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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。

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

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。

活躍する部署

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。

次のような方が向いています。

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

厚生労働省
本省

厚生労働省
附属機関



03

Working for Public Health

Ministry of Health, Labour and Welfare

Working for Public Health

Ministry of Health, Labour and Welfare

先輩からのメッセージ 04先輩からのメッセージ

    健康で長生きしたいという国民の願いをかなえるために

たばこの規制や健康な食事の普及など生活習慣病対策の展

開、がん検診を初めとしたがんの予防対策の推進、医療体制

の構築などがん対策を展開することが健康局の仕事です。

また、新型インフルエンザなどの発生時に健康被害を最小

限にするために医療体制の整備やワクチンの接種体制の構

築など健康危機管理として国全体の陣頭指揮を執ることも

健康局の仕事です。さらに稀少な疾患であるため、研究開発

の進みにくい難病の医療費の助成や研究費補助なども健康

局の重要な業務です。この他、原爆被爆者支援やハンセン病

など特定の疾病への対応など様々な分野の施策も担当して

います。

    がん対策・健康増進課の仕事

がん対策・健康増進課では、がんの死亡率を低下させるため、

最も効果的でかつ費用対効果の高いがん検診の検査項目の

探求や予算の獲得、がん診療連携拠点病院の整備によるがん

医療の均てん化、新たな治療法の開発のための研究課題の設

定や研究者への研究費の補助など、様々ながん対策を進めて

います。また、健康な食事とはどんなものでそれをいかに普

及啓発していくか、受動喫煙をいかに防止するか、健康を維

持するための運動や睡眠をいかに取るかなど日々最新の論

文を入手し、科学的根拠に基づきながら健康増進施策を展開

しています。

質が高く効率的な
医療提供体制の構築

ー医療の安全性確保と質の向上を目指してー

人生は一度きり。
今しかできない医系技官に
なってみては！

趣味 — 旅行、ドライブ

信条 — 人事を尽くして天命を待つ

医政局総務課医療安全推進室長

大坪 寛子

平成20年　医薬食品局血液対策課

平成21年　健康局結核感染症課

平成22年　医薬食品局血液対策課

平成23年　環境省総合環境政策局企画課特殊疾病対策室

石綿健康被害対策室

平成24年　環境省総合環境政策局企画課特殊疾病対策室長

平成25年　現職

趣味 — 料理、ジム通い、カラオケ

信条 — 大医は国を癒やす

健康局がん対策・健康増進課長

正林 督章

平成11年 ＷＨＯジュネーブ本部

平成13年 生活習慣病対策室（健康増進法制定）

平成17年 島根県健康福祉部長（医師確保対策）

平成18年 感染症対策企画調整官（新型インフルエンザ対策）

平成20年 肝炎対策推進室長（医療費助成制度創設）

平成21年 新型インフルエンザ対策室長（パンデミック対応）

平成22年 環境省石綿健康被害対策室長

平成23年 健康局結核感染症課長（予防接種法改正、Ｂ型肝炎

訴訟特措法制定）

平成26年　現職
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　 思い出深いこと 

・平成13年にたばこを規制する法律の制定を任され、健康増

進法の骨子作成、条文書き、通知書きなど全ての作業を中心

になってやらせていただいた。ＪＴやたばこ農家、財務省、

農水省、総務省などとの厳しい折衝や国会審議を経て平成

15年に施行された。施行後は喫煙率も激減し、お父さんは

すごいと娘たちに褒められたこと。

・平成21年にパンデミックが発生した時、新型インフルエンザ

対策推進室長として医療体制の構築やワクチンの準備など

睡眠時間を削って奮闘し、やりすぎ批判は受けたものの世界

で最低の死亡率という成果が得られ、諸外国から評価された

こと。

　 希望者へのメッセージ 

臨床は自分のやったことがすぐに目の前の患者の生き死に

につながり、臨場感もあり、助かれば患者さんから感謝され、

やりがいを感じたが、一生かかってもせいぜい自分が助けた

と思える人は千人程度と思われた。行政官は臨床のような臨

場感は得られず、患者さんから感謝の言葉をいただくことも

ないが、自分の関わった政策によって何千万、何億人の人を

救えるかもしれない、というダイナミズムを感じることがで

きる。人生は一度きり、是非一度我々と一緒に今しかできな

い医系技官として働いてみませんか。

　 思い出深いこと 

平成21年春に新型インフルエンザが発生した時、直ちに省

内から医系技官はじめ、多くの職員が集められ、連日、対応に

追われたことを思い出します。めまぐるしく状況が変化する

中で、迅速に情報を集めて整理分析し、対策を立案し、国民へ

説明するという行程の中で、それぞれの担当者が、連携しつ

つ、自分に与えられた業務を遂行するべく奮闘した日々を一

緒に経験できたことは大変貴重なことだと思っています。

　 希望者へのメッセージ 

収集された情報を整理分析して立案していく能力は、臨床現

場にも通じるもので、皆さんも日々の臨床経験によって鍛錬

されていることと思います。行政においては特に公衆衛生や

医療政策の分野で、私たち医系技官には様々な知識や知見が

期待されています。どの案件であっても、どの部署であって

も、一歩でも前に進めるべく頑張っている人や高い見識や経

験を持っている人たちと一緒に過ごす毎日はとても刺激的

で楽しいものです。ぜひ、皆さんにもこの空気を一緒に感じ

て頂けたらと思います。

    医政局の業務  ー 社会背景の変化に合わせた医療提供体制の構築のために ー 

医政局は、医療提供体制全般の整備のための政策の企画立案

を担当しています。現在対応している課題は、今後の急速な

高齢化などの社会背景の変化に合わせ、病院、診療所の整備

や救急・周産期・小児医療やへき地・災害医療への対応や医療

者の養成・確保などのほか、医療安全や研究開発、医薬品・医

療機器の産業振興や医療の国際展開など多岐にわたるもの

であり、いずれも社会保障のための重要な課題です。

    医療安全　ーこれまでの取り組みについてー

医療の提供については、その体制整備だけでなく、安全性確

保も重要な課題です。私が所属している医療安全推進室で

は、すべての医療機関における医療安全管理体制や特定機能

病院など高度な医療を提供している機関からの医療事故届

出制度などの取り組みを進めています。そのほか、過失判断

が難しく紛争になりがちな産科医療が萎縮することがない

よう、分娩に係る医療事故で生じた重度の脳性麻痺児とその

ご家族を救済し、原因分析を通じて産科医療の質の向上をは

かる無過失補償制度を創設し、適宜、見直しを行っています。

    医療安全　ー医療の更なる安全と信頼のためにー

平成26年６月、医療法の一部が改正され、本年10月から医療

事故調査制度が開始されます。これは、医療事故が発生した

場合、医療機関が自ら調査を行い、その結果を第三者機関へ

報告すること等により、再発防止を通じて、医療の安全性と

質の向上に繋げる制度です。医療者や患者代表者など様々な

立場の方々と議論を重ね、医系技官が中心となって、法律、予

算、事務手続き等、他の職種の職員と一緒に制度作りを行っ

ています。
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　 思い出深いこと 

どのポストも担当している間は大変なことが多かったです

が、振り返ってみると、すべてが貴重な経験となり、充実した

時を過ごすことができました。その分野で長く活躍されてい

る先生からお話を聞き、関係者と議論を重ねて、仕事が一段

落したときは何とも言えない安堵感に包まれます。行政には

異動がつきものですが、自分が携わることができた仕事は、

離れても気になるもので、できあがった制度が患者さんに

とってよい形で動いていって欲しいと願っています。

　 希望者へのメッセージ 

皆さんは行政の仕事についてどのようイメージをもってい

ますか。私たちは、どんな仕事をするにしろ、一定のルール

（制度）の中で働くことになります。見る角度によってものの

形が違うように、立場が違えば意見は異なります。患者さん、

国民の生活にとってどうすることがよいか、様々な関係者と

議論をしながら制度を作っていくことに関心がある方や今

ある制度に疑問を感じている方などは、一度行政の視点から

仕事をしてみてはいかがでしょうか。

    医薬品や医療機器を通じた医療への貢献

医薬食品局では、国民の健康寿命の延伸に貢献できるよう、

医薬品や医療機器等に関する様々な業務を行っています。医

薬品や医療機器の審査や安全対策とともに、審査体制の強化

などにより、革新的な医薬品等の早期実用化を推進していま

す。また、麻薬や覚せい剤、危険ドラッグへの対策、安定的な

血液製剤の確保、医薬品の副作用被害の救済など専門性の高

い業務に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）、自

治体、地方厚生局などと協力して取り組んでいます。

    有効で安全な医療機器等の実用化

医療機器は、身近な体温計、CTなどの診断装置から植込み型

の機器など多種多様なものがあります。法律に基づき、それ

らの品質、有効性及び安全性の確保に努めていますが、医療

機器の特性を踏まえた規制を構築するため、昨年11月に薬事

法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律」に改正されました。PMDA等と連携して、新し

い医療機器がより早く臨床で使用できるよう取り組んでい

ます。

また、iPS細胞等による再生医療は、革新的な医療として実用

化が期待されていますが、安全面などの課題もあります。そ

こで、有効性が推定され、安全性が確認されれば、条件及び期

限付きで特別に早期に承認できる仕組みを導入しました。企

業や研究者など開発を行う相談者への体制も設けるなど、再

生医療の実用化に向けた体制を整備しています。

   食品安全を通じて国民の健康を守る

食品安全部は、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。例えば、福島原発事

故に伴う食品中の放射性物質に関する問題や頻発する異物

混入事件・事案などは、問題が起きた場合の社会へのインパ

クトがとても大きい分野です。この様な中で私たち医系技官

は、医学的知識を基盤として、国民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。

   食品安全を守る仕組み「リスク分析」

経済発展に伴い我が国の食品は多種多様化する一方で、様々

な問題も新たに生じています。このため、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、「リスク分析」という国際的な仕組みが構

築されました。厚生労働省は、「リスク管理機関」として、食品

中の様々な物質や食中毒病原微生物などの規格や基準の策

定、また、その監視等を通じて、食品の安全を守っています。

   時代にあった食品安全の進歩

科学技術の発展に伴い、食品を取り巻く状況も大きく変化し

ています。例えば、除菌技術がめざましく進歩していること

を踏まえて、十分に除菌されている飲料水の保存基準の改正

に向けて手続きを行っているところです。このように、時代

にあった食品安全の進歩にこれからも貢献していきたいと

思っています。

医療をとりまく環境が
よりよくなるために

食品の安全性確保
－健康を守る・
　科学的に行う・進歩する－

趣味 — スポーツ観戦、スイーツ巡り

信条 — I can accept failure, everyone fails at something. 

　　　　 But I can’t accept not trying.

