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これは、政策の立案から実施に至るプロセスの一例で

す。医系技官は全ての過程に関与します。円滑で適切な

問題解決ができるように、わかりやすい資料を作成し、

関係者と意見交換していくことが大切になります。

医師としての専門性と行政スキルの
両方が必要です。

プロジェクトを動かしていく行政官にはマネジメ

ント能力が必要です。同時に、医師の専門性も重要

です。公衆衛生のスキルについては仕事をしなが

ら専門性を深めていきます。また、公衆衛生政策を

学ぶための留学の機会もあります。

次のような方が向いています。

社会のために働きたい！
臨床現場と同様、問題点を解決していく仕事です。ただ

し、対象が大きく、日本国民全体に及びます。社会に貢献

する気持ちが重要です。

臨床経験による医療的な知識や現場感覚はもちろん、病

態を把握し、スタッフと協同し、患者に説明するという問

題解決プロセスを経験していることが生きてきます。た

だし、次の点においては行政と臨床はちょっと違います。

確実に情報を伝えるために、わかりやすく正確
な書類を作成する必要があるため、基本的には
デスクワークです。

相手は患者さんやその関係者にとどまりません。
国民全体の幸福を対象にしています。

政府の一員、厚生労働大臣の部下という立場です。

国会の動きやニュースは仕事の結果でもあり、
仕事のもとでもあるので、常にフォローします。

皆で協力するのが楽しい！
普段の業務は事務官や多職種の技官と協力しながら行

います。また、多くの関係者と相手の立場を尊重しなが

らものごとに取り組むことが求められます。

粘り強く継続的に取り組みたい！
それぞれの課題は利害関係や過去の経緯などがあり複

雑です。解決するために、丁寧に粘り強く継続的に取り

組むことが必要です。

医学的な知識や現場感覚はとても役に立ちます。
問題解決のプロセスは似ています。

臨床の流れ

S：愁訴を聞く、問診する

O：診察・検査をする

A：評価し仮説をたてる

　インフォームドコンセント

P：治療する

ヒアリングする、要望を受ける

データを集める、検証する

解決策を企画立案する

審議会・国会審議など合意形成

政策を施行する

行政の流れ

デスクワーク

集団へのアプローチ

組織人である

時勢を意識

医師としての専門性 行政官としての専門性

医学的知識

科学的判断能力

真理探究力

など

施策に関する知識

調整力・構想力

公平・公正性

など

基礎素養

高い志、広い視野、豊かな人間性、
コミュニケーション能力

人々の健康を守るため、医師免許・歯科医師免許を有し、専門知識をもって

保健医療に関わる制度作りの中心となって活躍する技術系行政官のことです。

政策の立案

審議会での議論

現場の視点
専門的議論

現場視察

政策案・法案や

予算案の立案

政策の決定

政策決定

（予算、法案）

医系技官とは

政策の
実施

政策立案から実施に至るプロセス全てに
関わります。

Norihisa  HARA

いと実感しています。また、必ずしも選択した方策が、短期

的には、明確な結果をもたらさないかもしれませんが、中長

期的に国民の健康に寄与すると確信して、行政に携わって

きました。その際、公平･公正であること、長期的視野を保つ

ことを忘れないよう心がけてきました。

さて、近年、妊娠・出産・育児等を経験しながら働く女性が増

えている中、家庭と仕事の両立は、女性だけでなく男性に

とっても大きな課題です。厚生労働省でも、ワークライフ・

バランスを推進するため、育児休暇や勤務時間の調整等、

様々な制度が整備されており、医系技官においても、女性、

男性問わず育児休暇を取得するなど制度を活用して、円滑

に職場復帰を果たしています。

将来を見据えて我が国を支え、背負っていくことを日々自

負しながら仕事に携わることこそ厚生労働行政の魅力であ

ります。共に未来を創る、志ある皆さんが我々の仲間として

行政に参加することを願ってやみません。

どのようなことを期待して、このパンフレットを皆様は手

にされたのでしょうか。臨床医あるいは医学生として、患

者、患者のご家族等と日常的に接しながら、医療の現状を変

えたい、理想の健康社会を築きたいなど、様々な強い「想い」

を持っていらっしゃることと思います。

昨今、少子高齢化の進展、地域格差・所得格差の拡大といっ

た社会情勢の変化に加え、新型インフルエンザ、東日本大震

災、原発災害等の健康危機が起こっており、国民の健康を守

るために取り組むべき課題は枚挙にいとまがありません。

国民が健康で幸せな生活を営むことを支えるためには、臨

床や研究以外にも行政という道があります。医系技官には、

国民の健康を守るという信念のもと、豊かな人間性、優れた

科学的な分析能力、調整力、チームワーク力、そして現場を

尊重する心をもった人材が求められています。

私自身、これまで様々な部署で課題に取り組んできました

が、解決のための行政施策は、正解が一つであるとは限らな

原　德壽
厚生労働省  医政局長

平成２年 入省（厚生省健康政策局計画課）

平成４年 労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

平成６年 厚生省保険局医療課

平成８年 富山県厚生部次長

平成10年 富山県厚生部長

平成12年 環境庁企画調整局環境保健部保健企画課特殊疾病対策室長

平成14年 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課がん研究調整官

平成15年 防衛庁運用局衛生官

平成18年 厚生労働省保険局医療課長

平成20年 環境省総合環境政策局環境保健部長

平成22年 防衛省大臣官房衛生監

平成24年 厚生労働省医政局長

現在、そして未来の国民の健康を守るため、
まさにあなたの力が求められています

医政局長からのメッセージ
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東日本大震災の時に危機管理を担当しており、医療チームの派

遣や、放射線被害対策など、官邸・各省庁との調整などに当たり

ました。未曾有の災害を目の当たりにし、足が震える思いでした

が、被災者のためと奮起して、連日連夜業務にあたったことが忘

れられません。そのときに、現場に思いを馳せつつ、行政官とし

ての矜持をもって中立・公正・公平に判断すること、技官として

の矜持をもって現場の真のニーズは何か、科学的エビデンスは

何かを追求することが重要と感じました。

「地域包括ケア」という言葉をご存じでしょうか？私がはじめて触

れたのは、臨床研修で、地方のある診療所で地域医療研修を行わせ

て頂いた時です。一歩病院の外に出て地域に身を置くと、予防、リ

ハビリ、在宅医療、介護、住まい・・　様々なニーズが存在しており、

その患者さんのためには、これらの様々なニーズに対応し、自立に

つながるよう、地域で必要なサービスが包括的に提供されること

の重要性を深く考えました。

その人の病でなく、その人を診る、さらにその背景にある地域を診

るという視点は、現在に至るまでの原点となっています。超高齢社

会の中、日本全体で、この「地域包括ケア」が充実し、国民が安心し

て生活できる体制を構築したいと考えています。

　

厚生労働省の仕事は、国民の生活と直結しており時に厳しい指摘

もありますが、その分チャレンジングで大きなやり甲斐がありま

す。そして、悩んだときに支えてくれる、温かい、そして役所イメー

ジを覆す程（？）バラエティに富んだ仲間がいます。政策立案には

情熱あふれる若い力が必要です。是非、私たちと一緒に働いてみま

せんか？　女性の皆さんもお待ちしています！

医政局は､医療提供体制の全般整備を担っています｡具体的に

は､病院･診療所の整備､救急･周産期･小児医療､へき地･災害医

療への対応､医師の養成･確保､医療安全､再生医療などの研究

開発､医薬品･医療機器の産業振興など､多岐にわたる政策の

企画立案､調整を行っています｡

2025年には団塊の世代が後期高齢者となるなど､今後の急

速な高齢化の中で､いかに国民が安心できる医療提供体制を

構築していくか､財政制約の中でいかに効率的で質の良い医

療を作っていくか— 論点は多いですが､医政局長を筆頭に

局内の技官一同､日々奮闘しています｡

現在の私の担当は､医師育成に関する部分であり､特に､臨床

研修と専門研修などについて､関係データや有識者のご意見

などを踏まえ､企画立案･調整を行っています｡

臨床研修は､医師法に基づき昭和40年代から存在する制度

ですが､以前は努力義務にとどまっていたため､ストレート

研修中心で基本的な診療能力の修得が不十分､病院の指導体

制が不十分､処遇が不十分などの指摘があったことから､平

成16年度に必修化され､将来の専門にかかわらず､診療に従

事しようとする医師は臨床研修を受けることが義務付けら

れ､まもなく10年となります｡

必修化後､大学の研修医が減少し地域の医師確保に影響がで

ているなどの指摘があったため､より地域の医師確保に配

慮する形で､各病院の募集定員の設定などの見直しを行い

ました｡

現在は､制度必修化後の2度目の見直しの時期となってお

り､平成27年度からの適用に向け､検討会で議論を行い､平

成25年末に報告書をとりまとめ､病院の指導体制の向上や

定員設定の見直しなどを行うこととしています｡

臨床研修制度の必修化により､研修医の基本的な診療能力

そのものは､データでみると上昇傾向にあります｡地域での

医師確保とのバランスに配慮しつつ､より良い医師を育て

るため､これからも制度の充実を図っていきたいと思って

います｡

専門医制度は､これまで各学会がそれぞれ運用していました

が､各学会の認定基準が様々で専門医の質にばらつきがある

などの指摘があり､長年の間､日本学術会議などでも議論さ

れていました｡

医師の質の一層の向上に向け､臨床研修の必修化に続き､こ

の状況を前に進めるべく､厚労省内に検討会を立ち上げ､有

識者にお集まりいただき､1年半の議論を経て平成25年4月

に報告書をとりまとめました｡

報告書を踏まえて､今後､米国などと同じように､学会から独

立した中立的な第三者機関を設立し､平成29年度頃より､こ

の第三者機関が､質の確保の観点から､専門医や研修施設の

認定を一体的に行う予定です｡

また､急速な高齢化を踏まえ､高齢者の複数疾患などに対応

できるよう､「地域を診る各領域の医師」として、いわゆる

common diseaseに適切に対応できる専門医(名称は｢総合診

療専門医｣)を専門医の1つとして位置づけることとなりま

した｡総合診療専門医については､今後の医療提供体制に向

けて活躍を期待する声が強く､多くの若い医師にも関心を

持って頂きたいと思います｡

また、中核病院と地域の病院や診療所が病院群をつくり、専

門医を養成するなど、医師のキャリア形成と地域の医師確

保が両立するように対応していく予定です。

医 政 局 先輩からのメッセージ

国民が安心できる
医療提供体制の構築
ー良質な医師の育成に向けてー

趣味 — 読書、育児（５歳の子どもがいます）

信条 — 誠実 

医政局　医事課　医師臨床研修推進室

医師臨床研修専門官

國光 文乃
平成16年 老健局老人保健課主査（介護保険、地域包括ケアの担当）

平成19年 米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA)　留学（公衆衛

生学修士取得）

平成21年 大臣官房統計情報部保健統計室室長補佐（保健統計担当）

平成22年 大臣官房厚生科学課国際健康危機管理調整官（災害、テロなどの

健康危機管理の担当）

平成23年 独立行政法人国立病院機構医療部医療課長（国立病院機構の病

院の医療サービス担当）

平成24年 現職

Ayano KUNIMITSU

臨床研修制度
ー将来の専門にかかわらず、基本的な診療能力を身につけるためにー

専門医の仕組みの見直し
ー専門医の一層の質の向上に向けてー

医療の全体像を描く
ー急速な高齢化の進展に対応してー

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

これからやりたいこと
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2009年に新型インフルエンザが発生した際、私はバンコクにいま

