
薬系技官の醍醐味と

今後の期待

外から見た薬系技官はどう映るのか？ やりがいは？ 薬系

技官のキャリアを経て、現在異なるフィールドで活躍され

ているOBの方々に、現役の人事担当がお話をうかがいま

した。当時の業務や印象に残っている経験、そして薬系技

官としての醍醐味や今後の期待について紹介します。
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平成５年入省。食品化学課や内閣官房等を経

て、平成 17 年、保険局医療課薬剤専門官と

して診療報酬改定を担当、その後、PMDA や

医薬局審査管理課にて医薬品の承認審査等に

携わる。平成 26 年より東京薬科大学に勤務。

薬事関係法規研究室の教授として薬学関連の

研究や薬学教育に携わっている。

平成 13 年入省。化学物質の安全対策、食品

の器具容器包装の基準策定等に携わり、そ

の後、PMDA、人事院への出向を経て、医

薬局安全対策課にて医薬品、医療機器の安

全対策を担当。令和元年より現職。

平成 19 年入省。医薬局審査管理課にて医薬

品の承認審査に携わり、その後、環境省への

出向、内閣官房新型インフルエンザ等対策室

等を経て、平成 28 年より有限責任監査法人

トーマツに入社。会計監査や医療系のコンサ

ルティングの仕事に携わっている。
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薬系技官の道に進もうと思った

