
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
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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。

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。医系技官とは

政策立案から実施に至るプロセス全てに関わります

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。

医学的な知識や現場感覚はとても役に立ちます

医師としての専門性と行政スキルの両方が必要です 次のような意思をもっていたらトライしてみては！

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）

政策の実施

現場の視点
専門的議論
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皆さんは、日々、医学の勉強あるいは診療に邁進されているこ
とと思いますが、将来に明るい見通しを持てていますでしょ
うか。臨床医の方であれば、診療のなかで制度の矛盾を感じた
り、それに対する改善案をお考えの方もいらっしゃるかもし
れません。
厚生労働省では、医療をよりよくするため、また国民の皆さん
にできる限り健康を維持していただくため、長期的視点に
立って様々施策を講じており、医系技官はその一翼を担って
います。

来る2025年に向けて
2025 年には団塊の世代の多くが75 歳を迎えます。それ以
後、医療・介護の需要は逼迫していきます。このニーズの変化
に対応するため、医療・介護の提供体制を着実に構築すること
が我々の喫緊の課題です。病床機能の分化と連携の促進、在宅
医療の進むべき方向性の決定、医療と介護の切れ目ない連携
の方策など取り組むべき課題は、枚挙に暇がありません。一つ
一つの政策の実践にあたっては、現場の医療従事者の方々の
モチベーションの向上に繋がることは元より、サービスを利
用される国民の理解を広く得ながら進めなければなりませ
ん。私たち医系技官は、現場を知る行政官として、エビデンス
に基づき説得力を持って、政策を企画・立案、実行していくこ
とが求められています。
政策の立案にあたっては、医療分野・介護分野のビックデータ
をフル活用しながら、限られた医療資源等を最大限に活用で
きる将来のあるべき提供体制を構築することが最大のミッ
ションです。

臨床現場にイノベーションを
昨今のゲノム関連技術や情報通信技術、人工知能等の技術革新
には目覚ましいものがあります。特に、ディープラーニングの

開発を端緒とした人工知能の開発は第4 次産業革命と評され
ることもあります。こうした先端技術を、迅速かつ安全、安定
的に診療現場に届け、国民の健康に役立つ仕組みを作ること
も医系技官の重要な役割の一つです。このためには基礎医学
の素養、企業の経済動向、医学以外の分野への鋭敏な感性等も
求められます。

世界の保健・医療をリード
わが国には、国際新興・再興感染症の封じ込めや、高い評価を
誇る保健医療システムの国際展開などで世界の保健医療を牽
引する役割が期待されています。諸外国政府との政策対話や
ルールメイキング等の国際保健外交の場においても、医学知
識とともにグローバルな知見を有する医系技官の存在感が増
しています。実際、その活躍や研鑽の場は、ハーバード大学な
ど欧米のトップクラスの大学院留学、外務省やニューヨーク
の国連日本政府代表部などの在外公館、ＷＨＯや世界基金な
どの国際機関、米国ＣＤＣなどの海外政府機関など多岐に渡
ります。今年は、「グローバルヘルス人材戦略センター（仮称）」
も設置する予定となっており、今後、一層、戦略的に国際保健
人材を養成し、海外派遣していきます。

こうした変革の時代の中で、国民誰もが安心して暮らせる社
会を築いていくためには、豊かな人間性、難しい課題にも粘り
強く取り組む力、優れたバランス感覚を備えた若い力が必要
です。保健医療の仕組みは「あるもの」ではなく、「つくるもの」
です。厚生労働省では意欲にあふれる仲間と刺激的でダイナ
ミックな仕事が待っています。少しでも関心があれば、扉を叩
いて下さい。必ずや未来が開けます。是非、仲間となって一緒
に仕事をしましょう。

臨床の流れ
愁訴を聞く、問診する
診察・検査をする
評価し仮説をたてる
インフォームドコンセント
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
問題解決のプロセスは似ています!

若手職員からのメッセージ
27 若手職員からのメッセージ

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。

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。

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。

保険局長からのメッセージ
厚生労働省  保険局長

鈴木 康裕
Y a s u h i r o  S U Z U K I

皆で協力するのが楽しい！

粘り強く継続的に取り組みたい！

社会のために働きたい！
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 希望者へのメッセージ 

 思い出深いこと 

 これからやりたいこと 
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医政局地域医療計画課　課長

佐々木  健 Ta k e s h i  S A S A K I

平成 5 年 健康政策局計画課（地域保健）
平成 10 年　医薬安全局監視指導課（医療監視）
平成 12 年　広島県健康対策課
平成 14･20 年　保険局医療課（診療報酬）
平成 22 年　岡山県保健福祉部（保健福祉全般）
平成 24 年　健康局結核感染症課（新型インフル）
平成 25 年　保険局医療課（診療報酬）
平成 27 年　健康局がん・疾病対策課
平成 28 年　現職

趣味 — 読書、映画鑑賞
信条 — 一得一失

医療提供体制の整備

医政局では、病院の施設基準や医療安全、全国で均衡のとれた病
床整備が進むよう病床規制等を行う医療計画の策定などを規定す
る医療法、医療関係職種の資格法である、医師法、歯科医師法な
どを所管しており、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。

個別の課題への対応

救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、在宅医療など個
別の課題への対応も担当しています。また、医薬品、医療機器等
の流通や研究・開発に関する業務も司っており、近年では、日本
の医療を国際的に展開することにも取り組んでいます。

地域医療構想の推進

団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年に向けて、医療介護の需
要は増大していくことが見込まれています。限られた財源の中で、
そうした状況を乗り越えていくためには、医療提供体制の効率化、
適正化が必要となっています。医療機関の機能分化を進めるため、
2025 年における医療需要について、将来の人口構造を踏まえた
推計データを各都道府県に示し、各地域ごとに地域医療構想を策
定するよう進めています。

将来を見据えた医療提供体制の構築

医師等医療従事者の確保対策

医師等の医療従事者の確保対策は、2025 年時点での医療需要を
推計していますが、ワークライフバランスのとれた、新しい働き
方を踏まえて、推計の見直しをするべく、大規模な調査を実施し
ています。今後、その調査結果を活用し、需給のみならず、勤務
地や診療科の偏在などについても対策を検討する予定です。

私は、医学部在学中に偶然目にしたパンフレットで、医系技官の存在を初
めて知りました。卒業前に厚生省（当時）を見学し、自分のやりたかった
ことはこれだと思い、採用試験を受けました。あなたも厚生労働省に見学
に来られてはどうでしょうか。やりがいをもって仕事できる天職に出会え
るかもしれません。

少子高齢化が進み、保健医療福祉のサービスの充実が求められている一方
で、国・地方ともに財政状況が大変厳しいという制約があります。そうし
た状況の中で、国民的合意を得ながら、将来の世代へ引き継げるような社
会保障制度を創り上げたいと思っています。

医療機関における保険診療の単価である診療報酬の改定を 3 度経験したこ
とです。関係学会・団体からの要望・提案を参考に、素晴らしい上司・同
僚と一緒に改定に取り組めたことは、とても得難い経験です。また、地方
勤務を含め、今まで経験したことは常に次の仕事の糧となっています。

医 政 局 先輩からのメッセージ

国民の健康を守る

健康局では、国民の健康を守り、健康寿命を延伸させるために、
たばこ対策や健康な食事の普及等を含む健康増進施策、がんや肝
炎、アレルギーなどの各種疾病における公衆衛生対策や医療提供
体制の構築などを行う個別疾病対策、予防接種や早期発見等を通
して、エイズ・新型インフルエンザ・エボラ出血熱・MERS・麻
疹・梅毒・結核・ポリオ等に立ち向かう感染症対策、希少な疾患
の治療法等の開発や医療費助成を行う難病対策、原爆被害者支援
など幅広い分野の施策を行っています。