した。毎晩WHO本部や米国CDCの記者会見を聞いていましたが、

米国CDCのAnne Schuchat女史のメディア対応のすばらしさに、

とても感銘を受けました。様々な角度からの質問に対する、その10

倍は知識を持っていると容易に推察させる的確な回答。楽観的な

話はせず、将来起こりうる悪い話も含めた冷静な説明。メッセージ

として何を伝えたいのかを明確にし、それを何度も繰り返す姿勢。

そして、結果的にこの人は信頼できると思わせる雰囲気作り。技官

たるもの、このような対応をしないといけないと強く印象に残る

とともに、自分の目標になりました。現在結核感染症課で日々マス

コミの取材を受けておりますが、直接国民にメッセージを伝える

ことができる貴重な機会と捉え、丁寧でわかりやすく対応するよ

う心がけています。まだまだAnne Schuchat女史の足下にも及び

ませんが、課題の克服や成長を感じれる職場にいれて光栄に思っ

ています。

これまでいろいろな職場で働きましたが、一番重要なことは、自分

の成長を感じることができることだと思っています。霞ヶ関の魅

力は、自分より能力が高いと思える人、前向きに物事を進めようと

する人々に囲まれて、知的刺激を受けながら過ごせる日々にあり

ます。もしそのような職場環境に興味をお持ちでしたら、ぜひ見学

にお越し下さい。

健康局結核感染症課は、感染症法、予防接種法、検疫法等の法律

を所管し、感染症から国民を守ることを目的に業務を行ってい

ます。感染症対策は古くから公衆衛生の重要テーマですが、最

近は鳥インフルエンザや新型インフルエンザのように、マスコ

ミ報道も含め国民の関心が高く、疾患・病原体への対策に加え、

リスクコミュニケーションが重要な役割を占める業務も増え

ています。課内には70名を超える課員がおり、医師、看護師、薬

剤師、獣医師等の技官と、法令・予算事務官や事務補佐員が協力

して対策を進めています。

日本の予防接種行政は先進各国に比べ20年ほど遅れている

と言われてきました。この背景には、90年代初頭に、予防接

種の副反応の問題で国に対する訴訟が起こり、国が相次い

で敗訴した歴史があります。現在の当課の課長は、自分が入

省した頃は、いつまで予防接種のように危ないものをやっ

ているのだといった世の中の雰囲気だった、とよく述懐し

ています。以降約20年間、世界では新しいワクチンが多く開

発されたにも関わらず、日本で新しいワクチンが定期接種

化されることはほぼありませんでした。状況が一変したの

が、2009年の新型インフルエンザです。これを機に、ワクチ

ンの必要性が再認識されるとともに、日本の予防接種の遅

れを取り戻すべきとの機運が高まりました。その後5年の間

に、小児用肺炎球菌ワクチンなどのワクチンが定期接種化

されるとともに、有効性や安全性を評価する体制の充実化

が進められました。一方、昨年は、HPVワクチンの安全性への

懸念が生じた他、20年前のワクチン不信の影響もあり、成人

層で風しんが流行するなど、ワクチン行政の難しさを痛感

した1年となりました。ワクチンは健康な人、特に子供に打

つ薬であるので、安全であることが大前提であり、また、そ

の効果（打たなかったことによるデメリット）を感じること

が難しいため、リスクとベネフィットをわかりやすく説明

し、多くの国民に納得して打ってもらえる環境作りが最大

の課題となっています。また、そのような環境作りが行政の

醍醐味であり、やりがいだと感じています。

昨年は中国での鳥インフルエンザ(H7N9)、中東での重症急

性呼吸器症候群(MERS)、国内でのマダニによる重症熱性血

小板減少症候群(SFTS)など、新興感染症への対応が多く求

められる一年となりました。海外での感染症対策は、かつて

は途上国支援を主たる目的に行われていましたが、最近は

感染症に国境はないという考えの下、国防的な観点から、健

康危機管理案件として対応しています。海外で発生した感

染症については、WHOや各国当局とのやりとりを通じ、情報

を収集するとともに、専門家の意見を踏まえ、対応を判断し

ていきます。そのため、当課は英語、フランス語、中国語など

の言語が日々飛び交う国際色豊かな職場となっています。

また、医系技官は13名勤務していますが、うち7名は臨床現

場、自治体、大学から人事交流の方であり、日々様々な異な

る立場の視点からの議論が行われる多様性に富む職場と

なっています。さらに、日本では一類感染症の診療を経験し

たことがある医師がほとんどいないため、実際に一類感染

症の患者を診れる海外研修を主催したり、新型インフルエ

ンザが発生した際に行政と臨床現場が円滑に対応できるよ

う、地方自治体の担当者と地域の感染症科医が合同で受講

する研修を主催したりしています。人間は、場数を踏めば踏

むほど、また、修羅場をくぐり抜ければ抜けるほど、大きく

なります。結核感染症課は国際性、多様性、科学性、修羅場、

あらゆる意味で魅力ある職場だと感じています。

健 康 局 先輩からのメッセージ

趣味 — 読書、子供との外出

信条 — Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

健康局　結核感染症課

課長補佐

難波江 功二
平成 11 年　医政局総務課（医療法担当）

平成 14 年　ハーバード大学公衆衛生大学院 ( 公衆衛生学修士取得）

平成 17 年　大臣官房国際課（WHO 担当）

平成 18 年　国連アジア太平洋事務局 /WHO 西太平洋事務局

平成 21 年　医薬食品局血液対策課（血液安全）

平成 23 年　国立感染症研究所 FETP（実地疫学調査）

平成 24 年　現職

ワクチンギャップの克服に向けて

国際的な健康危機管理への対応

結核感染症課の業務 思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

Koji  NABAE

感染症から国民を守る
ー公衆衛生の原点ー



07 08

Working for Public Health

Ministry of Health, Labour and Welfare

Working for Public Health

Ministry of Health, Labour and Welfare

医系技官募集のご案内 ｜ 先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ ｜ 医系技官募集のご案内

私が入省して最初に取り組んだ仕事が「骨髄バンク事業」、公

的骨髄バンクを日本で作ることでした。骨髄バンクができる

前は、一人の患者さんのために、HLAが一致するドナーを探

すのは大変な苦労でしたが、たくさんの皆さんのご支援に

よって「骨髄バンク」ができて以降、患者さんに適した骨髄液

を制度として確保できるようになりました。こうしたシステ

ムを作れば、世の中が大きく変わり、人々が幸せになること

を実感し、この仕事の醍醐味を味わうことができました。ま

た、東日本大震災や有珠山の噴火など国家的危機の時は、現

場に直行し、関係者の皆さんと一緒に命懸けで被災者の皆さ

んのために対策に取り組んだことも思い出です。

厚生労働省は国民生活に直結する課題が多いことから、その

対応についてはとかく批判に晒されます。それでも、私たち

は、困っている方々や苦しんでいる方々のために、課題解決

に向けて業務に取り組んでいかなければなりません。辛いこ

ともありますが、その達成感は格別な感があります。単なる

批評家ではなく、共に困難に立ち向かっていく同じ志を持っ

た実践者をお待ちしています。

医薬食品局は「医薬品医療機器等法」など各種法令に基づき、

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）」や地方厚生

局、自治体等と協力し、医薬品・医療機器の審査や安全対策、

血液事業、麻薬・覚せい剤対策、医薬品副作用被害救済など、

国民の生命・健康に直結する諸問題を担っています。一日で

も早く有効で安全な新薬・新医療機器を医療現場に届けられ

るよう審査の迅速化に努めるとともに、医薬品や化粧品によ

る健康被害への対応、医薬品のインターネット販売のルール

の構築など、厚生労働省の中でも特殊性の高い課題に取り組

んでいます。

私の所属する血液対策課は、「安全な血液製剤の安定供給の

確保等に関する法律」に基づき、日本赤十字社と協力しなが

ら献血の推進や血液製剤の安定的な供給の確保に取り組ん

でいます。一部を除き未だ人工的には製造できない血液製

剤は、悪性腫瘍や血液疾患等の治療のため、医療現場では不

可欠です。「自国の血液は自国で賄う」という原則に立ち、と

りわけ将来の献血を支えていく若年層に対して、献血の重

要性をキャンペーンなどで呼びかけしています。「先ず隗よ

り始めよ」と、私も自ら献血（100回以上）しています。一方、

血液製剤の安全性確保のために、問診による献血制限、感染

症に関する血清学的検査やNAT検査、遡及調査、不活化の検

討など、最新の科学的知見を踏まえた取り組みをしていま

す。現在の科学技術では、血液製剤をゼロリスクにはできま

せんが、少しでもゼロリスクに近づける努力を続けている

ところです。

医 薬 食 品 局 先輩からのメッセージ 食 品 安 全 部先輩からのメッセージ

全ては患者さんの生命のために 食品の安全
̶ 食を通じて健康を守る ̶

Kazunari ASANUMA Yumi KISAKA

有効で安全な医薬品・医療機器を医療現場へ

血液製剤の安定供給と安全性確保

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

趣味 — ランニング（フルマラソン完走25回）

信条 — 一日一生、命に過ぎたる宝なし

医薬食品局　血液対策課

課長

浅沼 一成
平成 ３年　入省（厚生省保健医療局疾病対策課）

平成16年　健康局総務課（健康局所掌業務の総括、被爆

者援護）

平成17年　鹿児島県保健福祉部次長

平成19年　大臣官房厚生科学課健康危機管理官（健康

危機管理対策の総合調整）

平成21年　内閣官房新型インフルエンザ対策室企画官

（新型インフルエンザ対策の総合調整）

平成23年　医薬食品局医療機器審査管理室長（医療機

器の薬事審査等、薬事法改正）

平成25年　現職

趣味 — 海、茶道、旅行、美食、読書

信条 — 前を向く

食品安全部　基準審査課　新開発食品保健対策室

バイオ食品専門官

木阪 有美
平成16年 大臣官房厚生科学課（科学技術振興） 

平成17年 雇用均等・児童家庭局母子保健課（ES細胞、小児産

科医療、女性医師）

平成18年 環境省環境保健部環境安全課（内分泌かく乱物質）

平成22年 大臣官房厚生科学課（科学技術振興）

　　同年 健康局結核感染症課併任（予防接種関係業務）

平成23年 大臣官房国際課併任（WHO関係業務）

　　同年 ハワイ大学（米国国務省アジア太平洋プログラム）

平成24年 現職

バイオ食品専門官に着任した当初は、土地勘がない上に文字

通り難解な仕事内容に非常に戸惑いました。しかし、世界の

第一線で活躍しておられる専門家が夜中や休日でも時間を

割いてくださり、また、理解ある上司や部下、協力的な関係省

庁の担当者など、とにかく人に恵まれたお蔭で、やるべき課

題に挑戦し、実りある議論を重ねた上で、10年ぶりの新たな

調査会の設置や告示改正など、成果を形にしていくことが出

来ました。おそらく将来、現在の部署のことは、「良い人との

出会いに恵まれた、実に幸運な時期」として振り返るだろう

と思います。また、食品安全部の仕事は国際案件が非常に多

いので、各国大使館への政策の説明など他部局ではなかなか

出来ない経験を積むことも出来ました。EPAなど新聞で取り

上げられる国際交渉などに身近で関わることが出来たのも

思い出深いです。

社会と一人一人の心身の健康につながる仕事が出来ます。稀

有な経験が待っていると思います。この仕事をしていなけれ

ば会うチャンスがない多くの人達と一緒に仕事が出来るの

は魅力です。

食品安全部は、私たちが毎日、口にする食品の安全性を確保す

ることを通じて、国民の健康を守るための業務をしています。

東日本大震災後の食品中の放射性物質の問題や数千人規模の

食中毒の報道を見ても分かるように、食の安全は毎日の生活に

直結しているため、社会的関心が高く、また問題が起こった場

合のインパクトもとても大きい分野です。その中で、医系技官

は、医学的知識を基盤に、人への健康被害を防ぐために活躍す

ることが期待されています。

平成13年のBSE問題などを受け、可能な範囲で事故を未然に防

ぎリスクを最小限にするための仕組みが構築されました。①科

学的なリスク評価、②評価に基づくリスク管理、③リスクコ

ミュニケーションの３つからなるプロセスのうち、厚生労働省

は、リスク管理とリスクコミニュケーションを担当していま

す。実際には、最新の科学的知見や国際機関で策定される基準

値等を踏まえ食品に残留する農薬や食品添加物、食中毒病原微

生物などに関する基準を作り、また、その基準が守られている

かの監視などを行っています。

現在、遺伝子組換え食品等の安全性確保を担当しています。こ

の分野は、技術開発が目覚ましく、専門性が極めて高い内容ば

かりです。制度が設計された当時の「遺伝子組換え」の概念を越

える技術も出現しつつあり、知的財産の塊のような最先端の情

報を解読しながら、リスク管理の在り方を再検討することが

日々求められています。

食品の安全性確保 ー国民の健康のためにー

遺伝子組換え食品等の安全性

Science　Based　Policyの実践

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ
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希望者の方から、人事異動への不安や、組織の中での個性の

