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平成 29 年第３回定例会	 経済・産業対策特別委員会	

	

平成 29 年 12 月 14 日	

髙橋(稔)委員	

	 まず、メディカル・イノベーションスクール設置検討委員会、この状況につ

いて何点か伺ってまいりたいと思います。	

	 これは予算委員会などでも何回か質問をさせていただいたこともありました

が、そのときの質問では、いろいろな理由があるのでしょうが、この現段階で

研究科の名称がヘルスイノベーション研究科ということで、略称ＨＩＳという

ことでいいのかと思いますが、このヘルスイノベーションスクールということ

にした経緯を確認させていただきたいと思います。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 昨年11月に設置いたしました有識者による設置検討委員会及び設置専門部会

において、教育研究内容などの議論も多く進む中で、先生が今おっしゃられま

したメディカル・イノベーションスクールのメディカルという表現につきまし

ては、内容が医療の領域に限定されているとのおそれがあること、また、仮に

ヘルスケア・イノベーションという表現にした場合、ケアに限定され、保健医

療に関する政策やビジネスがイメージしづらいなどの御意見、御提言をいただ

きました。		 こうした点を踏まえまして、最終的に幅広く保健医療分野で社会

変革を起こすことができる人材の育成を目指して、名称をヘルスイノベーショ

ン研究科、通称といたしましてヘルスイノベーションスクールということにし

ました。	

髙橋(稔)委員	

	 今年の６月には未来投資戦略 2017 で、ヘルスケア・ニューフロンティアの方

向性ということが国でも打ち出されて、国でも非常に存在感がある言葉かと思

うのですが、徳島大学では既に、へルスバイオサイエンス研究科とか、ヘルス

という言葉が主流なのかという思いで、国でも一定の位置付けになっているの

かと思うのですが。	

	 ほかには、今申し上げたヘルスケア・ニューフロンティアという方向性で同

様に研究している大学院というのはあるのでしょうか。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 当大学院の構想自体が、県が推進いたしますヘルスケア・ニューフロンティ

アの推進を担う人材を育成したいということでございますので、そういう意味

では、今委員がおっしゃられましたような本学の教育内容が、ヘルスケア・ニ

ューフロンティア構想を担う内容となっております。	

髙橋(稔)委員	

	 説明資料の中で 53 名の教員の確保をしていくということですが、どのくらい

専任教員を確保する予定なのか。また、横須賀にあります保健福祉大学の教員

が同スクールの担当をすることは可能なのか、併せて伺うとともに、外国籍の

国籍条項というのは一切ないのか確認させてください。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 大学院の設置に必要となります専任教員数につきましては、文部科学省の省

令が定めます大学院設置基準により、専門分野ごとに定められております。同
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スクールが公衆衛生学を基礎といたしました教育でありますため、分類される

保健衛生学という関係の分野で、最低 12 名の専任教員が必要となってまいりま

す。	

	 しかし、同スクールでは公衆衛生学に加えまして、先端技術だとかビジネス

などに関する科目も想定しておりまして、そういった科目についても専任教員

で対応し、充実した教育を展開するために、基準である 12 名以上の専任教員を

確保する予定としております。	

	 また、設置基準上１人の専任教員が学部、いわゆる学士課程ですが、学士課

程、大学院の修士課程、それから博士課程、そういったそれぞれの課程で、各々、

専任教員になることができると規定されておりますので、例えば保健福祉大学

本体の学部または博士課程に所属されております専任教員が、基準上では修士

課程でございます同スクールの専任教員になることは可能でございます。実際

に同スクールの研究内容に適合した業績をお持ちの何人かの先生には、こちら

の修士課程の方に所属していただくよう、現在調整を進めているところでござ

います。	

	 また、外国籍につきましては、大学設置基準上、日本国籍とか外国籍という

制限はございませんので、何ら問題ございません。	

髙橋(稔)委員	

	 本県の場合、世界の大学、関係機関とＭＯＵを締結してきている経緯もあり

ますが、そことの教員確保についての可能性というのはあるのでしょうか。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 現時点では、53 名の応募者の中にはＭＯＵを結んでいるというよりも、純粋