新たな脅威に立ち向かう

人類の歴史は感染症による脅威と共に積み重ねられてきました。
21 世紀に入って以降も、2002 年に発生した重症急性呼吸器症
候群（SARS）、2012 年に発生した中東呼吸器症候群（MERS）、
2014 年にアフリカで集団発生したエボラ出血熱、2016 年のリ
オデジャネイロオリンピック・パラリンピックの開催において大
きな問題となったジカウイルス感染症など、常に国際的な新興・
再興感染症の脅威にさらされています。また、日本国内において
も、2013 年以降、国内発生が把握されるようになった重症熱性
血小板減少症候群（FSTS）や、予防接種などの国内施策の結果、
輸入感染症となった麻疹の集団発生など、新たな脅威にさらされ
ています。日々、更新される科学的知見を集め、新たな脅威に立
ち向かうことが、行政においても求められています。

科学的知見を武器に
公衆衛生上の課題に立ち向かう

健 康 局先輩からのメッセージ

道を切り開く

現在、抗菌薬が効かない細菌等に対抗する薬剤耐性（AMR）対
策が国際的な公衆衛生上の課題となっています。もし仮に、この
まま対策が何も取られなければ、2050 年には世界で毎年 1,000
万人以上が薬剤耐性によって死亡するとの推計も示されていま
す。そのような状況を踏まえて、2016 年 9 月 21 日には、国連
総会において、世界各国の首脳陣が集い、AMR に関する国連ハ
イレベル会合が開かれ、AMR 対策の重要性について共通認識が
持たれました。
その一方で、薬剤耐性の問題では、薬剤耐性菌の環境中での分布
やその結果としての水平伝播の状況など、未だ未解明な部分も数
多く残されています。新しい公衆衛生上の課題に立ち向かうため
に、各界の有識者の先生方の協力を得ながら、科学的知見を集め、
道を切り開く、そのような取組を、現在進めています。

健康局結核感染症課　エイズ対策推進室長

野田  博之 H i r o y u k i  N O D A

平成 24 年　健康局総務課生活習慣病対策室
 たばこ対策専門官（たばこ対策・生活習慣病対策）
平成 27 年　環境省総合環境政策局企画課環境保健部
 石綿健康被害対策室 室長補佐（石綿健康被害対策）
平成 27 年　環境省環境保健部放射線健康管理担当参事官室 

参事官補佐（原発事故に係る放射線健康管理施策）
平成 28 年　現職

趣味 — 歩くこと、読書
信条 — 人間万事塞翁が馬

行政の仕事を、法令、過去の事例、科学的知見等を基に国内外の政策を論
理的に紡ぎ上げることと定義した時、医系技官は医学的知見を中心とする
最新の科学的知見を政策に反映させる上で欠くことのできない存在と位置
付けることができます。科学的知見が日々更新され、その情報が即座に入
手可能となった現在では、担当者の日々の努力が、国内外の施策の良し悪
しに直結します。このようなやりがいのある仕事に挑戦をしてみませんか。
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医療保険制度の長期安定を目指して

保険局は、我が国の健康保険制度を所管しています。我が国
の健康保険制度の最大の特徴は、国民皆保険制度を通じて世
界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現している点に
あります。今後ますます高齢化が進展し 勤労者の人口が減少
していく中で、質の高い医療を享受できる安全・安心な国民
の暮らしを保障し、持続可能な公的医療保険制度を目指すこ
とが重要な任務です。
その中で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。診療報酬については、「中央社会保険医療協
議会」（中医協）の場で議論されており、診療報酬点数の決定
だけではなく、新しい医療技術や医療材料、費用対効果の議
論など、医療保険分野の様々な議論が行われております。

診療報酬改定に向けて

２年に一度の診療報酬改定は、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データやエビデンスの収集・提案を行う
ことが私たちの仕事です。
提案に際しては、医療機関に赴き意見交換を行うことや、調査を
企画・実施するなどして課題の収集を行い、データを用いた分析
の結果や収集したエビデンス、専門家からの意見などに基づき、
課内で十分に検討を行います。
これらの過程には非常に膨大な作業を伴い、また、大規模なデー

今後、高齢者が多数の時代に突入

日本では、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 歳以上の高齢者数は 2025 年には 3,600 万人を超え、
75 歳以上高齢者の全人口に占める割合も 2055 年には 25％超
になることが予測されており、今後、医師として活躍する限り、
高齢者への対応が求められます。

地域包括ケアシステムの構築を推進

現在、厚生労働省では、高齢者が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、医
療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制（地
域包括ケアシステム）の構築を推進するための取組みを行ってい
ます。老健局では、自立支援を理念とした介護保険制度を通じ、
地域包括ケアシステムの構築に向け取り組んでいます。

老人保健課の使命

老人保健課は、高齢者の健康づくりや要介護状態にならないため
の予防、在宅医療やリハビリテーション、介護サービス等の一体
的な提供、各地域でこれらの介護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、そのための各種調査の実施、要介護認
定、介護サービスの提供者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、介護職員の処遇改善など、
幅広い業務を担当しています。

誰もが医療の恩恵を享受するために
高齢化のトップランナー日本では
高齢者への対応は避けられない

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
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タの分析なども必要となりますが、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、そしてその費用を適正なものにすることという難
しい課題を達成するため、医療課一丸となって診療報酬改定に取
り組んでいます。

今の社会の抱えている課題を抽出し、論点を整理した上で政策の立案を行
い、それを実現するという医系技官としての仕事は、すぐに結果が出るも
のではなく、それが実際に形になるまでには、多くの人の協力や長い期間、
膨大なプロセスを伴うものです。しかし、その一連の課程の中で得ること
が出来る経験や、それが実現された時の達成感の大きさは、他では経験す
ることが出来ないものだと思います。是非私たちと一緒に、日本の医療を
良くするために働いてみませんか。

２度の報酬改定（介護報酬改定・診療報酬改定）は思い出深い経験です。
改定のインパクトは非常に大きなものであり、分析したデータやエビデン
ス、専門家からの意見などに基づき、実際に報酬の形にしていく場面では、
まさしく手を震わせながら作業を行うこともありました。改定に向けた作
業量は膨大ですが、頼れる医系技官の先輩、他の職種の方々、各分野の専
門家などと日々熱い議論を交わしながら課内一丸となって取り組んだ経験
は、とても大きなやりがいを感じさせてくれるものでした。
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行政は臨床のような臨場感は得られず、患者さんから感謝の言葉をいただ
くこともありませんが、自分の関わった政策によって何千万、何億の人に
影響を与えるかもしれない、というダイナミズムを感じることができます。
人生は一度きりしかないからこそ、是非一緒に医系技官として働いてみま
せんか。

熊本地震が起こった直後より、現場の負荷が少しでも軽減するよう、情報
の把握、物資・人材の確保、制度での対応等、関係省庁だけはでなく関係
団体含め、オールジャパンで対応できたことは、夜通しで満身創痍になり
ながらでしたが、とても貴重かつ有意義な経験でした。

老健局老人保健課　療養病床転換係長

佐藤  理 O s a m u  S AT O

保険局医療課　主査

天辰  優太 Yu t a  A M ATAT S U

平成 26 年　健康局がん対策・健康増進課
 （健康日本 21、健診、たばこ対策等）
平成 27 年　老健局老人保健課
 （介護保険、療養病床、老健施設等）
 現職

