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「ヒト」 も 「人」 も大好きなあなたへ。

世の中には、 たくさんの願いごとが、 あふれています。

そのすべてを叶えることはできないけれど、

笑顔の数を、 ちょっとだけ増やすお手伝いなら、 どうでしょう。

「ヒト」 が好きなあなただから、

「人」 が大好きなあなただからこそ、 できること。

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

応する必要があります。

一方、 情報通信技術の急速な進歩 ・

普及は電車の中等で大多数の乗客がそれ

ぞれスマートフォンを操作する様子を見て

も、 自分が欲しい物を日常的にネットで注

文 ・ 購入している経験からも身近に感じら

れると思います。 人工知能（ AI） もネット

検索や注文の際に「 あなたへのお勧め」

に追いかけられたり、 AI スピーカーとの会

話を体験したり、 先進技術がいつの間にか

日常生活の中に入り込んで来ています。 医

療に関してもノーベル生理学 ・ 医学賞を受

賞された山中伸弥先生、 本庶佑先生の研

究から生まれるがん、 難病の画期的な治

療は患者やその家族に素晴らしい希望をも

たらしつつあります。

私たちの未来には常に多くの課題と希

望が共に存在しますが、 これらに率先して

取り組み、 課題の解決、 希望の実現を目

指す事が行政官の役割です。

2018 年、 日本の人口は 1 年で 45 万

人減少したと推計されています。 少子高齢

化が進む中で人口減少が加速しています。

日常生活の様々な局面で若い働き手が減

って来たことによる人手不足の影響は着実

に現れ始めています。 例えば建設業や運

送業や引っ越し業等では不足する人手を確

保するため人件費が高騰し、 サービス価

格の上昇が顕著になって来ています。一方、

医療機関を訪れる患者は７０代、 ８０代の

高齢者が多くなり、 町内会などの地域の

様々な活動も高齢者が中心となって行われ

ています。 何年もかけて着実に進行してき

た人口高齢化、 働き手不足も今やはっきり

と感じられるようになっています。 また、 私

たちが暮らす日本列島は、 毎年必ず地震、

台風、 集中豪雨等の自然災害に見舞われ

るため、 災害への備えも欠かす事が出来

ません。 徐々に進行する問題にも緊急事態

にも私たちは危機感を欠かさずに備え、 対

�

医薬品や医療機器、 再生医療等製品

の規制、 食品衛生規制、 化学物質規制な

ど、 私たちが取り組む科学技術の産物と

人との関わりに起因する課題への対応は、

今や米国 FDA、 欧州 EMA 等世界の規制

当局とも連携 ・ 協力をしながら最新の科学

的知見を踏まえた的確な判断が求められ

ます。 その上で、 国民、 患者を含めた全

てのプレーヤーとよく話し合い、 それぞれの

立場や抱える問題を理解して最善の方策を

考え出し、 実行に移す必要があります。 私

たちの日々の仕事は様々な問題で困ってい

る人が幸せになるのにはどうすればよいか

を真正面から徹底的に考え、 行動すること

が全ての基本です。

誇りを持って「 私の仕事は人を守り幸

せにするためにやっています。」 と言える仕

事仲間に皆さんもどうぞ加わって下さい。

未来を見据えた高い志を持ち、 様々な現場の実態を踏まえて、
国民 ・ 患者の期待に応えましょう。

大臣官房審議官（ 医薬担当）

森　和彦



その他行政分野

化学物質分野

食品安全分野

研究開発分野

医療・経済分野

薬事分野

　　・化学物質のリスク評価

　・家庭用品の安全対策

・毒物・劇物の取締

　　・診療報酬、調剤報酬

　・薬価、材料価格

・薬剤師の職能

　　　　・食品の安全確保

　　・食品添加物、残留農薬、

　容器・包装のリスク管理

　・他省庁の行政分野

　　　　　・医薬品、医療機器、再生医療等製品、

　　　　　　医薬部外品、化粧品の品質・有効性・

　　　　　　安全性の確保

　　　・麻薬・覚せい剤・危険ドラッグ等の取締

　　・献血の推進

　・医薬品の販売制度

・薬剤師国家試験

　　　・医薬品・医療機器、

　　　　再生医療等製品等の

　　　　研究開発の推進

・ライフサイエンス分野の

　研究開発の推進

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

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

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

制等の多岐の分野に渡っています。

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

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

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

「日本社会」のフロンティアへ

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

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

便宜的に「薬系技術職員」と称しています。

�
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医薬 ・ 生活衛生局内の総括

医薬・生活衛生局 総務課 
　

医薬品による健康被害対策／薬事規制の国際調和を推進する

医薬・生活衛生局 総務課医薬品副作用被害対策室／国際薬事規制室

　医薬 ・ 生活衛生局総務課では、 局内の行政の

総括、 薬局 ・ 薬剤師行政及び一般用医薬品等販

売制度に関する企画 ・ 運営等の業務等を行ってい

ます。

薬剤師行政の企画 ・ 運営

　医薬品が適正に使われるためには、 薬の専門

家である薬剤師の役割が重要であり、 その資質の

向上も重要です。 平成１８年には薬学教育６年制

が開始され、 より高度な知識 ・ 技能を持って実臨

床で活躍する薬剤師の育成が求められています。

このため、 局内外の職員や外部の専門家、 関係

団体と連携しながら薬剤師行政に関する企画 ・ 立

案として、 具体的には、 ６年制の薬学教育に対応

した薬剤師国家試験の在り方の見直しや資格取

得後の薬剤師に対する研修制度の検討、 薬剤師

の行政処分及び再教育研修、 医薬品の適正使用

のための啓発活動等の医療政策の一端を担う業

務を行っています。

かかりつけ薬剤師 ・ 薬局の推進

　近年、 薬事行政を取り巻く環境は大きく変化し

ており、 国民の健康の維持・増進のために薬剤師・

薬局が貢献できるよう、 厚生労働省においても仕

組の整備を含めた適切な対応が求められていま

す。 また、 日本では急速に高齢化が進行している

ため、 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最後まで続けることができるよう、 住ま

い ・ 医療 ・ 介護 ・ 予防 ・ 生活支援が一体的に提

供される地域包括ケアシステムの構築を進めてお

り、 薬剤師 ・ 薬局もその一翼を担うことが期待さ

れています。 総務課ではこれらのことが実現できる

よう、 患者の視点に立って薬剤師 ・ 薬局に関する

関連政策を進めています。

・ 患者のための薬局ビジョン

厚生労働省においては、 患者の服薬情報の一元

的 ・ 継続的把握や在宅での対応を含む薬学的管

理 ・ 指導など、 かかりつけ薬剤師としての役割を

発揮することができる薬局に再編するため、 平成

27 年 10 月に「 患者のための薬局ビジョン」 を

策定しました。 薬局ビジョンを実現するため、 地

域の取組を支援する予算事業の実施など、 自治

体と連携しながらかかりつけ薬剤師 ・ 薬局に関す

る取組を推進しています。

・ 健康サポート薬局

　かかりつけ薬剤師 ・ 薬局の機能を持ちながら、

地域住民の健康の維持 ・ 増進を積極的に支援す

る薬局を「 健康サポート薬局」 として公表できる

こととしており、 この「 健康サポート薬局」 機能を

備えた薬局が全国に広めるための普及 ・ 啓発に

も取り組んでいます。

医薬品を適正に販売するための制度づくり

医薬品は副作用などのリスクをあわせもつこ

とから、 患者が安全に使用できるよう、 薬剤師な

どの専門的な知識を持った者による販売が必要

です。 総務課では、 医薬品の販売制度を担当し、

医薬品が適正に販売されるよう取り組んでいます。

最近の制度改正としては、 平成 26 年６月に一般

用医薬品について、 一定のルールの下でインター

ネット販売を可能としました。 このため、 適切に医

薬品が販売されているか、 毎年度実態調査を行っ

て確認しています。 また、 平成 29 年１０月に偽造

医薬品の流通防止に関する省令改正を行い、 医

薬品を販売するにあたり、 薬局や卸売販売業者が

遵守すべき事項の追加をしました。

医薬品副作用被害対策室

　医薬品は、 国民の生命や健康を守るために欠

かせないものです。 そのため、 その有効性と安全

性が確保されていなければなりません。 しかし、

その使用にあたって万全の注意を払ってもなお副

作用等の発生を防止できない場合があります。 病

気の治療のために使用した医薬品により、 副作用

や感染などの被害を受けた方に対して給付を行う

ため、「 医薬品副作用被害救済制度」 と「 生物

由来製品感染等被害救済制度」 の二つの公的な

健康被害救済制度があります。 医薬品副作用被

害対策室では、 上記のような医薬品の副作用等

による健康被害を受けた方に対する救済の仕組み

など、 医薬品等の有害な作用による健康被害の

対策を行っています。

国際薬事規制室

　　近年、 我が国の薬事規制のレベルは、 審査

期間の短縮、 ドラッグラグの解消等、 飛躍的な向

上を見せたことから、 諸外国から高い評価を得て

います。 今後は、 薬事規制に関する我が国の知

見を世界に発信して、 世界のドラッグ／デバイスラ

グの解決、 国際社会の保健衛生の向上に一層貢

献することとしています。

　国際薬事規制室は、 この目的のため平成 28

年に設置されました。 ICH （ 医薬品規制調和国

際会議）  における米国 EU 等との調和ガイドライ

ンの作成とアジア等への普及、 アジア等各国との

二国間会議における規制協力を、 厚生労働省 ・

PMDA の取りまとめ役になって進めています。 平

成 29 年には、 日米 EU 等の世界 29 か国の薬

事規制当局の責任者が集う「 薬事規制当局サミッ

ト」 を京都で主催し、 国際協力の促進に大きく寄

与しました。

　最新の知見に基づき医薬品 ・ 医療機器等の規

制を実施するため、 国際的な規制当局間の協力

は欠かせないものとなっています。 国際薬事規制

室の活動を通じ、 国内外の規制のレベルの向上

を図っています。
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医療機器 ・ 再生医療等製品 ・ 体外診断用医薬品の審査等のとりまとめ

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

病院で用いられるものになると CT 診断装置や放射線治

療装置があります。 医療機器審査管理課では、 そのよう

な医療機器や、 インフルエンザ検査キットに代表される体

外診断用医薬品の有効性 ・ 安全性を確認する審査制度、

製造 ・ 流通するために必要な業許可制度に関する業務を

主に行っています。 また、 近年は生きた細胞に培養等の

加工を施して治療などに用いる再生医療技術の開発が盛

んに進められていますが、 そのような技術を応用した再生

医療等製品については再生医療等製品審査管理室が担

当しています。

医療機器等の制度とその取組

　医療機器等は製造から流通までの各段階で製造業、

製造販売業、 販売 ・ 貸与業、 修理業についての登録 ・

許可等と、 個別の製品に対する国の承認等がそれぞれ

必要であり、 不具合時の人体へのリスク分類に応じた要

件が設定されています。 また、 医療機器はパソコンなど

の他の機械製品と同様に、 短いサイクルで改善 ・ 改良が

行われて製品化される場合が多い等、 医薬品と異なる特

性を有しているため、 このような特性を踏まえた制度が適

用されています。 例として、 民間の第三者機関を活用し

た認証制度があります。 これはリスクや新規性の低い医

療機器の審査を第三者認証機関が行うことで、（ 独） 医

薬品医療機器総合機構における医療機器の審査の迅速

化を図っている制度です。

　また既に、 国内で開発された医療機器等を世界に先

駆けて承認するための先駆け審査指定制度等、 革新的

な医療機器等への早期アクセスを実現する制度の運用は

開始されていますが、 これら制度を法律上の制度とする

ための法改正を現在目指しています。

海外まで広がる医療機器制度

　国際関係では、 海外で開発される優れた医療機器

がより早く患者様に届けられるよう、 世界各国の医療

機器規制当局間の会議である IMDRF（ International 

Medical Device Regulators Forum）  を通じて、 医療機

器規制の国際調和を図っています。 各国でそれぞれ製造

所の調査を行うのではなく、 共同で認定した第三者機関

の調査結果を活用する MDSAP（ Medical Device Single 

Audit Program） への参加もしています。 また、 医療機

器制度が類似しているアメリカとは、 日米共同治験の円

滑化のためＨＢＤ （ Harmonization By Doing） を通じて

産学官で連携するとともに、 日米共同治験に関する米国

FDA との間の審査協力を実施するなど、 有効で安全な

医療機器の日米間での導入をスムーズにするよう努力し

ています。

再生医療等製品の制度

　再生医療等製品は、 平成 25 年の薬事法改正で医薬

品、 医療機器とは別に新たに定義し、 細胞に由来する個

人差などの特性を踏まえた新たな承認制度（ 条件 ・ 期

限付承認制度） を創設しました。 改正後の３年半で再生

医療関係の治験は、約 40 品目まで急増しています。 また、

3 年ぶりに新規再生医療等製品が承認されるなど、 開発

の動きが加速しています。 生きた細胞を用いるため、 感

染症や、 発がんに関するリスクも想定されることから、 定

期的な報告や販売先の記録保存を求めるなどの安全対

策上の措置も講じています。

医薬品等承認審査のとりまとめ

医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課
医薬品等の承認 ・ 審査

　一般的に新医薬品は、 ①開発企業により、 臨床試験等の

データに基づいた承認申請がなされ、 ②独立行政法人医薬

品医療機器総合機構（ 以下「 ＰＭＤＡ」 という。）  において品

質 ・ 有効性 ・ 安全性等を審査 ・ 調査し、 ③各分野の専門家

より構成される薬事 ・ 食品衛生審議会において審議され、 ④

厚生労働大臣が承認の可否を決定します。 医薬品審査管理

課ではこれらのうち特に②、 ③、 ④に関わる業務を行っており、

審査上の問題点に対する助言、 既存の制度の活用 ・ 改正、

新しい制度の設立によって、 優れた医薬品を遅滞なく確実に

国民に届けることができるよう日々取り組んでいます。 承認審

査に関する業務が主であることから、 ＰＭＤＡとの緊密な連携、

開発企業との様々な調整が求められます。

また、 新医薬品以外にも、 後発医薬品 ・ 一般用医薬品 ・ 医

薬部外品 ・ 化粧品の承認審査等に関する業務を行っています。

新薬の開発促進に向けた取り組み

　医療上の必要性が高いにも関わらず、 患者数が少なく十分

にその研究開発が進んでいない医薬品の試験研究を促進す

るため、「 希少疾病用医薬品」 への指定制度があります。 希

少疾病用医薬品に指定されると、 研究開発費の助成や、

優先的な審査を受けることができます。 医薬品審査管理

課では、 開発企業からの申し出を受けてＰＭＤＡと随時連

携を取りながら、 国内患者数 ・ 医療上の必要性等につ

いて一定の基準を満たしている医薬品について、 希少疾

病用医薬品への指定業務を行っています。

　海外では承認されている医薬品が日本では承認されて

いない「 ドラッグ・ラグ」 という問題が指摘されていました。

この問題に対する取組みの一つとして、 欧米等で承認さ

れているが、 国内では未承認又は適応外使用の医薬品

（ 以下「 未承認薬 ・ 適応外薬」 という。） について、 平

成 22 年 2 月より「 医療上必要性の高い未承認薬 ・ 適

応外薬検討会議」 を開催しています。 この会議では学会

や患者団体等から要望された未承認薬 ・ 適応外薬につ

いて、 国内で治療薬がなく致死的な病気である等の観点

から医療上の必要性を評価し、 必要性が高いものは国か

ら企業に開発を要請し、 未承認薬 ・ 適応外薬の開発を

促進させており、 医療現場が求める医薬品を早期に使用

できるように取組みを進めています。

　ドラッグ ・ ラグの解消から更に一歩進んで、 平成 27

年からは、 世界に先駆けて日本で開発され、 早期の開発

段階で著明な有効性が見込まれる画期的な医薬品の審

査期間を通常の半分にするなど、 各種支援により早期の

実用化を目指す「 先駆け審査指定制度」 を実施してきま

した。 平成 30 年 12 月現在、 先駆け指定された医薬品

のうち３品目承認されており、 今後も革新的な医薬品が

登場する見込みです。

　更なる取り組みとして、 平成 29 年には、 患者数が少

ない等の理由で、 検証的臨床試験の実施が困難な医薬

品や有効な治療方法が乏しい重篤な疾患を対象とした医

薬品について、 一定の有効性、 安全性を確認した上で、

市販後に有効性、 安全性の再確認等のために必要な調

査等の実施について承認条件を付して、 早期承認を目指

す「 条件付き早期承認制度」 を導入しました。

　革新的な医薬品については、 今後もこのような制度を

活用して早期実用化を目指していきます。 革新的な医薬

品については、 今後もこのような制度を活用して早期実

用化を目指していきます。

再生医療等製品　　　医療機器
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医薬品等の監視指導と薬物の乱用対策