きっかけ

廣元：就職活動当時は、製薬会社に就

職するか役人になるか迷っていたんで

す。根底には「薬に関わりたい」という

思いはあったのですが、薬事全般に関

与でき、制度設計もできる薬系技官で

知見を高める方が、その後のキャリア

においてもプラスになると思ったの

で、薬系技官の道を選びました。

益山：私は薬だけではなく、色々なこ

とをやりたかった。そこで、製薬企業や

薬局、病院ではなく、公務員に興味を

持ったんです。修士 1 年の時に試験を

受けたら見事に受かって、修士 2 年に

は進まずそのまま入省しました。

太田：薬系技官時代の経験で大変だっ

たことや、記憶に残る仕事、やりがいを

感じたことはありますか？

廣元：入省して 1 年目の時ですが、ま

ずタミフルの異常行動の問題、後半は

フィブリノゲンの問題で、ずっと電話当

番をしていた時ですね。また、7 年目ぐ

らいですが内閣官房にいた時、西アフリ

カで発生したエボラ出血熱の対応です。

日本にいつ入ってくるのかヒヤヒヤし

ながら、疑似症患者の発生により、夜中

に呼び出されたこともありました。

太田：それは大変でしたね…。

廣元：これも 1 年目の試練と思い頑

張っていました。どんなことも自分の

糧になるので。当時はつらかったです

が、振り返って今思い返すと経験して

良かったなと。メンタルはかなり強く

なりました！

太田：大変だった仕事ほど覚えていま

すよね。後になって語られるのはその時

の色々な経験だったり話だったり。益山

先生はいかがですか？

益山：いい意味でも悪い意味でも大変で

したが、色々な部署で得た経験は、財産で

す。はじめに今の食品基準審査課で、冷夏

で日本が米を初めて海外から緊急輸入す

るという問題に携わり、その後経済産業

省で宇宙産業の業務を。ちょうど若田宇

宙飛行士が、人工衛星 SFU の回収に成功

した時です。次は環境省へ異動して、地下

水に関する仕事をしました。

宇宙から地下水まで

経験ができる幅広い職種

太田：宇宙から地下水ですか（笑）

益山：そうなんです。今で言うと築地市

場が豊洲に移転する際の土壌・地下水汚

染の問題や、ダイオキシンなど。その後

9.11 以後のテロ対策を経験したり、イラ

クの人質事件の時は缶詰で業務をしてい

たり。当時の小泉総理から差し入れをい

ただいたこともよく覚えています。

太田：どれも話題になったニュースば

かりですね。歴史を感じます。

益山：本当に色々な仕事があり、自分の

想像ができない経験ができますよね。

特に現在薬学部で勉強している方に言

いたいのですが、薬学部は勉強するこ

とが多いと思うんです。理系なのに法

律まで勉強する。でもその幅広い知識

があるからこそ、厚労省に入ってもそ

の知識は活かすことができます。そう

すると社会の仕組みも自ずと分かって

きたり。　薬剤師として薬局や病院に

行くのももちろん大事ですが、薬系技

官になって色々な部署や他省庁で学ぶ

ことも一つの選択ですし、役人でしか

経験できないですね。

薬系技官時代の知見を活かして

外の世界へ

太田：薬系技官のキャリアを経て、現

職へついた理由や現在の業務について

教えてください。

廣元：会計監査を行っている監査法人

トーマツで働いています。厚労省に

入って 9 年ぐらい経った頃、外へ出て

別の世界を見てみたいなと思ったんで

す。私は薬剤師の資格以外に厚労省在

職中に公認会計士の資格も取得したの

で、会計監査とコンサルの双方に強い

トーマツなら、薬系技官で得た知見も

活かせると思い入社しました。 今は、

会計監査 7・コンサル 3 くらいの割合

で、製薬関係の案件を中心に担当して

います。薬が承認されるまでの仕組み

や薬価算定等、薬事制度の知識はかな

り強みになっていますね。

益山：私は母校の東京薬科大学で教授

をしています。元々教員免許も持って

いて、人に教えるのが好きでした。ちょ

うど薬剤師に必要な法律を教えないか

という話を受けたのがきっかけです。