に公募に手を挙げていただいた先生を中心に選考したところでございます。今

後、当然大学院が平成 31 年度に開設された以降も、そういったＭＯＵを結んで

いる海外の大学院や、もちろん国内でも優秀な先生につきましては、引き続き

そういう教員の招聘や協力を担っていきたいと思っております。	

髙橋(稔)委員	

	 これまでの取組と連携して、せっかくＭＯＵを締結して本県のヘルスケア・

ニューフロンティア、国の指針にもなっているわけですから、そういった国際

展開をにらみつつ、そういう人材を調えていくことも大事だと申し上げておき

たいと思います。	

	 続きまして、平成 31 年度開設に向けまして、優秀な学生を確保するかが大事

だと思いますが、この募集に際して先ほど御説明でプレ講座を実施したとあり

ますが、具体的な実施状況を伺っておきます。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 プレ講座は、将来の同スクールにおける教育研究のエッセンスや、保健医療

領域におけるイノベーションとは何かなどについて学ぶ講座でございます。本

年の９月から 12 月にかけまして、毎月１回ペースで金曜日の夜７時から９時半

に、これまで計４回実施いたしまして、講師の先生なのですが、例えば保健福

祉大学の学長、それから自然科学や社会科学など様々な分野で活躍する先生か

ら、それぞれの知見を踏まえながらヘルスイノベーションについて講義をして

いただき、毎回おおむね 40 名から 50 名程度、延べ人数で申し上げますと 177

名の方に御参加をいただいたところでございます。	
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	 最終回となります明日なのですが、同スクールの設置予定場所であります川

崎の殿町地区の視察ツアーというものを予定をしております。参加者数の主な

内訳でございますが、製薬、医療関係を含めた社会人が約 72％、それから学生

が約 11％となっておりまして、また、この受講生を対象にいたしましたアンケ

ートで、25 名から同スクールを受験したいという回答を得られたところでござ

います。	

髙橋(稔)委員	

	 学ぶ姿勢に年齢差はないのだと思いますが、ただ、スマイル 100 歳社会実現

を目指して、次世代ヘルスケア社会システムづくり及び、併せて人材育成とい

うのが六つの柱の二つになっているわけですが、今申し上げましたように学ぶ

のに年齢差はないとは思いますが、学生の年齢制限はあるのですか。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 こちらの大学院につきましては、まず主な入学生のターゲットといたしまし

て、社会人を中心、もちろん社会人だけではなく、例えばＡＳＥＡＮ諸国から

の留学生や、学部卒業生、ストレートマスターというものも予定しております

が、主なターゲットは社会人としておりますので、社会人にたくさん来ていた

だければと思っておりますし、その中で年齢制限というものは特に設けており

ません。	

髙橋(稔)委員	

	 次世代のヘルスケア社会システムづくりですから、大いに長生きしていただ

いて、多くの人に学んでいただくことが大事かと思うのですが、グローバル対

応ということで、この説明書の中にも英語による教育ということでありました。

修了生のグローバルな領域での活躍を目指すということですが、英語による教

育についてどういう検討状況でしょうか。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 グローバル社会で活躍する多様な人材を育成したり、先ほど申し上げました、

例えばＡＳＥＡＮ諸国などをはじめとする留学生を受け入れる予定でございま

すので、英語での授業というものをできるだけ多く取り入れております。英語

の授業のみを履修しても修了することが可能になるように、検討をしてきたと

ころでございます。	

	 さらに、プレ講座の一部は英語で開催したり、その中の受講者にアンケート

をとったり、設置検討委員会などでも英語授業のニーズなどについて、様々な

角度から議論をいただいたところでございます。その結果、現時点では必修科

目につきましては全て英語で開講しようと考えております。また、選択科目に

つきましては、科目の性質としてどちらが適切かという観点を見ながら、日本

語開講科目や英語開講科目を決定していきたいと考えております。	

髙橋(稔)委員	

	 このヘルスイノベーションスクールについては、2025 年の目指す姿、2020 年

の中間目標が過日示されておりますが、英語による教育ですと、2020 年度で

1,000 人の公開講座ということなのですが、かなり大きな目標ではないかと思い

ます。日本語ですと公開講座を是非受けたいという方は多いかと思うのですが、

全部英語で 1,000 名の公開講座ですと、結構高いハードルではないかと思うの

ですが、確認させてください。	
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メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 先ほど申し上げました英語の授業科目というものは、大学院の教育で必修科