医薬食品局医療機器・再生医療等製品担当参事官室

先進医療機器審査調整官

井原 正裕
平成20年 健康局疾病対策課

平成21年 臓器移植対策室（臓器移植法の改正）

平成22年 保険局医療課（診療報酬の改定）

平成24年 埼玉県医療整備課長

 （医療計画の策定・周産期医療など）

平成25年 医政局総務課

 （病床機能報告制度の検討）

平成26年 現職

趣味 — スポーツ全般（見る＆やる）、双子の子育て

信条 — 厳しい状況でこそ、笑う（元上司の言葉）

医薬食品局食品安全部基準審査課　

課長補佐

永田　翔
平成24年　医政局総務課（医療提供体制担当） 

平成26年　現職
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医薬食品局 食品安全部先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

　 思い出深いこと 

食品安全部には検疫所業務管理室が設置されていることも

あり、現在西アフリカで発生している「エボラ出血熱」の「水

際対策」を全国の検疫所とともに担当しています。

先日、ある会議に参加した際、関係省庁の出席者が皆、医系技

官の出向者ばかりということがありました。これは、私たち

医系技官が、厚生労働省だけではなく、国民の健康を守る上

で様々な領域・分野において必要とされている典型例のよう

に感じ、大変誇らしく思えました。

　 希望者へのメッセージ 

私は東日本大震災後に岩手県宮古市で外科医として勤務し

ていた経験から、日本の「地域医療」のあり方に疑問を覚え、

これをきっかけとして医系技官になりました。簡単には解決

できない大きな課題ですが、これからも多くの医系技官の仲

間とともに真摯に向き合っていこうと思います。

同じように、今、臨床や研究を行いながら、心の中に疑問を感

じているのなら、ぜひ私たちと一緒にその答えを考え・見つ

け・創り出していきましょう。一緒に働けることを楽しみに

しています。
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先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

　 希望者へのメッセージ  

厚生労働省の仕事は、国民生活に密着したものが多いため、

現在・過去の政策、これから行おうとする未来の政策に対す

る意見、批判、訴訟は多く、決して楽な仕事ではありません。

例えば、医療提供体制においては、医療事故、深刻な医師の偏

在、救急医療の受け入れをはじめ、数多くの問題に直面して

います。

これらの問題を解決するため、厚生労働省が先頭に立って、

様々な政策を立案し、数多くの選択肢を国民に提示しなが

ら、政策を進めていく必要があります。

そのためには、厚生労働省の行政官が、臨床、大学、研究機関

の方々や、海外の関係機関とのネットワークを活かし、関係

するステークホルダーと調整し、国民に理解される政策を立

案していく必要があります。

私は、こういった業務を的確かつ確実に進める主役は、医学、

医療に専門的な知識と技能を有する医系技官が最もふさわ

しいと考えています。

このようなやりがいのある仕事に一緒に取り組み、充実感を

共有できる同志が数多く、厚生労働省の門を叩いてくれるこ

とを望んでいます。

    東電福島第一原子力発電所の労働者の健康管理

東電福島第一原子力発電所で緊急作業に当たっている労働

者の方々は、放射線被ばくのリスクがある厳しい環境下で懸

命の作業を続けています。現在、緊急作業に従事した全ての

労働者の健康管理のため、東京電力、協力企業に被ばく線量

と健康診断結果のデータの提出を義務付け、長期的に被ばく

線量を追跡できるデータベースを構築しています。また、1 日1

ミリシーベルト以上の被ばくの恐れがある作業について事

前に作業届を提出させ、放射線防護対策を指導しています。

    除染労働者の健康の管理

主に福島県内で、土壌の除染、汚染廃棄物の収集が行われて

いますが、除染作業に従事する労働者の健康管理のため、被

ばく線量管理と結果の記録・保存、汚染防止・汚染検査、必要

な保護具の着用、健康教育、健康診断を事業者に義務付け、監

督指導を実施しています。

    長期的な前向きコホート調査の推進

緊急作業に当たっていた労働者については、放射線の被ばく

による健康影響が懸念されます。そこで、有識者検討会の意

見を踏まえ、労働者が退職した後も含め、生涯にわたってが

ん検診（胃、肺、大腸）、白内障検査、甲状腺検査、心理的影響の

調査を行う、前向きコホート調査を進めています。

    原子力発電所の労働者に対する医療体制の構築

東電福島第一原発事故時の課題として、原子力発電所内で治療

する人材や設備が足りなかったことが挙げられます。その教訓

を踏まえ、原子力施設で事故が起こった時に備え、医療従事者

を派遣する体制作りや、搬送訓練のあり方を検討しています。

   伝統

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、国民運動である「健

やか親子21（第２次）」も担当しています。「健やか親子21」

は、平成13年から始まった様々な関係団体・機関と協力しな

がら進める我が国の母子保健の国民運動で、平成27年４月か

ら平成37年３月までの第２次が始まっています。

また、児童福祉法に基づく慢性疾患を抱える子ども達への医

療費の助成、不妊治療への助成も行っています。

   革新

不妊症の夫婦が、第三者に子どもを産んでもらう。産む人は

代理母と呼ばれています。体外受精もしくは顕微授精（細胞

質内精子注入法：ICSI）させ、受精卵を培養した胚盤胞を代理

母の子宮に移植する。これが着床して育てば、医学的にはと

りあえず問題ない代理懐胎です。（医学的に問題があるとす

る学説もあるようです。）受精卵が夫婦由来の精子と卵子が

受精したものであれば、代理母の遺伝情報は子どもにはまっ

たく受け継がれず、遺伝的には夫婦の子どもです。

一方、いかなる現行法も代理懐胎を禁止していませんが、日

本産科婦人科学会は代理懐胎の実施を認めていないことか

ら、日本国内での実施を諦め、代理出産契約を法律上認めて

いる米国ネバダ州において同州在住の女性の子宮に受精卵

を移植し子どもを無事出産させたという事案について、最高

裁は「自分の卵子を提供した場合でも、今の民法では母子関

係の成立は認められない」との判断を示しました。

医学の進歩は著しく、生殖補助医療の分野においても、様々

な新しい技術が開発・実施されています。これらの技術の進

歩により、これまで子どもを持つことができなかった夫婦や

男女が子を持つことが可能になりましたが、これに伴い従来

では想定されなかった様々な法律問題が生じています。

生殖補助医療に関しては、生命倫理として許容されるのか、

許容されるとしてもどのような条件が必要かについて国民

の間で多様な意見があり、妥当な合意を得ることは容易では

ありませんが、医学の進歩がもたらす恩恵を多くの者が安心

して享受できるようにするためにも、できるだけ早く社会的

な合意が得られることが望まれており、母子保健課では国会

での議論に協力しています。

放射線から
労働者の健康を守り、

安全に原発事故を収束する
ハハトコ

趣味 — 読書、旅行、TOE IC受検

信条 — Think Globa l ly ,  Act Loca l ly

労働基準局安全衛生部労働衛生課　

電離放射線労働者健康対策室長

前田 光哉

平成８年 児童家庭局母子保健課（周産期医療システムの構築、

小児難病対策）

平成９年 国立病院部経営指導課（入院医療費の定額払い制度

の試行）

平成13年 山口県健康増進課長（総合周産期医療センター創設、

鳥インフルエンザ対策）

平成16年　健康局結核感染症課(新型インフル対策)

平成20年　健康局がん対策推進室長(がん検診の啓発)

平成26年　現職
趣味 — 滝巡り

信条 — 恕

雇用均等・児童家庭局

母子保健課長

一瀬　篤
平成20年 青森県健康福祉部長（県の保健、医療、公衆衛生、社

会福祉及び社会保障）

平成23年 内閣官房企画官（新型インフルエンザ等対策特別措

置法案作成）

平成25年 医政局研究開発振興課長（医薬品等の研究開発、再

生医療等の安全性の確保等に関する法律案作成）

平成26年 現職
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安全衛生部 雇用均等・児童家庭局先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

　 希望者へのメッセージ  

世の中には様々な仕事があります。色々興味あるでしょ？

全部試したら良いですよ。

でもね、自分のために働いてください。自分の人生を最も豊

かにするために働いてください。自分のためだから頑張れま

す。自分のためだから、辛いことがあっても耐えられます。こ

こでは、そんな仕事をすることができます。
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先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

　 思い出深いこと 

労働衛生課では、中央じん肺診査医として、職域におけるじ

ん肺対策やアスベスト対策のみならず、ストレスチェック制

度導入の一部を担当しました。労働衛生行政に幅広くかかわ

ることができただけでなく、メンタルヘルスの観点から、現

在の業務とのつながりを実感することができました。また、

労災補償関連業務も担当し、印刷業における胆管がん事例等

を通じて、労働衛生、労災補償の両面から労働問題について

包括的に取り組むことができました。

　 これからやりたいこと

「生涯にわたって哲学する医師」として、どのような業務もよ

く考え、積極的に取り組み、公衆衛生の向上及び増進に寄与

して参ります。

　 希望者へのメッセージ 

医系技官の活躍の場は、厚生労働省のみならず、他の官公庁

や国際機関等、様々な分野に及びます。また、一見すると医師

とは関係ないように思える業務でも、実は医療と深くかか

わっており、あらゆる業務がそれぞれ有機的に関係しており

ます。皆さんと御一緒できることを心待ちにしております。

    精神疾患の現状

うつ病等の気分障害、統合失調症等、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だけでなく、社会経済的な損失を生

じ、自殺の原因にもなるため、国を挙げて取り組むべき重要

な課題です。

    精神保健医療福祉の改革

平成26年４月に改正精神保健福祉法が施行され、「入院医療

中心から地域生活中心」の目標実現に向けて改革を進めてい

るところです。精神科医療の質の向上や機能分化、医療保護

入院などの入院制度の改革、自殺対策や依存症対策、被災者

の心のケアなど、幅広い分野を担当しています。

医系技官のみならず事務系行政官等、様々な専門を持つス

タッフが協力し、他部局、他省庁とも連携し、「オールジャパ

ン」体制で対応しています。

    現在の取り組み

現在最重要課題として取り組んでいるのは、精神科病院に長

期入院している患者の地域生活への移行です。平成26年に開

催された検討会のとりまとめを受け、あらゆるツールを総動

員して、精神障害者の権利擁護の観点をふまえて、現在取り

組んでいるところです。

   平成27年度介護報酬改定

介護保険では、事業者が利用者（要介護者、要支援者）に介護

サービスを提供した場合、その対価として介護報酬が事業者

に支払われます。厚生労働省では概ね３年ごとに介護報酬の

改定を行っており、平成27年４月の改定に向けて作業を進め

ています。今回の改定では、いわゆる団塊の世代が75歳以上

となる2025年（平成37年）までに、住み慣れた地域で自分ら

しい生活を続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支

援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築を

実現するため、中重度の要介護者や認知症高齢者の在宅生活

を支援するサービスを中心に評価を行う予定です。具体的に

は、訪問による看護を提供した場合、医療ニーズや認知症の

ある高齢者にサービス提供した場合などに加算を付ける方

向です。

   在宅医療・介護連携の推進

75歳以上の高齢者は、複数の疾病にかかりやすい、要介護の

発生率が高いなどの特徴があり、医療と介護の両方を必要

とする場合が多いとされています。そのような高齢者の在

宅療養を支援するため、在宅医療と介護サービスを一体的

に提供する必要があります。例えば、退院時に介護関係者に

情報が引き継がれないために適切な介護サービスが受けら

れない、在宅利用者の健康状態が介護関係者が理解できな

いため適切なタイミングで医療につなげられないというこ

とを避ける必要があります。そのため、平成26年の介護保険

法改正により、市町村が在宅医療と介護の関係者の連携を

支援する取組を実施することとなりました。具体的な支援

としては、関係者が連携について検討する会議や多職種連

携の研修会の開催、連携に関する相談窓口の設置などを予

定しています。平成27年度から、市町村が効果的な連携支援

を実施できるよう手引きの作成や説明会の開催などに取り

組んでいます。

人間愛に徹し、
精神保健医療福祉の
改革を推し進める

住み慣れた地域で
自分らしい生活を
続けられるように

趣味 — ソフトテニス、読書

信条 — 終始一貫

社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

課長補佐

諸冨 伸夫
平成24年 労働基準局安全衛生部労働衛生課（じん肺対策） 

 （労働基準局補償課職業病認定対策室併任）（職業病

認定対策）

平成26年　現職

趣味 — 登山、旅行、ジョギング

信条 — 継続は力なり

老健局老人保健課

課長補佐

森岡 久尚
平成12年 雇用均等・児童家庭局母子保健課（健やか親子21）

平成13年 老健局老人保健課（老人保健事業）

平成18年 医薬食品局審査管理課（医薬品承認審査、治験）

平成21年 留学（米国NIH)