趣味 — モノポリー、食べ歩き、ポケモン GO
信条 — 清廉潔白、急がば回れ、朝は無理

平成 26 年　老健局老人保健課（要介護認定、リハビリなど）
平成 27 年　保険局医療課（診療報酬）
 現職

趣味 — キャンプ、BBQ
信条 — 日々精進

医療ニーズを有する要介護高齢者に対応した新施設の創設

これまで、昭和 48 年の老人医療費無料化以降、病院が高齢者介
護の受け皿となってきた「老人病院」問題として懸案であったも
のについて、いわゆる「社会的入院」を是正するため、療養病床
再編等の施策が進められてきました。
これまでの経緯を踏まえつつ、慢性期の医療・介護ニーズを有す
る高齢者が、どのようなサービスを受けることが望ましいかを念
頭に、病院・診療所、老人保健施設に続く、約 30 年ぶりとなる
新たな医療提供施設の創設に向け、取り組んでいます。

0605 先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ



国内外の保健医療をつなぐ

国際課は、保健、労働、福祉の分野において、国境を越えた課題
が増える中、国際機関での活動、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、海外情報の収集などを通じて、
国際協力の推進と日本の国際的地位の確立を図っています。
近年のエボラ出血熱やジカウイルス感染症の流行への対応のよう
に、各国が協力して取り組まなければならない地球規模の課題も
あれば、生活習慣病対策や高齢化施策など、世界から我が国の経
験や知見が求められ、海外に発信すべき先駆的な取組もあり、国
内行政と海外の橋渡しとしての役割を担っています。

日本政府として国際保健に携わる

私は、世界保健機関（WHO）をはじめ、G7、G20 等に関わる
国際保健業務に携わっています。2015 年に国連で、2030 年ま
でに世界全体が目指す持続可能な開発目標（SDGs）が採択され、
目標の一つである「生涯を通じた保健サービスの確保」に向け、
日本は WHO や世界各国とともに取り組んでいます。
WHO 総会や各種国際会議への参画、WHO 等の国際機関への人
的貢献や資金拠出を通じて、世界の保健医療の向上と国際貢献を
進めています。

世界の保健医療を牽引する

2016 年、日本は G7 サミット議長国として、保健分野を世界が

医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室の業務

歯科保健医療を取り巻く状況は、小児のう蝕が減少する一方で、
高齢化の進展に伴い歯科医療機関を受診する患者も高齢化して
おり、歯科疾病構造や患者像も変化しています。
医政局歯科保健課では、このような状況を踏まえた歯科保健医
療施策をすすめるべく、歯科医師をはじめとする歯科専門職の
資質向上に関すること、ライフステージの特性に応じた歯と口
腔の健康づくりの推進など、歯科保健医療について幅広く所管
しています。
歯科口腔保健推進室では、歯科保健課の業務のうち、歯と口腔
の健康づくりの推進に関する業務を行っています。

生涯を通じた歯科口腔保健の推進に向けて

歯と口腔の健康は、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ
重要な役割を果たしています。このため、厚生労働省では、「歯
科口腔保健の推進に関する基本的事項」を策定し、歯と口腔の
健康づくりに関する具体的な目標などを掲げています。
現在は、目標の達成度の評価を行うため、国民の歯と口腔の健
康状態を把握するための調査を実施しています。
さらに、近年は、口腔ケアを行うことにより誤嚥性肺炎の発
症率が低下することなどが知られており、厚生労働省におい
ても、歯と口腔の健康づくりによる全身への効果の検証を行っ
ています。
このように、国民の歯と口腔の健康状態の実態を把握するとと

世界の人々の健康増進のために 歯科口腔保健の推進を通じ、
国民保健の向上を目指す

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
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取り組むべき優先課題として取り上げました。5 月にＧ７伊勢志
摩サミット、8 月に第 6 回アフリカ開発会議（TICAD Ⅵ）、9 月
にＧ７神戸保健大臣会合を主催し、国際保健の分野において主導
的な役割を果たしました。
今後は、日本が取りまとめた成果を推進するとともに、2017 年
に開催される G7、G20 保健大臣会合に向けた議論に積極的に貢
献していきます。また、世界の保健分野のアジェンダ形成に寄与
すべく、国際保健政策人材の養成も強化していきます。 

国際保健分野を取り巻く環境はここ数年、著しく変化しています。WHO
を始めとする国連機関だけでなく、民間セクターや非営利組織等との連携
も必要となっており、支援の枠組みは多様化しています。また、感染症な
どの個別疾病対策から社会保障の充実といった政策面にも課題は広がって
おり、変化に対応した役割が求められています。グローバルなマインドを
持ち、共に戦略的に国際保健を推進してくださる方の参画を楽しみにして
おります。

2016 年 9 月の G7 神戸保健大臣会合の開催に向けて、1 年以上前に準備
室が設置され、私はその一員として、企画の段階から深く関わりました。
神戸市、兵庫県からの出向者も加わり、一緒に会合を作り上げたことは大
きなやりがいと充実感がありましたし、上司や同僚との絆も深まりました。
また、一連の国際会議で日本がリーダーシップを発揮する、その現場にい
られたことは、大変貴重な経験でした。
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厚生労働省での仕事は、様々な立場の方と話す機会にも恵まれ、広い視
野で歯科保健医療に携わることのできる仕事だと思います。やりがいは
十分です！皆様とご一緒に働くことができるのを楽しみにしています。
興味がある方は是非お気軽に、見学や説明会などにお越し下さい。

入省１年目のときに配属となった保険局医療課において、診療報酬改定
に携わりました。右も左も分からないような状態から始まり、毎日必死
でしたが、信頼する上司や熱い同僚に支えられ、チームでひとつの目的
に向かって作業したことは思い出深いです。当時の業務を通じて、行政
で働くことの責任の大きさを痛感した一方で、やりがいやおもしろさに
も気づくことができました。当時の経験が、今の自分の礎になっている
と思います。

医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室　推進係長

奥田  章子 A k i k o  O K U D A

大臣官房国際課　課長補佐

関谷  悠以 Yu i  S E K I TA N I

平成 25 年　保険局医療課（歯科診療報酬改定）
平成 27 年　現職

趣味 — 散歩、ピアノ、料理
信条 — 感謝の気持ちを忘れない

平成 25 年　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）
平成 27 年　現職

趣味 — 旅行、スポーツ観戦
信条 — In the middle of difficulty lies opportunity.

もに、新たな知見等を踏まえながら、歯科口腔保健の推進に関
する政策に取り組んでいます。
また、乳幼児期から高齢期まで、生涯を通じた歯科口腔保健を
推進するためには、それぞれのライフステージの特性を踏まえ
る必要があります。ライフステージ毎に関連する法律や事業な
どは様々ですので、関係する部局と連携しながら日々の業務に
取り組んでいます。
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健康危機管理・災害対策室の業務

厚生労働省における健康危機管理は、医薬品、食中毒、感染症、
飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全
を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、
治療等に関する業務をいいます。
健康危機管理・災害対策室では、平時より国内の関係部局、関係
機関や WHO 等から健康被害が懸念される事案の情報を収集し
ており、それらの情報を、健康危機管理調整会議を通じて関係部
局間に共有を図っています。
実際に健康被害が発生したり、発生する恐れがある場合には、関
係部局間の対応調整、関係省庁との連携等を行うこととなります。
また、自然災害や国民保護法に関する省内の総合調整業務も担っ
ています。

WHO や他国等への窓口業務

私が主に担当しているのは WHO 等への窓口業務です。窓口と
は、疾病の国際的伝播を防止するための国際規則である世界保健
規則に基づき各国が設置することとなっている National Focal 
Point （NFP）のことです。
この NFP は、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC: 
Publich Health Emergency of International Concern） につ
ながる恐れがあると国内で評価された事案を WHO に報告する
役割を担っています。
また、PHEIC までの恐れはないものであっても、他国にとって

国内及び国際関係機関等との
健康危機に関する情報共有を図る

大臣官房厚生科学課 健康危機管理・災害対策室 先輩からのメッセージ
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これまで１〜２年毎に部署を異動し、分野の異なる数カ所の業務を経験し
てきました。医系技官の仕事は数年で次のポストへ移ることが多いため、
業務に慣れてきた頃に移動となってしまうことが残念と感じることもある
反面、色々な分野に携われるのが魅力だと思っています。特定の分野に興
味がある方も、様々な分野を経験したいという方も是非見学にいらして下
さい。

