも効果を発揮します。

魅力的な品質作りへ向けて
グローバル化が進展する製造業では、原材料調達の多様化から海外現地
生産、様々な法規制への対応など品質を管理する業務が複雑化、広範化
しています。
このようなビジネス環境で、品質の顧客満足度を維持、向上するためには、
全社マネジメントの視点で製品のライフサイクル全般にわたる品質管理の
業務システムを確立することが重要となってきています。

品質管理業務を総合的にサポート
弊社は、日本の製造業や分析センターが抱える試験業務の課題解決と
効率化に長年取り組んできました。
Lab-Aidは、この経験とノウハウをベースに品質管理の業務機能と
操作性の向上をつねに実務者視点に立って改善、強化しています。
これにより、データの収集や分析、報告・承認などの業務サイクルの
スピードアップと業務の精度向上、情報共有の促進が可能となります。

Lab-Aidの特長
● 様々な試験に対応できる柔軟性の高いワークフローを実装しています。

● 業務の標準化はもちろん、ISO，FDA Part11，厚労省PIC/Sなどの
法規制にも準拠し品質保証レベルの向上に貢献します。

● 多言語対応により、海外拠点でも手軽に利用ができ、品質管理の業務
レベルをグローバルで統一できます。

● ERP、製造管理システムとの連携により、品質情報を全社で活用できます。

● 機器や項目に対するアクセス権限管理、パスワード有効期限の管理、
放置端末のロックなどが行えます。

簡単操作でスピードアップ！より正確な試験業務をナビゲートします。使い勝手の向上と管理業務の負荷を軽減させる多言語対応LIMSパッケージ使い勝手の向上と管理業務の負荷を軽減させる多言語対応LIMSパッケージ

● 出荷判定業務の効率化による出荷待ち期間の短縮
● 品質合否判定結果の原材料や製品在庫データへの迅速な反映

生産・製造管理システムとの連携

● 各種レギュレーション（GMP, ISOなど）対応による
品質保証の信頼性向上

● 継続的なバージョンアップで各種規制・規格へ対応

規制、規格等への対応

● ワークフローによる業務の標準化
● 業務の自動化による業務サイクルのスピードアップ
● 複数試験者へのスムーズな業務継続とノウハウ共有

分析・品質管理業務の標準化と効率化

● ヒューマンエラー防止作業の省力化
● データの信頼性向上
● 低コストでネットワーク化が可能
● 導入後のリプレースが容易

分析計との接続
LAS：（Laboratory Automation System）

● 国内外120サイト以上の導入実績
（導入事例は、
  URL : http://www.yokogawa.co.jp/isol/ を参照ください）

● 石油、化学、鉄鋼、食品、医薬品、分析センターなど
様々な業種での導入実績

● 海外サイトでの導入

豊富な導入実績

● パッケージ適応性分析のコンサル業務 ● 各種ハードウェア／ソフトウェア ● 教育および導入後の保守サービス

上位システムとの連携

❸試験指図

❹分析（結果入力）

上位システム

統合基幹システム
ERP

製造管理システム
MES

ph

品質情報管理パッケージ

GC
LC 天秤

その他

Lab-Aid

❶試験依頼❶試験依頼
環境試験等

スポットサンプルの依頼登録

❷サンプル受付

試験指図書
分析機器

試験作業

データ収集 規格値と比較

規格 値と比較

❺確認・承認❺確認・承認
試験責任者承認試験責任者承認

❻出荷判定
品質管理 責任者出荷承認

（上位システム承認の場合、
 省略も可 能）

試験成績書

週報、月報

❾統計解析

上位システムとの連携

❸試験指図

環境試験等
スポットサンプルの依頼登録

統計解析

❷サンプル受付
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