平成21年 雇用均等・児童家庭局母子保健課（妊婦健診、不妊治

療）

平成23年 三重県健康福祉部医療政策監（救急医療、医師確保）

平成26年 現職
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障害保健福祉部 老健局先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

　 希望者へのメッセージ 

臨床や研究は重要ですが、医学的知識を背景に社会の制度を

変えていくことも重要です。これまでの研究の成果や臨床現

場での要望などを集め、多角的な視点からシステムとしての

対応策を考え、法令改正など社会の仕組みを変えていくこと

が必要です。このような取り組みに興味のある方は、医系技

官を将来の進路として検討いただきたいと思います。
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先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

　 思い出深いこと 

入省して最初に携わった「臨床研究に関する倫理指針」の見

直しは印象深い仕事でした。臨床研究の推進と被験者の保護

をどのように両立させていくかを考えながら、研究者から被

験者に近い方々まで幅広く意見をきいて見直し案をまとめ

ていきました。当時は右も左もわからないまま上司に頼り切

りでやっていましたが、その後何度か同じような課題に取り

組む中で、こうした推進と保護の両立は、臨床研究に限らず、

社会保障分野では避けて通れない課題の一つなのだと強く

感じるようになりました。

　 希望者へのメッセージ 

厚生労働省は、高齢化社会の対策に正面から取り組める職場

でもあります。日本に暮らす我々にとって高齢化は我が身に

関わる大きな課題であり、そうした課題に取り組めること

は、ここで仕事をすることの醍醐味の一つではないかと思い

ます。意欲的な皆さんの来省をお待ちしています。

    2025年に向けた医療介護の連携とデータに基づく施策
    の推進

医療介護連携政策課は昨年（平成26年）の７月に新設された

新しい課です。この課は団塊世代の方々が75歳以上になる

2025年（平成37年）に向け、医療と介護が切れ目なく円滑に

提供されるよう連携を進めていくというミッションを負っ

ています。この課の中で私が所属する保険システム高度化推

進室は、診療報酬レセプトの電子化を進めるとともに、電子

レセプトや特定健診・特定保健指導のデータの収集や活用を

進めており、データ面から医療と介護の連携を支えることを

目指しています。

    いま、取り組んでいること

厚生労働省の保有するNDB（レセプト情報・特定健診等デー

タベース）には、医療機関等で実施された診療行為や投与さ

れた薬剤等の情報、健診の検査結果や保健指導に関する情報

が含まれます。まさに国民の財産といえるデータであり、有

効に活用される必要がありますが、一方で、こうしたデータ

はその機微性から個人情報の保護にも十分に配慮した取り

扱いが求められます。現在、こうした点に配慮しながらNDB

のデータへのアクセスを改善すべく、データ提供の手続きの

効率化やオンサイトセンターの設置など、データを利用しや

すい環境の整備を進めています。また、NDBデータを活用し

ての医療提供体制の検討などデータに基づく施策を支える

ため支援を行っています。

   エビデンスに基づく政策の立案を支援する

我が国は急速な高齢化が進む中で、いかに社会保障制度を持

続可能なものにするかという難題に直面しています。現状を

正確に把握して政策立案するためには、医療需要や介護の必

要量の把握、医療機関や医師数、自治体で行われているサー

ビスの状況等の様々なデータが必要です。統計情報部では、

約４０の全国的調査を実施しており、これらは行政機関で活

用されるほか、研究などにも利用されています。統計情報部

の医系技官は、主に医療関係の統計調査について、企画や公

表の際の検討等を行っています。さらに、調査自身の改善の

ための研究も企画し、精度の向上や国際比較可能性の向上に

も努めています。

   国際機関へのデータ提供、国際疾病分類の改善

OECDなどの国際機関が作成する統計表のために、厚生労働

省から必要なデータを提供するためのとりまとめを行って

います。また、WHOは各国のデータを同じ基準で把握するた

め国際的な分類を作成していますが、特に国際的な疾病分類

であるICDについて、専門家の意見を聞き、WHOへ改善のため

の意見提出や国際会議への出席などの貢献を行っています。

   人口動態統計の精度の改善

死因統計について公衆衛生的観点で精度の向上を図るため、

死亡診断書の書き方の注意事項の周知や、日本の医療の現状

に対応した死因の選択手法についての検討をしています。

    ICD（疾病、傷害および死因統計分類）の改訂

疾病分類は、病名のデータをルールに基づいて集め、国際比

較するための大切な道具です。WHOが策定しているICD-10に

ついて、医療技術の進歩などによる時代の変化に対応するた

め、11版にするための改訂作業が進んでいます。

我が国の高齢化に
取り組む

社会の情報基盤としての
統計調査の実施

趣味 — 音楽鑑賞、水泳

信条 — 明鏡止水

保険局医療介護連携政策課

保険システム高度化推進室長

赤羽根 直樹

平成19年 医政局研究開発振興課（臨床研究に関する倫理指針）

平成20年 ロンドン大学政治経済大学院留学（国際健康政策学修

士課程）

平成21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22年 健康局総務課（原子爆弾被爆者の援護）

平成24年 医政局医事課試験免許室（医療系職種の国家試験担当）

平成25年 健康局がん対策・健康増進課（がん対策担当）

平成26年　現職

趣味 — 旅行、ホームパーティ

信条 — 日々感謝する、思いやる、 think positive  

大臣官房統計情報部企画課国際分類情報管理室長

人口動態・保健統計課保健統計室室長補佐

渡　三佳

平成14年 保険局医療課（DPC導入、診療報酬改定） 

平成16年 統計情報部社会統計課（社会医療診療行為別調査）

平成18年 医政局医事課試験免許室（医師国家試験）

平成20年 内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション

担当)基本政策担当（科学技術基本計画）

平成22年 医薬食品局食品安全部基準審査課（食品安全）

平成23年 産前産後育児休業（夫の海外赴任に同行）

平成26年 現職
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保険局 統計情報部先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

　 思い出深いこと 

深夜まで作業したDPC導入、振袖で海外からの参加者を迎え

た国際会議、食品中の放射性物質への暫定規制値設定の対

応、等々たくさんあります。

　 希望者へのメッセージ 

医師は医学知識と使える資源をもとにいかに患者さんを回

復させるかを考えます。行政では課題に関する現状の情報収

集をし、立場の違う人々の意見を理解し、法律や使える予算

に基づいて何が最適な解決策かを考えます。臨床で目指す方

向は患者さんの健康であり明確ですが、行政では目指すべき

方向から考える必要があり、このためには様々な立場の人と

相談する必要があります。医系技官の仕事は、多様な立場の

人を繋ぐ仕事です。人と話すことが好きな方、ぜひ見学に来

てください。
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先輩からのメッセージ医系技官のキャリア形成

激動する社会情勢の中で、国民の期待に応える政策を展開するため、

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が求められています。

若い頃は専門性を生かし行政官として基礎力を高め、

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、

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、豊富な行政経験を積めるよう、厚生労働省本省のみならず、

他府省、地方自治体、国際機関等へ出向の機会があります。

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、

研修や勉強会で、一層の資質の向上を図っています。

医系技官のキャリア形成

※ 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

他 省 庁 等先輩からのメッセージ

厚生局は、国の政策を自ら実施する現場に直結した機関です。担

当する分野は、医療、年金、福祉、食品衛生あるいは麻薬取締りな

ど幅広く、多くの施策が地域で機能し、信頼される制度になるよ

う取り組んでいます。例えば、北海道の重要課題である医師確保

について、臨床研修施設で直接研修医の意見を聞きプログラムの

充実につなげ、道庁や大学と連携し医師の定着とキャリアパスを

支援する。あるいは、食品加工施設に対して国際標準の衛生管理

を指導し、他省庁の協力で道内水産食品の輸出拡大と地域の活性

化につなげるなど、様々な機関と連携し道民の生活の安全、安心

を支えています。

国の政策を北海道の地域で実践

　 思い出深いこと 

HIV感染が広がった当初にエイズ対策を担当しました。国内外の研究者、

支援団体や患者・感染者らとともに、医療の確保、予防教育、差別や偏見の

克服に取り組みました。10年後、ニューヨークの国連代表部に勤務した

時、多くの方と再会し、仕事でも助けていただきました。

　 希望者へのメッセージ 

医系技官の仕事は、様々な分野のすばらしい方々と出会い、学ぶ機会にあ

ふれています。立場や考え方の違いを乗り越え、よりよい社会を創るため

共に力を尽くす喜びを実感できる仕事です。

北海道厚生局長

山本 尚子
平成３年 米国ジョンズ・ホプキンス大留学
平成４年 厚生省エイズ結核感染症課
平成７年 佐世保市保健福祉部長
平成10年 厚生省臓器移植対策室
平成12年 浦安市助役
平成16年 外務省国連代表部参事官
平成21年 防衛省衛生官
平成23年 疾病対策課長
平成26年 現職

趣味 — 温泉めぐり　グルメ(食事とお酒）

信条 — 一期一会。人との繋がりや縁を大切に。
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「国家の礎である二つの保障は社会保障と安全保障」
健康管理、国際感染症対策から防衛交流まで

人々の健康を守る仕事は、安全保障と社会保障の両輪から成ってお

り、防衛省ではこのことを日々痛感します。近年は、自衛隊の海外展

開も増えてきており、国際感染症対策などの健康管理も仕事の一つ

です。各国軍衛生部門間の学術交流や、災害時の医療提供体制をは

じめ、医学面での各国間協働のあり方についても議論しています。

防衛省人事教育局衛生官付国際衛生班長

丸山　慧
平成21年　保険局医療課（医療機器、手術・処置等の診療報酬改定）
 （DPC制度の制度改正）
平成24年　健康局総務課　（原子爆弾被爆者援護施策・訴訟対応）
平成26年　現職