発揮について相談を受けることがあります。

人が替わっても行政組織は変わらず動いていきますが、動か

しているのは無名の行政官一人一人の判断と調整の積み重

ねです。新しい提案をする、軌道修正する、一歩踏込む、慎重

に対応する・・・。判断はその人の知識や経験に基づくもので

すから、最良の対応のために、日頃からの幅広い関心、意見交

換や現場訪問、自分の重要テーマへの取組、といったことが

生きてきます。国民生活の多様な面に関わる行政経験、臨床

や研究、さらに地域活動や子育て経験なども仕事の幅を広げ

てくれるでしょう。同時に、自分の知らないことへの謙虚さ

と想像力も大事にしたいと思います。

検討に深く関わったテーマ（私の場合、臨床研修制度、医療観

察法、発達障害者支援など）が、関係者の長い努力を経て発展

するのをみるのは感慨深いものです。また、真剣な議論を交

わした関係者との立場を超えた信頼関係は貴重な財産です。

この社会が少しでも住みやすいものになりますように。

日本には約5500万人の労働者がいます。労働基準局は、労働者

が安心、快適に働くことができる環境づくりを目指して、賃

金、労働時間などの労働条件の確保・改善、労働者の安全と健

康の確保、労災補償などを担当しており、地方組織として47の

労働局･約350の労働基準監督署があります。労働衛生課では、

労働者の仕事による疾病予防・健康確保を担当しています。

労働衛生の歴史は近代産業の発展と重なり、歴代医系技官に

よって対策が進められてきました。

労働関係施策は、地域保健施策の実施が地方自治体に委ねら

れるのと対照的に、事業者の義務として定められるものも多

く、労働者、使用者、公益の3者の代表が加わった場で審議さ

れるという特徴があります。

歴史の長いじん肺や化学物質による健康障害に加え、過重労働

による健康障害の防止、職場のメンタルヘルス対策、受動喫煙防

止対策、放射線関連労働者の健康障害防止などが大きな課題で

あり、新たな仕組づくりや対策の普及に取り組んでいます。他に

も医療･介護職場の腰痛対策、夏季の熱中症予防、潜水等高気圧

作業の安全対策など様々な課題があります。さらに、生涯を通じ

た健康のため、働く世代の健康づくりも重要な課題です。

労働衛生課の医系技官は、さまざまな専門性をもつ同僚職員

とともに、専門家を交えた科学的検討、現場の課題の把握、労

働者・使用者等関係者の意見調整等を行い、労働者の健康対

策を進めています。

労働基準局 先輩からのメッセージ 雇 用 均 等・児 童 家 庭 局先輩からのメッセージ

す べ て の 子 ど も が
健 や か に 育 つ 社 会 を 目 指 し て

5 5 0 0 万人の労働者が
健康に働くことができる社会へ

Yoko IZUMI Eisaku KISHITA

労働者の健康と安全

労働衛生行政の特徴

医系技官の役割

現在の課題

希望者へのメッセージ

趣味 — スキー、ゴルフ、ダーツ

信条 — 一期一会

雇用均等・児童家庭局　母子保健課

課長補佐

木下 栄作
平成16年 医政局総務課（医療提供体制の整備） 

平成19年 保険局総務課医療費適正化対策推進室（特

定健診）

平成20年 健康局総務課生活習慣病対策室（メタボ

リックシンドローム対策）

平成21年 健康局総務課地域保健室（地域保健対策）

平成22年 健康局結核感染症課（予防接種制度の見直し）

平成23年 岐阜県健康福祉部保健医療課（県の保健医

療対策全般）

平成25年 現職

母子保健課では、児童及び妊産婦その他母性の保健の向上

に関することを担当しています。具体的には、母子保健法

を所管し、母子健康手帳、妊婦健診、乳幼児の健康診査と

いった事業のほか、国民運動計画である「健やか親子21」、

また、不妊治療や出生前診断といった妊娠・出産に関わり

の深い医療も担当しています。

「健やか親子21」は、我が国の母子保健の国民運動として平

成27年4月から新たな計画がスタートします。今後、10年間

の母子保健活動の指針となる計画作りに取り組んでいます。

不妊治療への助成事業の見直しや、生殖補助医療のルール

作りにも取り組んでいます。進歩する医療技術に対応でき

るよう、必要な制度作りが求められています。制度作りに

は、提供する医療者のみならず、その技術を利用する側の

考えにも配慮することが重要になります。

また、慢性疾患を抱える子ども達への医療費の助成制度の

見直しにも取り組んでいます。

母子保健の分野が抱える課題には、いまの子どもたちが、

10年・20年後に大人になったときに初めて認識されるよ

うな課題もあります。そのような課題に取り組むために

は、1〜2年では成果はすぐには得られないものも多く、

どっしりと腰を据えて取り組む必要があります。私たちに

求められる役割は、しっかりとその必要性を認識するとと

もに、重要性について情報発信をしながら、子ども達の将

来に渡っての健康を守るべく、いまやれる仕事にしっかり

と取り組むことです。

母子保健水準の維持・向上のために

将来の子ども達の健やかな成長も守る

母子保健課で取り組む当面の課題 思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

趣味 — 音楽を聴く、演ずる、読む、語る

信条 — 科学、公平、想像力

労働基準局　安全衛生部　労働衛生課

課長

泉 陽子
平成6年 健康政策局医事課課長補佐（国家試験関係、

臨床研修制度）

平成9年 佐賀県福祉保健部健康増進課長（感染症、精

神、がん対策など）

平成13年 障害保健福祉部精神保健福祉課課長補佐

（精神保健･医療）

平成19年 茨城県保健福祉部長（保健医療福祉施策）

平成20年 環境省環境保健部石綿健康被害対策室長

（石綿被害救済）

平成22年 雇用均等･児童家庭局母子保健課長（妊婦健

診、母子健康手帳、不妊治療助成）

平成24年 保険局医療課医療指導監査室長（保険医療

機関の指導監査）

平成25年 現職

医系技官になり、もうすぐ丸10年を迎えようとしています。

厚生労働省で見直しを担当した予防接種制度が、岐阜県に出

向した際に、実際の現場で事業としてスタートし、地域の医

師の方々や住民の方々と接しながら現場での課題と直面し

ながら、制度が実際に広がり形となっていくことを実感でき

たことは、制度作りに携わる立場としては、感慨深いものが

ありました。また、岐阜でさまざまな地域保健の課題に取り

組んだ経験が、再び、国で制度作りを担当するようになった

今、現場感覚を持ちつつ課題を捉えられるようになっている

と感じています。

私たち医系技官が担当する「制度作り」は、診療科の1つと

思っています。はっきり言ってマイナーな診療科ですが、そ

の専門性という意味では、他の診療科に負けず劣らず魅力的

なところです。そして10年先の日本を元気に出来る可能性

を秘めています。



11 12

Working for Public Health

Ministry of Health, Labour and Welfare

Working for Public Health

Ministry of Health, Labour and Welfare

医系技官募集のご案内 ｜ 先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ ｜ 医系技官募集のご案内

自治体勤務は、埼玉県医療整備課、埼玉県大宮保健所の医員

を皮切りに、山梨県健康増進課長、青森県健康福祉部長、新潟

県副知事を経験しました。就職するまで東京を離れたことが

ありませんでしたが、自治体勤務のお陰で、地域医療や高齢

社会の問題を身をもって知ることができました。また、各地

域の自然や食を楽しむこと、そして土地の人々との交流はど

れも思い出深く、今でも一緒にスキーを楽しむ友人たちは、

何にも替え難い宝となっています。

行政の仕事は、多くの方々との出会いや経験を与えてくれま

す。先日、このポストに就いてからの7ヶ月間にいただいた名

刺を数えてみたところ700枚以上ありました。月平均で100

人もの方々と新たに出会っていることに驚くと同時に、この

仕事が各方面で活躍している方々のご協力に支えられてい

ることを改めて感じました。こうした出会いや経験を通じて

多くを学び情報を得て視野や発想が拡がること、そして、そ

れを仕事に活かすことができることが行政の仕事の大きな

魅力だと思っています。

うつ病等の気分障害の増加など、精神疾患で医療機関を受

診する患者数は近年急増しています。精神疾患は患者自身

の生活の質が低下することに加え、社会経済的にも多大な

損失を生じます。また、自殺の原因にもなっており、国をあ

げて取り組むべき重要な課題です。

平成25年6月、精神保健福祉法の一部が改正され、本年4

月に施行されました。医療の質の向上と機能分化、保護者

制度の見直しや医療保護入院にかかる手続の見直し、精

神科病院の管理者に対する退院促進の義務づけなど、「入

院医療中心から地域生活中心へ」という目標に向けて、さ

らなる一歩を踏み出したところです。また、自殺対策や薬

物、アルコール、ギャンブル等の依存症対策、摂食障害や

震災被災者の心のケアなど、精神保健を取り巻く問題は

多岐にわたっています。こうした様々な課題に医系技官

が関わり、看護、PSW、法律、予算など他の職種の人たちと

一緒に取り組んでいます。

精神科病院の長期入院患者の地域生活への移行が最大の課

題だと思っています。今年は、こうした患者さんたちの地

域の受け皿づくりについて具体的に検討する予定です。単

に医療や福祉の問題として捉えるのでなく、精神障害者の

生活の質の向上を目指して施策を進めていきたいと考えて

います。

障害保健福祉部 先輩からのメッセージ 老 健 局先輩からのメッセージ

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の
構 築 を 目 指 し て

Tomoko  KITAJIMA Yuka MURAKAMI

精神疾患を取り巻く状況

精神保健医療福祉の改革

いま、取り組んでいること

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

趣味 — スキー、旅行

障害保健福祉部　精神・障害保健課

課長

北島 智子
平成13年 青森県健康福祉部長（総合周産期母子医療

センターの立ち上げ）

平成14年 厚生労働省医政局指導課医療計画推進指導

官（医療計画の見直し、ＡＥＤの普及）

平成16年 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長

（医療安全対策・院内感染対策）

平成20年 国立国際医療センター国際医療協力局長

（ＯＤＡ、国際保健医療協力）

平成23年 新潟県副知事（地域医療の再編、医師確保対策）

平成25年 現職

現在介護保険制度に携わっているので、今後は何らかの形で

医療制度に関わりたいと思います。その他、地方自治体や関係

独立法人、他府省、海外留学など、幅広く経験してみたいと考

えています。

省内には、事務官だけではなく、医師、歯科医師、薬剤師、看護

師・保健師など多様なバックグラウンドの技官や、数理や心理

を専門とする職員等が各部局に配置されています。例えば医療

や介護の場合、提供者、受給者、保険者、国民など、様々な関係者

の視点や利害を把握した上で問題点を整理し、十分に議論しな

がら検討する必要がありますが、そういった点において、入省

前の想像以上に仕事を進めやすい職場環境だと感じています。

また、医師としての現場経験で得られた知識と感覚が求められ

ていることを実感する機会も多く、大きなやりがいを感じると

同時に、今後とも現場に足を運び、現場の方々と思いを共有す

る機会を怠らないようにしたいと考えています。問題解決に意

欲的に取り組む皆さんの入省をお待ちしています。

現在の介護保険の費用は年間およそ９兆円ですが、そのうち約

3分の1は、「医療系サービス」に関連する費用となっています。

施設・短期入所・通所・訪問等、あらゆる形態で行われる介護保

険の医療系サービスを幅広く担当しています。

地域包括ケアシステムの推進というミッションを遂行する中

で、解決していくべき個々の問題に対して、行政からはどのよ

うなアプローチができるでしょうか？介護報酬による評価を

行うか、補助金等を設けるか、あるいは一定のルールを設ける

か…老健局では幅広い方策を検討できます。

次回の介護報酬(介護サービスの公定価格)の改定は平成27年4

月に行われるのですが、報酬の要件や額について議論するため

の審議会に提示することを目的として、データの収集および資料

作成を進めています。すべての国民に納得いただき、あるべき

姿の共通イメージがあぶり出てくるような資料作成および説明

ができるよう、過去の施策をひも解きながら取り組んでいます。

現状として取り組んでいるのは次期介護報酬改定・次期制度改

正に直接関連する事項が多いのですが、団塊の世代が後期高齢

者に達する平成37年、そしてその先も続く生産年齢人口の減

少に対して、長期的に取り組むべき課題が山積しています。例

えば、限られた人的資源である医療専門職に、介護分野でどの

ように活躍していただくことを推進するか検討するため、現状

の詳細な実態把握に着手しています。

介護保険分野の医療系サービス

長期的な課題への取り組み

若手行政官として政策の前進に貢献する

制度と報酬の双方による介護施策の推進
これからやりたいこと

希望者へのメッセージ

趣味 — ピアノ

信条 — 情緒安定

老健局　老人保健課

主査

村上 有佳
平成24年 入省

老健局老人保健課（介護保険制度・報酬） 

国をあげて取り組む重要課題
ー精神保健医療福祉の改革ー
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自分が成長したと感じたのは、長く在籍したがん対策・健康増

