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平成 28 年第 3回定例会	 健康・社会問題対策特別委員会	 

	 

平成 28 年 10 月 4 日	 

西村委員	 

	 本日はこの委員会が開催されるのを、不謹慎かもしれませんが、ある意味、

少しうきうき、わくわくしていました。というのも、昨日からのニュースのト

ップでは、３年連続、そして 25 人目のノーベル賞を受賞した、東京工業大学の

大隅栄誉教授が取り上げられています。神奈川ともゆかりの深い先生でいらっ

しゃいますし、また、先ほどから質疑がされていたリサーチコンプレックス推

進プログラムのナノ医療イノベーションセンター等における融合研究の中でも、

東京工業大学はその手腕を振るっていらっしゃるわけです。これからも、どん

どんこの神奈川をけん引していただけるなという思いと、その研究分野だけで

はなく、皆様が注目をされているところで、是非、大隅栄誉教授にはいろいろ

なところでお話をしていただいて、県民の方々の理解の促進にも活躍をしてい

ただけたらという思いでおりました。	 

	 そして、何といいましても、ライフイノベーションセンターが完成し、私も

開所式に参加させていただきましたが、そのときも胸高まる思いでした。また、

2011 年の 12 月には、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の承認

を頂きました。そして、１月から実験動物中央研究所が進出してこられて、様々

な企業、研究所を多くけん引していただいて、意見の取りまとめも図ってこら

れました。そういった中で、先行して医療と環境の問題に取り組んできた川崎

の地に、県の施設を何とかつくれないだろうかということで、いろいろな立場

で提案をさせていただいたり、質疑をさせていただいたり、要望を申し上げて

きたことが、このように形になりました。しかも、余り時間がない中で、これ

ほどまでの結集を図っていただいたのは、本当に県の職員の皆様方の特段の努

力であろうかと心から感謝を申し上げたいと思います。	 

	 ただ、スタート地点に着いたわけですから、本当につくってよかったね、そ

して、こういう研究が生まれたねということを、ここから実際にものにしてい

かなければいけないのだろうなと、実感をさせていただいております。	 

	 ここまでも質問が出てまいりましたので、できるだけ重なる部分は割愛をさ

せていただいて、時にピンポイントでの質問であったり、要望をさせていただ

いたりすると思いますが、その辺はおくみ取りいただいて、御答弁いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。	 

	 ライフイノベーションセンターの開所式に参加をさせていただいた後は、ま

だそこまで稼働していなかったので、少し時間を置いて、企業が入られたとこ

ろで、企業見学あるいは意見交換もさせていただきました。平均年齢が 30 歳い

かない若い方々が事業をなさっているということに、何よりもびっくりしまし

たが、ベンチャーの集積と支援について、訴えてきたことが一つ実ったなと思

いました。	 

	 そして、その方々は、共有のラボスペースがあったことが、ここに入ろうと

思った大きなきっかけだったとおっしゃっていました。この共有のラボスペー

スがあればこそ、共同での研究が進んだり、あるいは研究開発が進められたり、
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製品化されたりしてくると思うのです。そうなると、今度はルールづくりとい

うのが必要になってくると思います。企業と企業の間でも様々な約束事はでき

るのでしょうけれども、それを組み合わせたり、あるいはルールを決めたり、

機密を保持させたり、あるいは権利をお互いに守ったりという一つのルールに

ついて、ソフト面での県のサポートは、どのようにしていこうと思っていらっ

しゃいますか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 ライフイノベーションセンターは、おかげさまで稼働いたしました。企業間

