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「ヒト」 も 「人」 も大好きなあなたへ。

世の中には、 たくさんの願いごとが、 あふれています。

そのすべてを叶えることはできないけれど、

笑顔の数を、 ちょっとだけ増やすお手伝いなら、 どうでしょう。

「ヒト」 が好きなあなただから、

「人」 が大好きなあなただからこそ、 できること。

そんな夢を、 私たちと一緒に探してみませんか。
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厚生労働省で働くことを目指す皆さんへ

食品医薬品局 （ＦＤＡ） も欧州医薬品庁 （Ｅ

ＭＡ） も開発から承認審査、 市販後安全

対策に至るあらゆる段階における患者や国

民の参加を呼び掛けています。 日本の医

薬品医療機器総合機構 （ＰＭＤＡ） も同じ

視点で仕事に取り組んでいます。 今や世界

の薬事規制当局は、 お互いにその存在を

意識しつつ積極的に情報交換を行い、 世

界が現在どのような状況にあり、 自国の国

民 ・ 患者にとって何が最善であるかを真摯

に考え、具体的な行動に反映させています。

医薬品や医療機器のみならず、 食品衛生、

化学物質規制など、 私たちが取り組む科

学技術の産物と人との関わりに起因する課

題への対応は、 全て世界的な枠組みの現

状と最新の科学的知見を踏まえた判断が

求められます。 まさしく私たちの誰もがグロ

ーバルプレーヤーとして活躍しているので

す。

優れた仕事を成し遂げるためには、 全

体を俯瞰して考えるためのマクロ的視点で

私たちが住むこの地球では、 科学技術

の成果が人と社会に与える良い影響も悪

い影響も絶え間なく現れています。 例えば

優れた科学技術の成果が実用化され、 医

薬品や医療機器、 あるいは再生医療製品

として画期的な治療が可能となれば患者

やその家族にとって、 素晴らしい希望とな

ります。 しかし、 実用化に要する時間があ

まりに長くても、 コストがかかり過ぎても困

りますし、 開発を急ぎ過ぎて潜在的な副作

用や不具合などの危険性をないがしろにし

てもいけません。 副作用の無い医薬品や

不具合を起こさない医療機器はありません

が、 それらのリスクを出来る限り早期に発

見し、 早期に対処しながら最大限の効果

を発揮する使用方法を開発する事が病気と

闘う患者の期待に応えられます。

患者や国民からの視点で物事を考え、

患者自らも参加する中で優れた科学技術

の成果をいち早く適切に実用化しようとす

る動きは今や世界中で進んでいます。 米国
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ある 「鳥の目」、 現場の現実をきちんと捉

え、 正確に具体的に考えるミクロ的視点で

ある 「虫の目」、 そしてマクロとミクロの視

点を合わせて時代の流れを読みトレンドを

把握するための 「魚の目」 をそれぞれ養

う事が求められます。 その上で、 国民、 患

者を含めた全てのプレーヤーとよく話し合

い、 それぞれの立場や抱える問題を理解し

て最善の方策を考え出し、 実行に移す必

要があります。 私たちの仕事の先には必ず

困っている人が存在していて、 その人たち

が幸せになるのにはどうすればよいかを真

正面から考えることが全ての基本です。

誇りを持って 「私の仕事は人を守り幸

せにするためにやっています。」 と言えるグ

ローバルプレーヤーの仲間にどうぞ加わっ

て下さい。

科学技術の成果を人と社会に役立てる
　グローバルプレーヤーになりましょう。

大臣官房審議官 （医薬担当）

森　和彦



その他行政分野

化学物質分野

食品安全分野

研究開発分野

医療・経済分野

薬事分野

　　・化学物質のリスク評価

　・家庭用品の安全対策

・毒物・劇物の取締

　　・診療報酬、調剤報酬

　・薬価、材料価格

・薬剤師の職能

　　　　・食品の安全確保

　　・食品添加物、残留農薬、

　容器・包装のリスク管理

　・他省庁の行政分野

　　　　　・医薬品、医療機器、再生医療等製品、

　　　　　　医薬部外品、化粧品の品質・有効性・

　　　　　　安全性の確保

　　　・麻薬・覚せい剤・危険ドラッグ等の取締

　　・献血の推進

　・医薬品の販売制度

・薬剤師国家試験

　　　・医薬品・医療機器、

　　　　再生医療等製品等の

　　　　研究開発の推進

・ライフサイエンス分野の

　研究開発の推進

生命科学のメッセンジャー
　薬系技術職員＊は、薬学、化学、生物学等の基礎知識を背景にして、よりよい日本を築くために、あるいは日々

発生する諸問題に対処するために、他職種や他省庁の職員等と協働しながら、職務に邁進することが期待さ

れています。その活躍分野は意外に広く、薬事行政分野のみならず、研究開発振興、食品安全、化学物質規

制等の多岐の分野に渡っています。

　日本社会には、科学という言語だけでは理解されず、また解決することもできない多数の機微があります。

そのような社会にあって、世の中の感情に流されず、正しい知識を基に判断し、内に外に伝えていくこと。

薬系技術職員には、そんな「メッセンジャー」としての役割もまた、求められています。

「日本社会」のフロンティアへ

＊　厚生労働省における総合職（化学・生物・薬学）の採用は、薬学部の卒業生に限定しているわけではなく、

他学部の方もいらっしゃいますが、主として薬事分野の業務に携わることから、このパンフレットにおいては、

便宜的に「薬系技術職員」と称しています。

5



6

医薬 ・ 生活衛生局内の総括

医薬・生活衛生局 総務課 
　

医薬品による健康被害対策／薬事規制の国際調和を推進する

医薬・生活衛生局 総務課医薬品副作用被害対策室／国際薬事規制室

　医薬 ・ 生活衛生局総務課では、 局内の行政の

総括、 薬剤師 ・ 薬局の関連政策、 医薬品の販売

制度に関する業務等を行っています。

薬剤師行政の企画 ・ 運営

　医薬品が適正に使われるためには、 薬の専門

家である薬剤師の役割が重要であり、 その資質の

向上も重要です。 平成１８年には薬学教育６年制

が開始され、 より高度な知識 ・ 技能を持った薬剤

師の育成が求められています。

　医薬 ・ 生活衛生局総務課では、 薬剤師行政に

関する企画 ・ 立案を行っており、 ６年制の薬学教

育に対応した薬剤師国家試験の在り方の見直し

や資格取得後の薬剤師に対する研修制度の検討、

薬剤師の行政処分及び再教育研修、 医薬品の適

正使用のための啓発活動等の業務を通じて医療

政策の一端を担う業務を行っています。

かかりつけ薬剤師 ・ 薬局の推進

　日本では急速に高齢化が進行しているため、 高

齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができるよう、 住まい・医療・

介護 ・ 予防 ・ 生活支援が一体的に提供される地

域包括ケアシステムの構築を厚生労働省として進

めており、 薬剤師 ・ 薬局もその一翼を担うことが

期待されています。 総務課ではこれらのことが実

現できるよう、 患者の視点に立って薬剤師 ・ 薬局

の関連政策を進めています。

・ 患者のための薬局ビジョン

　かかりつけ薬剤師 ・ 薬局として、 患者の服薬情

報の一元的 ・ 継続的把握や在宅での対応を含む

薬学的管理 ・ 指導などの役割を発揮できるように

するため、 平成 27 年 10 月に 「患者のための薬

局ビジョン」 を策定する等、 かかりつけ薬剤師 ・

薬局に関する取組を進めています。 ビジョンを実

現するための地域の取組を支援する予算事業の

実施など、 自治体と連携しながら患者のための薬

局ビジョンの実現を目指しています。

・ 健康サポート薬局

　かかりつけ薬剤師 ・ 薬局の機能を持ちながら、

地域住民の健康の維持 ・ 増進に積極的に取り組

む薬局を 「健康サポート薬局」 として進める取り

組みを行っています。 平成 28 年 2 月に具体的な

基準等を作成し、 同年 10 月から基準を満たす薬

局は 「健康サポート薬局」 として公表できること

になりました。 「健康サポート薬局」 を全国に広め

るための普及 ・ 啓発にも取り組んでいます。

医薬品を適正に販売するための制度づくり

医薬品は副作用などのリスクが起こり得ること

から、 医薬品が安全に使用できるよう、 薬剤師な

どの専門的な知識を持った者による販売が必要

です。 総務課では、 医薬品の販売制度を担当し、

医薬品が適正に販売されるよう取り組んでいます。

最近の制度改正としては、 平成 26 年に６月に一

般用医薬品のインターネット販売を可能とし、 一

定のルールの下で適正に販売を行うことになりま

した。 このような販売制度の下で適切に医薬品が

販売されているか、 毎年度実態調査を行って確認

しています。 また、 平成 2 ９年１月に発生した偽造

薬の流通事案を受け、 再発防止のために薬局や

卸売販売業者が遵守すべきルールを定めました。

医薬品副作用被害対策室

　医薬品は、 国民の生命や健康を守るために欠

かせないものです。 そのため、 その有効性と安全

性が確保されていなければなりません。 しかし、

その使用にあたって万全の注意を払ってもなお副

作用等の発生を防止できない場合があります。 病

気の治療のために使用した医薬品により、 副作用

や感染などの被害を受けた方に対して給付を行う

ため、 「医薬品副作用被害救済制度」 と 「生物

由来製品感染等被害救済制度」 の二つの公的な

健康被害救済制度があります。 医薬品副作用被

害対策室では、 上記のような医薬品の副作用等

による健康被害を受けた方に対する救済の仕組み

など、 医薬品等の有害な作用による健康被害の

対策を行っています。

国際薬事規制室

　近年、 我が国の薬事規制のレベルは、 審査期

間の短縮、 ドラッグラグの解消等、 飛躍的な向上

を見せたことから、 諸外国から高い評価を得てい

ます。 今後は、 薬事規制に関する我が国の知見

を世界に発信して、 世界のドラッグ／デバイスラグ

の解決、 国際社会の保健衛生の向上に一層貢献

することとしています。

　国際薬事規制室は、 この目的のため平成 28

年に設置されました。 ICH （医薬品規制調和国際

会議） における米国 EU 等との調和ガイドラインの

作成とアジア等への普及、 二国間会議における規

制協力の議論を、 取りまとめ役になって進めてい

ます。 平成 29 年 10 月には、 日米 EU 等の世界

29 か国の薬事規制当局の責任者が集う 「薬事

規制当局サミット」 を京都で主催しました。

　最新の知見に基づき医薬品 ・ 医療機器等の規

制を実施するため、 国際的な規制当局間の協力

は欠かせないものとなっています。 国際薬事規制

室の活動を通じ、 国内外の規制のレベルの向上

が図られています。
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医療機器 ・ 再生医療等製品 ・ 体外診断薬の審査等のとりまとめ

医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課／再生医療等審査管理室
　医療機器は、 身近なものだと体温計やコンタク