進課です。「がん対策推進基本計画」の策定にあたり、全てのプ

ロセスに関われたことは、大きな糧となりました。30回以上の

会議開催、医療者、患者双方の意見の集約、他部局や関係団体

との調整、国会議員への説明など、役割分担をして取り組み、

色々な人に助けて頂きようやく完成したものと思います。

これまで様々な部局で経験を積んできました。入省10年目

を迎える今年は、「T」字型を目指し、自分の専門分野をみつ

け深く追求していくことを目標にしたいと思っています。

医療政策を勉強する場は、大学やＮＰＯなど様々ですが、「厚

生労働省」のように大局的かつ専門的に、政策の立案から実

現まで関わることのできる場はないと思います。ハードルを

実感することも少なくありませんが、医療政策に関心がある

のなら、多くの情報が集約し、医療、保険、公衆衛生など、様々

な分野に関わることができる厚生労働省で働いてみてはい

かがでしょうか。

保険診療では、医療サービスに対する対価として診療報酬が医

療機関に支払われます。厚生労働省では、この診療報酬の額や

保険適用の範囲などを、おおむね2年に1回改定しており、これ

らを議論する舞台が、保険局医療課が運営している「中央社会

保険医療協議会（中医協）」であり、厚生労働大臣が診療報酬を

決定する際の諮問機関です。

実際の改定作業では、改定の約１年前から学会などの提案を受

けて、新しい手術や検査などを診療報酬で評価するべきかどう

か検討します。また、医療提供体制が抱える課題や目指すべき

方向を踏まえて、診療報酬による財政的なインセンティブをど

うするべきか、現状やエビデンスを示すデータを中医協に提示

していきます。

検討に際して、書類上の情報だけでは足りないことから、時間

を見つけて、医療機関などの現場を見に行ったり、専門家の話

を聞いたり、政策担当部局の意見を聞くことも必要です。

診療報酬は、医療機関の収入と直結します。高い点数となれば、

積極的にその医療サービスを提供することが予想されますが、

一方で患者や保険者の負担を増やすことにもつながりますか

ら、改定項目や点数設定が、現場の医療従事者に過度な負担と

ならないか、国民や患者から理解が得られるものか等バランス

を考えて判断することが必要です。

現在、医療課には10名以上の医系技官が在籍しています。個

別分野の政策を直接所管していませんが、各部局が取り組ん

でいる政策に沿って、改定内容を考えていく必要があります。

医療提供体制という大局的な話から、救急医療、がん対策など

個別項目、さらに最先端技術も扱う守備範囲の広い課です。

保 険 局 先輩からのメッセージ

歯科保健医療を推進する
国民からの理解を得られるよう

バランスが重要
̶診療報酬の改定̶

Reiko AKIZUKI Junko TAKATA

中医協における議論に至るまで

診療報酬改定に携われる技官の仕事内容

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

これからやりたいこと

本年度、インドネシアとタイで、歯科保健医療について

の国際会議に参加し、発表と意見交換を行いました。

提供されている歯科医療の内容、口腔衛生週間の定着、

国及び研究機関が把握している統計情報の状況等、各国

の格差が非常に大きく、驚きの連続でした。

いかに日本が歯科保健医療の体制等が恵まれた環境に

あるかを実感するとともに、今後は、日本が持っている

歯科医学的な知見を、諸外国に対して提供していきたい

と思いました。

これまで国家試験、臨床研修等の制度改善等に携わってき

ました。歯科医師臨床研修修了後、より高度で専門的な知

識や技術の習得は、歯科医師個人の自己研鑽に委ねられて

いるところですが、臨床研修制度からつながる生涯研修の

在り方についても取り組んでいきたいと思います。

厚生労働省では、インターンシップ制度や業務見学ツアー

なども行っています。医系技官に興味のある方は、ぜひ、気

軽に話を聞きにいらしてください。

みなさまにお会いできるのを、楽しみにしています！

歯の喪失は、物が食べにくい、会話が不明瞭になるなど、豊かな

食生活を送る上で大きな影響を与えます。また、口腔ケアが誤

嚥性肺炎を予防すること、歯周病と糖尿病とに相互関係がある

ことなども注目されており、治療から予防への転換が重要と

なっています。

生活習慣病の増加、要介護高齢者が増加等が医学的にも社会的

にも問題になっています。歯科保健課では、歯科保健医療提供

体制の強化、研究事業の充実などを通じて歯科口腔保健の推

進、そして国民の健康づくりを推進しています。

安心・安全な歯科医療を提供するために、歯科医師等の資質

向上についての基本的な考え方を整理するとともに、具体的

な取組を行っています。

歯科医師については、平成18年から歯科医師臨床研修が必修

化されています。本年度、訪問歯科診療や周術期管理等につ

いて研鑽を積めるよう、大学教育、国家試験、臨床研修等の一

貫性を考慮しつつ、到達目標等の見直しを行っているところ

です。

また、歯科技工士については、各都道府県において実施されて

いる国家試験を、試験問題や合否判定の均一化等を図るため、

全国統一試験化に向けた検討を行っています。この中で、国家

試験出題基準の改定を行い、新たにインプラント、CAD/CAM

等について、盛り込まれたところです。

口腔保健の推進による国民の健康づくり

安心・安全な歯科医療を提供するために

思い出深いこと 

これからやりたいこと

希望者へのメッセージ

趣味 — ゴルフ、旅行

信条 — 誠意を持って取り組むこと

保険局　医療課

課長補佐

秋月 玲子
平成17年 入省　大臣官房国際課　係長　（主にWHO）

平成19年　労働基準局安全衛生部労働衛生課中央じん

肺診査医　（アスベストやじん肺対策）

平成20年　ハーバード大学公衆衛生大学院留学

平成22年　医政局国立病院課 課長補佐　（ナショナル

センター）

平成23年　健康局がん対策・健康増進課　課長補佐　

（がん対策）

平成25年　現職 趣味 — 旅行、ダイビング

信条 — どんな仕事も楽しむ

医政局　歯科保健課

歯科医師臨床研修専門官

高田 淳子
平成15年 医政局歯科保健課（歯科衛生士法、歯科技工

士法）

平成18年 関東信越厚生局医事課（歯科医師臨床研修）

平成20年 医政局医事課試験免許室（歯科医師等国家

試験）

平成22年 山口県健康増進課（健康づくり）

平成24年 現職

医政局歯科保健課先輩からのメッセージ
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我々の仕事は、部分最適ではなく全体最適を目指し、国民全

体の効用を最大化させることと表現することができます。

医療安全の制度設計に携わった時の経験ですが、医療従事

者・患者・遺族皆さん医療を良くしたいという信念と共通の

ゴールを持っていますが、そこまでの道のりや考え方はそ

れぞれ大きく違いました。そのため、まずはしっかりと関係

者の声を聞き、共通の目標に向かって各者が協力できるよ

う調整を重ね、皆さんが納得でき国全体として最適な方策

を模索しました。

医系技官という専門知識を持つ行政官として、科学的エビ

デンスや海外の取組をレビューするという科学性・合理性

に加え、その施策に命を吹き込み具現化していくには誠意

を持って関係者と対話を重ね、バランスのとれた政策立案

が重要だと再認識しました。

我が国が直面する課題解決に直接携われ、社会に貢献でき

る行政官としてのやりがいは計り知れません。この冊子を

手に取る熱き志を持つ方々と、将来一緒に働けることを心

から期待しています。

厚生労働省では、主に国内の保健医療政策を担当しています

が、これらの施策は我が国だけでは解決できないものが多く

あります。国際課では、国際機関の活動、対外経済交渉、先進

諸国・アジア諸国との政策対話、開発途上国への技術協力、海

外情報の収集などを通じて、国内行政の海外への窓口として

の役割を果たしています。

世界保健機関（WHO）は、「全ての人々が可能な最高の健康水

準に達すること」を目的として、1948年に創設された国連の

専門機関であり、私は国際課で主にWHO関係の業務に携

わっています。具体的な業務としては、毎年5月に開催される

WHO総会や年に2回開催される執行理事会への参加、WHOへ

の予算執行などです。また、各種国際会議への日本人専門家

や日本人行政官の派遣調整も、それぞれの分野で我が国のプ

レゼンスの維持や国際貢献のために重要な業務です。日々の

業務においては、国内業務と同様に、省内各部局、他省庁、

WHO関係者との相談・調整を行っています。このように、国

際機関や国内・関係各国との調整を通して、世界レベルでの

公衆衛生・保健医療政策に携われます。

50年以上前に国民皆保険を達成した我が国の経験や、超高齢

化社会を迎えた我が国の生活習慣病対策や介護保険等につい

て、開発途上国や先進国から大きな関心が寄せられています。

これらの経験・知見を世界と共有することを通して、我が国の

みならず世界の保健医療の向上と国際貢献を進めています。

大 臣 官 房 国 際 課 先輩からのメッセージ 大臣官房厚生科学課先輩からのメッセージ

現場の努力を結んで、
すべての健康危機・災害から
命と信頼を守る

Think globally,  Act locally

Yohsuke TAKASAKI Toshiyasu  TERATANI

国際保健に携わる

日本政府の代表として世界の場へ

日本の経験・知見で世界へ貢献

希望者へのメッセージ

趣味 — ラグビー、音楽鑑賞　仕事・家事の効率化

信条 — 

大臣官房　厚生科学課　健康危機管理・災害対策室

原子力災害対策調整官

寺谷 俊康
平成20年 健康局総務課（原爆被ばく者援護対策）

平成21年 障害福祉部精神・障害保健課（普及啓発・早

期介入・精神科救急）

平成22年 環境省環境保健部石綿健康被害対策室

平成23年 大臣官房統計情報部保健統計室

平成24年 現職

健康危機とは、国民の生命、健康の安全を脅かす事態のことで

す。食中毒、感染症等のみならず、原因不明の事態も含む幅広い

概念です。厚生労働省は薬害エイズへの反省が出発点となっ

て、政府で先駆けて危機管理体制を整備してきました。これま

でに自然災害等に加え、東海村臨界事故、新型インフルエンザ

といった事例にも対応してきました。また平成23年の東日本

大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故に対して、特に当

室は放射線災害への対応に注力しました。

震災後には、得られた教訓を踏まえ体制の見直しがなされ、現

在、健康危機・人為災害、自然災害問わず「全て」の緊急事態を対

象に、緊急時の対応と平時の準備のとりまとめを、当室が担っ

ています。緊急時には国内外・省内外・省内間のハブと調整機能

を、平時には事前調整をしています。また、原子力災害対策につ

いては、放射線リスコミや健康管理の課題について環境省等と連

携しながら、新たな原子力災害医療体制の構築について原子力規

制庁等と連携しながら、それぞれ取り組んでいます。

政府全体の危機管理や災害対策の中に、公衆衛生や保健医療的

な観点が織り込まれるように、関連法規・計画・ガイドライン等

の策定ならびに訓練の場において積極的に議論を進めていま

す。東京オリンピックを控え、また、世界で唯一、化学テロを経

験した国として、あらゆる災害への備えが必要です。「結節点」

の立場から、すべての現場の努力が結ばれて大きな力を発揮で

きるように、政府関係者、自治体関係者、研究機関、医療や保健

の現場を走り回っています。

健康危機への備えと対応

政府全体における公衆衛生の価値を高め、レジリエンスを高めるために

オールハザードにおける危機対応の結節点として

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

これからやりたいこと

趣味 — 旅行・レストラン巡り・アウトドア

信条 — Make it a better place

高崎 洋介
平成19年 医政局研究開発振興課医療機器・情報室(医療

の情報化)

平成20年 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課

(再生医療等)

平成22年 医政局総務課医療安全推進室(医療安全)・保険

局医療課併任

平成23年 ハーバード大学留学（科学修士取得）、ロンド

ン大学留学

平成24年 コロンビア大学留学（行政修士取得）、WHOイ

ンターン

平成25年 現職

— 部分最適から全体最適へ、社会のために働く喜び ー

「今日も生涯の一日なり」

「One can see only who knows」

　（The Laws of CTMC Residents）

小さいことでも自分が関わった仕組みが日本全国に広がっ

ていくことに、背筋が伸びつつ喜びを感じています。原子力

災害対策本部での仕事を通じて、福島県の救急医療関係者と

協働するたびに、真摯さに胸が打たれるとともに自分の立場

からなすべきことを全力でやる必要性を再認識します。

入省前に救急集中治療に関わっていた縁も生かしながら、サ

ブスペシャリティとして危機管理・災害保健医療・救急医療・労

働衛生分野に関わり続けたいと思っています。ただ、生命と健

康、保健・医療そして大きな概念として公衆衛生の価値を高め

る仕事であればどんなことでもやりたいと考えています。

医療や保健の現場の思い、研究や技術、それぞれを結びなが

ら翻訳して、一味加えながら施策に反映させていく。その一

味は控えめなものであっても、大局的には違う未来をつくり

だす。私は医系技官の仕事をそのように捉えています。未来

を変える仕事を是非、一緒にやりましょう。

大臣官房　国際課

課長補佐

健康危機管理・災害対策室
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文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課　学校保健対策専門官