趣味 — 旅行、読書、料理、日本酒探訪

信条 — 全力投球、最後まで諦めない

　 思い出深いこと 

診療報酬改定でチーム一丸となり、限られた時間の中で精一杯のエ

フォートを出すことは、とても貴重かつ有意義な経験です。自分が作った

たたき台が、政策として形になったときは非常に達成感があります。

　 これからやりたいこと

医療制度は、診療報酬制度、医療提供体制、専門職の資格制度や感染症対

策等、様々な施策が少しずつ重なり合いながら形成されています。いずれ

また診療報酬制度を担当したいですが、その時までに、近視眼的な視野に

陥らないよう、学術面での鍛錬や自分と価値観の異なる人との意見交換

を図っていきたいと思います。

　 希望者へのメッセージ 

問題意識を持っている臨床が好きな人こそ、挑戦しがいのある課題が

多々ある職場です。共に働ける日を楽しみに待っています。

丸山：写真右端
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先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

海 外先輩からのメッセージ

2030年までの国連全体の目標づくり

2015年は、2015年までの目標として2000年に定めた国連ミレニア

ム開発目標（ＭＤＧ）の後継にあたるポスト2015開発アジェンダ

（2030年までの目標）を定めるとても大切な年です。この中に保健

関係の目標を適切に位置づけることが、現在の私の最重要課題であ

り、公式会合だけでなく非公式な会合も含めたネットワークの中で

各国の代表部の外交官や国連機関職員等と日夜交渉しています。

国連外交の最前線ニューヨークで外交官として働く

　 思い出深いこと 

2014年半ばから西アフリカでエボラ出血熱が大流行しました。安全保障

理事会でHIV/エイズ以来の保健案件決議がなされ、国連にエボラ緊急対

応組織が設立されました。こうした国連の動きに日本政府としてふさわ

しい貢献を行い、その貢献が世界の国々や人々に認知されるよう取り組

みました。赴任して間もない時期だったこともあり非常に大変でした

が、医系技官がこのポストにいるからこそ貢献できたのではないかとい

う自負もあります。

　 希望者へのメッセージ 

私はこれまで国際的な関わりがある分野に多く関わってきました。公衆

衛生行政は科学に基づいて行われるべきですが、その時代における科学

のレベルを適切に把握し行政に活かす人材は今後ますます必要です。こ

うした仕事を是非やってみたいという方、お待ちしています。

国際連合日本政府代表部参事官

鷲見　学
平成９年 保険局医療課（診療報酬改定担当） 
平成12年 環境省環境保健部環境安全課専門官（環境ホルモン、化学物質過

敏症等担当）
平成15年 ハーバード公衆衛生大学院留学（MPH取得）
平成16年 食品安全部基準審査課（食品規格基準、アレルギー表示等担当）
平成17年 障害保健福祉部精神・障害保健課（精神保健、自殺対策等担当）
平成19年 大臣官房国際課（WHO、UNAIDS、洞爺湖G8サミット等担当）
平成20年 WHO本部事務局渉外医官（官民連携パートナーシップ、資金調達等担当）
平成23年 健康局がん対策推進室長（がん対策全般担当）
平成24年 食品安全部国際食品室長（TPP等貿易交渉及び国際食品規格（Codex)を担当）
平成26年 現職

趣味 — 料理、ジョギング

信条 — Be passionately professional 

自治体 先輩からのメッセージ
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国際機関で世界のHIV/AIDS対策に携わる
UNAIDSは様々な国連機関が合同でHIV/AIDS対策を進める中での

調整役です。治療薬が普及する一方、差別や法的環境によって検査

や治療へのアクセスが困難な人々がいます。UNAIDSは”NO ONE 

LEFT BEHIND（だれも置き去りにしない）”を旗印に、新規感染ゼ

ロ、エイズ関連死亡ゼロ、差別ゼロを目指しています。

私が担当する「戦略情報」＝データは必要な人々に対策を届けるた

めの計画立案やモニタリングに活用されています。今後15年間の

世界のHIV/AIDS対策のターゲットと評価指標をどのように設定

するか、国際機関や政府、NGO等と協議しながら、評価指標や調査

の枠組みを大幅に見直しているところです。

国連合同エイズ計画（UNAIDS)戦略情報部シニアアドバイザー

橘　薫子
平成12年　保険局医療課（診療報酬） 
平成14年　ロンドン大学（医療経済学）
平成15年　大臣官房国際課（国際保健）
平成18年　大臣官房統計情報部（保健統計）
平成21年　法務省（刑務所、少年院の医療）
平成22年　精神・障害保健課（精神医療福祉）
平成23年　WHO本部（ドナーからWHOへの資金調達コーディネート）
平成25年　現職

趣味 — スキー、ゴルフ、茶道

信条 — 日々是好日

　 希望者へのメッセージ 

医系技官のフィールドは国内外に幅広く、新しい分野や文化との出会

いの連続ですが、人々の健康な生活を支えるという一本の筋で結ばれ

ており、意外なところで経験の点と点がつながる瞬間があります。

行く先々で、当初は知らない事が多いですが、一つ一つの課題に真摯

に向き合うなかで、必ず経験豊富な実践家の方々や当事者の方々との

出会い、忘れられない光景があり、アイデアや対応力、そして次の新た

な挑戦への跳躍力が湧いてくる。医系技官の仕事の魅力の一面はそん

な所にもあるように思います。

保健福祉部の所掌は保健医療福祉に加え、生活衛生、水道、薬事、

動物愛護、病院経営などもあり多岐にわたります。このため、県議

会本会議の質問の３割程度は当部に関するものとなり、議会対応

にも多くの時間を割いています。

また、知事が全国知事会の社会保障常任委員長を務めていること

から、全国知事会業務として、国民健康保険の制度の見直しや地

域医療ビジョンの導入などの国の新たな動きと自治体の主張を

すりあわせていくプロセスに関わっています。

国と地方の施策をつなぐ

　 思い出深いこと 

自分が国で仕事をしているときに作った事業（精神、難病、障害など）

を改めて自治体の立場で実施することがあります。ところが思いのほ

か現場の実態に合っていなかったり、使いにくかったりします。実際

のところ死角がない事業を作るのというは難しいのですが、現場の声

を反映させる努力を怠ってはいけないと痛感しています。

　 希望者へのメッセージ 

医師にとって行政の職場というのは慣れるまで大変だと思います。し

かし、技術職としての特性を拠り所にしたアイデアや調整能力を求め

られているのだという自覚を持てば、やる気も出てきます。うまくは

まって立派な仕事（個人の主観によりますが）が出来た時の充実感は

臨床とはまた違った良さがあります。

栃木県保健福祉部長

名越　究
平成７年 環境省大気保全局企画課（大気環境基準）
平成11年 国立病院部政策医療課（国立長寿医療センター基本構想）　
平成13年 健康局疾病対策課（難病、クロイツフェルトヤコブ病サーベイランス）
平成15年 政策統括官政策評価官室（厚生労働白書）
平成16年 山口県健康福祉部健康増進課長（感染症、生活習慣病、母子、精神 など）
平成19年 障害保健福祉部精神・障害保健課（自殺対策、依存症対策など）
平成20年 障害保健福祉部企画課（身体障害認定基準）
平成21年 健康局総務課（健康局所管業務の総括、原爆被爆者援護対策）
平成23年 栃木県保健福祉部保健医療監　
平成25年 現職

趣味 — スポーツ（野球、ジョギング）
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県民の身近な健康作りに向けて
幅広い業務

午前中食塩の過剰摂取について意見交換をしていたら、午後難病の

会議があって、夜は感染症集団発生の対応といったことは日常茶飯

事で頭の切り替えが大変です（笑）。また、県には医師が非常に少な

く（県庁内は私一人）課の仕事以外でも知事から意見を求められた

り、医師会や大学の先生から相談を受けたりします。

産後ケアセンターの整備等子育て環境の充実

山梨では国で話題の「待機児童」はいません。「母子愛育会」のような

住民組織があり東京にはない暖かい子育て環境があります。一方、産

科医師は非常に少なく、入院期間も短いです。

そのような中で産後のお母さんが育児のことを学べる環境を整える

ことが重要であり、「産後ケアセンター」を整備しようとしています。

山梨県福祉保健部健康増進課長

堀岡 伸彦
平成19年　保険局医療課（診療報酬改定担当）
平成21年　健康局総務課原子爆弾被曝者援護対策室（被曝者援護）
平成23年　内閣府原子力被災者生活支援チーム（医療班）
平成24年　健康局疾病対策課（難病法制定）
平成25年　現職

趣味 — テニス観戦

信条 — あきらめたらそこで試合終了

　 思い出深いこと 

産後ケアセンターの整備に当たって市長のようなトップの方々だけ

でなく現場の保健師さんとも意見交換したいと思い県内全ての市町

村を何周も回りました。厳しい言葉を頂いたこともありましたが、政

策を考える上でかけがえのない財産になりました。

　 希望者へのメッセージ 

臨床と比べると給料は少ないですが、やりがいありますよ。本当に。
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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

留 学・研 修  /  ワークライフバランス 先輩からのメッセージ

強固なエビデンスをどう得るか

私は現在、アメリカ、ボストンにあるハーバード大学ケネディス

クールで公共政策を学んでいます。日本で予防接種行政を担当し

ていた際に、予防接種の効果や副反応について科学的に解析し、

それを分かりやすく一般の皆さんに伝えて政策を進めていくこ

とに強く関心を持ったため、それをテーマとし、一年目にイェー

ル大学の公衆衛生大学院で疫学・生物統計学を研究しました。

人々の理解を得て、どう公共政策を進めるのか

二 年 目 は リ ー ダ ー シ ッ プ や 交 渉 学 等 に 定 評 の あ る ケ ネ デ ィ ス

クールで、科学的・医学的エビデンスを基に、どのように公衆衛生

行政を進めていくかということをテーマに研鑽しています。ケネ

ディスクールには医学・公衆衛生分野だけではなく、様々な分野

で公益のために身を捧げる意志を持った熱いクラスメートたち

が世界中から集まっており、彼らから学ぶことは大きいです。

アメリカで公衆衛生、公共政策を学ぶ

　 思い出深いこと 

チャールズ川そばの大学アパートに住んでおり、毎日欠かさずチャー

ルズ川沿いを仲間とジョギングしています。ジョギングの際に見る川

は、天候によって表情を変えながら息を飲むような美しい景色を見せ

てくれます。帰国後の業務に活かすべく、研究、クラスメートとの交

流、体力作り等を行い、充実した日々を送っています。

人事院長期在外研究員（ハーバード大学ケネディスクール）

喜多 洋輔

平成19年　医政局総務課（標榜診療科制度改正担当）
平成19年　九州厚生局医療官
平成20年　健康局疾病対策課（HIV・エイズ対策）
平成21年　世界保健機関本部（ジュネーブ）HTM局医官
平成23年　健康局結核感染症課（予防接種）
平成25年　現職

