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いつまでも健康でありたいと願うのは、すべての人に

共通した思いであり、またそれを支える医療も日々進

歩しその思いに応えてきております。高齢化社会を迎

えたわが国において、医療の果たすべき役割はます

ます高まってくるでしょう。

BMLは創業以来半世紀にわたり、臨床検査を通じて

つねに医療の向上に努め、数多くの実績を積んでまい

りました。そして現在では、特殊検査・研究検査まで

を網羅する総合ラボとして多方面より高い評価を頂い

ております。

21世紀になり、わが国の産業構造は大きな変革期を

迎えており新しい時代への躍動と挑戦が始まってい

ます。医療界においても、医療制度改革やグローバル

化が進展しており、大きな転換期を迎えようとしてい

ます。一方で、疾病構造はますます複雑で多様化して

おり、我々臨床検査業界に対してその技術やサービス

に大きな期待が寄せられております。

BMLは、創業以来培ってきた先進かつ高度な臨床検

査技術と豊富なノウハウを基盤に、業界一を誇る営

業・情報・ラボの3つのネットワークを構築してまいりま

した。これらのネットワークを有効に機能させることで

今後もニーズに的確に応える検査体制を供給してい

くとともに、ライフサイエンスの分野における新しい試

みやサービスを提供してまいります。近年は業務範囲

を食品検査や環境検査あるいは遺伝子検査といった

関連分野にも積極的に広げています。

また、BMLはネットワーク社会の進展とともに「医療の

情報産業化」を時代の潮流ととらえ、その実現を推進・

サポートする「医療情報システム企業」へ発展してい

きたいと考えます。

時代をみつめ医療の発展のためにつねに新しい技術

やテーマに挑戦していきたいと考える私たちの理想と

情熱をご理解いただき、今後とも弊社に倍旧のご指導

とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

株式会社ビー・エム・エル

It is a common human desire to stay healthy as long as 

possible. Medical services progressing to fulfill that desire 

are becoming increasingly important in Japan’s aging 

society.

As an all-inclusive laboratory, BML has been providing 

services in specialized laboratory testing and investigative 

research in the half century since its founding. Our ambition 

and commitment to progress in medical practices have 

gained strong credibility and an excellent reputation for 

BML from all quarters. 

Entering the 21st century, Japan’s industrial structure is 

changing dramatically and providing new challenges. 

Reform and globalization in the medical industry have 

brought us to a turning point, while disease structures are 

becoming more complex and diversified and expectations of 

the clinical testing industry are rising. 

Based on advanced expertise in clinical testing and know-

how gained since our founding, BML has constructed a top-

class industry network of sales, information, and 

laboratories. Through this network, we are providing clinical 

testing systems that precisely meet needs and new initiatives 

in life sciences. We are expanding our services to food 

hygiene testing, environmental analysis, and genetic 

analysis.

Keeping pace with the medical industry’s status as part of 

the information industry and networking society, BML has 

evolved into a medical information system company.

We expect to contribute to medical progress through our 

passion and ideals in developing new technologies and 

research themes. Your ongoing support and guidance are 

deeply appreciated. 

BML, Inc.

ごあいさつ Message

代表取締役社長

近藤  健介
President

Kensuke Kondo

2 3

BML企業理念  BML Policy

■存在意義  Corporate Mission 

豊かな健康文化を創造します。
Dedication to creating a healthy and cultured 
society

私たちは、医学検査技術を基盤に磨き上げた、高度
な技術・システム・サービスネットワークを活かして、
医療の発展と、人々の健康づくりに貢献し、豊かで
文化的な社会を創造します。

BML is committed to creating a culturally rich society 
by improving medical services and health through the 
latest technologies, systems, and service networks 
based on our extensive clinical laboratory experience.

■経営姿勢  Management Objectives 

創造的技術と高質サービスで信頼に応えます。
Fulfilling expectations through creative 
technology and quality service

1.お客さまニーズに的確に対応します。
2.技術とサービスの質で信頼を築きます。
3.創造的で活力ある組織を育てます。

1. Meeting client needs
2.  Ensuring trust in BML through superior expertise 

and quality services
3. Developing a creative, energetic organization

■行動規範  Corporate Commitments

1.誇り 仕事に信念をもち責任ある行動をします。
2.情熱 誠意と熱意でお客さまに満足を提供します。
3.挑戦 創造性を発揮し、より高い目標に挑戦します。
4.進歩 常に社会の進歩を見つめ能力と感性を磨きます。
5.健全 健全な社会人として節度と調和を大切にします。

1. Pride 
Having conviction in business and acting 
responsibly

2. Commitment 
Providing top service through strong commitment 
and sincerity  

3. Challenge 
Meeting the challenge of ever higher objectives 
through total creativity  

4. Progress 
Keeping an eye on social progress and improving 
and refining sensitivity 

5. Ethics 
Maintaining self-disciplined moral standards as 
sensible members of society



信頼性保証部門
Reliability Assurance
Department

Clinical Testing Business

Medical Information Systems

Research and Development

Related Business
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■BMLの業務領域　Business Field of BML

昨日よりもっと快適に。いつまでも健やかに。
人々のそんな健康への願いを少しでもかなえるため
私たちは、つねに新しい技術を求めて前進しています。
「医療情報サービスを通じて人々の健康づくりに貢献」
それが私たちのスタンスです。
例えば臨床に提供されている検査項目の種類は、
いまでは4,000を超えるまでになっています。
今後ともその広がりが続く一方、その技術を応用した
食品衛生検査や環境検査などの関連分野においても
サービスを提供してまいります。

社会環境が変わり、技術が進み、活動領域が広まる。
そんななかで、ずっと変わらないのは、私たちの「想い」。
かけがえのない「ひとり」、かけがえのない「人間」、
そして「かけがえのない地球」のために、
持てる力にさらに磨きをかけて、お役に立ちたいのです。

ニーズのキャッチ、先端技術の導入、精度管理、
そして高度情報化への対応などを積極的に推進し、
充実した人生への願いをかなえる医療に貢献したい。
そんな想いを胸に、これからも、
ＢＭＬは「ひと」と「いのち」を見つめ続けます。

変わる技術と、変わらない想いで、
「ひと」と「いのち」を見つめ続けます。

To help meet desires for a better tomorrow through good health, 
BML is constantly developing ever-changing technologies. 
“Contributing to good health through medical information services” 
is our business motto. Our laboratory test items number over 4,000 
and our wide range of services is always expanding.
We provide services in fields such as food hygiene testing and 
environmental analysis. 

Despite an ever-changing social environment, technological 
advances, and expanding fields of action, the desire for a healthy 
life is unchanged. 
BML is dedicated to providing the best for everyone, for 
everything, and for the Earth. 

By grasping medical needs early, introducing new technologies 
quickly, improving service quality continuously, and adapting to an 
advanced information society positively, we are contributing to 
medical care for a fulfilling life. Together with our passion for 
fulfilling lives, BML cares for people and their lives.

Technologies forever changing and thought continuing unchanged.

臨床検査事業  Clinical Testing Business

検査領域 Laboratory Testing

フロンティア＆シンフォニー “Frontier” & “Symphony” – Laboratory Automation System

営業・ラボネットワーク Service & Laboratory Networks

予防医学 Preventive Medicine

医療情報システム事業  Medical Information Systems

電子カルテ Electronic Medical Charts

ネットワーク情報サービス Network Information Services

関連事業  Related Business

食品衛生検査 Food Sanitation Testing

遺伝子組み換え食品検査 Safety Assessment of Genetically Modified Organisms

環境検査 Environment Analysis

残留農薬検査 Analyzing Residual Agricultural Chemicals

歯科検査 Dental Testing

CRO・SMOおよび治験 CRO, SMO, and Clinical Trials

精度管理（品質保証） Accuracy Control (Quality Assurance) 

研究開発  Research and Development

ヒト・ゲノム解析  Human Genome Analysis

グループ企業  BML Group Companies

環境方針  BML Environmental Policy
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検査領域
Laboratory Testing

BML laboratories conduct over 4,000 types of 
testing, from general-purpose laboratory 
applications to highly sophisticated specialized 
services
BML’s top-level laboratory testing ranges from routine biochemical 
and hematological testing to specialized testing for tumor markers, 
infectious diseases, hormones, cellular immunity, DNA, and 
bacteriological testing. This testing meets the clinical needs of 
medical institutions and hospitals. BML serves over 200,000 clients 
a day through laboratory testing for medical institutions and 
hospitals nationwide. 