知念 希和

平成22年 医政局総務課（医療提供体制の見直し、医療の国際化、
研究費）

平成24年　現職

趣味 — 読書、旅行

信条 — 無知の知

厚生労働省
本省

厚生労働省
附属機関

厚生労働省は、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指し、社会福祉、社

会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総

合的・一体的に推進しています。また、少子高齢化、男女共同参画、経済構造の変

化などに対応し、社会保障政策と労働政策を一体的に推進しています。

医系技官は、組織図にあるとおり、厚生労働省の中でも、保健・医療・福祉・労働に

関する部局において、その専門知識を発揮する技術系行政官として、事務系行政

官とともに厚生労働行政を担っています。

検疫所（海港・空港の検疫業務と輸入食品監視業務を担います。全国に１３の検

疫所が設置されています）、国立保健医療科学院（保健医療及び生活衛生に関す

る研究及び研修を実施しています）、国立感染症研究所（感染症に関する研究及

び支援を行います）といった研究施設、地方厚生局（厚生労働省の地方支分部局

の一つで、医療・健康・福祉などの社会保障施策の実施機関です。全国に７つの

局が設置されています）等、厚生労働省の附属機関においても、広く医系技官が

活躍しています。

人　事　院
国家公務員の健康安全対策推進に関する分野など

内 閣 官 房
新型インフルエンザ対策、健康・医療戦略に関する分野など

内　閣　府
我が国の総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合

調整に関する業務（総合科学技術会議）など

環　境　省
有害化学物質等の健康影響の調査・研究や環境安全に関する

分野、公害病患者の救済・予防等の環境保健、放射線健康管理

など

総　務　省
救急搬送体制等救急救助に関する分野など

法　務　省
刑務所、少年院等に収容されている者の保健衛生・医療に関

する分野など

文部科学省
大学医学部における医学教育、学校保健や健康教育等の学校

健康教育分野など

農林水産省
農林水産物の消費・安全に関する分野など

防　衛　省
自衛隊員の健康管理、防衛医学分野の調査研究・国際交流

など

国立病院機構、国立高度専門医療研究センター（国立成育医療

研究センター等）、医薬品医療機器総合機構、福祉医療機構、国

際協力機構や宇宙航空研究開発機構等においても、医系技官

が働いており、我が国の健康安全、科学技術政策の向上の一翼

を担っています。

大使館（在フィリピン大使館）・政府代表部（在ニュー

ヨーク）や、WHO（本部：ジュネーブ、西太平洋地域事務

局：マニラ）、UNAIDS（国連合同エイズ計画）といった国

際機関等で、医系技官が活躍しています。

関 係 機 関 海　外

他 府 省

活躍する部署
他 省 庁先輩からのメッセージ

自衛隊員の健康管理や感染対策などの諸制度の策定、規則の整備など、

防衛省・自衛隊の衛生分野の課題について、陸海空自の担当者と互いに

連携・補完し合い、一体的に取りまとめるのが、私の仕事です。

自衛隊の衛生部門は、いわゆる「戦闘職種」と異なり、平時であってもそ

こに隊員がいる限り24時間365日が実戦です。ここで決定した施策が、

国の内外で活動する約27万の自衛隊員の健康な活動に直結すると思う

と、その責任感に身が引き締まる思いです。

27万人の自衛隊員の健康を担当すること

Jo KATAOKA

自衛隊の衛生部門は「24時間365日」が日々是実戦です。

昨年末のフィリピン台風に際し、自衛隊は国際緊急援助部隊を派遣。私

も担当班長として対応に当たりました。派遣部隊は「統合任務部隊」と

して編制され、陸海空自は必要な人員や装備をそれぞれ差し出し、一体

的に運用されました。活動報告の写真中、海自艦艇に着艦した陸自ヘリ

から空自医官が降りてきたワンシーンが、強く印象に残っています。

私たちの医療の世界も、臨床医、臨床・基礎研究医、医学部教員など、誰

一人欠けても成り立ちませんし、誰も一人ではその力を発揮できませ

ん。そして、我が国の保健・医療・福祉が適切に機能するために、衛生行

政の一翼を担い、かつ保健・医療・福祉の現場との接点となる医系技官

の役割も必要不可欠です。皆さんが、私たち医系技官の一員に加わる

ことを心待ちにしています。

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

防衛省人事教育局衛生官付国際衛生班長

片岡 穣

平成13年 入省　国立病院部経営指導課経営企画係
（国立病院・療養所(当時)の経営改善、企画等）

平成18年 中国四国厚生局健康福祉部医事課
（臨床研修病院、医療従事者養成施設の監督等）

平成20年 健康局総務課がん対策推進室長補佐
（がん医療体制の整備、がん検診の普及啓発等）　

平成22年 原子力安全委員会事務局管理環境課安全調査官
（緊急被ばく医療体制、原子力防災体制の整備等）

平成23年 現職　　　　　　　　　　　　　　　　　　

趣味 — カブトムシ・ウサギ・ドジョウ等の飼育

信条 — 臨機応変（機に臨み　変に応ず）

Kiwa CHINEN

子供たちの「生きる力」を育むために

学校保健は、年齢の様々な子供たちが集団生活を営む場であること

や、教育の場において展開される活動であることに特徴がありま

す。感染症対策やアレルギー対応、健康診断など、社会全体で行われ

る様々な保健活動が凝縮されている一方で、それらの活動を医療者

ではなく教育関係者が行うことに、その難しさがあると考えていま

す。また、小学校から高校まで体系的な健康教育を行い、子供たちの

「生きる力」を育んでいます。予防医学の取組が広がる中、学校での

健康教育には大きな期待が寄せられています。

学校保健とは

入省後、初めての異動先が文部科学省でした。当然ですが、文科省の主

役は「教育」です。保健や医療が主役である厚労省の考える健康施策

と、文科省の考える健康施策とは、まるで違うものであり、自分にとっ

ての「普通」が他の人の「普通」ではなかったことに気付かされました。

そして、自分の目指す健康施策はどういうものなのか、改めて見つめ

直すことができました。本紙を読まれている多くの皆さんが身を置い

ている保健・医療の世界は、世の中では「普通」の場所ではありません。

しかし、非常に重要な場所です。一度、少し離れたところから今いる場

所を見つめたならば、改めて自分の信念や考え方が浮かび上がるかも

しれません。その「少し離れた場所」として厚労省を選んで頂けたな

ら、とても嬉しく思います。

希望者へのメッセージ

医系技官は、厚生労働省をはじめとした、官公庁や国際機関など
国内外を問わず、幅広い部署において活躍しています。
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海  外先輩からのメッセージ

主に厚生労働省の所管のうち厚生分野に関わる事項を担当して

います。具体的には、保健医療分野のODA（病院や診療所の建設、

技 術 協 力 の 実 施 、日 本 の 医 療 機 材 供 与 等 ）、マ ニ ラ に 位 置 す る

WHO西太平洋地域事務局（WPRO）での国際会議出席、社会保障協

定政府間交渉、上水道整備、保健医療関係の情報収集や日系企業

支援、第二次世界大戦戦没者の慰霊巡拝・遺骨収容等、業務は多岐

にわたります。

Junichi NITTA

国際保健の最前線で保健医療充実に取り組む

地方の診療所の引渡式典に参加した際、村人総出（小学生による鼓笛

隊も登場）で歓迎を受けました。日本のODAによる援助に心から感謝

を表してくれます。やりがいを感じるひと時でした。

「ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC)の推進」と「日本式医療の国際

展開」をフィリピンでも進めたいです。

国際保健の最前線で、多岐にわたる仕事と向き合うことが出来ます。

保健医療・公衆衛生の専門知識を活かして、自らの力量で様々なもの

を創りあげていく喜びを是非味わって下さい。

思い出深いこと 

これからやりたいこと

希望者へのメッセージ

在フィリピン日本国大使館　二等書記官

新田 惇一

平成22年 医政局政策医療課（臨床研究担当） 
平成23年 医政局国立病院課（臨床研究担当） 
平成24年 現職

趣味 — 旅行、ゴルフ、スキューバダイビング

自 治 体 先輩からのメッセージ

新潟県は、人口が240万人弱、面積は全国5位で、東西に細長い地形と

なっています。そのため、県内でも各地方毎に地域に根ざした文化特色

があるとともに、医療健康事情も異なっています。

現在、副知事として、保健、医療、福祉のほか、環境、労働、教育、文化、ス

ポーツ、危機管理対策と幅広い分野を担当しています。2020年の東京オ

リンピックも決まり、日本全体では、景気回復の動きが見え始めていま

すが、その効果を実感するという点では、地方まで十分及んでいません。

首都圏だけでなく地方が元気になるような、将来に希望が持てる地域

作りを進めていきたいと思っています。

Chieko IKEDA

地方が元気になる地域作りを進めたい

どんな分野の医療でも、患者さんの役に立つためには、診察室や研究

室の中だけでは終わらず、必ず社会との関わりが出てきます。医療が

社会の中でうまく力を発揮できるように、医療と社会をつなぐ仕事に

ずっと関わっていきたいと思っています。

行政の仕事の一番いいところは、とにかくいろんな分野の方々とお会

いできるところだと思っています。難しいことも多いですが、ここで

しか経験のできないことがたくさんあります。

これからやりたいこと

希望者へのメッセージ

新潟県副知事

池田 千絵子

平成２年 環境庁特殊疾病審査室
平成５年 厚生省国際課（二国間協力）
平成６年 ハーバード大学公衆衛生大学院
平成９年 厚生省エイズ疾病対策課（エイズ対策）
平成11年 ＷＨＯ西太平洋地域事務局（技術移転）
平成12年 ＵＮＡＩＤＳ（アジア担当）
平成16年 三重県健康福祉部医療政策監
平成21年 厚生労働省医療機器政策室長
平成25年 現職

趣味 — 散歩、読書

信条 — そのとき義経少しも騒がず

Ai KOBA

ＷＨＯでの資金調達・ドナーコーディネーション

世界194か国が加盟する、国連の専門機関である世界保健機

関（WHO）で、主にドナーコーディネーションの仕事をしてい

ます。活動資金のおよそ4分の3を加盟国等からの寄付金に頼

るWHOは、グローバルヘルス分野のリーダーとして、効率よ

く成果を上げ、加盟国の期待に応えなければなりません。私

は、資金調達チームの一員として、拠出金管理を中心とした

各種調整業務を主に担当しています。

昨年、WHO事務局長マーガレット・チャン氏と一緒に日本に出張する

機会を得ました。チャン氏は、香港保健省出身の医師で、いわば同業

者。2007年に事務局長に就任し、今年で7年目を迎えます。WHO事務局

長は、保健に関するあらゆる重要局面で最高責任者として任務を果た

すわけですから、華やかな表舞台の裏には、並々ならぬ努力がありま

す。一方で、毅然としたリーダーの顔の裏の、プライベートの時間にみ

せる気遣い、優しさに魅せられ、すっかり彼女のファンになりました。

医系技官は、こうした「尊敬できる人」に出合える機会が、多くありま

す。自分の成長につながる出会いの機会が多いとも言えるでしょう。

平坦な道のりではありませんが、あなたの人生を豊かなものにする要

素が詰まった選択肢です。

希望者へのメッセージ

県民の心身の健康と快適な社会生活のために

私が所属する岐阜県健康福祉部保健医療課は、感染症対策、精神保健・福

祉対策、母子保健、難病・アレルギー疾患対策、原爆被爆者対応・ハンセン

氏病対策、臓器移植、がん・生活習慣病対策、食育推進、健康増進計画の評

価、保健師や管理栄養士の養成・指導など、幅広い分野の業務を所管して

います。いろいろな人の生活に直結する業務が多いので、市町村や県内

の関係者と密に連携をとりつつ、円滑、迅速な対応に努めています。

多岐にわたる業務

平成22年度から約2年間、文部科学省で学校保健の担当をしていまし

た。「学校保健」には学校での保健管理のほか、保健教育も含まれるの

ですが、学校での教育のあり方を考えるために学習指導要領や教科書

を読みこむことになるとは、学生時代・研修医時代には想像していま

せんでした。折を見ては学校を訪問し、授業をみせてもらったり、先生

がたや子どもたちから話を聞かせてもらいましたが、医療の現場とは

またちがう現場であったということが、印象深く残っています。

医系技官が携わるのは保健、医療や医学に関する業務ですが、その内

容はとても多彩であり、さまざまな立場の人に出会い、その価値観に

触れることになります。いろいろなことを知ってみたい、やってみた

いという人は、一度覗きに来てください。

思い出深いこと 

希望者へのメッセージ

岐阜県　健康福祉部　保健医療課　課長

有賀 玲子

平成19年　大臣官房厚生科学課（科学技術振興）
　　同年　保険局医療課（平成２０年度診療報酬改定）
平成20年　大臣官房総務課広報室（技術的な案件に関する広報）
平成22年 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課（学校保健対策）
平成24年　健康局総務課（原子爆弾被爆者援護）
平成25年　現職

趣味 — バレーボール（県庁バレー部に入りました）

信条 — この道を選んだのは自分

世界保健機関総務部　資金調達チーム　渉外技官　

木庭 愛

平成16年 入省　健康局結核感染症課 主査(結核対策)
平成19年 ロンドン大学熱帯医学大学院留学(熱帯医学)
平成22年 統計情報部人口動態・保健統計課 課長補佐(保健統計調査

