
地下鉄 ： 丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ヶ関」駅下車

　　　　 出口 B３a、B３b（中央合同庁舎第５号館直通地下通路）、C１

※出口B３bの利用時間は、平日の８時～21時となっています。

※ご来館の際は、身分証（学生証、免許証など）をご持参ください。

  問い合わせ先

〒１００−８９１６

東京都千代田区霞が関１丁目２番２号中央合同庁舎  第５号館

厚生労働省大臣官房厚生科学課　医系技官採用担当へ

TEL 03−3595−2171（直通）

FAX 03−3503−0183

  医系技官採用情報ホームページ

www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/ikei/

  医系技官採用担当メールアドレス

ikeisaiyo@mhlw.go.jp

医 系 技 官

  医 療 の 未 来 に チ ャ レ ン ジ す る 。
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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。

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。

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。

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

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。

デスクワーク

集団へのアプローチ

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。

組織人である

時勢を意識

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。

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。

医師としての専門性と行政スキルの両方が必要です。

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。

次のような方が向いています。

現場の視点
専門的議論
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ゲノム医療に対する取り組み23

国民の健康をいかに守るか

我が国における医療及び介護の提供体制は、世界に冠たる

国民皆保険を実現した医療保険制度と平成9年の介護保険

法の成立により始まった介護保険制度の下で、着実に整備

されてきました。私自身も、介護保険法の成立にあたって

は、連日、同僚や上司と早朝まで議論をしたことを昨日のこ

とのように思い出します。あれから18年あまりが経過した

今、「2025年問題」に向けて、我が国の介護システムの新たな

改革に携わっていることには、大変感慨深いものがあると

同時に、私が当時の厚生省に入省してから30年あまり、われ

われ医系技官は、国民の健康を守る、というアイデンティ

ティを胸に、この国の医療・介護のあり方に深く関わり、そ

して欠かせない役割を果たしているのだという自負を感じ

ています。

未来の医療へのチャレンジ

医療費や介護費が増大し続ける中、2025年には、団塊の世代

が75歳以上になります。その一方で、昨今の遺伝子関連技術

や情報通信技術、ロボット技術等の飛躍的な進歩等により、

医療の姿そのものに、大きな変化が訪れようとしています。

こうした変革の時代の中にあって、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皆

さんを、私たちは待っています。保健・医療・介護分野の課題

は山積していますが、現場の思いだけでも、行政の理論だけ

でも、課題は解決できません。医師としての知識や技術、現

場での経験を踏まえ、国民の健康を守リ育て、人類が経験し

たことがない超高齢社会にふさわしい独創的な新しい社会

の仕組みを築いていくのが、我々医系技官の使命です。立場

の違う様々なステークホルダーから意見を聞きながら、解

決案を考え、実行していくことが、医系技官には求められて

います。次の時代の医療を描いてみませんか、是非一緒に仕

事をしましょう。

老健局長からのメッセージ

厚生労働省  老健局長

三浦 公嗣

K o j i  M I U R A
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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１年目で新型インフルエンザ（2009H1N1)のパンデミックが

発生。厚労省の対策本部に配属され、公衆衛生危機管理上、貴重な

経験をしました。入省２年目には東日本大震災が発生。またも対策

本部に配属され、1年目の経験が活きましたが、発災後は、多忙で

省に泊まる日もありました。実は、初期研修先が被災地（宮城県石

巻市）にあり、非常に心が重かったのですが、行政官として他の被

災地のことも考え、様々な対応を行いました。石巻市への貢献は小

さいながらも、被災地全体への貢献を意識することで、医療以外に

も様々な面で支援を行うことが重要であることに気づけました。

希望者へのメッセージ 

先進国の高度に発展した行政システムにおいて、一人の行政官が

担える部分は、一見小さく思えるかもしれません。しかし、時代の

変化がこれだけ加速してくると、少人数での素早い意思決定や対

応が求められ、それが大きな変革につながることがあります。常に

鍛錬を怠らず、チャンスを窺っていると、たくさんの改革に携わる

ことができるかもしれません。

医療の根幹を担う医政局

医政局は、医師法と医療法という医療に関わる２つの大きな

法律を所管し、医師国家試験、初期臨床研修、チーム医療、専

門医の仕組み、医療計画における５疾病５事業に係る医療提

供体制の構築（脳卒中、急性心筋梗塞、救急、小児、周産期等が

含まれる）、臨床研究の推進、ジェネリック医薬品推進、医療

安全対策（医療事故調査制度等が含まれる）、医療国際展開、

歯科医療など、医療に関わる大きな政策をいくつも担当して

います。社会保障制度改革が進む中、どの政策も日々改善が

求められるため、前進に向け奮闘しています。

「2025年問題」への挑戦としての提供体制改革

2025年には団塊の世代が後期高齢者に（2010年比で75歳以

上人口は1.5倍に）。疾病構造が大きく変化するため、医療提

供体制改革が急務です（認知症、脳卒中、誤嚥性肺炎等が急

増）。そのため、2014年に改正された医療法を受け、「地域医

療構想」を都道府県が策定中です。国のガイドラインに沿っ

て、2025年の医療需要予測に基づき、高度急性期から回復

期、慢性期まで、あるべき医療提供体制を整備します。需要予

測は実診療データになるべく基づくよう工夫され（国内の1

年間分のほぼ全ての入院診療データを解析）、他にも分析

データ・ツールを都道府県に提供するなど、根拠に基づいた

医療政策（Evidence-based Health Policy）に向け努力してい

ます。また、実現の後押しとして、好事例の整理・提供や地域

における医療介護の確保のための基金を整備するなどの政

策に取り組んでいます。

食 品 安 全 部先輩からのメッセージ

医 療 提 供 体 制 の 継 続 的 な 改 革  ～ 質 と 効 率 性 を 同 時 に 改 善 し て い く ～

趣味 — 読書（漫画含む）、瞑想、ホームパーティ

信条 — 周りは自分の鏡

健康局健康課女性の健康推進室

室長

吉住  奈緒子

平成18年　雇用均等・児童家庭局母子保健課　（周産期医療体制、

生殖補助医療など）

平成20年　環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課（内分泌

攪乱物質、熱中症、紫外線など）

平成21年

    ～24年　 産前・産後休暇、育児休業（子供二人を年子で出産）

平成24年　独立行政法人国立病院機構本部医療部医療課（国立病

院機構病院のマネジメント）

平成27年　健康局がん対策・健康増進課地域保健室（地域保健、保

健所、災害など）

平成27年　現職

Working for Public Health
Ministry of Health, Labour and Welfare

Working for Public Health
Ministry of Health, Labour and Welfare

思い出深いこと 

子供二人を年子で出産ましたが、最初は認可保育園には入れず、初

年度は二人別々の認可外保育園に預け、二年目に二人同じ認可外

保育園に入り、三年目でやっと二人一緒に認可保育園に入ること

ができました。子供達は保育園で色々な感染症をもらってくるの

で、誰か1人感染するたびに家族全員が感染し・・・ということを繰

り返し、そのたび病児保育のシッターさんをお願いしながら綱渡

りで仕事をしました。それでも仕事を続けられているのは、職場の

方々の理解が深く、たくさん助けていただいているからだと感謝

しています。また、子供を育てる中で実際に色々な施策のお世話に

なり、地域とのつながりもでき、その観点から行政をみることがで

きるようになりました。

希望者へのメッセージ 

医系技官が関わる分野はとても広く、それぞれの部署で様々な出

会いがあり、学びがあります。また、厚生労働省は子育てや介護な

ど個人個人の状況にも配慮してもらえる働きやすい職場です。興

味を持たれている皆さん、ぜひ一度見学にお越しください。

国民の健康を守る 

健康局では、たばこ対策、健康な食事の普及、予防接種の実施

など国民の健康増進を目的とした予防対策の推進、がん検診

やがんの医療提供体制の構築などのがん対策、新型インフル

エンザ・エボラ・ＭＥＲＳなど新興再興感染症対策も含めた

感染症対策、希少な疾患であるため研究開発の進みにくい難

病の医療費助成や研究推進などの難病対策、更に肝炎対策、

原爆被害者支援など幅広い分野を所管しており、国民の健康

を守り、健康寿命を延伸させるための施策を行っています。

女性の健康推進室が新設されました

女性の健康については、女性の就業等の増加、婚姻・出産をめ

ぐる変化、平均寿命の伸長等など女性を取り巻く環境の変化

や、個人のライフステージにおける心身の変化に応じた包括

的な対策が必要です。こういった観点から、関係部局間で情

報を共有し、連携をさらに深めて施策を展開するため、その

業務を中心となって行う「女性の健康推進室」が平成27年10

月に新設されました。

女性の健康支援のために

女性の健康推進室では、「女性の健康週間」を通じた各種啓発

及び行事等の展開や、新たな「女性の健康の包括的支援総合

研究事業」の推進など、女性の健康に係る各種の取組を行っ

ています。これらの取組みにより、女性の各世代の健康課題

の解明と解決に努めるとともに、関係する他省・他局と連携

してその成果を広く国民に還元することで、女性の健康の更

なる向上につなげることが重要と考えています。

H a r u k i  M A T S U M O T O  N a o k o  Y O S H I Z U M I

趣味 — ワインを集める

信条 — 小さな一部分の改善がやがて世界を改革する

　　　　　（ジョセフ・ナイ　ハーバード大行政大学院　元学部長）

医政局総務課　医療機能情報分析専門官

地域医療計画課　地域医療構想策定支援専門官

松本  晴樹

平成21年 雇用均等・児童家庭局母子保健課（子どもの事故予

防、児童精神医療、生殖補助医療等）

平成22年 政策統括官付政策評価官室（社会保障研究）、大臣官

房総務課広報室（震災対応、ワクチン、肝炎等関連広

報）、大臣官房厚生科学課（厚労科研費、採用）

平成23年 保険局医療課　（診療報酬、費用対効果評価、胃瘻・摂

食嚥下治療等）

平成26年 現職（病床機能報告制度、特定機能病院の医療安全確保）

医政局 健康局先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

女性活躍の前提となる女性の健康の包括的支援
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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 