Industry leader in microbiological testing  
BML’s microbiological testing, among the many tests that BML 
conducts, boasts the large number of world-class tests. As a 
laboratory pioneer, BML has automated processes for identifying 
bacterial strains – processes that once relied on visual recognition 
alone. Using unprecedented technology to input microscopic test 
data vocally, BML has dramatically improved accuracy and 
efficiency. Microbiological testing is now applied to new fields such 
as food sanitation and environment analysis to meet client needs, 
further strengthening BML’s high reputation.

Superior expertise supporting sophisticated 
specialized laboratory testing
Following the ideal that clinical testing provides new information not 
known earlier, we introduce specialized laboratory test serving 
clinical needs in oncology, infectious diseases, diabetes, 
hypertension, allergies, and genetic studies. 
We recently introduced an automatic chemiluminescence 
immunoassay analyzer that enables us to provide prompt, precise 
thyroid assays. We are continuously introducing automated 
processing to obtain accurate, reliable assay results.

ＢＭＬでは、生化学検査・血液学検査などのルーチンから腫瘍
マーカー・感染症・ホルモン等の検査・細胞性免疫検査・遺伝
子・細菌検査などの特殊検査まで、臨床検査の全分野のご要望
に応えられる体制を敷いています。現在では全国の病医院を通
じて、１日に200,000人を超える患者さんの検査のご依頼をいた
だいています。

精度とスピードの両立、そして守備範囲の広さ。
それが私たちの誇りです。
Pride in combining accuracy, speed, and a wide variety of services.

ルーチンから特殊検査まで
4,000 項目を超える検査領域

業界をリードする細菌検査

先進かつ高度な特殊検査

BMLの数多い検査項目の中でも微生物学的検査は、世界有数
の検査数を誇っており、各種学会においても常に先駆者的役割を
担ってまいりました。ＢＭＬでは、微生物学的検査のオートメーショ
ン化の一環として、従来、人の目により判断していた菌種の同定
について、自動化システムの導入や、業界初の鏡検データの音声
入力装置により、精度と効率性の向上を実現しました。また、微生
物学的検査で培ったノウハウは、食品衛生検査・環境検査といっ
た新分野でもその技術が応用され、高い評価をいただいてい
ます。

特殊検査分野では、『臨床検査において、従来解明できなかった
新たな情報を提供する』という理念に基づき、毎年、数多くの新規
検査項目を導入しており、腫瘍関連・感染症関連・糖尿病関連・
高血圧関連・アレルギー関連・遺伝子関連等、幅広いニーズにお
応えできる検査受託体制を敷いています。
また最近では、甲状腺関連項目に全自動化学発光免疫測定装
置を導入し、高精度を要求される項目を迅速に実施できる体制
が実現しています。今後も、特殊検査分野における積極的な
オートメーション化を推進し、高精度で安定したデータの提供に
努めてまいります。

検査の流れ
Testing Flow

◀ 全自動化学発光酵素免疫測定装置

▲鏡検結果音声入力装置

検体の流れ

情報の流れ

 Specimen Flow　

Information Flow

Voice Input System to record 
microscopic examination results

Fully automated chemiluminescent 
enzyme immunoassay system

▲報告書　Report Forms

▲細菌自動塗布装置
Automated bacterial inoculation system

▲細菌自動検査装置 Automated bacterial Examination System
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検査の迅速化、無人化、そして精度と信頼性の向上は、BMLの
永遠のテーマです。その答えのひとつが、BML総合研究所の
新「フロンティア＆シンフォニー」です。検体の仕分けから分注
までの検査前工程と、それに続く検査工程を自動化、業界初の
オートメーション検査システムです。

世界に類例のないラボオートメーションに挑戦。
それが私たちの常識です。
Creating innovative new laboratory automation systems.

新「フロンティア＆シンフォニー」の進歩で大量・
高速処理が更に進化。

検体に貼られたバーコードを読み込み、一瞬のうちにその依頼情
報を検索。このバーコードシステムと自動搬送システム、自動分
注システムの組み合わせにより、依頼情報に基づいた自動仕分け
分注が可能になっています。

バーコードシステムとの連携で
依頼情報に沿った自動仕分け分注。
【フロンティア】

シンフォニー・ケミストリーは計17台の分析装置と10台のロ
ボットで構成されており大幅な処理能力の向上を実現しました。
前工程であるフロンティアで分注された検体の生化学検査の自
動分析を行います。

毎時9,000検体を自動的に生化学分析
【シンフォニー・ケミストリー】

シンフォニー・ヘマトロジーは各種の全自動血液分析装置が多
数配置され、血液検査のルーチン検査（血球計数・白血球分類
及び網状赤血球の測定、血球計数の再検、血球塗抹標本自動作
製及び白血球分析装置への検体供給）が自動で行われます。ま
た、シンフォニー・ケミストリーと同様、分析検体の供給と排出
はロボット搬送により行われます。シンフォニー・ケミストリー
と同様に大量高速検査が可能となっています。

毎時4,500検体を自動的に血液学分析
【シンフォニー・ヘマトロジー】
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フロンティア＆シンフォニー
“Frontier” & “Symphony” Systems

▲検体搬送ロボット
　Transport robot for specimen

High-speed processing in “Frontier and 
Symphony” laboratory advances.
BML is constantly working to speed up, automate, and improve 
laboratory testing accuracy and credibility. BML General Laboratory 
has thus developed yet another industry first – the “Frontier and 
Symphony” Laboratory -- to fully automate test preprocessing from 
sorting to dispensing.

“Frontier” -- combining bar-coding, automated 
sorting, and dispensing based on test request 
information 
Specimens are automatically bar-coded to check test request 
information. Order-based specimens are then sorted automatically by 
combining bar coding, conveyor transport, and specimen dispensing. 

“Symphony Chemistry” -- biochemically 
testing 9,000 specimens an hour automatically  
“Symphony Chemistry” using 17 high-tech analyzers and 10 robots 
has dramatically improved processing capacity. 
Specimens dispensed by  “Frontier” in the preceding process are 
automatically analyzed in biochemical testing. 

"Symphony Hematology" -- automatically 
testing 4,500 specimens an hour 
“Symphony Hematology” automatically tests 4,500 specimens an 
hour using multiple automatic hematological testers, including blood 
cell count, differential white blood cell count, reticulocyte count, 
blood cell count reevaluation, automatic blood smear preparation, 
and leukocyte analyzer sample preparation. Similar to “Symphony 
Chemistry” processing, specimens for analysis are supplied and 
removed by robot transport. This enables high-speed large-scale 
testing similar to “Symphony Chemistry”.

フリーウェイ・ロボット搬送を導入。
シンフォニーケミストリーとシンフォニーヘマトロジーには分析
機への検体の供給と排出を行うために、ロボット搬送を導入しま
した。ロボットは無軌道での自律走行が可能であり、分析機の
オーダー情報に基づき自在に分析検体の搬送を行います。

▲フロンティア自動分注システム
　Frontier automated dispensing system

◀シンフォニー・ケミストリー
　Symphony Chemistry

Introducing transport with freeway-mobile 
robot travel. 
Symphony chemistry and hematology use robot transport via 
freeways to supply and remove specimens from analyzers. Robots 
autonomously transport specimens – no more tracking needed! -- for 
order-based information analysis.