医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課

医薬品等の監視指導

　医薬品、 医療機器及び再生医療等製品等（ 医

薬品等） が適切に使用されるには、 個別の製品

の品質 ・ 有効性 ・ 安全性に加え、 適切な情報提

供や販売方法の確保等が必要です。 そのため、

監視指導 ・ 麻薬対策課では各都道府県の薬事監

視員や医薬品医療機器総合機構等と連携して、

必要な指導取締（ 薬事監視） を行っています。

　具体的には、 製造管理 ・ 品質管理基準が遵

守されて製造が行われているか、 医薬品等の容

器の表示 ・ 記載事項に不備 ・ 不正がないか、 薬

局及びドラッグストアでの薬剤師や登録販売者に

よる情報提供や管理等が適切に行われているか、

消費者に誤解を招く広告が行われていないか等、

様々な観点から指導取締を実施しています。 また、

品質不良や不正表示等が判明した場合には、 企

業に当該製品の回収を指導しています。

　なお、 個別の製品や企業等に対する指導取締

は、 各都道府県において実施しており、 監視指導・

麻薬対策課では全国の都道府県で統一の基準で

行われる指導取締に必要な基準作成や、 都道府

県間の調整を行っています。

麻薬等薬物の乱用対策

　薬物５法で厳しく規制されている麻薬 ・ 向精神

薬 ・ 覚醒剤 ・ 大麻 ・ あへん等の乱用を防止する

ため、 徹底した取締と予防啓発に係る企画立案を

実施しています。 違法薬物の多くは海外から密輸

されますが、 その取締りについて、 地方厚生局麻

薬取締部の麻薬取締官、 都道府県の麻薬取締員

と連携して、 指導監督 ・ 捜査等の実施を、 また予

防啓発については、 全ての小学６年生の保護者等

に啓発読本の配布等を、 また地域における啓発と

して「 ダメ。 ゼッタイ。」普及運動等を進めています。

　「 がん対策基本法」 において緩和医療の促進

が求められており、 緩和ケアが診断の時から適切

に提供されるようにすることなどが規定されていま

す。 その中で、 がん患者の疼痛緩和を促進するた

め、医療用麻薬の適正な管理・使用促進に向けて、

講習会、 医療用麻薬適正使用ガイダンス等の作

成 ・ 配布を実施しています。

　また、 危険ドラッグ（ 合法ハーブ等と称して販

売される薬物） の乱用防止のため、 乱用のおそ

れのある物質を特定し、 医薬品医療機器法上の

指定薬物として指定することにより、 その所持 ・ 使

用 ・ 購入 ・ 製造 ・ 輸入販売等を規制しています。

　なお、 本対策に関する業務のうち、 麻薬 ・ 覚

醒剤等の捜査に関する業務は、 地方厚生局採用

の麻薬取締官が担っています。

医薬品等の安全性の確保

　医薬品、 医療機器及び再生医療等製品等（ 医

薬品等） は、 治験等のデータに基づき、 厚生労

働大臣等の承認を経て製造販売されます。 しかし、

市販後に投与される患者については、 年齢、 既

往歴、 併用薬等は一様でなく、 使用数も格段に

増加することから、 市販後新たに副作用等が明ら

かとなることは珍しくありません。 市販後の医薬品

等の安全性情報の収集と安全対策は、 医薬品等

を適正に使用するにあたり重要な役割を担ってい

ます。

医 薬 品 等 の 安 全 性 情 報 の 収 集 を 行 う た

め、 医薬品医療機器法（ 薬機法） や Good 

Pharmacovigilance Practice（ GVP） 省 令 は、

医薬品等を製造販売する企業に対して、 国内外

の副作用等の発現情報、 医薬品等の安全性に関

する研究報告、 海外規制当局による措置等を収

集し、 厚生労働省へ報告することやその体制を構

築することを義務づけています。 さらに、薬機法は、

医師 ・ 薬剤師等に対しても、 副作用等の情報を

厚生労働省に報告することを求めています。

　厚生労働省は、 独立行政法人医薬品医療機器

総合機構（ PMDA） と連携し、 専門家の意見を

聞きながら集積された情報を分析し、 安全対策が

必要な場合は、 医薬品等の添付文書の改訂を企

業に指示する他、 緊急対策が必要な場合には緊

急安全性情報（ イエローレター）・安全性速報（ ブ

ルーレター） を発出するよう企業へ指示するなど、

様々な措置を講じています。

　また、 厚生労働省は、 このような安全対策上の

措置について、 医薬品等を使用する方への情報

提供も行っています。 例えば、 医療関係者に対し

ては、 情報誌「 医薬品・医療機器等安全性情報」

の発行や、 予測・予防型の安全対策に資する「 重

篤副作用疾患別対応マニュアル」 の改定 ・ 更新、

メール配信サービス「 PMDA メディナビ」 を通じ

た情報提供を行っているほか、 患者に対しては、

患者用添付文書である「 患者向け医薬品ガイド」

を作成するなど、 医薬品等の安全性について多く

の方に知っていただくよう努めています。

次世代の安全対策を目指して

　副作用等報告の制度では、 医薬品等の使用者

数を把握できない、 副作用等の発現頻度を他剤

等と比較できないといった限界があります。 これ

らの問題を解決するため、 大規模データベースを

用いた市販後安全対策の政策を推進しています。

「 医療情報データベース（ MID-NET） 推進事業」

においては、 10 拠点 23 病院に医療情報データ

ベース、 PMDA に情報分析システムを構築してお

り、 平成 30 年４月よりシステムの本格的な運用

を開始しました。 本事業により、 一層、 エビデン

スに基づいた市販後安全対策を推進していく予定

です。

副作用被害者の救済

　医薬品の副作用等による健康被害を受けた方

を救済するための制度として、「 医薬品副作用被

害救済制度」、「 生物由来製品感染等被害救済

制度」 があります（ 副作用被害対策室の業務紹

介参照）。 この制度を運用する PMDA は、 健康

被害を受けた本人又はその遺族等からの治療費

等の給付請求に対する給付の可否を決定するに

際して、 その健康被害が医薬品の副作用等による

ものか、 医薬品等が適正な目的で正しく使用され

たかなどの医学薬学的判断について、 厚生労働

省に申し出ることとなっており、 医薬安全対策課

は、 この申し出に基づき、 薬事 ・ 食品衛生審議

会（ 副作用 ・ 感染等被害判定部会） の意見を聞

き、 PMDA に回答しています。

医薬品、 医療機器及び再生医療等製品等の安全を守る

医薬・生活衛生局 医薬安全対策課
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産業や日常生活に必要不可欠な化学物質の安全対策

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

化学物質による、 人への健康被害を防ぐことを目

的としています。

産業的に生産される化学物質は、 衣類や洗剤

などの日用品から、 皆さんがよく使うスマートフォ

ンなどの電子機器に至るまで様々な製品に使われ

ており、 便利で豊かな生活に貢献しています。 し

かし、 人工的に作られた化学物質の中には人体

や生態系に有害な影響を及ぼすものがあるため、

適切な管理と十分な安全対策を行うことが必要で

す。

当室では、 以下の３つのアプローチにより、 化

学物質における安全性の確保に向けた施策を実

施しています。

化学物質の適切なリスク管理に着目した安全対策

　PCB というかつて幅広く使われていた化学物質

が、 生物濃縮により魚や鳥などから高濃度で検出

されたという話をご存じの方は多いのではないで

しょうか。 このように、 化学物質の中には環境中

で分解されずに残るものや生体に蓄積しやすいも

のがあり、 食物などを通して人の健康に被害を及

ぼしたり、 生態系に影響を与えたりするものがあり

ます。 当室は、 環境中に排出された化学物質が

人の健康や生態系に影響を及ぼすことを防止する

ため、 そのリスクに応じて製造 ・ 輸入 ・ 使用を管

理しています。 また、 化学物質の安全性に関する

情報収集 ・ 評価を順次行い、 化学物質における

の指定は、 毒性試験の結果や国際的な規制動向

を踏まえて行います。 また、 事故や災害で毒劇物

が流出したり、 事件に毒劇物が使われたりした際

には、 自治体を通じて情報収集し、 適宜指示を出

しています。

家庭用品の安全対策

家庭用品に含まれる化学物質は、 産業的に生産

される化学物質の中で最も身近な物であるため、

その分、 健康被害が生じるリスクが大きいと言え

ます。 そのため保健衛生上の見地から衣類等の

繊維製品、 洗剤、 殺虫剤などの家庭用品に含ま

れる特定の化学物質について、 安全性データに基

づき含有量の基準を設定しています。 また科学技

術の発展により古くなった家庭用品の検査技術に

ついては、 その更新に取り組んでいます。 なお検

査により基準違反の製品が見つかった場合は、 問

題製品の回収命令を出し、 事業者に対する立ち

入り検査をするなどの対応をとっています。

適切な管理を進めています。

毒物 ・ 劇物に関する安全対策

　　塩酸や硫酸などの人体に対して強い毒性

を持つ化学物質も、産業には不可欠なものです。

当室は日常的に流通している化学物質のうち、

その取扱いに注意を要するものについて、 主に

急性毒性情報をもとに、 毒物 ・ 劇物に指定し、  

製造 ・ 輸入から使用まで、 流通の各段階で必

要な安全対策を実施しています。 新たな毒劇物

血液事業

　「 血液事業」 は善意の献血者を募り、 採血を

行い、 その血液から血液製剤を製造し、 必要とす

る患者さんに提供する一連の事業です。 この事業

を進めるに当たっては「 安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する法律（ 血液法）」 において、

国、 地方公共団体、 採血事業者、 血液製剤の製

造販売業者等及び医療関係者が、 それぞれの責

務を果たしつつ、 安全性の向上、 国内自給の原

則及び安定供給の確保、 適正使用の推進、 公正

の確保及び透明性の向上といった法の基本理念

の実現に向けた取組を進めることとされています。

血液事業の運営状況については、 定期的に薬事・

食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会に報告

し、 施策の策定 ・ 実施に当たっての公正の確保

及び透明性の向上、 さらに献血者の善意に応え、

国民の理解と協力を得られるよう積極的に十分な

情報を公開することにより、 血液事業の円滑な実

施に向けた取組を行っています。

血液事業の安全対策

　血液製剤は、 人由来の血液を原料とするという

性質上、 有限で貴重なものであると同時に、 血液

を介して感染する病原体が混入するリスクを完全

には否定できないため、 血液の採取、 製造、 供

給から使用に至るまで様々な安全対策が実施され

ています。 例えば、 血液製剤による感染が疑わ

れる事例が発生した場合には、 遡及調査を行い、

速やかに回収等の措置がとれるようになっていま

す。 また、 遺伝子組換え製剤等の「 血液製剤と

代替性のある医薬品又は再生医療等製品」 につ

いても安全性の向上や適正使用の推進を目的とし

た施策を実施しています。

血液製剤の国内自給と安定供給

　血液法の基本理念では、 倫理性、 国際的公平

性等の観点から、 国内で使用される血液製剤が、

原則として国内で行われる献血により得られた血

液を原料として製造される体制の構築を目指すこ

ととされています。 また、 中期的な需給見通しに

基づき、 血液製剤を献血により確保し、 医療現場

の需要に応じて、 血液製剤を過不足なく安定的に

供給する体制を整備しています。

血液製剤の適正使用の推進

　医療関係者は、 血液製剤が貴重であり、 感染

症のリスクを完全には排除できない特性があること

を考慮し、 血液製剤の使用を患者に真に必要な

場合に限るなど、 血液製剤の適正使用を一層推

進する必要があります。 国は、 血液製剤の適正使

用を一層促進するための方策を講じています。

献血推進について

　献血については、 今後の少子化の進展による

献血可能人口の減少及び高齢化に伴った輸血医

療の増加を考えると、 血液製剤の適正使用を進

める一方、 将来の献血を支えていただける方々、

とりわけ、 若年層の方々に対する対策が重要とな

っています。

　このことから、 小中学生を対象としたキッズ献血

（ 模擬献血）、 中学生向けの血液全般の知識の普

及を目的としたポスターの配布、 高校生向けの献

血普及啓発テキストの作成など、 若年層に向けた

血液全般の知識の普及 ・ 啓発を行っています。

血液製剤 ・ ワクチンの安定供給の確保

医薬・生活衛生局 血液対策課
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かかりつけ薬剤師・薬局の業務を評価するなど、

