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平成 27 年第 2回定例会	 ヘルスケア・ニューフロンティア政策調査特別委員会	 

	 

平成 27 年 7 月 3 日	 

高橋(稔)委員	 

	 様々な質疑伺いまして、未病が人類共通のテーマに挑戦しているという思い

で伺っておりました。国内外にかかわらず、民間企業、アカデミア、国家機関

等と連携強化しながら、壮大な取組をしていることに、まず、敬意を表したい

と思います。経済の好循環を回していく要因の一つとしても、この国家戦略特

区、大いに活用していくべきだと、今、正に好機であるという思いでいっぱい

であります。特に、今日は、東京大学と横浜市大との連携ということに絞って、

何点か伺いたいと思います。	 

	 まず、未病産業創出を推進するために、報告ありました、東京大学ＣＯＩと

覚書を締結し、未病に関する科学的エビデンスの確立等について、ＣＯＩと連

携していくということですが、具体的に、どのようなことを想定しているのか

お伺いします。	 

未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長	 

	 例えば、東大のＣＯＩの研究に関しまして、県が実証フィールドを提供する

ということが考えられます。具体的には、先ほど出てまいりました東大ＣＯＩ

の一員であります、ＰＳＴ社が開発いたしました MIMOSYS でございますが、こ

れを使用して行う実証実験を、本県で行うということを想定しております。ま

た、具体的な連携内容につきましては、今後、東大ＣＯＩと詰めてまいりたい

と思っております。	 

高橋(稔)委員	 

	 この MIMOSYS のＰＳＴ社ですが、横浜に本社を構えたということを聞いてお

りますので、一層の連携強化を視野に置いていただきたいと、強く要望してお

きます。	 

	 次に、そもそも、東大とＣＯＩとはどういう関係にあるのか確認させてくだ

さい。	 

未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長	 

	 東京大学ＣＯＩ、センター・オブ・イノベーションは、文部科学省が所管い

たしまして、科学技術振興機構、ＪＳＴが運営する、革新的イノベーション創

出プログラムというプログラムがありますが、この中で、産学連携で研究開発

活動を実施する拠点であり、全国に 18 あるものの一つでございます。ＣＯＩに

つきましては、東大とは別組織ではありますが、この研究開発を取りまとめ、

推進を行っている機関であると承知しております。	 

高橋(稔)委員	 

	 昨年、日本再興戦略改定が出されまして、同時期に、科学技術イノベーショ

ン総合戦略が策定され、国では、大きな戦略の下に動き出して、世界で最もイ

ノベーションに適した国を創出していこうという思いで、今、政策を具現化し

ていると認識しています。やはり、国家のそういう戦略に相まって、本県も呼

応していくということが、経済の好循環のみならず、本来のミッションであり

ます健康寿命を延ばして、医療の適正化等を図りながら社会に寄与していくと
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いう、大きなミッションとなるということは、十分承知しています。	 