トレンズ、 病院で用いられるものになると CT 診断

装置や放射線治療装置があります。 医療機器審

査管理課では、 そのような医療機器や、 インフル

エンザ検査キットに代表される体外診断用医薬品

の有効性 ・ 安全性を確認する審査制度、 製造 ・

流通するために必要な業許可制度に関する業務

を主に行っています。 また、 近年は生きた細胞に

培養等の加工を施して治療などに用いる再生医療

技術の開発が盛んに進められていますが、 そのよ

うな技術を応用した再生医療等製品については再

生医療等製品審査管理室が担当しています。

医療機器等の制度とその取組

　医療機器等は製造から流通までの各段階で製

造業、 製造販売業、 販売 ・ 貸与業、 修理業につ

いての登録 ・ 許可等と、 個別の製品に対する国

の承認等がそれぞれ必要であり、 不具合時の人

体へのリスク分類に応じた要件が設定されていま

す。 また、 医療機器はパソコンなどの他の機械製

品と同様に、 短いサイクルで改善 ・ 改良が行われ

て製品化される場合が多い等、 医薬品と異なる特

性を有しているため、 このような特性を踏まえた制

度が適用されています。 例として、 民間の第三者

機関を活用した認証制度があります。 これはリス

クや新規性の低い医療機器の審査を第三者認証

機関が行うことで、 （独） 医薬品医療機器総合機

構における医療機器の審査の迅速化を図っている

制度です。

　近年では、 国内で開発された医療機器等を世

界に先駆けて承認するための先駆け審査指定制

度等、 革新的な医療機器等への早期アクセスを

実現する制度の整備にも取り組んでいます。

海外まで広がる医療機器制度

　国際関係では、 海外で開発される優れた医療

機器がより早く患者様に届けられるよう、 世界各

国の医療機器規制当局間の会議である IMDRF

（International Medical Device Regulators 

Forum） を通じて、 医療機器規制の国際調和を

図っています。 また、 医療機器制度が類似してい

るアメリカとは、 日米共同治験の円滑化のためＨ

ＢＤ （Harmonization By Doing） を通じて産学官

で連携するとともに、 日米共同治験に関する米国

FDA との間の審査協力を実施するなど、 有効で

安全な医療機器の日米間での導入をスムーズに

するよう努力しています。

再生医療等製品の制度

　再生医療等製品は、 平成 25 年の薬事法改正

で医薬品、 医療機器とは別に新たに定義し、 細

胞に由来する個人差などの特性を踏まえた新たな

承認制度 （条件 ・ 期限付承認制度） を創設しま

した。 改正後の２年半で再生医療関係の治験は、

約 30 品目まで急増しています。 生きた細胞を用

いるため、 感染症や、 発がんに関するリスクも想

定されることから、 定期的な報告や販売先の記録

保存を求めるなどの安全対策上の措置も講じてい

ます。

医薬品等承認審査のとりまとめ

医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課
医薬品等の承認 ・ 審査

　一般的に新医薬品は、 ①開発企業により、 臨床試

験等のデータに基づいた承認申請がなされ、 ②独立

行政法人医薬品医療機器総合機構 （ＰＭＤＡ） におい

て品質 ・ 有効性 ・ 安全性等を審査 ・ 調査し、 ③各分

野の専門家より構成される薬事 ・ 食品衛生審議会に

おいて審議され、 ④厚生労働大臣が承認の可否を決

定します。 医薬品審査管理課ではこれらのうち特に②、

③、 ④に関わる業務を行っており、 審査上の問題点に

対する助言、 既存の制度の活用、 新しい制度の設立

によって、 優れた医薬品を遅滞なく確実に国民に届け

ることができるよう日々取り組んでいます。 ＰＭＤＡとの

緊密な連携、開発企業との様々な調整が求められます。

また、 新医薬品以外にも、 後発医薬品・一般用医薬品・

医薬部外品・化粧品の承認審査等に関する業務を行っ

ています。

新薬の開発促進に向けた取り組み

　医療上の必要性が高いにも関わらず、 患者数が少

なく十分にその研究開発が進んでいない医薬品の研

究開発を振興するため、 「希少疾病用医薬品」

への指定制度があります。 希少疾病用医薬品に

指定されると、 研究開発費の助成や、 優先的な

審査を受けることができます。 医薬品審査管理課

では、 開発企業からの申出を受けてＰＭＤＡと随時

連携を取りながら、 国内患者数 ・ 医療上の必要

性等について一定の基準を満たしている医薬品を

希少疾病用医薬品に指定しています。

海外では承認されている医薬品が日本では承

認されていない 「ドラッグ ・ ラグ」 という問題が指

摘されていました。 この問題に対する取組の一つ

として、 欧米等で承認されているが、 国内では未

承認又は適応外使用の医薬品 （以下 「未承認薬・

適応外薬」 という。） について、 平成 22 年 2 月

より 「医療上必要性の高い未承認薬 ・ 適応外薬

検討会議」 を開催しています。 この会議では学会

や患者団体等から要望された未承認薬 ・ 適応外

薬について、 国内で治療薬がなく致死的な病気で

ある等の観点から医療上の必要性を評価し、 必

要性が高いものは国から企業に開発を要請し、 未

承認薬 ・ 適応外薬の開発を促進させており、 医

療現場が求める医薬品を早期に使用できるように

取組みを進めています。

ドラッグ ・ ラグの解消から更に一歩進んで、 平

成 27 年からは、 世界に先駆けて日本で開発され、

早期の開発段階で著明な有効性が見込まれる画

期的な医薬品の審査期間を通常の半分にするな

ど、 各種支援により早期の実用化を目指す 「先

駆け審査指定制度」 を実施してきました。 平成

30 年には、 世界に先駆けて日本で承認された先

駆け審査指定医薬品第１号が登場し、 今後も革新

的な医薬品が登場する見込みです。

さらに、 平成 29 年には、 患者数が少ない等

の理由で、 検証的臨床試験の実施が困難な医薬

品や有効な治療方法が乏しい重篤な疾患を対象

とした医薬品について、 一定の有効性、 安全性を

確認した上で、 市販後に有効性、 安全性の再確

認等のために必要な調査等の実施について承認

条件を付して、 早期承認を目指す 「条件付き早

期承認制度」 を導入しました。

革新的な医薬品については、 今後もこのような

制度を活用して早期実用化を目指していきます。

再生医療等製品　　　医療機器
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医薬品等の監視指導と薬物の乱用対策

医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課

医薬品等の監視指導

　医薬品、 医療機器及び再生医療等製品等 （医

薬品等） が適切に使用されるには、 個別の製品

の品質 ・ 有効性 ・ 安全性に加え、 適切な情報提

供や販売方法の確保等が必要です。 そのため、

監視指導 ・ 麻薬対策課では各都道府県の薬事監

視員や医薬品医療機器総合機構等と連携して、

必要な指導取締 （薬事監視） を行っています。

　具体的には、 製造管理 ・ 品質管理基準が遵守

されて製造が行われているか、 添付文書や容器の

表示 ・ 記載事項に不正がないか、 薬局及びドラッ

グストアでの薬剤師や登録販売者による情報提供

や管理等が適切に行われているか、 消費者に誤

解を招く広告が行われていないか等、 様々な観点

から指導取締を実施しています。 また、 品質不良

や不正表示等が判明した場合には、 企業に当該

製品の回収を指導しています。

　なお、 個別の製品や企業等に対する指導取締

は、 各都道府県において実施しており、 監視指導・

麻薬対策課では全国の都道府県で統一の基準で

行われる指導取締に必要な基準作成や、 都道府

県間の調整を行っています。

麻薬等薬物の乱用対策

　薬物５法で厳しく規制されている麻薬 ・ 向精神

薬 ・ 覚醒剤 ・ 大麻等の乱用を防止するため、 徹

底した取締と予防啓発に係る企画立案を実施して

います。 違法薬物の多くは海外から密輸されます

が、 その取締りについて、 地方厚生局麻薬取締

部の麻薬取締官、 都道府県の麻薬取締員と連携

して、 指導監督 ・ 捜査等の実施を、 また予防啓

発については、 全ての小学６年生の保護者等に啓

発読本の配布等を、 また地域における啓発として

「ダメ。 ゼッタイ。」 普及運動等を進めています。

　「がん対策基本法」 において緩和医療の促進

が求められており、 緩和ケアが診断の時から適切

に提供されるようにすることなどが規定されていま

す。 その中で、 がん患者の疼痛緩和を促進するた

め、医療用麻薬の適正な管理・使用促進に向けて、

講習会、 医療用麻薬適正使用ガイダンス等の作

成 ・ 配布を実施しています。

　また、 危険ドラッグ （合法ハーブ等と称して販

売される薬物） の乱用防止のため、 乱用のおそ

れのある物質を特定し、 医薬品医療機器法上の

指定薬物として指定することにより、 その所持 ・ 使

用 ・ 購入 ・ 製造 ・ 輸入販売等を規制しています。

　なお、 本対策に関する業務のうち、 麻薬 ・ 覚

醒剤等の捜査に関する業務は、 地方厚生局採用

の麻薬取締官が担っています。

医薬品等の安全性の確保

　医薬品、 医療機器及び再生医療等製品等 （医

薬品等） は、 治験等のデータに基づき、 厚生労

働大臣等の承認を経て製造販売されます。 しかし、

市販後、 投与される患者について、 年齢、 既往歴、

併用薬等は一様で無く、 使用数も格段に増加する

ことから、 市販後新たに副作用等が明らかとなる

ことは珍しくなく、 医薬品等の安全性情報の収集

と安全対策は、 医薬品を適正に使用するにあたり

重要な役割を担っています。

　 医 薬 品 等 の 安 全 性 情 報 の 収 集 を 行 う た

め、 医薬品医療機器法 （薬機法） や Good 

Pharmacovigilance Practice （GVP） 省 令 は、

医薬品等を製造販売する企業に対して、 国内外

の副作用等の発現情報、 医薬品等の安全性に関

する研究報告、 海外規制当局による措置等を収

集し、 厚生労働省へ報告することやその体制を構

築することを義務づけています。 さらに、薬機法は、

医師 ・ 薬剤師等にも、 副作用等の情報を厚生労

働省に報告することを求めています。

　厚生労働省は、 独立行政法人医薬品医療機器

総合機構 （PMDA） と連携し、 専門家の意見を

聞きながら集積された情報を分析し、 安全対策が

必要な場合は、 医薬品等の添付文書の改訂を企

業に指示している他、 緊急対策が必要な場合に

は緊急安全性情報 （イエローレター） ・ 安全性速

報 （ブルーレター） を発出するよう企業へ指示す

るなど、 様々な措置を講じています。

　また、 厚生労働省は、 このような安全対策上の

措置について、 医薬品等を使用する方への情報

提供も行っています。 例えば医療関係者には、 情

報誌 「医薬品 ・ 医療機器等安全性情報」 の発

行や、 予測 ・ 予防型の安全対策に資する 「重篤

副作用疾患別対応マニュアル」 の改定 ・ 更新、

メール配信サービス 「PMDA メディナビ」 を通じ

た情報提供を行っているほか、 また患者に対して

は、 患者用添付文書である 「患者向け医薬品ガ

イド」 の作成などを通じて、 医薬品等の安全性に

ついて多くの方に知っていただくよう努めています。

次世代の安全対策を目指して

　副作用等報告の制度では、 医薬品等の使用者

数を把握できない、 副作用等の発現頻度を他剤

等と比較できないといった限界があります。 これ

らの問題を解決するため、 大規模データベースを

用いた市販後安全対策の政策を推進しています。

「医療情報データベース （MID-NET） 推進事業」

においては、 10 拠点 23 病院に医療情報データ

ベース、 PMDA に情報分析システムを構築してお

り、 平成 30 年４月よりシステムの本格的な運用

を開始しました。 本事業により一層、 エビデンス

に基づいた市販後安全対策を推進していきます。

副作用被害者の救済

　医薬品の副作用等による健康被害を受けた方

を救済するための制度として、 「医薬品副作用被

害救済制度」、 「生物由来製品感染等被害救済制

度」 があります （副作用被害対策室の業務紹介

参照）。 この制度を運用する PMDA は、 健康被

害を受けた本人又はその遺族等からの治療費等

の給付請求に対する給付の可否を決定するに際し

て、その健康被害が医薬品の副作用によるものか、

医薬品が適正な目的で正しく使用されたかなどの

医学薬学的判断について、 厚生労働省に申し出

ることとなっており、 医薬安全対策課は、 この申し

出に基づき、 薬事 ・ 食品衛生審議会 （副作用 ・

感染症被害判定部会） の意見を聞き、 PMDA に

回答しています。 このような制度の運用により、 副

作用等の被害をうけた方を救済する取り組みも行

っています。

医薬品、 医療機器及び再生医療等製品等の安全を守る

医薬・生活衛生局 医薬安全対策課

ドラッグストア

�������������������������������������

厚生労働省

ひと、くらし、みらいのために

�������������������������������������医薬品・医療機器等安全性情報報告制度

※「PMDA 安全第一部情報管理課」へ報告して下さい※「PMDA 安全第一部情報管理課」へ報告して下さい

�������������������

�������������
�������������������

�������������
当該報告は医薬関係者の
義務です（医薬品医療機
器法 第68条の10第2項）

医薬部外品および化粧品
についても報告対象です

既知・因果関係が不明な
場合でもご報告ください

報告用紙はインターネットで入手できます報告用紙はインターネットで入手できます
http://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html

FAXによる報告

0120-395-390

郵送による報告 電子メールによる報告

〒100-0013

東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル anzensei-hokoku@pmda.go.jp

安全
安心

報告報告

医薬品・医療機器・再生医療等製品等による
　　副作用・感染症・不具合について報告してください
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産業や日常生活に必要不可欠な化学物質の安全対策