適正な医療保険制度のための医薬品行政

保険局 医療課／調査課／医政局 経済課
保険局医療課、 調査課

　日本では、 すべての国民がいずれかの公的医

療保険制度に加入することにより、 いつでも安心

して適正な医療を受けることができる皆保険制度

がとられており、 このことが国民の健康保持と国

民生活の安定に大きな役割を果たしています。

　保険局に配属された薬系職員は、 医薬品等に

対する専門性を活かし、 薬価の算定や診療報酬 ・

調剤報酬の改定などを通し、 医療保険行政の企

画立案を担っています。

　医療保険制度の下では、 診療行為や医薬品の

価格は、 ほとんどが個別に定められており、 より

その時代に即した医療保険財源の配分が行われ

るよう、 原則として、 二年に一度、 見直されてい

ます。

　薬価制度については、 革新的な医薬品を高く評

価しつつ、 後発品が上市された医薬品の価格を

見直すなど、 国民皆保険を持続しつつ、 新薬開

発のイノベーションの推進につながるよう定められ

ています。

　一方、 調剤報酬では、 かかりつけ薬剤師 ・ 薬

局の業務を評価するなど、 患者に対する薬物療法

の有効性 ・ 安全性を確保する観点で見直しを進

めています。

　また、 保険局の薬系職員は、 統計調査を担当

しており、 数理的な見地からも医療保険行政に貢

献しています。 電算化された診療報酬明細書 ・ 調

剤報酬明細書の情報を活用し、 医療費の動向の

分析を行っており、 その結果は、 診療報酬 ・ 調剤

報酬の改定、 医療費適正化計画など各種施策の

ための基礎資料として活用されています。

医政局経済課

　医政局経済課は、 医薬品 ・ 医療機器の安定供

給、 業界振興等を目的とし、 ベンチャー企業を含

む、 医療のイノベーションを担う企業 ・ 業界の意

見を適切な形で政策に反映する役割等を担ってい

ます。 医薬品・医療機器は、 患者が存在する限り、

持続的開発及び供給が求められますが、 開発に

は莫大な費用を要するため実現が困難な場合が

あります。 医薬品の医療保険上の価格（ 薬価）は、

実際の販売価格にも影響し企業の経営に直結す

るため、 患者負担と企業の供給実現性の両面か

ら検討するべきものです。 医政局経済課の薬系技

官は、 必要な医薬品等の持続的開発等に資する

ため、 企業の意見を聞き、 薬学的 ・ 医学的観点

から臨床上の位置付け等について検討し、 妥当な

範囲で価格が設定されるよう、 適宜企業に対し必

要な助言を行うとともに、 保険局との調整を行っ

ています。

　また、 医療保険上の価格が決定された後も、

安定供給の実現性の観点からの意見を聴取して

います。 医薬品 ・ 医療機器のうち、 不採算等の

理由で企業から要望のあった品目について、 販売

実態、 医療上の必要性を検討し、 個別の価格を

新たに設定するべきものを選定しています。 その

他、 原料不足による医薬品の欠品に関する相談

に応じる等、 医薬品 ・ 医療機器の安定的流通に

係る施策にも関与しています。

さらに、 ベンチャー企業支援として、 大手企業等

のマッチングをサポートするための「 ジャパン ・ ヘ

ルスケアベンチャー ・ サミット」 の開催や、 研究

開発、 薬事 ・ 保険、 知財管理等、 医薬品等の開

発の各段階で生じる課題に対応するための専門家

をサポーターとして登録し、 きめ細かい相談や支

援を行っています。

　食は、 すべての国民の毎日の暮らしに欠かせないもの

です。 食品の安全性の確保は、 国民の健康を守るため

にきわめて重要であり、 多くの方が高い関心をもっていま

す。 私たち薬系技術職員は食品の安全を担う一員であり、

食品衛生法に基づく食品、 添加物等の規格や基準を策

定し、 その運用が適切にされるよう監視指導することを通

じて、 食品の安全性の確保に取り組んでいます。

食品安全行政における厚生労働省の役割

　厚生労働省は、 食品衛生法に基づく食品、 添加物、

残留農薬、 器具 ・ 容器包装の規格や基準を薬事 ・ 食品

衛生審議会の専門家の意見を聴いた上で策定していま

す。 また、 その基準が守られているかの監視は、 厚生労

働省が、 本省 ・ 地方厚生局 ・ 検疫所において監視指導

を担うほか、 地方自治体との相互連携により実施してい

ます。

添加物等の意図的に食品に使用される物質のほか、 カ

ビ毒や重金属といった非意図的に食品に含まれる物質に

ついては、 健康影響、 実態調査及び国際規格等を考慮

し規格基準の設定など規制を行っています。 また、 規格

基準の設定が不要と考えられた物質についても海外の動

向調査や定期的なモニタリングの実施により、 適切なリ

スク管理がされています。 後述のとおり、 器具 ・ 容器包

装については、 合成樹脂を対象に欧米で既に導入されて

いる「 ポジティブリスト制度」（ ＝安全性を評価し、 使用

が認められた物質以外は使用を原則禁止するという仕組

み） を 2020 年までに導入することとしています。

なお、 規格や基準を策定するために、 内閣府に設置され

た食品安全委員会が科学的知見に基づいてリスク評価を

行っています。 その結果に基づいて、 厚生労働省などが

リスク管理機関として規制等の措置を実施し、 関係機関

が連携して、 国民の健康の保護のための積極的な対策

に取り組んでいます。

また、 国際連合食糧農業機関（ FAO） 及び世界保健機

関（ WHO） によって合同で設立された国際政府間組織

であるコーデックス委員会は、 各加盟国が参照する食品

の国際規格を策定しており、 日本におけるリスク管理にも

大きな影響を及ぼします。 そのため、 厚生労働省では、

関係府省等の関係機関と連携し積極的にコーデックス委

員会に参画しています。      

食品衛生法の改正

　2018 年６月に食品衛生法が改正されました。 我が

国の食をとりまく環境変化や食のグローバル化の進展、

2020 年東京オリンピック ・ パラリンピック大会の開催を

見据え、 国際整合的な食品衛生規制の整備が求められ

ます。 このような現状や課題に対応するため、 ①広域に

およぶ食中毒への対策を強化、 ② HACCP に沿った衛

生管理を制度化、 ③特定の食品による健康被害情報の

届出を義務化、 ④食品用器具 ・ 容器包装にポジティブリ

スト制度導入、 ⑤営業届出制度の創設と営業許可制度

の見直し、 ⑥食品のリコール情報の行政への報告を義務

化、 ⑦輸出入食品の安全証明の充実といった措置が講

じられることになります。 これにより、 食の安全のさらなる

向上をはかります。 　

「 安心」 できる食生活のための礎を築く

生活衛生・食品安全企画課国際食品室／食品基準審査課／食品監視安全課
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その他の業務・部署について
　薬系技術職員は、 厚生労働省にとどまらず、 他

省庁や国際機関などへ出向し、 幅広い分野で活

躍して、 経験を積む機会に恵まれています。

　これらの業務は、 厚生労働省の業務と相互に

関係し合っていることが多いですが、 厚生労働省

の業務とは直接的には関係しない場合であっても、

行政の仕事をしていく上での新たな気づきを得る

ことができます。 いずれの業務でも、 薬系技術職

員ならではの幅広い知識と経験、 総合力が必要

なものばかりです。

　また、 他の組織の職員の仕事の方法を学べる

こと、 他の組織から厚生労働省という組織を客観

的に見る機会が与えられていることにより、 今後の

厚生労働行政のコンサルテーション能力を養うこ

とにもなります。

－主な出向先－（ 平成 30 年１月１日現在）

＜官公庁＞

　○内閣官房　事態対処 ・ 危機管理担当

　　　　　　　健康 ・ 医療戦略室

　　　　　　　新型インフルエンザ等対策室

　　　　　　　日本経済再生総合事務局

　○内閣府　

　　　食品安全委員会事務局

　　　総合科学技術 ・ イノベーション会議事務局

　○総務省　

　　　情報公開 ・ 個人情報保護審査会事務局

　○環境省　環境保健部

　　　　　　水 ・ 大気環境局

　○消費者庁

　○文部科学省　研究振興局

　○人事院　人材局

　○防衛省　人事教育局

　○経済産業省　

　　　　　商務情報政策局　生物化学産業課

　○外務省　経済局　国際貿易課

　○国立医薬品食品衛生研究所

　○富山県庁、 福岡県庁

　○国立研究開発法人国立がん研究センター　

　○国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

　○独立行政法人医薬品医療機器総合機構　　

　　（ PMDA）

　○国立研究開発法人医薬基盤 ・ 健康 ・ 栄養研

　　究所

　○国立研究開発法人日本医療研究開発機構　

　　（ AMED）

＜在外公館 ・ 国際機関＞

　○在ウィーン国際機関日本政府代表部

　○在インドネシア日本大使館

　○在マレーシア日本大使館

　○ WHO 本部事務局

　○欧州医薬品庁（ EMA）

＜民間企業 ・ 大学等＞

　○社会保険診療報酬支払基金

　○株式会社　産業革新機構

　○大阪市立大学医学部付属病院

　○長崎大学病院

　○京都大学 iPS 細胞研究所　　　等

医薬品等の研究開発振興

大臣官房 厚生科学課／医政局 研究開発振興課
医政局研究開発振興課

　医薬品や医療機器等は、 国民の保健衛生の向

上に欠かせません。 しかしながら、 医薬品や医療

機器等の開発には多大なる時間と費用を要し、 開

発の成功確率は極めて低いものです。 このため、

医政局研究開発振興課では、 費用の助成や研究

開発を進めやすくするための環境整備を行ってい

ます。

　例えば、 日本医療研究開発機構（ AMED） に

おける、 大学発のシーズと企業のニーズをマッチ

ングさせるとともに、 研究費の一部について企業

からの拠出を求める産学官共同創薬研究プロジェ

クト（ GAPFREE）などの支援を行っています。 また、

医療機関におけるレジストリ化された診療情報を

製薬企業が研究開発に利用しやすくするための仕

組み作り（ クリニカル ・ イノベーション ・ ネットワー

ク ： CIN） にも取り組んでいます。 さらに、 国際

水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割

を担う病院として「 臨床研究中核病院」 に対して

予算措置を行うとともに、 その将来的な在り方に

ついて制度的 ・ 予算的観点を含め包括的に検討

を行っています。 一方で、 臨床研究が適切に行わ

れ、被験者の人権が確保されるよう「 臨床研究法」

や「 人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針」 に基づき、 研究者に対して指導を行うなどの

業務も担当しています。 また、 医薬品医療機器法

の承認が得られていない医薬品等の使用を伴う先

進的な医療技術を評価する「 先進医療」 につい

ても実施に当たって必要な指導等を行っています。

大臣官房厚生科学課

　大臣官房厚生科学課では、 １） 厚生労働行政

における科学技術の推進と普及を進め、 最先端

の研究の成果を活用して安全 ・ 安心で質の高い

健康生活の実現に貢献すること、 ２） 健康に対す

る脅威に迅速に対応して国民生活を守ること、 こ

の二つの大きな使命を果たすため、 国立試験研

究機関を所管し、 省内における科学技術の総合

的な企画調整等を行っています。 厚生科学課の

薬系職員は、 医系など他職種の職員との協力の

下、 保健医療にイノベーションをもたらすと考えら

れる人工知能や、 大学等で生み出された実用化

の可能性が高い創薬シーズを対象として探索研究

から前臨床開発までを支援する創薬支援ネットワ

ークに関する業務などに携わっています。



先輩からのメッセージ

12

　私達の仕事は幅広いので一言ではなかなか言い切れ
ないのですが、大きく言うと、モノ（医薬品、医療機
器、化粧品、食品、各種化学物質など）が人体に対す
る影響（有効性や安全性）を適切に管理することにあ
るのではないかと思っています。
　医薬品や医療機器の場合は、新たに販売する前に、
その製品の有効性、安全性、品質に関わるデータを基
に厚生労働大臣の承認を求めており、また食品汚染物
質や環境化学物質の場合は、人体にどの程度毒性があ

るかを評価し、その管理を行っていきます。
　私達の仕事は、皆さんが大学や大学院で学んできた
物質の創製、分析、生理活性・薬理、動態などの講義
や研究を実社会で適用していく仕事だと思います。
　医薬品の分野で言うと、過去には医薬品による健康
被害が起こり、どのようにして、それを防ぎ対処して
いくかが大きな問題でした。
　その問題は、現在でも大きな柱であり、基本の仕事
ですが、その後、それに加えて、欧米で使用できる医

薬品の日本での開発や承認が遅れるために起こるドラ
ッグラグの問題への対処が強く求められるようになり
ました。
　最近では日本から革新的新薬の創製をどのように進
めていけるのか（イノベーションの推進）、多剤併用（ポ
リファーマシー）など医薬品適正使用に関わる課題や
限られた社会保障財源の中で高額薬剤をどのように使
えるようにしていけるのかなどの課題もでてきていま
す。
　私達は、タイトルに書いたように、患者・国民にと
ってどのような対応が一番適切なのかを考えていく必
要があります。そのためにも、現場の状況を自分の目
でみて、自分の頭で考えていくこと、科学的根拠を基
に合理的な判断をすることが大事です。
　患者・国民の声は私達になかなか届かないことがあ
りますが、その声を待つことなく私達の方から患者・
国民の皆様が何で苦しんでいるかをよく見ていかなけ
ればいけません。
　私は入省して３０年以上立ちましたが、私のかって
の上司から「磯部さん、対策・政策を打つ際にどちら
にするか悩んだら、どちらが患者のためになるのかを
考えて、その方向に進んでいったらいいんだよ」と言
われたことが今でも私の基本となっています。
　どの職場でも悩みや苦労はあると思います。厚生労
働省も同じだと思いますが、どうせ悩み、苦しむなら、
日本の患者・国民のため、ひいては世界の患者・国
民のため、皆さんが勉強してきたことを活かしてみま
せんか？
　皆さんと一緒に現場を回り、一つでも二つでも、患
者・国民のためになることをやっていきたいと思いま
す。

ダイナミックな仕事にチャレンジしませんか？
製薬企業による日本での開発を加速化するインセンティブになります

し、再生医療等製品の条件・期限付き承認制度の導入により、国内外の

企業による再生医療等製品の開発が一気に活性化しました。また、医療

課の課長補佐として勤務していた頃には、一定要件を満たす新薬につい

て２年に１度の薬価改定時の引下げを猶予するという制度を導入するこ

とで、欧米よりも日本での開発が遅れる「ドラッグ・ラグ」が相当程度

解消されました。

他府省でも医薬品等の研究開発に関わることはできますが、こうした企

業の行動変容を促すようなダイナミックな仕事ができるのは、薬事規制

や薬価制度を所管している厚生労働省ならではの魅力と感じています。

　厚生労働省の仕事は多岐にわたりますが、その分、様々な経験や人と

の出会いが行政官として、そして何よりも人として成長させてくれます

し、面白いことに前職と関係がなさそうな部署に異動しても、思わぬと

ころで業務のつながりや考え方の共通性があり、過去の経験を活かせる

ことが多いです。また、大学時代に培った専門性も必ず役に立ちます。

人とのつながりを大切にし、国民の健康保持・増進のためにダイナミッ

クな仕事をしてみたい、という熱意のある皆さん、日本の未来のために

一緒に頑張りましょう！

　超高齢社会を迎えた我が国では、2015 年度の国民医療費は

42.4 兆円にまで増加し、そのうち薬剤費は 9.6 兆円を占めてい

ます。このような中、革新的だが非常に高額なバイオ医薬品が上

市されるようになり、また、今後はより製造コストが高い再生医

療等製品の承認が続々と見込まれるなど、「国民皆保険の持続性」

と「イノベーションの推進」をいかに両立させていくかが、薬価

制度及び医療保険制度上の喫緊かつ重要な課題となっています。

　また、近年、医薬分業が進む一方で、薬局や薬剤師が患者負担

に見合う機能を果たせているのか、といった厳しい指摘が相次い

でおり、地域包括ケアシステムの構築を進める中で、あらためて

医薬分業のあり方が問われています。

　保険局医療課の薬系技術職員は、これらの課題の解決のため、

日本医師会・日本薬剤師会等の関係団体や健保連等の保険者、製

薬業界などの関係者と幅広く意見交換を行いながら、国民負担の

軽減と革新的医薬品等の開発を可能とする薬価制度やかかりつけ

薬剤師・薬局を推進し医療の質の向上につながる調剤報酬の実現

を目指して日々取り組んでいます。

　もちろん、こうした制度の構築・改革は多くの関係者が関わる

ことから一筋縄では行きません。そもそも医療課内だけでも医師、

歯科医師、看護師を始めとした多職種で業務を行っており、チー

ム医療さながらに多様な意見を踏まえつつ、患者・国民目線を第

一に粘り強く進めていくことになります。このため、関係者の理

解が得られ、新たな制度の構築や改革が実現できた時の喜びも格

別で、大変やりがいのある仕事だと感じています。

　皆さんの中には、厚生労働省で自分のやりたい仕事ができるの

か、不安に思う方もいるかも知れません。かく言う私も、難病治

療薬の研究開発支援に魅力を感じて入省しましたが、経済課を皮

切りに、医薬品の臨床試験の実施基準（GCP）の法制化、新薬の

承認審査や安全対策、WHO に出向して途上国の薬事規制当局へ

の支援、薬価制度改革と調剤報酬改定などの業務を経て、実際に

研究開発振興課で直接的な研究費支援の担当になったのは、入省

後 15 年以上経過してからでした。でもその間、仕事にやりがい

がなかったかと言えばむしろ逆で、他の部署にいても違った形で

創薬支援を行えるという面白さを学びました。

　具体例を挙げれば、医薬品医療機器総合機構（PMDA）におけ

る承認審査体制を強化し審査期間を欧米並みに短縮することが、

　平成 6 年 4 月　入省（薬務局経済課）
　平成 24 年 9 月　医薬食品局総務課長補佐
　平成 26 年 7 月　医薬食品局総務課医薬情報室長
　平成 28 年 7 月　神戸市医療・新産業本部医療政策担当部長
　　　　　　　　 先端医療振興財団クラスター推進センター統括監
　　　　　　　　（現 神戸医療産業都市推進機構クラスター推進センター長）併任
　平成 30 年 7 月　現職