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

吉本  雅世 M a s a y o  YO S H I M O T O

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 25 年　スウェーデン（カロリンスカ研究所）留学
平成 27 年　医政局医事課医師臨床研修推進室
 （臨床研修制度の担当）
平成 28 年　現職

趣味 — 山登り、庭いじり
信条 — 一蓮托生

も有用と思われる事案の情報は、WHO に情報提供するか、他国
の NFP に直接連絡をすることもあります。
また、世界健康安全保障イニシアティブと呼ばれる G ７、メキ
シコ及び EC の保健大臣等からなる会合があり、当該会合に対す
る窓口業務も担っています。
この会合は、　米国の同時多発テロ等を受け、米国・カナダ政府
の呼びかけにより、世界的な健康危機管理の向上やテロに対する
準備と対応に関する各国の連携等について話し合うことを目的と
して発足したものです。年１回の閣僚級会合と数回の幹部級会合
があり、閣僚や幹部が出席をする場合に随行するとともに、それ
らの会議に先立って行われるリエゾン会合に参加しており、普段
より他国の担当者と交流できる貴重な機会となっています。

安全な暮らしを国民に届けるために

労働者の健康と安全を守り、企業の発展に貢献する産業保健
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医系技官のお仕事は、日本の未来を創ることだと思います。日本の労働者
の健康を取り巻く環境は、まだまだ改善すべき点があります。今の子ども
たちが大きくなって世に出て働く時に、もっともっと過ごしやすい日本を
創りたい。そんなことに興味を持てる人は、医系技官に向いていると思い
ます。

食品分野は患者さんと一見関係がないと思われるのではないでしょうか。
最初の職場で、食物アレルギーの患者さんが、安全に食品を選べるよう何
が入っているのかを食品に表示する制度を担当しました。制度見直しの際、
原因となる食材を一覧表にして○で表記する方法も望まれていることを事
業者に周知したところ、一目で分かる食品が増え、子どもがお菓子を食べ
られるようになったとの声を聞きました。小さな事でしたが患者さんの役
に立てたと嬉しくなったことを思い出します。

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部企画情報課　課長補佐

海老名  英治 E i j i  E B I N A

平成 16 年　医薬食品局食品安全部基準審査課主査
 （食品表示基準の策定）
平成 18 年　文部科学省研究振興局ライフサイエンス課専門職
 （iPS 細胞研究等医科学研究の推進）
平成 20 年　健康局疾病対策課課長補佐（難病対策の推進）
平成 21 年　医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室室長補佐（C 型肝炎訴訟対応）
平成 23 年　さいたま市保健福祉局保健部地域医療課課長
 （さいたま市の医療体制の整備）
平成 27 年　医政局医事課課長補佐（医療従事者の需給）
平成 28 年　現職

趣味 — （夫婦で）スクーバダイビング

労働基準局安全衛生部労働衛生課　主査

岡田  岳大 Ta k e o  O K A D A

平成 28 年　現職（産業保健支援室）

趣味 — 我が子とプールで泳ぐ
信条 — 情けは人の為ならず

生活衛生・食品安全部 / 安全衛生部先輩からのメッセージ

生活の礎を守っています 

生活の基本を表す「衣食住」は誰もが耳にしたことのある言葉だ
と思います。当部は、そのうちの食と住に関わっています。食は
もちろん食品ですが、毎日口にする水道水、そして住は建築物の
衛生まで、安全な暮らしを実現するため、それぞれに必要な基準
を作り、その基準が守られる仕組み作りをしています。

科学的な根拠に基づいた基準を目指して

食品分野では、農薬等が 1 日にどれだけの量であれば健康に影
響が生じないかを確認し、どのような形で摂食するのかを調べ、
基準作りをしています。このような基準作りが、生活様式が多様
化し、国際化が進展する中、適切な科学的な根拠に基づいている
のか、保健・医療の側面から目配りしています。

作業を人に、人を仕事に適合させる 

ILO（国際労働機関）/ WHO（世界保健機関）の合同委員会にお
いて、産業保健は「作業を人に、また、人をその仕事に適合させ
ること」を目指すべきとされています。つまり、働きやすい職場
を作ることで労働者の健康の保持・増進を行うだけでなく、労働
者の生産性向上につなげ、企業の発展に貢献することができるよ
うな施策を作る必要があります。

治療と職業生活の両立支援

少子高齢化や治療技術の進歩により、疾病を抱えたまま働く労働
者が増加しています。そのような労働者が、仕事によって疾病を
増悪させたり、仕事上の理由で適切な治療を受けられないという
ことが無いように、治療と仕事の両立できるようにし、労働者が
安心して働くことができる社会を作る必要があります。厚生労働
省では、両立支援の具体的な取り組みを示したガイドラインの作
成や普及・啓発活動、研究等を行っているところです。

10先輩からのメッセージ09 先輩からのメッセージ



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

誰もが安心して暮らせる社会の実現をめざして
精神障害者の地域生活を支えるために

精神・障害保健課は、精神障害に関する医療・保健・福祉等多く
の施策に係る業務を担っています。「入院生活中心から地域生活
中心へ」というスローガンのもと、長期入院患者の地域移行や非
同意入院のあり方についての検討等を行っています。

新たな国家資格  ～公認心理師～

平成 27 年９月に公認心理師法案が成立しました。心理職では初
めてとなる国家資格について、医療、教育、福祉など幅広い分野
の関係者と連携しながら、現在カリキュラムの検討を行っています。

 思い出深いこと 

 希望者へのメッセージ 
臨床現場で働いてみないとわからないことが多くあるのと同じように、行
政の現場に入って初めてわかることもたくさんあります。臨床で感じた疑
問や問題について、行政の視点から関わってみたいと思った方は是非門を
たたいてみてください。個性豊かな仲間が皆さんをお待ちしています。

入省後すぐに診療報酬を担当する部署に配属され、その改定作業を経験し
ました。膨大な仕事量とプレッシャーに心が折れそうになったこともあり
ましたが、先輩方に励まされながら仲間とひたすら作業をこなした日々は
今でも良い思い出です。また、現在も当時の仕事で身につけた知識が大い
に役立っています。

全ての子どもの健やかな成長のために

 希望者へのメッセージ 
世界に誇れる日本の保健医療制度を、未来に引き継いでいくためには、若
い皆さんの参画が必要です。皆さんと一緒に仕事ができる日を楽しみにし
ています。

雇用均等・児童家庭局母子保健課　課長

神ノ田  昌博 M a s a h i r o  K A M I N O TA

平成 20 年　岡山県保健福祉部長
平成 22 年　新型インフルエンザ対策推進室長（政府行動計画の改定等）
平成 24 年　環境省石綿健康被害対策室長（石綿健康被害者の救済）
平成 26 年　研究開発振興課長（再生医療研究や臨床研究等の推進）
平成 28 年　現職

趣味 — 園芸（バラ、野菜等）
信条 — 意志あるところに道は開ける

社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課　主査

松本  千寿 C h i z u  M AT S U M O T O

平成 26 年　保険局医療課（医療機器の保険適用、診療報酬改定） 
平成 28 年　現職（精神医療、公認心理師制度等）

趣味 — 買い物、美術館巡り
信条 — 打って反省、打たれて感謝

母子保健の歴史の重み 

母子衛生課（現・母子保健課）が設置されたのは、昭和 22 年の
こと。その後 70 年目の節目の年に、私は母子保健課長を拝命し
ました。歴代課長は、全て医系技官であり、私は初代課長から数
えると 37 代目ということになります。我が国の母子保健指標は
世界最高水準を達成していますが、これは先輩の医系技官が築い
てきた、母子健康手帳や保健指導、健康診査などの母子保健行政
の成果であり、その歴史の重みを感じずにはいられません。