のコラボレーションに係るルールづくりですが、大きく分けて、二つあると考

えております。	 

	 まず、委員おっしゃったように、Ａ社とＢ社が一緒に事業をやっていこうと

いうときに、このルールづくりをどうするのかということで、契約関係、秘密

保持を含め、何かあったときにどうするのというソフト面のルールづくりが必

要です。やはり、ベンチャー企業などは、なかなか慣れていらっしゃらない企

業も多いところです。こういったところは、正に、このＬＩＣの４階に入って

おります(株)ケイエスピーなどが、非常に高いノウハウを持っておりますので、

(株)ケイエスピーが中心になって、このアライアンスをつくるときのルールづ

くりといったところの支援を差し上げたいと考えております。	 

	 それから、二つ目は、施設上の管理のルールづくりです。細胞を扱う施設で

すので、例えば、万が一、隣の企業の細胞が漏れてしまったときに、どうする

のかというルールを最低限決める必要があります。施設全体として決めており

ますが、正に入居者の中で、中心となるメンバーがあり、今策定しつつあると

ころです。こちらも何か起こったときをしっかりと想定して、こういった事項

等に備えたルールを決定していきたいと考えております。	 

西村委員	 

	 そしてまた、コラボレーションさせていくという面で、こことここがくっ付

いたらどうだろうかとか、一緒に研究をするのに、こういう下地をつくったら

どうだろうかというところに関しては、例えば、先ほど御紹介のあったかなが

わ再生・細胞医療産業化ネットワークが、そういった役割を果たせないのでし

ょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 正に、委員おっしゃるとおり、このかながわ再生・細胞医療産業化ネットワ

ークがこの企業のコラボレーションに最も大きな役割を果たすものと考えてい

ます。	 

	 このネットワークは、今準備の最中ですが、先ほどもお話をしました、(株)

ケイエスピーがこのネットワークの運営にも関わっていただいておりますので、

(株)ケイエスピーなどのベンチャー支援も活用しながら、企業間のネットワー

クを広くつくっていっているところです。	 

西村委員	 

	 ちょうど私が聞きたかったところと、かぶってくるかなという感じがします。

というのは、船頭を多くしてという言葉がよくありますが、この特区に際して

も、ヘッドクオーターをしっかり決めるべきではないかということを申し上げ
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てきました。この特区全体はとても難しいのだろうけれども、せめてこのＬＩ

Ｃの中においては、船頭というか、ヘッドクオーターを決めるべきではないか

ということで、このかながわ再生・細胞医療産業化ネットワークが、一つのヘ

ッドクオーターの役割を担うと考えてよろしいのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 委員おっしゃるとおりです。これは、ＬＩＣの中だけの取組ではありません。

ＬＩＣを中心に広がりを見せた取組として、ここがヘッドクオーターとしての

役割を果たしていると考えております。	 

西村委員	 

	 このネットワークには、企業であったり、団体であったり、大学であったり、

自治体が入っていますが、その中でのヘッドクオーターはどこになるのでしょ

うか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 運営上は幹事会、またその中で、代表幹事というものをつくります。ただ、

そのイメージとしては、神奈川県が中心となって進めていくものと考えており

ますので、当然、その幹事会、あるいは代表幹事のつながりの中にも、神奈川

県が必ず関わるという仕組みと考えております。	 

西村委員	 

	 力強い御答弁を頂きました。私もいろいろと提案をしてきましたが、やる限

りは責任の所在は明確にしなければいけないと思っています。神奈川県がその

ヘッドクオーターの中心的な役割を担うと言っていただいたわけですから、神

奈川県が中心になって様々なことを進めていくと同時に、責任をとるんだとい

う覚悟の下に進めていただきたいと思います。県民の多くの税金が投入されて

おりますので、よろしくお願いします。	 

	 ライフイノベーションセンターについて、研究で細胞の培養なども行ってい

るわけですが、万が一地震などがあって、電源が落ちてしまったというような

ときの対策はとられているのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 地震等で停電が起こったときの対策ですが、ライフイノベーションセンター

は、館内の共有部分の電源、あるいはセキュリティーチェックの電源といった

ところは、標準でバックアップ機能が付いております。停電時、最短でも 30 分、

使用が可能ということで聞いております。各テナントのバックアップ電源につ

いては、建設時に、事業者とも協議しましたが、基本的にはテナント施工とな

っており、人数に応じたバックアップ電源の自家発電装置等を設置できるよう

にしてあり、ハード上もそれに対応した建物の構造になっております。こうい

った形で対応させていただいております。	 

西村委員	 

	 各事業者で使われる電力量も違うでしょうし、様々な課題があるとは思いま

す。ただ、私も専門家ではありませんので、30 分のバックアップで大丈夫なの

かどうなのかというところについて、明確にどうでしょうというのは、基準と

して考えられません。その辺もしっかりと最先端の研究をしていただいていて、

また、最高の培養等に使われているんだということを考えた上で、より安全性
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の確保、担保をとっていただきたいと思います。	 