保険局医療課薬剤管理官

田宮　憲一

患者 ・ 国民のために生きる

磯部 総一郎

医薬 ・ 生活衛生局
監視 ・ 指導麻薬対策課長

昭和 60 年入省
平成 22 年７月　医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部長
平成 24 年 10 月　内閣府食品安全委員会事務局評価課長（現評価第一課長）
平成 26 年７月　大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）
　　　　　　　　（現医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長）
平成 29 年　現職
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　私は博士課程を修了後に入省したのですが、研究の世
界には天才かと思われるアイデア人間がいました。その
ような人達はどこの世界にもいるでしょう。勿論この世
界にもいます。ある先輩は、歴任したそれぞれのポスト
で大胆かつ緻密な政策を次々と立ち上げ、天を衝く昇り
龍と呼ばれています。またこのパンフレットに記載され
ているような政策や、職種は違いますが介護保険制度の
ような壮大な政策を打ち出してきたレジェンド達もいま

す。政策を実現するには様々な人達との関わりがあり、
当然チームプレーが重要ですが、このような猛者達の中、
刺激には事欠かないと思います。
　このパンフレットを読んで、ここ厚生労働省に何かの
機会（チャンス）を感じた皆さん、また機会はどこにも
ないと感じたとしても少しでも興味を持った方々、まず
は大学等で行われる採用活動に参加してみてください。
きっと面白い話がきけるはずです･･･。

ＣＨＡＮＣＥＩＳＮＯＷＨＥＲＥ
　さて、皆さんはタイトルを何と読んだでしょ
うか。一度どこかでやってみたかったので、深
い意味はありませんが、このメッセージを読ん
でもらうきっかけとなればありがたいです。
　私は現在、老健局老人保健課に所属しており、
その名から連想されるように介護保険に関する
仕事をしています。介護と薬剤師はあまり接点
がないように思われるかもしれませんが、在宅
業務を行う薬局の数は増えており、また医薬品
や服薬に関する現場の潜在的なニーズはある
ため、薬剤師がどのように関わっていけるのか、
模索しているところです。
　介護は想定外かもしれませんが、薬や食品に
関する仕事、色々あると思います。その中で、
厚生労働省の仕事とはどのようなものか。分野
としては、このパンフレットに掲載されている
ように幅広いですが、行政の仕事として考えた
時の大きな柱は政策立案です（もちろんその他
の業務も沢山あります･･･）。政策を考える時、
現場のことをわからずに理想論で考えると、現
場は混乱しますし、誰もついて来ず、自己満足
で終わってしまうでしょう。一方で、こうなっ
て欲しいという想いがなければ、良い政策も思
いつかず、その場しのぎで終わってしまうでし
ょう。私の尊敬する先輩が「行政とはロジック
と想像力が織りなす芸術だ」と言っていました。
想いを秘めつつ、それを実現するにはどうすれ
ばよいか、様々なアプローチを論理的に組み立
て、結果として実現していくのがこの仕事の醍
醐味だと思います。

　私は入省８年目ですが、これまでに、医療
機器・体外診断用医薬品の保険適用（厚労省
医政局経済課）、iPS 細胞をはじめとする大
学等での研究の支援（文科省ライフサイエン
ス課）、地方自治体での薬事監視・ジェネリ
ック医薬品の使用促進（福岡県薬務課）と、
厚生労働省内に限らず、また、医薬品等の開
発から販売後に至るまで、様々な業務に携わ
ってきました。薬系技官というと、医薬品に
関する業務だけを行っていて、業務の幅が狭
いように思われるかもしれませんが、意外と
様々な場所で幅広い業務に携われると実感す
る日々です。
　現在は、医薬品の承認審査を担当していま
す。承認審査においては、その医薬品の品質・
有効性・安全性が確保されていることを科
学的に慎重に検討し、確認することが最も重
要です。ただし、その過程においては、それ
以外にも様々な観点で考えていくことが必要
です。例えば、有効性・安全性の確認に必要
だからと言って、過度に大量なデータや、実
施困難な臨床試験データなどを求めてしまう
と、有用な医薬品の上市が必要以上に遅れて
しまうかもしれません。そのような課題にど
う対応するのが適切か、様々な意見がありま
すし、置かれている状況や時代によっても変
わってきます。また、科学的な視点だけでな

く、社会的な視点で考えていくことも必要です。様々
な方々の意見を聞きながら、方針を検討し、なるべく
わかりやすく納得してもらえるような資料の作成や説
明を考えていくわけですが、苦労することも非常に多
いです。ただ、そのようなときに、これまで様々な場
所で多くの方々と関わって仕事をしてきたことが、自

分の力になっていると感じます。
　行政官の仕事は、常に国民の健康のためにというマ
インドを持ちながら、様々な立場の方と関わって仕事
できることが魅力の一つだと思います。是非、薬系技
官という職業を選択肢の一つとして検討していただけ
ると幸いです。

幅広い薬系技官の仕事

医薬 ・ 生活衛生局
医薬品審査管理課審査調整官

阿波　圭介

平成 23 年 4 月　入省（医政局経済課医療機器政策室）
平成 25 年 4 月　文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
平成 27 年 4 月　福岡県保健医療介護部薬務課
平成 29 年 4 月　現職

老健局老人保健課薬事サービス専門官

南　亮介
　平成 21 年 4 月　入省（医薬食品局審査管理課）
　平成 23 年 7 月　内閣府食品安全委員会評価第一課
　平成 26 年 4 月　医政局経済課
　平成 28 年 7 月　外務省経済局国際貿易課
　平成 30 年 8 月　現職
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華やかで地道な仕事

にすることで、臨床現場の混乱を引き起こしたり、法律制
定時に想定していた考え方と異なってしまったりする可能
性もありますので、そういった論点を総合的に考慮して、
さらには国際的にもどのような整理がされているのかを参
考にしつつ、この場合は、侵襲性が軽微なものであれば観
察研究の範疇とするといった考え方の整理をして、事務連
絡として行政文書化して公開しました。法律の制定と比べ
れば、新しいルールを生み出していくものではなく、法律
に記載されたルールを具体化していく、地道な仕事にはな
りますが、例えばこのように現場で解釈に困っているケー
スがあれば行政文書を通じて明確化したり、医療機関間で

の情報共有が不足していればそれを促すために予算事業を
通じて意見交換の場を設けたりと、臨床研究に関連する課
題をキャッチして一つ一つを解決していく作業も、やりが
いのある仕事だと思っています。臨床研究法については、
法律が施行されて以来、臨床現場での負担が大きいとの批
判を受けることも多くありますが、たまには Twitter な
どで「厚労省の出した今回の QA は評価できる」などとお
褒めの言葉を目にすることもあり、大変励みになります（リ
プライはしません）。
　華やかな仕事も地道な仕事も、それぞれが味わい深く、
明るく楽しい職場です。

　研究開発振興課は、研究開発を進めるための研究費を配
分するような仕事と、研究開発が適切に行われるように臨
床研究の実施のルールを定めるような仕事の両方を担って
おり、現在、私はそのうち後者として、臨床研究法の担当
をしています。
　臨床研究法は、私が研究開発振興課に着任した平成 30
年４月から施行された、新しい法律です。平成 24 年頃、
降圧剤「ディオバン」の臨床研究で企業に有利になるよう
なデータの改ざんが行われていたことなどが明らかにな
り、大きな社会問題になりました。これまで、臨床研究を
実施するルールは「指針」として定められており、法律に
基づかないことから違反があっても罰則はなく、実効性に
乏しいといった課題を受けて、本格的に立法に向けた検討
が開始されました。新しい法律を作るということは、国民
にとっては新たな義務を課されるということであり、その
責任は重い一方で、やりがいのある仕事でもあります。法
律を作るのは法令事務官の仕事ではないかと思われるかも
しれませんが、技術的な内容を伴う政策分野であれば、技
術系職員が中心となって議論を進めていくことも多く、実
際に条文を書くこともあります。
　法律が施行されてからは、着実にそれを運用していくこ
とが仕事になります。例えば、法律の対象範囲のより精緻
な明確化です。臨床研究法の対象になる臨床研究は、いわ
ゆる介入試験のみであって、観察研究は除外されることは
法令上明記されていますが、特定の医薬品の投与を受けた
患者を前向きに組み入れて採血のみを追加で行う場合など
は、研究者や医療機関によってどちらにも捉えられる場合
があり、どちらに区分されるのかわかりにくいという課題
がありました。単なる採血であっても、人に対して侵襲性
のある行為を行っているのだから、介入の一種ではないか
とする考え方もありますが、あまりにも幅広に規制の対象

平成 24 年入省　or　平成 23 年 11 月入省
平成 24 年 11 月　医薬食品局審査管理課
平成 26 年７月　医薬食品局医療機器・再生医療等製品担当参事官室
平成 28 年４月　保険局医療課
平成 30 年４月　現職

医政局研究開発振興課
専門官

荒川　裕司

私だけでしたが・・）、他のプレイヤーの動向は思
い込みで見積もってはいけないという教訓となって
います。
　抽象的な話になってしまいましたが、薬系技官に
は、科学的見地に立って物事を判断する能力が求め

られることは言うまでもありません。一方で、純粋
なサイエンスのみでは成せない仕事もあり、そこに
も等しくやりがいがあります。未開の地を開拓する
一員に興味が湧いてきたら話を聞きに来て下さい。
先駆者たちが待っています。

未来の開拓者たちへ
　いきなりですが、制度設計と聞くと、皆
さんはどのようなイメージを持っているで
しょうか？真っ白なキャンバスに設計図を
書くことを思い描く人もいるかもしれませ
んが、意外と制約があるもので、私は未開
の地を開拓することに似ていると感じてい
ます。薬系技官は、国民衛生の向上などを
目的として国民の利益の最大化を図ろうと
する１プレイヤーですが、他にも自国の利
益のために働く海外の政府機関、医療提供
者、当課が所管している製薬企業など、厚
生関係の中だけでも様々なプレイヤーのい
る中で、時には他プレイヤーの協力を得な
がら最善手を探っていくことになります。
　資源として木材やレンガがなければ街道
を建設できないのと同じで、自身の手札と
置かれている環境を把握した上で、適切な
施策を検討する必要があります。一方で、
いかに合理的な選択をしたつもりでも、他
のプレイヤーの動向によって、それが最善
手とならないことも多く、そのような不
確定要素が、仕事にやりがいを与える一面
もあると思います。会議の場で、委員が A
を意図して B の発言をしていると思って
いたら、実は A の意図なく B を述べてい
たこともあり（勘違いしていたのは会場で

医政局経済課ベンチャー等支援戦略室
薬価等相談専門官

間宮　弘晃

　平成 21 年 4 月　入省
　平成 23 年 2 月　医薬食品局医療機器審査管理室
　平成 26 年 7 月　ハーバード大学公衆衛生大学院修士課程
　平成 28 年 7 月　医政局経済課主査
　平成 29 年４月　現職
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大学・大学院での研究等と似通っています。
　このパンフレットに目を通している、薬系
技術職員に関心をお持ちの方は、おそらく大
学や大学院で化学・生物・薬学に関連する
何らかの研究に取り組んでいらっしゃること
と思います。これらの分野の知見は、食の安
全、医薬品・医療機器等、様々な形で実用化
されています。また、わずか３年の間に大き
く進歩した分野も多数あります。薬系技術職
員は、こうした日々アップデートされる科学
的知見がなるべくスムーズに、かつ安全に活
かされるよう、研究者、事業者、消費者等、様々
な関係者の意見を聞きながら、必要な制度の
整備や改善に携わっています。研究者のよう
に自分で何か新しい知見・技術を探求するよ
うな仕事ではありませんが、こうして新しい
知見・技術が社会に反映される際に潤滑油の
ような役割を果たしています。
　あまり目立つ仕事ではないかもしれません
が、厚労省ならではのやりがいが感じられる
ことと思います。就職先として様々な可能性、
ご自身の関心から検討の上、数ある選択肢の
中から、厚労省に皆さんが力を貸して下さる
ことを心待ちにしております。

　平成 28 年に入省して３年弱ですが、入省する前の
イメージを思い返して現状と比較してみると、薬系技
術職員は想像した通り身近にある課題に取り組む仕事
であり、想像したより大学・大学院で学んだ知見を活
用できる（また、学び続ける必要のある）仕事でもあ
ると感じています。私がいる食品基準審査課（業務内

容は “主な業務紹介” のページをご覧ください）に関
して言えば、食が生活に密着していることは言うまで
もないですが、その食の安全を確保するための基準や
規格の根拠、品質を担保する分析法等は技術的なもの
で、自分で実験や分析をするわけではないものの、そ
うした根拠の説明に必要な知識は想像していた以上に

３年前のイメージと比べて感じたこと

医薬 ・ 生活衛生局食品基準審査課主査

津田　峻平
　平成 28 年 4 月　入省（医薬・生活衛生局審査管理課）
　平成 28 年 7 月　医薬・生活衛生局総務課
　平成 30 年 7 月　現職

平成 30 年 4 月　入省（医薬・生活衛生局総務課）医薬 ・ 生活衛生局総務課係員

三山由芙子

の幅広い部分に関わることができます。しかし、
みなさんにとっては、職員が実際にどのような働
き方をしているかはイメージがしづらいと思いま
す。まずは、説明会に参加して、直接職員の話を
聞き、薬系技官のイメージをつかむことが大切だ