▲シンフォニー・ヘマトロジー
　Symphony Hematology

■新「フロンティア&シンフォニー」の流れの概念図　
　 Automation line sequence of the New Frontier and the Symphony 
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営業・ラボネットワーク
Service & Laboratory Networks

Ours is the largest industry network providing 
high-quality fine-tuned services from contracted 
specimen analysis to medical information 
services.
With Japan’s largest nationwide service network, BML provides 
prompt, proper services. An extensive network alone is not enough for 
high-quality services, however. We consider the network a tool for 
gathering information on potential demand and suggestions on 
possible improvement. In line with growing technology and creativity, 
we want to set a high value on human interaction. Flexible minds, 
superior mobility, and high-quality laboratory testing, R&D, and 
medical information systems make BML your best partner!

Coordinating with BML General Laboratory 
expertise to enable prompt, standardized testing 
services for regional laboratories.
Having BML General Laboratory provide top-level testing 
technologies to more clients, we have formed a laboratory network 
coordinated with group companies. Thanks to standardized operating 
procedure and unified standard devices and equipment, we provide 
reliable standardized testing nationwide. Regional laboratories are 
expanding to provide better services to local clients.

ＢＭＬでは、迅速かつ的確なサービスを提供できるよう、日本全国に
業界最大規模の営業ネットワークを張りめぐらせています。しかし、
ネットワークの充実は、そのためだけではありません。技術力や創
造性が高まるほど、人間どうしのふれあいを大切にしたいと考える
私たちは、それを、潜在的なニーズやさらなる改良のヒントを集める
ためのものでもあると考えているのです。先見性と優れた行動力
で、ラボやシステム、研究開発などと連携し、新しいサービスという
カタチにすることで、より良いパートナーであることをめざします。

「検体＝いのち」という意識。
それが私たちの使命です。
We believe that dealing with specimens requires as much care as 
dealing with human lives.

検体の受託から情報サービスまで、
業界最大規模の営業ネットワークで
きめ細かく対応しています。

BML総合研究所との連係で、
すべての地域ラボが迅速で均質な
検査サービスを提供しています。
BML総合研究所が有する最高水準の検査技術をより多くのお客
さまに提供するため、グループ会社と連係して、ラボ・ネットワーク
を形成しています。作業の標準化、統一化された機器・設備の導
入などにより、全国どこでも均質な検査が可能です。拡充し続ける
地域ラボが、今後さらに地域密着型の検査サービスを実現してまい
ります。
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▲BML本社　BML Headquarters ▲（株）協同医学研究所（福岡）　
　 Kyodo Igaku Laboratories, Inc. (Fukuoka)

▲（株）QOLセントラルラボラトリーズ（福岡）　
　 QOL Central Laboratories, Inc. (Fukuoka)

▲（株）第一岸本臨床検査センター（札幌）　
　Daiichi Kishimoto Clinical Laboratories, Inc. (Sapporo)

▲BML北陸（富山）　BML Hokuriku (Toyama)

▲（株）盛岡臨床検査センター（盛岡）
　 Morioka Clinical Laboratories, Inc. (Morioka)

地域ラボ
（グループ会社含む）
Regional Laboratory 
(including Group Companies)

営業所
Branch Office

BML総合研究所
BML General Laboratory

BML本社
BML Head Office

▲BML総合研究所　BML General Laboratory
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予防医学
Preventive Medicine

With the world’s most rapidly aging society, 
Japan’s attitudes toward health are changing 
and more attention is targeting preventive 
measures over treatment. 
As these trends emerge in corporate care programs, emphasize is 
growing on daily health care in detecting and treating disease early. 
Preventive health checkups and multiphase health screening is 
increasing each year. BML’s Heart health checkup system carries 
specimens in on the same day clients place orders and speeds up 
reporting through our advanced information network. This lets 
clients with remote facilities and branches provide centralized health 
care control to all employees.

BML’s data banking information network 
protects precious private client information 
using the utmost care.
With its sophisticated network computing, BML saves health 
checkup data containing precious private client information and 
provides information such as employee medical histories and 
statistical analysis. This baseline data improves health checkup 
accuracy and helpful information such as medical histories from an 
employee’s last two checkups.

急速に高齢化社会へと突き進むわが国では、「健康の維持・増進」
に大きな関心が寄せられるようになってきました。企業の健康対策
においてもこの傾向は顕著に現れており、疾患の早期発見・早期
治療のために、日常的な健康管理に力を入れるようになって
います。そのため、健康診断や人間ドックなど、予防医学へのニー
ズも年々高まっています。ＢＭＬでは、臨床検査の豊富な実績をも
とに、「HEART健診システム」を開発、提供しています。これは、
BMLの営業ネットワークを生かした検体の即日搬入と、情報ネット
ワークによるスピーディなレポーティングからなるシステムです。各地
に工場や事業所が点在する企業などがこのシステムで社員の一
元的な健康管理を実施しています。

予防を重視する時代。
それが私たちの新しい舞台です。
The high-speed growth of preventive care needs has given BML a new 
business field.

高齢化が進む中で、健康への意識も変化。
「治療」から「予防」へと重点が移るニーズに
全国ネットワークでお応えしています。

ネットワーク完備のＢＭＬだからこその
データ・バンキングシステムで、
一人ひとりの情報を徹底管理。
ネットワーク・コンピューティングが充実しているＢＭＬでは、個人の
健康診断のデータを蓄積しており、受診票に履歴データ・統計
データを出力するなどの情報サービスを行っています。これ
により、個 人々の基準値の把握が可能になり、診断精度の向上を
図ることができます。もちろん、罹病時にも健康時のデータが役立
ちます。ＢＭＬでは健康診断のデータをすべて蓄積しており、受診
票に前回・前々回の検査結果を出力するなどのサービスを行っ
ています。

▲健診システム　Medical Checkups System

▲予約・受付画面　Reservation/Reception Screen

▲健康診断報告書　Medical Checkups Result Report

■ＢＭＬ『HEART健診システム』図　BML “HEART Health Checkups System” Flow Chart

Representative service inputting health 
checkup data with “health check ware”
We provide input for required medical checkup information -- testing 
requests, medical consultation forms, medical interview sheets, 
on-site test results, etc. -- in databases using “health check ware” 
software. Reports on individual test results are prepared based on 
standardized electronic formats (XML) and data on specialized 
medical checkups handled appropriate. This saves on labor and cuts 
costs.

健診時に必要な各種情報（検査依頼、受診券、問診票、施設内で
の測定結果など）を健診入力システム『Health Check Ware』に
よる代行入力サービスを行っています。また、個人結果報告書
の作成、電子的標準様式（XML）での報告など「特定健診」にも対
応し、医療機関での省力化・コスト削減に貢献いたします。

『Health Check Ware』による
健診入力代行サービス

◀▲特定健康診査受診結果通知表
　　Special Medical Checkups Result Report

Managing medical checkup data efficiently 
through “HASL for Win” computer support
“HASL for Win” medical checkups support regular complete 
medical checkups required by client health programs. This includes 
managing appointments, computing test results, preparing reports, 
and collating results.
Each company is managed by sorting, aggregate, and statistical 
functions. The system also handles data for specialized checkups 
(tokutei-kenshin) and Kyokai Kenpo FD Reports with optional 
software.

『HASL for Win』は、企業健診、人間ドックの業務をサポートす
る健診システムです。予約状況の管理、検査結果の入力、報告
書の作成、結果照会など、一連の必須業務をトータルにサポー
トします。
また、ソート機能や集計・統計機能などにより、企業単位の効率
的な管理を実現しています。さらに、オプションソフトを導入す
ることにより、「特定健診」「協会けんぽFD報告」などにも対応し
ています。

健康診断の情報管理を効率化する
パソコン支援システム『HASL for Win』
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電子カルテ
Electronic Medical Charts

Electronic medical charts (EMCs)* are the 
backbone of medical information networking.
National insurance restructuring and Internet-based management and 
operations are revolutionizing medical systems. As the health care 
system is transformed, EMCs are proving useful in reengineering 
medical institutions and reconstructing information systems.
EMCs are already useful in managing sales by department, a variety 
of trend analyses, and the macroperspective aspects of management. 
EMCs are now indispensable as the medium for informed consent.