趣味 — ジョギング、水泳、ハイキング

信条 — ASK WHAT YOU CAN DO
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私のワークライフバランス
出産～産休・育休の取得
平成26年５月に女の子を出産しました。それは私にとって、これま

での人生を変える大きな出来事でした。

厚生労働省入省後は、平日は真夜中まで仕事をし、休日は疲れて起

き上がれない・・・そんな日々を過ごしていました。検疫所に異動に

なり、生活に余裕が出たことが幸いしてか、妊娠、順調に経過し、５

月に出産。

出産してからは、時間や結果が予測できない日々の始まりでした。

24時間昼も夜もなく子どもという未知の生物と向き合い、何を求

めて泣いているのかわからず悪戦苦闘したり、寝かしつけのため

毎晩２時間もだっこでゆらゆらしたり、無邪気な笑顔や寝顔に癒

やされたり。大変ではありましたが、育休を取得してしっかり我が

子と向き合い、成長を見守ることができてよかったです。

復職～時短勤務
厚生労働省内に保育室ができたことを契機に復職しました。復職

後は夫は遅出勤務、私は時短勤務を取得し、午後３時半に子どもを

お迎えに行きます。短時間で多くの業務をこなすため、仕事中は今

までの何倍も集中し、帰宅後は子どもの食事、お風呂、寝かしつけ、

家事と、目の回る忙しさですが、かわいい子どもとの時間もとりつ

つ社会にも関わることができる喜びを感じています。

日本医療研究開発機構設立準備室企画班

新谷 幸子
平成20年 保険局医療課（診療報酬）
平成22年 健康局総務課（原子爆弾被爆者援護、B型肝炎訴訟）
平成24年 医政局指導課（在宅医療推進、地域医療確保）
平成25年 成田空港検疫所・東京医療センター（検疫医療、放射線治療）
平成26年 産休・育休
平成27年 現職

趣味 — 手芸、パン作り、読書、旅行、フランス語

信条 — C'est la vie

18伝説の医系技官

歴史の中からみる、医系技官の歴史

伝説の医系技官
本コラムでは、明治時代に医師かつ行政官として活躍した、長與專齋と後藤新平をご紹介します。

長與專齋は、初代の内務省衛生局長として、後藤新平は、二代目の衛生局長として、

それぞれ明治日本の公衆衛生の向上に寄与した、我々医系技官の大先輩です。

百年先を見通した男
後藤新平は、1857（安政４）年に胆沢郡塩竃村（現岩手県奥州

市）水沢藩士の家に生まれました。須賀川医学校（福島県立医

科大学の前身）を卒業し、1881（明治14）年、24歳で愛知県病

院長兼愛知医学校長となりましたが、長與に認められ、1883

（明治16）年に内務省衛生局に入り、ドイツ留学をへて1892

（明治25）年に衛生局長に昇進しました。1898（明治31）年に

は児玉源太郎台湾総督により民政局長に抜擢、のち民政長官

となりました。

1903（明治36）年、貴族院議員に勅選され、第２次、第３次桂

内閣で逓相、鉄道院総裁、寺内内閣では内相、外相等を歴任し、

シベリア出兵を推進しました。1920（大正９）年に東京市長と

なり、第２次山本内閣内相兼帝都復興院総裁として、大震災後

の東京復興計画を立案しました。また、ソ連との国交樹立にも

関与しました。

亡くなる際に、「金を残して死ぬ者は下だ。仕事を残して死ぬ

者は中だ。人を残して死ぬ者は上だ。」という言葉を残したと

されています。

（資料：「近代日本人の肖像」国立国会図書館、「後藤新平ゆかりの人々」後藤新平資料館　他）

長與 專齋

後藤 新平

1838（天保9）～1902（明治35）

1857（安政４）～1929（昭和４）

「衛生」の名付け親
長與專齋は、1838（天保９）年に肥前国大村藩（現長崎県）で藩医の家

に生まれました。1854（安政元）年、16歳で大坂の適塾に入門し、のち

に福沢諭吉の後任として、塾頭となりました。その後、1860（万延元）

年、22歳で長崎に赴き、ポンペについて蘭医学を学び、1871（明治４）

年には、33歳で上京し、文部少丞となり岩倉遣欧使節団に随行して渡

欧、西欧の医学教育を視察・調査しました。

1873（明治６）年に帰国後、文部省医務局長となり、1875（明治８）年

に医務局の内務省への移管に伴い、衛生局の初代局長となりました。

日本には当時「衛生」という語がなく、長與が考案したとされていま

す。衛生局は、後に社会局とともに内務省から分離し、厚生省となり

ました。長與の局長在任は19年にわたり、司薬場の建設、医制の制定、

防疫・検疫制度の導入など、わが国衛生行政の基礎を築きました。晩

年は、元老院議官、貴族院議員などを歴任しています。Sensai  Nagayo

S h i n p e i  G o t o
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写真右下：チャン事務局長　左下：中谷メジナ虫症ゼロを目指すWHOチーム

    厚労省時代の印象に残っていること、経験

厚生省(当時)で経験した部署として、大変忙しくかつ印象深

く、今でもよく思い出すのは、薬害エイズ対策に取り組んだ

エイズ結核感染症課時代と様々な食中毒事件等を担当した

食品保健部企画課時代です。両時代とも，全国紙の一面で取

り上げられるような大きな出来事であり、その対応のため、

まさに、「寝食を忘れ(取る暇もなく)、全国を東奔西走」する毎

日でした。 特に食品保健部での仕事は、BSE事件や雪印食中

毒事件など様々な案件が一極集中したので、むちゃくちゃに

忙しくなりました。食品保健部に在籍した２年間に自分の担

当する事件が新聞の１面を飾った日が150日以上ありまし

た。毎日が記者会見でした。国会においても、同日ダブルヘッ

ダーの集中審議を経験しました。役所は９to５の生活だとよ

く言われますが、この時は、まさに９to５の生活が続きまし

た。（但し、この「５」はAMと言う意味です。今はそのようなこ

とはないと聞いて安心しています）

    現在取り組んでいること

［ 食品保健いろいろ　食品防御とか ］

今は大学での講義や実習は、公衆衛生を担当しています。研

究も公衆衛生を幅広くやっていますが、その中でも食品保健

関係の研究や仕事が結構多いです。だいたい誰もやりたがら

ない分野を後任の担当者から「これ今村さん時代からの宿題

なんだから自分でやってくださいよ」とか言われてやってい

ます。その代わり希少価値があるようでして、日本唯一の専

門家？みたいな状態になります。例えば食品防御では生協の

冷凍ギョーザ事件やマルハニチロの農薬混入事件などの検

証委員会などもやりましたし、異物混入とか食品の変わった

事件があるたびにメディアに追い掛け回されています。

［ 医療政策や健康政策、と病院経営 ］

診療報酬改定や介護報酬改定に関連する調査や委員をいろ

いろやっています。医療計画や医療ビジョンなどにも関与し

ています。こうなると実に幅広くモノを見ることができるよ

うになって、厚生労働省の施策の穴も良く見えてきます。機

会があるたびに「ご正道」のために「正論」を語っているので、

言われる側の人からはとても嫌がられていると思います。昔

から「人の嫌がることを進んでやる人になりなさい」、との教

えを受けてきたわけですが、まさに実践しているわけです。

これとは対照的な病院経営の裏仕事もやっています。これが

また行政的な艶めかしい仕事でして、「意見の異なる個性の

強い方々の意見を取りまとめて、集団として一つの方針を決

める」という、今までの行政での経験が実に役立っています。

これまで東大病院や奈良医大をはじめ多くの病院の経営支

援をやって、劇的な収支の改善に成功しています。ああ自分

は商売人なんだなと実感することもあります。

国境を越えて人々の健康をまもり、育てる 行政の仕事は本当に面白い。大学は楽しい。両方出来たのは幸せだ

趣味 — 仏像、バロックオペラ鑑賞

信条 — 独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず

WHO事務局長補（ADG）

中谷 比呂樹

昭和54年 厚生省（当時）入省

 保健医療局エイズ・疾病対策課長、保健医療局結核感

染症課長、大臣官房参事官、大臣官房厚生科学課長、

国立医薬品食品衛生研究所企画調整官、国立がんセ

ンター運営局長兼がん対策本部事務局長、社会・援護

局障害保健福祉部長などを歴任。この間WHO本部事

務局（在ジュネーブ）人材開発部政策解析課長、広島

県福祉保健部長を務める。

平成19年　現職
趣味 — 柔道、遺跡巡り

信条 — 「正論」を語り、「ご正道」を実践すること

奈良県立医科大学  健康政策医学講座教授

今村 知明

平成５年　厚生省入省統計情報部

平成６年　文部省学校健康教育課

平成８年　厚生省エイズ結核感染症課

平成９年　佐世保市保健福祉部長　同保健所長

平成12年　食品保健部企画課

平成15年　東京大学医学部附属病院　助教授　企画経営部長

平成19年　現職
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特 定 の 分 野 で 活 躍 す る  医 系 技 官 出 身 者

    WHOの事務局長補の仕事 

世界保健機関（WHO）は、国連の専門機関の一つで、 「国際保

健の指導・調整にあたる最高機関として機能する」ことを使

命としています。私の担当は、エイズ・結核・マラリア・熱帯病

対策。50ケ国以上から集まった300人の多職種・多国籍チー

ムを率いています。WHO予算の15%を用いて低所得国で蔓延

している４つの感染症の制圧を目指します。事務局長補は、

選挙で選ばれた事務局長を補佐し、担当の局を指揮して上記

の各種活動をする予算・人員・技術事項をとりまとめ、WHO

の各部門のみならず、UNICEFや世界基金といった関連する

団体へ技術的助言をするのです。外資系の役所で、本省局長

のような仕事をしていると考えて頂けば大きな差異はない

でしょう。

    国際公務員の仕事の醍醐味

今でも一年の内三分の一は、わくわくして朝飛び起きます。

世界の健康に恵まれない人々へ、今日は新しい治療指針を取

りまとめるとか、資金提供者と交渉して医薬品の寄贈をうけ

るとか、医師行政官としての使命感を満たす活動に自ら参加

できるからです。また、共に仕事をする仲間もユニーク。理と

情熱を兼ね備えたフランス人、たとえ話で説得上手なロシア

人、突撃また突撃のアメリカ人、マシンガン・トークとの異名

をとる超饒舌なイタリア人。内戦で両親を亡くしながら苦学

して医師となったアンゴラ人。いずれもバックボーンはその

分野での世界的権威。これらの人をオーケストラの指揮者の

ようにまとめ上げ、得意なスキルを引き出して、全ての国に

受け入れられるWHO基準が出来、それが各国で用いられ、

ODAが支援のために流れ、人々の健康が改善する。私の担当

分野には、近年、膨大な開発援助資金が流れるようになり、技

術革新とあいまって劇的な改善が見られています。この機会

に2030年までに三大感染症を世界公衆衛生の課題ではなく

そうという世界戦略を立て、結核は昨年、今年はマラリア、来

年はHIV戦略を策定しようとチームのやる気はますます高

まっています。その副次的な、そして大切な成果は、低所得国

の経済的発展です。エイズや結核から回復した若い労働力が

国作りの原動力となり、多くの国が低所得国を「卒業」して中

進国になっています。これは皆さんのご両親が生まれる少し

前の日本が経験したことなのです。

    これからの皆さまに

厚生労働省の医系技官は、その時々の健康課題に、医学の素

養を行政という仕組みに乗せて全国的展開を図り国民の健

康向上に大きな貢献をしてきました。それを国際的な規模で

行うのがWHOのような国際機関に勤める国際公務員の仕事

です。私の経験では、厚生労働省で学んだこと、優れた仲間と

仕事をしたことは、なにものにも代えがたい経験とひそかな

自信と誇りの泉源になっています。このパンフレットを読ま

れた若い皆さまが厚生労働省の門を叩き、入省され、仕事で

鍛えられた後に、いつの日か世界のどこかでともに仕事をす

る日を心待ちにしています。
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  平成 6年　山梨県課長時代
山梨県の課長時代は、県内に日本で唯一、日本住血吸虫病（地方