目や選択科目というのがございまして、そこに入学してくる正規の学生に対す

る授業科目を、英語や日本語で分けようと考えています。	

	 質問のありました公開講座につきましては、正規の学生ではなく、地域の住

民や、そういった行動変容を促すようなテーマ、研究を行った者に対する講座

みたいなものを、広く一般市民の方に公開したいと考えておりますので、現時

点ではまだ英語でやるかというところまでは考えておりませんが、どちらかと

いうと、日本語で公開講座を開講するのではないかと考えているところでござ

います。	

髙橋(稔)委員	

	 この中間目標、2020 年で 1,000 人の公開講座実施ということで、広くこうし

た教育資源が幅広く展開されていくことを期待しておきたいと思います。	

	 さらに、過日、新潟県にあります国際大学という私立大学を視察してきたの

ですが、日本の経済界、経団連をはじめ各日本を代表するトップ企業の経営者

の方たちが、篤志を募って設立した私立大学でありますが、全寮制でほとんど

外国人、授業ももちろん英語ということで、いろいろなお話を伺ってまいりま

したが、やはり特徴は企業から派遣されている学生が多いということと、それ

から、企業との様々な提携なしには、大学経営もままならないという、財政上

の御苦労も伺ってきたのですが、今回のヘルスイノベーションスクールにおい

ても、この川崎殿町というまさに最先端研究機関の企業が立地しているところ

ですので、先ほどおっしゃった社会人の受入れということを考えますと、当然

この周辺の企業、教育機関、研究機関などとの連携、これが視野に入っている

と思うのですが、どういうビジョンなのか具体的に教えてください。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 まず、研究機関や企業との連携につきましては、同スクールに教員として招

聘をお願いしたり、例えば県政課題に関する共同研究などを想定しております。

また、研究機関や企業で働いている方を学生として受け入れたり、反対に学外

実習、実習先ということでの連携も考えております。	

	 次に、教育機関との連携につきましては、教員、学生の相互交流や共同研究

のほか、例えば両大学の授業を効果的に履修できる単位履修制、そういったも

のを活用するなども想定したいと考えています。こうした連携を通じて、より

高度な教育研究を効率的に実施するとともに、優秀な教員や学生の確保につな

げてまいりたいと考えております。	

髙橋(稔)委員	

	 ヘルスケア・ニューフロンティアの取組を推進していこうとしている中で、

このスクールが開設されるわけですが、先ほど申し上げました次世代ヘルスケ

ア社会システムづくりが、大きな意味でヘルスケア・ニューフロンティアの取

組にどう寄与していくのか、確認させていただきます。	

メディカル・イノベーションスクール設置準備担当課長	

	 繰り返しの答弁になってしまいますが、ヘルスイノベーション研究科での教

育により、超高齢社会を乗り越えるため、例えば社会システムや技術の革新を

起こすことができる優れた人材を育成することを目的としております。また、
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多彩な分野の教員により、従来の学問領域にとどまらない課題解決のための先

進的な研究を行うとともに、県内の保健、医療、福祉のビッグデータを活用し

た学術的な研究を進め、県の健康医療政策の反映につながるような提言を行う

などを検討しているところでございます。	

	 こうしたイノベーション人材の育成とか研究機能の発表を通しまして、ヘル

スケア・ニューフロンティア構想の取組を加速化させ、県民の健康寿命の延伸

を図ってまいりたいと考えているところでございます。	

髙橋(稔)委員	

	 ヘルスケア・ニューフロンティアファンドについて、今回、決めましたベン

チャーキャピタルが数多くある中で、キャピタルメディカ・ベンチャーズ(株)

