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平成22年 12月 3日 

 

国立大学法人筑波大学 

三菱化学メディエンス株式会社 

ＮＰＯ法人つくば臨床検査教育・研究センター 

つくばi-Laboratory 有限責任事業組合 

 

 つくば臨床検査教育・研究センター開所式挙行のお知らせ 

 

国立大学法人筑波大学（学長：山田信博、以下「筑波大学」という）と三菱化学メディエンス株式会

社（代表取締役社長：吉富敏彦、以下「三菱化学メディエンス」という）の産学連携事業である「つ

くば臨床検査教育・研究センター事業(*1)」では、今般、筑波大学附属病院（病院長：五十嵐徹也）と

三菱化学メディエンスが協同・連携して同事業の実施施設である「つくば臨床検査教育・研究センタ

ー」を筑波大学附属病院敷地内に建設し、その開所式を本日12月 3日に行いました。 

 

このつくば臨床検査教育・研究センターは、茨城県内を中心として全国の医療関係機関に開かれた臨

床検査の教育・研究をはじめ、筑波大学附属病院および周辺医療機関からの検体検査業務の受託を実

施する施設として、来年1月より運営を開始します。 

 

なお、「つくば臨床検査教育・研究センター事業」の運営は、筑波大学附属病院と三菱化学メディエン

スが設立した、ＮＰＯ法人つくば臨床検査教育・研究センター（理事長：鈴木悦、略称：ＴＭＥＲ、

以下「ＮＰＯ法人ＴＭＥＲ」という）と、つくば i-Laboratory 有限責任事業組合（職務執行者：中

村文典、略称：ＴｉＬＬ、以下「つくばi-Laboratory」という）の両機関になります。 

 

(*1) 平成21年9月に発表 

 

 

【つくば臨床検査教育・研究センター】 
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１.  つくば臨床検査教育・研究センター事業について 

１）事業期間 

    平成23年 1月から平成42年 12月までの20年間 

     （施設整備期間 平成21年 9月から平成22年 12月） 

   

２）事業目的 

筑波大学附属病院新病棟に接して、地域での共有・協同を前提としたオープンな施設（「つ

くば臨床検査教育・研究センター」）を開設し，臨床検査技師育成における実地研修・生涯

教育と臨床検査に関連した研究支援の場を提供することで，地域医療の向上・発展に貢献

するとともに，衛生検査所として，地域医療関係機関に対し品質の高い臨床検査結果を迅

速に提供するものです。 

 

３）事業内容 （別紙の事業スキーム図参照） 

①臨床検査教育支援事業 

   筑波大学医学群医療科学類等における学生の卒前実習・研修など。 

②臨床検査技師生涯教育事業 

   医療機関等の臨床検査技師に対する新人教育や生涯教育など。 

③研究支援事業 

   筑波大学、地域の医療関係機関及び医療関係企業との連携による研究推進支援。       

④検体検査事業 

   筑波大学附属病院の検体検査業務を受託します。また、地域の医療関係機関からの

受託も可能とする体制を計画しています。 

 

【参考】本事業における筑波大学及び筑波大学附属病院の協力 

・筑波大学は、現在筑波大学附属病院内で行われている検体検査業務の内、血液検査・ 

生化学検査・免疫学的検査等をつくばi-Laboratoryへ委託します。 

 

・筑波大学は、教職員の参加を通じ、ＮＰＯ法人ＴＭＥＲが行う教育・研究支援事業等 

への支援とともに、筑波大学附属病院検査部職員による技術指導を行います。 

   

４）事業スケジュール 

平成21年 9月 7日 事業契約の締結 

平成22年 1月 27日 ＮＰＯ法人つくば臨床検査教育・研究センター設立 

平成22年 4月 1日  教育・研究支援事業開始 

平成22年 4月 16日 つくばi-Laboratory有限責任事業組合設立 

平成22年 9月 1日  施設（建家）竣工 

平成22年 12月    施設内覧会及び開所式 

     〃            衛生検査所登録に係る県の実地調査（予定） 

     〃            衛生検査所登録（予定） 

平成23年 1月      検体検査事業開始（予定） 
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２． つくば臨床検査教育・研究センター 施設概要 

 

  １）所在地 茨城県つくば市天久保2-1-17（筑波大学附属病院隣接） 

  ２）面 積 建築面積 937.73㎡ 延べ面積 1,741.64㎡ 

  ３）構 造 鉄骨造 2階建て 

  ４）フロア 

１階 検体検査室，共同研究室，研究実験室，技師会議室，当直室 

２階 検体保管庫，研修室，技師居室・会議室 
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【本件に関するお問い合わせ先】 

 