母子保健の新たな展開

核家族化、育児の孤立化など、妊産婦・乳幼児を取り巻く環境
が大きく変化する中、アベノミクスの「新・三本の矢」が発表
されました。その第二の矢は「夢をつむぐ子育て支援」であり、

「希望出生率 1.8」の実現に向けて、妊産婦支援や不妊治療支援
の充実など、母子保健施策の積極的な展開が求められています。 
そのほか、児童虐待防止や、生殖補助医療に関する法制度、出生
前遺伝学的検査の実施体制整備、受精胚を用いる研究の生命倫理
問題など、母子保健の課題は山積しています。

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。

医系技官の活躍する部署

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。

内 閣 官 房

新型インフルエンザ対策、健康・医療戦略、東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会の準備及び運営に関
する業務など

人　事　院

国家公務員の健康安全対策推進に関する業務など

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

復　興　庁

復興に関する国の施策の企画、調整及び実施、福島へ
の一元的な窓口や支援など

刑務所、少年院等に収容されている者の保健衛生・医療に
関する業務など

総務省［消防庁］

救急搬送体制、救急救助に関する業務など

法　務　省

外　務　省

国際保健政策を中心とした国際協力に関する業務など

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

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に関
する業務など

原子力規制庁

原子力災害時の緊急初動対応及び原子力災害医療等の
体制構築、放射線防護の国際交流・関係機関連携、放射
線障害防止に関する斉一化など

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

他 府 省 庁

厚生労働省  本省
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。

厚生労働省  附属機関

国立病院機構、国立高度専門医療研究センター（国立国
際医療研究センター等）、日本医療研究開発機構、医薬
品医療機器総合機構、東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会、国際協力機構、大学（自治医科
大学等）などにおいても、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躍を担ってい
ます。

関係機関・大学
大使館（在フィリピン大使館）・国連政府代表部（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）、グローバル・ファンド、ＪＩＣＡ国
際派遣（タイ）、ＩＤＥＳ国際派遣（米国保健福祉省等）、
日本医療研究開発機構ロンドン事務所といった機関等
で、国際的に医系技官が活躍しています。

国際関係機関
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地域の実情を踏まえた地域包括ケアシステムの構築を学ぶ最良の場

最前線で健康を守る

 希望者へのメッセージ 

 希望者へのメッセージ 

私たちの子供の世代は従属人口指数 96.3 の日本社会を支えることになり
ます。人類にとって未曾有の社会構造を支えるシステム構築のためには何
らかのイノベーションが必要です。明日、そのイノベーションを起こすこ
とは無理かもしれませんが、その可能性を１％でも高める準備は可能です。
どうか私たちと一緒に日本の未来のために、そして年老いてゆく世界のた
めに働きませんか？

医師免許を取得されている皆さんは、臨床や研究、企業や行政といった様々
な分野で活躍の機会があると思います。医系技官として、ご自身の経験や
知識を異なる分野で活かしたり、新たな視点を取り入れたりすることも世
界がひろがり、人生を豊かにすることにつながるのではないでしょうか。
少しでも興味があれば、お気軽にご連絡ください。

他 省 庁先輩からのメッセージ厚 生 局  /  検 疫 所 先輩からのメッセージ

北海道厚生局健康福祉部医事課　課長

秋野  桂 Ke i  A K I N O

平成 21 年　医政局総務課 
平成 22 年　大臣官房厚生科学課
平成 23 年　政策統括官付政策評価官室
平成 24 年　健康局結核感染症課
　　　　　　B 型肝炎訴訟対策室
平成 26 年　現職

趣味 — スキー、旅行

東京検疫所東京空港検疫所支所　支所長

渡邉  顕一郎 Ke n i c h i r o  WATA N A B E

平成 21 年　健康局疾病対策課　課長補佐
平成 22 年　環境省特殊疾病対策室　室長補佐
平成 24 年　医政局国立病院課　政策医療推進官
平成 26 年　奈良県医療政策部　部長
平成 28 年　現職

趣味 — 料理、散歩
信条 — 人間万事塞翁が馬

地方厚生局とは 

地方厚生局は中央省庁等改革基本法により、平成 13 年１月に設
置された厚生労働省の地方支分部局の１つであり、国民に最も身
近な医療、健康、福祉などの社会保障政策を実施する、地域にお
ける国の政策実施機関です。

関係者が密な環境で要求される調整スキル 

医師・歯科医師臨床研修制度、医師再教育、医師確保、看護師特
定行為研修、再生医療等安全確保法、医療観察法、地域包括ケア
の推進に係る業務等、局内の実務担当者で唯一の医系技官として
幅広い所掌を担当し、職場の健康管理医としての仕事もしていま
す。北海道厚生局は他の厚生局とは異なり、管轄が北海道のみな
ので、北海道庁や北海道医師会をはじめステークホルダーと顔の
見える関係で膝詰めの議論を行いながら様々な政策についてじっ
くりと取り組むことが出来る環境にあります。

検疫所って？？

検疫所は、国内に常在しない病原体の侵入を防ぎ、人々の健康が
脅かされる事態を未然に防止するため、主要な海港に 80 ヶ所、
空港に 30 ヶ所設置されています。検疫所では、いわゆる水際対
策である検疫業務の他、港湾衛生業務、動物の輸入届出業務、輸
入食品監視業務、検査業務を実施しています。医系技官も検疫官
として、感染症対策や渡航医療における専門的な知識をもとに、
健康相談や情報提供などに取り組んでいます。

観光立国の推進に向けて

政府は観光戦略の推進に注力する方針を掲げており、2020 年に
は東京オリンピック・パラリンピック大会が開催されます。そうし
た中で、受け入れ環境の整備を進める必要があり、検疫所の果た
す役割もますます重要になってきます。今後も関係機関と連携し、
危機管理体制の一翼をしっかりと担っていきたいと考えています。

予防的に一歩先の取り組みを

 思い出深いこと 

 希望者へのメッセージ 
行政の仕事は、様々な人と出会え、得難い経験ができます。それらは確実
に自分の成長につながります。まずは見学に来てみて下さい。

医療事故調査制度の創設では、立場の異なる関係者から様々な意見があり
ましたが、医療安全の向上という共通の考えを基に議論を重ねて制度創設
に至ったことは非常に良い思い出です。

医療福祉系 24 職種の学部／大学院と、大学病院の応援団です

 思い出深いこと 

 希望者へのメッセージ 
医系技官はどこにも負けない、人を育てる組織・チーム・仲間たちです。
この胸に迷わず飛び込んで来てください！

東日本大震災の際に「66 年前の原爆の際に各地から頂戴したご恩を今こ
そお返ししましょう」と福島支援をオール広島で対応すべく呼び掛けた
ところ、関係者皆さんが一つにまとまって下さいました。「年ごとにかは
らぬものは春霞」（顕輔）の歌とともに、桜の頃には必ず思い出します。
全般的には、苦しく厳しい経験の方が良い思い出となり成長の糧となるの
は、受験や学生・研修医生活と同じかも知れませんね。

文部科学省高等教育局医学教育課　企画官

佐々木  昌弘 M a s a h i r o  S A S A K I

平成 8 年 健康政策局計画課（保健所再編、地域保健や医療計画など公衆衛生全般）
平成 11 年　老人保健福祉局老人保健課（診療報酬改定、介護保険、長寿科学研究）
平成 15 年　国立病院部経営指導課（独立行政法人移行、新潟県中越地震支援）
平成 17 年　国立成育医療センター企画課長（研究と臨床の橋渡し、倫理審査）
平成 19 年　食品安全部企画課（食品基準、食中毒対応、検疫所）
平成 21 年　医政局医療安全推進室長（医療事故調査制度、産科無過失補償）
平成 21 年　広島県健康福祉局長（保健・医療・福祉、子育て、被爆者支援）
平成 25 年　医政局医師確保等地域医療室長（地域医療、在宅医療、終末期医療）
平成 27 年　現職