国内の保健衛生に関する行政業務から国際案件そして健康危機管

理と様々な業務を経験することにより、多くの方々と出会えて学

びの多い職場です。その中でも、国際保健の仕事をしている時に出

会ったアフリカで孤軍奮闘している医師や障害者への支援に一生

を捧げている方々との出会いと彼らの献身的な活動が、印象深い

思い出となっています。

希望者へのメッセージ 

医系技官になる前には予想もつかなったことを経験することにな

るかと思いますが、どのような経験もその後の仕事に役立ってい

くことと思います。医学部以外の学際的な領域出身の多様な人々

と一緒に仕事をすることは、普通に医師として診療・研究に従事し

ているだけでは経験できない貴重なものとなるでしょう。

革新的な医薬品、医療機器の開発と

国内環境の整備を目指して

医薬局では、医療ニーズの高い医薬品・医療機器の開発に伴

う実用化促進と迅速な承認審査を推進しており、患者さん

の手元により良い薬が早く届くような業務を行っていま

す。併せて、国際薬事規制の調和や安全情報の提供など医薬

品等の安全対策を強化しています。近年注目が高まってい

るジュネリック医薬品については、品質確保対策を促進す

るなど後発医薬品の信頼性向上につながる取組を推進して

います。また、副作用被害の対策、危険ドラッグなどの薬物

乱用対策、医薬品の広告・販売等に関する適正な広告活動な

ども行っています。さらに、献血や血液製剤の安全対策を推

進するとともに、承認審査や安全対策の強化に関する研究

も支援しています。

血液事業による血液製剤の安定的な供給のために

手術や様々な疾病に使用される血液は、国民の善意の献血に

基づいており、献血ルールなどで採血された血液は日本赤十

字社の血液センターなどを通じて病院や医療機関に配布さ

れています。こうした輸血用血液製剤や血漿分画製剤におけ

る安全性の向上と安定供給を確保するために血液法があり、

血液法に基づく基本方針が策定されています。日々の業務と

しては、安定的に一定の血液量を確保するための献血推進や

得られた血液を安全な製剤とするための安全対策の強化、そ

して製剤の適正使用を推進して国内の血液製剤の安定的な

供給の確保に努めています。こうした目的を達成するため

に、各種委員会を適切に運営するとともに、プレスリリース

や会議資料の公開を通じて、最新の医学・薬学情報を普及す

ることも大事な業務になっています。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。

食 品 安 全 部先輩からのメッセージ

医薬品や医療機器の開発と安全対策を通じた保健衛生の向上

趣味 — ジム通い

労働基準局安全衛生部労働衛生課

中央じん肺診査医（併任　産業保健支援室）

小林  沙織

平成22年　雇用均等・児童家庭局母子保健課（生殖補助医療、小

児の難病対策） 

平成23年　大臣官房統計情報部保健統計室（各種統計の企画・立

案・実施・公表）

平成27年　現職
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思い出深いこと 

どこの部署に行っても、真剣に課題と向き合っておられる第一線

の先生方に大変刺激をいただきます。

統計情報部にいた際に、死亡診断書の死因選択ルールについて何

度も検討会の座長の先生と打ち合わせさせていただいて、無事結

論が出せた時には大変ほっとしました。

希望者へのメッセージ 

学生時代に、ある教授が、行政の仕事は薬を使わずに大勢の人を救

うことができる仕事だとおっしゃっていました。行政の仕事は、目

の前の患者さんに直接感謝される臨床の仕事とは少し違います

が、より長期的な視点、大きな単位で世の中を変えていく一端を担

える仕事だと思います。

じん肺診査医の仕事 

じん肺という病気をご存じでしょうか。業務などで細かな粉

じんを長期間吸入し続けることで肺に炎症が起き、呼吸困難

などを引き起こすものです。進行性で、不可逆性の疾患なの

で、①換気設備などの作業環境管理、②防護マスク着用など

の作業管理、③定期的な健康診断などの健康管理を行って予

防することが大変重要です。約10年前にアスベストによる健

康被害が問題になったことをご記憶の方も多いかもしれま

せんが、これもじん肺の一種です。過去の病気と思ってしま

いそうになりますが、粉じん作業に従事している労働者は現

在およそ50万人もおり、それらの方々を対象にじん肺健康診

断というものが実施されています。じん肺を発見するための

健康診断やじん肺の診断方法が適切かなどを検討するため

に、呼吸器内科や放射線科の第一線の専門家に意見を聞いた

り、研修会を実施したり、労働者に対する対応を検討したり

しています。

疾病の治療と仕事との両立

高齢化に伴い、様々な疾患を抱えながら就労している人が増

加傾向にあります。そのような方々が、病気を理由に仕事を

やめることなく働き続けられるように、どのような仕組みが

あれば両立が可能なのか研究者からの意見を聞いたり、新た

な制度の検討をしたりしています。

より効果的な健康診断とは

労働安全衛生法では、事業者が実施する健康診断について定

めています。これは事業者に実施義務があり、労働者には受

診する義務があります。その健康診断について、実施項目は

適切か、また実施方法に改善の余地はないかを検討していま

す。これは事業者が費用負担しているものであるため、検討

には事業者側と労働者側、それに学識関係者に参加してもら

い、合意形成をはかっていくことになります。そのための材

料として様々な研究に基づくエビデンスを用いています。

T e i j i  T A K E I S a o r i   K O B A Y A S H I

趣味 — 美術鑑賞

信条 — 多様性の尊重

医薬・生活衛生局血液対策課

課長

武井  貞治

平成16年　健康局生活習慣病対策室（がん・循環器病対策）

平成17年　障害保健福祉部企画課（障害者支援）

平成18年　UNAIDSジュネーブ本部（エイズのモニタリング・

評価）

平成21年　大臣官房国際課（国際協力）

平成24年　医薬基盤研究所（研究振興）

平成27年　現職

医薬・生活衛生局 安全衛生部先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

労働者の健康を守るために
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先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

思い出深いこと 

入省試験を受けるかどうか迷っているとき、某医系技官の大先輩

から「今でも３日に１日は朝起きるときわくわくして目が覚める

よ」っと言われ、「なんて素敵なんだ！」と驚いたことをよく覚え

ています。私はまだ、ハラハラして眠れないことの方が多いです

が、行政を通じて人の健康に貢献し、行政官としての真の喜びを味

わいたいと思っています。

希望者へのメッセージ 

物心つく頃から、「人の役に立つ仕事がしたいからお医者さんにな

りたい」と思い、そのまますくすく育ち、医師になりました。ふと立

ち止まって、一医師として、どう人生を過ごすかと考えたとき、私

はこの道を選びました。医師の王道は臨床であることは間違いあ

りませんが、それと同じくらい、行政で働く医師という職業も大切

な仕事だと思っています。とらわれない心で「医師として人類のた

めにいかに働くか」を深く考えてほしいと思います。そして、もし

私たちと同じ道に進んでくれたら、私はとてもうれしいです。

母子保健水準の維持・向上をめざして

新しい生命は母体内に始まり、妊娠、出産を経て乳児、幼児

…と成長していきます。母子保健課は、人の営みの中で最

も尊いステージのひとつである、児童及び妊産婦そのほか

母性の健康向上に関することを担当しています。具体的に

は、母子健康手帳、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、妊娠か

ら出産までの切れ目のない支援についての事業の他、不妊

治療や「健やか親子21」といった国民運動など、幅広く母子

保健に関する事項を所管しています。

母子保健とわたし

母子保健を含む子ども子育て等に関する事は、現在我が

国が最も注力している分野のひとつであり、私も幅広い

業務に携わっています…というと、なんだかとても立派

なことをしているように感じられますね。実際の私はど

うでしょうか。「名医になってたくさんの患者さんを救い

たいと思ったのに、採血すら失敗して患者さんに怒られ

る始末…」と凹んでいた研修医時代を覚えていますが、現

在の私は少しそれに似ています（笑）。日々母子保健課の

窓口として、各所から照会等を受け、それを課内や関係部

署に説明し、まとめ、適切に返す。その過程で、たくさんの

指摘や修正を受けどんどん形になっていきます。書類書

きになあなあになりがちだった臨床時代から、行政官とし

ても基礎を叩き込まれ、「医師」というバックボーンを持ち

ながら行政でやっていくため「いろは」を学んでいる気が

します。自分のツメの甘さを痛感しつつも成長を実感でき

る毎日です。

食 品 安 全 部先輩からのメッセージ

すべての子どもの健やかな成長のために

趣味 — 部屋の模様替え

信条 — 知らざるを知らずと為す是知るなり 

障害保健福祉部精神・障害保健課

課長補佐

廣瀬  佳恵

平成20年　老人保健課（介護報酬改定） 

平成22年　労働衛生課（産業保健）

平成23年　医療安全推進室（医療安全対策）

平成24年　環境省（原発事故後の健康管理）

平成25年　移植医療対策推進室（移植医療対策）

平成26年　短期在外研修(ドイツ連邦保健省等)