Networks expanding from a “closed hospital” 
focus to an open local medical information base 
that is already supporting overall community 
medical systems.
EMCs serve as databases for sharing, mutual use, and advanced 
applications in medical information. This is translating into regional 
comprehensive care and changing the basic nature of revolutionary 
medical care.  

*Electronic Medical Charts

In April 1999, Japan’s Ministry of Health and Welfare (current Ministry of 
Health, Labour and Welfare) approved the electronic storage of medical charts

保険制度の見直し、インターネットをベースにした経営革新、業務革
新の流れがいま、従来の医療体制を大きく変えようとしています。
電子カルテは、こうした医療制度の変革の中、医療機関のリエン
ジニアリング、情報システムの構築に大きな効果が期待されて
います。
部門別の売上管理や各種の傾向分析、統計処理も簡単にできマ
クロ視点による経営分析にも役立ちます。
インフォームドコンセントの媒体としても21世紀の医療に欠かせません。

新しい医療のインフラストラクチャー「電子カルテ」
それは私たちの挑戦です。
BML’s new medical infrastructure for electronic medical charts 
(EMC). 

医療情報ネットワーク時代に向けて、
その主役になるのは電子カルテ※システム。

院内ネットワークから
地域医療情報ネットワークへ、
そしてさらに地域の包括的ケアシステムへと
広がります。
医療情報の共有化、相互利用また医学の進歩のためのデータ
ベースとして電子カルテは大きな役割を果たします。
さらに地域の包括的ケアシステムへと活躍の場は広がります。
これまでの医療のあり方を変える、まさに革命のはじまりといえ
るでしょう。

※電子カルテ
1999年4月、厚生省（現厚生労働省）よりカルテ（診療録）の電子媒体による保存が認
められました。

▲電子カルテシステム　Electronic Medical Chart System

■新世代の総合医療情報システム　All-inclusive next-generation medical information systems
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ネットワーク情報サービス
Network Information Services

The latest in network computing services 
linking branches, laboratories, and clients 
nationwide.
To meet the needs of today’s information society, BML’s medical 
information center is linked through the BML General Laboratory. 
This includes branch offices and laboratories nationwide to provide 
the most extensive top medical information services in the industry.
●  Clients receive medical test results backed up by wide-ranging 

medical information.
● We provide an extensive range of statistical data.
●  We deliver medical information through our quarterly journal 

“Vita.”
We also provide our own information systems for testing in 
hospitals.

WEB・CAST
Using the Internet, WEB・CAST quickly reports test results and 
supports comprehensive control of in-hospital infection.

LAB・CAST
LAB・CAST delivers test results to medical practices and wide-
ranging information to today’s challenged medical staffs.

LAB・STATION
LAB・STATION enables BML clinical testing know-how to be used 
in client testing at hospitals.

Our services improve usability and agility. 
Internet information services are improving 
content comprehension.
Widespread Internet use prioritizes general-purpose test guides, allergy 
testing, and statistical bacteria test information provided on BML’s 
homepage.
● BML’s homepage address: http://www.bml.co.jp/

ＢＭＬは、情報化時代に対応し、医療をサポートする情報センター
でありたいと願っています。ＢＭＬ総合研究所と地域ラボ、営業所を
結んだ最先端のネットワーク・コンピューティングで、業界随一の総
合医療情報サービスを展開しています。
●日々の検査結果を、多彩な医療情報とともにお客さまにフィード
　バック。
●各種統計情報などを提供。
●季刊学術情報誌『Ｖｉｔａ』の発行など学術情報を積極的に提供。

さらに、自社開発した院内検査情報システムの提供も行っています。
「Web照会」
インターネットを利用した、検査結果の迅速な報告から院内感染対策
までをサポートするシステムです。
「ラボキャスト」 
検査結果を診療側へ報告するだけでなく、さまざまな情報を発
信。臨床に役立つ情報提供と業務に適応した検査データ照会シ
ステムです。インフォームドコンセントをサポートします。

「ラボステーション」
BML臨床検査システムのノウハウをお客さまの院内検査にご利
用できるシステムです。

タイムリーに、オープンに。
それが私たちの姿勢です。
Openly accessible on-time nationwide network services.

BML総研事務センターを中心に、全国の
営業所・ラボ、そしてお客さまを結ぶ、
最新のネットワーク・コンピューティング。

さらに便利に、快適に。
インターネットによる情報提供も
ますます充実度を高めていきます。
幅広く普及したインターネット上での情報サービスにも力を入
れています。
BMLのホームページでは、総合検査案内のほか、アレルギー
検査や細菌検査の統計データをご提供しています。
●BMLホームページアドレス／http://www.bml.co.jp/

■BMLインターネットサービス　
　BML Internet Services

■システムネットワーク構成図　System Network Structure

BML総合検査案内
BML General Testing Service Guide
最新臨床検査項目情報
Latest Information on Clinical Laboratory Test Items

アレルギーインフォメーション
Allergy Information
細菌検査インフォメーション
Bacteriological Test Information
学会・展示会情報
Information on Conference and Exhibition

インフォメーション配信サービス
Information Distribution Service
リクルート情報
Recruiting Information
IR情報
Investor Relations

◀Web照会
    WEB・CAST

▲季刊学術情報誌『Vita』　BML’s Medical Journal, “Vita”

重要な情報の改ざん、盗聴、漏洩といった危険性を回避する
ため、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合
性評価制度の認証を取得しています。
活動としては、物理的、技術的なセキュリティ対策のほか、
リスク分析、停電時対応訓練等を実施しています。

ISMSの認証を取得。 BML’s ISMS medical industry certification
To keep important information from being falsified, leaked, or 
otherwise illegally used. BML is certified in Conformity Assessment 
Schemes for Information Security Management System (ISMS), 
enabling physical and technical security measures, risk analysis, and 
training on blackouts.

◀ISO27001登録証　
　ISO27001 certificate

▲▶ BMLホームページ　BML website
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食品衛生検査／遺伝子組み換え食品検査／環境検査
Food Sanitation Testing/ Safety Assessment of Genetically Modified Organisms/ Environment Analysis

持てる技術を広く応用する。
それが私たちの強みです。
Widely applying our extensive technology -- our strength.

食環境の衛生管理を総合的に支援
【食品と環境の微生物検査】
近年、食をめぐる問題がクローズアップされ、食品の安全・
安心への注目が高まる中、食品業界では衛生管理が課題と
なっています。ＢＭＬでは、微生物の検査技術を生かし、食品
衛生検査の領域でも貢献したいと考えております。受託内容
は、「食材・調理品・加工品の微生物検査」「食品工場・厨房施
設等の環境検査」「食品取扱者の微生物検査」の３つのジャ
ンルとなっています。食品衛生検査につきましては、BMLの
関連会社である株式会社  BMLフードサイエンスにて実施し、
ＨＡＣＣＰ※を支援する簡易キット「セップメイト」などの販売や
コンサルティングを行い、自主衛生管理を総合的にお手伝い
しています。

We comprehensively support food sanitation 
control, including microorganism testing.
With food issues such as safety and reliability attracting 
increasing attention, food industry sanitation control has become 
a top priority. BML uses food sanitation technologies from 
microorganism testing to three contract service categories:
1. Microorganism testing for ingredients and prepared and 
processed food
2. Environmental hygiene testing for food processing facilities 
and kitchens
3. Microorganism testing by food handlers BML affiliate Food 
Science Solutions, Inc., provides Food sanitation testing 
supporting self-sanitary control through HACEP Mate easy kit 
sales supporting HACCP* and consulting services.