趣味 — 柔道、登山、手品、子供となぞなぞ遊び、妻とデート
信条 — 勇気を持って、信じて、丁寧に

環境省環境保健部特殊疾病対策室　室長補佐

井筒  将斗 M a s a t o  I Z U T S U

平成 26 年　医政局総務課医療安全推進室
 （医療事故調査制度の創設、産科医療補償制度の見直し等）
平成 27 年　大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室
 （各種統計の企画・実査・公表、WHO 国際統計分類の改正・開発等）
 （この間、2 ヶ月間の育児休業を取得）
平成 28 年　現職

趣味 — 読書、水泳、プランター栽培
信条 — 為せば成る

人を育てる～世代を超えてつなぐべきもの 

我が国の近代大学の起源は江戸の昌平黌で幕閣官僚を育て、近代
医学の起源は長崎で医系技官の祖・長与専斎を育てました。
明治６年には文部省医務局が設置され、８年には医療行政は内務
省衛生局に移管され、第二代局長の後藤新平は後に国際保健の道
を切り開き、関東大震災の復興も指揮しました。
こうした諸先輩の積み重ねの上に、医師そして医系技官の後輩と
して私は、明日をみつめて今をひたすらに、皆さんの大学での教
育の基になったモデルコアカリキュラムの６年ぶりの改訂を通じ
て「多様なニーズに対応できる医師・歯科医師」が育つよう、後
進につないでいく歴史を編みつつ、薬学に続く初の看護コアカリ
策定を通じて、心優しい医療・公衆衛生人が育つ礎を築いてます。

環境保健部のミッション

環境保健部では、戦後高度経済成長期の影の側面である公害を教
訓に、化学物質による環境汚染によって生じる人の健康や生態系
に対する影響を未然に防止するための総合的な施策を展開してい
ます。また、公害によって健康被害を受けた方々の迅速かつ公正
な保護、石綿による健康被害を受けた方々の救済、放射線健康管
理等に取り組んでいます。

水俣病対策 

環境省の原点とも言われる水俣病対策に取り組んでいます。具体
的には、公害健康被害の補償等に関する法律に基づいた水俣病患
者に対する補償・救済や水俣病訴訟に関する対応などに取り組ん
でいます。環境保健行政は予防的な取り組みを行うことが求めら
れるため、まさに公衆衛生の実践の場と言えます。

1413 先輩からのメッセージ 先輩からのメッセージ



地方行政で見えたこと

健やかで康である社会

 思い出深いこと 

 これからやりたいこと 

 希望者へのメッセージ 

 希望者へのメッセージ 

一緒に楽しく働きましょう！

県庁の今の仕事は実際に現場に足を運ぶことで、多くの診療科の業務に触
れられるという楽しみがあります。例えば産婦人科の周産期施設、感染症
の指定医療機関、がんの拠点病院における集学的治療施設です。これらの
見学と医師の先生方の話し合いに加えて、公務員として入手できる統計・
調査等を通じて、本当に今最も必要とされていること、そして、限られた
予算の中で実現可能なことの答えを見つけていくことが求められます。特
に、臨床にいた時では入手が難しかったような国や都道府県の所持してい
る医療に関するデータを把握、解釈することは、この仕事の醍醐味です。
医系技官の扉をたたいていただければ、すぐにでも今まで知らなかったよ
うな情報があなたを待っています。お待ちしております！

栃木県では、糖尿病重症化予防プログラムを、県・県医師会・保険者協議
会の三者で平成28年12月に策定しました。これをきっかけに、さらに医療・
介護に関する各種データの活用、関係者の連携を促進していきたいです。

平成 27 年の国民健康保険法改正の際に、衆議院・参議院に栃木県知事参考
人招致された際に、随行させていただきました。国民健康保険始まって以来
の大改正の場に、地方の立場から立ち会えたことはとても良い思い出です。

関 係 機 関先輩からのメッセージ自 治 体 先輩からのメッセージ

栃木県保健福祉部　保健医療監

山本  圭子 Ke i k o  YA M A M O T O

平成 16 年　環境省環境保健部特殊疾病対策室長補佐（水俣病対策等）
平成 18 年　社会援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長補佐（発達障害等）
平成 19 年　米国ハーバード公衆衛生大学院留学
平成 20 年　大臣官房国際課長補佐（WHO 担当）
平成 22 年　防衛省人事教育局衛生官付部員（自衛隊衛生）
平成 23 年　雇用均等・児童家庭局母子保健課長補佐（母子保健）
平成 25 年　医薬食品局食品安全部企画情報課長補佐（リスコミ等）
平成 26 年　健康局総務課、地域保健室長補佐（地域保健、原爆等）
平成 25 年　現職

趣味 — マラソン、ゴルフ
信条 — 感謝

高知県健康政策部健康対策課　課長

清水  貴也 Ta k a y a  S H I M I Z U

平成 22 年　医政局医事課（医学部定員、臨床研修等）
平成 24 年　環境省石綿健康被害対策室　主査
平成 25 年　イギリス留学（ロンドン大学 UCL）
平成 27 年　保険局医療課　課長補佐
平成 28 年　現職

趣味 — 散歩
信条 — 恩を忘れない

地方だからこと出来ること

霞ヶ関の理想や理屈が、現実とは限らないと学びました。地方自
治体では、より住民に近い立場で、他の自治体の取組も参考にし
ながら、地域の実情に即した施策を立案・実施できるのが魅力で
す。保健福祉部には、子ども〜高齢者、水道、食品、医薬品〜医
療・介護までを担当する９つの課が有り、予算、条例、議会など
に、深く関わることができます。

栃木県を大好きに 

初めての地方出向で栃木県に参りました。徒歩通勤の快適さ、職
場や隣近所の方の温かさ、温泉・いちご・ゴルフ等により、栃木
県が第二のふるさとになりました。

住民の健康を守る

業務は実に多岐にわたりまして、感染症対策から、がん対策、母
子保健、周産期医療、難病対策等の多くの業務を抱えております。
健康の維持、健康の回復等に焦点を当てております。

地域に密着した業務

多くの業務の中で、今注目しているのは感染症対策です。実際に
起きてから対策を行っても遅く、日頃から病院関係者を集めた研
修、訓練、マニュアルの作成、予防に関する啓発などで、特に地
域の視点から見た対策を行っています。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功を目指して
準備運営を担う東京 2020 大会組織委員会 

平成 32 年のオリンピック・パラリンピック競技大会（東京
2020 大会）の準備運営を担います。都、国、民間からの派遣な
どにより、約 800 名（平成 28 年 12 月現在）が勤務しています。

大会の医療とアンチ・ドーピング活動
選手や観客の救護のほか、選手村に診療所を開設し、治療・健康
管理を行います。また、アンチ・ドーピング活動として、選手か
ら検体を採取し、大会専用の検査機関で分析します。これらを様々
なバックグランドを持つ職員と取り組んでいます。

 思い出深いこと 

 これからやりたいこと 

 希望者へのメッセージ 
医学・医療だけでなく、社会の仕組みを考えることや、多くの関係者や同
僚との協働など、多面的な要素と魅力がある仕事だと思います。少し広い
世界を見てみたい方にお勧めしたいと思います。  

国際団体と交渉する機会が多く、職員に語学力の向上が求められています。
少しずつ取り組んでいます。

災害対応を担当する機会が多くありました。多くの方の協力で、即応でき
る体制が徐々に向上してきた様子を振り返ると感慨深いです。自然災害の
リスクと共にある日本の暮らしを守る大きな力になってきたと思います。