企画)
平成23年 医政局医事課医師臨床研修推進室　医師臨床研修専門官
平成24年 世界保健機関研究開発担当技官（途上国のヘルスリサーチ

強化）
平成25年 現職

趣味 — プライベートの時間は7歳と4歳の子育てにかかりきりです。

信条 — 上善若水

Reiko ARUGA
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先輩からのメッセージ

私は昨年１１月末に次女を出産し、この原稿を書いている今（平成２６

年２月現在）は産休に引き続き育休を取得し、子供の世話に追われる

日々を過ごしています。育児休業は、長女の時にも１年３か月間取らせ

ていただきましたが、今回は５か月間の予定なので、皆さんがこのパン

フレットを手に取られる頃には既に職場に復帰していることと思いま

す。長女を出産した８年前は、医系技官で育児をされている殆どの方が、

親との同居やベビーシッターの利用等によって、出産前と変わらない

仕事量をこなされていましたが、今は、子育てに関する社会環境が整い、

また、多くの若手の方々が出産し、ライフステージや環境、価値観に合う

各々のやり方で仕事と家庭の両立をされおり、多様な選択肢を見るこ

とが出来るようになりました。私自身は、両立に悩んだ時期もありまし

たが、仕事と家庭を完全に切り離すことも、両方を完璧にこなすことも

不可能だと悟ってからは気持ちが楽になり、楽しむ余裕も出てきたよ

うに思います。とはいえ、これから新しいステージに入り、あたふた＆ド

タバタするので、笑い話（真面目な話も勿論できます（笑））を聞きに是非

ともお気軽にいらしてください。

Yoko IWASAKI

仕事と家庭の両立を楽しんでいます

大臣官房厚生科学課　課長補佐（育児休業中）

岩崎 容子

平成12年 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課生活習慣病対策室
平成13年 環境省総合環境政策局環境保健部企画課特殊疾病対策室主査
平成15年 環境省環境管理局総務課主査
平成16年 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課エイズ教育専門官

（産前・産後休暇、育児休業）
平成19年 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健

対策室バイオ食品専門官
平成20年 国立成育医療センター（現：独立行政法人国立成育医療研究セ

ンター政策医療課課長）
平成24年 大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課
平成25年 大臣官房厚生科学課（産前・産後休暇、育児休業取得）

趣味 — 読書

先輩からのメッセージ

ストックホルムにある医科大学であるカロリンスカ研究所の修士

課程で学んでいます。以前の仕事で研究所から発表された論文を読

んだこと、スウェーデンでは様々な住民の登録制度を利用した疫学

研究がさかんであると聞いたことが興味を持ったきっかけでした。

在籍している2年間のプログラムは、ヨーロッパ内に限らず中国・ア

メリカ等からも学生が集まってきていますが、1学年の学生総数が

20人程と小規模であるため、学生と講師陣、学生同士の距離が非常

に近い環境です。

カロリンスカ研究所修士課程

Masayo YOSHIMOTO

スウェーデンの修士課程で学ぶ

カロリンスカ研究所　修士課程

吉本 雅世

平成22年 大臣官房統計情報部保健統計室（各種調査の調査票の企画等）
平成23年 健康局総務課がん対策推進室（がん検診等の担当）
平成24年 健康局がん対策・健康増進課（同上）
平成25年 現職

趣味 — 山登り、庭いじり

信条 — 一蓮托生

講義棟の隣で行われている工事現場からは、一日数回決まった時間に

大きな爆発音が聞こえてきます。毎日聞いていても慣れない音なので

すが、昔氷河に覆われていた固い地盤を爆破しつつ工事を進めている

からの様です。この地がダイナマイトを発明したアルフレッド・ノー

ベルの出身地であることを思い出すとともに、地質の違いを改めて感

じたのでした。 

知識を学ぶことは無論、風土も文化も異なる地で世界中の友人と過ご

すことは、故郷をよりよく知ることができる貴重な時間だと感じてい

ます。社会に貢献したい方は勿論、社会科見学が好きだった方も、是非

厚生労働省にいらっしゃいませんか。

希望者へのメッセージ

このパンフレットを読まれて、少しでも医系技官の仕事に興味を持た

れたら、是非とも一度、実際に職場見学にいらしてください。パンフ

レットには書ききれない（書くことのできない？）、色々な興味深い話

を聞くことが出来ると思います。皆さんにお会いできることを心より

楽しみにしています。

希望者へのメッセージ

Shigekazu KOMOTO

週末はサッカーの審判　－仕事への活力－
週末は少年サッカーの審判として汗を流しています。学生時代は剣

道部でしたので、はじめは直接・間接フリーキックの違いもわから

ず苦労しました。いまでは審判のライセンスを取得しましたが、特

に公式戦では緊張しますね。応援するお母様方の目がとても厳しい

ものですから・・（汗）。さて、小学生とはいえ高学年ともなると足も

速く、特に夏の炎天下での審判は命がけ。熱中症で搬送される審判

（お父さん）もいます。そのため、日頃から「夏場にハーフ（20分間）走

りつづけることのできる体力作り」を心がけています。大変なこと

も多い審判ですが、子供たちの成長やチームの勝利に一喜一憂。こ

のひとときが日々のタフな業務を支える活力になっています。

厚生労働省には、5年ごとに「節目休暇」を取得できる制度がありま

す。多くの仲間がこの休暇を利用して海外旅行に出かけるなど、リ

フレッシュのよい機会となっています。

また、ジョギング、サーフィン、フットサル、テニス、登山、卓球、料

理、茶道、ピアノ、放浪、Ｂ級グルメなど、趣味を持った職員も多く、

週末の趣味や家族との時間が仕事の質の向上につながっているよ

うに思います。

パンフレットをごらんのみなさんとお会いできるのを楽しみにし

ています。

希望者へのメッセージ

Shoko OGAWAフィリピンの町が妊婦や子供が多く活気に満ちていたこと。そして、

日本に一時帰国して田舎に帰ると、子供を見かけないどころか若い世

代もあまり見かけず、60代以上が目立ち活気もないので、その差に愕

然としたこと。少子高齢化を承知してはいましたが、日本の過疎地と

アジアを見比べると日本の将来についてさらに不安になりました。

勢いのある新興国と違い、人口が減少していく国で生活水準や医療水準

を維持していくことは非常な努力を要するでしょう。我が子が将来暮ら

していく日本をイメージして、日々の業務に臨みたいと思っています。

超高齢化社会の波を、医療現場で受け止めるのか、それとも行政で受

け止めるのか。どちらで働くことを選ばれるのでしょうか？いずれに

せよ、共に立ち向かいましょう。

思い出深いこと 

これからやりたいこと

希望者へのメッセージ

東京大学　大学院医学系研究科　医療安全管理学講座特任助教

小川 祥子

平成18年 医政局総務課医療安全推進室主査（医療安全調査委員会に
向けた検討等）

平成20年 大臣官房国際課主査等(国際研究等）
平成21年 外務省在フィリピン日本国大使館二等書記官（ＯＤＡ等）
平成24年 育児休業
平成25年 大臣官房厚生科学課（研究振興等）
　　同年 現職　

趣味 — 子育て

信条 — 人間関係は相互作用

医薬食品局　審査管理課　医療機器審査管理室長

古元 重和

平成 11 年 保険局医療課 （診療報酬改定）
平成 14 年 障害保健福祉部精神保健福祉課 （精神障害者の社会復帰対策）
平成 15 年 留学（London School of Hygiene and Tropical Medicine）
平成 16 年 環境省環境保健部 （化学物質のリスク評価、水俣病対策）
平成 19 年 老健局老人保健課 （介護報酬改定）
平成 21 年 三重県健康福祉部医療政策監 （三重県の医療対策、健康づくり

対策）
平成 23 年 大臣官房厚生科学課 （人事担当）
平成 25 年 現職 （革新的な医療機器を一日も早く患者さんのもとに届ける）

趣味 — 旅行（30か国）、多肉植物

信条 — It’s not good, It’s not bad, just a different

ワークライフバランス留 学・研 修

医療安全の推進のために
医療安全支援センターとは、平成18年の医療法改正により地方自治体

に設けられた、医療に関する相談窓口です。当講座では、センターが果た

した役割を明らかにし今後の方向性を考えるのに資するよう、相談件

数及び対応内容等の現状把握に努めているところです。また、センター

の職員向けの全国的な研修会も当講座で行っています。厚労省本省で

関わっていた分野の仕事に、より現場に近い立場で携わることができ、

興味深いです。



介護保険制度は、平成12年4月の創設から

15年目を迎えました。要介護・要支援者、介

護サービスの利用者が増加の一途を辿る

中、「団塊の世代」が75歳以上となる2025

年を見据えて、創設以来3年ごとに法改正

と報酬改定を行ってきました。

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、生

活の中で医療、介護、住まいなどが切れ目

なく提供される「地域包括ケアシステム」

の実現を目指して、今後の法改正・報酬改

定に臨みます。

ひとりの高齢者をより少ない人数で支える社会構造に変化してきているため、持

続可能な制度の構築が求められています。

老人保健課には医師、歯科医師、看護師、保健師、作業療法士、管理栄養士等、様々な職種が配

置されており、多職種連携のもと多角的な視点を取り入れ、業務にあたっています。

人口の高齢化が急速に進み、要介護高

齢者が増大したこと、家族の介護負担

の増大が社会問題化したことを踏ま

え、平成6年4月、当時の厚生省におい

て、高齢者介護対策本部を設置して、

介護保険制度の検討が始まり、平成9

年12月に介護保険法が成立しまし

た。連日、同僚や上司と深夜まで議論

し、国会で法律が可決されたときには

感慨深いものがありました。

高齢者介護を持続可能な制度で支

える、という視点が重要です。キー

ワードは市町村や医療機関・介護事

業者そして住民を巻き込む“地域づ

くり”。地場のノウハウを幅広く収

集しながら、制度づくりというマク

ロなアプローチにどう集約してい

くのか。現場と霞が関をつなぐ行政

官のセンスと努力が試されます。

技術総括審議官

（当時：介護保険準備室所属）

老人保健課　課長

平成12年

創設

平成17年
法改正

平成18年
報酬改定

平成23年
法改正

平成24年
報酬改定

TOPICS

今 後

住み慣れた地域での生活を継続できるようにするために、退院

支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りなど様々な局面に

おいてサービスの枠を超えて医療と介護の連携を図ることがで

きる体制整備が必要です。このため、地域の実情を良く把握する

市町村が中心となって、国と都道府県の支援の下、地域の医師会

等と連携しつつ、取り組むことが必要であり、介護保険制度に在

宅医療・介護連携の推進に係る事業を位置づけた改正法案を、平

成26年通常国会に提出したところです。

医療介護連携について

介護予防、リハビリ、要介護認定、

在宅医療・介護連携の推進、介護・

医療関連情報の「見える化」の推進

を担当しています。できる限り現

場のニーズを踏まえた施策を展開

できるように、ヒューマンネット

ワークを拡大しながら、業務に励

んでいます。

口腔・栄養の対応、介護予防、サービ

スの質の評価等を担当しています。

時間の許す限り現場に出向き、自分

の目で実態をみて、第一線で取り組

まれている方や利用者の声を聞く

ことを大切にしています。生の声や

エビデンスに基づき、自分の発想を

活かすことのできる職場です。

介護老人保健施設、短期入所など

を担当しています。経験のない分

野で新しい学びが続く中にあって

も、医師としての視点や知識が役

立つことを実感した配属初年度で

した。医療と介護の有機的な連携

のために、医系技官ならではの役

割があります。
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●総合的な介護予防サービス

の制度化

●利用が主に市町村の圏域内

に留まる「地域密着型サービ

ス」の制度化

●「総合的な相談窓口機能」、

「介護予防マネジメント」、

「包括的・継続的なマネジメ

ント」の三つの機能を担う

「地域包括支援センター」の

制度化

●自立支援・目標指向型にむけた

介護予防サービスの基準・報酬

の見直し

●地域密着型サービスの推進と

居住系サービスの多様化

●施設、居宅における重度化対応

とターミナルケアへの対応も

含めた医療との連携強化と機

能分化の明確化

平成17年 法改正の
ポイント

平成18年 報酬改定の
ポイント

●日常生活圏域内において、医

療、介護、予防、住まい、生活

支援サービスが切れ目なく、

有機的かつ一体的に提供さ

れる「地域包括ケアシステム」

を法に規定

●単身・重度の要介護者等に対

応できる新サービスの創設

●予防給付と生活支援サービ

スの総合的実施を可能とす

る総合事業の導入

●中重度の要介護者が在宅生活

を継続できるサービスの適切

な評価及び施設サービスの重

点化

●介護予防・重度化予防の観点か

ら、リハビリなど自立支援型

サービスの適切な評価及び重

点化

●診療報酬との同時改定の機会

に、医療と介護の連携・機能分

担を推進

平成23年 法改正の
ポイント

平成24年 報酬改定の
ポイント
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Shinya TSURUTA Makiyo IWATA Nao YONEKURA