医薬・生活衛生局 化学物質安全対策室
　化学物質安全対策室は産業的に生産される化

学物質による、 人への健康被害を防ぐことを目的

としています。

産業的に生産される化学物質は化粧品や洗剤

などの日用品から、 皆さんがよく使うスマートフォ

ンなどの電子機器に至るまで様々な製品に使われ

ており、 便利で豊かな生活に貢献しています。 そ

の一方で、 人工的に作られた化学物質の中には

人体や生態系に有害な影響を及ぼすものがあるた

め、 適切に管理し十分な安全対策をとることが必

要とされます。

化学産業による恩恵を維持していくためにも、

当室では以下の 3 つのアプローチにより化学物質

の安全な利用を目指しています。

製造 ・ 輸入される化学物質の管理

　DDT というかつて広く使われていた農薬が生

物濃縮により魚や鳥などから、 高濃度で検出され

たという話をご存じの方は多いのではないでしょう

か。 このように化学物質には環境中で分解されず

に残り、 生態系に影響を与えたり食物などを通し

て人体に蓄積し疾患を引き起こしたりするものがあ

ります。 当室はその様な性質を持つ化学物質を管

理し、 環境を介した健康被害が起こることを防ぐ

ため、 国内で製造または輸入される化学物質の

難分解性 ・ 高蓄積性 ・ 長期毒性、 そしてその管

理体制や環境への影響度などを審査し、 必要に

応じて規制または生産量を制限するなどの処置を

とっています。

毒物 ・ 劇物に関する安全対策

　塩酸や硫酸などの人体に対して強い毒性を持つ

指示を出しています。

家庭用品の安全対策

家庭用品に含まれる化学物質は、 産業的に生産

される化学物質の中で最も身近な物であるため、

その分、 健康被害が生じるリスクが大きいと言え

ます。 そのため保健衛生上の見地から衣類等の

繊維製品、 洗剤、 殺虫剤などの家庭用品に含ま

れる特定の化学物質について、 安全性データに基

づき含有量の基準を設定しています。 また科学技

術の発展により古くなった家庭用品の検査技術に

ついては、 その更新に取り組んでいます。 なお検

査により基準違反の製品が見つかった場合は、 問

題製品の回収命令を出し、 事業者に対する立ち

入り検査をするなどの対応をとっています。

化学物質も、 産業には不可欠なものです。 当

室は日常的に流通している化学物質のうち、 そ

の取扱いに注意を要するものについて、 主に急

性毒性情報をもとに、 毒物 ・ 劇物に指定し、 製

造 ・ 輸入から使用まで、 流通の各段階で必要

な安全対策を実施しています。 新たな毒劇物の

指定は、 毒性試験の結果や国際的な規制動向

を踏まえて行います。 また、 事故や災害で毒劇

物が流出したり、 事件に毒劇物が使われたりし

た際には、 自治体を通じて情報収集し、 適宜

血液事業

　「血液事業」 は善意の献血者を募り、 採血を行

い、 その血液から血液製剤を製造し、 必要とする

患者さんに提供する一連の事業です。 この事業を

進めるに当たっては 「安全な血液製剤の安定供

給の確保等に関する法律（血液法）」において、国、

地方公共団体、 採血事業者、 製造販売業者等及

び医療関係者が、 それぞれの責務を果たしつつ、

安全性の向上、 国内自給原則、 安定供給確保、

適正使用の推進、 公正の確保及び透明性の向上

といった法の基本理念の実現に向けた取組を進め

ることとされています。 血液事業の運営状況につ

いては、 定期的に薬事 ・ 食品衛生審議会薬事分

科会血液事業部会に報告し、 施策の策定 ・ 実施

に当たっての透明性の確保、 さらに献血者の善意

に応え、 国民の理解と協力を得られるよう積極的

に情報を公開することにより、 血液事業の円滑な

実施に向けた取組を行っています。

血液事業の安全対策

　血液製剤は、 人由来の血液を原料とするという

性質上、 有限で貴重なものであると同時に、 血液

を介して感染する病原体が混入するリスクを完全

には否定できないため、 血液の採取、 製造、 供

給から使用に至るまで様々な安全対策が実施され

ています。 例えば、 血液製剤による感染が疑わ

れる事例が発生した場合には、 遡及調査を行い、

速やかに回収等の措置がとれるようになっていま

す。 また、 遺伝子組換え製剤等の 「血液製剤と

代替性のある医薬品又は再生医療等製品」 につ

いても安全性の確保の向上や適正使用の推進を

目的とした施策を実施しています。

血液製剤の安定供給

　血液法の基本理念では、 倫理性、 国際的公平

性等の観点から、 国内で使用される血液製剤が

原則として国内で行われる献血により得られた血

液を原料として製造される体制の構築を目指すこ

ととされています。 また、 医療現場の需要に的確

に応えられるよう、 血液製剤を安定的に供給する

体制を整備しています。

　献血推進について

　献血は、 今後の少子化の進展による献血可能

人口の減少及び高齢化に伴った輸血医療の増加

を考えると、 血液製剤の適正使用を進める一方、

将来の献血を支えていただける方々、 とりわけ、

若年層の方々に対する対策が重要となっています。

　このことから、 小中学生を対象としたキッズ献血

（模擬献血）、 中学生向けに血液全般の知識の普

及を目的としたポスターの配布、 高校生向けの献

血普及啓発テキストの作成など、 若年層に向けた

血液全般の知識の普及 ・ 啓発を行っています。

血液製剤 ・ ワクチンの安定供給の確保

医薬・生活衛生局 血液対策課
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かかりつけ薬剤師・薬局の業務を評価するなど、

適正な医療保険制度のための医薬品行政

保険局 医療課／医政局 経済課
保険局医療課、 調査課

　日本では、 すべての国民がいずれかの公的医

療保険制度に加入することにより、 いつでも安心

して適正な医療を受けることができる皆保険制度

がとられており、 このことが国民の健康保持と国

民生活の安定に大きな役割を果たしています。

　保険局に配属された薬系職員は、 医薬品等に

対する専門性を活かし、 薬価の算定や診療報酬 ・

調剤報酬の改定などを通し、 医療保険行政の企

画立案を担っています。

　医療保険制度の下では、 診療行為や医薬品の

価格は、 ほとんどが個別に定められており、 より

その時代に即した医療保険財源の配分が行われ

るよう、 原則として、 二年に一度、 見直されてい

ます。

　薬価制度については、 革新的な医薬品を高く評

価しつつ、 後発品が上市された医薬品の価格を

見直すなど、 国民皆保険を持続しつつ、 新薬開

発のイノベーションの推進につながるよう定められ

ています。

　一方、 調剤報酬では、 かかりつけ薬剤師 ・ 薬

局の業務を評価するなど、 患者に対する薬物療法

の有効性 ・ 安全性を確保する観点で見直しを進

めています。

　また、 保険局の薬系職員は、 統計調査を担当

しており、 数理的な見地からも医療保険行政に貢

献しています。 電算化された診療報酬明細書 ・ 調

剤報酬明細書の情報を活用し、 医療費の動向の

分析を行っており、 その結果は、 診療報酬 ・ 調剤

報酬の改定、 医療費適正化計画など各種施策の

ための基礎資料として活用されています。

医政局経済課

　医政局経済課は、 医薬品 ・ 医療機器等の安

定供給、 業界振興等を目的とし、 医療のイノベー

ションを担うベンチャー企業を含め、 業界の意見

を適切な形で政策に反映する役割等を担っていま

す。 医薬品 ・ 医療機器は、 患者が存在する限り、

持続的開発及び供給が求められますが、 開発に

は莫大な費用を要するため実現が困難な場合が

あります。 医薬品等の医療保険上の価格は、 実

際の販売価格にも影響を及ぼし企業の経営に直

結するため、 患者負担とともに、 企業の供給実現

性からも検討するべきものです。 医政局経済課の

薬系技官は、 必要な医薬品等の持続的開発等に

資するため、 企業の意見を聞き、 薬学的 ・ 医学

的観点から臨床上の位置付け等について検討し、

妥当な範囲で価格が設定されるよう、 適宜企業に

対し必要な助言を行うとともに、 保険局との調整

を行っています。

　また、 医療保険上の価格が決定された後も、

供給実現性の観点からの意見を聴取しています。

医療機器のうち、 カテーテル等の 「特定保険医

療材料」 の価格は、 類似したものについてまとめ

て設定されていますが、 不採算等の理由で企業か

ら要望のあった品目について、 販売実態、 医療

上の必要性を検討し、 個別の価格を新たに設定

するべきものを選定しています。医薬品についても、

企業の要望を受け、 妥当な薬価に再算定するべ

きものを選定しています。 その他、 原料不足によ

る医薬品等の欠品に係る相談に応じる等、 安定的

流通に係る施策にも関与しています。

　近年、 食にまつわる様々な事柄 があったことか

ら、 食の 「安全」 や 「安心」 についての国民の

関心が高まっており、 行政に対するニーズも大きく

なっています。 意外に思われるかもしれませんが、

私たち薬学系技官も食品の安全を担う一員であ

り、 食品衛生法に基づく食品、 添加物等の規格

や基準を策定することを通じて、 食品の安全性の

確保に取り組んでいます。

リスク分析による食品安全行政

　経済のグローバル化をはじめとする社会情勢の

変化や、 科学技術の発展によるバイオテクノロジー

などの生産技術の導入により、 食品の分野に大き

な変化がもたらされました。 その結果、 多種多様

な食品が流通するようになりましたが、 遺伝子組

換え食品やＢＳＥなどのこれまでになかった事柄が

問題として浮上してくるようになりました。

　このような問題に対処するために、 平成１５年に

食品安全基本法が制定され、 また、 食品衛生法

も制定以来といわれるような大きな改正が行われ

ました。 この際に、 「リスク評価」、 「リスク管理」、

そして 「リスクコミュニケーション」 の３つの柱から

構成される 「リスク分析」 の手法が取り入れられ、

現在の食品安全行政の新しい枠組みが出来上が

りました。

食品安全委員会と厚労省の役割

　この新しい枠組みの中で、 食品安全基本法の

制定により新しく設立された食品安全委員会が「リ

スク評価」 を、 厚生労働省が 「リスク管理」 を 、

そして両者で協力して 「リスクコミュニケーション」

を担っていくこととなりました。

　残留農薬や食品添加物といった生産の過程で

に基づいた、 専門家による客観的でかつ公正中

立な評価が行われます。

　厚生労働省では、 食品安全委員会によるリスク

評価の結果を踏まえ、 薬事 ・ 食品衛生審議会の

専門家の意見を聴いた上で規格や基準の策定な

どを通じたリスクの管理措置 を決定して実施して

います。

　また、 食品安全委員会と厚生労働省は、 リスク

評価の結果やリスク管理の手法について、 国民と

の双方向の対話を行うために、 消費者や食品事

業者、 行政機関の間での相互の情報や意見の交

換を協力して行っています。

「安心」 できる食生活のための礎を築く

食品基準審査課／内閣府 食品安全委員会事務局

意図的に使用される物質や、 カビ毒

や土壌中の重金属などの環境中から

非意図的に移行してくる汚染物質など

について、 食品の安全性を確保する

ための対策を行う場合には、 まずは

対象となるものが食品を介してヒトの

健康にどのような影響 （リスク） をも

たらすかを評価しなければなりません。

食品安全委員会では、 科学的な知見



11

その他の業務・部署について
　薬系技術職員は、 厚生労働省にとどまらず、 他

省庁や国際機関などへ出向し、 幅広い分野で活

躍して、 経験を積む機会に恵まれています。

　これらの業務は、 厚生労働省の業務と相互に

関係し合っていることが多いですが、 厚生労働省

の業務とは直接的には関係しない場合であっても、

行政の仕事をしていく上での新たな気づきを得る

ことができます。 いずれの業務でも、 薬系技術職

員ならではの幅広い知識と経験、 総合力が必要

なものばかりです。

　また、 他の組織の職員の仕事の方法を学べる

こと、 他の組織から厚生労働省という組織を客観

的に見る機会が与えられていることにより、 今後の

厚生労働行政のコンサルテーション能力を養うこ

とにもなります。

－主な出向先－ （平成 30 年１月１日現在）

＜官公庁＞

　○内閣官房　事態対処 ・ 危機管理担当

　　　　　　　健康 ・ 医療戦略室

　　　　　　　新型インフルエンザ等対策室

　　　　　　　日本経済再生総合事務局

　○内閣府　

　　　食品安全委員会事務局

　　　総合科学技術 ・ イノベーション会議事務局

　○総務省　

　　　情報公開 ・ 個人情報保護審査会事務局

　○環境省　環境保健部

　　　　　　水 ・ 大気環境局

　○消費者庁

　○文部科学省　研究振興局

　○人事院　人材局

　○防衛省　人事教育局

　○経済産業省　

　　　　　商務情報政策局　生物化学産業課

　○外務省　経済局　国際貿易課

　○国立医薬品食品衛生研究所

　○富山県庁、 福岡県庁

　○国立研究開発法人国立がん研究センター　

　○国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

　○独立行政法人医薬品医療機器総合機構　　

　　（PMDA）

　○国立研究開発法人医薬基盤 ・ 健康 ・ 栄養研

　　究所

　○国立研究開発法人日本医療研究開発機構　

　　（AMED）

＜在外公館 ・ 国際機関＞

　○在ウィーン国際機関日本政府代表部

　○在インドネシア日本大使館

　○在マレーシア日本大使館

　○ WHO 本部事務局

　○欧州医薬品庁 （EMA）

＜民間企業 ・ 大学等＞

　○社会保険診療報酬支払基金

　○株式会社　産業革新機構

　○大阪市立大学医学部付属病院

　○長崎大学病院

　○京都大学 iPS 細胞研究所　　　等

医薬品等の研究開発振興

大臣官房 厚生科学課／医政局 研究開発振興課
医政局研究開発振興課

　医薬品や医療機器等は、 国民の保健衛生の向

上に欠かせません。 しかしながら、 医薬品や医療

機器等の開発には多大なる時間と費用を要し、 開

発の成功確率は極めて低いものです。 このため、

医政局研究開発振興課では、 医薬品や医療機器

等の研究開発の振興を行っています。

　例えば、 国立研究開発法人日本医療研究開発

機構 （ＡＭＥＤ） を通じて、 革新的な医薬品や医

療機器等の臨床研究 ・ 医師主導治験や医薬品開

発を迅速化 ・ 効率化するための創薬基盤技術の

開発、 産学官共同創薬研究プロジェクト （ＧＡＰＦ

ＲＥＥ） などの支援を行っています。 有望な基礎研

究の成果が着実に実用化へ繋がるよう、 AMED

や文部科学省、 経済産業省と連携しています。 最

近では、 国際水準の臨床研究や医師主導治験の

中心的な役割を担う病院として、 「臨床研究中核

病院」 が医療法上位置づけられ、 平成 27 年４

月から施行されています。 また、 医薬品医療機器

法の承認が得られていない医薬品等の使用を伴

う先進的な医療技術を評価する先進医療を担当し

ています。 一方で、 医学系研究の適正化に係る

取り組みとしては、 これまでの 「人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針」 に加え、 「臨床研究