	 やはり、県民にとって、どういったメリットが享受できるのかということが、

一番説得力があるわけでして、例えば、がんでしたら、県立がんセンターとい

うのは、非常に身近な機関ですので、そういったところでの要望に対して、今

回のこういうヘルスケア・ニューフロンティアが、どういった形で関与して、

大きな貢献をして、更に相乗効果が生まれるということが、非常に期待されて

いると思います。	 

	 そこで、本県の県立がんセンターについてですが、臨床研究機能の強化とい

うことで、がんセンターの持つ役割は大きいと思います。特に、今年度の当初

予算で、本県は、県立病院機構の臨床研究機能の充実強化ということで、予算

計上したと記憶しております。その中で、県立がんセンターについては、どの

臨床研究機能の強化を行っているのか、また、行う予定なのか併せて伺います。	 

県立病院課長	 

	 臨床研究の推進には、研究主体となります医師、それから、それを支える専

門職の配置、機器の整備等、そういった臨床研究に取り組むための基本的な体

制の整備が不可欠であると基本的に考えております。そこで、がんセンターに

おきましても、そういった人員体制の強化ですとか、研究機器の整備というも

のを行っております。	 

	 まず、人員確保の面でございますが、今年度、臨床研究を専任で行う医師を

１名採用いたしまして、がんセンターの研究業務の支援ですとか、コーディネ

ーターを行うとともに、研究体制の強化に向けた組織の見直し等の業務に取り

組んでいただいております。また、その研究データを専門に扱うデータマネー

ジャーといった、研究を支援いたします専門スタッフにつきましても、今年度、

２名ほど採用しているという状況でございます。	 

	 次に、研究機器の整備でございますが、細胞内のたんぱく質を解析するため

の装置、いわゆるマイクロアレイヤーという機械の導入をいたしまして、既に

機器の調達は終えております。現在、その配置するべき臨床研究所の実験室の

設置場所を確保するための整備を行っている状況であり、９月頃、機器を設置

して稼働する予定といった状況となっております。	 

高橋(稔)委員	 

	 組織を強化して、専任のそういう臨床研究に当たる医師を採用し、さらに、

データマネジャーも採用したということで、がんセンターが持つデータ蓄積量

は大変なものだと、そく聞しております。こういったがんセンターの持つデー

タが、大きく貢献の要因になっていくということは承知しておりますが、そこ

で、マイクロアレイヤーですとか、様々な機器を駆使して研究に寄与されてい

くと思います。私も予算委員会で、遺伝子の部分において、質問させていただ

いた経緯がありますが、過日、知事も、遺伝子の研究が非常に大事だというこ

とを、たしか本会議で答弁されたように記憶しています。個人のゲノム解析研

究が非常に加速的に進んでいると承知しておりますし、県立がんセンターでも、

ゲノム解析に力を入れていくと、そく聞しており、現状のゲノム解析を行う機

器、マイクロアレイヤーもその一つかもしれませんが、次世代シーケンサーは

いろいろ出てきています。そういったものは、がんセンターに整備されている
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のか、また、今後、最新のものにしていく計画はあるのか、確認させてくださ

い。	 

県立病院課長	 

	 がんの発症におきましては、遺伝子の変化というものが関与していることか

ら、今のがんの研究でありますとか、診断治療におきまして、遺伝子のそうい

った詳細な解析というのは欠かせないという認識を持っております。そこで、

人の１人当たりの遺伝子は、約 30 億個と言われておりますが、そういったＤＮ

Ａのペアから成り立っておりまして、この情報を読み取るためには、今、委員

の方から御指摘のありました、シーケンサーと呼ばれている、そういった特別

の解析機器が必要だと承知しております。現在、がんセンターの臨床研究所に

は、そういったシーケンサーが１台あり、これを今有効に活用してはおります

が、日進月歩のがん研究におきましては、更に高度な性能を有するシーケンサ

ーが必要ではないかと認識しております。そのため、より高精度のものを導入

したいと考えてはおりますが、大変高額な機器ですので、例えば、その整備に

当たっては、他の研究機関との共同利用といったことも含めまして、何とか有

効活用、購入、活用できないかと検討している状況でございます。	 

高橋(稔)委員	 

	 先ほど申し上げましたように、本県におけるがんセンター、特に、臨床研究

機能の強化ということが目玉でして、その機器が整っていないというのは、や

はり、少し目指していることに対して、加速力が弱いと言うか、非常に訴求力

がないという気がします。特に、中国、韓国、シンガポールをはじめ、シーケ

ンサー導入の体制等が進んでおり、病院機構は調査されていると思うのですが、

現在、どのような状況ですか。	 

県立病院課長	 

	 病院機構で、シーケンサーが世界的にどのように導入しているかということ

を、どの程度承知しているかというのは、本日、手元に資料を持ち合わせてお

りません。いずれにしましても、今、次世代シーケンサーは、最低でも約１億

円すると聞いており、これを一つのところで買って、それを有効に活用してい

くというのは難しいという状況であり、国内でも、近いところと連携しながら、

共同出資をしていこうということで、現在、そういった調査をしていると承知

しております。	 

高橋(稔)委員	 

	 １億円が高いか安いかは置いておきますが、恐らく諸外国は、こういった金

額が１桁違うものを出してきています。これは、本当に熟慮していただいて、

是非、最先端の臨床研究できるように、環境を整えていくべきだと思いますが、

いかがですか。	 

保健医療部長	 

	 繰り返しの答弁になって申し訳ありませんが、より高精度な、高性能なもの

を導入していきたいと考えておりますけれども、やはり、１億円というのは、

大変高額だと考えております。そのため、他の研究機関との共同利用等につい

て、検討してまいりたいと考えております。	 
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高橋(稔)委員	 