平成27年 現職
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思い出深いこと 

東日本大震災の際には、１分でも早く、１個でも多く、被災地に

支援を届けるべく、厚労省が一丸となって不眠不休で対応に当

たりました。災害対策本部での私の仕事も、現地派遣職員の備

品調達や交通手段の確保に始まり、避難所での健康管理モデル

の検討まで無我夢中で過ごしましたが、上司や同僚との連帯意

識も生まれ、私自身が、職場の「絆」を再確認した出来事になり

ました。

希望者へのメッセージ 

「病院に来るのにタクシーに乗らないといけないので、毎週受診

するのは無理なんです」研修医時代、患者さんから言われた言葉

です。青臭いですが、受診しないリスクを説くだけの医者にはな

りたくないとの思いで、医系技官になってしまいました。こんな

反発心に少しでも共感してくれる方のご応募を心よりお待ちし

ています。

精神科の入院医療のあり方を考える

精神障害者の入院については、疾患の特性を考慮し、任意

入院のほか、医療保護入院等、本人の同意によらない入院

形態が設けられています。こうした入院形態であっても、

本人の意向や考えを尊重する仕組みを設けることが重要

です。また、精神科の入院患者のうち、約3分の1が5年以上

継続して入院している状況も明らかになっています。

こうした課題に対し、精神・障害保健課では、精神科病院

での入院中の処遇等に関する精神障害者の意思決定・意

思表明や、長期入院患者の退院と地域生活への移行等に

必要な支援や対応について、有識者や関係者による検討

を行っています。

精神疾患を地域社会で支える方策も考える

近年、精神科の入院期間は全体として短縮傾向にあると

ともに、薬物治療等の発達を背景に、外来での診療機会も

拡大しています。しかしながら、依然として、多くの精神

疾患患者は、医療機関のみならず、保健所、市区町村の保

健・福祉サービス、学校、保護観察所等、地域の様々な関

係者による支援を必要とすることも事実です。

このパンフレットをご覧になる方であれば、自殺を図る

方や違法な薬物を使用する方の中に、精神症状を有する

方が一定程度含まれることもご承知のことと思います。

精神・障害保健課では、精神疾患患者はもとより、精神疾患

に密接に関連する課題を抱える方々に対し、保健医療関係

者が、地域社会と連携しつつ必要な予防や診療、支援を提

供できるよう、それぞれの精神疾患の特性を踏まえた施策

を展開しています。

R y o s u k e  F U K U D A Y o s h i e  H I R O S E

趣味 — 読書、散歩、おいしいものを食べること

信条 — 振り向くな　振り向くな　後ろには夢がない

雇用均等・児童家庭局母子保健課

主査

福田  亮介

平成26年 現職（小児慢性特定疾病対策、新生児マススクリー

ニング、研究事業など）

雇用均等・児童家庭局 障害保健福祉部先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

精神疾患とともに暮らせる社会をめざして
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思い出深いこと 

入省2年目、実家近くの病院を受診した際、自分が起案した通知文

が待合室に掲示されており、霞が関での仕事の影響力や重要性を

実感しました。

入省10年目、国際公務員から地方公務員に転勤。WHOでは、加盟国

政府が10年後に採用する“かも”しれない先進的な提言をまとめ

る仕事でしたが、県庁では、自分の日々の判断の影響を直接受ける

人の名前も顔も見える仕事で、「行政」と一言に言っても、幅広い

業務があることを痛感しました。

希望者へのメッセージ 

役所に入ると、一つの職場に留まるのではなく、色々な職場を経験

します。そのたびに新しい出会いや学びがあります。転勤があり環

境が変われば、家族にとっても大きなチャレンジになりますが、そ

れを一緒に乗り越えていくこともまた楽しいです。

日本の少子高齢化は、人類の歴史に類を見ないペースで進んでお

り、社会保障制度もそれに対応するよう、迅速かつ適切に見直しを

していく必要があります。志を持った若い皆さんと、一緒に仕事が

できることを楽しみにしています。

地域包括ケアの推進に取り組む

介護保険制度を通じた地域包括ケアの推進が日々の業務で

す。国民が、「いつまでも元気で、そして病気や障害を持って

いても、人生の最期まで、その人らしく生きる」ことができ

るよう、高齢者の生活を様々な面から支える地域の枠組み

を整える、この「地域包括ケアの推進」は、厚労省が現在省を

上げて取り組んでいる大きな課題です。

高齢者への支援は、病気の治療だけではなく、介護、住まい、

生きがいや社会の中での役割、家族への配慮など、様々な面

からの対応が必要です。また、都市部であるか地方であるか

によって、活用できる地域資源も大きく異なっています。地

域医療計画や介護保険事業計画を超えたより包括的な視点

で、それぞれの地域をどう作りなおしていくのか、地域包括

ケアをどう進めていくのか、全国の各地域で様々な議論が

行われています。

老人保健課は、高齢者の健康づくりや要介護状態になるこ

との予防、在宅医療、リハビリテーション、介護サービスな

どの一体的な提供、また、各地域でこれらのサービスが適切

に提供されるよう自治体への技術的支援、そのための地域

分析データの作成/提供、介護保険サービスの担い手である

医療機関や社会福祉法人あるいは株式会社などへの介護報

酬の設定、介護職員の確保対策など、幅広い業務を担当して

います。

どんな政策も、不断の評価と見直しが必要です。特に、少子高

齢化が進む社会における高齢者ケアのシステム作りは、世界

のどの国も経験したことのない“先端分野”です。ケアの第一

線で働く人々、自治体の職員、大学や研究機関の方々等と、

日々意見交換しながら、既存の政策の修正や新しい政策の立

案を行っています。

高齢者ケアのイノベーションを進める

趣味 — 登山、旅行

信条 — 柔よく剛を制す

保険局医療課

課長補佐

林　修一郎

平成12年　老人保健福祉局老人保健課（介護保険）

平成15年　ハーバード大学公衆衛生大学院に留学

平成17年　医政局医事課試験免許室（国家試験）

平成18年　健康局疾病対策課（難病対策）　

平成20年　障害保健福祉部精神・障害保健課（精神保健、精神科

医療、自殺対策等）

平成22年　健康局結核感染症課（感染症・予防接種）

平成24年　食品安全部企画情報課（食品安全）

平成25年　健康局総務課（被爆者援護等）

平成26年　現職

Working for Public Health
Ministry of Health, Labour and Welfare

思い出深いこと 

今携わっている診療報酬改定は、入省以来の様々な仕事の中

で、最も思い出深いものの一つです。診療報酬改定は、医療課の

約70人が一致団結して取り組むチームプレーです。中でも10名

余りの医系技官は、具体的な改定内容の立案と調整を行う中心

的な存在です。

診療報酬のメニューや点数が決まると、それに基づいて、各医

療機関でのサービスが提供されます。改定に向けた膨大な準備

と、改定のインパクトの大きさに、自分も、関わったメンバー

も、皆が大きなやりがいと自らの成長を感じています。「寝食を

忘れて」共に働いた仲間との時間も、かけがえのない財産です。

希望者へのメッセージ 

医系技官は、我が国の医療に関わる課題を洞察し、政策として立

案し、社会の理解を得ながら実現していくという、創造性の高い

職業です。「国の」「医療」という巨大な仕組みを動かすためのノウ

ハウと経験は、ほかでは得ることができないものです。ぜひ、日本

の医療をよくするために、一緒に汗を流してみませんか。

健康保険制度と日本の医療

保険局は、我が国の健康保険制度を所管しています。今後ま

すます人口が高齢化し、医療費が増え、勤労者の人口が減少

する中で、国民皆保険を持続していくことは、誰もが医療の

恩恵を享受するために、欠かせない仕事です。健康保険制度

を通じて、医療費の観点から、我が国の医療をマネジメント

するのが、保険局の役割です。

保険局医療課は、健康保険から支払われる診療報酬を担当

しています。診療報酬は、「中央社会保険医療協議会」（中医

協）での議論で決まります。診療報酬の個々の価格のほか、

例えば、病棟にはどのような職種が何人必要かといった基

準、新たな手術や処置の保険適用、費用対効果評価の新たな

仕組みなども，中医協で議論されています。

診療報酬改定に向けて

２年に１回の診療報酬改定が、医療課の最大のミッション

です。中医協での議論に向けて、提案やエビデンスを準備す

るのは、事務局である私たちの仕事です。

一人一人が、医療をよくしたいという思いを胸に、課内での

検討、現場の視察、専門家の方々との議論などを、納得いく

まで尽くしたうえで、中医協に提案をします。大規模なデー

タの分析なども必要です。医療界の中心的な先生方と出会

う機会にも恵まれています。

質の高い医療を全ての患者の方々に届けることと、その費

用を適正化することは、両立し難いものですが、診療報酬を

通じて、できる限り質やアクセスと効率性とを両立し、より

よい医療を日本中に届ける仕組みをつくるのが、私たちの

役割です。

Y a s u y u k i  S A H A R A S h u i c h i r o  H A Y A S H I

趣味 — 水泳、山登り、読書

信条 — 一灯照隅、万灯照国

老健局老人保健課

課長

佐原  康之

平成３年　入省、保険局医療課（診療報酬担当）

平成６年　米国ハーバード大学大学院留学

平成10年　世界保健機関本部（食品安全担当）

平成13年　和歌山県健康対策課（保健医療全般担当）

平成16年　老健局老人保健課

平成18年　医政局医療安全推進室　

平成23年　医政局研究開発振興課 

平成26年　世界保健機関本部シニア・アドバイザー　

平成27年　現職

老健局 保険局先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

誰もが医療の恩恵を享受するために
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思い出深いこと 

入省してすぐ配属となった健康局がん対策・健康増進課での経験

です（現在は健康課）。着任した当初は、自分の専門と異なる様々

な分野の業務（循環器疾患、身体活動、睡眠など）に非常に戸惑い

ました。しかし、尊敬する上司、信頼できる同僚とともに、その分

野の専門家や関係者と実りある議論を重ねた上で、基準や指針を

策定、改定することができました。一つのものを作り上げる一連

のプロセスに夢中になって取り組めた経験は、自分の糧となって

います。

希望者へのメッセージ 

昨年娘を出産し、産休・育休をとらせていただきました。現在は、

１歳の子供を育てながら勤務をしており、上司や同僚、スタッフ

の方々のご理解を頂きながら、子育てと仕事を両立できるよう

日々奮闘しています。厚生労働省は、個々のライフステージに合

わせて柔軟な対応をしてもらえる働きやすい職場です。そして、

厚生労働省には、ここでしか学べない、経験できないことがたく

さんあり、やりがいは十分です。皆様とご一緒できるのを楽しみ

にしています。

歯科保健課の業務

医政局では、近年の高齢化、疾病構造の変化、医療の質を求

める国民の声の高まりなどに応え、21世紀における良質で

効率的な医療提供体制の実現に向けた政策の企画立案を

行っています。歯科保健医療を取り巻く状況として、小児の

う蝕は減少傾向にある一方で、歯科医療機関を受診する患

者は高齢化しており、歯科医師や歯科医療に求められる内

容は変化しています。また、口腔ケアが誤嚥性肺炎を予防す

ることなど、口腔と全身との関係に着目した知見が集積さ

れつつあります。歯科保健課では、これらの状況を踏まえ、

歯科口腔保健の推進や、歯科保健医療の提供のあり方の検

討、歯科医師を含む歯科専門職の養成、資質向上の検討など

を行っています。

いま取り組んでいること

新設された歯科口腔保健推進室では、母子保健法や介護保険

法などのライフステージや医療・介護の目的に応じて制定さ

れた法律に基づき行われている、歯や口の健康づくりに関す

る関連施策について、関係部局との横断的な連携を強化して

いるところです。また、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔

保健施策を展開するため、これまで取組の薄かった分野につ

いての企画や調整などを行っています。

歯科医師の資質向上については、検討会を開催し、昨今の歯

科保健医療を取り巻く状況を踏まえて、歯科医師の需給対

策、増加する女性歯科医師の活躍の場、歯科医療に求められ

る専門性などの観点から、総合的な議論をすすめているとこ

ろです。

国 民 の 口 腔 の 健 康 を 守 る   －歯 科 保 健 行 政 か ら の ア プ ロ ー チ－

趣味 — 音楽収集・加工・鑑賞

信条 — Think and act local ly and global ly 

大臣官房国際課

課長補佐　

江副　聡

平成14年　医薬食品局安全対策課・医政局指導課（医療安全） 

平成15年　保険局医療課（診療報酬改定）

平成17年　ハーバード大学ケネディ行政大学院・公衆衛生大学院

（MPA/MPH）

平成19年　障害保健福祉部精神・障害保健課（精神保健）

平成21年　UNAIDS（国連合同エイズ計画）（世界エイズ戦略）

平成25年　健康局がん対策・健康増進課（がん対策）

平成27年　現職
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思い出深いこと 

ジュネーブの国連機関では、エイズの世界戦略づくりとその評

価を通じて、世界規模での理想を掲げ、多様な文化や人種の関

係者を巻き込むおもしろさと難しさを経験しました。また、国

内外の保健課題の垣根が低くなる中で、日本の保健医療への関

心の大きさ、可能性や、それに伴う責任も感じました。

希望者へのメッセージ 

比較的低い医療費水準で高い健康水準を達成した日本は、どのよ

うにそれを達成したのか、高齢化や財政圧力の中でいかにそれを

持続させるのか、世界の保健関係者が注目しています。世界的な

視野で政策対話を続け、世界と共に持続可能な日本モデルの確立

に共に取り組んでいただける方の参画をお待ちしています。

国内外の保健医療をつなぐ