食品衛生検査　Food sanitation testing
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Preparing a healthy, safe environment for 
the next generation

健康と環境の安全性を次世代へ−
それが私たちの願いです。

水道水には、水道法に基づいて定められた「水質基準」があ
ります。達成義務のある基準項目は、大腸菌やトリハロメタンな
ど健康に関する項目と、臭気や味などの性状に関する項目の
合計50項目に基準値が定められています。
その他、水質管理目標設定27項目、総農薬として対象となる
101項目、要検討40項目が設定されています。
水道水の安全性への意識が高まっているいま、BMLは高品質
体制による検査を実施しています。
【厚生労働大臣登録機関　第184号】

【飲料水検査】

排水の水質は「水質汚濁防止法」により規制され排水基準が設
けられています。また、各都道府県等により、厳しい上乗せ基
準を設けることも可能です。BMLは1998年12月より排水検査
を開始し、あらゆるニーズに対応可能な体制を整えています。

【排水検査】

労働衛生管理においては、作業環境管理、作業管理、健康管
理の3つの管理が必要です。作業環境測定は、これらの基礎
となる重要な役割を持っています。
BMLは病院内での滅菌作業に使用される特定化学物質であ
るエチレンオキシドガスをはじめ病理検査室で使用されるホル
ムアルデヒドの作業環境測定、キシレン等の有機溶剤、粉
じんの作業環境測定等、労働衛生管理のサポートを行って
います。
その他の環境測定として、シックハウス症候群の原因である
室内空気汚染化学物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシ
レン等）の測定及び室内環境測定（温度、湿度、粉じん等）も
行っています。

【作業環境測定】

血中ダイオキシン類は、主にダイオキシン類暴露者に対するモ
ニタリング検査として、重要性が高まっています。BMLでは超
微量分析が可能なクリーンルームを設置し、臨床検査の技術
を生かした血液や母乳の検査を行っています。

【生体中のダイオキシン類測定】

Drinking water testing
Tap water quality standards are regulated by the Water Supply Act. 
Standards cover 50 items, including Escherichia coli, 
trihalomethane, and water properties such as odor and taste.
Targets are set for another 27 items involving water quality 
management, 101 agricultural chemicals list items, and 40 items 
requiring examination.
With awareness rising about tap water safety, BML examines 
drinking water and is Registered Laboratory #184 designated by 
the Minister of Health, Labor, and Welfare of Japan.

Waste water testing
Waste water quality is regulated by the Water Pollution Control 
Act. Municipal governments are setting more rigorous standards. 
BML started waste water testing in December 1998 and is well 
prepared to meet needs in waste water testing.

Work environment monitoring
Occupational health management requires three things -- (1) 
working environment monitoring, (2) work management, and (3) 
health management. Work environment monitoring is an 
important basis for these types of management.
BML supports industrial health management at hospitals, 
including the on-site monitoring of ethylene oxide gas, a 
specified chemical substance used for sterilization at hospitals, 
the monitoring of formaldehyde used at pathology laboratories, 
and the monitoring of organic solvents, such as xylene, and dust 
and supporting occupational health management. 
BML monitors indoor contaminants such as formaldehyde, 
toluene, and xylene causing sick house syndrome and analyzes 
indoor environmental variables such as temperature, humidity, 
and dust. 

Biological dioxin monitoring
With dioxin exposure growing, measuring dioxin in blood is 
becoming increasingly important. BML has set up 
ultramicroanalysis clean rooms to clinically test blood and breast 
milk.

環境検査　Environment analysis

■ 食品衛生事業の3本の柱
　 Three food sanitation testing mainstays

*HACCP: Food sanitation management developed from production management for in-flight meals 
  for U.S. astronauts. HACCP has seven hazard analysis (HA) and critical control point (CCP) rules.

*PCR: Polymerase chain reaction used to amplify a single specific DNA fragment several hundreds 
  of thousands of times.

※HACCP：米国の宇宙飛行士用の機内食の製造管理システムから生まれた食品衛生管理システム。
　HA（危害分析）とCCP（重要管理点監視）からなる７つの原則が定められています。
※PCR法：特定の遺伝子を人工的に数十万倍に増幅する方法。

▲食品衛生検査　
　Food Sanitation Testing

【PCR法　を応用した組み換え作物の検査】
遺伝子組み換え食品の人体に及ぼす影響が、今後の食料不足の
問題と合わせて世界の関心事の一つとなっています。
BMLは遺伝子解析の技術を生かし、輸入作物の検査を行ってい
ます。

Supporting consumer health and food safety 
by assessing genetically modified organisms 
using PCR*
The effects of genetically-modified food, coupled with anticipated 
food shortages are a major world concern. 
BML has begun testing imported crops using genetic analysis 
technology.

消費者の健康と食の安全を支援

遺伝子組み換え食品検査　Safety assessment of genetically modified organisms

※
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An oral bacterial infection called Streptococcus mutans causes 
tooth decay. Anerobic bacteria such as Porphyromonas 
gingivalis cause periodontal disease and promote disease 
progression. BML dental testing services diagnose oral disease, 
determine dental treatment policy, and implement preventive 
programs through bacterial testing of isolated cultures and 
genetic analysis using highly sensitive PCR-invader assay. 
Because tooth decay and periodontal disease are chronic oral 
cavity infections, we want to maximize the number of clients 
using our testing services.

う蝕は主にミュータンスレンサ球菌という口腔内細菌による
感染症であることが判っています。一方、歯周病もP.ジンジ
バリスなどの嫌気性菌が発症の原因とされ、症状の進行に
強く関与することが判っています。ビー･エム･エルの歯科検
査サービスは、分離培養による細菌検査や高感度のPCR−
Invader法による遺伝子検査により、口腔疾患の診断や歯科
治療方針の決定・予防プログラム構築に活用をいただいて
おります。う蝕・歯周病は【口腔慢性感染症である】ことを立
証するためにも多くの患者様に活用していただきたいと思い
ます。

Dental testing for bacteria related to tooth 
decay and periodontal disease

う蝕関連菌・歯周病関連菌などの歯科検査

歯科検査　Dental testing

輸入食品の増加により食を取巻く環境も国際化・多様化す
る中、2006年5月29日にポジティブリスト制が施行されまし
た。これは食品の安全性を確保するため、使用されている
ほぼ全ての農薬に基準値を設定し、基準を超えた食品は流
通禁止処置を伴うという制度です。ＢＭＬでは、2000年から
残留農薬検査に取組んでいます。積み重ねた実績を元に、
食品を扱う生産者・事業者・消費者の信頼性確保にお応え
できるように、HPLC・GC/MS・LC/MS/MS分析機器によ
る残留農薬の一斉分析及び個別分析を展開しています。今
後も、さらに高精度で迅速な検査体制を推進させ安全な食
品を提供する責務を支援します。

A “positive list” was implemented on May 29, 2006, when food 
environments were globalized and diversified through 
increased food imports. Standard food safety values are set for 
most agricultural chemicals. To help ensure safety, food 
containing chemicals exceeding specified standard values are 
banned from distribution. BML has been analyzing residual 
agricultural chemicals since 2000 to ensure reliability among 
producers, retailers, and consumers providing both 
simultaneous and separate analyses of residual agricultural 
chemicals with HPLC, GC/MS, and LC/MS/MS analytical 
instruments, promoting swift advanced testing.

残留農薬検査　Analyzing residual agricultural chemicals

残留農薬検査／歯科検査／CRO・SMOおよび治験
Analyzing Residual Agricultural Chemicals/ Dental Testing/ CRO, SMO, and Clinical Trials
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Supporting pharmaceutical development 
with precise testing

Clinical trials

CRO* and SMO*

BML’s Medical Research Business Division develops new 
drugs for pharmaceutical manufacturers and provides GLP- and 
GCP-compliant testing services for new drug development.

BMLでは、医薬品メーカーの新薬開発に伴う臨床検査に対応
するため、医薬治験営業部を設置しています。ここではGLP、
GCP対応で医薬品開発に関する検査に応えています。

【治験事業】

高精度検査で医薬品開発をサポート。
【CRO※, SMO※】

CRO・SMOおよび治験　CRO, SMO, and clinical trials

Omness -- advanced BML clinical trial support 
BML’s Omness supports advanced clinical trial processes from 
specimen collection to reporting. Omness speeds up 
information gathering, streamlines complex trial procedures, 
shortens development time, and slims down pharmaceutical 
manufacturing development costs.