AMED ロンドン事務所の設立

 希望者へのメッセージ 
厚生労働省の仕事のすばらしいところは、医療政策の制度設計やその実行
に関われることはもちろんですが、仕事を通じて医療職、介護職、国会議
員や患者さん、民間企業・政府・メディアの方などとの話を通じ、物事を
多角的にとらえられるようになることだと思います。

日本医療研究開発機構（AMED）　ロンドン事務所長

秋月  玲子 R e i k o  A K I Z U K I

平成 17 年　大臣官房国際課（WHO 担当）
平成 19 年　労働基準局労働衛生課
平成 20 年　ハーバード公衆衛生大学院留学
平成 22 年　医政局国立病院課（在宅医療）
平成 23 年　健康局総務課がん対策推進室
平成 25 年　保険局医療課（診療報酬改定）
平成 26 年　静岡県立静岡がんセンター
平成 27 年　健康局がん・疾病対策課
平成 29 年　現職

趣味 — ゴルフ
信条 — 誠意をもって取り組むこと

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
医療サービス部長

宮本  哲也 Te t s u y a  M I YA M O T O

平成 18 年　障害保健福祉部総務課（障害に関連する技術開発などを担当）
平成 20 年　富山県厚生部（富山県の保健医療福祉行政全般を担当）
平成 22 年　医政局指導課（救急医療と周産期医療を担当）
平成 23 年　医政局総務課（医療安全を担当）
平成 25 年　健康局結核感染症課（予防接種を担当）
平成26 年　東京空港検疫所支所（羽田空港で入国者の検疫と輸入食品の監視を担当）
平成 28 年　現職（東京 2020 大会の医療サービスとアンチ・ドーピング活動を担当）

趣味 — クラッシックのコンサートに出かけること
信条 — チームワークの追求

AMED ロンドン事務所の設立

AMED は平成 27 年 4 月に設立された組織で、医療分野の研究
開発のための環境整備や研究費の助成を行っています。設立前
までは各省が研究費をそれぞれのルールで運用していましたが、
AMED に統合され、基礎研究から実用化まで一貫した研究費の
運用が可能となっています。
平成 28 年度にワシントン、ロンドン、シンガポールに事務所を
設立し、私はロンドンを担当しています。日本にいると時差や距
離の問題から国際会議に出席する機会も少なく、ネットワークも
作りにくかったのですが、ロンドンに駐在することでだいぶ身近
に感じるようになりました。ロンドン事務所は、ヨーロッパ・ア
フリカをカバーしており、様々な領域での日本と海外との共同研
究の推進、欧米を中心としたデータシェアリングなどの枠組みへ
の参加、在外日本人研究者の支援、海外の研究体制の調査、日本
の取組等の発信をしていきたいと思っています。
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米国ハーバード公衆衛生大学院で学ぶ

イギリスで学ぶ

 これからやりたいこと 

 希望者へのメッセージ 

 希望者へのメッセージ 

こちらの友人になぜそんなに頑張って働くのかと聞かれて、やりがいのあ
る仕事だからと答えました。医系技官は日本の医療制度の方向性を考える
仕事なので、すぐに結果の出ないこともありますが、大きな仕事、大事な
仕事、やりがいのある仕事だと思います。 

自分自身、臨床を続けるか医系技官として働くか悩んだ日々が懐かしく思
い出されます。今でも臨床に心残りはありますが、入省してからの仕事は
どれも思い出に残るものばかりであり、あっという間の 6 年でした。国民
にとって何が一番望ましいのかを悩みつつ、課題を分析し、政策を立案し
た上で、実行に移すというのはとてもやりがいのある、得難い経験です。
本冊子を手に取られた皆さんが入省して、一緒に働く日が来ることを楽し
みにお待ちしています。

帰国後の政策立案のために医療政策の知識を吸収すること、日本での医療
政策のエビデンス作りに貢献できるように政策評価の技術を身に付けるこ
とを目標に勉強しています。将来的には、国内・国際を問わず活躍できる
よう自分を高めていきたいと考えています。 

留 学 　先輩からのメッセージ海 外 先輩からのメッセージ

貧困のない世界を目指して、新時代の新しい国際貢献

 希望者へのメッセージ 
私の関心は、保健医療政策を通じて、健康増進や格差の是正、国の経済社
会的に持続可能な成長によって、人々が豊かに暮らせる社会にむけて貢献
することです。有効な政策を立案・実施するには、事象の一側面ではなく、
全体を見渡して全体最適を目指し、科学的エビデンスに基づいた論理的な
アプローチがより一層重要です。
今、私たちは、世界の政治・経済情勢の大きな転換点に立っています。新
しい価値が生まれ、あらゆる物事が目まぐるしく変革しています。これら
を適切に把握し、我々の成長の糧に変えていくことが極めて重要です。
既存の考え方だけでは切り拓けない我々の未来を、目先の利益ではなく長
期的視野を持ち、定量的に分析できるイノベーティブな方々と、共に働き
成長できることを期待しています。

パートナーシップで最大の効果を

 思い出深いこと 

 希望者へのメッセージ 
行政機関というと、枠にはめられた働き方しかできないような印象を受け
ますが、自分のライフイベントやキャリアパスにあわせて比較的柔軟な働
き方ができます。また、間違いなく多くの人のためになる仕事ができます。

2016 年 6 月にフランスで子供を出産しました。日本で第１子を出産して
いるので、日本とフランスの医療の違いを身をもって体験するよい機会に
なりました。フランスは先進諸国にはめずらしく、2 前後と高い合計特殊
出生率を保っているのですが、産前・産後ケアが充実していることもその
要因のひとつかもしれません。そして、子供連れに対する周囲（通りすが
りの方も含め）の暖かい受け入れもとてもありがたく感じています。

世界エイズ・結核・マラリア基金（グローバル・ファンド）
戦略・投資・効果局　プログラム専門官

新谷  幸子 Yu k i k o  S H I N YA

平成 20 年　保険局医療課（診療報酬改定）
平成 22 年　健康局総務課（原子爆弾被爆者援護）
平成 24 年　医政局指導課（医療計画、在宅医療）
平成 25 年　検疫所、東京医療センター（臨床）
平成 27 年　日本医療研究開発機構
平成 28 年　現職

趣味 — 読書、旅行、カフェ＆アフタヌーンティー
信条 — C'est comme ça.

人事院　長期在外研究員（ハーバード公衆衛生大学院）

松村  漠志 H i r o s h i  M AT S U M U R A

平成 24 年　医政局医事課（臨床研修制度）
平成 26 年　保険局医療介護連携政策課（特定健診、診療報酬）
平成 27 年　現職

趣味 — 旅行、アウトドア、ランニング
信条 — "When life gives you lemons, make lemonade"

JICA 技術協力プロジェクト「グローバルヘルスとユニバーサルヘルスカバレッジ
（UHC）のためのパートナーシッププロジェクト」チーフアドバイザー

髙﨑  洋介 Yo h s u k e  TA K A S A K I

平成 19 年　医政局研究開発振興課医療機器・情報室（医療の情報化）
平成 20 年　文部科学省研究振興局ライフサイエンス課（再生医療等）
平成 22 年　医政局総務課医療安全推進室（医療安全）・保険局医療課併任
平成 23 年　ハーバード大学・ロンドン大学留学
平成 24 年　コロンビア大学留学、WHO インターン
平成 24 年　大臣官房国際課（国際保健）
平成 26 年　内閣府食品安全委員会事務局 評価技術企画推進室長（食品安全）
平成 28 年　現職