Masami SAKOIKoj i MIURA

三浦 公嗣 迫井 正深

介護保険制度創設時の思い出 今後の課題

介護保険制度のあゆみチームで取り組むプロジェクト

課長補佐  鶴田 真也 主査  岩田 真紀代 主査  米倉 なほ

医系技官募集のご案内 ｜ チームで取り組むプロジェクト チームで取り組むプロジェクト ｜ 医系技官募集のご案内
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医系技官の一日

北海道厚生局　健康福祉部　医事課

課長 高岡  志帆

平成16年　健康局疾病対策課／臓器移植対策室（難病・移植医療等） 
平成18年　環境省環境保健部保健業務室／環境安全課（環境の健康影響）
平成20年　ハーバード公衆衛生大学院留学（公衆衛生修士）
平成21年　健康局総務課がん対策推進室（がん対策政策）
平成23年　大臣官房国際課（WHO対応等）
平成25年 現職

先に北海道に転勤していた夫を追いかける形で、私も北海道に転勤しまし

た。より健康な社会づくりのために、少しでもお役に立ちたいという思いで

仕事をしています。

臨床研修病院の実地調査。広い北海道内に点在している臨床

研修病院を訪問し、病院長等との対談や研修医のインタ

ビューを行い、制度についての現場の声を伺います。

保育園に息子を迎えに行くと、笑顔で走って抱きついてきま

す。帰宅後、息子を食事・入浴させ、息子が就寝した頃、夫が帰

宅。遅い晩ご飯を一緒に食べて、やっとほっと一息をつくこ

とができます。
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前日に作成したタスクリストや、上司など室全体の予定を確

認して、仕事の優先順位を見極めます。室の予定表に気にな

る言葉があれば、担当者から、現状・問題点・今後の予定を情

報収集します。

組織バンクの体制整備の在り方を検討する研究班の会議に出

席。組織移植分野では、安全なグラフトを安定的に供給するた

めの基盤整備が課題です。行政施策に直結する研究成果が得

られるように意見交換を重ねます。

省内には、お手頃価格のお弁当屋さん

が複数あります。今日はお天気がいい

ので、日比谷公園でお気に入りの日替

わり弁当をいただきました。銀座に食

事に行くこともあります。

臓器のあっせん機関から、ドナーカードの意思表示について、

至急の問い合わせがありました。法令や通知等を根拠に慎重

に判断します。臓器提供は24時間365日体制で行われるので、

休日夜間も携帯電話が手放せません。

移植医療の医療費について、関連学会

の先生がご相談にお見えになりまし

た。省内の関係課の動きを共有したう

えで、ご要望の裏付けとなる論文や基

礎データの提供をお願いしました。

室内の担当者が作成した来週の会議資料の確認など、お菓子

で栄養補給しつつ、デスクワークを進めます。明日は出張先

で講演の予定なので、早めの帰宅。講演資料を予習しながら、

寝落ち。。

出勤前に新聞の朝刊に一通り目を通し、世の中の動きを把握

します。職場に着いてからは、前日の帰宅前に作成しておいた

「to do リスト」で当日の仕事の優先順位を確認します

メールをチェックした後、上司とともに議員会館へ。予防接

種行政について、国会議員の先生にご説明しました。政策を

進めていく上で、政治と行政の二人三脚が重要だと考えてい

ます。

弁当持参で省内の勉強会に参加しま

した。ときには、同僚と銀座へ食事に

出かけることもあります。絶好の息

抜きです！

夕方の審議会へ向けて、関係者との最後の意見交換を行いま

した。政策の実現に向けて、他省庁の方々や学者の先生方と頻

繁に議論を交わしますが、多くの場面で医師としての専門知

識が役立ちます。

予防接種や感染症に関する政策を審議会という公開の場で

議論しました。

専門家の先生方に技術的助言をいただき、それらを政策に反

映させていきます。

審議会の議論を踏まえ、課内でフォ

ローアップミーティング。省内外で幾

度も議論が重ねられた結果、一つ一つ

の政策が作られていきます。

熱中しているうちに、夜が更けていく

こともしばしば。

補佐・専門官の一日主査・係長の一日
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Shiho TAKAOKA

健康局　疾病対策課　移植医療対策推進室

室長補佐

平成20年 老健局老人保健課（介護報酬改定）
平成22年 労働基準局安全衛生部労働衛生課（労働者の健康管理）
平成23年 医政局総務課医療安全推進室（医療安全）
平成24年 厚生科学課健康危機管理対策室（原子力災害対策の省内調整）
 環境省放射線健康管理担当参事官室（原発事故後の健康管理）
平成25年 現職

鉄道のように、生活に密着したインフラとして、社会に溶け込む制度設計を

心がけています。運転手は現場の皆さん、医系技官は車両や線路の設計担当

のような気持ちで、安定性と柔軟性の両立を目指しています。

Yoshie HIROSE

健康局　結核感染症課

主査

平成25年 入省
 健康局 結核感染症課（感染症危機管理・予防接種行政）
 さいたま市保健所
 健康局　結核感染症課

刻々と情勢が変化する新型インフルエンザへの対応といった危機管理や、

結核や風疹といった感染症に対する平時の対策に加え、国民の長期的な健

康に資する予防接種行政を行います。短期と長期、両者の視点が重要です。

Keishi ABE

息子が１歳になるまでは、昼休みに保育園に授乳に行っていま

した。今は、家ではゆっくりとることのできない読書（医療雑

誌、ビジネス書、料理本、小説等）の時間にあてることが多いです。

医政局　医事課

主査 松村　漠志

平成24年 入省
 医政局医事課（医学部入学定員、臨床研修制度）

医政局は医療政策を担う部署です。その中で医事課は医師を含む医療人材

を担当しています。高齢化に伴い、社会のニーズが変化する中で、今後を見

据えてどのような医師が求められるか考えながら仕事をしています。
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Hiroshi MATSUMURA

健康福祉部幹部会議に課長として出席。今後の組織再編等に

ついてディスカッション。課員が円滑に業務を進めるための

基盤をどのように作るかといったマネジメントが必要です。

新聞を読みながらの電車通勤で９時前に登庁。医系技官の朝

は結構ゆっくりです。専門紙やネットニュースにも目を通し

てから、メールの確認に入ります。一日の流れをスムーズに進

めるために、重要な作業は朝一番で上司に確認しています。

課内会議。週はじめの全体ミーティングで、重要な連絡事項や

お互いの業務を把握します。霞ヶ関はメールでのやりとりが

多いため、隣の人の仕事がなかなかわかりません。医事課全体

の流れを把握する大事な時間です。

月一の若手の医系技官の勉強会。仕事の段取り・作法を覚えて

行政官としてレベルアップすることはもちろん、上司には聞

けないようなちょっとした疑問もここで解決します。

厚生労働省の研究班会議への参加。政策決定にもエビデンス

が求められますので各分野の先生方の見識をお借りしながら

政策を進めていきます。海外の文献を参照することも多いた

め、英語を読む機会は臨床より多くなりました。

22時退庁。今日は少し早めに仕事を片

付けて医政局の同期とラーメンを食べ

に行きました。厚生労働省は銀座にも

アクセスが良いので終電までのひとと

きを仲間と楽しむことができます。

関係省庁との打合せ。医事課では文部

科学省と連携する仕事が多いため頻

繁に打合せを行います。厚労省の政策

が他の省庁の政策とうまく調和する

よう、細かい点を確認していきます。

病院の垣根を越えた研修医同士の

相互の交流を図るため、研修医交

流会を、道庁・道医師会と共催で、

新たに開催することになりまし

た。企画について、上司と打ち合わ

せをしています。

廣瀬  佳恵阿部  圭史

雪の中を一生懸命歩く1歳の息子と

保育園登園。保育園で、私が「ばいば

い」すると、最近は笑顔で手を振り返

してくれます。保育園から一歩出れ

ば、仕事モードに頭を切り換えます。

出勤後、まずは手早くメール確認。

医系技官募集のご案内 ｜ 医系技官の一日 医系技官の一日 ｜ 医系技官募集のご案内



Working for Public Health
Ministry of Health, Labour and Welfare

若手職員からのメッセージ
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健康局　結核感染症課

主査

阿部 圭史 Keish i  ABE

平成25年 入省
 健康局結核感染症課
 （感染症危機管理・予防接種行政）

国民、政治家、専門家、他省庁、企業等、様々な方々の意見を集約しな

がら施策を醸成していく政策形成の現場に、大変やりがいを感じて

います。

是非皆さんもこのダイナミズムを感じて下さい。

政策形成のダイナミズムを感じる

保険局　医療課

主査

奥田 章子 Akiko OKUDA

平成25年 入省
 保険局医療課（歯科診療報酬改定）

行政の観点から医療に携わることの出来るこの職業は、毎日が変化

に富み、大変面白くやりがいがあります。さまざまな立場の方と意見

交換をする機会にも恵まれ、多角的に医療を考えることのできる点

も魅力だと感じています。

変化に富んだ毎日

保険局　医療課

主査

笠原 真吾 Shingo KASAHARA

平成25年 入省
保険局医療課（診療報酬） 

入省以来、診療報酬改定に加え、最先端の医療機器や臨床研究など、

本当に多くのことを経験させていただきました。日々の仕事は大小

様々でも、少しずつ社会を変える実感があります。広く社会と関わる

仕事に興味がある方は、ぜひ一歩踏み出してみてください。

社会と関わる仕事の魅力

健康局　がん対策・健康増進課

主査

佐藤 智代 Tomoyo SATO

平成24年 入省
 大臣官房厚生科学課
 さいたま市保健所（研修）
 健康局がん対策・健康増進課
 （生活習慣病対策）

生活習慣病対策やたばこ対策、がん対策を担当しています。

自分の仕事が全国に行き渡るのを実感できるのは臨床では経験でき

ない貴重な経験です。また、医療の世界に限らず、様々な魅力的な人

に出会えるのもこの仕事の魅力の一つです。

ここでしかできないこと

健康局　総務課　原子爆弾被爆者援護対策室

主査

石丸 文至 Bunj i  ISH IMARU

平成25年 入省
 健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室
 （被爆者援護対策） 

私が「医系技官」の存在を知ったのは医学部6年生の時でした。自分が

求めていたのはこれかもしれない、そう思ったあなたは、是非霞ヶ関

においでください。天下国家を論じる仲間が、あなたをお待ちしてい

ます！！

このパンフレットをとったあなた！！

老健局　老人保健課

主査

米倉 なほ Nao YONEKURA

平成25年 入省
大臣官房厚生科学課

 併任　健康局結核感染症課
 （新型インフルエンザ対策）
 老健局老人保健課（介護保険制度・報酬）

霞ヶ関の仕事も面白いかも、という好奇心から始まり、入省して半年

が経ちました。イメージ通りだった部分、大きく異なる部分、どちら

も同じだけありますが、とにかく毎日が新しいことの連続です。

ぜひ自分の目で見て、この仕事を肌で感じてみてください。

興味を持ったら、まず見に来てください

老健局　老人保健課

主査

村上 有佳 Yuka MURAKAMI

平成24年　入省
老健局老人保健課（介護保険制度・報酬） 

入省後、自分の仕事に対して「ありがとう」と言われる頻度は減って

しまいましたが、組織の一員として大きな取り組みに関わることが

でき、非常にやりがいを感じています。今の仕事が何年後にどのよう

な形になるのか、楽しみです。

やりがいのある職場です

医政局　医事課

主査

松村 漠志 Hiroshi MATSUMURA

平成24年 入省
医政局医事課（医学部入学定員、臨床研修）

臨床では、患者さんが退院するまでの数週間が一つのサイクルです

が、行政では１年単位で大きな物事が進んできます。

通常国会、概算要求、臨時国会、予算案と業務をこなしていると

国という大きな歯車を皆で動かしていることを体感できます。

国は大きな歯車

保険局　医療課

主査

矢野 好輝 Yosh iteru YANO

平成24年 入省
 保険局医療課（診療報酬、DPC）

医療をとりまく環境は時代に合わせて変化しており、医療の制度も

それに合わせて見直していかなければなりません。厚生労働省の医

系技官は、行政の立場からそれらの課題に答えを出していくことが

求められていると思います。ぜひ一緒に挑戦しましょう！

常に新しい課題に挑戦できる職場です

医系技官募集のご案内 ｜ 若手職員からのメッセージ 若手職員からのメッセージ ｜ 医系技官募集のご案内
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激動する社会情勢の中にあっても国民の期待に的確に応える政策を展開するために、医系