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、これらの施策には、わが国だけでは解決できない

ものや他国に発信すべきものが少なくありません。国際

課では、国際機関の活動、対外経済交渉、諸外国との政策

対話、開発途上国への技術協力などを通じて、国内行政と

海外の橋渡しとしての役割を果たしています。

日本政府として国際保健に携わる

私は世界保健機関（WHO）関連をはじめ国際保健業務全般

を担当しています。WHOは、「全ての人々が可能な最高の健

康水準に達すること」を目的とする国連の専門機関です。日

本政府は主要な加盟国として、WHO総会等への参画、人的

貢献や資金拠出等を通じて世界の保健課題に取り組んでい

ます。具体的には、エイズやエボラ出血熱などの感染症に加

え、持続可能な医療システム、非感染症、高齢化対策など日

本の喫緊の課題が、WHOをはじめ世界の課題にもなってき

ているため、日本の経験を踏まえた貢献が一層求められて

います。

世界のアジェンダ形成に貢献する

2016年、日本はG7サミット議長国として、５月にG7伊勢志

摩サミット、９月にG7神戸保健大臣会合を開催する予定で

す。G7サミットとは、主要先進国が世界の主要な課題を議

論する場であり、近年は保健も主なアジェンダとして議論

されるようになっています。日本は過去の沖縄や洞爺湖で

のサミットにおいても、保健を大きく取り上げた経緯があ

るため、今回も保健においてどのように世界のアジェンダ

形成に貢献するか、国内外の提言も踏まえ、外務省をはじめ

関係省庁や関係国とともに議論を進めています。国際保健

における日本のリーダーシップが問われる局面であり、や

りがいを持って取り組んでいます。

K e i k o  F U R U T O N O S a t o s h i  E Z O E

趣味 — 子育て、旅行

信条 — 感謝する心を大切に、誠実、人生は一度きり

医政局歯科保健課

主査

古殿  恵子

平成24年　健康局がん対策・健康増進課（生活習慣病対策担当）

平成26年　産前産後育児休業

平成28年　現職

医政局歯科保健課 大臣官房国際課先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ

保健医療で世界をリードするために
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思い出深いこと 

現在、たまたま健康危機管理の担当として仕事をしていますが、ど

のような職場に配属されても、大きな健康危機の発生時には対応

が求められることがあります。例えば、東日本大震災の発生時に、

私は介護保険の担当部局で働いていましたが、震災の直後に福島

に派遣され、被害地域の状況把握や患者移送など、県の仕事をサ

ポートする業務に従事しました。現地で、様々な分野で働く熱意あ

る人々と出会えたことが思い出となっています。

希望者へのメッセージ 

興味を持ったら、是非気軽に採用担当に連絡いただければと思い

ます。色々な人が医系技官として働いていますので、まず話を聞き

に来てみて下さい。志を同じくする皆さんと一緒に働けることを

楽しみにしています。

健康危機管理・災害対策室の仕事

健康危機管理・災害対策室の仕事を一言で言うと、新しい感

染症が発生した際などの健康危機管理や災害時の初動対応

です。医療に例えると、三次救急病院の初療のようなものか

もしれません。その理由は、

・ 何がなくても365日、24時間開いていなければならないこと

・ 原因が、感染症であれ、事故であれ、自然災害であれ、オー

ルハザードで対応しなければならないこと

・ 後ろには感染症や救急医療など各分野の専門部局が控えて

いますが、健康危機管理事案の発生時には、省内における

まずとりあえずの初動対応を行うことが求められること

・ 何も起きないときは静かだが、一度忙しくなってくると対

応事案が重なることが往々にしてあること

などからです。一方、救急病院との違いは、

・ 特定の地域だけでなく日本全体を対象にしている

・ WHOなどの国際機関や、世界中の健康危機管理担当の行

政官と日々情報をやりとりしながら仕事をしていること

です。

世界と日本との接点

私のポストは、WHOが世界各国に送信する健康危機管理情

報の日本における窓口（National Focal Point）となっている

ため、エボラ、MERS、ジカ熱、鳥インフルエンザなどの新た

な感染症の発生に加え、まだ原因が特定されていない健康

危機管理事案が発生した場合などに、WHOから第一報を受

け取り、関係部局や関係機関に情報提供しつつ、対応を検討

する仕事をしています。また、WHOから情報を受け取るだけ

でなく、国内で重大な健康危機事案が発生した場合には、

WHOに報告する義務もかかっています。さらに、特定の国と

の間に事案が発生した場合には、その国の担当者と直接連

絡を取り合い、情報収集と対応の検討を行っています。WHO

以外では、G7＋メキシコの各国と、国際感染症やテロ対策に

ついて、健康危機管理の観点から頻繁にやりとりを行って

ます。このように、健康危機管理をキーワードに、世界と日

本をつなぐ接点として、日々の業務を行っています。

健康危機管理の最前線で

Working for Public Health
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H i r o y u k i  H O R I

趣味 — 家庭菜園での野菜作り

信条 — 騰々任運

大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室

国際健康危機管理調整官

堀　裕行

平成14年　環境省環境安全課（化学物質の健康影響）

平成16年　保険局医療課（診療報酬） 

平成18年　英国留学（公衆衛生、疫学）

平成20年　医政局医療安全推進室（医療安全）

平成22年　老健局老人保健課（介護報酬）

平成24年　大臣官房国際課（WHO担当）

平成25年　医政局研究開発振興課（再生医療）

平成26年　国立成育医療研究センター（研究担当）

平成27年 現職

大臣官房厚生科学課 先輩からのメッセージ

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。

活躍する部署

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

外　務　省
国際保健政策を中心とした国際協力関係分野など

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

健康危機管理・災害対策室
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地域の実情を踏まえた現在・未来の医療体制づくり
地域の実情って何？　～さいたま市の場合～
さいたま市は、人口127万人で現在も増加中、今後の高齢者増加割

合（予測）が全国トップクラス、東京まで約30分で都内への通勤・通

学者が多いなどの“地域の実情”があります。

私は、病院の建替え・整備を行政面から支援したり、二次救急輪番

体制を検討するなどの「医療提供体制の整備」と、様々な感染症に

ついて対策方針を企画・調整するなどの「感染症対策」などを担当

し、さいたま市の実情を踏まえて、現在・未来の医療体制づくりを

行っています。

思い出深いこと 

大好きな浦和レッズのホーム戦（＠埼スタ）で、かかりつけ医を普及するた

めの啓発グッズを配ったところ、後日、市内の飲食店で、そのグッズを市民

の方が使っているのを発見！！

まさしく、地域に密着した自治体だからこそできる、よりよい医療体制づく

りの一歩と感じました。

希望者へのメッセージ 

地域の医師会や病院・診療所の先生方との議論を通して、改めて、厚生労働

省で担当した制度の課題や可能性に気付かされることが多くあります。

このように医系技官には、制度と医療現場をつなぐチャンスが多くありま

す。臨床や研究を行いながら、制度に疑問を感じた方、ぜひ医系技官になっ

て一緒にその答えを創っていきましょう。

非医療従事者がキーパーソンとなる仕組み作り

学校に集う者（幼児、児童、生徒、学生及び教職員）の健康の保持増進、

集団教育としての学校教育活動に必要な保健上の安全確保、自ら健康

の保持増進を図ることができる能力の育成を目的として、学校という

教育の場において展開される保健活動が学校保健です。

学校保健を推進するにあたっては、教職員をはじめとした非医療従事

者の方々に関わってもらえるような制度設計をすることが重要です。

自らの健康の保持増進を図ることができる能力の育成を目指す

思い出深いこと 

子供に対して、「がん」という疾病を通じてがんに対する正しい知識を身に付

け、適切に対処できる実践力を育成することとともに、自他の健康と命の大切

さに気付き、自己の在り方や生き方を考え、ともに生きる社会づくりを目指す

態度を育成するための取組を進めています。臨床医時代とは異なる角度から、

がん対策に関われたことには、大きなやりがいを感じています。

これからやりたいこと 

医療従事者が安心して、質の高い医療を、持続的に提供できる勤務環境の整備

に関わりたく、行政官へ転向しました。勤務負担軽減策や医療資源の適正配置

等の施策に関わっていきたいです。

希望者へのメッセージ 

医療に関わる者であれば、医療を取り巻く環境への問題意識が少なからずある

のではないでしょうか。是非行政サイドから関わり、課題を共に解決していき

ましょう。

文部科学省　初等中等教育局健康教育・食育課　学校保健対策専門官

松永  夏来
平成24年　保険局医療課　入院医療包括評価指導官（診療報酬改定担当） 

平成26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専門

官（学校保健担当）

平成27年　現職

趣味 — 美術鑑賞、ダンス、乗馬

信条 — 振り返らない

国際保健の関心は高まっている
外務省のお仕事

外務省国際保健政策室では，国際関連業務のうち，保健に関するもの

を幅広く担当しています。勿論，詳細については厚生労働省等と協力

しながら進めています。厚生労働省では担当しない国際機関も多く

存在し，知識の幅は確実に広がります。

G７伊勢志摩サミットに向けて

今年５月に，我が国は８年ぶりにG７サミット議長国となります。保

健は，G７伊勢志摩サミットにおける重要議題となる見込みです。

2014年に発生した西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行は，WHO

を始めとする国際機関の連携の在り方を問う重要な機会となりまし

た。同サミットでは，こうした在り方に関する国際的な議論をリード

していきたいと考えています。

思い出深いこと 

入省後の英国留学や米国での仕事・生活は，現在の仕事をする上で大きな力

となっています。また，現地での生活は家族にとっても大きな思い出となっ

ています。

希望者へのメッセージ 

厚労省は国際保健の入り口を見るのにはとてもいい場所だと思います。皆

さんと一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

Working for Public Health
Ministry of Health, Labour and Welfare
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N a t s u k i   M A T S U N A G A

外務省　国際協力局地球規模課題総括課　国際保健政策室長

日下  英司
平成13年 健康局疾病対策課臓器移植対策室（臓器・組織移植等担当） 

平成15年 防衛庁運用局衛生官付（自衛隊員の健康管理，生物兵器対処担当） 

平成17年 ロンドン大学公衆衛生熱帯医学大学院留学（医療経済学）

平成18年 健康局疾病対策課（難病，エイズ担当）

平成20年 新潟県福祉保健部（保健担当）

平成22年 医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室（コーデックス委員

会担当）

平成23年 在ニューヨーク国際連合日本代表部（保健・医療を担当）

平成26年 大臣官房国際課国際協力室（WHO、介護の国際展開を担当）

平成27年 現職

趣味 — ラグビー

信条 — 意思あるところ，道は通じる

E i j i   H I N O S H I T A

永田  翔

さいたま市　保健福祉局保健部　地域医療課長

平成24年　医政局総務課（医療提供体制担当） 

平成26年　食品安全部基準審査課（食品の基準担当）

平成27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）

S h o u  N A G A T A

幅広く、深く

保健福祉部の業務は保健・医療・福祉分野のすべてに渡り、本省では経

験することの少ない分野である子育て支援やダム（利水）なども担当

となります。幅広いだけでなく、それぞれの事業が県民や市町村に直

結するため、現場ニーズをよく理解して、深く関わることになります。

人口減社会への対応

人口減少問題は全国的な課題です。岡山県の人口も、現在の約195万

人から25年後には約160万人になると推計されています。このまま

人口減少が続くと、場所によっては集落が消滅するなど、地域活力の

低下をもたらし、県民生活にも深刻な影響を及ぼすことになります。

対策として、自然減に対する少子化対策推進や、社会増を目指した魅

力ある環境作り、働く場を創出する産業労働施策等が考えられます。

特に、魅力ある環境として、医療体制や子育て環境の充実が最も望ま

れており、そのような観点からも保健福祉施策をトータルで実施し

ていく必要があります。

地方行政に携わることもあります

希望者へのメッセージ 

臨床の世界では接することの少ない、様々な分野において第一線で活躍する

方々と議論をしながら、国民のための政策を進めることができます。また、国

で自分が関与した制度等を、その裏側がわかった上で、地方行政のため活用・

実践することができるのも医系技官ならではと思います。自らの人生の幅を

広げ、やりがいをもってできる仕事です。是非、一緒に働きませんか。

岡山県　保健福祉部長

荒木  裕人
平成11年　保健医療局企画課(原爆被爆者対策)

平成13年　文部科学省ライフサイエンス課（研究振興）

平成15年　大臣官房国際課(国際協力)