	 知事が言われています、未病を治すという観点から、人間の体全体のゲノム

解析が必要であるということですが、健康な段階で、個人の遺伝子情報を解析

し、将来かかりやすい病気を把握する、予測することが大事だと言われていま

す。先ほどの東大ＣＯＩとの覚書を契機に、この解析に関する東大との連携に

ついて、東大のスパコンと、先ほどの次世代シーケンサーに基づいた解析の結

果を、スパコンとの連携で、更なる昇華した結果を得ていくことが期待される

と思いますが、どういうお考えでしょうか。	 

未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長	 

	 東大ＣＯＩの構成組織で、理化学研究所がありますが、理化学研究所では、

スパコンを使用したゲノム解析を行っていると承知しています。委員御提案の

内容については、東京大学ＣＯＩとの協議の場を通じまして、東大側にもお伝

えして、今後、その可能性を含めて検討してまいりたいと思っております。	 

高橋(稔)委員	 

	 是非、お願いします。このヘルスケア・ニューフロンティアのミッションの

一つとして、そういうことも行っていただければ、県民が、よくやっていただ

いているな、有り難いな、更に貢献していただきたいなという思いになると思

いますので、是非、実利を県民に提供していただきたいと、強く要望しておき

ます。	 

	 次に、国際共同治験を含む臨床研究を総合的に支援するセンターの機能構築

についてですが、非常に壮大なものを感じますけれども、具体的に言うと、ど

ういう調査をして、どういう実施体制を検討していくのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 国際共同治験を含む臨床研究を、総合的に支援するセンターということでご

ざいますが、これは、治験、臨床研究を行っていくという治療側のお話もあり

ますが、こちらは、その現場である医療機関、病院のお話でございます。先ほ

ど、がんセンターのお話も出ましたが、いわゆる病院、医療機関が治験を受け

て実施していくのには、通常の病院ですと、地域医療以外に、そういう人手も

物も必要となります。それを単体で積み上げて、評価していくのは限界がある

ということと、現在、治験は、多施設の共同治験であり、外国との国際共同治

験が増えております。	 

	 こういったものに対応できるために、イメージといたしましては、複数の県

内病院があり、それを傘に、その上にかかる治験の部分をサポートしていくセ

ンター機能が必要ではないかという考え方で、事業を構築しております。具体

的には、そういったデータの管理ですとか、ガバナンス、データの信頼性の管

理、治験の案件そのものをとってくるという機能、こういったところをサポー

トできる機関、こういったものをつくっていく調査を、パイロット的に、今年

度から行っていくということでございます。	 

高橋(稔)委員	 

	 今年度から実施ということで、パイロット的な事業で、本格的に進めるのは、

大体どの辺りとなるのか確認させてください。	 
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ライフイノベーション担当課長	 

	 現在の補正予算で計上させていただいておりますので、議決後、速やかに実

施いたします。これは、委託で考えており、プロポーザルで受託者を募集いた

しまして、決定後、その調査を行うという流れになります。そのパイロット事

業を含めて調査を行い、当然、課題等も出てくるかと思いますので、早ければ、

来年度の予算に反映させ、あるいはその次といった運用のスパンで考えており

ます。	 

高橋(稔)委員	 

	 クリニカルリサーチ戦略研究センターなど、委託事業が多く、事業を行う上

で、気を付けなければならない点というのは、もう十分承知しているかと思い

ます。委託費の透明性が、どのように担保されるかということは、十分承知の

上で取り組んでいかれると思いますが、細かな、理論的にしっかりした仕組み

が構築されることを要望しておきたいと思います。	 

	 次に、横浜市大にも医学部があり、ヘルスケア・ニューフロンティア構想の

推進においては、連携強化に向けて、大きな意味を持つと思います。そこで、

ヘルスケア・ニューフロンティア構想の実現に向けた取組と、横浜市大との連

携の現状について確認させていただきたいと思います。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 委員お話しのとおり、横浜市大は、このヘルスケア・ニューフロンティアを