と思います。その上で、面白そう、自分に合って
いそうと思ったら、ぜひ、公務員試験を受験して
みてはいかがでしょうか。みなさんとお会いでき
る日をお待ちしています。

　私は、6 年制薬学部を卒業した後、医療機関・
薬局や製薬業界、アカデミアなど、様々な進路
がある中、厚生労働省の薬系技官として働くこ
とを選びました。厚生労働省では、医薬品や医
療機器の研究開発の支援から承認審査、市販後
の安全対策など、幅広い業務に携わることがで
きるという点に魅力を感じ、就職先として希望
するようになりました。
　私は、平成 30 年 4 月に入省し、現在、かか
りつけ薬剤師・薬局や健康サポート薬局をはじ
めとする薬局制度、薬剤師国家試験や薬剤師の
生涯教育の推進といった薬剤師関係業務、さら
には医薬品の販売制度等に関わっています。学
生時代にも、もちろん薬剤師・薬局や医薬品の
販売制度について学びましたが、実際に働いて
みて、行政の制度を作る立場として違った視点
で考えることや、そのスケールの大きな仕事に
面白さを感じています。入省して最初の職場だ
けでも非常に幅広い業務に携わることができて
おり、今後、約 2 年ごとに異動を重ねていく
ことになりますが、各部署で専門的な知識を得
て、様々な経験ができることを今から楽しみに
しています。
　これまでお伝えしてきたように、厚生労働省
で薬系技官として働くということは、薬事行政

幅広い業務内容が魅力
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が落ちる思いで厚生労働省を志すようになりまし
た。
　残念ながら、私たちは新薬を創ることはできま
せん。患者さんの病に寄り添うこともできません。
しかし、より良い制度を作ることで、研究を促進
し、国民の健康を護り、豊かな暮らしにつなげる。
そんなことができるかもしれません。大変な仕事
であることも確かですが、面白く、やりがいがあ

り、価値のある仕事であることは保証します。
　まだ入省して数ヶ月の頃、徹夜で取り組んだ仕
事の成果が次の日の朝刊に載っていて、それだけ
世の中に関わる仕事をしたのだと感激したこと
を、今でも覚えています。明日の日本を真摯に考
え、一緒に走ってくれる。そんなあなたと働ける
ことを楽しみにしております。

　私は現在、富山県庁に出向し、医薬品の製造等
に関する許認可や監視指導とともに、県内医薬品
産業の振興に取り組んでいます。「富山のくすり」
は 300 年を越える歴史を有していますが、今で
は日本を代表する医薬品の生産拠点となってお
り、医療現場で使われている医薬品も、OTC 医
薬品も、多くのものが富山で作られています。こ
の「薬都とやま」が未来に渡って更なる発展を遂
げることができるよう、手助けをすることが私の
使命です。そのためには、製薬企業の方々や大学
の先生方、臨床現場の方々などと一緒になって、
課題を見極め、対応を考え、実際に取り組んでい
くことになります。多くの関係者がおり、人によ
って考えも利害も異なるので、うまく取りまとめ
ていくことは簡単なことではありませんが、良い
関係を築き、膝詰めで話をして、同じ思いを持っ
て一丸となって取り組める環境を作ることが重要
だと、日々痛感しています。この、多くの関係者
と一緒に取り組むというのは、今の仕事だけでは
なく、これまで所属したどの部署でも同じでした。
各界で最前線に立って活躍する方々と一緒になっ
て、自由な発想で、明日に向かって取り組む。こ
れが厚生労働省薬系技官の仕事の醍醐味の一つだ
と考えています。
　私は学生時代は研究職を目指していました。し
かし、自分の研究を掘り下げるだけでは面白くな
いので、文献も様々なものを読み漁っていたとこ
ろ、ある薬系技官の寄稿が目に留まりました。そ
れは再生医療製品の承認が何故難しいか、承認の
ためにどのような努力をしているかを説いたも
のでした。そういう仕事もあるのか！ 目から鱗

富山県 厚生部 くすり政策課長

塩川　智規

平成 16 年 4 月　入省（医薬食品局 監視指導・麻薬対策課）
平成 23 年 11 月　保険局 医療課
平成 25 年 5 月　医薬食品局 食品安全部 監視安全課
平成 28 年 1 月　医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課
平成 29 年 4 月　現所属

（平成 29 年 4 月　富山県 厚生部 くすり政策課 振興開発班長）
（平成 30 年 4 月　現職）

グローバルな活躍を目指す皆さんへ
　私は長期在外研究員制度を利用し、２年間の予
定で米国のハーバード公衆衛生大学院に留学して
います。疫学や生物統計学といった定量分析の基
礎やミクロ経済学、決定分析など、エビデンスに
基づいた医療政策の立案に不可欠なスキルを習得
しています。私が学んでいる公衆衛生学（Public 
Health）とは、疾病や障害を予防し、集団全体の

健康保護、増進を目指す学問であり、健康に関わ
るあらゆる課題が対象となります。例えば、感染
症、医療保険といったヘルスケア関連はもちろん、
薬物乱用、食品安全、公害なども公衆衛生の問題
と捉えることができます。厚生労働省での薬系技
官の業務はまさに公衆衛生の実践であり、公衆衛
生上の課題に制度面からアプローチして国民全体

　 平成 27 年 4 月　入省　医薬食品局食品安全部基準審査課係員
平成 29 年 1 月　医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
　　　　　　　　企画情報課国際食品室係員
平成 29 年 10 月　大臣官房国際課国際労働・協力室主査
平成 30 年 8 月　現職

ハーバード大学
（ 長期在外研究員制度に基づき留学中）

柳澤　真央

世界に羽ばたく「 薬都とやま」 を目指して

の健康増進を導くものです。
さらに、私たちの業務の範囲は日本国内に留まり
ません。意外に思われるかもしれませんが、厚生
労働省での薬系技官の業務には海外とのやりとり
も多く含まれます。人やモノの往来がボーダーレ
ス化するなかで、諸外国と協力して疾病の予防に
取り組む重要性は増しているからです。そして、
若いうちからそうした業務に関わる機会にも恵ま
れています。私は入省してから留学するまでの約
３年間、食品安全と経済連携協定を担当していま
したが、いずれも外国との調整が必要でした。例
えば、国際食品室在任時は日本の代表として国際
的な食品規格を作成する会議に参加し、日本の立
場を反映させるべく、文書にコメントを提出した
り会議で発言したりしていました。国際会議では
様々な国の意見が対立し合意に至るまでは長い時
間を要しますが、日本の代表として科学的な根拠
に基づいた合理的な意見を提出することの重要性
を認識しました。
　こうした国際業務の経験は、留学して公衆衛生
学を学ぶ大きな原動力になりました。長期在外研
究員制度といった、キャリアステージに応じたス
キル向上の機会があることも、厚生労働省で働く
魅力の一つだと思います。
　私たちの仕事は国民の健康増進に寄与するのみ
ならず、国際的な取り組みへの参加を通じて、世
界の Public Health の向上にも貢献できる、非常に
やりがいのある仕事です。Public Health のフィー
ルドでグローバルに活躍する意欲のある皆様と一
緒にお仕事できることを楽しみにしています。
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〇　薬系技術職員は女性を積極的に採用しています。女性の志望者としては、出産や育児をしながら、
働き続けることができるかということが心配だと思います。

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

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

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

コラム　女性職員でも働き続けられますか

です。自ら主張しなくとも周りが自然と配慮し
てくれる環境に恵まれたことに感謝するととも
に「さすが厚生労働省！」と自らの職場を誇ら
しく思います。WLB というと「子育て」が取
り上げられがちですが、介護や地域活動、趣味

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

多くの人に支えられて

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

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

医薬 ・ 生活衛生局安全対策課
課長補佐

太田　美紀
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育児をしながらも自然体で
　私には、10 歳と 5 歳の二人の男の子がい
ます。ただいま育児の真っ最中。朝 5 時半
に起き、朝食と夕食作りなどの家事をこなし、
朝食。その後、長男を送り出し、次男を保育

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

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

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
創薬戦略部
創薬企画 ・ 評価課創薬支援室調査役

林　亜紀子

　私は、現在、日本医療研究開発機構（AMED）
に在籍しています。AMED は医療分野の研究開
発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関
として 2015 年 4 月に設立されました。私は、
AMED 設立とほぼ同時に 2 回目の育児休業か
ら復職し、アカデミア発創薬シーズの実用化支
援や、企業等における難病・希少疾病に対する
医薬品の研究開発の推進を担当しています。ま
た、育児休業前は、内閣府食品安全委員会事務
局で食品中の化学物質のリスク評価を課長補佐
の立場で担当し、その中で食品中の放射性物質
の評価にも携わりました。子育て中であっても、
薬系技術職員としての知識、経験を生かして、
薬事行政の第一線で仕事ができる。それが厚生
労働省の魅力ではないかと思います。
　育児をしながら働くことは、時間的な制約も
あることから、一人で抱えないことと、職場の
方と常にコミュニケーションを取ること、今、
自分に何が求められているのかを大切にしてい
ます。また、職場環境にも恵まれ、１回目の育
児休業後も現在も、周囲の方の温かいまなざし
に見守られ、支えられ、自然体で仕事を続けら
れています。
　厚生労働省には育児をしながらも第一線で活
躍している方がたくさんいます。あなたも、こ
こで理想のワークライフバランスを実現してみ
ませんか。

　今は、内閣府食品安全委員会事務局で食品中
の汚染物質や器具・容器包装のリスク評価を担
当しています。具体的には、最新の科学的知見
に基づき専門家との議論を重ね、化学物質の摂
取許容量を設定、ばく露量推計との比較からヒ
トへの健康リスク（健康への悪影響が発生する
確率と影響の程度）を評価するというものです。
またその結果を、正しくわかりやすく消費者に
伝えていくというのも食品安全委員会の重要な
役割です。
　どの仕事でも、立場の異なる関係者の意見を
聞きながら、議論・検討・調整を重ね、最良の
選択肢を導き出すという点は共通しており、時
には大きな苦労や困難に直面しますが、一つの
方向性を見いだせた時にはそれを忘れるぐらい
の達成感とやりがいを感じます。
　そんな私も今は育児の真っ最中、目まぐるし
い毎日です。1 年の育児休業を経て職場復帰、
その後は、早出遅出勤務、テレワークといった
制度を活用してきました。これまで育児と仕事
をなんとか両立してこられたのは、こうした制
度だけでなく、職場の上司や同僚、家族の理解
と協力に支えられたことが何よりも大きいと感
じています。職場復帰、保育所・小学校への入
学とそれぞれのステップごとに不安や悩み事が
でてきますが、相談に乗ってくださる先輩ワー
キングマザーもたくさんいます！
　厚生労働省には、やりがいのある仕事、そし
て、仕事と家庭の両立を支援する制度とそれを
理解し支えてくれる上司や同僚がいます。皆さ
んも、一緒に働いてみませんか？

育児と仕事の両立　周りに支えられて

磯﨑　正季子

内閣府食品安全委員会事務局評価第一
課課長補佐

平成 9 年 4 月　入省
　（平成 23 年 2 月～ 24 年 3 月　出産・育児休業）
平成 24 年 4 月　医薬食品局安全対策課課長補佐
平成 27 年 4 月　国立研究開発法人日本医療研究開発機構経営企
　　　　　　　　画部企画・広報グループ長
平成 29 年 4 月　現職

　このパンフレットを手にしておられる特に女性
の皆さんの中には、厚生労働省での仕事に興味が
ある一方で、仕事と家庭との両立はできるのだろ
うか？と不安を感じておられる方もいるかと思い
ます。私も就職活動時には同じような不安を感じ
つつも、やれるだけのことはやってみてそれでも
難しいならその時に別の道を考えよう、と足を踏
み入れ早 20 年、今に至ります。

　薬系技術職員が携わる仕事は、厚生労働省内、
出向先も含め多岐にわたっています。私自身は入
省以来、部外品・化粧品の審査に始まり、医薬品・
医療機器の安全対策や品質マネジメント、食品添
加物の規制などの業務を経験してきました。また、
外務省、日本医療研究開発機構（AMED）に出向し、
WTO 協定や医療研究開発の振興に関する業務に
も携わりました。



19 

政策紹介  

政策紹介１ 薬価制度を構築する 20 

政策紹介２ 革新的新薬を創る 22 

政策紹介３ 地域医療を支える ２４ 

政策紹介４ 高度な審査制度/安全対策を実現する ２６ 



20 

 

 薬価算定時点における前提が変化した場合、状況を踏まえて価格

を再算定することとされています。しかし、現在２万程度あるすべ

ての医薬品の薬価改定は、通常は、２年に１回の診療報酬改定の際

に行うこととされています。とはいえ、医療保険財政がひっ迫する

状況下で、年間1,500億円超となる医薬品の価格を２年間放置するこ

との影響は大きいと考えられたことから、この品目にあっては、緊

急的に薬価引下げを行うよう、医療関係者、保険者、製薬業界との

議論を重ね、その他関係者との調整の末、50%の引下げを行うこと

が合意されました。想定しない事態に対しても、柔軟な発想で対処

していくことが重要です。 

 

 

 健康保険においては、薬価を含め、すべての診療行為の価格は

厚生労働大臣が個別に定めている。 

 薬価の算定ルールは主に２種類ある。すでに類似する医薬品が

薬価収載されていれば、一日当たりの価格を同じとし（類似薬効

比較方式）、新規作用機序医薬品など類似する医薬品が無い場合

は製造原価や研究開発費を踏まえて価格を決定（原価計算方式）

する。その上で、それぞれ、医薬品の臨床上の有用性を踏まえて

加算を行う場合がある。 

 原価計算方式では、研究開発費は、要した費用を特許期間中の

予想販売数量で割り返して単価に反映させるため、希少疾病を対

象とする医薬品では、相対的に薬価が高くなる。 

TIPS 薬価算定の方法 

政策紹介１ 薬価制度を構築する  

正解のない問に、答える責任 

 近年の高齢化や医療技術の発達に伴い、日本の医療費は40兆円を

超え、このうち薬剤費は10兆円に達するところであり、医療費の増

大は、国の財政を圧迫する主要な原因の一つです。日本の医療制度

は、「国民皆保険」であり、すべての国民が健康保険によって全国

どこでも同じ水準の医療を受けられることが最大の長所ですが、医

療費がこのまま増大を続け、国や国民の支出能力を超えた際には、

国民皆保険の制度そのものが瓦解するおそれがあります。世界に誇

る国民皆保険を将来にわたって持続可能なものとするため、何をす

べきでしょうか。この国の先輩方が作り上げてきたかけがえのない

仕組みをよりよい形で次の世代へと引き渡していくため、正解のな

い問に対して、評論や悲観ではなく地に足の着いた答えを導く責任

を果たすことが、厚生労働省の行政官に与えられた使命です。 

 