平成18年　総務省消防庁（救急搬送体制整備）

平成20年　健康増進課長（感染症、がん、健康づくり対策等）

平成22年　健康局疾病対策課（難病対策）

平成24年　医政局研究開発振興課(再生医療研究)

平成25年　大臣官房厚生科学課（研究振興）

平成27年　現職

趣味 — 読書、自転車で通勤（今は）

信条 — 傾聴と真摯な対応

H i r o t o   A R A K I
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育児休業を機に、家族との関わり方を見直す
長女誕生～育児休業の取得
厚生労働省では、男性職員の育児休業取得を促進しており、私も平成

26年４月に長女が誕生したタイミングで、半年間の育児休業を取得

しました。休業に入った頃は、時間の流れ、必要とされる能力、物事

の優先順位等が大きく変化し、戸惑いもありましたが、「ちょっとし

た部署異動のようなもの」と鷹揚に構えているうちに徐々に慣れ、

日々を楽しめるようになりました。

復職～現在
復職後、多忙な部署に異動となったため、家族と過ごす時間の物理

的な長さは減ってしまいましたが、その分、週末や長期休暇の際に

は、家族と濃い時間を過ごすようにしています。

思い出深いこと 

筆者の前にも育児休業を取得した男性職員はいましたが、それでも「育休な

んて言い出したら仕事に対する姿勢を疑われないだろうか」というような

不安がありました。上司と人事担当者に育休をとろうかと思っていると恐

る恐る相談したところ、「それはいいことだ、是非取得したらいい」と逆に勇

気づけられ、拍子抜けしてしまったことを覚えています。

希望者へのメッセージ 

よい行政のためには、有為な人材を継続的に迎えることが不可欠です。性

別、年齢、ライフステージを問わず働きやすい、魅力ある職場作りに努めな

がら、皆さんをお待ちしております。

ジュネーブにある世界保健機関（WHO）本部で、WHOの活動に不可欠な

資金の調達や、その他の多岐にわたる調整を担当しています。WHOは現

在、エボラ対応を経て一層加速する組織改革の真っただ中にあります。

私が所属するのは、「WHO改革」を確実に実行するために新たに設置さ

れた言わば改革の先鋒の役割を担う部局です。WHO内はもちろん、194

の加盟国を始めとする様々な関係者との日夜、調整を続ける毎日です。

WHOでの資金調達・ドナーコーディネーション

思い出深いこと 

前職の国際課在籍時には、「加盟国」として参加していたWHOの会議に、現在は

「事務局」という違う立場で参加しています。着任早々、“Financing Dialog”と呼ば

れる、財政に関する重要な会合があり、各国大使の発言内容の調整など、手探り

ながらも、準備段階から関わりました。WHO内外でネットワークが広がるに

従って、仕事がやりやすくなるのは嬉しかったです。また、１つの会議でも、立

場が異なると見え方が大きく変わることに、改めて驚きました。

希望者へのメッセージ 

将来、国際機関で働きたいと考えておられる方も少なくないと思います。保健

課題について、国内外の垣根が取り払われつつある現在、医系技官には、日本国

内のみならず、もちろん国際的な活躍も期待されています。WHOに来て半年で

すが、既に「ここに来たから出会えた」と思える人達が数多くいますし、その人

達と仕事をする喜びは非常に大きいです。当然、悔し涙にむせぶことも多くあ

りますが、毎日がColorfulです。改めて振り返ると、これは、国内での仕事でも同

じでした。仕事をする上で、たくさんの人と出会え、日々、成長を促される仕事

にチャレンジしたい方、どうぞ厚労省の門を叩いてください。

世界保健機関　事務局長官房資金調達および調整部　渉外技官

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）　　

　　　　  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）　　

　　　　  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  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26年  大臣官房国際課

平成27年  現職

趣味 — 海、茶道、美食、旅行、読書
信条 — 前を向く、“Believe your pendulum”

イギリスで学ぶ
社会疫学と医療情報学の知識を深める

UCLの社会疫学講座で一年間学んだ後、更に大規模データの扱いに

詳しくなれたらと、同大学の医療情報学講座に移りました。コン

ピュータ分野を履修済みの級友が多く、最初は飛び交う専門用語に

目を白黒させていましたが、日進月歩のこの分野について楽しく学

んでいます。

データ分析結果の選別能力を磨く

臨床でも同じですが、行政に馴染み深い公衆衛生学や疫学の大きな

特徴の一つは、現在当たり前とされている知見でも、将来覆る可能性

のある点かと思います。そうした可能性のなるべく少ない知見を見

極める技術を身に着け、行政の世界に橋渡しできる人材になれれば

と、日々勉強を続けています。

希望者へのメッセージ 

当初は一生臨床医でと考え、一般外科医としての人生を楽しんでいたはず

が、ふと行政に興味が芽生えて入省しました。臨床時代は、最先端も標準治

療も弁えた上で、個々の人生にとっての「最善」の治療を患者さんと共に考

えたいという思いが、日々の勉強の動機づけとなっていました。行政も基本

は同じかと思います。ただ、対象が集団なだけに手応えを掴みづらく、挑戦

し甲斐があるという印象です。少しでも興味を感じた方、ぜひ一緒に働ける

のを楽しみにしています！

Working for Public Health

Ministry of Health, Labour and Welfare
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Y u m i  K I S A K A

人事院　長期在外研究員（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL））

日野原  友佳子
平成21年　健康局総務課（原爆被爆者の援護施策）

平成22年　老健局総務課・老人保健課（介護予防）

平成24年　消防庁救急企画室(救急搬送)

平成26年　現職

趣味 — 昼寝、長湯、一人旅、チョコレート食べ歩き

Y u k a k o   H I N O H A R A

井口　豪

保険局　医療課長補佐

平成18年 医政局国立病院課（国立高度専門医療センターにおける研究事業等）

平成20年 内閣府原子力安全委員会事務局（被ばく医療体制）

平成22年 留学（米国ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生大学院 Health Policy

専攻）

平成24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（公害病

対応）

平成27年 現職（診療報酬改定）

趣味 — 水泳、サーカスを観ること、家族と美味しいものを食べること

信条 — 一期一会

T s u y o s h i  I N O K U C H I

入省二年目に上の子を出産し育児休暇を経て環境省の特殊疾病対策

室に復帰しました。関わってみたいと思っていた水俣病の業務でした

が時短勤務でのスタートでなかなか思うように仕事が進まず、帰宅後

は保育園帰りの子供とぐったり寝てしまうことの繰り返しでした。こ

のまま続けられるのか不安でしたが、家族の応援と、とても理解のあ

る上司や同僚にめぐまれて少しずつ仕事にも慣れ、出張も日帰りでき

るものをまわしてもらい非常に充実した毎日でした。そのようななか

妊娠しましたが、流産してしまい仕事や家庭に対する自分の甘さを痛

感しました。そのような時もまわりの皆様から温かい心遣いをいただ

き乗り越えることができました。その後、再び妊娠し昨年11月に無事

に女の子を授かりました。今は二度目の育児休業で、前回よりは精神

的に余裕をもって育児を行うことができています。育児との両立をし

ながらやりがいのある仕事ができるなど思ってもみませんでしたが、

妊娠中から育休中、復帰後までのサポート体制は非常に手厚く感謝し

ています。家庭も仕事も思いっきり取り組みたい方にはぴったりの職

場だと思います。

二度目の育児休業

これからやりたいこと 

これまで訴訟業務に携わって、法曹の方など全く知らなかった世界の一面に

出会うことができました。そちらは新しい価値観の連続です。そして、訴訟が

起こる背景には様々な要素があることもわかってきました。その一つが制度

の基準です。どのような制度も完璧にはできませんが、今後何らかの基準を

作る業務にかかわれたら、訴訟の観点から取り組みたいと思っています。

大臣官房厚生科学課　主査

村松  悠子
平成24年 厚生労働省健康局総務課（原爆症担当）

平成26年 環境省総合環境政策局環境保険部

 企画課特殊疾病対策室（水俣病担当）

平成26年 環境省総合環境政策局環境保険部

平成27年 現職

趣味 — 旅行

信条 — あきらめないこと

Y u k o   M U R A M A T S U
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昭和60年　茨城県石岡保健所医師時代 