Medical progress has discovered previously unknown diseases 
requiring new cures. BML established Allegro, Inc., in 
December 1998 to arrange and coordinate clinical research 
requested by pharmaceutical manufacturers as CRO and SMO. 
Allegro provides clinical testing from pharmaceutical 
companies and consulting enabling applications for the 
approval of medical products. Allegro’s QAU* ensures clinical 
research credibility.

医学の進歩とともに新しい病気が発見されたり、また疾病が多
様化するにつれ新しい医薬品が必要になります。BMLは、CRO
およびSMOとしてトータルサービスを提供する株式会社アレグ
ロを1998年12月に設立。製薬メーカーから受託した治験につ
いて、一連の作業をアレンジし、コーディネートするとともに、医
薬品の承認申請がスムーズに進行するよう、コンサルティングを
行っています。また臨床試験の信頼性を保証するためのQAU※業
務も受託します。

BML独自開発による新治験支援システム「オムネス」
検査の入口である検体回収から報告までの治験業務をすべ
て網羅したBML独自の新治験システム、オムネスを開発。こ
れにより情報収集のスピードアップ、複雑な治験事業の合理
化、開発期間の短縮、薬品メーカーの開発コストの削減に大
きく貢献し大変好評をいただいています。

▲ GC/MS ▲ LC/MS/MS

▲歯科検査キット　Dental Test Kit

*CRO : Contract research organization
*SMO : Site management organization
*QAU : Quality assurance unit

※CRO：医薬品の臨床開発に関する開発業務受託機関
※ SMO：臨床試験実施施設の支援事業
※QAU：臨床試験が高品質で適正に行われているかを調査する信頼性保証部門

Joint laboratory with US-based Covance* 
for international clinical trials

米国コーヴァンス社との国際治験用共同ラボ

国際治験用共同ラボ　Joint laboratory for international clinical trials

In globalizing new drug development, including Asian and 
global clinical trials, we have formed a business alliance with 
US-based Covance, one of the world’s largest and most 
comprehensive drug development service companies. CB Lab, 
A joint laboratory for international clinical trials, was set up at 
BML General Laboratory in September 2010. The CB Lab 
provides world-class quality and data using the same standard 
operating procedures, instruments, and reagents as Covance’s 
four laboratories in the U.S., Switzerland, Singapore, and 
China.

アジア治験や国際共同治験など医薬品開発のグローバル化
を推進するため米国に本社を置く世界有数の医薬品開発支
援機関であるコーヴァンス社と提携し、2010年9月にBML総
合研究所内に国際治験用の共同ラボ（通称：CB治験ラボ）
を設立しました。CB治験ラボでは、コーヴァンス社の世界
4ヵ所（米国、スイス、シンガポール、中国）の拠点と同一の
測定方法、測定機器・試薬を用いることにより世界同一水準
の品質とデータを提供しています。

*Covance Inc.
Covance, founded in 1987, has headquarters in Princeton, New 
Jersey, and employs over 10,000 in 25 countries. Through 
nonclinical, clinical, and commercialization services, Covance 
contributes to the development of comprehensive prescription 
medicines. It conducts laboratory testing for pharmaceutical, 
biotechnology, and food firms.

コーヴァンス社
1987年設立、本社は米国ニュー
ジャージー州プリンストン。世界
の25ヵ国以上に10,000人以上の
従業員を有する。市場調査、前
臨床試験から臨床試験および
商業化まで包括的な薬剤開発
ソリューションを提供するほか、
化学、農業、食品検査も行う。

▲インディアナポリスラボ　
　 Indianapolis lab
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精度管理（品質保証）
Accuracy Control (Quality Assurance)

■信頼性保証部門の監査内容　Monitoring by Quality Assurance Office

■内部監査・外部監査　Internal and External Auditing

A
ccuracy C

ontrol (Q
uality A

ssurance)

BML’s accuracy control covers the entire BML 
organization.
Accuracy control is critical in specimen performance testing. BML’s 
internal accuracy control department supervises operations 
vigorously. As an independent accuracy examination authority, 
BML’s Quality Assurance Office objectively supervises and instructs 
corrections and improvements in services. 
BML is inspected biannually by experts from prefectural and city 
government committees. BML also undergoes spot checks by the 
Association for Promotion of Health Care Services.

Certified for ISO 15189 medical laboratories 
and meeting specific quality and competence 
requirements, BML continuously addresses 
quality improvement.
ISO 15189 was first issued in 2003 as international standards applied 
specifically to medical laboratories. Pilot reviews for qualification 
started in Japan in October 2004. BML agreed to the requirements of 
this international standard on quality testing and competence 
maintaining quality and took part in the pilot review for 
qualification. When the Japan Accreditation Board started officially 
qualifying the services of medical laboratories, BML General 
Laboratory was deemed to meet international standards of quality 
and competence for laboratory testing. After being certified for ISO 
15189, BML General Laboratory passed continuous reviews and 
addressed quality improvement.

Maintaining College of American Pathologists 
(CAP) qualifications and willingly using the 
CAP survey program.
BML General Laboratory was certified by the CAP in 1991 and 
evaluated by a third party as having high laboratory testing 
standards. The CAP survey program covers an extensive range of 
test items, which is why BML has used this program to maintain and 
improve testing accuracy. We are continuing to use external accuracy 
control programs, starting with this program, to ensure service 
quality and to improve testing accuracy.

検体を預かり、検査を実施する私たちにとって、精度管理は何よ
りも重要な課題です。そこで、内部精度管理部門として｢精度管理
課｣を設け、厳しくチェックしています。また、精度の保証をより徹
底するため、各部門から独立した精度管理監査部門として｢信頼
性保証部｣を設け、客観的な立場から改善指導しています。
さらに、2年に一度、都道府県の専門委員による立ち入り検査と、
医療関連サービス振興会による実地調査を受けるという、徹底し
た精度管理体制を敷いています。

厳しい審査をクリアしている事実。
それが私たちの自信です。
BML’s rigorous inspections -- inspiring confidence.

BMLならではの精度管理システムで、
全社・全部門を厳しく監査、指導しています。

ISO15189「臨床検査室−品質と能力に関する
特定要求事項−」の認定を取得し、
継続的に品質の向上に取り組んでいます。
ISO15189「臨床検査室−品質と能力に関する特定要求事項−」
は、2003年に臨床検査室に特化して適用する国際規格として発行
され、日本では2004年10月よりパイロット認定審査が開始されまし
た。BMLは、検査の品質並びに、品質を維持しつづける能力につ
いて、この国際規格が求める内容に賛同し、パイロット認定審査に
当初より参加し、（財）日本適合性認定協会による正式な臨床検査
室の認定事業の開始と同時に、臨床検査の品質と能力が国際的
な水準にあることが評価され、株式会社ビー・エム・エル BML総
合研究所がISO15189の認定を取得いたしました。
その後の継続審査をクリアし、品質の向上に取組んでいます。

歴史ある米国CAPの認定を維持し､CAP
サーベイプログラムを積極的に利用しています｡
BML総合研究所は1991年に米国CAPの認定を取得し、検査サー
ビスの水準が常に高い水準にあることの第三者評価を受けてきま
した。また、CAPには認定の前提となる、広範囲の検査項目を網
羅したサーベイプログラムがあり、当社は積極的にこのプログラムに
参加し、検査精度の維持向上に利用してきました。今後もこのプロ
グラムをはじめとする外部精度管理を積極的に利用し、当社の検
査水準の確認を行うとともに、精度向上に結び付けて参ります。