	 ＬＩＣについては、ほかにも提案をさせていただきました。その一つが臨床

です。ＬＩＣだけに限らず、特区では臨床が行われることが必要でしょうとい

うことを一般質問でもやらせていただいたのですが、クリニックがまだ入って

いません。この理由は、何か考えられますか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 ＬＩＣのクリニックに関してですが、当初から臨床機能をつくりたいという

ことは申し上げてまいりました。現在、ゼロではなく、慶應義塾大学とＣＹＢ

ＥＲＤＹＮＥ(株)がコラボレーションして、脊髄損傷の治療と、ロボットによ

るリハビリを組み合わせた研究プロジェクトを進める予定ですが、この中に一

部、医療法人が入る方向で調整していると伺っております。	 

	 ただ、クリニックの入居を想定し、我々は誘致活動をかなり熱心にやってま

いりました。端的に申し上げると、誘致活動の中で、入るところまでいったも

のが相手側のいろいろな事情で辞退されたりするなど、いろいろな流れがある

中で現在に至っていると考えております。まだ空きスペースがありますので、

引き続き、誘致に向けて活動しているところです。	 

西村委員	 

	 このほど、脳梗塞その他でも、医療用のＨＡＬを使ったリハビリが新たに幾

つか認定されたと思います。たしか、筑波大学や福岡大学など、５箇所だった

と思いますが、これには神奈川県は絡んでいないのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 委員おっしゃったのは、ＨＡＬＦＩＴといって、歩行機能を回復させるため

のＨＡＬだと思います。これは脳卒中、脳梗塞によって歩けなくなった人が、

回復のために使う医療機器として認定されたと理解しております。こちらは筑

波大学、東京大学で拡大されましたが、直接は関わっておりません。	 

西村委員	 

	 脳卒中の患者様は、とても多くいらっしゃるかと思います。是非、一つのき

っかけと捉えて、より多く県民の方々に恩恵を得ていただけるような御努力も

していただけたらと思います。	 

	 クリニックが入ってこなかった理由に戻しますが、規模の問題なのでしょう

か、あるいは、研究室中心に設計されたこの施設の問題なのか、あるいは、現

状のＬＩＣの立地条件、少し駅から遠かったりもするため、交通の問題もある

かと思います。入居を考えて１回お越しになった方からは、そういった声は、

挙がっていないのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 クリニックに限ったことではありませんが、事業者側の方に対して、我々も

ヒアリングをさせていただきました。委員が先ほどおっしゃったように、当然、

撤退したときに、なぜですかという話もお聞きしております。ハード的な要件

に問題はないが、法人の戦略の問題だそうです。例えば、一つに、殿町が今で

もそこまで便利とはいえない、橋もできていないといったところで、今は御判

断されたなど、幾つかのハード以外の要件、自社の戦略に関わる要件と理解し

ております。	 
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西村委員	 

	 今の段階で、交通の部分や橋も架かっていないというところで判断されたの

ではないかと伺いました。東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会ま

でには、連絡橋が架かるということですが、橋だけ架かっても上を動くものが

ないと困るわけで、川崎市の方も頑張っていると思います。広域的に動いてい

ただくために、今後、神奈川県もしっかり連携をとり合って進めていただくよ

う、お願いいたします	 

	 また、もう一つＬＩＣに関わることで、特に海外の研究機関の方々にもお越

しいただけるような、そういったショーウインドー的な要素も考えてもらいた

いと要望したのですが、この点は何か、こういう形になっているというのはあ

りますでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 確かに、殿町に訪れる多くの外国の方、あるいはドクター、医療関係者の方々

へのショーウインドー的な機能の御要望を頂いておりました。これは県として

も前々から検討しております。具体的には、業界団体であります(一社)再生医

療イノベーションフォーラムに、引き続きそういった小さなショールームとい

ったものができないか、あるいは、各テナントに協力していただいて、例えば

各入り口の一部をショールーム的なところに使えないかといった調整をしてい

るところです。ただ、まだ詳細は決まっておりません。	 

西村委員	 

	 先ほどの臨床の話に戻しますが、実際に臨床や治験などに持っていく前に、

データ解析というのは欠かせないと思います。関西の方の特区では、再生・細

胞医療、ｉＰＳ細胞を使うときには、スーパーコンピューターなどを使って、

データ解析をされているようです。ＬＩＣ並びに神奈川県の特区における研究

開発では、このデータ解析について、何か対応できるような対策はとられてい

るのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 治験あるいは臨床研究をする段階におけるデータ解析ですが、まず、ライフ