法」 が平成 30 年４月に施行され、 臨床研究にお

ける手続きなどが法律で定められてました。 これら

の取組み及び制度の適正な運用を通じて、 被験

者の安全を担保しつつ、 最先端の医薬品や医療

機器等を国民に迅速に提供することを目指します。

大臣官房厚生科学課

　大臣官房厚生科学課では、 １） 厚生労働行政

における科学技術の推進と普及を進め、 最先端

の研究の成果を活用して安全 ・ 安心で質の高い

健康生活の実現に貢献すること、 ２） 健康に対す

る脅威に迅速に対応して国民生活を守ること、 こ

の二つの大きな使命を果たすため、 国立試験研

究機関を所管し、 省内における科学技術の総合

的な企画調整等を行っています。 厚生科学課の

薬系職員は、 医系など他職種の職員との協力の

下、 保健医療にイノベーションをもたらすと考えら

れる人工知能や、 大学等で生み出された実用化

の可能性が高い創薬シーズを対象として探索研究

から前臨床開発までを支援する創薬支援ネットワ

ークに関する業務などに携わっています。
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　いわずと知れたことですが、古今東西、「食」
は生命と健康の源で、すべての人になくては
ならないもの。その安全は必要不可欠な、重
要課題であり、それ故、多くの消費者の方も
高い関心をもっています。
　同時に、「食」は私たちの生活の中で、暮
らしを彩り、豊かにもしてくれます。みなさ
んも多かれ少なかれ、大好物の食べ物や苦手
な食材があるでしょう。仲間や家族とともに
する食事、旅先で出会う美味・珍味。誰しも、
特別な食いしん坊でなくても、日々、食を味
わい、楽しんでいます。「五臓六腑にしみわ
たる」なんて言葉がありますが、美味しいも
のを食べた時の気持ちが伝わってきます。こ
んな瞬間のためにも、食の安全と安心が大前
提です。
　一方で、私たちや「食」をとりまく社会は、
刻々、変化しています。科学技術の進歩によ
り、生産や流通のあり方が変化し、多様化・
複雑化しています。日常、私たちが何気に食
べている食品ですが、実は、そこに至るまで
には、品種改良、栽培・収穫から輸送、製造、
加工、調理、流通・小売といった過程で、様々
な工夫や技術が導入され、またそれらが日々、
進化しています。
　美味しいもの、便利なものを求めて消費者
の嗜好や選択も変わっていきます。もちろん、
食をめぐる事件や事故も発生します。不注意

や管理不徹底によるものもあれば、これまで
の経験では想定できないような事案に直面す
ることもあります。食品に含まれる成分に関
して、これまで知られていなかったような新
たな科学的知見も出てきます。
　さらに、グローバル化・ボーダレス化によ
り世界中の様々な食材を日本にいながらにし
て食べることができるようになってきていま
す。昨年の TPP 大筋合意の報道などでもわ
かるように、食材（農産物、畜産物等）の輸
出入は国家間貿易の大きな位置を占め、諸外
国も我が国も自国産の食材を各国へ輸出しよ
うと力を注いでいます。
　このように社会と食をめぐる環境が常に変
化する中、私たちは、「食の安全安心」を守
るため、最新の科学的知見に基づき、食品安
全委員会、農林水産省、消費者庁といった関
係省庁とも連携して取り組んでいます。
　具体にどんなことを？　どんなふうに？と
興味がわいた方は、ぜひ、説明会などでお尋
ねください。
　ちなみに、私は入省以来、食品安全以外に
も、ダイオキシンや内分泌かく乱物質といっ
た化学物質対策（国際レベルで議論）、化粧
品・部外品の審査（製品数や成分数の多さに
驚き）、医薬品や医療機器の品質マネジメン
ト（今やグローバル流通網の中でシステム管
理は必須）、麻薬・薬物対策（大麻やハーブ

の蔓延に直面）、審査管理（薬の審査のあり
方検討）、新薬審査（循環器系やアルツハイ
マー病といった領域を担当）、OTC 薬の販売
制度（薬局・薬店での売り方を整備）、薬剤師・
薬局や薬学教育のあり方（薬学 6 年制の一
期生輩出の頃でした）など、いろいろな分野
を経験してきました。環境省に出向して地球
環境を担当した時代もありますし、PMDA（医
薬品医療機器総合機構）で企画調整や国際担
当の仕事をしたこともあります。
　月並みな表現ですが、どの部署でも仕事は
決して楽ではなく、試行錯誤の連続。子ども
がうまれてからは、さらにどたばたの毎日。
それでも、いろいろな職種の仲間たちと、変
化する社会を感じながら、やるべきことに向
き合っていると、見えてくるものがあります。
もちろん仕事の内容はそれぞれで異なり、新
たな部署に配属されるたびに学ぶことも多い
のですが、どこであっても、職場には人や社
会のために取り組むという気持ちが溢れてい
ます。そして、共通して、「科学」と「グロー
バル化」が深く関係しています。
　今、みなさんが活躍できる仕事は世の中に
たくさんあると思います。いろいろな仕事を
吟味し、研究していただき、その上で、厚生
労働省の仕事がおもしろそうだ、と感じる方
は、臆さず、挑戦してみてください。

刻々と変化する社会、 進歩する科学技術、 その中で

先輩からのメッセージ

医薬 ・ 生活衛生局医薬品審査管理課長

山本　史

昭和 63 年入省
平成 21 年 7 月　医薬食品局総務課薬事企画官
平成 24 年 9 月　（独）医薬品医療機器総合機構新薬第二部長
平成 26 年 8 月　医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査管理課長
平成 29 年７月　現職
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刻々と変化する社会、 進歩する科学技術、 その中で

　研究開発振興課は平成 6 年の 7 月に設置
された比較的新しい部署です。国民の生活に
係わる社会福祉、社会保障、公衆衛生、労働
環境整備等を所管している厚生労働省として
は珍しい産業育成・研究振興を担当する部署
です。平成6年4月に厚生省（当時）に入省し、
設置されて間もない研究開発振興課に配属さ
れてから今回の研究開発振興課への異動で 3
回目の着任となりました。
　平成 6 年当時は、薬務局（当時）に属し
ていた研究開発振興課では、日本薬局方をは
じめとする医薬品の規格基準、遺伝子治療や
平成 5 年の薬事法改正により導入された希
少疾病用医薬品等の指定等を担当しました。
　2 度目に研究開発振興課に着任したときに
は、医薬品・医療機器の研究開発のための研
究費の運用の他、臨床研究指針やヒト幹細胞
研究指針など臨床研究に係るルールの運用や
統合医療・伝統医療の ISO 化、スーパー特
区（他省庁連携大型研究事業）、未承認薬・
適応外薬解消のための基金の創設などを担当
しました。

　平成 27 年 10 月、3 度目に研究開発振興
課に異動してきたわけですが、平成 26 年
11 月に施行された再生医療新法を担当する
再生医療等研究推進室、電子カルテなどの医
療 IT を担当する医療技術情報推進室も併設
され、自身が担当する治験推進室を合わせて
3 室体制となっており、2 度目の着任時より
大幅に業務・体制が拡大しています。現在、
当課では社会問題化した研究不正に対する臨
床研究の法制化や平成 27 年 4 月より施行さ
れた改正医療法に基づく「臨床研究中核病院」
の指定等に取り組んでいます。
　人によって配属される部署はまちまちです
が、研究開発振興課の他に、医療機器の安全
対策、薬剤師法や薬局に係る制度運用（医薬
分業の推進を含む）、医薬品医療機器総合機
構（PMDA）において新薬・医療機器の審査
を担当したほか、薬価や調剤報酬の改定業務、
科学技術庁（当時）に出向して科学技術の国
際協力に従事するなど、医薬品等の開発、承
認、保険償還、市販後安全対策を中心に担当
してきました。こうした医薬品や医療機器の

研究段階から実用化までの一連のプロセスを
理解できたメリットを生かして、優れた医薬
品・医療機器を一日も早く、国民の手に届く
ようにするための枠組み・環境の整備のため
に、何が今問題なのか、どのような仕組みを
作ることで更なる活性化が図られるのか、関
係学会・業界との意見交換や患者団体からの
要望なども踏まえ、課室内での忌憚ないディ
スカッションを通じて新たな施策制度の検討
を進めています。
　皆さんが、厚生労働省の職員としてどの部
署に配属されるかはわかりませんが、どの部
署であってもその道を究めることで、国民の
生活の向上に貢献できることは間違いあり
ません。外からは見えない、実社会の複雑な
権益構造や技術的、人的物的問題など、一筋
縄ではいかない課題を一つ一つ丁寧に紐解い
て、将来の日本の未来を創造していく仕事に
若い優秀なあなたの力を賭けてみませんか。
熱意と誠意のある有志の参画を心より期待し
ています。

熱意と誠意で日本の未来に貢献しませんか？
医政局研究開発振興課治験推進室長

井本　昌克

平成 6 年入省
平成 22 年 8 月　（独）医薬品医療機器総合機構医療機器審査第三部審査役
平成 24 年 9 月　保険局医療課長補佐
平成 26 年 9 月　医薬食品局審査管理課長補佐
平成 27 年 10 月　現職
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　大学院の修士課程を修了後、厚生省に入省し、１５
年間ほど勤務しています。再生医療や医療用ロボット
などの最新の技術が次々実用化されていくのを間近で
見て、そこに深く関わる刺激的な毎日です。当時大学
で学んだ薬学や分子生物学の知識は、これらの新しい
製品を理解したり、医学薬学上の新たな知見や情報を
自分なりに解釈したりするのに役立っており、仕事を
行う上での土台になっています。
　入省後最初に担当したのは麻薬対策。その後およそ
２年ごとに部署を異動して、医薬品の販売業、血液行

政、食中毒対策、国際案件、医療機器規制などを経験
しました。その後、欧州での短期研修、在外公館での
勤務、経済産業省への出向などを経て、再び医療機器
や再生医療等製品などの承認審査の業務に就いていま
す。違う職場文化に触れ、外から厚生労働省を見る機
会が何度かあったことは、視野を広げる貴重な経験で
した。
　行政機関での主な仕事は制度を作り環境を整える
こととそれらを運用することにあります。現在所属し
ている医療機器審査管理課では、科学的な審査を行う