に決めたという報告がありました。ほかのベンチャーキャピタルと比較して、

どういった点に特徴があって、なぜここに決めたのか伺いたいと思います。	

ライフイノベーション担当課長	

	 キャピタルメディカ・ベンチャーズ(株)の特徴でございますが、ヘルスケア

分野の企業を対象に創業初期のベンチャーに対しての投資、育成を行う事業者

であること。また、同社は医療機関の経営再建などを手がけます(株)キャピタ

ルメディカの 100％子会社ということで、親会社が非常に多くの病院や介護施設

といったアセット、ネットワークを持つということなどが挙げられます。	

	 また、同社に期待するところでございますが、これまでの投資の経験、それ

から目利き力を生かして、有望な技術を持つベンチャーを発掘していただく、

また、投資後、さらにきめ細かく支援していただくことを期待しているところ

でございます。その過程におきましても、親会社が持ちます病院や老人ホーム

などでの現場のネットワーク、実証研究など、そういうものをフルに活用して

いただきまして、ベンチャーの技術、製品、サービスをいち早く実用化に導く

ように支援するという点にございます。	

髙橋(稔)委員	

	 このファンド組成をしていって、有望なベンチャーなども含めて育てながら

投資をしていくのだと思いますが、そういう成長を支援していくことになるわ

けですが、投資先を決定するのは、今おっしゃったキャピタルメディカ・ベン

チャーズですが、本県としてはどのような点を重視して、投資先のベンチャー

を決定すべきと考えているのか。本県が政策実現のために、そのベンチャー選

定に対して何らかの関与ができるのか、確認をさせていただきます。	

ライフイノベーション担当課長	

	 委員おっしゃられたように、投資先の決定につきましては、こちらのキャピ

タルメディカ・ベンチャーズがするというところでございますが、重視する点

について、県としては最先端の医療の関連分野だけではなくて、医療機器関連

サービス、それからＩＯＴ、ロボット、未病関連分野を含むヘルスケア全般で

成長が期待される、そういうところに投資をしていただく。	

	 また、投資ステージとしましては早い時期、いわゆるシードステージからア

ーリーステージと言われているような初期段階、加えて県が期待しております

社会的課題の解決に資するようなプロジェクトを持っているようなベンチャー、

そういったことで、本県が進めるヘルスケア・ニューフロンティアの取組に寄

与していただくという部分が重要だと思っています。	
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	 県としては、投資委員会というものが投資を決める際に開かれますので、そ

こにオブザーバーとして参加することで、こうした点がちゃんと充実されてい

るかという点を確認し、実際にベンチャーなども、いいベンチャーを県の方か

らも紹介するということで、関与していければと思っております。	

髙橋(稔)委員	

	 このキャピタルメディカ・ベンチャーズ、無限責任組合ＧＰとして活動して

いただくわけですが、本県はあくまでも有限的に組合員ということでＬＰだと

思うのですが、こういう位置付けの中で、本県の１億円の出資とともに、やは

り今おっしゃった目利き、どのような可能性がある投資先なのか、パテントを

どれだけ有しているか。これからの時代は無形資産の時代と言われていること

はもう釈迦に説法ですが、どれだけのパテントを有していて、そしてそういう

知財を活用していけるかどうかということが、極めて大きな成長力につながる

ということが言われております。	

	 最後に、今回のファンドは本県主導であり、そうした点を踏まえましても、

県が出資するだけであってはならない。積極的にこのファンドに関与すること

で、ファンドの真の狙いを実現していくべきだと思います。また、リスクヘッ

ジもちゃんとやられていると思いますが、併せてそのことを確認させていただ

きます。	

ライフイノベーション担当課長	

	 今の御質問の中で、県の方が具体的に関与していくという部分ですが、先ほ

ど答弁させていただきましたように、投資委員会にオブザーバーとして参加す

ること、それと投資先の企業、それから組合の運営状況について、必要に応じ

てファンドの運営者と意見交換をしていきまして、それをチェックしていく。

さらには候補先につきまして、ファンド運営者に県から積極的に情報提供をし

ていくということを進めることで、ファンドの当初の狙いを外さないような形

で、しかも県がそのヘルスケア・ニューフロンティアファンドと名前を我々の

方で、仮称ですが付けて、その目的に沿うような形で、皆様の社会に還元でき

るような技術を一つでも世に届けられるように取り組んでまいりたいと思いま

す。	

	

	

	