あとは現在の薬学教育はどうなってい

るんだろう？という興味もあって。　

大学では講義を山のように行っていま

すが、日々の研究や厚労省のお仕事に

も携わっていますよ。

太田：益山先生には大変お世話になっ

ています。今、EBPM の取組みが重要

視されており、政策を作成する上でも、

エビデンスがものすごく大切なんです

よね。先生方の研究結果を検討の参考

にさせていただいています。

転職しても変わらない

仲間との繫り

太田：今、外にいらっしゃるお二人か

ら見て薬系技官はどのように映ってい

ますか？

廣元：TV を見ていて、現在は新型コロ

ナ案件で、厚労省は大変だなあと思いま

す。世の中が何を求めていて、どういう

ことをすれば応えられるのか、雑務もも

ちろん大事ですが、働いている薬系技官

の方がより国民のためになる仕事に注

力できれば良いなと願っています。

益山：ほとんどのニュースに厚労省が

関わっていますよね。そういった意味

でも、生きるうえで必要な省庁です。だ

からこそ人が好きで、薬の観点から世

の中をなんとかしたいという志を持っ

た人が集まっていると思います。

太田：確かにそうですね。どのニュース

にも厚労省が関わっていて、国民に寄り

添うべく必要な職種だなと感じます。

益山：先輩から言われたのが「役人は良

いよ。嫌な奴がいても、同じ期間いるの

はせいぜい 1 年か 2 年だから。その間我

慢すればいい」

ンで考えるべきであり、薬系技官は良

い経験ができると思います。ぜひ、厚労

省の門を叩いて欲しいです！

益山：皆さんに考えて欲しいのが、“人

生100年”。老後を普通に暮らしていく

のか、楽しいことをして暮らすのか、と

考えると、やはり若い時はできる経験

はすべてした方がいい。50歳になった

ら自分が何をしているのか想像できな

いと思うけど、だからこそ、いろんなこ

とにチャレンジしていろんな種を撒い

ておくことが大事です。　　　　　　

経験に勝る勉強はない。どんなに本を

読んでも知識でしかなくて、それは誰

でもできます。経験をしてこそ自分の

力になり、それは一生残ります。

太田：そうですよね。これからはより終

身雇用の時代ではなくなってくるので

色々なキャリアパスがあってもいいと

思います。ずっと厚労省にいて上を目指

すのはもちろん、自分でステップアップ

して別の道に進むのもいいですし。

益山：最後に。大尊敬している先輩か

らの言葉なのですが、

「君らは法律を運用するだけだったら

要らないんだよ。君らの仕事は世の中

に必要な法律にしていくこと。何がお

かしくて何を正しくしなければならな

いのか、考えることが大事」

薬系技官は、ただ言われたことをやる

のではなく、いろいろな人の意見を聞

いて何が正しいか考えて、こうしたい

と思ったことができる職種です。そう

いった発見や経験は、将来に活かされ

るし、自分の力に変えていける。

我こそは！と思う人はぜひ薬系技官に

チャレンジして欲しいですね。

太田：2 年ごとの異動なので、被って

も 1 年ですもんね。

益山：でも、私はいつも別れが寂しく

て。もっと教わりたかったのに…とな

ります。色々な部署に行くのでネット

ワークは広がりますし、転職しても今

でもずっと親しい関係ですね。

経験に勝る勉強はない。経験こそが

未来の自分を作る

太田：最後になりますが、今後の薬系

技官に対する期待を教えてください。

廣元：厚労省は忙しいから不安だと思

う方も多いと思いますが、若い時は苦

労した方がいい。若い時はお金ではな

く経験だと思うんです。苦労したこと

はすごく記憶に残っていて、自分のス

キルにもなっているのが、今すごく実

感できています。　　　　　　　　　

将来、40、50、60歳になった時にどうい

う人生プランがあるのか、長期ビジョ



新型コロナ対応の最前線　

未知の病原体との戦い
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治療薬の開発と医薬品審査管理課の業務