国立大学法人筑波大学 経営企画室 新田  TEL 0298-53-3533 

三菱化学メディエンス株式会社 総務部 総務Ｇ TEL 03-6722-4010 

ＮＰＯ法人つくば臨床検査教育・研究センター 事務局 佐藤 TEL 029-850-1050 

つくばi-Laboratory有限責任事業組合  事業企画部 瀬戸山 TEL 029-850-1320 

教育・研究センター 
つくば臨床検査 
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参考資料 

 

【筑波大学附属病院概要】  

１．所在地  ： 茨城県つくば市天久保2-1-1 

２．病床数  ： 800床（一般病床：759床 精神病床：41床） 

３．診療科数 ： 25診療科 

内科、外科、形成外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、

泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産科、婦人科、呼吸器科、歯科口腔外科、  

消化器科、循環器科、リウマチ科、神経内科、精神科、神経科、小児科、 

小児外科、皮膚科、放射線科、麻酔科 

４．職員数  ： 1,424人（平成22年 4月 1日現在） 

教員 251人 レジデント 237人 病院講師 28人 薬剤師 41人 

看護職員634人 診療放射線技師 32人 臨床検査技師 50人  

歯科技工士 2人 歯科衛生士 1人 理学療法士 7人 作業療法士 4人 

言語聴覚士 2人 栄養士 7人 臨床工学技士 10人 視能訓練士 1人 

事務職員 81人 社会福祉士 7人 診療情報管理士 4人  

医療技術職員 13人 給食職員 12人 

  ５．患者数  ： 入院 254,437人  外来 341,617人(1,412人／日)（平成21年度） 

 

 

 

 

 

【三菱化学メディエンス株式会社概要】 

１．商号     ： 三菱化学メディエンス株式会社 

２．本社所在地  ：  東京都港区芝浦4-2-8 

３．資本金    ： 30億円 

４．売上高（連結）： 809億円（2010年3月期） 

５．社員数（連結）： 2,937名（2010年3月期） 

６．主な事業内容 ： 臨床検査 

予防医学関連サービス 

体外診断用医薬品、体外診断用機器、試薬等の開発、製造、 

販売及び輸出入 

医薬品開発支援サービス(非臨床試験、臨床試験) 

医薬・農薬・化学品・食品添加物・化粧品等における安全性評価・

環境リスク評価 

食品衛生コンサルティング・食品衛生検査 

ドーピング検査 
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参考資料 

 
【ＮＰＯ法人つくば臨床検査教育・研究センター概要】 

                         

１．所在地 ： 茨城県つくば市天久保2-1-17 

２．設立月日： 平成22年 1月 27日 

※特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号） 

           県運第141号 設立認証について（通知） 

３．役 員 ： 理事長 鈴木 悦   理事10名、監事2名 

４．会員数 ： 会員28名、賛助会員13社 

  ５．職員数 ： 3名 

６．ホームページ： http://www.tmer.or.jp/  

 

     
商標登録第53525174号 

 

 

 

【つくばi-Laboratory有限責任事業組合概要】 

 

  １．所在地 ： 茨城県つくば市天久保2-1-17 

２．設立月日： 平成22年 4月 16日 

※有限責任事業組合契約に関する法律（平成17年5月 6日、法律第40号）

に基づき設立 

３．出資金 ： 100万円 

ＮＰＯ法人 つくば臨床検査教育・研究センター10万円 

三菱化学メディエンス株式会社90万円 

４．役 員 ： 職務執行者3名 

ＮＰＯ法人つくば臨床検査教育・研究センター 鈴木 悦 

三菱化学メディエンス株式会社 中村 文典、舘下 孝光 

５．職員数 ： 25名 

 

  商標登録第5348796号 

 



産学連携による
地域医療への貢献

筑波大学
附属病院

筑波大学
附属病院

筑波大学
医学類・
医療科学類など

相互の
協力・支援体制

地域の医療関係機関

全国の医療施設

医療関連企業 など

地域の医療関係機関

全国の医療施設

医療関連企業 など

• 附属病院の教育・研究活動の地域還元
• 臨床検査の技術向上・研究開発の促進
• 多様な検査室運営ノウハウの提供
• 教育・研究による地域医療連携の促進

• 大学品質の検査サービスの提供
• 地域の共同利用施設化
• 検査データの標準化推進
• 臨床検査による地域医療連携の促進

卒前研修等

検体検査委託

教育・研究支援

検体検査サービス

三菱化学メディエンス三菱化学メディエンス

本事業に賛同する
医療関連団体

本事業に賛同する
医療関連団体

①臨床検査教育支援事業
②臨床検査技師生涯教育事業
③研究支援事業

④検体検査事業

協力・支援

事業整備職員派遣

【つくば臨床検査教育・研究センター事業スキーム図】
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