国産医薬品「オプジーボ」 

 平成26年に抗がん剤「オプジーボ」が承認されました。京都大学

の本庶佑先生が原理を発見、内資系製薬企業である小野薬品工業が

開発し、世界に先駆けて日本で承認を受けたものです。その作用機

序から広範な癌腫に有効であることが見込まれており、本庶先生は

平成30年にはノーベル賞を受賞されました。まさに国内発の革新的

医薬品であり、医薬品分野を輸出産業として成長させていくことを

目指す日本において模範的とも言える医薬品です。  

 ところが、この医薬品が一般にも広く知られることとなったきっ

かけは、その有用性や開発の経緯ではなく、薬剤費の高さでした。

平成28年の財務省の審議会で、有識者からオプジーボの年間薬剤費

は１兆7,500億円に達すると指摘され、「一剤が国を滅ぼす」などと

新聞報道もされたほどです。この数字は結果として過大な推計で

あったことが明らかにはなっていますが、それでも1,500億円超の国

内売上げ最大の品目となることが想定され、厚生労働省でも、国民

皆保険の持続性の観点から、オプジーボの薬価について議論が開始

されることとなりました。新聞報道や国会においてもたびたび話題

になり、社会の注目を集めました。 

 

想定外の事態に、柔軟に対応 

 オプジーボの薬価が高い理由のうち、最も大きな要因は、薬価算

定時はオプジーボの適応症は希少疾病である悪性黒色腫であり、年

間使用患者数は500人程度であったことです。それが、平成27年末

には五大がんの一つでもある肺がんに適応拡大したことから、同じ

価格のまま急激に使用が拡大することが見込まれ、1,500億円超の市

場規模予想となりました。 
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個別事案から制度改正へ 

 薬価算定ルールに従って薬価を設定した結果、オプジーボのよう

な事例に対処できなかったため、そもそもルールが近年の革新的医

薬品に対応できていないのではないかと考えられるようになりま

す。議論は厚生労働省内にとどまらず総理大臣を議長とする経済財

政諮問会議においても取り上げられました。その結果、内閣官房長

官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣が決定した

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」が平成28年12月に策定さ

れ、総理大臣からもこれに基づいて改革を実行することが指示され

ます。厚生労働省においては、具体的な改革案の策定のため、薬系

技官が中心となって、論点整理、素案作成を進めていきます。そし

て、関係者（医療関係者、保険者、製薬企業等）と、公の会議の場

で議論も重ね、改革案を洗練していきます。 

 

誰もできなかったことへの挑戦 

 薬価制度を抜本的に見直すため、これまでの課題を含めて、まさ

に総ざらいの検討がされました。オプジーボのように急激に市場規

模が拡大した医薬品について、随時薬価見直しをする仕組みを導入

するほか、平成22年に導入した新薬創出加算の対象品目を医薬品の

有用性に応じて選定する見直しなど、多岐に渡ります。 

 薬価基準が昭和25年にできて以来、さまざまな制度見直しが

行われてきたが、そのうち、三大改革と呼ばれているものがあ

る。一つ目は、薬価改定の際、より実勢価格に近い薬価に改定

するための「バルクライン方式の見直し」、二つ目は、特許期

間 中 の 薬価 を維 持 する「新薬 創 出 加算」、三 つ 目 が今 回の

「G1・G2制度」だ。 

TIPS 薬価三大改革 

 従来、困難とされてきた課題の一つが、先発品と後発品（ジェネ

リック）の価格差です。後発品は先発品と同等性が確認されてお

り、かつ先発品より価格が低いため、従来、医療費の適正化の観点

から、その使用を促進してきました。他方、そもそも先発品と後発

品が同等であるならば、先発品に対しても後発品と同じ価格しか保

険償還する必要はないのではないか、といった議論が、古くは20年

程度も昔から、繰り返しなされてきました。にもかかわらずこれま

で実現しなかったのは、急激に先発品の価格を引き下げることで、

先発品メーカーの経営に深刻な影響を与えること、かえって後発品

の使用を阻害するおそれがあることといった懸念要素が大きかった

からです。 

 今回の制度改革ではこの問題に本気で向かい合った結果、後に薬

価三大改革の一つとして挙げられることとなる「G1・G2制度」の創

設に至りました。これは、後発品が出た先発品、いわゆる長期収載

品について、その薬価を段階的に後発品の価格まで引き下げる制度

です。ただし、単に引き下げるのではなく、後発品への置換え率が

80%を超えているものをG1、それ以外をG2と区分して、G1は後発

品の価格まで引き下げ、G2は後発品の1.5倍の価格までしか引き下げ

ないこと、価格引き下げ開始は後発品が出てから10年後とし、その

後も6年程度かけて段階的に引き下げていくことといった仕掛けを施

すこととしています。これによって、先発品メーカーへの影響を限

りなく小さくとどめ、後発品への置換えを阻害することもなく、先

発品の薬価を後発品の価格まで軟着陸させることが可能となりま

す。また、この仕掛けは、後発品の普及が進んだ現在であるからこ

そ成立するものであったとも言えます。過去の議論をよく理解した

上で、時流をとらえ、実社会と向き合った丁寧な議論をすること

で、誰にもできなかったことを成し遂げることができます。 

 

改革のサイクルを回す 

 改革は、行って終わりではありません。今回の薬価制度改革が実

社会で本当に想定通りの仕組みとなるのか、引き続き検証していく

ことこそ重要です。その結果何か問題があれば、やはり柔軟に、機

動的に対処していくことが私たちの役割です。 
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政策紹介２ 革新的新薬を創る  

果の公表、研究成果の移転、研究成果に関する知的財産権等につい

て、参画企業による実用化を最優先においた仕組みとしました。 

 このようなスキームにより、いくつかのコンソーシアムも成立

し、最終的には、「多層的オミックス解析による、がん、精神疾

患、腎疾患を対象とした医療技術開発」という製薬企業6社も加わる

コンソーシアムが始動しました。 

 

TIPS  トランスレーショナル研究・ 

   リバーストランスレーショナル研究 

AMEDの設立を契機に 

 日本医療研究開発機構（Japan Agency for Medical Research and 

Development：AMED、“エーメド”）は、医療分野の研究開発および

その環境整備の中核的な役割を担う機関として、平成27年4月に設立

されました。基礎から実用化までの一貫した医療研究開発の推進、

その成果の円滑な実用化を図るとともに、研究開発環境の整備を総

合的かつ効果的に行うためのさまざまな取り組みを行う国立研究開

発法人です。文部科学省はアカデミアでの科学技術の促進、厚生労

働省は国民の健康、経済産業省は産業振興というそれぞれ国策とし

て重要なコンセプトにより、それぞれの省の予算で支援されてきた

医療分野の研究費をAMED設立により集約し、出口戦略を見据えた管

理が図れることとなりました。 

 このように、 AMEDの設立は、官民共同研究プロジェクトの創設

にとって大きな契機となりました。 

 

創薬の鍵はどこにあるのか 

 製薬企業においては、創薬標的が枯渇するなど、新薬の研究開発

を取り巻く環境はますます厳しさを増している一方で、医薬品開発

においては、臨床効果の予測可能なバイオマーカーの確立が極めて

重要なものとして当時より注目されていました。 

 また、質の高い臨床情報が付随した臨床検体を用いた創薬研究で

は、成功確率増加、コスト削減、開発期間短縮が見込まれますが、

我が国では、これらを用いた創薬研究を推進する体制が整備されて

いませんでした。 

 このような中、革新的新薬の開発に向けて、アカデミアにおける

良質な臨床検体収集体制や先進的なオミックス解析技術と製薬企業

における創薬ノウハウをつなげる研究スキームが創薬の鍵であると

して、我が国初の本格的な官民共同研究プロジェクトの検討に着手

することとなりました。 

 

GAPFREE１の創設へ 

 具体的には、参画企業も一定の研究費を拠出の上、その研究成果

を製薬企業による創薬等につなげることを前提とし、参画企業が研

究開発等を行いたいとする疾患領域や、その研究開発等において参

画企業が必要とする臨床検体や付随する臨床情報等のニーズを踏ま

えて、オーダーメードの前向き臨床研究を立ち上げることを基本と

した、GAPFREE１を平成27年度に創設することとしました。 

 このプロジェクトでは、臨床検体を用いた基礎的段階の研究では

あるものの、発見した創薬標的等に基づき行う研究開発は製薬企業

にとってコンペティティブな位置付けとなることを踏まえ、研究成

GAPFREE1で採択されたコンソーシアム 
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後世へ受け継がれるプロジェクトに 

 さらに、平成28年度には、GAPFREE２を開始しました。これは、

従来の創薬手法では、ヒト－動物間種差等の問題から、完全にヒト

の病態や生理機能を踏まえた研究開発を行うことが困難であり、治

験への着手に至ったとしても、有効性欠如等により開発を断念せざ

るを得ないケースも多くみられるなど、臨床予測性が創薬研究の最

大のハードルとなっていることに着目したものです。特に、治療薬

のない領域では、臨床予測性は全くの未知であり、製薬企業の研究

開発着手には大きなリスクを伴うことを踏まえ、具体的には、①ア

 オミックス情報とは、網羅的な生体分子についての情報であ

り、具体的にはゲノム（Genome）やトランスクリプトーム

（Transcriptome）、プロテオーム（Proteome）、メタボロー

ム（Metabolome）、インタラクトーム(Interactome)、セロー

ム（Cellome）と呼ばれる、様々な網羅的な分子情報をまとめ

た情報、知識、集合のことを指します。 

 ゲノムとはDNAの塊のことで、ゲノムには遺伝子（Gene）が

含まれています。遺伝子は、我々の細胞の中の材料を作るとき

の設計図として日常的に利用されています。遺伝子の情報を利

用する時には、遺伝子の特定の領域が転写（Transcript）され

て、mRNAが作られます。このmRNAの情報の総体をトランスク

リプトームといいます。mRNAの情報をもとに、タンパク質

（Protein）が作られており、そのタンパク質情報の総体をプロ

テオームと呼んでいます。 細胞は、この様な様々な分子材料を

使って代謝を行い、代謝物（Metabolite）を産生し、その結

果、毛髪の色や身長の違いといった形質が、目にみえる形で表

現されたもの（表現系、Phenotype）を生み出します。 

（日本オミックス医療学会ホームページより） 

TIPS  オミックス情報 

カデミアによる既存薬をツール化合物として用いた介入試験、②製

薬企業により介入試験により得られた試験データ等を活用した革新

的医薬品の研究開発を行うものです。 

 薬系技官の創設したGAPFREEはそのコンセプトが１度限りのもの

ではなく、後世にも受け継がれるビッグプロジェクトとなったので

す。 

 

マッチングスキームも整備 

 なお、GAPFREEプロジェクトでは、アカデミアグループと製薬企

業によるコンソーシアムの構築を前提としており、AMEDにおいて、

プロジェクトの概要を情報提供した上で、アカデミアと製薬企業の

双方の希望を踏まえたコンソーシアムの構築のため、アカデミアと

製薬企業の本プロジェクトにおけるマッチングを支援することとし

ました。 

 これまで、数多くのコンソーシアムがこのマッチングスキームに

より成立しています。 

 

GAPFREEに込められた想い 

 GAPFREEについては、「Funding for research to expedite effec-

tive drug discovery by Government, Academia and Private part-

nership」の頭文字をとって名付けられました。 

それと同時に、産官学のギャップを無くすという想いが込められて

います。 

GAPFREE2におけるマッチングスキーム 

GAPFREE2におけるコンセプト図 
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政策紹介３ 地域医療を支える 

 

地域医療・介護が直面する問題に向き合う 

－地域包括ケアシステムの一翼を担う－ 

 日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行していま

す。 

 65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており（国民の約４人に

１人）、2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以

上の人口割合は増加し続けることが予想されています。 

  このような状況の中、団塊の世代（約800万人）が75歳以上とな

る2025年（平成37年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに

増加することが見込まれています。 

  このため、厚生労働省においては、2025年（平成37年）を目途

に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な

限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域

包括ケアシステム）の構築を推進しています。 

 薬剤師・薬局も地域包括ケアシステムの中で必要な役割を担って

いく必要があります。 

 

薬剤師の資質向上を目指す 

－薬学教育６年制の導入－ 

 医療技術の高度化、複雑化、医薬分業の進展等に伴い、薬剤師に

は最適な薬物療法の提供、服薬指導、医療安全対策等の幅広い分野

において、医療の担い手としての役割を果たすことがより一層求め

られてきました。このため、薬剤師養成のための薬学教育は、教養

教育、医療薬学、実務実習を充実させ、臨床に係る実践的な能力を

培うことができるよう、平成18年４月から学部の修業年限が4年から

6年に延長しました。これにより、６年生の学部教育では、モデル・

コアカリキュラムに基づく教育に加えて、各大学それぞれの個性・

特色に応じたカリキュラム編成や参加型実務実習等の教育が行われ

ています。 

良質な医療を提供する 

－医療提供施設への位置づけ－ 

 医療者としての薬剤師を養成するための薬学教育の変化の一方

で、その職能を発揮する場の１つである薬局については、「良質な

医療を提供する体制の確立を図るための医療等の一部を改正する法

律」（平成19年４月１日施行）により、調剤を実施する薬局を医療

法における「医療提供施設」に位置付けました。 

 また、国民の医療に対する安心、信頼を確保し、質の高い医療

サービスが適切に提供される医療提供体制を確立するため、患者の

視点に立った制度改正を行い、医療機関や薬局の選択を適切に行う

ために必要な情報を提供する制度（薬局機能情報提供制度）を創設

しました。 

 

チーム医療に参画する 

－病棟薬剤業務実施加算の創設－ 

 各医療スタッフの専門性を十分に活用して、患者・家族とともに

質の高い医療を実現するためには、各医療スタッフがチームとして

目的と情報を共有した上で、医師等による包括的指示を活用し、各

医療スタッフの専門性に積極的に委ねるとともに、医療スタッフ間

の連携・補完を一層進めることが重要です。 

 薬剤師についても、薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等に

ついて、医師に対し、積極的に処方を提案を行うこと、抗がん剤等
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の適切な無菌調製などを行うことや薬剤の専門家として各医療ス

タッフからの相談に応じて行くことが必要です。 

 このような背景から、平成24年度診療報酬改定において、勤務医

等の負担軽減等を図るために薬剤師が病棟で一定以上の業務を実施

している場合の評価として「病棟薬剤業務実施加算」を創設しまし

た。 

 