　医薬品の開発は、通常10年程度の時間を

要すると言われています。その一方で新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）の治療

薬の開発は、極めて迅速に進みました。

　令和２年2月、日本でCOVID-19の治療

薬候補として挙げられていたのは、レムデ

シビル、アビガン（ファビピラビル）、カレ

トラでした。これらはいずれも新型コロナ

ウイルスや他のコロナウイルスの増殖が

抑えるとの報告がなされているものの、治

療薬として使用できるかは不明であった

ため、厚生労働省は、順次、実用化に向けた

開発支援をすることになりました。

　医薬品審査管理課は、関係する各部署に

対し、COVID-19治療薬など医薬品に関す

る一般的な知識

の情報提供、治

験の進捗確認、

新たな治療薬候

補のエビデンス

の解説、論文の信頼性判

断、COVID-19の薬物治

療に関するガイダンス作成への助言など、

厚労省の新型コロナウイルス感染症の治

療薬の開発チームの一員として、業務上の

課題解決に大きくコミットするようにな

りました。

業務遂行を支えたもの

　レムデシビルは、過去にエボラ出血熱

の治療薬として開発が進められており、

その際に品質と安全性の基礎的なデータ

が取得されていたことは、承認可否判断

の大きな手助けとなりました。最終的に

は米国の緊急使用許可を踏まえて、日本

における特例承認を行うこととなり、5月

7日に我が国で初の新型コロナウイルス

感染症の治療薬が誕生しました。

　新型コロナウイルス感染症の治療薬の

情報収集については、論文、報道、各国の

診療ガイダンス、有識者のSNSでの発信

など、幅広い情報源をもとに、激動する国

際情勢に負けないスピードで情報を整理

し、解釈を行いました。情報には断片的な

ものや不確実なもの、お互いに相反する

ものもあり、それらをパズルのピースの

ように組み合わせ、真実を探る必要があ

りました。

　例えばレムデシビルについては、有効

性が報告される一方で、4月下旬に中国の

グループから、有効性を支持しない論文

がLancetに報告されるなど、一見これま

で収集した知見と相反するデータが出現

しましたが、その際には科学的な背景な

どを踏まえ、総合的にデータを見極め、施

策に反映しました。

　新型コロナウイルスに関連する日々の

情報収集や課題解決は、与えられる時間

が極めて短く、業務は頻繁に深夜や休日

に及び、時には、難しい判断を強いられる

ケースもありました。その中でも最後ま

で信念を貫いて業務を遂行できたのは、

精緻な情報収集のみならず、医薬品の有

効性・安全性の確実な確保こそが国民の

利益になるという強い意志の下、先輩、後

輩、同僚の皆さんと団結できたからこそ

と思います。

未知の状況下での試行錯誤の連続

　年末から年明けにかけて、中国で新型

のコロナウイルスの感染症が発生したと

いう情報が入り、最初のうちは、国際課の

国際担当部局で、海外情報を収集し、省内

で情報を共有する形を取っていました。

　その後あっという間に中国国内で拡が

り、２月上旬、横浜港へクルーズ船が到着

することで、事態が大きく動きました。厚

労省内では対策チームが設置され、船内

での感染対策、感染者の近隣の医療機関

への移送などの対応に追われ、そのなか

で課題の一つが、乗客への医薬品の提供

でした。一般的なクルーズ船でしたので、

乗客の中心は高齢の方で、日本人だけで

なく、外国人も多く含まれていました。

　対面での接触が限定された環境の中、

乗客の方が必要としている薬剤を提供す

るオペレーションを考え、検討し、実行に

移しました。その際、厚労省内の薬系職員

に加え、国立病院の薬剤師の方のほか、日

本薬剤師会や日本病院薬剤師会などか

ら、多大なる協力をいただきました。実際

の提供は、ＤＭＡＴで現場に派遣されて

いる医師や薬剤師、看護師の方々にも相

談しながら進めました。

　オペレーションの過程で様々な課題も

生じ、試行錯誤の連続でした。普段は、制

度設計や施行などの業務を中心としてい

ますが、クルーズ船の業務はまさに「現

場」の業務であり、大変苦労しましたが、

その分、貴重な経験を得ることができま

した。

経験や蓄積が少ない中での戦い

　クルーズ船関係の対応が一段落した

後、国内では、マスクや消毒用アルコール

などの医療物資の需給の逼迫が課題とな

りました。私は、主にアルコールの供給対

策を担当しました。　物資関係の需給課

題に対応のため、３月中旬、経済産業省や

総務省の方も参画いただき、省内に対策

チームが設置され、この業務も

当然ながら経験の蓄積や前例が

少なかったです。医療機関や介

護施設に優先的に供給するス

キームを企画し、関係業者や都

道府県との調整、関連文書の発

出、報告されてくる数字の取り

まとめなど、次から次へと課題を整理し、

省内の幹部や大臣への相談といった業務

をこなしていきました。

　都内は、緊急事態宣言が出され、人通り

も少なく、閑散としている中、霞ヶ関に出

勤し業務に当たりました。業務は深夜に

及ぶことも頻繁にありました。

　そうした中で体調も崩すことなく、業

務を進めることができたのはコロナに打

ち勝ち、国民を守るぞという一体感が職

場の中にあったからだと思っています。

　担当時はとても大変でしたが、業務の

幅が大幅に拡がったと感じます。オペ

レーションを企画、絵にして関係者に説

明し、理解を得るまでのステップを出来

るようになりましたし、立場が上の方に

も臆せずものが頼めるようになったメン

タルの強さもつきました。

　厚労省は大変そうなだなと臆してしま

うかもしれません。確かにキツい時もあ

りますし、コロナの対応では、終わりが見

えないというのは大変辛かったです。と

はいえ、一人で全部背負い込んで業務を

するわけではなく、チームの存在が心強

いです。日々、自分の進化を感じながら、

刺激的な毎日を過ごすという選択肢もあ

りかなと思います。頑張ってください。

令和元年末に中国において報告されたCOVID-19。その病原体は、日本も

例外なく襲いかかってきました。パンデミックの中、厚生労働省で、最前線

で対応にあたっていた薬系技官にその様子を聞きました。

PMDA

荒木  康弘
A R A K I  Y a s u h i r o

保険局医療課

田中  大平
T A N A K A  T a i h e i

新型コロナウイルス感染症治療薬の

特例承認の裏側で

薬系技官が人類の

問題に立ち向かう
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職場に生まれた

「国民を守るぞ」という一体感

平成 22 年 在ウィーン国際機関日本政府代表部（国際的な麻薬対策の連携）

平成 25 年 大臣官房国際課国際協力室（ASEAN 地域との保健衛生外交担当）

平成 27 年 医薬・生活衛生局安全対策課（HPV ワクチン接種者の救済制度等）

平成 29 年 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課（COVID-19 治療薬の承認等）

令和 ２ 年 現職

平成 24 年 医薬食品局総務課（医薬品販売制度の見直し等）

平成 26 年 医薬品医療機器総合機構（新薬審査、アジアトレセン立上げ等）

平成 29 年 医政局研究開発振興課（新薬研究開発支援、臨床研究法改正等）

令 和 元 年  医政局経済課（薬価制度改革、ベンチャー支援、コロナ対応等）

令 和 ２ 年  現職（薬価制度改革、薬価改定等）

Courtesy: National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases.
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