（独）医薬品医療機器総合機構 (PMDA) と連携して、新
しい製品や有効性の高い治療法が迅速に医療現場に導入
され、安全に使用できるように、あらゆる手段を使って
物事を進めるのが仕事です。医療機器、体外診断用医薬
品及び再生医療等製品の承認審査を適切に行うことはも
とより、先を見て実用化までの段取りを整えたり、外部
の専門家に調査研究を依頼し、製品の評価に使うガイダ
ンスを作成したり、患者さんや医療現場、メーカーなど
様々な関係者の間の意見調整を行ってルールを定めたり
しています。
　業務の一つとして、医療上必要性が高いにも関わらず、
日本で未承認のままの医療機器等の国内導入を促す、と
いうものがあります。こういった問題の解決策を考える
のが仕事です。これまでに、学会などの要望を伺って、
医療の現場で求められている未承認の製品を特定・選定
して開発の公募や要請をする仕組みを作りました。さら
に、経済的なアプローチとして、公的医療保険の担当部
署でも検討してもらい、公募に応じて開発された製品を
価格算定の際に特例として扱う方針が示されたところで
す。現状を良い方向に変えるための大きな前進です。
環境を整えるというのは、未来を想像して、道筋を整え
るために今の時点で必要なアクションを起こすというこ
とです。そのためには医療現場、企業、研究者の動向さ
らには国民の期待や海外の状況など世の中の動きを把握
して、関係者の意見をよく聞いて方針を立てる必要があ
ります。このため、普段の業務で様々な分野の第一線で
活躍されている方々と直接お会いし、話をする機会も多
く、これが行政官の仕事の魅力の一つと考えています。
様々な考え方を持った素晴らしい先輩や同僚とともに、
どうしたら世の中が良くなるのかを考えていく、そんな
仕事です。そこにやり甲斐がありそうと感じたら、是非
厚生労働省を訪問してみてください。

広い視野を持って 

　現在の私の業務にも関係しますが、医薬品行政
の分野には 1886 年に制定された『日本薬局方』
という医薬品の品質を確保するための規格基準書
があります。（大日本帝国憲法よりも早く制定さ
れたものです。）制定当時である明治時代と今で
は、医薬品に求められる水準も科学的な知見も大
きく異なります。こうした規格基準書であっても、
歴史に安住することなく、その時代時代において
絶えず変化する医薬品を取り巻く環境に対応し、
将来的な世の中の動きも想定しながら、新たな医

薬品への対応や国際的な規格調和、最新の科学的
知見を取り入れるなどの改訂により、医薬品の品
質の確保、ひいては国民の健康を守るためのたゆ
まぬ努力が続けられています。
　厚生労働省の仕事は、国民生活に密着している
分、批判されることも多く、決して華やかなもの
でも楽なものでもありませんが、どの業務も「国
民の健康を守っている」と自信を持って言えるや
りがいのある仕事です。是非厚生労働省の門を叩
いてみてください。

　平成 14 年に厚生労働省に入省し、はや 16 年
が経過しました。以来、約２年ごとに部署を異動
して、これまで、医薬品の再評価や販売制度、薬
学教育、科学技術振興、食品安全、医療機器の安
全対策などの業務に携わったほか、在外公館に勤
務する機会もあり、新興国の保健衛生、貧困対策
分野への経済協力も経験してきました。現在は、
医薬品、医薬部外品、化粧品といった日常生活に
密着した様々な製品が世の中に出て行く過程の承
認審査や規格基準の制定に携わっています。これ
だけでも薬系技術職員の業務範囲が多岐に亘って
いることが分かると思いますが、これも実際に配
属される部署のごく一部になります。
　厚生労働行政は、国民生活に広く深く関わって
おり、国民のニーズも様々です。これに加え、医
薬品等の分野においては、製品の多様化、製造・
流通のグローバル化が進んでおり、科学的な知見
も絶えず変化しています。行政には一定の継続性
が求められる一方で、状況の変化による制度面で
の不都合が生じることもあります。行政の一つ一
つの判断は国民生活や医薬品等の品質、有効性、
安全性に大きな影響を与えます。こうしたことを
十分に認識した上で、関係者の意見を十分に聴き
ながら、幅広い視野をもって国民生活に最良な選
択肢を検討し、科学的な知見に基づき、的確に判
断していくことが行政として求められており、行
政の仕事の醍醐味とも言えます。

　平成 14 年入省
　平成 23 年 7 月　医薬食品局食品安全部基準審査課課長補佐
　平成 24 年 6 月　在インドネシア日本国大使館一等書記官
　平成 27 年 6 月　医薬食品局安全対策課安全使用推進室室長補佐
　平成 28 年 6 月　現職

医薬 ・ 生活衛生局医薬品審査管理課
課長補佐

大原　拓

先を見て考える

柳沼　宏

医薬 ・ 生活衛生局医療機器審査管理課
課長補佐

平成 12 年入省
平成 21 年 7 月　医薬食品局安全対策課長補佐
平成 22 年 7 月　在マレーシア日本国大使館一等書記官
平成 25 年 8 月　経済産業省製造産業局生物化学産業課長補佐
平成 27 年 4 月　現職
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を使用するインセンティブを与える仕組み
を作ってきた結果です。
　薬系技官の業務は、あるべき理想の社会
を実現すべく、法律での規制や診療報酬上
の金銭的な手当てなどによって、医療機関、

薬局、企業、国民をよりよい方向へ導いて
いく、非常にやりがいのある仕事です。熱
意のある皆さんと一緒に仕事ができるのを
楽しみにしています。

ひと、 くらし、 みらいのために

　私は、現在、医政局経済課で医薬品の薬
価や安定供給に関わる業務をしています。
これまで、幸いにも制度改正に携わる機会
が多く、医薬食品局（現医薬・生活衛生局）
時代には薬事法の改正業務を担当し、現
在では薬価制度改革の議論に携わっていま
す。
　このパンフレットを読んでいるのは学生
の皆さんが多いと思います。例えば、学生
は授業に出席するのが理想の姿だと仮定し
て、欠席の多い学生（ご自身を含め？）を
出席させるにはどうしたらよいのでしょう
か？教授から単に「出席しなさい」と言わ
れても難しいのかもしれません。その是非
はともかく、欠席○回で単位がもらえない、
朝イチに学校へ行くと朝食が無料で提供さ
れる、出欠状況が親に筒抜けになっている
などの仕組み作りによって、出席する学生
が増えるかもしれません。
　経済課の業務の１つに後発医薬品の使用
促進がありますが、10 年前にシェア 30％
台だったのが、現在では 80％が目標にな
るほど増加しています。これは厚生労働省
が「後発医薬品を使って下さい」と指導し
ただけで増えたものではなく、後発医薬品

　薬系技術職員の業務は多岐にわたってお
り、おおよそ 2 年ごとに部署を異動します。
その際、厚生労働省内だけではなく、他省庁
や自治体などに出向することもありますが、
多くの業務は医療や食品衛生など科学的な知
識を必要とする分野に関連しています。私た
ちの業務では、どの部署でも共通して、科学
的な知識を元に考えることだけではなく、正
しい情報を専門外の人にもわかりやすく説明
することが求められます。そのため、異動の
度に新たな知識を身につける必要はあります
が、前の部署での経験を次の部署でも活かす
ことができると考えています。
　私の経験でみると、出向していた福岡県庁
では、ジェネリック医薬品の普及啓発のため
のセミナーを地域の公民館で実施していまし
た。地元の人たちの率直な意見を聞くこと
ができたこと、また、情報をわかりやすく伝
えるために試行錯誤できたことは貴重な経験
で、その後の業務において大いに役立ってい
ます。
　現在は、残留農薬等基準審査室で、食品に
残留する農薬等の残留基準の設定を行ってい
ます。食品は世界中で貿易されており、その
残留農薬等の基準は非関税障壁になりかねな
いことから、科学的に適切な基準値を設定す

る必要があります。時には、諸外国から基準値設定の
根拠について説明を求められることもあり、自分たち
の仕事の結果が、国内だけではなく、国際的にも大き
な影響をもつということを改めて実感しています。
　厚生労働行政は生活に密接しているため、関係者も
多く、困難な課題も多くあります。また、課題解決ま

でに求められるスピードもそれぞれ大きく異なります。
そのため、優先順位をつけながら、課題を整理し、様々
な関係者と調整することが必要になります。この過程
は簡単ではありませんが、やりがいがあると思うので、
是非、皆さんの将来の選択肢の一つとして考えてみて
ください。

薬系技術職員として働くということ

医薬 ・ 生活衛生局生活衛生 ・ 食品安全部
基準審査課残留農薬等基準審査室
基準策定専門官 

小川　雄大

平成 19 年　入省
平成 23 年 4 月　福岡県保健医療介護部薬務課主任技師
平成 25 年 4 月　医政局研究開発振興課治験推進室専門官
平成 27 年 9 月　現職

医政局経済課ベンチャー等支援戦略室
薬価等相談専門官

間宮　弘晃

　平成 21 年 4 月　入省
　平成 23 年 2 月　医薬食品局医療機器審査管理室
　平成 26 年 7 月　ハーバード大学公衆衛生大学院修士課程
　平成 28 年 7 月　医政局経済課主査
　平成 29 年４月　現職
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っています。
　厚生労働省の仕事は大変そうといった噂や、仕事
内容の想像しにくさから、就職先として選ぶことを
ためらう人もいると思います。私もそうでした。で
すが、持っているイメージだけのために避けてしま

うのはもったいないです。少しでも興味があればま
ずは公務員試験を受験してみることをお勧めしま
す。

　６年制の薬学部出身者の進路として、医療機
関や製薬企業など幅広く選択肢がありますが、
私は周囲からの勧めなどをきっかけに厚生労働
省の薬系職員という道にたどりつきました。
現在は新薬の承認に関わる仕事をしています。
具体的には、承認の可否等について専門家の意
見を聴くための会議の運営、新薬の承認に伴う
省令、告示の改正、ＰＭＤＡと連携しながら審
査上の問題点への対応、安全性や信頼性が疑わ
れる治験への対応などを行っています。大学で
も「新薬の承認のためには薬事・食品衛生審議
会の意見を聴かなければならない」とか「GCP
省令を守って治験を行わなければならない」と
いったことは少し学びましたが、それらはどこ
か遠い世界で起こっている想像上の出来事のよ
うに感じていました。その一部に自分が関わる
こととなり、実際は人の手、人の考えで物事は
動いているということを実感する今日この頃で
す。
　新薬の承認に関連する業務は幅広く、様々な
薬やその問題点に触れることができて興味深い
一方、責任が大きかったり、業務を効率的にこ
なさなければならなかったりと苦労する面もあ
ります。しかし、周囲の方にとても恵まれてお
り、優しく助けていただきながら明るく乗り切

医薬 ・ 生活衛生局医薬品審査管理課

鈴　珠季
平成 28 年入省　現職

iPS 細胞研究の現場から

り重要となってきています。私は今までの経
験も活かして CiRA での規制関係の調整業務
にあたっています。また、CiRA の研究成果
を海外に発信し、海外の最新動向を還元する
仕事も担当しています。最先端の研究所での

勤務を通じて、今後ますます薬事行政官の活
躍の場が広がっていくことを日々実感してい
ます。これは面白そうだと感じた方は、是非
厚生労働省を訪れてください。

　平成 14 年入省
　平成 22 年 8 月　医薬食品局審査管理課審査調整官
　平成 24 年４月　国立医薬品食品衛生研究所主任研究員
　平成 26 年 4 月　保険局医療課課長補佐
　平成 28 年 4 月　現職

京都大学 iPS 細胞研究所　特命准教授

花谷　忠昭

　国家公務員総合職の職員採用案内なのに、
大学？研究所？と不思議に思った方もいるか
もしれません。この幅広い職域が国家公務員、
とりわけ薬事行政官として働く最大の魅力と
もいえます。公務員の仕事の内容は多岐にわ
たりますが、その中で法律と生命科学との翻
訳者としての役目を担っているのが私たち薬
事行政官です。最新の科学的知見を常に持ち
続けるのはもちろんのこと、規制の考え方を
医薬品の開発企業や医療関係者、患者さんな
どに伝え、逆に現場で真に必要とされている
ニーズや本質を理解し、規制に反映させてい
くことが求められます。そのように薬事行政
官の仕事を理解していただくと、大学などに
出て行く意味が分かっていただけると思いま
す。
　京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA といいま
す。）では iPS 細胞を用いた細胞治療の研究
開発を進めていますが、いよいよ患者さんに
使用する臨床応用の一歩手前の段階まで来て
います。そのため今後は研究の成果を臨床使
用のための様々な規制に適合させることがよ

筆者中央
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　厚生労働省の薬系技術職員が担う分野は多岐に亘っ