イノベーションセンターに現在入居している企業では、データ解析支援ではな

く、いわゆる遺伝子解析として、遺伝子治療研究所、あるいは(株)理研ジェネ

シスといった理研発の遺伝子解析といった企業は、数社入っているのですが、

治験、臨床研究段階でデータ解析を支援する事業者というのは、今は入ってお

りません。	 

	 ただ、先ほど別の御答弁で申し上げましたが、かながわクリニカルリサーチ

戦略研究センターという県の常備があります。ここは、いわゆる再生医療の治

験計画、臨床研究の計画を立てる段階で、そういったデータをどのように扱っ

て、どういう差が出たらよいと言えるのか、そういったところの計画づくりを

支援するセンターで、生物統計、臨床統計の専門家の先生が入っております。

この先生方のネットワークも活用し、ほかとの連携といったところを保ちなが

ら支援してまいりたいという計画を立てておるところです。また、事業者の方

からお話を聞くと、必ずしも治験等の分析に、スーパーコンピューターは必須

ではないと伺っております。	 
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西村委員	 

	 かながわクリニカルリサーチ戦略研究センターがプロトコルづくりをしてく

ださるということで、ここへもベンチャーをしっかりと支援する体制を整えて

いただいて、次の臨床へとつなげられるような体制づくりをお願いさせていた

だきたいと思います。	 

	 次に、本会議での我が会派の質問に対して、リサーチコンプレックス推進プ

ログラムを活用してＡＩ、いわゆる人工知能を活用した取組を殿町で推進する

という答弁がありました。具体的に、どのようなことをなされるのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 本会議で知事が答弁した、殿町でのＡＩを活用した研究プロジェクトですが、

具体的には、慶應義塾大学が中心となります。そのタイトルだけ申し上げます

と、ＡＩを活用したヘルスケアオペレーションシステムとなっております。何

かと申しますと、人工知能は、治療の段階でも活用しますが、将来は、健康な

人あるいは少し弱ってきた人の遺伝子データを解析し、あなたは将来こうなる

おそれが高いからこうしなさいという予測を、かなり精緻にやるようなところ

も期待されているところです。こういったところをヘルスケアの部門で、ＡＩ

あるいはＩｏＴそのものを活用できないかという研究について、慶應義塾大学

が中心となって殿町で行うと聞いております。	 

西村委員	 

	 ありがとうございました。かつては公害に苦しんだ川崎の地が、今、世界の

医療に、健康に貢献しようとしている。このしようとしているというのを、し

ているに変えていく力が私ども議員にも、そして当局の方々にも、また研究者

の方々にも求められているのだなと受け止めさせていただいております。これ

までになかなかなかった産業を改革するところであり、大変な課題もあろうか

と思いますが、どうぞ精力的に、そしてまた、先ほども紹介していただいたベ

ンチャー企業の方々、若い研究者の方々が本当に頑張っていらっしゃいますの

で、後押しをしていただけますようお願いをしたいと思います。	 

	 

	 次に、委員会資料の中に、知事のシンガポール訪問について記載があります。

６月30日に、知事がヘルスケア・ニューフロンティアの国際展開の一環として、

シンガポールを訪問されたとのことで、現地では、シンガポール政府機関との

覚書の締結を行ったということです。近年では、横浜市立大学がシンガポール

国立大学と共同研究を行うほか、理化学研究所がシンガポール政府関係機関と

包括的な協力協定を締結するなどの動きがありますが、ヘルスケア分野におい

て、なぜシンガポールと連携をするのか、県の認識について、まず伺います。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 なぜシンガポールと連携するかの認識ですが、一つは、やはり市場としての

魅力です。特にＡＳＥＡＮに関しては、ライフサイエンス産業、ヘルスケア産

業、あるいは医療産業において、シンガポールで例えば承認を受ける、認めら

れると、これがＡＳＥＡＮに広がります。このように、ＡＳＥＡＮに展開する

ためのハブであるということが挙げられます。	 

	 それから、先ほど、委員からも横浜市立大学等の話がありましたが、ライフ
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サイエンス分野の研究開発に政府が非常に熱心です。特にシンガポールは、人