病）の汚染地域が残されていましたが、関係の市町村長さんた

ちの協力を得て、地方病の安全宣言を行うことができました。

この頃、県内でオウム真理教の問題が発生し、県庁は本当に大

変でしたが、貴重な経験となっています。

 平成11年　青森県次長・部長時代
青森県では、健康福祉部の次長と部長を経験しました。次長時

代は県立高等看護学院の院長も兼ねており、教員としての仕事

も担当させていただきました。学生たちの国家試験を心配した

り、一人一人に卒業証書を渡したりと、子どもたちからたくさ

んの思い出をもらいました。また、県の部長時代には総合周産

期母子医療センターの立ち上げに携わり、その後、青森県の乳

児死亡率がワースト１から大きく改善されたことは、行政官を

やっていて本当にうれしかった思い出の一つです。

 平成23年　新潟県副知事時代
新潟県には副知事として２年３ヶ月勤務しました。厚生労働省

や自治体勤務で担当した保健、医療、福祉、教育に加え、雇用対

策、文化、スポーツ、防災など幅広く担当させていただきました

が、中でも、新潟県の医師不足は深刻で医師確保は喫緊の課題

でした。そうした中で、特に医療資源が不足している地域にお

いて救急医療体制の強化を図るため、地域医療の再編を担当す

ることになりました。青森県で医師不足問題を担当したこと

や、厚生労働省の医政局指導課と総務課で医療計画や救急医

療、医療安全などを担当した経験が役立ちました。就職するま

で東京を離れたことがありませんでしたので、４回の自治体勤

務の経験を通じて、それぞれの地域における課題や対策を知る

ことができたことは、厚生労働省で行政の仕事を続ける上で

も、とても勉強になりました。また、仕事のみならず、各地域の

自然や食を楽しむことやそこで暮らす人々の暮らしに触れる

ことができたことは本当に貴重な経験になりました。当時の仲

間とは、今でも一緒にスキーを楽しんでいます。

 平成25年　精神・障害保健課長時代
医学部卒業時、精神科医になりたいと考えていたこともあり、

精神・障害保健課長を経験できたことは、とてもうれしく良い

経験でした。精神障害者に対する施策は、近年、前進してきてい

るものの、他の障害者に比べると福祉施策の歴史が浅く、現在

も約20万人にのぼる長期入院精神障害者がおり、高齢化に伴っ

て、社会に戻れないまま病院で亡くなる方も増えています。こ

うした課題に対し、検討会を立ち上げ、様々な立場の方々にご

議論いただき、今後の方向性を示していただきました。この他

にも、東日本大震災の被災者等に対する心のケア、アルコール・

薬物・ギャンブル依存症対策、医療観察法による入・通院医療、

心理職の国家資格化など仕事が山積していましたが、課員総勢

40人余りで、本当にみんな頑張ってくれました。

環境省環境保健部長

北島 智子
平成４年 文部省学校健康教育課（学校保健・学校健診）

平成６年 山梨県健康増進課長（母子・精神・老人保健等）

平成９年 厚生省児童家庭局母子保健課（母子保健・周産期医療・生殖補助医

療）　

平成11年 青森県健康福祉部次長・部長（保健・医療・福祉対策）

平成14年 医政局指導課医療計画推進指導官（医療計画、救急医療対策）

平成23年 新潟県副知事（保健・医療・福祉、雇用、教育、文化、防災等）

平成25年 精神・障害保健課長（精神保健・医療・福祉）

平成26年　現職

T
o

m
o

k
o

 
K

I
T

A
J

I
M

A

キ ャ リ ア パ ス

 昭和61年　埼玉県医員時代
自治体勤務としては、厚生労働省入省前に埼玉県で勤務した

のを皮切りに、山梨県の課長、青森県の次長、部長、そして新

潟県の副知事と計４回、10年近く経験しました。埼玉県大宮

保健所では感染症対策を担当し、住民から聞き取り調査を

行ったり、市役所とともに消毒に行ったりと、毎日が直接住

民と接する仕事でした。また、精神保健の仕事では、患者さん

の搬送なども担当しました。この時の経験が、自分の行政官

としての原点だと思っています。

c a r e e r  p a t h

医系技官としてのキャリアを振り返って
厚生労働省や自治体での仕事を経験する中で、文部省（現 

文部科学省）では学校健診の見直し、医政局指導課ではAED

の普及、前立腺癌等に対する小線源刺入療法の導入、精神障

害・保健課では精神障害者の地域生活への移行など、やりが

いのある仕事に携わることができました。各部署でそれぞ

れ思い出に残る仕事に出会えたこと、それらの仕事を通じ

て多くの方々に出会えたことに感謝しています。

 平成15年　防衛庁（現防衛省）時代
防衛庁職員の健康管理、感染症対策、自衛隊医官の育成関係等

の仕事を主に担当した。初めての出向で他省庁の取り組みを知

る良いきっかけとなった。特に防衛庁は今にして思えばかなり

特殊な省庁であったが、防衛庁の仕事と厚労省の仕事のつなが

りを考える上でも貴重な機会だった。在職中にはイラク派遣の

開始、SARS対策、国内における鳥インフルエンザへの対応等も

あり話題には事欠かなかった。

 平成17年　ロンドン大学大学院留学時代
留学時代には主に医療経済学、保健政策論を学んだ。講義への

準備を始めサポート体制をどう活用するか等、ついていくだけ

で大変な毎日で講義がある時はへとへとになっていたが、とて

もいい経験でもあった。初めての海外生活で戸惑うことばかり

であったが、現地での医療サービス、子供の学校事情、保健所

等、海外で生活して初めて見えてくることもいろいろあった。

将来国際関係の仕事をしたい人、そうでない人も含め是非留学

をすることをお勧めしたい。

 平成20年　新潟県庁時代
県における医療行政や、食品安全行政を主に担当した。病院の

再編や救急体制整備等幅広い業務に関与し、利害関係者がより

近い行政における意思決定の困難さを痛感した。地方行政機関

における意思決定プロセス、国との関係を知る上で重要な経験

であった。また現地で生活することにより、旅行程度では知る

ことのできない場所、イベントを知ることができた。出向中に

は国体や天皇陛下をお迎えするなどイベントには事欠かな

かった。

 平成22年　国際食品室時代
食品安全における国際基準の作成手続きの議論に参加し、どの

ようなプロセスで基準が作られるのか、また各国の思惑などを

知りどう対処してゆくのかを経験した。またコーデックス委員

会関連の多くの国際会議に出席し、国際会議における作法や、

レセプションでの対応・心構え、どうやって情報を収集するの

かを習得した。

 平成23年　国連代表部時代
国連外交における我が国の考え方、議論の進め方を知るととも

に、我が国の意見を通すため、他国や国連機関の情報をどう集

めるのか、また実際の会議ではどのようにして意見を通せばよ

いのか等をより深めることができた。また、国連システムをあ

る程度俯瞰することもできた。更には家族とともに海外で再び

生活するという貴重な機会を得ることができ、仕事のみならず

プライベートでも多くの外国人と接する機会を持つことがで

きとても有意義な生活を送ることができた。

大臣官房国際課国際協力室長

日下 英司
平成13年　大臣官房厚生科学課 

平成13年　健康局疾病対策課臓器移植対策室

平成15年　防衛庁運用局衛生官付

平成17年　ロンドン大学大学院留学

平成18年　健康局疾病対策課

平成20年　新潟県福祉保健部

平成22年　食品安全部企画情報課国際食品室長

平成23年　在ニューヨーク国連代表部

平成26年　現職
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 平成13年　臓器移植対策室時代
臓器移植のみならず骨髄移植、さい帯血移植、組織・細胞移植

の主に技術的な側面を担当した。役所に入ったばかりで、当

時の室長を始め室員の方々に通知の書き方を始め報告の仕

方等、役所における基礎的なことを色々学んだ。当時は東京

に出てきたばかりで不安だらけであったが、仕事外でも役所

内外の多くの方にサポートをいただき、働くことに対する不

安が解消されていった。同時に移植における様々な問題点と

取り組みを知ることができ、仕事を進めることができた。

医系技官としてのキャリアを振り返って
様々な部署で国内外の行政を学んだ。実感するのは、常に

自分が今やっている仕事がどうなるのか、何に繋がって

ゆくのか意識・想像する必要があるということ。また仕事

を円滑かつ有効に進めるためには色んな人の助けやつな

がりが大切であり、人との繋がりを大切にする必要があ

ることである。
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エボラ出血熱との戦い  … 当該機関との連携
エボラ出血熱に対しては、検疫や国際協力、研究、国内発生時への対応など、様々な取り組みが必要であり、とても