ています。私は入省後、省内のほか環境省、産業技術

総合研究所、欧州医薬品庁（人事院短期研修制度）、外

務省などで勤務し、現在は WHO で医薬品の安全の確

保に関する仕事をしています。まだまだ経験は浅いで

すが、自らの経験を通じて感じているのは、省内外を

問わず薬系技術職員は多様性の中に身を置いて仕事を

することができるということです。

　文字を読むだけで人々の持つ多様な価値観を完全に

理解することは難しいです。そのため、省外も含め様々

な職場に勤務し、多様な価値観に自ら直接触れ、経験

する機会が与えられているのだと思います。これらの

機会を通じて得られた経験や視点を通じて、多様性を

踏まえた微妙なバランス感覚を養うことは、多様な意

見や声を踏まえながら、行政官である私たちの思いも

込めてより良い公衆衛生政策を作り上げていくことに

つながります。理屈は良くても運用がうまくいかない

というようなこともある程度避けられるでしょう。

　私は WHO という多様性の海の中で仕事をしていま

すが、多様性の中には「違い」だけではなく、同程度

に「同じ」要素も含まれていると感じます。仕事のや

り方や仕組みがそっくり、思考方法や結論が同じこと

もあるし、どんな状況でも全員が 100％満足できる解

決策はほぼ無いことも似ています。

　多様性の中での仕事は時間がかかり、時には泣きた

いくらい難しいこともありますが、新たな発見をした

り、ミッションを共有して取り組むことの楽しさと喜

びは非常に大きいです。自分自身の人間としての幅も

広がりそうな気がします。

　この仕事が面白そうだなと感じたら、ぜひ多様な経

験を持つ先輩の話を聞いてみてください。皆様の訪問

をお待ちしています。

多様性の中に身を置く
医薬 ・ 生活衛生局医薬品審査管理課
課長補佐

田中　大祐

　平成 13 年入省
　平成 24 年 4 月　外務省経済局国際貿易課課長補佐
　平成 26 年 8 月　医薬食品局安全対策課課長補佐
　平成 26 年 10 月　WHO Technical Officer
　平成 30 年１月　現職

APEC域内の規制調和の推進を目的とした医薬品安全性監視ワークショップで、医薬品のベネフィット・リスク評価の枠組みや医薬品規制当局の役割、

評価の方法やその結果に基づく措置などについて議論するパネルディスカッションにWHOとして参加している筆者（左から２人目）。

楽し気に廊下をスキップしているので、どうし
たのかと思ってよく見ると、手に科学雑誌最新
号を持っていました。自ら、新たなことを学ぶ
ことに、わくわくしていたということです。自
らを磨きつつ、その知見を行政に生かすことが

できる、国民・患者に貢献することができると
いうすばらしい職場であると得心しました。厚
生労働省で皆様と働けることを心待ちにしてい
ます。

未来の薬系技術職員へ

　このパンフレットをご覧になっている皆様は、
薬学など科学を学んでいる方々ですね。そして、
その能力を薬事等の行政で活かすことで、国民・
患者の公共の福祉に関わりたいと思っているの
ではないでしょうか。
　パンフレットの記事をご覧いただくと、私たち
が医薬品・医療機器など、国民・患者の生活に
直接かつ大きな影響を及ぼす事柄について、進歩
する科学技術・常に変化する社会情勢という状況
に適切に対応すべく、日々フロンティアに立って
業務を行っていることが分かると思います。私た
ちの職場の特長として、このようなフロンティア
を適切に開拓し、国民・患者に貢献すべく、最先
端の科学や社会情勢を常に学び続けることができ
る環境が挙げられます。
　例えば、私は、長期在外研究員制度という制度
によって、カリフォルニア大学サンディエゴ校の
MBA に２年間留学しています。MBA では、様々
な国から集まった多様な人々が、各々が目指す分
野のリーダーとなるべく、切磋琢磨しており、組
織行動の理解や交渉術といった今後の業務に活か
せる内容を吸収しています。本研修をはじめ、魅
力的かつ刺激的な制度が整備されていることに加
え、日々の業務においても先輩・同僚や専門家・
有識者等から学べる環境が整っています。
　最後に、厚生労働省で働く中、最も印象深く記
憶している出来事を紹介します。大先輩がある日、

写真は、クラスメートとともにサンディエゴにて山登りをした際のもの（筆者右端）

カリフォルニア大学サンディエゴ校
（長期在外研究員制度に基づき留学中）

田辺　江業

　平成 24 年入省
　平成 24 年 4 月　医薬食品局安全対策課係員
　平成 26 年４月　医薬食品局監視指導・麻薬対策課係員
　平成 28 年 7 月　医薬・生活衛生局総務課医薬情報室主査
　平成 28 年 8 月　現職
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でも多くの方々の理解とサポートがあった
からです。自ら主張しなくとも周りが自然
と配慮してくれる環境に恵まれたことに
感謝するとともに「さすが厚生労働省！」
と自らの職場を誇らしく思います。WLB
というと「子育て」が取り上げられがちで
すが、介護や地域活動、趣味等含めてライ

フは人それぞれ、それらを認め支え合って
いく職場作りに貢献していきたいと考えて
います。
　大きなやりがいを感じながら、一緒に
WLB も実現していきましょう！！

多くの人に支えられて

　「有効な医薬品を患者さんに少しでも早く届
ける仕組み作りに関わりたい。」そんな思いを
胸に入省して早 16 年。新規化学物質の審査に
始まり、大気中の有害化学物質の規制、食品の
容器包装や乳幼児のおもちゃの規制等々、医薬
品以外の分野でも様々な業務を経験してきまし
たが、どんな業務においても共通して必要だと
感じるのは調整力です。医師、薬剤師、メーカ
ー、研究者と立場によって意見は様々ですが、
患者さんのため、国民のためという観点では向
いている方向は同じ、議論や検討を繰り返しな
がら方針が定まってきた時に感じる一体感は格
別で、まさにこの仕事のやりがいを実感する時
でもあります。
　現在は主に医薬品・医療機器の安全対策に関
する仕事をしています。安全対策といっても副
作用・不具合への対応から適正使用推進、予防
的措置も含め広範囲にわたります。さらに医療
機器の場合は心臓ペースメーカー等の精密機械
から手術用のゴム手袋といったものまで千差万
別です。最先端の技術にも触れて感心する一方、
安全対策という点では危機感を持って、と刺激
的な日々を送っています。
　家に帰れば、二児の母でもあります。「ワー
クライフバランス（WLB）」は常に課題ですが、
私の場合、両者があってこそ成り立っているも
の。こうして続けてこられたのも職場でも家庭

　平成 13 年入省
　平成 25 年 1 月　（独）医薬品医療機器総合機構
　　　　　　　　　医療機器審査第二部審査役代理
　平成 26 年 8 月　人事院人材局試験専門官室主任試験専門官
　平成 28 年 4 月　医薬・生活衛生局安全対策課副作用専門官
　平成 28 年 6 月　現職

医薬 ・ 生活衛生局安全対策課
課長補佐

太田　美紀

〇　薬系技術職員は女性を積極的に採用しています。女性の志望者としては、出産や育児をしながら、
働き続けることができるかということが心配だと思います。

〇　出産前後では産前産後休暇があるほか、子どもが3歳になるまでの間に育児休業を取得できます。
育児休業から復帰したときは、育児をしながら業務がしやすい部署への配置も配慮するほか、育
児短時間勤務など就業しながらフルタイム勤務より短い勤務時間で勤務することもできます。も
ちろん男性職員の育児への参加も全面的にサポートしています。

〇　仕事と家庭を両立させるため、制度も充実していますし、働き方も変わってきています。最近
では、「テレワーク」として、パソコン等を活用して自宅にいながら職場と同じ環境下で仕事がで
きる取組も進んでおり、柔軟な働き方ができるようになってきています。

〇　子育てをしながら活躍している女性職員は多くいますので、心配せずに薬系技術職員を目指し
てください。働き方に不安がある方は、業務説明会等の機会に参加して質問すれば説明します。
本ページ以降は育児休業をとりながら仕事と家庭を両立させている職員からのメッセージです。

コラム　女性職員でも働き続けられますか
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育児をしながらも自然体で
　私には、９歳と４歳の二人の男の子がいま
す。ただいま育児の真っ最中。朝 5 時半に
起き、朝食と夕食作りなどの家事をこなし、
朝食。その後、長男を送り出し、次男を保育

園に送っていきます。そして出勤。夕方は、
遅くとも 19 時頃には職場を出て帰宅、夕食
を取り、子どもと一緒に寝る･･･そんな毎日
です。

　平成 14 年入省
　平成 20 年 4 月　医薬食品局監視指導・麻薬対策課主査
　（平成 21 年１月～平成 22 年３月　出産・育児休業）
　平成 22 年 4 月　内閣府食品安全委員会事務局評価課課長補佐
　平成 25 年 10 月　医薬食品局審査管理課審査調整官
　（平成 25 年 12 月～平成 27 年 4 月　出産・育児休業）
　平成 27 年 5 月　現職

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
創薬支援戦略部
東日本戦略企画グループ調査役

林　亜紀子

　私は、現在、日本医療研究開発機構（AMED）
に出向しています。AMED は医療分野の研究開
発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関
として 2015 年 4 月に設立されました。私は、
AMED 設立とほぼ同時に 2 回目の育児休業か
ら復職し、勤務しています。ここでの仕事は、
アカデミア発創薬シーズの実用化支援や、企業
等における難病・希少疾病に対する医薬品の
研究開発の推進です。また、育児休業前は、内
閣府食品安全委員会事務局で食品中の化学物質
のリスク評価を課長補佐の立場で担当し、その
中で食品中の放射性物質の評価にも携わりまし
た。子育て中であっても、薬系技術職員として
の知識、経験を生かして、薬事行政の第一線で
仕事ができる。それが厚生労働省の魅力ではな
いかと思います。
　育児をしながら働くことは、時間的な制約も
あることから、一人で抱えないことと、職場の
方と常にコミュニケーションを取ること、今、
自分に何が求められているのかを大切にしてい
ます。また、職場環境にも恵まれ、１回目の育
児休業後も現在も、周囲の方の温かいまなざし
に見守られ、支えられ、自然体で仕事を続けら
れています。
厚生労働省には素敵なワーキングマザーがたく
さんいます。次に育児をしながら輝くのは、こ
のパンフレットを読んでいるあなたです。

　「仕事と家庭を両立できるだろうか？育休や
時短勤務を取得して責任ある仕事を任される
だろうか？」これが、私の就職活動時の率直な
疑問でした。入省後すぐに不安は解消されまし
た。厚生労働省では、育児中の女性の先輩も多
く、男性の育児参加も推進されており、仕事と
育児を両立できる制度が整っています。周囲に
気軽に仕事や子育てについて相談できる同僚が
いることはとても心強いです。私は、出産後２
年間育児休業を取得し、復帰後６ヶ月間の時短
勤務を行い、段階的に通常勤務に移行しました。
毎朝、保育園に子供を預け出勤し、業務、保育
園お迎え、食事、寝かしつけと怒濤の毎日です
が、こどもと過ごす時間はかけがえのないもの
です。職場では、自分自身の業務の進捗管理を
しっかり行い、関係者と綿密にコミュニケーシ
ョンをとるように心がけています。
　現在、短期在外研究員の制度を利用し、ロン
ドンを拠点とするＥＵの機関である欧州医薬品
庁（ＥＭＡ）で医薬品の情報公開に関する調査
研究を行っています。日本と欧州の医薬品の規
制、情報公開制度の違いを知るとともに、ＥＭ
Ａの職員の方と一緒に日常業務を進める中で、
職場での英語でのコミュニケーションのとり
方、会議での議論の進め方など学ぶことは多い
です。様々な分野で国際調和が進められている
中で、各国の制度の違いを認識するとともにお

互い尊重しよい協力関係を築くことが大切
だと実感しています。
　厚生労働省では日常生活に密着した政策
を行っており、どの業務も身近に感じられ

やりがいがあります。厚生労働省に一歩足
を踏み入れてみませんか？きっと、あなた
自身も成長し、社会に貢献する機会が得ら
れます。

育児との両立

平成 21 年入省
（平成 26 年 8 月～ 28 年 8 月　出産・育児休業）
平成 28 年 9 月　医薬生活衛生局総務課医薬情報室主査
平成 29 年 4 月　医薬生活衛生局総務課薬剤業務指導官（医薬情報室併任）
平成 29 年 9 月　短期在外研究員として欧州医薬品庁（ＥＭＡ）派遣