かかりつけ薬剤師・薬局を推進する 

－薬局ビジョンの公表・かかりつけ薬剤師指導料の創設－ 

 院外処方により患者の負担が大きくなっている一方で、負担に増加

に見合う薬局サービスの向上や分業の効果などが実感できていない

との指摘もあり、平成27年10月、厚生労働省では、患者本位の医薬

 医薬分業が目指すものは、医師が患者に処方箋を交付し、薬

剤師がその処方箋に基づき調剤を行い、医師と薬剤師がそれぞ

れの専門性を発揮して業務を分担し、連携すること等によっ

て、医療の質の向上を図ることです。 

 医薬分業には、(1)薬局薬剤師が患者の状態や服用薬を一元

的・継続的に把握し、処方内容をチェックすることにより、複

数診療科受診による重複投薬、相互作用の有無の確認などがで

きること(2)薬剤師が、処方した医師・歯科医師と連携して、患

者に説明（服薬指導）することにより、 

患者の薬に対する理解が深まり、調剤された薬を用法どおり服

用することが期待できることなどにより、薬物療法の有効性・

安全性が向上するなどの利点があります。 

TIPS 医薬分業とは 

分業実現に向けて、かりつけ薬剤師・薬局の今後の姿を明らかにす

るとともに、団塊世代が後期高齢者（75歳以上）になる2025年、更

に10 年後の2035年に向けて中長期的視野に立って、現在の薬局をか

かりつけに再編する道筋を提示する「患者のための薬局ビジョン」

を公表しました。 

 この患者のための薬局ビジョンでは、「立地から機能へ」「対物業

務から対人業務へ」「バラバラから一つへ」とし、薬剤師・薬局が

かかりつけ医をはじめとした多職種・他機関と連携して、地域包括

ケアの一翼を担っていくことを示しており、このビジョンを受け

て、平成28年度診療報酬改定においては、かかりつけ薬剤師・薬局

を評価するために患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医

と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に

対して服薬指導等を行う業務を薬学管理料として評価する「かかり

つけ薬剤師指導料」などを創設しました。 

 

時代のニーズに応える 

 医療はものすごい速度で進歩を続け、そして、刻一刻と変化を続

けていきます。 

 その医療の中で、薬剤師もこれまでどおりの業務を行っていくだ

けではなく、ニーズに合った職能を発揮し、患者、多職種から必要

とされる存在となっていく必要があり、国としても、医療、薬剤師

を支える環境整備はますます重要になってくるものと考えます。 
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 ま た、海 外 に お け る 類 似 の 制 度 と し て、米 国FDAに よ る

「Breakthrough Therapy」、欧 州EMAに よ る「PRIME」な ど が あ

り、各国ともに医薬品等の早期実用化に熱心に取り組んでいること

が分かります。 

 この「先駆け審査指定制度」は、現在は試行的に実施しておりま

すが、平成30年に行われた厚生科学審議会医薬品医療機器部会にお

いては、当該制度の法制化も提案されており、今後、さらなる充実

が期待されています。 

 

TIPS  

政策紹介４ 高度な審査制度/安全対策を実現する  

 ドラッグラグには大きく２つの要素が含まれています。一つ

は、各国の規制当局が製薬企業からの承認申請を受け付けてから

承認するまでの審査期間の差である「審査ラグ」。もう一つは、

製薬企業が欧米で申請してから、日本で申請するまでの遅れを示

す「申請ラグ（開発ラグ）」。これら二つが合わせたものをド

ラッグラグとしています。 

TIPS  ドラッグラグ 

 H25 年度  H26 年度  H27 年度  H28 年度  H29 年度  

開発ラグ  1.0年  1.1年  1.7年  1.0年  0.2年  

審査ラグ  0.1年  0年  0年  0年  0.2年  

ドラッグ・ラグ  1.1年  1.1年  1.7年  1.0年  0.4年  

Ⅰ 先駆け審査指定制度 

審査ラグの解消と残された開発ラグ 

 今から10年ほど前、2000年代の頃は、欧米で使える医薬品が日本

国内では使用できない、いわゆるドラッグラグの問題が大きく指摘

されていました。その後、新しい医薬品の承認審査を行う（独）医

薬品医療機器総合機構（PMDA）の体制整備を積極的に進めることな

どによって、審査ラグは大幅に短縮され、審査期間は欧米当局とほ

ぼ変わらない状況まで改善しました。 

 一方、申請ラグについては、年度によって変動があるものの、一

定のラグが残ったままとなってしまっており、全体では、欧米に比

べて日本は医薬品の開発が遅れているという状況が続いてしまって

います。 

 

先駆け審査指定制度の開始 

 このような状況に対応するために実施している薬事規制上の取組

みの一つとして、「先駆け審査指定制度」があります。この制度

は、医薬品等の研究・開発から実用化までの一連の過程について、

関係部局が連携して一体となって取り組むために省内に設置された

プロジェクトチームの成果として平成26年に公表された「先駆け

パッケージ戦略」において提言されたもので、平成27年より試行を

開始しています。 

 この制度は、製薬企業が開発中の医薬品等のうち、①画期性があ

ること、②対象疾患が重篤であること、③極めて高い有効性又は安

全性があること、④世界に先駆けて日本で申請又は同時申請される

こと、の４つの条件を満たす医薬品を広く募集し、特に優れている

ものを指定し、その後の審査等において優先的に取り扱うことによ

り、日本における早期の実用化を図ろうとするものです。 

 

開発インセンティブ 

 優先的な取扱いとして具体的なものとしては、通常12か月間を目

標とする審査期間について、６か月間を目標として審査を受けるこ

とができるほか、先駆け審査指定制度対象医薬品として指定を受け

た医薬品等については、PMDAとの優先相談や、承認申請前から一部

のデータの事前評価を受けられたり、審査手続きの総括を担当する

審査パートナー（コンシェルジュ）を利用できたりなど、各種の優

遇を受けることができます。 

 平成27年から30年までに、医薬品、医療機器、再生医療等製品な

どを含め計32品目を指定しており、平成31年も追加の指定を行う予

定です。 

近年のドラッグラグの状況 
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Ⅱ MID-NET 

医薬品の安全性を見つめ続ける 

 医薬品が新しく世に出るためには、臨床試験の成績を中心とした

膨大なデータを用いて、品質・有効性・安全性の審査が慎重に行わ

れた上で承認されます。しかし、承認前の臨床試験では数百人程度

しか投与経験がなかった医薬品が、市販後には数十万人を超える患

者に使用されることも珍しくありません。この場合、例えば発生頻

度0.1％の非常にまれな副作用であれば、臨床試験では１度も発生し

なくとも、市販後には数百人の患者に起きることになります。した

がって、承認後も、医薬品の副作用の発生を監視し、適切な安全対

策措置をとらなければなりません。医薬品の承認は、ゴールではな

くスタートなのです。 

 

新世代の安全対策を目指して 

 医薬品の安全対策における厚生労働省の一番の役割は、行政・製

薬企業・医療従事者などの関係者が連携・協力して、副作用による

健康被害の発生を防ぐための「仕組み」を構築することです。その

ひとつが「副作用報告制度」です。医薬品医療機器法により、製薬

企業は重篤な副作用の発生を国に報告をしなければなりません。現

在、国内外で発生した年間40万件を超える副作用が報告されていま

す。 

 それでは、１年間に100件の副作用が報告される医薬品Ａと、10

件しか報告されないＢがあったとき、Ａの方がＢよりリスクの高い

薬なのでしょうか。もちろん話はそんなに単純ではありません。例

えば、Ａの方がＢより使用患者数が10倍多ければ、発生頻度は同じ

になります。 

 副作用報告制度は、未知の副作用の検出や個別の症例の分析など

には有用な仕組みですが、副作用の発現頻度の比較や統計学的な解

析には向いていません。従来の副作用報告制度に加えて、より高度

な安全対策を実現するための「仕組み」が求められています。 

 

医療情報データベースMID-NET 

 最近、厚生労働省で取り組んできたのが、IT技術を活用した医療情

報データベース「MID-NET」の開発です。MID-NETでは、全国23ヶ

所の病院の電子カルテの情報が約450万人分データベース化されてお

り、副作用の分析などに利用できるようになりました。例えば、Ａ

薬とＢ薬の処方人数が何人ずつで、そのうち特定の副作用が発生し

たのは何％で、その年齢分布や肝機能パラメータが･･･といったこと

が、MID-NETを使えば直ちに解析できるようになります（少々話を

単純化していますが）。MID-NETは平成30年度から本格的な運用が

開始され、新薬の製造販売後調査などに活用され始めています。 

 医薬品･医療機器に関わる制度・政策は、新しい技術にあわせて進

歩していきます。IT技術を活用した安全対策もそのひとつですし、AI

による診断支援の医療機器やiPS細胞を用いた再生医療等製品といっ

たものも出てこようとしています。厚生労働省の職員も、常に技術

の進歩を追いかけて行かなければなりません。 

最近、医薬品開発の現場などでリアルワールドデータ（RWD）と

いう言葉が注目を集めています。RWDとは、現実の臨床診療の世

界から得られたデータという意味。MID-NETのような電子カルテ

情報のデータベースがまさにRWDの一例です。 

RWDは、臨床試験ではデータが得られにくい小児・高齢者や合併

症を有する患者など、多様な現実を反映できると期待されます

が、データ処理や解析結果の解釈には難しさも多いです。 

TIPS  リアルワールドデータ 
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係員の一日
～陣内さんの場合～

AM 11:00
会議の資料準備

AM 9:00
出勤 ・ 朝メール作成

AM 12:00
昼食

平成30年 4月　入省～現在　医療機器審査管理課

医療機器や再生医療等製品の承認に関わる仕事が主な仕事です。医

療機器も再生医療等製品も両方扱うことができるため、いろいろ目

移りしてしまう自分としては大変楽しく勉強できています。

課内の先輩方は仕事でわからないことが発生しても優しく指導して

くれますし、マジックやボードゲームにつきあってくださり頭が上

がらないです。

片道1時間の道のりを経て登庁します。朝はまずメールを

チェックし、その日やらなければいけない仕事をまとめて、

上司とメールで共有します。困ったことを朝メールに書くと、

助けてくれます。一日がスタートです。

　お昼は仕事のことを忘れて気分転換。今日は課の先輩にマジック

を披露しました。職場でも趣味を忘れないようにしています。

　専門家の意見を聞く場として審議会という会議の運営を行ってい

ます。会議の開催日に向けて準備を行います。関係者との調整から

資料を作成するところまで、幅広く準備を行います。会議で問題が

起こらないことはもちろん、審議が円滑に進められるよう細かい気

配りが重要です。写真は会議で使用する資料の作成をしているとこ

ろです。

医薬 ・ 生活衛生局
医療機器審査管理課

陣内　凱

電子化をできるだけ進めても、やはり膨大な紙資料

を頂いてしまいます。できるだけ未整理のものを減

らすようにはしていますが、やはり少しはたまって

しまいます。これでも大分片付けました。

机の中には保管しておきたい資料やあまり外部の人

には見せられない資料、おかし等様々なモノを入れ

ています。特にわからないことができたときには、

保管資料を漁ると意外と答えが見つかったりしま

す。
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付箋、ノートは咄嗟のメモに必須の道具で

す。どんどんメモっていくとたまに書いた

記憶があるのに見つからないこともあって

焦ります…

電子化をできるだけ進めても、やはり膨大な紙資料

を頂いてしまいます。できるだけ未整理のものを減

らすようにはしていますが、やはり少しはたまって

しまいます。これでも大分片付けました。

今年になってパソコンが変わり、持ち運び

のできる軽量ノートパソコンが支給される

と共に、デュアルディスプレイができるよ

うになりました。机で仕事をするときには

やりやすく、また気軽にパソコンを持って

会議に出られるようになりました。

PM 1:00
外部の先生への説明

PM 5:00　PMDA の方と打合せ

PM 3:00 課内会議

PM 7:30　ボードゲームカフェ

予定を合わせて遊びに行くこともあります。職場の同期や先輩と遊び

に行くのは良い気分転換にもなりますし、いろいろな話を聞けるので

為になることも様々。今回はボードゲームをみんなで遊びました。

陣内さんの机周り

審議会で審議をして頂く先生へ事前に説明を行うのも大事な仕事です。そ

のために先生の元へ伺います。写真は国立医薬品食品衛生研究所の入り口

です。ここに所属している先生に説明を行い、審議内容について事前に意

見交換を行います。

医薬品医療機器総合機構（PMDA）は仕事のカウンターパートとして、

良く打合せを行います。医療機器や再生医療等製品の承認はPMDAと

二人三脚でなければなしえません。写真は医療機器を担当する人が集

まって行う進捗報告会です。ここでは、申請されている新医療機器の

審査状況等を踏まえディスカッションが行われます。

審議会で審議する事項について、まずは課内で論点を整理する打ち合

わせを行います。課内での打ちあわせを経て、最終的には医薬・生活

衛生局としてのOKをいただくために局長、審議官への説明を行う局

議があります。

机の中には保管しておきたい資料やあまり外部の人

には見せられない資料、おかし等様々なモノを入れ

ています。特にわからないことができたときには、

保管資料を漁ると意外と答えが見つかったりしま

す。

PM 7:00　退庁
その日のやるべき業務がおわれば、だらだら残らずにさっと帰ります。

翌日やることをメモに残し退庁します。
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専門官の一日
～高梨さんの場合～

平成20 年 4 月入省　医薬食品局審査管理課

　　　　　　　　　　（新薬担当）

平成22 年 7月　大臣官房国際課対外経済係

平成25年 8 月　英国ヨーク大学（留学）

平成27 年 8 月　医薬食品局審査管理課

　　　　　　　　（国際担当）

平成28 年 4 月　現職

薬事規制に関する国際案件を担当しています。国

際会議に出席するため海外出張することもよくあ

ります。語学は、入省後の研修や業務の機会を通

じて習得しました。

AM 11:00
日本の薬事規制の概要を講義

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

日中に返すと、向こうも朝開くことになります。

PM 2:00
対処方針の作成

電話会議での議題について、対処方針を作成します。ICH（医

薬品規制調和国際会議）などでは、各国の基準の調和に関す

る議論も行わることから、省内の担当部局・PMDA等との事

前調整は欠かせません。各国の立場や日本が優先すべき事項

を考慮しながら、会議の結論を望ましい方向に運ぶための方

針を作成します。

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

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

心な研修生だったので質問も多数出ました。講義後に記念写真を撮影。

医薬 ・ 生活衛生局総務課国際薬事規制室　
国際化専門官

高梨文人
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PM 4:00　案件説明と決裁

作成した対処方針の案を上司に説明して、決

裁を取ります。追加で発言すべき事項などの

指示を受け、修正することでクリアを取りま

した。決裁の過程で入った変更点は、関係部

局にフィードバックします。

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

別の日は　PM 8:00
FDA、 EMA との電話会議

日本は夜ですが、ヨーロッパは昼、米国は朝です。国際会議は、通例、

対面会合の前に準備のため電話会議を開催して予備的な議論を行いま

す。事前に用意した対処方針をもとに発言します。電話会議での合意

事項や各国の意見、議論の続く論点は、記録としてまとめて関係者と

共有して、次の会議に備えます。

PM 6:00
レセプションの司会

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

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

した。

メキシコに出張して、ジェネリック医薬品の規制に関する国際会議に出

席しました。作業部会での技術的な議論の報告だけでなく、会議全体の

あり方や今後の方向性についても熱心な議論が行われました。

別の日は
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厚労省薬系技術職員を目指し
たきっかけ

（太田）医薬品の研究開発に関心があり、医

薬品シーズの実用化に向けてその安全性

や有効性を適切に評価する仕組みづくり

に興味を持ちました。また、業務の幅広

さにも魅力を感じました。

（粟飯原）私も業務の幅の広さに惹かれまし

た。医薬品の研究開発から審査制度、販

売制度に至るまで、自分の専門であるラ

イフサイエンスを軸に多様な業務に携わ

れるのは大変魅力的でした。

（杉山）大学入学時には、将来は薬剤師にな

るつもりでしたが、卒業生からお話を伺っ

た際に、病院・薬局で働くのは選択肢の

ひとつであり、将来の選択肢としては、薬

剤師資格を要する仕事に限定せずに広く

考えようと思ったことがきっかけです。

（池田）同じ研究室の先輩が厚労省で働いて

おり、お話を伺ったことがきっかけです。

その後、色々な説明会へ参加し、日々進

歩する科学技術を安心・安全とともに社

会に調和させるこの仕事に出会いました。

印象に残っている仕事

（池田）医薬品を承認する際には、企業の方

と様々なやりとりが発生し、調整等を行

うのですが、医薬品の承認後においても、

企業の方と薬事上の手続きのことでやり

とりをする際に、かなりの頻度で手続き

についての連絡がきたことです。企業の

方の医薬品への思いを感じ、１年目です

が自分の仕事にかかっている重みを実感

しました。

（杉山）はじめて担当した仕事で、関連部署

や関連団体の意見がなかなか折り合わな

い局面がありました。どうしたら関係者

が納得できるのかを考えて調整する仕事

なんだなと感じました。

（太田）自分も支援に関わった研究で、メディ

アで大きく報道されるような画期的な成

果が出たときには、なんだか自分も嬉し

い気持ちになりました。

（粟飯原）内閣府の会議体で決定されるよう

な非常に重要な案件について、関係各所

と調整を繰り返したのが印象的です。局

内は当然として、他局、他省庁と調整す

るのはなかなか大変でしたが、他局の法

令系の同期と協力しつつ作業を進めるの

粟飯原（ 医薬 ・ 生活衛生局総務課） 32

太田（ 医政局研究開発振興課）

若手職員インタビュー
　入省１～２年目の皆さんに、厚労省での仕事についてあれこれ答えてもらいました。
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は楽しかったです。最後に内閣府の会議