入省して最初の職場は、５市町村を管轄する保健所でした。

初めのうちは自分が何をすれば良いかわかりませんでした

が、住民検診データなどから地域の健康課題を調べ、地域特

性に応じて脳卒中予防教室など生活習慣病対策を企画し、

保健所・役場のスタッフや地域のボランティアの人たちと

一緒に実施するようになりました。また、保健師さんの訪問

指導に同行する機会もあり、住民の生活環境や産業、コミュ

ニティーの状況と健康づくりとの関わりが強く印象に残り

ました。

Working for Public Health
Ministry of Health, Labour and Welfare

T a m a m i   U M E D A

大臣官房審議官

（医政、精神保健医療、災害対策担当）

梅田  珠実

昭和63年 英国エディンバラ大学留学

平成２年 文部省学校健康教育課（学校保健）

平成４年　WHO本部（エイズ対策計画）

平成12年 神戸市保健福祉局参事

平成16年 食品安全部国際食品室長

平成18年 健康局疾病対策課長

平成20年 健康局結核感染症課長

平成21年 国立病院機構医療部長・理事

平成27年 現職

キャリアパス

医系技官としてのキャリアを振り返って
様々なポストで仕事をすることは、自分にとっての「引き出し」

が増えることであり、その時々に得た知識や経験が、国民の健康

を守る目的につながっていきます。先輩・同僚はじめ多くの人と

の出会いを得て、気づかされ助けられることは言うまでもあり

ません。医系技官は、自分を成長させてくれる仕事と思います。

 平成９年　臓器移植対策室時代

平成９年６月に、日本ではじめて、脳死からの臓器提供を可

能とする法律が成立し、その直後に臓器移植係長として着

任しました。日本での医療不信の原因の一つとなった脳死

臓器移植を、いかにして国民から信頼を得られるような形

で実施可能にするか、専門家を含めた多くの立場の方々と

本音で議論し、制度化していきました。そして法律施行後、

第１例目から４例目までの脳死からの臓器提供と移植実施

に立ち会うことができました。他にも臍帯血移植ネット

ワークの設立なども担当しました。

 平成11年　介護保険制度施行準備室

臓器移植対策室の後には、平成12年４月から施行される

介護保険制度の準備に携わることとなりました。高齢化社

会を支える大きな社会保障制度の創設は当時の厚生省の

悲願でした。私が担当したのは介護報酬。診療報酬の介護

版です。前例がない中で、介護サービス提供者が事業を継

続できる水準の報酬と、介護保険財政の両方をにらみなが

ら設定をすることが求められ、責任感とプレッシャーを感

じていましたが、同時にやりがいも大きく、施行時には達

成感に包まれたことが思い出されます。

 平成14年　ロンドン大学大学院留学時代

ロンドン大学で学んだのは学生時代から興味のあった医

療制度と医療経済学です。ある程度行政経験を積み、様々

な制度の運用に関する知識を得てからの留学でしたので、

仕事を通じて得ていた知識がブラッシュアップされ、体系

的に整理されるのは非常に楽しい経験でした。また、多忙

な生活から一転、家族と過ごす時間も増えました。他方、

様々な国の学生と楽しく時に真剣に議論をすることで、自

分の価値観も揺さぶられ、日本人であることのアイデン

ティティを強く自覚できたことも大きな経験です。

 平成17年　保険局医療課時代（診療報酬改定）

平成18年度の診療報酬改定を担当しました。介護報酬と

の同時改定でしたが、ここで平成12年の介護保険制度施

行時に介護報酬を担当していたことが大きく役に立ちま

した。行政官にはこのようなタイミングが時々訪れます。

診療報酬は医療政策実現の強力なツールの一つですが、設

定方法が適切でない場合、現場での医療を歪めてしまう恐

れがあり、それだけに慎重な検討が求められます。また、

この時はそれまでの中で最も財源が厳しく、時に関係者と

の厳しい調整を求められることもありましたが、合意にた

どり着くプロセスの中で多くを学びました。

 平成24年　長野県健康福祉部長時代

長野県庁の健康福祉部は県内の保健、医療、福祉分野を担

当します。職員数も千名超で県庁内でも最も大規模な部署

です。その部長は県の組織の中では幹部であり、知事とも

近い立場となります。着任当初、その組織の大きさに戸惑

いを覚えましたが、周囲に人を得て、約３年の任期を全う

させていただきました。県で学んだのは、月並みですが、

人と人とのつながりの大切さです。また、長野は自然豊か

で水と空気も澄んでいます。すっかり信州の大ファンに

なって、霞ヶ関に戻ってからも機会を見つけて（作って）

は訪ねています。

K a o r u   M A N A B E  

保険局医療課

企画官

眞鍋  馨

平成９年　保健医療局臓器移植対策室（臓器移植）

平成11年　老人保健福祉局介護保険制度施行準備室（介護保険）

平成14年　ロンドン大学大学院留学

平成17年　保険局医療課（診療報酬改定）

平成24年　長野県健康福祉部長

平成26年　環境省環境保健部石綿健康被害対策室長

平成27年　現職

医系技官としてのキャリアを振り返って
入省以降、厚生労働省、環境省、地方自治体、留学など様々な経験

をさせていただいていますが、これまでを振り返って言えると

すれば、行政官としてのキャリアパスは、時として心身ともに厳

しい環境に置かれることもありますが、総じて刺激の多い学び

の日々であるということです。経験を積み、役職が上がってもそ

れに応じた困難さ、責任の大きさの仕事が待っています。それを

こなすことで得られる醍醐味、是非一緒に感じましょう。

平成4年　WHO本部メディカルオフィサー時代

アジアで初めての国際エイズ会議が日本で開催されること

となり、ジュネーブのWHOにて関係者や日本側のカウン

ターパートと準備を行いました。その過程で、政府や専門家

だけではなく、HIV感染者など当事者の意見を反映させるこ

との重要性を知りました。当時、国際的なエイズ対策の中心

はWHOが担っていましたが、国連機関間や大国間の主導権

争いもあり、国際協力の背景にある政治的な駆け引きを垣

間見たことは貴重な経験でした。

平成16年　食品安全部国際食品室長時代

コーデックスを担当し、ほぼ毎月のように開催される国際

会議に日本政府代表として出張しました。会議では、輸出国

と輸入国、先進国と新興国の意見が対立することもしばし

ばありましたが、合意を得るために各国が粘り強く議論・調

整を行い、わずかでも前に進んだときの面白さを経験しま

した。日本の立場を主張するだけではなく理解を得るため

に、他国の関心事も把握して協力できることを探し、関係を

深めることに努めました。また、日本が議長国となってバイ

オテクノロジー応用食品部会を開催しましたが、会議運営

作業にあたり、部をあげて多くの職員に応援してもらった

こと、合意文書づくりの交渉やワーキンググループで各国

の協力を得られたことは、かけがえのない思い出です。

平成18年　健康局疾病対策課長時代

難病、エイズ、ハンセン病など病や偏見に苦しむ人々のための

仕事でしたので、当事者である患者団体の人たちとのコミュ

ニケーションを心がけました。特に難病は、対象疾患の範囲が

限定的で、施策の拡充は厳しい時期でしたが、現実的な解決策

について患者団体の方々と共に考える機会を多く持つように

しました。現在は予算が拡充され、当時会って話した患者さん

たちを含め対象疾患が大幅に増え良かったと思います。

平成21年　国立病院機構本部医療部長・理事時代

病院は、それぞれに歴史的経緯を有し、周囲の環境や時代の

変化に伴って常に変化を続ける、あたかも生命体のような

存在です。全国143病院から成る国立病院機構は、かつての

国立病院・療養所が国の管理下から独立して発足し、抜本的

な改革を経て、公の使命を果たしつつ経営改善を実現して

います。強固な病院ネットワークを活かし、たとえば東日本

大震災での医療支援、医療の質の評価・向上などで、多くの

病院と目標を共有した活動を行えたことに感謝していま

す。また、医療環境が変化する中で個々の病院が地域から求

められる機能を発揮できるよう、病院長はじめ様々な職種

の病院スタッフとの意見交換や、将来計画づくりの支援を

行い、知恵は現場から生まれてくることや、現場の力を実感

することができました。
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厚生行政経験を通じて培われる

プロフェッショナルとしての資質

WHOは、Clientである各国政府に対して「価値ある貢献」を積

み重ね、政府と信頼を築いてはじめて人々に役に立つことが

できます。私たちのできる「価値ある貢献」とは、各国の保健

衛生の改善に資する何らかの「変化を生じさせる」ことです。

WHOのスタッフは、変化を起こすChange Agentなのです。

WHOで良きChange Agentになるための経験は、意外かもし

れませんが国内での「厚生労働省での行政経験」にあると私

は考えます。私たちの仕事は、各国の政府を通じた行政制度

の改善で初めて実現されるものばかりです。特に経済発展

目覚しい西太平洋地域では、単純な技術的助言はもはや役

には立ちません。多様化する人々のニーズに応え、中長期的

な視点に立った政策立案や法律改正、意思決定への支援こ

そが、いま求められています。文化習慣、社会や政治制度な

どを理解した上で、課題を整理し先進国の事例も参考にし

ながらエビデンスに基づく対策を提示する。これはまさに

日本の行政機関が普段から行っていることそのものです。

私は、幸いなことに厚生省時代に、新型インフルエンザ対策

計画立案、感染症法の改正、インフルエンザ予防接種の再開

や予防接種副反応への緊急対応に携わることができまし

た。これらを通じて培った姿勢は今もWHOで、私の大切な礎

となっています。

グローバルヘルスのプロフェッショナルとしての

医系技官

他方、国内行政に携わるプロフェッショナルにも国際的な

視点が必要です。世界は想像以上に繋がっています。人々

の健康を守るため、国境を越えて広がる新興感染症対策に

国際連携が必要なことは明らかですが、医薬品行政や生活

習慣病対策といった一見国内行政で完結しそうな分野で

も各国の連携と協調が必要になってきています。実際、私

がベトナム代表をしていた際には、政府から医療機器の承

認などアセアン域内でのハーモナイゼーションに関する

相談が保健省幹部から幾度となくありました。今後ますま

す、多くの分野でグローバルヘルスのプラットフォームが

立ち上がると思います。日本の拠って立つところを公言し

責任を持つとともに、異なる文化や価値観に心を開き交渉

を通じて信頼関係を築けるような人材が国内行政でも必

要です。医系技官として国で働くということは、そのよう

な人材に育つチャンスでもあります。

皆さんが真の意味でGlobal Healthに通用するプロフェッ

ショナルとして国内外で活躍される日を楽しみにしてい

ます。

昨年度のパンフレットでは、「伝説の医系技官」として、長与

専斎と後藤新平をご紹介しました。皆様から大きな反響をい

ただいたこともあり、今回は、さらに掘り下げて、日本の医療

や医系技官の「原点」ともいうべき人物とそのエピソードに

ついて、ご紹介できればと思います。

さて、西洋医学発祥の地といわれる長崎から探訪ははじまり

ます。医系技官でもある中山鋼教授（写真）は、その原点であ

る長崎大学医学部に教授として出向しています。はじめに、

この写真にも写っている幕末に来日したオランダ人医師の

ポンペの言葉を紹介します。

「医師は自らの天職をよく承知していなければならぬ。ひと

たびこの職務を選んだ以上、もはや医師は自分自身のもの

ではなく、病める人

のものである。もし

それを好まぬなら、

他の職業を選ぶが

良い。」

これがまさに、ポン

ペが伝えた西洋医

学の真髄でした。

1857年11月12日（安政4年9月26日）、ポンぺは、幕府が作っ

た医学伝習所において日本初の系統だった西洋医学を教え

ることになりました。この日こそ、我が国における近代西洋

医学教育が開始された日であり、現在長崎大学医学部の開学

記念日になっています。

ポンペの下では、「衛生」という言葉を造った長与専斎らが学

び、彼らは我が国における近代西洋医学・公衆衛生学の発展

に大きな役割を果たすこ

とになります。ポンぺは、

ひとりで基礎医学から臨

床医学までを体系的に講

義を行うとともに、我が国

初の西洋式の病院で、患者

の身分にかかわらず診療

を行いました。冒頭の言葉

にもあったとおり、ポンぺ

は、「医学」の知識だけでは

なく、医師としての覚悟を

も我が国へ伝えたと言っ

て良いでしょう。

続いてご紹介する佐賀藩出身の医師相良知安は、明治初期に

我が国へのドイツ医学の導入に尽力し、医学制度の創設に貢

献していますが、同時に医系技官の原点というべき人物であ

ることは意外と知られていません。知安は、1861年に佐倉順

天堂塾に入門しオランダ医学を学び、1863年には長崎養成

所（後の「精得館」、長崎大学医学部の前身）に進み、ポンぺの

後任として来日したオランダ人医師ボードインより医学を

学びました。

1869年には、明治新政府より「医学校取調御用掛」として医

学制度改革を命じられ、大学東校（東京大学医学部の前身）の

改革にあたり、1873年には、初代文部省医務局長に就任しま

した。この当時、ドイツ医学が世界で最も優れていたことか

ら、ドイツ医学導入に奔走しました。

江戸時代以前の日本では、体系的な医学教育が行われること

なく、伝統医学・蘭学に基づく師弟制度により、その技術が伝

達されていました。当時の日本においては、体系的な医学を

学んだ「医師」が全国にいないこと、これが医療における最優

先の問題でした。その後「医務局」は、医学教育分野を文部省

に残し、明治8年（1875年）に創設された内務省衛生局に引き

継がれることになります。ちなみにその内務省衛生局初代

局長が長与専斎で、そ

の 後 継 が 後 藤 新 平 で

す 。そ し て 昭 和 1 3 年

（1938年）、内務省衛生

局、同社会局が前身と

なって厚生省が誕生し

ます。こうして、医師で

あり行政官である医系

技官の系譜と、相良知

安の築いた、ドイツ医

学の導入から始まった

我が国の医療制度は、

今も脈々と息づいてい

るのです。

T a k e s h i  K A S A I

特 定 の 分 野 で 活 躍 す る  医 系 技 官 出 身 者

この冊子を手に取る皆さんは、公衆衛生に何らかの関心をお持ちのことでしょう。中には、国際保健あるいは世界保健機関

（WHO）をキャリアに考えている方もいるかもしれません。まさに、20数年前の私がそうでした。そして、私は現在、厚生労働省

を経て、WHO西太平洋地域事務局次長として、37の国と地域に住む人々の健康を守る仕事に就いています。厚生労働省の経験

と仕事を通じて知遇を得た方々のご指導なくして、私がWHOのキャリアを辿ることはなかったし、各ポストで期待に応える

こともできなかったと思います。

医 系 技 官  「原点」探訪

相良知安

ポンペ

葛西  健
1990年4月　岩手県（県庁／高次救急センター／宮古保健所）

1994年1月　厚生省（厚生科学課／統計情報部）

1995年9月　ロンドン大学衛生熱帯医学院

1997年4月　厚生省保健医療局結核感染症課国際感染症専門官

2000年7月　世界保健機関西太平洋地域事務局感染症対策医官

2003年4月　厚生労働省大臣官房国際課課長補佐

2004年7月　宮崎県福祉保健部次長

2006年4月　世界保健機関西太平洋地域事務局感染症対策課長

2011年1月　世界保健機関西太平洋地域事務局健康危機管理部長

2012年4月　世界保健機関ベトナム代表

2014年7月　現職

世界保健機関  西太平洋地域事務局
事業統括部長

ヨハネス・レイディウス・カタリヌス・

ポンペ・ファン・メールデルフォールト

Johannes Lijdius Catharinus Pompe 
van Meerdervoort, 1829年－1908年

（長崎大学附属図書館所蔵）

中山鋼教授
（長崎大学医学部にて　ポンペのレリーフとともに）

相良知安
1836年−1906年

（中央公論新社「医学生とその時代」より）

Pompe

Sagara Chian
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ゲノム医療実用化への期待の高まり 特に注目される分野