▲CAP認定証　CAP certificate

ISO15189認定登録証
ISO 15189 certificate
認定取得
Obtained

▲

品質管理、試験能力と環境保全に関する国際規格であるISO9001、ISO17025、ISO14001の認証・認定取得
BML総合研究所では、1999年8月の『品質マネジメントシステムISO9001』の認証を取得したのに続き、前述のように、臨床検査サービスに関しては、ISO15189の認
定取得により、マネジメントシステムのみならず、個々の検査の品質と能力が評価されることになりました。さらに環境検査部門においては、試験所認定の国際規格であ
るISO17025の認定を取得いたしました。2001年2月に『環境マネジメントシステムISO14001』の認証を取得し現在まで継続しています。
企業活動によって生じる環境負荷をいかに軽減するかは、企業にとって最も重要な課題の一つとなっています。当社は、医療関連企業として、早くから環境保全・
予防に対する高い意識をもって企業活動を行ってきましたが、環境国際規格ISO14001認証を得て、一層の環境負荷低減活動を推進しております。なお、当規格
は当社の他、BML総合研究所敷地内にある関係会社、PCLジャパン及びJCSが同時に認証を取得しました。 
今後も『顧客の満足と信頼の獲得』『人々の健康と地球環境の保全』のため、品質管理システム、環境マネジメントシステムのレベル維持と向上に努めて参ります。

BML General Laboratory acquisition of ISO 9001, ISO17025, and ISO14001—international certification 
for quality management systems, competence of testing, and environmental management systems
After being certified for ISO 9001 quality management in August 1999 by acquiring ISO 15189, BML General Laboratory was certified for laboratory testing 
quality and competence for management. In addition, the Environment Analysis Department was certified for ISO 17025, the international standard for 
accreditation of testing and calibration laboratories. BML General Laboratory was certified for ISO 14001 environmental management international certification 
accredited in February 2001.
An important issue for many companies is how to reduce the environmental burden caused by business activities. As a responsible and responsive medical care 
firm, we are well aware of the need to preserve the natural environmental and prevent environmental damage in business activities. After being certified for the ISO 
14001 international standard for the environment, we have worked to reduce the business burden on the environment. Affiliates PCL Japan and JCS, located at 
BML General Laboratory, have also acquired this certification.
BML constantly improves its quality assurance and environmental management to ensure client satisfaction and trust and to improve public health and preservation 
of the environment.

ISO17025認定登録証
ISO 17025 certificate
環境検査部門で認定取得
Obtained by the Environment 
Analysis Department

ISO9001認証登録証
ISO9001 certificate
試薬部で認証取得
Obtained by the Reagent 
Department

ISO14001認証登録証
ISO14001 certificate
認証取得
Obtained

▲ ▲ ▲



The Advanced Technology and Development 
Division, an independent R&D center, 
is extensively researching and developing 
applications from basic research to new 
diagnostic tools for the medical science field.
BML has set up a separate R&D center to mediate basic medical 
science and clinical medicine. The center’s objectives are to develop 
revolutionary clinical testing and diagnostic reagents as medical 
science progress and social needs increase and to offer these new 
tools to clinicians. BML has made unique achievements in basic 
medical science and has contributed to advances in advanced 
medical science. BML is actively working in research with academic 
research groups and has disclosed results through publications in 
scientific journals and conference presentations.

Helping medical science progress through R&D 
at facilities with advanced equipment and 
innovative ideas.
The R&D Center’s facilities and high-tech instruments aid R&D for 
use in clean rooms, tissue culture labs, constant-temperature rooms, 
RI rooms, and animal and biohazard facilities. The R&D Center is 
meeting R&D demands and the needs of clinicians and researchers, 
selecting appropriate subjects suitable for organizing projects and 
obtaining results using advanced technologies in molecular biology, 
genetic engineering, and proteomics analysis. The R&D Center also 
addresses basic medical study and development of new testing 
methods in lifestyle diseases, immunological and allergic diseases, 
and genes and chromosomes. The R&D Center is helping medicine 
progress through joint research with universities and public research 
organizations.

ＢＭＬは基礎医学と臨床医学の橋渡し役を担うべく、独立した研究
開発部門を置いています。医学の進歩と社会的要請に応じて画
期的な臨床検査法および検査試薬を開発し、これを臨床医の方々
に提供すること、また基礎医学研究においてもオリジナルな成果を
あげ、医学の進歩に貢献することをめざしています。外部との共同
研究も鋭意推進、また、学会発表や論文投稿なども積極的に行っ
ています。

たゆまざる挑戦と創造。
それが私たちの合言葉です。
BML’s motto: continuous challenge through creativity.

独立した研究開発部門である先端技術開発本
部では、医学全体を視野に入れ、基礎的研究
から新規検査法の開発まで幅広い活動を展開
しています。

BMLの研究開発部門には、一般実験室の他に、クリーンルーム、
培養室、恒温室、RI実験施設、動物実験施設、バイオハザード
対応施設など、幅広い分野の研究開発に必要な施設や最先端の
機器が充実しています。臨床医や研究者の方々の要望や顧客
ニーズに対応すべく的確に把握し、的確な開発プロジェクト
並びに研究テーマを選定し、分子生物学や遺伝子工学、プロテ
オミクスなどの先端技術を駆使しつつ、研究開発に取り組んで
います。生活習慣病、免疫・アレルギー、遺伝子・染色体などの
分野を中心とした医学的基礎研究や新しい検査法の開発に挑
戦しています。一方ではまた、他の大学や公的研究機関などと
連携した共同研究プロジェクトにも積極的に参加し、医療の発
展に寄与しています。

最先端の施設と資質による研究開発で
医療の発展に貢献。
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研究開発
Research and Development

21世紀を迎え、ヒト・ゲノムの全遺伝子配列の解読がほぼ完了
し、また、その遺伝子数がおよそ30,000であることが判明したと
伝えられています。これらの遺伝子解析情報は、生命科学全般
の基礎や応用の研究に対して、多大な貢献をもたらすものと期
待されています。臨床ゲノム部は、今後展開される新しい情報、
新しいテクノロジーを積極的に取り入れ、ポストゲノム時代に適
応した医療分野での遺伝子解析を中心としたサービスを提供し
ています。

Post-genome-era technologies and 
information uniquely contributing to 
medical treatment.
With human genome sequences almost completely determined, 
scientists have found that genes number about 30,000. Gene 
analysis information is expected to trigger progress in finding 
and applying life science advances. The Clinical Genomics 
Department uses this technology and information to provide 
state-of-the-art analysis in medical treatment.

ポストゲノム時代の技術と情報を応用し
創造的な医療貢献をめざします。

臨床ゲノム部は、第一弾の事業として、米国バイオベンチャー企
業TWT社により開発された一塩基多型（SNPs）解析技術「イン
ベーダーテクノロジー」を機軸とし、薬物代謝酵素多型解析およ
び癌の薬剤応答性の遺伝子検査などオーダーメイド医療の実践
を目指しています。今後も、最先端のテクノロジーを応用し、遺
伝子発現解析、新たな感染症遺伝子検査などのサービスを提供
していきます。臨床検査で培った精度管理手法、全国ネット
ワーク、また、電子カルテ事業によるIT技術と、これらのニュー
テクノロジーを融合させることにより、新たな医療分野でのサー
ビスを創造していきます。

Gene analysis services using state-of-the-art 
technology.
The Clinical Genomics Department targets practical made-to-
order medicines used in analyzing single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) in gene coding for drug-metabolizing 
enzymes and target proteins for anticancer drugs. The Invader 
Technology standards used were developed by Third Wave 
Technologies, Inc., a U.S.-based biotech venture in analyzing 
SNPs. BML continues to apply this state-of-the-art technology to 
molecular biology testing such as gene expression analysis and 
gene susceptibility to infectious diseases. By integrating these 
technologies with accuracy control management through clinical 
testing, a national medical care network, and IT technology used 
in projects on EMCs, BML is creating additional services in new 
fields of medicine.

最先端のテクノロジーを用いた
遺伝子解析サービスを提供いたします。

ヒト・ゲノム解析　 Human genome analysis

Invader® assayは米国Third Wave Technologies（TWT）社
（現 米国ホロジック社の子会社 ) が開発した遺伝子解析技術です。
BMLはTWT社との共同開発によりInvader® assay全般の
サービスを行います。

The Invader® Assay used in gene analysis was developed by Third 
Wave Technologies, Inc., which is a subsidiary of Hologic, Inc. BML 
provides overall Invader® Assay services working with Third Wave 
Technologies.