進める上で、非常に重要なプレーヤーの一人だと思っております。	 

	 現状でございますが、昨年１月、平成 26 年１月に、県と市大で、いわゆる包

括的な協定を締結させていただきました。この中で、このライフイノベーショ

ン、ライフサイエンスの取組というものも、盛り込ませていただいております。

また、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の構成員のお一人と

して、例えば、アミノインデックスの性能評価という研究をしていただいてお

ります。昨年、かながわ医療機器レギュラトリーサイエンスセンターにおける

評価の協力先といたしましても、市大と連携を図っております。	 

	 そして、未病サミットの実行委員会の構成メンバーとしても、市大に加わっ

ていただいております。	 

高橋(稔)委員	 

	 再生医療についても、横浜市大は、非常に力を入れていまして、こういった

ところでも、未病産業とは違いますが、ヘルスケア・ニューフロンティアとの

大きな関わりができてくるという思いで伺いました。	 

	 横浜市では、今年度の予算で、市大の臨床研体制強化に関する支援を行うと

いうことで、大きくクローズアップされています。横浜市の取組としては、ど

ういった内容なのか、現在、把握している段階で構いませんので、確認させて

ください。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 横浜市大の臨床研究機能の強化の関係でございますが、把握しております内

容ですと、横浜市は、当初予算で約１億円を計上しております。中身でござい

ますが、横浜市大は、委員お話しのとおり、大変再生医療の研究が進んでおり

ます。これをはじめといたします、いろいろな臨床研究の強化のソフト部分、
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人件費ですとか、必要な人員の雇用、機器の整備といったところに充てる経費

と伺っております。	 

高橋(稔)委員	 

	 レギュラトリーサイエンスセンターに限りませんが、本県と横浜市大との共

同で、経費を出し合って、事業が連携強化していくといった仕組みができるこ

とによって、人的交流も始まるでしょうし、臨床研究の場や違うステージでも、

御協力が頂けるかもしれません。そういうヘルスケア・ニューフロンティア推

進局が実施する事業だけにとどまらず、場合によっては、市大との連携強化と

いうのは広がってくるかなという思いもありますので、横浜市大と、どういっ

た考えで連携強化を図っていくのかお伺いします。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 委員お話しのとおり、横浜市大につきましては、例えば、研究部分でも、非

常に大きなポテンシャルをお持ちであると伺っております。先ほど、再生医療

のお話もありましたし、生活習慣病の研究等もかなりなさっているということ

で、この未病という面からも、非常に大きなエビデンス、プライオリティの高

い機関であると考えております。	 

	 こうした中で、日頃から、もともと密に連携をとりながらお話をさせていた

だいておりますが、今後とも、横浜市大と、具体的にどういった連携ができる

のか、お互いにメリットを享受できるような、ウイン・ウインの関係ができる

事業はどういったことがあるのか、よくお話をしながら、具体的な連携、更な

る連携を図ってまいりたいと考えております。	 

高橋(稔)委員	 

	 東大、横浜市大と絞って伺ってまいりましたが、本来アカデミアとの連携と

言いますと、海外に視野を置きながらの連携強化が大事という思いもあります。

そういった意味では、しっかりとしたシステムを構築していくべきだと思いま

す。そこで、ＭＯＵの締結の在り方についても、先ほど、他の委員から出てい

ましたが、他大学との連携強化に向けたシステム構築は、本来どうあるべきと

考えているのかお伺いします。	 

ヘルスケア・ニューフロンティア推進局副局長	 

	 大学のミッションは、教育と研究ですので、この分野での人材交流も含めま

して、県の人材の資質を上げていくといった部分での連携というのが一つの取

組でございます。そして、大学の優れた研究シーンを事業化していくといった

部分を、民間と連携しながら進めていくという、基本的なスキームと申します

か、立ち位置で、大学との連携というものを、今後、より幅広い形で展開して

まいりたいと考えております。	 

高橋(稔)委員	 

	 先ほども申しましたが、日本再興戦略、科学技術イノベーション総合戦略と

いうことで、国はこういう立ち位置で、しっかり世界とごして、世界に最もイ

ノベーションに適する国として、取り組んでいこうとしています。そういった

ことで、非常に投資効果も上がるでしょうし、様々な期待、効果が高まってい

ると思いますが、やはり、基礎研究、応用研究、実用研究、事業化といった、

正に副局長が言われたストーリーが描かれていくと思います。	 
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	 資料の中でも、切れ目のないネットワークを構築していくことが大事だとあ