で承認が下りたときは本当に嬉しかった

です。入省前は「１年目はどうせコピー

取りメインだろう」なんて思って半ば覚

悟していたのですが、最初から施策の要

に携わることができ、とても楽しいです。

つらかった仕事

（粟飯原）つらかった仕事は特にこれという

ものではないのですが、仕事に慣れるこ

とでした。研修はありますが、先ほども申

し上げたとおり入省していきなり第一線

に放り込まれるので、初めは仕事のスピー

ドについて行くので精一杯でした。

（池田）制度を運用したり改正したりするに

は、現行の制度を知り尽くしている必要

があり、なんとなく知っているだけでは

とても太刀打ちできず、入省したての頃

は大変でした。いまも勉強の毎日ですが、

入省直後よりも仕事を回すのが速くなっ

てきたので、成長を実感しています。

（杉山）仕事でつらいと思ったことはまだな

いです。ただ、一般の方や医療関係者か

ら質問を受けたときに、知識不足を実感

することが多いです。

（太田）つらかったこともないわけではない

ですが、あんまり覚えてません（笑）

職場の雰囲気、ワークライフ
バランス関係

（杉山）職場の雰囲気はとても良いと思いま

す。

（粟飯原）雰囲気は確かに良いと思います。

入省前は堅くてぴりぴりした職場だと

思って身構えていたので、とても安心し

ました。

（太田）省庁ごとにカラーがありますが、厚

生労働省で働いている方は、まじめで優

しい方が多いという印象があります。わか

らないことがあれば、遠慮無く周りに聞

けますし、上司への相談もしやすいです。

（池田）理系というバックグラウンドを共通

して持っているためか、年齢がバラバラ

でも話が合います。飲み会などでは仕事

以外の話でも盛り上がることがあり、オ

ン・オフのメリハリをしっかり付けて仕

事ができています。また、同じ目標を持っ

て仕事していることもあり、団結力があ

ります。

（杉山）上司や周りの先輩方にも相談しやす

いです。

（太田）予想以上に休暇を取得しやすい環

境で驚きました。業務の調整さえつけば、

夏期にはまとまった休暇を取ることがで

きるため、海外へ旅行したりしています。

（池田）私もマンスリー休暇は積極的に取る

ようにしていて、まわりの人と予定を調

整して、うまく取得しています。

（杉山）私も夏休みに９連休を取得して海外

旅行に行きました。マンスリー休暇も取

りやすいです。休暇を取らないと、「休み

取らなくていいの？」と声を掛けていた

だくこともあります。

今後の抱負

（池田）ニーズに合ったより良い制度を作る

ために、様々な立場から薬事行政に携わっ

ていきたいです。医薬局以外の局やＰＭ

ＤＡへの出向も経験したいです。

（粟飯原）池田さんと同じく医薬局の外に

出て、他部署や他省庁を経験したいです。

できれば地方出向なども経験して幅広い

視野を身につけたいです。

（杉山）今は、医薬品の安全性に関する部署

で働いていますが、今後は医薬品・医療

機器

等の審査や医療保険に関する業務にも携

わってみたいです。

（太田）薬事規制の国際調和に関する動きや、

国際共同治験件数の増加など、医薬品等

の開発において国際協力の重要性は年々

高まっているので、国際業務にも関心が

あります。

（杉山）海外当局との電話会議が２週間ごと

にあり、英語の必要性を感じています。今

後、頑張って勉強したいです。

（粟飯原）時々、全部英語で書かれた政府文

書を読み解く必要があるので、素早く処理

できるようになりたいです。また、国際的な

視野を身につけたいこともあり、海外の大

学院に留学したいと考えています。

（池田）人事院が募っている若手対象の制度

ですね。私も海外留学には興味があります。

語学は…あまり得意ではないですが、今後

頑張っていきたいです。

志望者へのメッセージ

（太田）薬系技官という名前ですが、近年

は化学、生物学といった異なるバックグ

ラウンドをもつ職員も増えてきています。

それぞれの専門知識を活かして活躍でき

る場が多くありますので、少しでも興味

があれば、将来働く職場の選択肢の一つ

として考えていただければと思います。

（杉山）化学、生物、薬学の専門知識を活

かして、医薬品や食品分野など幅広い分

野で働くことができる職業だと思います。

薬学部出身であっても、薬局や製薬企業

で働く以外にも選択肢はたくさんあると

思います。

（粟飯原）様々な選択肢の中から真剣に悩ん

で検討してもらって、いろいろ見て悩ん

だ末に厚労省の薬系を志望してもらえる

と大変うれしいです。

（池田）仕事はやりがいがあっておもしろく、

若手でもいろいろなことに挑戦できます。

決して楽な仕事ではありませんが、その

分、達成感も得られて刺激的な毎日が約

束されます。是非、厚生労働省も選択肢

の一つとして考えて、まずは説明会に来

てみてください。

池田（ 医薬 ・ 生活衛生局医薬品審査管理課）

杉山（ 医薬 ・ 生活衛生局医薬安全対策課）

若手職員インタビュー
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若手職員へのアンケート

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

ため

〇今必要とされる薬の開発の支援に携わりたいため

〇食品衛生と薬事に興味があり、どちらにも関わる機会のある厚労

省薬系技官に魅力を感じた

〇医薬品の開発や食品の安全管理に興味があったから

〇過去に長期入院した経験があり患者目線の医療を推進したいと考

えたため

〇薬学部だったので、業務内容のイメージが相対的に湧きやすかっ

たことと、最終的には官庁訪問時の雰囲気が自分にあってそう

だったこと

〇薬事行政に関わり、より良い制度設計に貢献したかったため

〇大学に厚労省職員の方が講演に来て、いろいろなことができてお

もしろそう！と思ったから

〇経験できる仕事の幅が広い。がんばっている薬剤師の活動を普及

していきたい

〇革新的な新薬を迅速に上市する仕組みづくりに携われると思った

ため

〇薬剤師の業務内容の見直しに携わりたいと思ったため

〇難病の治療薬が開発・実用化される社会であってほしいと思って

おり、厚生労働省では様々な形で関わることができると考えた

ため

〇日本の医療の制度設計をするのがおもしろそうと思ったから

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

もらえること

〇いろいろな分野の第一人者の方から話が聞ける

〇幅広く様々なことに触れることができること

〇仕事にやりがいがあっておもしろい。若手でも、裁量が大きい（そ

の分、責任も大きい）。

〇社会に必要で影響力のある案件に携われ、若手のうちから意思決

定に関与できること

〇若手のうちから行政としての意思決定に何度も関わることができ

ること

〇最先端の技術や情報に触れる機会が多いこと。また、様々な分野

でトップレベルの専門家と一緒に仕事ができること

〇優しくて愉快な人が多いこと

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

〇意外と早く帰れる

〇思ったよりOJT重視な印象がある

〇ある管理職の大大先輩は今でも論文を日常的に読んでいたり、学

術論文を書いたりしていると知り驚いた

〇省庁によって人のカラーが異なる。厚労省には厚労省なりのカラ

ーがある

〇休みがとりやすい。

〇職場がわきあいあいとしている。お堅い人が意外と少ない

〇「デスクワークが多い」というように思っていたが、そうでもな

かった（いろんな人の間を、調整のために走り回るので）

〇明るい人が多い

〇意外と上司は優しい

Ｑ　一番大変だったことはなんですか？
〇想像以上に業務量が多かった

〇仕事のスピードが早いこと

〇1000ページの告示の記載チェック

〇右も左もわからないのに、最初からいきなり実践に放り込まるこ

と。新人を丁寧に教育する余裕がないので、慣れるまでは大変

〇突発的な事件への対応

〇法改正時に通知を出しまくったこと

〇28時頃に自転車を使って国会議事堂に官房長官の答弁資料を持

ち込んだこと

〇作業量のある案件が一時期重なったこと

〇役所で当然の前提とされる知識や感覚が身につくまでは上司や先

輩の会話が３割ぐらいしか理解できなかった。１，２年で身につ

いてくると思う

～入省 5 年目までの若手職員に聞きました～



3�

Q　住まいと通勤時間は？

Q　休日は何をして過ごしていますか？

Q　学生時代にやり残したことは？
〇研究

〇勉強をもっとまじめにすべきだった

〇一人暮らし

〇海外旅行

〇恋愛

〇いろいろなバイト

〇英語の勉強

〇趣味に全力を注いでおきたかった…。学生の方が自由に時間が使

えるので

〇楽器の練習

〇海外留学をしたかった

〇掃除、料理

〇旅行

〇散歩

〇睡眠

〇ゲーム

〇英会話教室

〇映画鑑賞

〇ジム・フットサルに行く

〇友達とご飯に行く、一人で新しい店（ご飯屋）を開拓する

〇デート

〇録り貯めのドラマ視聴の消化

〇楽器の練習

〇読書

〇クラシックギターの合奏団で練習や演奏会への出演など

〇映画を見たり友達と飲んだり喫茶店に行ったり

Q　平均的な退庁時間は？

　　　　　　　　　　　住まいの分類 　　　　　　　通勤時間

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

〇業務に必要な知識は（薬学部でも薬学部以外でも）どっちにしろ

勉強する必要がある

〇必要な知識は都度勉強する必要はあるが、今のところ、なんとか

なる、という印象

〇慣れるまでは大変だけれども、慣れると意外と薬学・臨床の知識

もついてくるのでハンディは感じていない

〇（難しい薬の名前などはあるが）薬系だからといって、必ずしも

専門知識がないと仕事ができないわけではないという印象

〇入省直後は、知識がなくて困ったこともあったが、業務を通じて

必要な知識を身についてくるので、最近では不便に感じること

もなくなってきた 



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

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

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

安心して仕事を進めることができます。

係員・係長クラス

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

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

の機会もあります。

課長補佐・専門官クラス

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

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

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

企画官・課室長クラス

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

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

の第一線で新たな課題に対応します。

薬系技術職員のキャリアパス

3�
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採用等に関するＱ＆Ａ

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

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

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

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

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

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

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

多数採用されています。

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

をお待ちしています。

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

すが、語学ができることは一つのアピールポイントになります。 

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

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

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

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

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

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

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

問い合わせください。

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

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

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

望の有無を伝えることができます。
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採用スケジュール予定（平成３１年度）

採用の手続き等について

これまでの採用実績

採用年度
平成

24 年度
平成

25 年度
平成

26 年度
平成

27 年度
平成

28 年度
平成

29 年度
平成

30 年度
平成

31 年度

人数 ６（１） ５（２） ６（０） ７（２） ９（２） ８（３） ８（３） ８（５）

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

３月２９日（金）～４月８日（月）

４月２８日（日）

５月１０日（金）

５月２６日（日）

６月２６日（水）

10 月１日以降

国家公務員採用総合職試験申込受付期間

第１次試験

第１次試験合格者発表

第２次試験（政策課題討議・人物）＜院卒者試験の場合＞

第２次試験（筆記）

最終合格者発表

内定

６月６日（木）～６月１４日（金）

６月２５日（火）

官庁訪問開始

５月２８日（火）～６月１４日（金） 第２次試験（人物）＜大卒程度試験の場合＞

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

（　）は採用者のうち女性の数
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第１次試験

第２次試験（政策課題討議・人物）＜院卒者試験の場合＞

第２次試験（筆記）

第２次試験（人物）＜大卒程度試験の場合＞

待遇

各種支援制度について

■初任給

・大卒程度試験（4 年制の学部卒業）：231,040 円

・院卒者試験：

　（修士課程修了、6 年制の学部卒業）262,600 円

　（博士課程修了）286,360 円

※平成 31 年 4 月時点のもの。東京都 23 区に勤務する

　場合の地域手当を含む。

■諸手当

扶養手当、通勤手当、住居手当、超過通勤手当、単身赴

任手当　等

■賞与（ボーナス）

期末手当、勤勉手当として、１年間に俸給などの 4.45

か月分（６月、１２月）

■昇給　年１回

■勤務時間　

　9:00 ～ 17:45（初任者の場合）

　　　　　　　※部署により異なる場合があります。

■休日休暇

・休日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始（週休二日制）

※部署により異なる場合があります。

休暇：年次有給休暇２０日／年

※４月１日採用の場合、採用の年は１５日

残日数は２０日を限度として翌年に繰越し

特別休暇：夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇　等

■福利厚生

・公務員宿舎（独身宿舎、世帯宿舎）

・診療所、健康診断、検診事業

・各種共済給付

■産前産後休暇

６週間以内に出産する予定の場合、及び出産の翌日から

８週間を経過する日までの期間で取得可能

■育児休業・育児時間

子が３歳に達する日まで、子を養育するために認められ

る休業。育児時間は、１日２時間以内まで勤務しないこ

とができる。

男性職員の育児参加休暇

妻の出産後８週間までの期間に、子を養育するために５

日以内で取得可能。上に小学校就学前の子がいる場合は、

妻の産前６週間前から取得可能。

■育児短時間勤務

子が小学校就学の始期に達するまで、子を養育するため

に認められる短時間勤務（１日４時間・週５日勤務、１

日８時間・週３日勤務等）

■介護休暇

配偶者、父母、子等で負傷、疾病または老齢により２週

間以上にわたり日常生活を営むことに支障がある者の介

護をする場合、それぞれの介護ごとに６ヶ月以内で取得

可能

■早出遅出出勤

育児又は介護を行う職員が、勤務時間帯をずらせる（早

出又は遅出）制度



採用に関する連絡先

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

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