インベーダー法によるSNPs解析の原理
Principles of SNP analysis by the Invader® Method
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 地球温暖化防止のために省資源・省エネルギーに努めます。

 汚染を予防し、廃棄物の減量化・再資源化に努めます。

 商品・サービスの提供にあたっては、環境や資源に十分配慮します。

 環境目的・目標を定めて、継続的に環境保全の維持改善を図ります。

 環境保全に関する法規制及び業界の規範等を遵守します。

 環境教育の推進により、従業員の環境意識の向上に努めます。

 環境方針をBMLグループで働くすべての人に周知し、一般にも公開します。

Helping prevent global warming by conserving energy and resources.

We are working to prevent pollution, reduce waste, and recycle waste products.

We continuously consider the environment and resources in our products and services.

We set environment objectives and goals for preserving the environment.

We respect and comply with laws, regulations, and industrial standards related to environment preservation.

We work to enhance environmental awareness among employees by promoting education about the environment.

We make our environmental policies known to all BML Group employees and to the general public.
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グループ企業
BML Group Companies

健康で心ゆたかな生活を営むためには、美しい自然に恵まれ
た地球環境が不可欠です。『豊かな健康文化を創造する。』を
企業理念に掲げるビー・エム・エルは、これまで臨床検査、環境
検査ならびに食品検査事業等を通じて人々の健康をサポート
してきましたが、健康の原点となる環境についても高い意識を
もって企業活動を行い、すべての人々の健康と地球環境の保全
のために積極的に貢献します。

B M L グ ル ー プ 環 境 方 針

BML Group Environmental Policy
A global environment rich in natural beauty essential to a full, healthy life. 
In “contributing to good health through medical information services,” which 
is our corporate mission, we provide medical services including clinical 
testing, environmental analysis, and food sanitation inspection. We 
continually emphasize the importance of the environment to healthy life. We 
are also actively improving those items what is important to a healthy 
lifestyle and to preserving the global environment.

BMLのシンボルマークは、企業理念の存在意義に掲げられた
「健康文化」を主題として、輝く健康の広がりをデザインしたもの
です。中心に輝く太陽は、生きる喜びの象徴であり、広がる点は
健康でいきいきとした暮らしの広がりをイメージしています。
またそれは、BMLの「健康文化」を軸に広がる事業のイメージで
もあります。
マークの色のブルーは、「クリーンさ」と「信頼性」を表すとともに、
BMLの事業分野であるトータル・ヘルス・サイエンスに関係の
深い「空」と「水」を象徴しています。

The BML logo promoting health and a cultured life centers on 
the sun, representing the joy of life. Lighter spots around the sun 
represent the expansion of cultural life and good health. This 
also explains BML’s business developing as healthy and cultural 
lifestyles expand. 

Blue in the logo represents clean hands, reliability, sky, and 
water – all closely related to overall health sciences -- BML’s 
business field.

2019.7 / TF

世界最大規模の病理・細胞診の専門センターとして高度な知識と技
術に基づく検査サービスを提供しています。1993年11月、PCL
ジャパンはCAP（米国臨床病理医協会）の認定施設となりました。以
来、精度管理のさらなる向上をめざし、日々 、研鑽を積んでいます。

PCLジャパン

PCL Japan, Inc.

▼CAP認定証
　CAP certificate

会社名 所在地 業務内容Corporate Name Address Outline of Business

Higashii-ku, Sapporo

Morioka, Iwate

Fukui, Fukui

Suginami-ku, Tokyo

Bunkyo-ku, Tokyo

Suginami-ku, Tokyo

Kawagoe, Saitama

Shibuya-ku, Tokyo

Shinjuku-ku, Tokyo

Shibuya-ku, Tokyo

Saitama, Saitama

Matsudo, Chiba

Gifu, Gifu

Ibaraki, Osaka

Kurashiki, Okayama

Matsuyama, Ehime

Hakata-ku, Fukuoka

Higashi-ku, Fukuoka

Higashi-ku, Fukuoka

Hakata-ku, Fukuoka

Sasebo, Nagasaki

Kagoshima, Kagoshima

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

病理・細胞診検査

臨床検査の受託業務

臨床検査の検体受付業務

検査用容器の製造等

純粋持株会社

環境・衛生コンサルティング

治験の管理・運用及び臨床試験実施施設の支援業務

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

病理・細胞診検査

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

純粋持株会社

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

臨床検査の受託業務

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Pathologic and cytologic examination services

Clinical laboratory testing services

Specimen reception services

CRO support services

Pure holding company

Consulting services for environment and sanitation

CRO・SMO

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Pathologic and cytologic examination services

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Pure holding company

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

Clinical laboratory testing services

株式会社　第一岸本臨床検査センター　

株式会社　盛岡臨床検査センター　

株式会社　日研医学　

株式会社　ピーシーエルジャパン

株式会社　東京公衆衛生研究所

株式会社　ジャパンクリニカルサービス

株式会社　BMLメディカルワークス　

株式会社　BMLライフサイエンス・ホールディングス

株式会社　BMLフード・サイエンス

株式会社　アレグロ

株式会社　第一臨床医学検査センター

株式会社　松戸メディカルラボラトリー

株式会社　東海細胞研究所

株式会社　オー・ピー・エル

株式会社　岡山医学検査センター

株式会社　愛媛メディカルラボラトリー

株式会社　九州オープンラボラトリーズ

株式会社　QOLセントラルラボラトリーズ　

株式会社　協同医学研究所

株式会社　リンテック

株式会社　ラボテック

微研　株式会社

Daiichi Kishimoto Clinical Laboratories, Inc.

Morioka Clinical Laboratories, Inc.

Nikken Igaku, Inc.

PCL Japan, Inc.

Tokyo Koshueisei Laboratories, Inc.

Japan Clinical Service, Inc.

BML Medical Works, Inc.

BML Life Science Holdings, Corporation

BML Food Science Solutions, Inc.

Allegro, Inc.

Daiichi Clinical Medicine Laboratories, Inc.

Matsudo Medical Laboratories, Inc.

Tohkai Cytopathology Institute

OPL, Inc.

Okayama Medicine Laboratories, Inc.

Ehime Medical Laboratories, Inc.

Q-syu Open Laboratories, Inc.

QOL Central Laboratories, Inc.

Kyodo Igaku Laboratories, Inc.

Lintec, Inc.

Labotec, Inc.

Biken, Inc.

札幌市東区

岩手県盛岡市

福井県福井市

東京都杉並区

東京都文京区

東京都杉並区

埼玉県川越市

東京都渋谷区

東京都新宿区

東京都渋谷区

埼玉県さいたま市

千葉県松戸市

岐阜県岐阜市

大阪府茨木市

岡山県倉敷市

愛媛県松山市

福岡市博多区

福岡市東区

福岡市東区

福岡市博多区

長崎県佐世保市

鹿児島県鹿児島市

※上記は全て連結会社となります　 *All listed above are subsidiary companies.

PCL Japan, one of the world’s largest pathological and cytological 
examination centers, provides laboratory testing based on excellent 
expertise and technologies. In November 1993, PCL Japan was 
certified as a CAP facility. PCL Japan is constantly improving 
accuracy control.



本社／〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3　TEL.03-3350-0111（大代表）　FAX.03-3350-1180
BML総合研究所／〒350-1101　埼玉県川越市的場1361-1　TEL.049-232-3131（代）　FAX.049-232-3132

ホームページアドレス／http://www.bml.co.jp/

Head Office／21-3 Sendagaya 5-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051 Tel. 03-3350-0111(pilot number) Fax. 03-3350-1180
BML General Laboratory／ 1361-1 Matoba, Kawagoe, Saitama 350-1101 Tel. 049-232-3131 Fax. 049-232-3132

Homepage Address: http://www.bml.co.jp/

BML, INC.
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