りましたが、そういった意味では、本県や横浜市は、一定の予算規模ですが、

文科省、経産省、厚労省といったところの骨太のそういう予算を、外部の予算

と言いますか、この辺をしっかり担保していくことが大事ではないかと思いま

す。	 

	 県では、こういった国の戦略に、どのように関与し、また、外部資金をどの

ように獲得していこうと考えているのか確認させてください。	 

ヘルスケア・ニューフロンティア推進局副局長	 

	 国の戦略、例えば、健康医療戦略というのがありますが、この作業会合には、

知事が、自治体としては唯一参画させていただいて、こうした場で、県の取組、

健康医療戦略との連携強化といったものを、提案してまいりたいと考えており

ます。	 

	 そして今、国では、切れ目のない研究投資ということで、日本医療研究開発

機構が４月から稼働しておりますので、その機関とのパイプ、連携といったも

のに力を入れて、そういったものを神奈川のフィールドとして、様々な研究ト

ライアル、実証実験を、是非、神奈川で実施していただきたいということを、

強くアピールしていきたいと思っております。	 

高橋(稔)委員	 

	 MIMOSYS のＰＳＴ社では、本県が戦略特区に指定されているがゆえに、本県と

パートナーシップを築いて取り組んでいきたいという熱い思いがあると伺いま

したが、そういったチャンスを生かして、しっかりとＩＲ戦略と申しますか、

この分野での戦略をしっかり標ぼうしていく、訴求力を確立していくことが、

非常に大事であると思っています。是非、この分野での戦略の更なる高度化を、

お願いしたいと思います。	 

	 次に、発がん性分析法の実用化推進について伺います。	 

	 報告資料で、国際化標準に向けて取り組んでいくということですが、発がん

性分析法の国際化標準を目指す意義と、国際標準の仕組みについて確認をさせ

てください。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 まず、国際標準化を目指す意義についてでございますが、先ほどＯＥＣＤの

お話をさせていただきましたが、この国際標準に採択されることによりまして、

神奈川発の研究法ということで、神奈川県のプレゼンスが、非常に世界に発信

されるということがございます。それから、国際標準の研究法になりますと、

やはり、それによって新たなマーケットが生まれるということがあり、このマ

ーケットを切り開いていくという意味もございます。	 

	 また、国際標準化について補足させていただきたいのですが、国際標準化と

いうのは、こういう試験法をやったほうがいいと世界が決めるわけですが、そ

の中には２段階ございまして、発がん性の試験法について、この試験法をやっ

てもいいという場合と、やらなければいけない、絶対やりなさいという２パタ

ーンがございます。今、世界における試験法は一つだけだから、やってもいい

という、このガイダンスを、まずは目指そうと考えているところでございます。	 
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高橋(稔)委員	 

	 そもそも、本県が開発した発がん性分析法というのは、その国際標準化を狙

えるレベルのものなのか、国際標準化に当たっての課題について確認させてく

ださい。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 国際標準化を狙えるレベルかどうかという点でございますが、ＯＥＣＤの中

で査定する会議がございまして、その中で、この本県が開発した発がん性分析

法というのは、先ほど２段階あると申しましたうちの、この評価法でもいいと

いうところならば、いいだろうという方向性が、ほぼ示されたという段階でご

ざいます。そこから若干、時間はかかりますが、そういう段階でございますの

で、非常に有効性があるものと考えております。	 

	 それから、課題でございますが、ＯＥＣＤから、データの厚みを持たせ、試

験法の精度を高めてほしいという指摘をされておりますので、こういった点を、

これからの研究で埋めていきたいと考えております。	 

高橋(稔)委員	 

	 衛生研究所が、この発がん性分析法を開発したということで、これは、何年

くらいかかったのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 県が、衛生研究所に研究予算としてつけて取り組んできたということは、平