（執筆当時。現在は医薬・生活衛生局医薬安全対策課副作用情報専門官）

欧州医薬品庁 （EMA）
（短期在外研究員制度に基づき派遣）

佐々木　佳名子
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係員の一日
～田中さんの場合～

AM10:30
電話対応

AM9:00
出勤 ・ メールチェック

AM12:00
昼食

平成27年 10月　入省〜現在　基準審査課

（平成28年 10月〜現在　企画情報課　併任）

食品添加物の規格や基準の策定に携わる仕事をしています。

近年、食品のグローバル化が進んでいることもあり、国内のみなら

ず、海外の方ともやりとりをしています。

入省したばかりで、分からないことも多くありますが、周りの人に

聞いたり、書物を調べたりして、勉強をしています。

　　自宅から30分ほど電車に揺られて、職場

に到着。前日の帰宅後に来たメールを確認しな

がら、打合せの予定や一日にやることを頭の中

で整理します。

　省内にも食堂がありますが、気分転換もかねて、近隣のビルにご

飯を食べに行きます。今日は、部内の同期と優雅にランチです。し

っかりと休憩をし、午後の業務に備えます。

　食品添加物に関する問い合わせの窓口として日々電話に対応して

います。食品が身近なものということもあり、食品添加物の基準に

関する事業者からの問い合わせから、食品添加物に関して不安を覚

えている一般の方まで幅広い方とお話しする機会があります。施策

について、理解してもらえるようお話しすることも重要な業務の内

の一つになります。自分だけで分からないことは、抱え込まずに、

適切に人と相談し、回答します。

医薬 ・ 生活衛生局生活衛生 ・ 食品安全部
基準審査課

田中　克哉

　他の人とのやりとりや自分へのリマインドなど、

付箋は、必須のアイテムです。

　たまに、付箋が迷子になって慌てることもありま

す。。。

　食品衛生小六法は、電話での問合せの際によく使

用しています。　よく確認するページについては、

しっかりと付箋を貼るなどして、素早く対応が出来

るようにしてあります。
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中には、書類からおやつまで、さまざま

なものが入っています。書類としては、研

修の際の資料も入っています。なかなか把

握できていない、他の部署が所管している

ことを調べたりするのに使うこともありま

す。

　他の人とのやりとりや自分へのリマインドなど、

付箋は、必須のアイテムです。

　たまに、付箋が迷子になって慌てることもありま

す。。。

　パソコンは、一人一台支給されています。

資料の作成が重なると、デスクトップがす

ぐに汚くなってしまうので、定期的に整理

整頓するように心がけています。

13:30
係内打合せ

17:00　国際団体と打ち合わせ

15:00 国際会議の資料準備

19:00　飲み会

　早く帰れた日は、周りと親睦を深めています。同じ区分の同期がど

のような仕事をしているか、休みの日にどんなことをしているかなど

話題は様々です。オンとオフをしっかりと分けることは、集中して働

く上でも、とても大切なことだと感じている今日この頃です。

田中さんの机周り

　電話対応で出てきた自分だけでは回答対応できないことや、自分の抱え

ている業務の進捗状況を係内で上司と共有し、アドバイスをもらいながら、

回答方針や業務の進め方を決めていきます。

　写真は、関係者との打合せです。国内のみならず、海外の団体との

面会を行うこともあります。今日は、国際食品香料工業協会（IOFI）

と意見交換会を行い、先方から、IOFIの活動の範囲や安全性評価に

関する取り組み等の説明を受けました（英語で…）。

もちろん独力で勉強することも大事ですが、こういった機会を通じて、

研鑽を積み、よりよい施策に活かせるようにしています。

　食品添加物の基準に関する会議には、厚生労働省からも担当者が出

席し、国際的な基準の策定に携わっています。その事前の準備として、

要請するものの妥当性などを調べたりします。英語の資料になるので

理解するのも大変ですが、辞書を引きながら頑張っています。必要に

応じて、他の課と打合せをすることもあります。

　食品衛生小六法は、電話での問合せの際によく使

用しています。　よく確認するページについては、

しっかりと付箋を貼るなどして、素早く対応が出来

るようにしてあります。

18:45　退庁
　今日やるべき業務が終わったので、早く帰れる日はしっかり帰りま

す。翌日やるべきことを整理し、机の上をきれいにし、翌日働きやす

いようにして、退庁します。

　パソコンは、一人一台支給されています。

資料の作成が重なると、デスクトップがす

ぐに汚くなってしまうので、定期的に整理

整頓するように心がけています。
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専門官の一日
～高梨さんの場合～

平成20 年 4 月入省　医薬食品局審査管理課

　　　　　　　　　　（新薬担当）

平成22 年 7月　大臣官房国際課対外経済係

平成25年 8 月　英国ヨーク大学（留学）

平成27 年 8 月　医薬食品局審査管理課

　　　　　　　　（国際担当）

平成28 年 4 月　現職

薬事規制に関する国際案件を担当しています。国

際会議に出席するため海外出張することもよくあ

ります。語学は、入省後の研修や業務の機会を通

じて習得しました。

AM 11:00
日本の薬事規制の概要を講義

AM 9:30
出勤、 メールチェック
朝出勤すると、海外からもメールが届いています。日本時間の夜に欧米では業務時間のためです。

日中に返すと、向こうも朝開くことになります。

PM 2:00
対処方針の作成

電話会議での議題について、対処方針を作成します。ICH（医

薬品規制調和国際会議）などでは、各国の基準の調和に関す

る議論も行わることから、省内の担当部局・PMDA等との事

前調整は欠かせません。各国の立場や日本が優先すべき事項

を考慮しながら、会議の結論を望ましい方向に運ぶための方

針を作成します。

フィリピン、ベトナムから日本のワクチン規制に関する研修を受けに来た担当官を対

象に、導入として日本の薬事規制の概要に関する講義と質疑応答に対応しました。熱

心な研修生だったので質問も多数出ました。講義後に記念写真を撮影。

医薬 ・ 生活衛生局総務課国際薬事規制室　
国際化専門官

高梨文人
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PM 4:00　案件説明と決裁

作成した対処方針の案を上司に説明して、決

裁を取ります。追加で発言すべき事項などの

指示を受け、修正することでクリアを取りま

した。決裁の過程で入った変更点は、関係部

局にフィードバックします。

PM 8:00　帰宅
レセプションの終了後、会計手続や後片付けを済ませて帰宅しました。

別の日は　PM 8:00
FDA、 EMA との電話会議

日本は夜ですが、ヨーロッパは昼、米国は朝です。国際会議は、通例、

対面会合の前に準備のため電話会議を開催して予備的な議論を行いま

す。事前に用意した対処方針をもとに発言します。電話会議での合意

事項や各国の意見、議論の続く論点は、記録としてまとめて関係者と

共有して、次の会議に備えます。

PM 6:00
レセプションの司会

PMDAにセミナーを受けに来ている世界各国の薬事規制当局の担当官を歓迎するため、

レセプションを開催し、会のセッティングと司会を務めました。和やかな会になりま

した。

メキシコに出張して、ジェネリック医薬品の規制に関する国際会議に出

席しました。作業部会での技術的な議論の報告だけでなく、会議全体の

あり方や今後の方向性についても熱心な議論が行われました。

別の日は
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厚労省薬系技術職員を目指し
たきっかけ

（上野）大学時代、厚生労働省で実際に働

いている技官の方からお話を伺ったのが

きっかけです。薬学部で学んだ専門知識

を活かしながら、幅広い業務ができるこ

とに魅力を感じました。

（津田）私も業務の幅の広さに惹かれました。

関心のあった分野が二つあって、一つは

食品安全、もう一つは研究開発や審査・

承認などの医薬品の開発プロセスでした。

このどちらにも関わる機会があることが

厚労省の薬系技官に興味を持ったきっか

けです。

（酒井）特に医薬品の研究開発に興味があり、

厚生労働省では民間企業とはまた別の観

点から薬の開発に関する業務に携わるこ

とができる点に魅力を感じたからです。

（丸山）同じ研究室の先輩が、厚労省ではな

かったのですが国家公務員としての就職

を決め、お話を伺ったことがきっかけで

す。色々な説明会へ参加し、日々進歩す

る科学技術を安心・安全とともに社会に

調和させるこの仕事に出会いました。

印象に残っている仕事

（松下）現在も取り組んでいる仕事ではあり

ますが、様々な制度について、大学の薬

学部で習ったことを自らの手で運用した

り見直したりすることは、とても刺激的

で印象に残ります。また、その制度に関

わる審議会に、自分の通っていた大学の

先生が所属しており、連絡を取りながら

仕事したことも印象的です。

（上野）印象に残っている仕事は、入省して

すぐ、つい数ヶ月前に自分が受験した薬

剤師国家試験を「つくる」側に回ったこ

とです。

（津田）企業の方と医薬品に関するある手続

きのことでやりとりをしていたのですが、

かなりの頻度で手続きについての電話が

かかってきたことです。企業の方の医薬

品への思いを感じ、１年目ですが自分の

仕事にかかっている重みを実感しました。

（酒井）入省１年目で海外出張に行く機会が

与えられたことです。食品添加物の基準

に関する国際会議だったのですが、自分

の発言が日本としての意見になるので非

常に緊張しました。課内・係内で入念に準

備して臨んだこともあり、印象に残って

います。

津田 （医薬 ・ 生活衛生局総務課）
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若手職員インタビュー
　入省１～２年目の皆さんに、厚労省での仕事についてあれこれ答えてもらいました。



25

つらかった仕事

（津田）つらかった仕事は特にこれというも

のではないのですが、仕事に慣れること

でした。研修はありますが入省していき

なり第一線に放り込まれるので、初めは

仕事のスピードについて行くので精一杯

でした。

（丸山）制度を運用したり改正したりするに

は、現行の制度を知り尽くしている必要

があり、なんとなく知っているだけでは

とても太刀打ちできず、入省したての頃

は大変でした。いまも勉強の毎日です。

（酒井）つらかった仕事ですか… あるはず

ですが、よく覚えていません（笑）

（上野）つらかったこともないわけではない

ですが、あんまり覚えてません（笑）

職場の雰囲気、ワークライフ
バランス関係

（酒井）職場の雰囲気は良いと思います。アッ

トホームな職場です。

（津田）雰囲気は確かに良いと思います。入

省前は堅くてぴりぴりした職場だと思っ

て身構えていたので意外でした。

（上野）省庁ごとにカラーがありますが、厚

生労働省で働いている方は、まじめで優

しい方が多いという印象があります。

わからないことがあれば、遠慮無く周りに聞

けますし、上司への相談もしやすいです。

（丸山）理系もしくは薬学というバックグラ

ウンドを共通して持っているためか、年

齢がバラバラでも何かと話が合います。話

を合わせてくれている、の間違いかもし

れませんが…　また、同じ目標を持って

仕事していることもあり、団結力があり

ます。

（酒井）私が所属している課では週に１回程

度、係で集まって、自分の抱えている業

務について相談する機会があります。皆

さんと同じく、相談しやすい環境だと思

います。

（上野）休暇取得の相談もしやすい環境だと

思います。月に１回有給休暇を取る制度

（マンスリー休暇）があって、休みをとり

やすいことには驚きました。

（丸山）私もマンスリー休暇は積極的に取る

ようにしていて、まわりの人と予定を調

整して、うまく取得しています。

（酒井）休暇ではないですが、テレワークを

活用して自宅で効率よく業務を行う環境

も整っています。

今後の抱負

（丸山）ニーズに合ったより良い制度を作る

ために、様々な立場から薬事行政に携わっ

ていきたいです。より現場に近い地方への

出向も経験したいです。

（上野）今の部署は薬剤師・薬局に関わる業

務を行っているので、今度は食品の分野で

働いてみたいと思っています。

（酒井）今は、食品の分野で働いていますが、

今後は医薬品分野で審査に関する業務にも

携わってみたいです。

（津田）もともと興味のあった食品分野に携

わってみたいです。

また、食品にしても医薬品・医療機器・再生

医療等製品にしても年々国際協力の重要性

が増しているので、そうした国際業務にも

興味があります。

（酒井）国際業務に関わっていますが、国際

会議に出てみて海外で見識を広げたいとい

う思いが強くなりました。海外留学の制度

があるので機会があれば挑戦したいです。

（丸山）人事院が募っている若手対象の制度

ですね。私も海外留学には興味があります。

語学は…あまり得意ではないですが、今後

頑張っていきたいです。

志望者へのメッセージ

（上野）きっと皆さんが想像しているより、

堅苦しくなくて色々なことができる職場

だと思います。少しでも興味があれば、将

来働く職場の選択肢の一つとして考えて

いただけると嬉しいです。

（酒井）薬系技官という名前ですが、化学、

生物、薬学の専門知識を活かして、食品

分野など幅広い分野で働くことができる

職業かと思います。

（津田）様々な選択肢の中から真剣に悩んで

検討してもらって、いろいろ見て悩んだ

末に厚労省の薬系を志望してもらえると

大変うれしいです。

（丸山）仕事はやりがいがあっておもしろく、

若手でもいろいろなことに挑戦できます。

決して楽な仕事ではありませんが、その

分、達成感も得られて刺激的な毎日が約

束されます。是非、厚生労働省も選択肢

の一つとして考えて、まずは説明会に来

てみてください。

丸山 （医薬 ・ 生活衛生局医薬安全対策課）上野 （医薬 ・ 生活衛生局総務課）

酒井 （生活衛生 ・ 食品安全部基準審査課）
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若手職員へのアンケート