口が少なく、国土も狭い国ですので、外部からの流入というのは、当たり前で

す。それを前提に政策が組まれております。こういった外部からの受入れに対

する政府の支援が、非常に豊かであるということが一つシンガポールを指向す

る要因になっているかと考えております。	 

西村委員	 

	 今回、県が覚書、ＭＯＵを締結したシンガポール政府機関のシンガポール科

学技術研究庁、シンガポール国立大学及びシンガポール国立大学保健機構につ

いてですが、今回、県の連携先として、この機関を選んだ理由というのは何な

のでしょうか。また、覚書の締結に至った経緯もあれば、御紹介をお願いしま

す。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 経緯について、シンガポール政府機関として包括して説明しますが、もとも

と、シンガポール政府機関には、県が主導して設立したＧＣＣ、(一社)ライフ

イノベーション国際協働センターがシンガポールに過去訪れて、平成 25 年 11

月に、この３機関と県関係として初めて覚書を結ばせていただいた次第です。	 

	 このＧＣＣが役割を果たしたということで、解散に至ったときに、このＧＣ

Ｃから県が覚書を引き継ぎました。そして、まずは引き継ぎましたということ

で、この３機関と、改めて県と調整をしていた中で、ただ引き継いだだけでも

よかったのですが、この機会に県の医療コンセプト、あるいはメディカル・イ

ノベーションスクールといったところの連携を盛り込み、拡充して、新たに締

結し直しましょうという流れになり、これに至ったということです。	 

西村委員	 

	 これまでの流れに加えて、新たに県が取り組んでいることを加味しながら、

締結をし直したということで認識をさせていただきました。	 

	 この席には、実験動物中央研究所や世界保健機構ＷＨＯの関係者も同席した

ということですが、なぜそうした機関が参加をされたのか、教えていただけま

すか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 平成 25 年に、ＧＣＣが結んだ覚書を契機に、いろいろとシンガポールと市場

展開の動きをいたしまして、そのうちの一つが実験動物中央研究所、実中研で

した。そのかいがあって、実中研は、政府からの支援を受けて、研究をシンガ

ポールでスタートすることになりました。こういったところのタイミングが重

なったものですから、いわゆるチーム神奈川の一員として実中研にもこの場に

参加していただいたということです。	 

	 それから、ＷＨＯに関しては、先ほどもるる別に御答弁をさせていただきま

したが、県と強い連携を結びつつあります。特に、メディカル・イノベーショ

ンスクールを含む国際的医療人材の育成の面で、人口高齢化や、公衆衛生の分

野でＷＨＯ自身がシンガポールとの連携を期待しているということで、この場

にＷＨＯの関係者も、やはりチーム神奈川の一員として同席いただいたという

ことです。	 

	 



 8 

西村委員	 

	 ここで一つ老婆心ながら懸念をするのが、横浜市立大学、理化学研究所、実

験動物中央研究所、全部シンガポールに足掛りをつくっていますが、向こうに

出てしまうということはないのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 御質問の趣旨はよく理解できます。私どもも心配で、そういった関係者と大

丈夫ですよねといった話もしておりますが、例えば、実験動物中央研究所でも

シンガポールでしかできない研究が確かにあるわけです。ただ、研究をやった

上で、最終的に、日本に結果として帰ってきたいということをおっしゃってい

ただいております。ですので、我々としても、県民の皆様にどういった利益を

もたらすかということで、一度行ってもそれが戻ってくる、例えば、別のケー

スですが、医療機器の承認ということで、日本では未承認なんだけれども、シ

ンガポールで先に承認をとりにいって、ゆくゆくは承認がとれたら逆輸入して

くる。こういった流れで、うまくシンガポールを活用させていただいて、県民

の皆様の利益になるように帰ってきていただくということを我々も指導してま

いりたいと考えております。	 

西村委員	 

	 正に、今御答弁を頂いたことが、私の最後の要望です。様々なところと連携

を深めることはいいけれども、やはり拠点として、この神奈川を守っていただ

く、そういった施策のために、研究者にとって魅力的な、あるいは開発を展開

する企業にとって魅力的な、様々な思考というものが必要なのだろうと思いま

す。どうぞ、今後も工夫を凝らして、優秀な人材が集積し、すばらしい研究が

進められますようお願いを申し上げて、私の質問を終わります。	 