成 12 年からと承知しております。衛生研究所の研究者は、もう少し前から独自

に研究していたという状況でございます。	 

高橋(稔)委員	 

	 平成 12 年から 15 年たって、光が当たってきたということで、研究者の方は、

もっと以前から黙々と、本県に採用されてから、ずっとこの道一筋でやってこ

られたのかもしれません。	 

	 この発がん性分析法は、本県発ということで、ここから生まれてくる産業創

出も、様々な広がりが出てくると思います。このエビデンスを積み上げていか

なければならないという課題の解決に向けて、関係機関との連携が必要になっ

てくると思いますが、どのように考えていらっしゃるのかお伺いします。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 課題解決に向けまして、やはり、関係機関との共同研究も大変重要であると

思っておりまして、この関係機関といたしましては、横浜にあります理化学研

究所ですとか、国立医薬品食品衛生研究所、県内の大学とその他の研究機関と

いったところと幅広く連携をして、共同研究を進めてまいりたいと考えており

ます。	 

高橋(稔)委員	 

	 この研究が進むことで、どういう効果が期待されるのでしょうか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 期待される効果といたしましては、一つは、県民生活で申しますと、今まで

発がん性が分からなかったものの、発がん性が分かるようになります。例えば、

食品添加物で、発がん性が今までなかったものに、発がん性が出てくるかもし

れません。こういったところで、より県民生活の安全性が担保されるというこ
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とがございます。	 

	 それから、産業面では、先ほど、新たなマーケットができると申しましたが、

発がん性を発見できるということは、発がん性を持つ化学物質があるというこ

とで、今度、それをやっつける創薬といった、薬の開発も進むのではないかと

いったところへの応用も期待できるものと考えております。	 

高橋(稔)委員	 

	 2018 年に、アメリカで全廃を目指すという、トランス脂肪酸のことを思い出

したのですが、そういうことも、この分析手法にかかれば、何となく把握でき

るということでよろしいですか。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 そういったイメージで結構です。	 

高橋(稔)委員	 

	 大事なことは、それに対抗する創薬ですから、正に、ヘルスケア・ニューフ

ロンティアの出番でして、パテントも得るわけですから、知的財産として、し

っかりそれらを担保しながら、知的財産戦略の構築ということが望まれていく

と思います。県では、平成 29 年４月を目指して、産業技術センターとＫＡＳＴ

が統合という話もあり、新たな研究機関との連携強化として、様々な研究機関、

試験機関といったところとの知的財産関係の部分の動きが、非常に激しいと思

います。	 

	 産業技術センターとＫＡＳＴが一緒になって、こういった部分で影響が出て

こないのかとか、逆に、一緒になると、ヘルスケアのこういう部分で、相乗効

果として、更に良いものが生まれてくるのではないかとか、全然全く関係ない

話なのかとか、どう整理していったらいいのか、分かりやすく説明していただ

きたいと思います。	 

ライフイノベーション担当課長	 

	 まず、知的財産の部分でございますが、この発がん性分析法に限らず、こう

いった新しい研究法は、非常に知的財産の管理が大切ですので、今回の事業の

中でも、知的財産の、例えば、特許に関しましては、いわゆる稼いでいく特許

と、よそに取られないために防衛する特許があります。その両面を見据えなが

ら、この事業の中でも、いわゆる知的財産戦略を考えてまいりたいと計画して

おります。	 

	 また、ＫＡＳＴと産業技術センターの統合に係る部分につきましては、所管

外でございますので、答弁は控えさせていただきます。	 

高橋(稔)委員	 

	 いずれにしましても、そういう本県の大きな流れの中で、こういった新たな

発がん性分析法の研究が始まっていくということで、大いに期待をしているわ

けです。実用化に向けても、今のパテント戦略が、オープンなのかクローズな

のかを総合的に考えながらやっていくという話なのでしょうが、そうは言って

も、研究促進と実用化に向けた期待度は増すばかりでして、是非、国際標準化

に向かって進んでいくべきではないか、また、必要な経費があれば、十分確保

していくべきではないかと思いますが、その辺のことを確認させていただきま

す。	 
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ライフイノベーション担当課長	 

	 県としましても、この発がん性分析法は、非常に有望な分析法であると考え

ておりますので、まずは国際標準化に向けまして、国際標準を獲得することに

全力を注ぎたいと思っておりますし、必要な経費につきましては、是非、獲得

したいと考えております。	 

	 今後とも、研究機関との共同研究を含めまして、全力を挙げて、この研究法

に取り組みたいと考えております。	 

高橋(稔)委員	 

	 私からの質問を終わります。	 