厚生労働省と医系技官の役割ゲノム医療推進の課題  

ゲノム医療に対する取り組み

全ゲノム解析のために要する時間や費用はこの 10 年で大

幅に進歩し、現在では 1 人分が数日・約 10 万円程度にま

でなってきているとも言われています。ゲノム医療によっ

て、個々人の体質や病状に適した効果的・効率的な患者

の診断、治療、予防が可能になると言われており、ゲノ

ム医療実用化への期待は急速に高まっています。

ゲノム医療の実用化という意味では、特に、がん、難

病の分野では実用化が進んでおり、新しい診断法や治

療法の開発や、個別化医療が可能となる可能性も大き

く、世界的にも注目されています。

ゲノム医療は、これまでの我が国の医療の在り方を根本

から変える可能性がありますが、課題もあります。ゲノ

ムデータの管理と二次利用や、遺伝子関連検査の品質や

精度の確保の仕組み、そして、ゲノム情報に基づく差別

の防止等の社会環境整備を行うことが必要です。

ゲノム医療の推進は、様々な分野が連携して取り組む

国家的ビッグプロジェクトですが、医療・健康・介護

分野を所管をする厚生労働省の役割は大きく、その中

でも、医系技官は専門的な知識等を生かして、その核

になっています。

保険局医療課

林  修一郎

保険局医療課では診療報酬を担当して

います。ゲノム医療の推進に向けては、

日本の強みでもある保険診療の整備も

重要です。

健康局難病対策課

前田  彰久

私は、難病分野の担当をしています。

希少疾患が多い難病では、ゲノム医療

は新しい診断法や治療法の開発等につ

ながるのではと期待されています。

ゲノム医療推進についての欧米との比較

アメリカ

オバマ米国大統領が発表したプレシジョ

ン・メディシン・イニシアティブの下、

遺伝子、環境、ライフスタイルに関する

個人ごとの違いを考慮した予防や治療法

の確立を目指し 100 万人以上のボラン

ティアからなるゲノムコホートの設立等

を含む、ゲノム情報を活用した個別化医

療の実現に向けた計画を進めています。

イギリス

イギリスのキャメロン首相は、ゲノミ

クス・イングランドという国家プロジェ

クトを提唱し、2013 年から 2017 年ま

での５か年計画として、約 10 万人を対

象に、官民連携によるがん、希少疾患

等についてのゲノム情報の解析・研究

を行っています。

日本

ゲノム医療の実用化に向けた我が国の取

組は欧米に比べ出遅れていましたが、厚

生労働大臣の指示の下、健康・医療戦略

室などと協力し、タスクフォースを立ち

上げ、国民皆保険制度というアドバン

テージを活かした施策を関係省庁と連携

して推進しています。

課長補佐

課長補佐

健康局がん・疾病対策課

秋月  玲子

がん対策の担当です。がんの発症にか

かわる遺伝子の特定や、クリニカル

シーケンスによる個別化医療の実現な

どが求められています。

課長補佐

チームで取り組むプロジェクトTOPICS

内閣官房健康・医療戦略室

大坪  寛子

政府の健康・医療戦略の中心となって

いるのが、内閣官房健康・医療戦略室

です。省庁間のとりまとめ等を行って

います。

大臣官房厚生科学課

岡田  就将

私は、幹事長の指示の下、省内の各部

局との調整を担当しています。また、

研究事業全体のとりまとめを担当して

います。

大臣官房厚生科学課

石丸  文至

研究のルールの整備を担当していま

す。ビッグデータ時代が到来する中、

個人情報保護法が改正され、新たな仕

組みが必要になっています。

大臣官房厚生科学課

椎葉  茂樹

厚生科学課では、省内の多部局にま

たがるゲノム医療推進の全体調整を

担っています。私は、省内のゲノム

医療実現推進本部幹事会の幹事長を

しています。

参事官

課長補佐

主査

医政局総務課

勝山  佳菜子

医政局では、研究開発の推進や検査の

質の確保を担当しています。私は薬系

技官ですが、様々な職種がその特性を

生かしながら、協力して検討を進めて

います。

専門官

課長

大臣官房厚生科学課

佐藤  晃一

遺伝子治療研究の担当をしています。

人事交流で厚労省に来ており、ゲノ

ム医療の分野では、臨床経験を活か

して、新しい施策の企画立案を行っ

ています。

主査



出勤

午前中

昼休み

午後

１時

午後

２時

午後

６時

以降

今日の予定の確認とメールチェックを行います。他局からの依

頼や外部からのメールに、上司の課長補佐とも相談しながら返

していきます。

難病に関する研究班の会議に出席します。臨床現場が抱える課

題や最新の医学的知見に触れられる貴重な機会です。

担当外の分野について学ぶために勉

強会に参加します。何もない日は、リ

フレッシュのために同僚や同期とラ

ンチに出かけることが多いです。午後

も頑張るぞ！

次回の難病の検討会に向けて、研究内容や疾患の情報について

整理し、資料を作成します。

課内の他の係から、医学的な内容の

相談を受け、アドバイスをすること

もあります。逆に、法令の解釈や文

章の書き方、予算の関係について助

けてもらうことも多々あります。

業務に目処をつけて、社会人大学院生として籍をおく大学に

でかけ、指導教官と研究の進捗を確認します。

健康局難病対策課 主査

平成26年　健康局疾病対策課
平成27年　現職

臨床現場、研究面、病院運営側等で同じ事象でもとらえ方は様々で、考え方

や慣習が異なる場合も多く、関係者との合意の形成が最も大切な仕事の一

つです。大きな目標を見失わないようにさまざまな意見をもらいながら調

整を繰り返します。

川田  裕美

始業時間が９時半と比較的ゆっくりなので、起床後から出勤ま

で間を自己学習に使います。夜間に突然に電話で起こされるこ

ともないため、メリハリのある生活を送ることができます。登庁

してからは一日のスケジュールを確認し、最新の情報を業界紙

を読みながら把握します。

昼休みまであまり時間がないため、資料作成をしているとい

つの間にかお昼休みです。重要なメールには全て目を通した

上で即座の対応が必要か判断をしていきます。

昼休みは出来るだけ外へランチに

出かけます。近辺には色々なお店が

ありますが、午後からの仕事に備え

て大盛りのお店を選びがちです。

（食べ過ぎて、ついウトウトしてし

まうことも？）

コーヒーを飲んで集中力を高め、デス

クで資料の作成。作った資料も上司の

的確な指摘によってどんどんと修正が

入ります。自分が納得できない部分に

は、とことん議論に付き合ってくれる

上司ばかりです。

一息ついてから、溜まっていたメールの処理。どんどんと仕事が

増えますが、やりがいのある仕事ばかりなので、楽しみながら一

つずつ丁寧にこなします。また、頼れる同僚や上司に囲まれてい

るため、困った時にはすぐに相談できます。

二年に一度の診療報酬改定直前のため、なかなか仕事が終わり

ません。たまには、自分の裁量で早めに切り上げてみんなでス

トレス発散に新橋へ。色んな分野出身の方や尊敬できる上司達

との議論はいつも白熱します。明日の仕事に影響が残らない程

度に楽しみます。

保険局医療課 主査

平成26年　現職（診療報酬改定担当） 

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。

中下  洸

出勤

午前中

昼休み

午後

１時

午後

２時

午後

６時

以降

Y u m i  K A W A T A H i r o s h i  N A K A S H I T A

出勤

午前中

昼休み

午後

１時

午後

２時

午後

６時

以降

始業は９時半とゆっくりですが、平成

27年度には「ゆう活」の期間があり、早

く登庁することに慣れてきましたの

で、なるべく早い出勤を心がけていま

す。８時半頃には課内の職員も大分集

まってきています。

メールをチェックしながら、午後の打ち合わせのための資料を

作成。臨床研修について、これまでにどのような議論があったの

か、最近の会議での委員のご発言はどうか、今後入手可能なデー

タは何か等を考慮しながら作成を進めます。

お昼は地下と26階にある食堂でいただくことが多いですが、

たまに街に出かけます。天気のよい日は日比谷公園を抜けて銀

座方面に歩いて行くのが楽しみです。

臨床研修室内で打ち合わせ。平成32

年度の臨床研修の見直しに向けて、

まずは論点を整理していきます。32

年は先の様な気がしますが、色々な

準備期間を考えるとあまり時間が

ありません。

今週は臨床研修関係の研究班の班会議が聖路加国際大学にて行

われる予定です。班会議でご相談したい事項について資料を作

成します。

今日も帰宅が遅くなってしまいました。厚労省でも、様々な早

期退庁の取組が行われていますので、業務を効率的に進めら

れるようにしたいと思っています。帰宅してからの一杯のお

酒でほっと一息。

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　カロリンスカ大学留学（修士課程に所属）
平成27年　現職