一つの部署や機関だけで対応できるものではありません。ここでは、厚生労働省や検疫所、研究センターに配属され

た医系技官が、互いに協力し、活躍する様子をお伝えします。

最前線で最大限の努力をすることとは
医系技官にとっては、自分の持ち場こそが、自分の最前線です。直に患者さんに接する医療機関から、国際社会での情報共有や共

同研究まで、医系技官の活躍の場は幅広いですが、国民の健康を守るという目的は同じです。広い視野を持ち、自分が置かれた状

況の中で、自分がなすべきこと見極め、役割を果たしていくことが、国民から求められています。

検疫   国際協力

国内発生時の対応治療と研究 国立国際医療研究センター  

エボラ出血熱に対する取り組み
チームで取り組むプロジェクト

検疫所では、流行国からの入国者への呼びかけや健康監視、

自治体との連携など、水際対策の強化を行うとともに、関

係機関の対応のマニュアル化や、関係機関を交えた訓練の

実施、企業等への情報提供を行いました。今後は、マニュ

アル等の改定や周知、関係機関との連携体制の維持・強化、

最新の情報収集と広報啓発活動を継続していく予定です。

国際課では、現地におけるエボラ出血熱の最新動向を把

握するため、国際機関や各国政府を通じた情報収集活動

に当たりました。日本からの国際貢献を進める際には、

ニーズを把握する世界保健機関（WHO）と密に情報を共

有し、WHOと外務省、J ICAの橋渡しをする役割を果た

すなどしています。 

政府と緊密に連携し、これまで４例のエボラ疑似症患者

を受け入れました（平成 27 年３月２日現在）。また、3

つの特定感染症指定医療機関を束ね、エボラ出血熱に対

する臨床研究のプロトコールを策定し、エボラ出血熱患

者発生に備えて準備をしています。さらに、全国の 1 種

感染症指定医療機関の医療従事者に対して、2 次感染予

防をはじめとした研修を行うなど、国内外の最新の知見

を普及する活動をしています。

エボラ出血熱は、「感染症法」において一類感染症に指定

されています。結核感染症課では一類感染症に感染した

疑いのある人についての情報があった場合、国立感染症

研究所で迅速に診断検査を行い、感染の有無を確認する

体制を整備したり、公費により、感染防御対策の施され

た特別な病室に移送し、適切な医療を提供する体制を整

備したりしています。

国立国際医療研究センター　企画経営部研究医療課長  

高岡 志帆

国際課 国際協力専門官

鈴木 貴士

東京検疫所 所長 

田中 一成

結核感染症課 主査

阿部 圭史

国際課は、WHOを始めとする国

際社会と厚生労働省との間で

窓口の役割を担っています。保

健関係の国際的議論において、

日本の意見を代弁することが

求められます。エボラ出血熱へ

の対応については、WHOの特別

会合に連日参加し、日本政府の

立場が会合の決議に盛り込ま

れるよう交渉を続けました。

国際課東京検疫所

結核感染症課 

TOPICS

西アフリカを中心としたエボ

ラ出血熱のアウトブレイクに

対し、日本の国内施策の強化と

国際支援のために奔走する毎

日です。

一つの課題に対し、内政と外交

の両面からアプローチするこ

とができる厚生労働省の職務

は、やりがいに溢れています。

国立国際医療研究センターは、

新興・再興感染症や国際保健医

療協力を重点分野とする国立

高度専門医療研究センターで

あり、特定感染症指定医療機関

です。エボラ出血熱のような社

会的問題となっている感染症

について、国内外の最新の知見

をもって日本をリードするこ

とが求められています。

検疫所は、検疫感染症の日本国

内への侵入することを防ぐ、水

際対策の最前線です。帰国者や

入国者に対する検疫を実施す

るとともに、関係機関と連携し

て検疫感染症患者の発生に備

えた危機管理体制を構築して

います。その他にも、国民への

情報提供や広報啓発活動、予防

接種なども行っています。

エボラ出血熱の現状
2014 年 3 月にギニアがWHO に対し、エボラ出血熱のアウトブレイク発生を報告した。そ

の後、隣接するシエラレオネ、リベリアなどにおいても患者が報告され、同年 8 月 8 日、

WHO 事務局長は「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態（PHEIC）」を宣言し、世

界各国に対して対策を呼びかけた。しかしその後も流行はとどまることなく、WHO に報

告された患者数は 2015 年初めに 20,000 人を超え、死亡者数は 8000 人にのぼっている。

2014 年末頃からは、新たに報告される患者数はおおむね減少傾向となりつつあり、2015

年 1月 29 日には、WHOはエボラ出血熱のアウトブレイクについて“感染伝播を減速させる”

段階から “流行を終息させる” 段階に入ったと報告した。

エボラ出血熱対策の現状
・我が国初の第一種感染症に対するオペレーション発動
・検疫所及び関係機関の対応をマニュアル化
・検疫ブースでの水際対策の強化（呼びかけ、健康監視、自治体との連携等）
・関係機関を交えた訓練の実施
・企業等への情報提供
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始業時間が９時半と比較的ゆっくりなので、起床後の時間は

自己学習に当てています。登庁してみると、今朝の朝刊で担当

業務に関わる報道がなされていたため、記事解説を作成し、省

内の理解を固めます。

前日に作成した資料をもとに課内で

打ち合わせ。上司の鋭い指摘を受けな

がら議論を深め、資料をブラッシュ

アップしていきます。

週の半分程度は勉強会に参加し、担当外の分野について学ぶ

ことで幅広い視点を養います。勉強会等がない日は同僚とラン

チに出かけることもありますが、今日は手早く昼ご飯を済ま

せ、午後の審議会に向けてすばやく準備に取りかかりました。

来客対応では、学会を代表する先生方にお話を伺う機会が多く、

医学的な議論に診療報酬の観点を交えながら、現在の仕組みとど

のように調和させられるのか考えます。

審議会は月単位で準備してきた業務のお披露目の場です。う

まく議論をまとられるよう質疑に対応します。終了後は、議

論を踏まえ、その後の対応を検討します。

少し遅くなってしまいましたが、業務

を効率的に片付け、なんとか目途がつ

いた夜は、同期と飲みに出かけます。

銀座や新橋、虎ノ門が程近く、店選び

には事欠かない上、医系技官以外に

も、法学、経済学、薬学など様々なバッ

クグラウンドを持った同期がいて、つ

い夜が更けてしまうことも。

保険局医療課医療技術評価推進室
医療技術評価推進係長

平成25年　保険局医療課（診療報酬改定）
平成26年　さいたま市保健所（感染症、医療費助成等）
平成26年 現職

日進月歩の医療技術を保険適用していくことに加え、二年に一度の改

定により、診療報酬全体の見直しを行います。保険財政の現状を念頭に

置きながら、現場の声をどのように診療報酬になじませていくかが腕

の見せ所です。

笠原 真吾
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補佐・専門官級の日常主査・係長級の日常

保険局医療課医療指導監査室
特別医療指導監査官

平成17年　医政局医事課医師臨床研修推進室主査（医師の臨床研修等） 
平成19年　障害保健福祉部精神障害保健課心の健康係長（自殺対策等）
平成20年　中国四国厚生局健康福祉部医事課長（臨床研修、医療観察法）
平成24年　環境省環境保健部環境安全課課長補佐（熱中症対策等）
平成26年　現職

平成15年に卒業後、基幹病院で産婦人科研修をさせていただきました。

分娩数も多く、救急搬送もあり、周産期医療の大変さを痛感し、周産期

医療を含め、医療従事者の勤務環境の改善をめざして行政の道を選び

ました。

森川 博司
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今回は業務の大きな割合を占める「特定共同指導」の流れについてお話

します。特定共同指導とは、特定機能病院や臨床研修病院など医師が多

くいる保険医療機関に対して、保険診療についての理解を深めていただ

くために実施するものです。

特定共同指導は２日間かけて行われま

すが、指導の前日に現地へ移動します。

そこで、指導を担当する厚生労働省、地

方厚生（支）局、都道府県の担当官で打

ち合わせを行います。

１日目の午前中は院内視察と「施設基準」の確認等を実施し

ます。ここでは、例えば、特定集中治療室（ICU）が診療報酬の

算定に必要な基準を満たしているかなどを確認しています。

１日目の午後には、保険医療機関のみなさんと一緒に、診療録

と診療報酬請求明細書（レセプト）を比べながら、ルールに基づ

いて保険請求されているかを確認していきます。この確認は医

学的な知識を問われる最も技官らしい場面です。

２日目には、保険医療機関のみなさんに対して、保険診療の

ルールを講義形式でお話ししています。その後、指導に関する

講評を行い、指導は終了します。

指導が終了した後は、仕事が待っている東京へ帰るまでのひと

ときを思い思いに過ごしています。周囲を散策するも良し、食

べ残したおいしいものを食べるのも良しです。個人的には、怪

しげなお土産を買うのがおすすめです。

特定共同指導とは

指導前日

指導１日目午前

指導１日目午後

指導２日目

指導終了後
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朝は、子供を７時半に保育園に送ります。８時半に出勤し職場

のメールを確認しておきます。環境省は外部からもメールを

確認できるのであらかじめ見ることもでき、とても便利です。

その後、水俣病関連の新聞報道等を確認します。

10時ころから打ち合わせなどが入り、必要な仕事の確認や進

捗状況を共有します。自分に与えられた課題は途中でも共有

ファイルに保存し、子供が熱を出すなど急な事態にも対応で

きるようにしておきます。

時短勤務のため、昼休みも貴重な勤

務時間です。しかし、同僚や同期と銀

座までランチに行って気分転換をす

るときもあります。

午前に引き続き、打ち合わせや自分の課題に取り組みます。

17時半に保育園に子供を迎えに行く

ため、17時前には仕事を切り上げま

す。どうしても作業が終わらない場合

は、同僚にお願いすることも多いで

す。出張や打ち合わせ等で帰りが遅く

なる時は、あらかじめ子供の世話を母

にお願いするときもあります。

環境省環境保健部 特殊疾病対策室
主査

平成22年 健康局総務課（原爆症担当）
平成25年 現職

入省２年目に、産休、育休を取り、まだまだ仕事は見習いの立場です。仕

事と家庭の両立は大変な時もありますが、周囲の理解により非常に助

けられています。これからも焦らず仕事に取り組んでいきたいです。

村松 悠子
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Podcastでフランス語ニュースを聴きながら出勤。留学から帰

国して５年が経ち、日常でフランス語を使う機会もほとんど

ないので、少しでもフランス語にふれる時間を確保するよう

にしています。　

課内ミーティングで、一週間の課の予

定を確認。各係の業務進捗を把握し、

業務負荷の偏りがないかチェックし

ます。ワークライフバランスを意識し

て、有給休暇の取得を促すこともあり

ます。

お昼はデスクでとることが多いですが、時には、博多駅に

出かけます。九州新幹線開通にあわせて博多駅は大規模商

業施設に様変わりしました。明太子ご飯が美味しい定食屋

さんはいつも長蛇の列です。

新たにスタートする医療事故調査制度について、新聞記者か

らのインタビューを受けます。より多くの人に制度を知って

もらうためには、メディアの活用も重要です。

九州管内の行政や医師会といった関係

機関と協力して開催している臨床研修進

路説明会について、医師会館で打ち合わ

せを行います。民間の説明会も数多く開

催されている中、公的機関が主催する説

明会の「売り」は何なのか、考えています。

社会人大学院生として籍をおく大学に出かけて、指導教官と

研究の方向性についてディスカッションします。政策の根拠

となるようなデータづくりを目指しています。

九州厚生局健康福祉部医事課
課長

平成16年　環境省環境保健部環境安全課（内分泌かく乱物質対策）
平成18年　大臣官房厚生科学課（国際健康危機管理）
平成19年　フランス国立行政学院留学（行政学修士）
平成21年　医薬食品局食品安全部基準審査課（汚染物質の基準作成）
平成23年　現職

地方厚生局は国の政策実施機関です。臨床研修や医療安全、再生医療と

いった各分野の政策を実際の医療現場でどう実行に移していくか、

日々、頭を悩ませています。霞が関と現場の橋渡し役でありたいと思っ

ています。

入江 芙美
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25 26主査・係長級の日常 補佐・専門官級の日常