Ｑ　就職先として厚生労働省を選んだ理由は？
〇予算、審査を通じ、一日でも早く必要とする人に医薬品を届ける

ため

〇今必要とされる薬の開発の支援に携わりたいため

〇食品衛生と薬事に興味があり、どちらにも関わる機会のある厚労

省薬系技官に魅力を感じた

〇医薬品の開発や食品の安全管理に興味があったから

〇過去に長期入院した経験があり患者目線の医療を推進したいと考

えたため

〇薬学部だったので、業務内容のイメージが相対的に湧きやすかっ

たことと、最終的には官庁訪問時の雰囲気が自分にあってそう

だったこと

〇薬事行政に関わり、より良い制度設計に貢献したかったため

〇大学に厚労省職員の方が講演に来て、いろいろなことができてお

もしろそう！と思ったから

〇経験できる仕事の幅が広い。がんばっている薬剤師の活動を普及

していきたい

〇革新的な新薬を迅速に上市する仕組みづくりに携われると思った

ため

〇薬剤師の業務内容の見直しに携わりたいと思ったため

〇難病の治療薬が開発・実用化される社会であってほしいと思って

おり、厚生労働省では様々な形で関わることができると考えた

ため

〇日本の医療の制度設計をするのがおもしろそうと思ったから

Ｑ　厚生労働省で働いてよかったと感じることは？
〇国のルール作りに関われること、1年目から大きな仕事を任せて

もらえること

〇いろいろな分野の第一人者の方から話が聞ける

〇幅広く様々なことに触れることができること

〇仕事にやりがいがあっておもしろい。若手でも、裁量が大きい（そ

の分、責任も大きい）。

〇社会に必要で影響力のある案件に携われ、若手のうちから意思決

定に関与できること

〇若手のうちから行政としての意思決定に何度も関わることができ

ること

〇最先端の技術や情報に触れる機会が多いこと。また、様々な分野

でトップレベルの専門家と一緒に仕事ができること

〇優しくて愉快な人が多いこと

Ｑ　入省時と印象が異なった点や、「意外だな」と感じた点は
〇休みが取れる（マンスリー休暇）

〇意外と早く帰れる

〇思ったよりOJT重視な印象がある

〇ある管理職の大大先輩は今でも論文を日常的に読んでいたり、学

術論文を書いたりしていると知り驚いた

〇省庁によって人のカラーが異なる。厚労省には厚労省なりのカラ

ーがある

〇休みがとりやすい。

〇職場がわきあいあいとしている。お堅い人が意外と少ない

〇「デスクワークが多い」というように思っていたが、そうでもな

かった（いろんな人の間を、調整のために走り回るので）

〇明るい人が多い

〇意外と上司は優しい

Ｑ　一番大変だったことはなんですか？
〇想像以上に業務量が多かった

〇仕事のスピードが早いこと

〇1000ページの告示の記載チェック

〇右も左もわからないのに、最初からいきなり実践に放り込まるこ

と。新人を丁寧に教育する余裕がないので、慣れるまでは大変

〇突発的な事件への対応

〇法改正時に通知を出しまくったこと

〇28時頃に自転車を使って国会議事堂に官房長官の答弁資料を持

ち込んだこと

〇作業量のある案件が一時期重なったこと

〇役所で当然の前提とされる知識や感覚が身につくまでは上司や先

輩の会話が３割ぐらいしか理解できなかった。１，２年で身につ

いてくると思う

～入省 5年目までの若手職員に聞きました～
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Q　住まいと通勤時間は？

実家（親と同居）
39%（９人）

自宅・賃貸
57%（13人）

官舎
4%（１人）

30分未満
32%（７人）

30分〜1時間
59%（13人）

1時間〜1時間半
9%（２人）

Q　休日は何をして過ごしていますか？

Q　学生時代にやり残したことは？
〇研究

〇勉強をもっとまじめにすべきだった

〇一人暮らし

〇海外旅行

〇恋愛

〇いろいろなバイト

〇英語の勉強

〇趣味に全力を注いでおきたかった…。学生の方が自由に時間が使

えるので

〇楽器の練習

〇海外留学をしたかった

〇掃除、料理

〇旅行

〇散歩

〇睡眠

〇ゲーム

〇英会話教室

〇映画鑑賞

〇ジム・フットサルに行く

〇友達とご飯に行く、一人で新しい店（ご飯屋）を開拓する

〇デート

〇録り貯めのドラマ視聴の消化

〇楽器の練習

〇読書

〇クラシックギターの合奏団で練習や演奏会への出演など

〇映画を見たり友達と飲んだり喫茶店に行ったり

Q　平均的な退庁時間は？

　　　　　　　　　　　住まいの分類 　　　　　　　通勤時間

Q　薬学部以外の職員にとって薬系技官の業務はどうですか？
〇配属されてから勉強すればなんとかなる

〇業務に必要な知識は（薬学部でも薬学部以外でも）どっちにしろ

勉強する必要がある

〇必要な知識は都度勉強する必要はあるが、今のところ、なんとか

なる、という印象

〇慣れるまでは大変だけれども、慣れると意外と薬学・臨床の知識

もついてくるのでハンディは感じていない

〇（難しい薬の名前などはあるが）薬系だからといって、必ずしも

専門知識がないと仕事ができないわけではないという印象

〇入省直後は、知識がなくて困ったこともあったが、業務を通じて

必要な知識を身についてくるので、最近では不便に感じること

もなくなってきた 

19時頃
13%（３人）

20時頃
44%（10人）

21時頃
17%（４人）

22時頃
22%（５人）

23時頃
4%（１人）



〇　薬系技術職員として採用されると、おおむね 2年ごとに部署を異動します（実際には部署によって様々

です）。異動を繰り返しながら、様々な業務を経験してキャリアを積んでいきます。

〇　異動の頻度は多いですが、前任者からの業務の引き継ぎや、職場の上司や同僚のサポートもありますので、

安心して仕事を進めることができます。

係員・係長クラス

　幅広い部署を経験しながら、上司の指導の下で、薬系技術職員として必要な知識を習得します。若手の頃

から制度改正などの政策立案に積極的に関わることができます。他省庁や他の組織への出向や、長期の留学

の機会もあります。

課長補佐・専門官クラス

　配属部署で業務の中核を担い、課題解決に向けた政策立案に関わります。様々な部署で経験を積んでいき

ながら、組織を総括する立場として活躍することが期待されます。関係部署と連携して仕事をすることも多

くなり、これまでの経験が活かされます。厚生労働省以外の組織で仕事をすることもあります。

企画官・課室長クラス

　これまでの経験で培った幅広い視野と専門性をもとに、担当分野の責任者として、組織をマネジメントし

ながら、政策の方向性を決定します。薬事分野、食品安全分野、医療分野など、薬系技術職員が関わる分野

の第一線で新たな課題に対応します。

薬系技術職員のキャリアパス

係員 係長クラス
課長補佐

専門官クラス
企画官

課室長クラス
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採用等に関するＱ＆Ａ

Ｑ１　採用のためには官庁訪問が必要ですか？
　総合職試験に合格するだけでは採用されません。官庁訪問は志望府省に採用されるための重要な

ステップであり、厚生労働省の採用担当者が志望する受験者の皆さんを把握するためだけではなく、

受験者に業務内容等を知っていただく機会になります。薬系の官庁訪問は国家公務員総合職試験（化

学・生物・薬学）の合格者を対象に行いますので、国家公務員採用試験案内等を参考にしてください。

Q2　薬学部以外の学部の卒業生でも採用されますか？
　Ｑ１のとおり、薬系は総合職試験の化学・生物・薬学区分の合格者を対象に官庁訪問を行い、学

生の熱意、人物像等を総合的に評価して採用の判断を行っています。薬事行政を志望されている方

であれば、卒業学部等は問いません。また、過去の採用実績として、薬学部以外を卒業した方も、

多数採用されています。

Q3　どのような学生が望まれるでしょうか？
　世の中の役に立ちたい、という強い思いと、自分と違う意見にも耳を傾けられる柔軟性をもつ方

をお待ちしています。

  海外とのコミュニケーションは欠かせませんので、もちろん入省してから勉強することも可能で

すが、語学ができることは一つのアピールポイントになります。 

Q4　薬系の業務内容を知りたい場合はどのようにしたらいいです
か？また、 大学の OB/OG への訪問は可能ですか？

　「霞が関OPEN ゼミ」を始めとする各種業務説明会では、薬系職員の業務内容の紹介や採用まで

のスケジュール等、厚生労働省への就職を検討する上で有意義な情報が得られますので、是非参

加してください。説明会の日程は、薬系の採用ページをご覧ください。（薬系採用ページ：http://

www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka1/yakugaku.html）

　また、OB/OG への訪問に関しては、薬系の採用担当あてに連絡いただければ調整いたしますし、

OB/OG 訪問以外でも、薬系の業務を知りたい場合はお一人でも訪問を受けますので、お気軽にお

問い合わせください。

Q5　配属部署に関する希望を出すことはできますか？地方や海外勤
務はありますか？
　定期的に配属部署に関する希望等を伝えることができますが、総合職としては特定の分野に限定

されることなく、様々な部署で経験を積むのが重要と考えています。また、転勤を伴う異動として、

地方行政組織への出向や、外国の大使館、国際機関での勤務等がありますが、これらについても希

望の有無を伝えることができます。
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採用スケジュール予定（平成 30 年度）

採用の手続き等について

これまでの採用実績

採用年度
平成

24 年度

平成

25 年度

平成

26 年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

平成

30 年度

人数 ６（１） ５（２） ６（０） ７（２） ９（２） ８（３） ８（３）

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

３月３０日（金）～４月９日（月）

４月２９日（日）

５月１１日（金）

５月２７日（日）

７月 4 日（水）

10 月１日以降

国家公務員採用総合職試験申込受付期間

第１次試験

第１次試験合格者発表

第２次試験（政策課題討議・人物）＜院卒者試験の場合＞

第２次試験（筆記）

最終合格者発表

内定

６月８日（金）～６月１５日（金）

６月２９日（金）

官庁訪問開始

５月２９日（火）～６月１５日（金） 第２次試験（人物）＜大卒程度試験の場合＞

※試験情報の詳細等については、「国家公務員試験採用情報NAVI」（http://www.jinji.go.jp/saiyo/）をご覧ください。

（　）は採用者のうち女性の数



31

第１次試験

第２次試験（政策課題討議・人物）＜院卒者試験の場合＞

第２次試験（筆記）

第２次試験（人物）＜大卒程度試験の場合＞

待遇

各種支援制度について

■初任給

・大卒程度試験（4年制の学部卒業）：230,040 円

・院卒者試験：

　（修士課程修了、6年制の学部卒業）251,280 円

　（博士課程修了）275,160 円

※平成 29 年 4月時点のもの。東京都 23区に勤務する

　場合の地域手当を含む。

■諸手当

扶養手当、通勤手当、住居手当、超過通勤手当、単身赴

任手当　等

■賞与（ボーナス）

期末手当、勤勉手当として、１年間に俸給などの 4.1 か

月分（６月、１２月）

■昇給　年１回

■勤務時間　

　9:00 ～ 17:45（初任者の場合）

　　　　　　　※部署により異なる場合があります。

■休日休暇

・休日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始（週休二日制）

※部署により異なる場合があります。

休暇：年次有給休暇２０日／年

※４月１日採用の場合、採用の年は１５日

残日数は２０日を限度として翌年に繰越し

特別休暇：夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇　等

■福利厚生

・公務員宿舎（独身宿舎、世帯宿舎）

・診療所、健康診断、検診事業

・各種共済給付

■産前産後休暇

６週間以内に出産する予定の場合、及び出産の翌日から

８週間を経過する日までの期間で取得可能

■育児休業・育児時間

子が３歳に達する日まで、子を養育するために認められ

る休業。育児時間は、１日２時間以内まで勤務しないこ

とができる。

男性職員の育児参加休暇

妻の出産後８週間までの期間に、子を養育するために５

日以内で取得可能。上に小学校就学前の子がいる場合は、

妻の産前６週間前から取得可能。

■育児短時間勤務

子が小学校就学の始期に達するまで、子を養育するため

に認められる短時間勤務（１日４時間・週５日勤務、１

日８時間・週３日勤務等）

■介護休暇

配偶者、父母、子等で負傷、疾病または老齢により２週

間以上にわたり日常生活を営むことに支障がある者の介

護をする場合、それぞれの介護ごとに６ヶ月以内で取得

可能

■早出遅出出勤

育児又は介護を行う職員が、勤務時間帯をずらせる（早

出又は遅出）制度



採用に関する連絡先

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
03-5253-1111（内線 2711）

〒 100-8916　東京都千代田区霞が関 1-2-2
（採用情報）http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka1/yakugaku.html