医師の臨床研修は、平成16年度から必修化されて以来、大きく２回の見直し

がありました。臨床研修推進室では、３回目の見直しに向けて準備を始めて

いるところです。

吉本  雅世

朝は新聞を読むようにします。自分の担当業務がメディアにど

う評価されるのかも気になりますが、なるべく広く興味を持つ

ことで、自分の担当業務を進める上で思わぬ着眼点が得られる

こともあります。

法務省に行き、担当検事さんと訴訟戦略の打ち合わせをしま

す。他省庁と協力して進める仕事では、相手の専門領域につい

て少しでもよく理解することが、ユニークなアイディアを生

む上で重要だと思っています。

法務省での打ち合わせのついでに、

近くにある法曹会館で「別盛りカ

レーライス大盛り」を食べるのがマ

イブームです（若干カロリーが気に

なりますが…）。

地方自治体（熊本県・鹿児島県・新潟県市）の担当者と打ち合わ

せをします。国よりも現場に近い自治体には、自治体ならでは

の問題意識があります。水俣病の補償救済制度が適切に運用さ

れるよう、共に悩んで解決方法を考えます。

室内の担当者ラインでミーティングを

して、プロジェクト毎に進捗状況を確

認しながら、作業分担を考えます。議論

を重ねることで政策アイディアが形に

なっていきます。

日中の打ち合わせを踏まえて、自分が担当する書面を作成し

ます。自分の専門性とアイディアの見せ所です。

週に１、２回は早めに仕事を切り上げて、なるべく異分野の方

と意見交換をする機会を作るように心掛けています。

環境省　環境保健部特殊疾病対策室
室長補佐

平成24年　保険局医療課（診療報酬改定・DPC制度担当） 
平成26年　現職

行政の仕事は、何かと何かをつなげて融合させることだと思っています。行

政は様々な社会的リソースに自由にアクセスできるのが魅力だし、だから

こそユニークで革新的な仕事をするチャンスがあると思っています。

矢野  好輝

出勤

午前中

昼休み

午後

１時

午後

２時

午後

６時

以降
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環境省　環境保健部石綿健康被害対策室

室長補佐

原田  英治 Eij i  HARADA

平成27年　現職

医療現場で臨床医として働き、その後、医薬品の臨床開発に従事した

のち、行政の道を選択しました。医学や法律など様々な視点からもの

ごとを考える機会を与えてくれる、学びの多い職場です。

医療行政を学び実践する場

健康局難病対策課

主査

川田  裕美 Yumi KAWATA

平成26年　健康局疾病対策課

平成27年　現職

入省後すぐに難病の施策の転換に携わることになりました。臨床の

ように患者さんから感謝の言葉を頂くことはないですが、何千人、何

万人の助けになるかもしれない機会があります。様々な職種、立場の

人と共に大きな仕事に関わる充実感を一緒に味わいましょう！

即戦力として

生活衛生・食品安全部基準審査課

主査

中村  梨絵子 Rieko NAKAMURA

平成26年　大臣官房厚生科学課（危機管理担当） 

平成26年　現職

臨床の現場を超えて、幅広く国民全体に影響する業務に医師として

関わることができ、とてもやりがいを感じています。

医療や食品安全など、生活に密接に関わる様々な行政が、実際にどの

ように運営されているかを目の当たりにし、日々が発見の連続です。

医師としてのやりがいがあります。

若手職員からのメッセージ Working for Public Health
Ministry of Health, Labour and Welfare

健康局総務課

主査

山﨑  一幸 Ikko YAMAZAKI

平成27年　現職

臨床現場の疑問から体制を変えたいと思い，後期研修後に入省しま

した。医療行政では医師としての専門性が実に多くの場面で必要で，

引く手数多です。多くの出会いがあり，一臨床医ではなし得ないほど

世界が広がります。医師免許の生かし方としてお勧めです。

医師免許の生かし方

医政局医事課

主査

吉川  裕貴 Yuki YOSHIKAWA

平成27年　現職

沖縄の離島で患者さんを診ていた私が、今や霞ヶ関で国を診ていま

す。問診し（現場の声を聴き）、診察し（調査を行い）、診断し（評価し

て）、治療する（政策を実効する）。視点は少し違えども、臨床好きのあ

なたなら、ちょっと面白そうだと感じませんか？

国を診る医師

保険局医療課

先進・再生医療特別評価推進係長

松本  千寿 Chizu MATSUMOTO 

平成26年　現職

 保険局医療課（診療報酬）

行政の仕事は、やりがいも苦労も臨床医のそれとは違いますが、医師

としての知識や感覚が求められる機会が多く、医系技官にしかでき

ないような業務もたくさんあると感じます。この冊子を読んで少し

でも興味が湧いた方、是非一緒に働きましょう。

このパンフレットを見たのも何かの縁

医政局歯科保健課

歯科衛生係長

大平 貴士 Takashi OHIRA

平成26年 現職

入省して２年になりますが、毎日が勉強で中身の濃い２年間でした。

厚生労働省での仕事に興味を持たれた方はまずは一度見学してみて

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！

健康局結核感染症課エイズ対策推進室

室長補佐

北原  加奈子 Kanako KITAHARA

平成27年　現職

今までに得た医学の知識・経験を活かしながら日々の仕事を積み重

ねていく充実感や、時を忘れて語り合える素敵な仲間との出逢いが

ここにはあります。行政での実際の仕事がどのようなものか、ぜひ一

度見学にいらっしゃってください。

霞が関での日々

健康局健康課

たばこ対策専門官

寺原  朋裕 Tomohiro TERAHARA

平成27年　現職

小児科医として約10年間地域医療に従事した後、大学院留学を経て

入省しました。　これまでの出会いと経験を活かし、日々新たな知見

に触れながら楽しく働いています。共に健康増進施策を生み出し、あ

たたかい社会をつくっていきましょう。

好奇心を満たす日々

健康局結核感染症課

主査

松浦  祐史 Yush i  MATSUURA

平成27年 現職

日々、新たな発見と学び、そして出会いがあります。

立ってみると、今までとは少し違った視野が開けてくるかもしれま

せん。是非一緒に、厚生労働省で働きましょう。

学びて思う



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

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

29 医系技官のキャリア形成 30医系技官「原点」探訪

応募について、卒後年数や
年齢の制限はあるのですか？

学生または初期研修医のうちに
準備しておくべきことはありますか？

採用試験ではどのような知識が
求められますか？

現在のところ、卒後年数や年齢による応募制限は設けていませ

ん。選考にあたっては、卒後年数に応じた能力を個別に判断して

おります。なお、医系技官として総合的な力を身につける観点か

ら、早期の入省をおすすめしています。

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､問題の解決に向けた論理的な思考や

リーダーシップ、コミュニケーション能力・協調性等の資質が主

に問われます。

医系技官になるための特別な準備は必要ありません。

その時々にやるべきことに全力を投じてください。

自分が配属される部署についての希望は
通りますか？

本人の希望はなるべく考慮されますが、医系技官としての総合的

な力を身につけるため、幅広い分野を経験することとなります。

職場はどのような雰囲気ですか？
病院との違いはどうですか？

技官（医系技官のほか、看護系技官、薬系技官等）や事務官（法令や

予算等を担当）等が協力して、チームで政策の立案を行います。

病院とは働く職種が異なりますが、多職種が連携して業務を行う

ところは似ています。

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。入省後の業務の状況や語学力（TOEFL等）等を踏まえた

選考があります。

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。育児休業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。 

休みは取れますか？

土･日・祝日はお休みです。

加えて､有給休暇、夏季休暇等をとることができます。

ただし、週末に研究班会議や学会での講演等が入る場合や､例え

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

みが取れないこともあります。

よくあるご質問FAQ

メンター制度について

 P33を参照

 P01を参照

 P01を参照

 P14、29を参照

 P17、29を参照

P18、33を参照

P18、33を参照

 P33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。

「厚生労働省５号館保育室」

（愛称：ふくろう）



組織図 組織図31 32

厚 生 労 働 省   組 織 図

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２8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

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・生活
衛生局

生活衛生・
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

安全対策課

医事課

血液対策課

歯科保健課

医療経営
支援課

審査管理課

監視安全課

生活衛生課

がん・
疾病対策課

肝炎対策
推進室

B型肝炎
訴訟室

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

難病対策課

移植医療
対策推進室

結核
感染病課

新型インフルエンザ
対策推進室

エイズ対策
推進室

医療安全推進室

国際食品室

新開発食品
保健対策室

水道課

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

保険システム
高度化推進室

認知症・施策
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

女性の健康
推進室

健康課

予防接種室

地域保健室

P05 ▶

P06 ▶

P08 ▶

P09 ▶ P10 ▶P07 ▶

P12 ▶

P11 ▶

P13 ▶

P03 ▶ P04 ▶



医系技官採用情報ホームページ www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/ikei/

医系技官採用担当メールアドレス ikeisaiyo@mhlw.go.jp

平成28年度  採用情報 イベント情報

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（歯科医師）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」

　www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/ikei/

　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：03−3595−2171（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 29 年 4 月 1 日　採用

採用スケジュール

前期試験（医科のみ）

応募期限 平成28年5月30日 （月）  （消印有効）

後期試験
応募期限 平成28年10月31日 （月）  （消印有効）

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

前期 6月中旬（予定）

後期 11月中旬（予定）

前期 6月下旬（予定）

後期 11月下旬（予定）

前期 7月初旬（予定）

後期 12月初旬（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。

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。本年度の募集は、4

月下旬〜5月上旬にインターンシップのページ（www.mhlw.go.jp/general/saiyo/internship.htm）に掲載予定です。

厚生労働省職場体験実習（インターンシップ）

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。

33 34採用情報 イベント情報

医系技官　採用
またはキーワード検索にて

医療政策セミナー（医科のみ）

対　象

開催日

会場・時間

概　要

参加料

医系技官を進路として検討中の医師（医科のみです）及び医学部学生

厚生労働省（予定）　13：00〜20：00

※遠方からで希望される方（学生に限る）は、宿泊の補助をしますのでご相談ください。

第 １ 回：平成28年４月16日（土）／第 ２ 回：平成28年７月30日（土）
※両日とも、11：00より、セミナー参加の方を対象に医系技官業務説明会を行います。（任意参加）

毎年応募者が多数の人気企画です。参加される方 と々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。

無料

参加を希望される方は、医系技官採用情報のホームページから申込みください。
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。

【申込み締切】　第１回  平成28年３月25日（金）／第２回  平成28年７月１日（金）

参　加
申込み

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。カジュアルな服装でお越しください。お越しになる場合には、医系技官採用情報のホームページから申込みください。

医系技官業務説明会ならびに個別相談会（医科のみ）

開催日

会場・時間

参加料

第１回  平成28年４月24日（日）／第２回  平成28年７月31日（日）／第３回  平成28年８月28日（日）　
※第2回（7月31日）については、歯科も対象になります。

厚生労働省　14：00〜16：00　（受付開始時間 13：50～）

無料
※予定は変更になることがありますので、医系技官採用情報のホームページで確認をしてください。

東　京

名古屋

大　阪

岡　山

民間医局  レジナビフェア スプリング2016  東京  ～臨床研修プログラム～
〔日時〕 平成28年３月20日（日）　10：00〜17：00　〔会場〕 東京ビッグサイト

マイナビ　RESIDENT FESTIVAL 東京会場
〔日時〕 平成28年５月15日（日）　13：00〜17：00　〔会場〕 品川インターシティ

民間医局 レジナビフェア 2016 東京　～専門医研修プログラム～
〔日時〕 平成28年６月26日（日）　12：00〜17：00　〔会場〕 東京ビッグサイト

東海北陸地区臨床研修病院合同説明会
〔日時〕平成28年５月５日（祝）　10：00〜16：00　〔会場〕 ポートメッセなごや

（予定）レジナビフェア2016 in 大阪
〔日時〕 平成28年７月３日（日）

マイナビ　RESIDENT FESTIVAL　岡山会場
〔日時〕 平成28年４月10日（日）　12：00〜17：00　〔会場〕 岡山ロイヤルホテル

医学生・医師向けイベントの出展

ブースを出展します。現役の医系技官も複数参ります。お気軽にお越し下さい。

＊後期試験は行わないことがあります。実施の有無は7月上旬に
　HP上で発表します。