技官には、鋭い先見性と広い視野、そして豊かな人間性を持つことが求められています。

若い頃は専門性を生かしながら行政官としての基礎力を高め、その後は本格的に政策企画

立案能力を高めていきます。幹部職員になる頃には大局的な判断力の他にもリーダーシッ

プやマネジメント能力も身につけます。このため、できるだけ豊富な行政経験を積むこと

ができるよう、厚生労働省本省のみならず、他府省、地方自治体、国際機関等への出向の機

会があります。

また、日々の仕事を通じて、知識、技術、感覚などを身につけるとともに、各種の研修や勉強

会により、一層の資質の向上を図っています。

キャリアパス

※ 公衆衛生政策に通じた人材は様々な分野で求められています。

※ キャリアパスの一例です。本人の希望や、適性等に対応します。

※ 年数は医師（歯科医師）国家試験合格からの年数です。

６年目

16年目

様々な経験を通して、行政官として

の基礎を固め、医系技官として必要

な資質を身につける。

新規採用者向け研修のほか、勉強会

も多く開かれている。

医系技官として専門性を発揮しなが

ら企画立案を行う。

総合調整にも従事。中央省庁のミッ

ションである政策立案の中核的存

在。講演する機会も多い。課長補佐研

修、現場研修などの研修あり。

担当課室のリーダーとしてプロ

ジェクトを指揮する。

政治家やメディアとの交渉も担

当。また、管理職としてのマネジメ

ントも行う。管理職研修などの研

修あり。

・補佐の下で基礎固め

・幅広い分野を経験

基礎作り

主査・係長

補佐・専門官級

・専門性を生かした

  企画立案の原動力

・総合調整業務も経験

中核的役割

・政策立案責任者へ

・説明力、調整力が

  求められる

・政策立案責任者へ

・説明力、調整力が

  求められる

室長・企画官

課長級

政策責任者へ

リーダー

部長・局長級

長期的・大局的見地からの

政策実現を推進

自 治 体

他 省 庁

国際機関

海外留学

他 省 庁

海外留学

他 省 庁

自 治 体

大学など

臨床研修
終了後
入省

平成26年度  採用情報

応募資格

応募資格は、日本国籍を有する医師・歯科医師としています。ただし、

平成16年4月以降医師免許を取得した方（歯科医師については平成

18年4月以降）については、臨床研修を修了した者（見込みを含む）と

しています。

「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、行政職俸給表（一）が

適用され、総合職国家公務員採用試験に合格して厚生労働省に採用

された行政官と同等に処遇されます。

応募手続

給　与

入省後は、日頃の仕事を通じて、行政官としての知識、技術、感覚などを身につけていくことになりますが、

若手職員による自主的な勉強会や各種研修により、一層の資質の向上を図っています。

入省後の主な研修としては、下表のようなものがあり、対象者全員が受講することになっています。

研修等

希望者には、公務員宿舎（独身宿舎、世帯宿舎）が用意されます。

宿　舎

医系技官は、大きく変化する社会情勢の中にあって、鋭い

先見性と広い視野、そして豊かな人間性を持つことが求め

られています。このため、幅広い行政経験を積むことがで

きるよう、厚生労働省本省のみならず、職員の家庭の状況

も考慮しながら地方自治体、国際機関等への異動が行われ

ています。

入省後の異動

産前産後休暇、育児休職、育児短時間勤務をはじめ、様々な

制度があります。

その他

 1  応募書類

（１）履歴書（ I ）・（ I I ）

（２）緊急連絡先等登録票

（３）推薦状２通（必ず推薦者自らが封筒に入れ密封したものを

　　提出してください。）

（４）医師免許証の写し（A４判に縮小してください。）

（５）小論文

　　※（１）～（３）の様式、（５）の課題、留意点、業務説明会や官庁

　　訪問の情報などは、

　　「医系技官採用情報ホームページ」

　　http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/
　　saiyou/ikei/index.html

　　に掲載致しますのでご覧ください。

 2  書類提出先 （書類は書留郵便で送付してください。）

　　〒100−8916　東京都千代田区霞が関１丁目２番２号

　　厚生労働省大臣官房厚生科学課　医系技官採用担当

 3  問い合わせ先

　　電　話：03−5253−1111（内線3806） ・ 03−3595−2171（夜間直通）

　　医系技官採用メールアドレス　ike i s a i y o@mh lw . g o . j p

［ 面接 ］

一次試験

一次試験合否通知

二次試験

二次試験合否通知

平成 27 年 4 月 1 日　採用

採用スケジュール

平成26年８月20日 （水）  応募期限（消印有効）

募集要項配布開始

研修名 実施者 時　期 対　象 内　容

国家公務員合同初任

研修

人事院

総務省
年度当初３日間程度

全府省の総合職

新規採用職員

国立オリンピック記念青少年総合センターに合宿し、公務員として

の心得、行政の初歩等を研修する。

厚生労働省新規採用

職員研修（総合職）

厚生労働省

人事課

年度当初上記研修

を含め４週間程度

厚生労働省の総合職

新規採用職員

厚生労働行政についての基礎的な知識を学ぶとともに、医療・

福祉施設等の厚生労働行政の第一線の現場視察を行う。

国家公務員初任行政

研修
人事院 年度当初５週間程度

全府省の総合職

新規採用職員

グループディスカッション
面接等

9月上旬（予定）

9月中旬（予定）

9月下旬（予定）

社会全体の奉仕者としての自覚、国民全体の視点から施策を行

うための基礎的素養・見識を養うとともに、政府全体として施

策に取り組めるよう研修員相互の理解と信頼を深める。

※試験日程の詳細は、6月中に「医系技官採用情報ホーム

　ページ」に掲載予定です。
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ikeisaiyo@mhlw.go.jp

医系技官採用情報ホームページ

医系技官採用担当メールアドレス

医系技官の業務内容を知っていただくために、以下の日程で説明会を開催する予定です。

主な内容は業務説明、質疑応答、個別相談です。

お越しになる場合には、事前予約が必要ですので、

医系技官採用担当（ike isa iyo@mh lw.go . jp）までお気軽にお問い合わせください。

インターンシップとは、厚生労働省で仕事を体験するものです。本省において実務を体験することにより、厚生労働省への理解を深め

てもらうことを目的としています。大学生および大学院生を対象としており、夏期休暇を利用して1 週間～ 1ヶ月程度の期間、保健医

療政策に関わる部署などで働くことを体験できます。例年4 月下旬から受付を開始し5 月下旬～ 6月初旬が〆切です。厚生労働省ホー

ムページでも情報提供していますが、医系技官採用担当メールアドレス （ikeisaiyo@mhlw.go.jp）宛にお気軽にお問い合わせください。

毎年応募者が多数の人気企画です。

参加される方々と現役の医系技官がグループとなり、具体的な政策テーマについて

ディスカッションやプレゼンテーションを行います。

医系技官とざっくばらんに話せる機会でもあり、昨年は全国から約60名の若手医師・

医学生が参加、若手医系技官も30名以上が参加しました。

詳しくは医系技官採用H Pをご覧下さい。

参加申し込みや問い合わせは、医系技官採用メールアドレス（ikeisa iyo@mhlw.go. jp）

宛にお願い致します。申込多数の場合は、先着もしくは抽選となることがあります。

医系技官業務説明会

厚生労働省職場体験実習 (インターンシップ)

医系技官に関心をお持ちの方のために、医学部・歯学部の学生や医師・歯科医師を対象に開催しています。

原則として5 ～ 10 名のグループ単位で受け付けていますが、それ以下の人数でも、御相談に応じています。

お気軽に医系技官採用担当メールアドレス （ikeisa iyo@mhlw.go. jp）宛にご相談ください。

医系技官業務見学ツアー

医療政策セミナー

対　象

日　時

場　所

概　要

参　加

申込み

医系技官に関心をお持ちの医師

（医学部学生の方の参加も歓迎致します。学年は問いません）

平成26年７月19日（土） ～ 20日（日）

国立オリンピック記念青少年総合センター（予定）

第１回　平成26年 5 月25 日（日）　第２回　平成26年 6月 29日（日）

※予定は変更の可能性がありますので、「医系技官採用情報ホームページ」で確認をしてください。

開催場所：いずれも厚生労働省内にて
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さらに医系技官を知りたい方へ

医系技官から直接話を聞いたり、

職場を見学することはできますか

採用試験の内容は、また採用試験では

どのような知識が求められますか

応募について、卒後年数や

年齢の制限はあるのですか

業務説明会、インターンシップ、医療政策セミナー、業務見学

ツアーなど、医系技官と直接お話いただける機会を数多く

用 意 し て い ま す 。ご 興 味 の あ る 方 は 、医 系 技 官 採 用 担 当

（ikeisaiyo@mhlw.go.jp）までお気軽にご連絡ください。

卒後年数や年齢による応募制限は設けていません。採用の合否に

ついては、卒業後の経歴等をもとに採用試験において個別に判断

しています。

一次試験はグループディスカッション、小論文および面接等、二

次試験は面接の予定です。採用試験では、単に知識が問われるの

ではなく、グループディスカッションや面接を通し、課題の解決

に向け論理的な思考ができるか等の資質が主に問われます。

自分が担当する分野についての希望は

通りますか

本人の希望はなるべく配慮されますが、定期的に異動することに

なっているので、特定の分野のみの仕事を続けるということは難

しいでしょう。これまでなじみのない分野であっても、配属され

てから興味が広がることもあります。

留学について教えてほしい

海外留学により、医系技官として必要な知識・経験を習得するこ

とのできる機会があります。毎年２～３名の医系技官が米国、イ

ギリス、フランス等に留学しており、留学先は自ら選ぶことがで

きます。入省から一定期間を経ていることと、語学力（TOEFL等）

等が条件となります。

子育てをしながらでもやっていけますか

子育てをしながら勤務している職員は多くいます。育児休職や育

児短時間勤務制度等があり、育児をしながらでもキャリアを積む

ことができます。また、子育て中の職員はできるだけ定時で帰宅

できる部署に配属するなどの配慮をしています。

地方や海外にはいかなくては

ならないのですか

医系技官のキャリアの中で、地方自治体や海外での勤務はとて

も有意義ですが、派遣にあたっては個々人の家庭の事情が考慮

されます。

休みはとれますか

土・日・祝日はお休みです。加えて、有給休暇、夏季休暇、年末年始

休暇等をとることができます。ただし、週末に研究班会議やイベ

ントが入る場合や、たとえば診療報酬改定前の保険局医療課な

ど、部署や時期によっては休みがとれないこともあります。

よくあるご質問

メンター制度
について

 P31を参照

 P30を参照  P17、29を参照

 P21、29を参照

 P22、26、30を参照

P17、19、20、21、29を参照

 P22を参照

 P30を参照

メンター制度とは、配属部署における上司とは別に相談役

となる先輩医系技官（メンター）が新入医系技官（メン

ティー）をサポートする制度のことをいいます。メンター

はメンティーに定期的に声をかけ、入省後の様子を聞いた

り、職場内での悩みや問題解決をサポートし、新入医系技

官を支える体制を整えています。
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職業家庭
両立課

保育課

勤労者
生活課

化学物質
対策課

職業病
認定対策室

能力評価課 短時間・
在宅労働課

母子保健課

基準審査課

指導課

結核感染症課

安全対策課

医事課

生活衛生課

血液対策課

歯科保健課

水道課

国立病院課

疾病対策課

審査管理課

監視安全課

国立病院
機構管理室

地域医療機能
推進機構支援室

医療技術
情報推進室

移植医療対策
推進室

肝炎対策
推進室

医師臨床
研修推進室

看護サービス
推進室

医療機器
政策室

治験推進室

再生医療
研究推進室

新型インフルエンザ
対策推進室

予防接種室

B型肝炎
訴訟対策室

水道計画
指導室

医療安全推進室

国際食品室

新開発食品
保健対策室

検疫所業務
管理室

大臣官房

人事課

会計課

地方課

国際課

厚生科学課

総務課

広報室

総括審議官

大臣官房長

技術総括審議官

審議官

参事官

社会・援護局

障害保健
福祉部

老健局 保険局 政策統括官年金局

総務課

企画課

総務課 総務課

医療課

調査課

参事官総務課

援護企画課

保護課

介護保険計画課

保険課

政策
評価官室

情報政策担当
参事官

年金課

国際年金課

企業年金国民
年金基金課

数理課

事業企画課

事業管理課

援護課

地域福祉課

障害福祉課

振興課

老人保健課

高齢者支援課

国民健康
保険課

高齢者
医療課

業務課

福祉基盤課

医療観察法医療
体制整備推進室

心の健康
支援室

保険システム
高度化推進室

医療費適正化
対策推進室

医療指導
監査室

認知症・虐待防止
対策推進室

介護保険
データ分析室

介護保険
指導室

精神・
障害保健課

大　臣

副大臣

政務官

事務次官

厚生労働審議官

医系技官が局長・部長・課長・室長である部局

医系技官が課長補佐以下の職にある部局
（平成２6年４月１日現在）

がん対策・
健康増進課

地域保健室

保健指導室

P08 ▶

P07 ▶ P09 ▶

P11 ▶

P12 ▶P10 ▶ P13 ▶

P14 ▶

P15 ▶

P16 ▶

P03 ▶ P05 ▶