若手職員からのメッセージ

27 28若手職員からのメッセージ 若手職員からのメッセージ

「所属課室の業務について日本で一番

詳しくならないといけないんだよ。」

入省して上司から言われた言葉です

が、日本で一番詳しくなり、それを政策

に生かす環境がここにはあります。パ

ンフレットを手に取り、面白そうと感

じた方は厚生労働省においで下さい。

行政官の魅力
医療をとりまく環境は時々刻々変化し

ており、日々新たな刺激を受けながら

仕事をしております。仕事は臨床現場

から考えると異質かもしれませんが、

社会問題に対し行政の立場から課題を

抽出し解決策を講じていくプロセスは

魅力的です。是非一緒に働きましょう。

幅広い医療行政

日本という大きな船の進路を皆で考

え、前に進めていく過程に、臨床とは異

なるやりがいを日々感じています。は

じめは船が大き過ぎてどこへ向かって

いるか分からないかもしれませんが、

懸命に漕いでいるうちに次第に視界が

開けてきます。

臨床とは異なるやりがい
手術で病を治したいという人が外科医

になるように、研究で人を救いたいと

い人が基礎研究者になるように、行政

で病気や健康に関わる問題を解決した

いと、私は医系技官になりました。熱く

かつ冷静に、霞ヶ関にいる医師として

一緒に働きましょう！

霞ヶ関で働く医師として

医療行政に俯瞰的な立場で関わること

ができる医系技官という職に、以前か

ら興味を持っており、初期臨床研修を

経て入省しました。入省後は、臨床では

経験できないような貴重な機会に恵ま

れ、毎日が発見の連続です。ぜひ選択肢

の１つとして考えてみてください。

臨床を越えた
発見があります 入省して早一年、中身の濃い一年でし

た。毎日が勉強で充実した日々を過ご

しています。

興味を持たれた方はまずは見学してみ

て下さい。臨床とは違った、「やりがい」

を見つけることができるかもしれませ

んよ？

やりがいは十分です！

だれでも、医療の制度に対して疑問を

持ったことがあると思います。その現

場の疑問を解決する橋渡し役になれる

のが、医系技官です。臨床の現場とは、

またひと味違った仕事を経験してみま

せんか。熱い思いがなくても、芯があれ

ば楽しめる、魅力的な仕事です。

熱い思いがなくても。

霞ヶ関に来てデスクワークになり、ラ

ンチも外で食べるようになりました

が、臨床現場と変わらず忙しく、みなさ

んの想像以上に専門性を求められる毎

日を送っています。

様々な職種、立場の人と共に大きな仕

事にかかわる充実感を是非一緒に味わ

いましょう！

医師のバックグラウンドを
生かして

私は臨床も好きです。しかし、国策形成

の過程、医療への期待、価値観の多様性

などを別視点から眺めることもとても

刺激的です。臨床も政策も興味あると

いう欲張りな人、医師として、国民とし

て、医療の未来を一緒に考えましょう。

熱い仲間が待っています。

刺激的な日々。

日々変化する社会の動きを見ながら医

療の分野に関わることができる医系技

官の仕事には大きなやりがいを感じて

います。様々な立場からの意見や新し

い医療技術の話題に触れる機会も多

く、臨床とは違った景色に満ちている

ことも魅力の1つです。

社会全体から
医療を見つめる 入省後、介護保険の報酬改定や要介護

認定制度等の仕事に関わらせて頂きま

した。様々な立場や専門性をもつ人と、

目指すべきビジョンに沿った政策の実

現に向けて一歩ずつ仕事を積み重ねて

いくことに、非常にやりがいを感じて

おります。是非一緒に働きましょう。

やりがいのある仕事です

厚生労働省は、様々な人たちと出会い、

いろいろな経験ができるところです。

臨床医として働くことはとっても意義

深く楽しいことですが、ちょっと他の

世界も見てみたいという好奇心旺盛な

ひとはぜひ見に来てみませんか。

好奇心旺盛なひとへ

研修医時代に実感した夜間救急や終末

期医療に対する不満や疑問を解決した

いと思い、行政の道を選びました。今の

所属課は、医療制度への関わりは少な

いですが、医療機関も含めた日本の労

働環境の改善に努めている課なので、

良い方向に進むよう貢献したいです。

臨床の現場での不満や
疑問がきっかけでした

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
健康局総務課

主査

中村 洋心
Yoshin NAKAMURA

4
健康局がん対策・健康増進課

主査

佐藤　理
Osamu SATO

5
労働基準局安全衛生部

労働衛生課産業保健支援室主査

吉成 勇一朗
Yuich iro YOSHINARI

6
保険局医療課医療技術評価推進室

先進・再生医療特別評価推進係長

松本 千寿
Chizu MATSUMOTO

7
老健局老人保健課

主査

天辰　優太
Yuta AMATATSU

8
大臣官房国際課

主査

中村 梨絵子
Rieko NAKAMURA

9
医政局歯科保健課

歯科衛生係長

大平 貴士
Takash i  OHIRA

10
健康局結核感染症課

主査

大島 和輝
Kazuki OSHIMA

11
雇用均等・児童家庭局

母子保健課主査

福田 亮介
Ryosuke FUKUDA

12
医政局総務課医療安全推進室

主査

井筒 将斗
Masato IZUTSU

13
医政局総務課

主査

堤　雅宣
Masanobu TSUTSUMI

3
健康局疾病対策課

主査

川田 裕美
Yumi KAWATA

2
保険局医療課

主査

中下　洸
Hirosh i  NAKASHITA
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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２7年3月31日現在）

医師確保等地
域医療対策室

救急・周産期
医療等対策室

医療国際
展開推進室

在宅医療
推進室

医薬品副作用
被害対策室

医療機器・再生医療
等製品審査管理室

電離放射線労働者
健康対策室

産業保健事業
支援室

国際協力室

試験免許室

健康危機管理・
災害対策室

看護課

経済課

研究開発
振興課

統計情報部

企画課

雇用・賃金
福祉統計課

人口動態・
保健社会統計課

監視指導・
麻薬対策課

保健統計室

社会統計室

世帯統計室

国際分類
情報管理室

医政局 健康局 医薬食品局

食品安全部

労働基準局

安全衛生部

職業能力
開発局職業安定局

派遣・有期
労働対策部

雇用開発部

雇用均等・
児童家庭局

本　省

総務課 総務課 総務課

企画情報課

総務課

計画課

労災管理課

総務課総務課

企画課

雇用開発
企画課

総務課

海外協力課

雇用保険課

家庭福祉課

労働条件
政策課

安全課

労働保険
徴収課

労災保険
業務課

能力開発課雇用政策課

需給調整
事業課

高齢者雇用
対策課

障害者雇用
対策課

雇用均等
政策課

育成環境課

監督課

労働衛生課

補償課

育成支援課

外国人雇用
対策課

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

地域医療
計画課

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

医療経営
支援課

疾病対策課

審査管理課

監視安全課

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

医療機器
政策室

治験推進室

再生医療
研究推進室

医療技術
情報推進室

予防接種室

新型インフルエンザ
対策推進室

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

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

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

社会保障担当
参事官室

情報政策担当
参事官室

労使関係担当
参事官室

労働政策担当
参事官室

労政担当
参事官室

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

医療介護
連携政策課

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

医療指導
監査室

医療技術
評価推進室

医療費適正化
対策推進室

保険システム
高度化推進室

認知症・虐待防止
対策推進室

介護保険
データ分析室

精神・
障害保健課

副大臣

大臣政務官

大　臣

大臣補佐官

事務次官

厚生労働審議官

がん対策・
健康増進課

地域保健室

B型肝炎
訴訟対策室

P06 ▶

P05 ▶ P09 ▶

P07 ▶

P09 ▶

P10 ▶P08 ▶ P11 ▶

P12 ▶

P03 ▶ P04 ▶
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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@mhlw.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（ ike isa iyo@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（ike isa 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 （ ike isa iyo@mhlw.go . jp）宛にご相談ください。

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）

近畿会場 ： 平成27年６月20日（土）

東京会場 ： 平成27年７月11日（土） ～ 12日（日）

近畿会場 ： 梅田スカイビル会議室  タワーウエスト23階

東京会場 ： 国立オリンピック記念青少年総合センター

第３回　平成27年 5 月23 日（土）　第４回　平成27年 6月 28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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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。

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。

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。

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。

産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務をはじめ、様々な

制度があります。

 1  応募書類

（１）履歴書

（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 isa iyo@mhlw.go . jp

［ 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 28 年 4 月 1 日　採用

採用スケジュール

平成27年８月20日 （木）  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。

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)

医療政策セミナー

医系技官業務見学ツアー

応募資格

応募手続

給　与

入省後の異動

その他宿　舎

研修等

※相談により、採用は４月より前になることもあります。
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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

 P32を参照

 P31を参照  P2、13を参照

 P13、17、22を参照

 P17、25、31を参照

P2、13〜16、19〜22を参照

 P17を参照

 P31を参照
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特定の分野で活躍する医系技官出身者

特定の分野で活躍する医系技官出身者19

チームで取り組むプロジェクト

エボラ出血熱に対する取り組み23

医師として何をすべきか

私が、当時の厚生省に医系技官として入省したのは、昭和58年

です。それから30年あまり、様々な部署で、保健医療行政に携

わってきました。省内においては、食品安全分野での国際的な

調整、介護報酬制度の創設準備、地域医療の充実を図る部署な

どで仕事をしました。また、県に出向してその地域の医療や福

祉の向上のために働いたり、文部科学省に出向して医師の養

成や大学病院の経営に取り組んだりしてきました。地方行政

から国際保健まで、さらに、厚生労働省のみならず他の省庁に

おいて、場所や立場、分野を問わず働く中で、常に頭にあるの

は、国民の健康をいかに守るか、ということでした。これはま

さに、公衆衛生に携わる医師の存在意義だと思います。

医師としての知識と経験を生かし、ともに国民の健
康を守る仕事をしませんか

近年、我が国の保健・医療・介護を取り巻く状況は、大きく変化

しています。

2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、我が国の少子高

齢化がピークを迎える中、医療費や介護費は増大し続けており、

医療や介護のシステムは大きな改革を余儀なくされています。

また、生活習慣病の増大や、新型インフルエンザやデング熱、

エボラ出血熱をはじめとした新興・再興感染症の発生など、公

衆衛生の分野でも新たな対応が求められています。

さらに、東日本大震災などの災害が続発する中、被災者の命を

守る仕組みを充実させるとともに、継続的に健康上の課題に

も取り組む必要があります。

こうした時代、医師としての知識、技術、経験を生かし、社会の

仕組みを築くことで国民の健康を守るのが、我々医系技官の

使命です。保健・医療・介護分野の課題は山積していますが、現

場の想いだけでも、行政の理論だけでも、課題は解決できませ

ん。立場の違う様々なステークホルダーから意見を聞き、解決

案を立て、実行していくことが、医系技官に求められています。

厚生労働省は、豊かな人間性、自由な発想、行動力を持ち、困難

な課題に粘り強く立ち向かう若い医師を求めています。

老健局長からのメッセージ

メンター制度について
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。

厚生労働省  老健局長

三浦 公嗣
K o j i  M I U R A