趣味 — 旅行、アウトドア、食事、料理
信条 — you only live once

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］）

田村  圭 Ke i  TA M U R A

平成 23 年　大臣官房厚生科学課
平成 23 年　健康局結核感染症課（予防接種）
平成 25 年　保険局医療課（診療報酬）
平成 28 年　大臣官房厚生科学課（健康危機管理）
平成 28 年　現職

趣味 — 散歩、飲み歩き
信条 — 急速は事を破り、寧耐は事を成す

１年目：公衆衛生修士

留学１年目は公衆衛生に関わる分野を広く履修し、今ままでに触
れたことの無かった倫理学や社会行動科学についてもその重要性
を学ぶいい機会となりました。倫理学は行政における判断基準の
根幹となる概念であり、社会行動科学は医療以外の社会的な要因
が健康に与える影響について研究します。いずれも厚労行政に携
わる上で重要な視点を学びました。

２年目：理学修士（医療政策・医療管理学）

２年目は同じ大学院に残り、医療政策に特化した修士課程に在籍
しています。アメリカや諸外国の医療政策を学ぶだけでなく、統計学
を使って医療政策を評価する政策評価学についても学んでいます。

日本の皆保険（UHC）の経験を世界と共有

私たちのプロジェクトでは、日本の 50 年以上に及ぶ医療保険制
度運営や高齢者医療の経験に基づき、タイの医療制度改革、社会
疫学・行動経済学の保健医療政策への応用、医療分野におけるビッ
グデータ活用のための技術協力などを行っています。
また、日タイが協力して、アジア・アフリカ諸国の UHC 実現へ
の支援（南南協力）も行っています。このように、日タイで新し
いパートナーシップを構築し、世界のすべての人々が基礎的保健
医療にアクセスできる世界を目指しています。

社会疫学を学ぶ

臨床で EBM（Evidence Based M  edicine）が強調されるのと
同様、保健医療政策においても科学的な根拠に基づいて施策を推
進していくことが大切です。疫学は公衆衛生分野において科学的
基礎を為す学問の一つであり、私はその中でも格差等の社会的要
因が健康に与える影響を探求する社会疫学を学んでいます。

他文化に触れる

幸運にも、一時的に職を離れて再び学ぶ機会を頂きましたが、学
問以外にも様々な発見があり、充実した日々を送っています。特
に、ここロンドンの大きな特徴の一つは国際的な人種の多様性で
す。クラスはもちろんのこと、街自体も驚く程多様であり、彼ら
の寛容性や危機感等日本にいては肌感覚で分かりにくいところを
直に感じられ、とても貴重な体験となっています。

エイズ・結核・マラリアの流行を止めるために

グローバル・ファンドは、政府や民間の出資する資金で発展途上国
のエイズ・結核・マラリア対策プロジェクトを支援する団体です。
ここで私は、2015 年から行われている、パートナーシップを通じ
て各国への技術支援を強化するプロジェクトを担当しています。

多国籍チームの中で働く

グローバルファンドには様々な国から様々な背景を持つ人たちが
集まって働いています。みんなが持ってくるお弁当をのぞくだけ
でもいろいろなものがあり、とても楽しいです。

左から 4 人目
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大学 / ワークライフバランス 先輩からのメッセージ

仕事と妊娠・出産・子育ての両立

 希望者へのメッセージ 
医系技官になってからの 2 度の現場経験から、医学を体系的に学び、
医療現場を経験した医師で、厚労省で培うことのできるマネージメン
トスキルをもっている人材は医療現場で希少でありニーズもあると感
じています。自分のキャリアに関する一つの選択肢として考えてもら
えればと思います。

福島の復興に向けて

 思い出深いこと 

 希望者へのメッセージ 
「厚生とは生すなわち生活、生命、人生、衛生を厚くすること」と入省し
て間もない頃上司から聞いた言葉が耳に残っています。医系技官の仕事は
手術と違ってすぐには結果が出ません。感謝されることもほとんどありま
せん。制度を変えるには様々な関係者との調整が必要でマネジメント力が
要求されます。大変だからこそ醍醐味のある仕事です。皆様と一緒に働け
ることを楽しみにしています。

産後ケアセンターで授乳等の手厚い指導を受けられ、母子保健課時代
の仕事の重要性を体感することが出来ました。また子育て等に関する
様々な情報が溢れる中で、厚労省としての正しい情報提供のあり方を
再認識しました。

福島県立医科大学　医療研究推進センター長　特任教授

南川  一夫 K a z u o  M I N A M I K AWA

平成 20 年 大臣官房統計情報部（患者調査等）
 大臣官房国際課（日中韓保健大臣会合）
平成 21 年　健康局結核感染症課（新型インフルエンザ対策）
平成 23 年　医薬食品局総務課副作用被害対策室（C 型肝炎訴訟）
平成 24 年　国立国際医療研究センター企画経営部研究医療課長（研究費等）
平成 26 年　医政局研究開発振興課（臨床研究中核病院制度、倫理指針）
平成 28 年　現職

趣味 — 読書
信条 — 一瞬こそすべて

大臣官房厚生科学課　課長補佐

田中  桜 S a k u r a  TA N A K A

平成 24 年　健康局疾病対策課　課長補佐
 （難病対策、慢性の痛み対策、CKD 対策等）
平成 26 年　障害保健福祉部企画課　課長補佐
 （障害者総合支援法対象疾病の検討、身体障害認定基準の改正等）
平成 27 年　雇用均等・児童家庭局母子保健課　課長補佐
 （生殖補助医療対策、妊産婦・乳幼児健診、子育て世代包括支援センター、

健やか親子 21 等）
平成 28 年 産前・産後休暇、育児休暇

趣味 — ランニング、旅行
信条 — 現状維持は衰退、未来は今の積み重ね

福島県立医科大学における 
医療分野の研究開発体制の構築について

東日本大震災からの復興に向けて、福島県立医科大学は、国から
の復興予算により先端臨床研究センター等の医薬品開発の拠点と
なる新たな研究組織を設置しました。医療研究推進センターの
ミッションは、医学部、附属病院、先端臨床研究センター等の各
研究関連組織が連携し、実用化に向けた医療分野の研究を大学全
体で推進できる体制を構築することです。
現在取り組んでいるのは、病院臨床研究センターの組織体制の再
編成です。抜本的な見直しになるため、厚生労働省で培った経験
を活かしつつ、新たな組織体制案の企画・立案、役員会を含めた
関係者の合意形成、着実に改革を推進するための組織マネージメ
ント等、日々新しいことに取り組んでいます。今の仕事は、福島
の復興に貢献でき、かつ未来の医療を形作るやりがいのある仕事
だと思っています。　

自身の経験を経て

2 年間の不妊治療を経て無事に出産しました。職場の理解や立地
等の利点もあり、治療と仕事の両立が可能で大変ありがたかった
です。出産後は睡眠不足の中、母親の身体的・精神的辛さを身を
もって理解し、公的支援の有効性を痛感しました。現在は平成
29 年 4 月からの復職に向けて、厚労行政等の情報に耳を傾けつ
つ育児に励んでいます。同じ職場の夫は今後育休を取得する予定
です。男性が当たり前に育休を取得し育児参加する世の中にすべ
きと今回の経験を経て強く実感しました。

キャリアパス

平成元年　環境庁（現環境省）自動車公害課時代 

入省後、初めての本省勤務は（旧）環境庁自動車公害課で、ス
パイクタイヤ禁止法案の策定に携わりました。当時、冬用タ
イヤは金属のピンがついているタイヤが主流。スパイクが
道路を削った粉じんが蓄積し、雪解け時の大気汚染､呼吸器
疾患の発生が課題でした。札幌や仙台の住民が環境や健康
を守るため署名活動をし、その結果、スパイクタイヤ禁止法
制定に結びつきました。地域に応じた健康づくり、車が全国
を自由に走ることが出来る全国一律のルール、禁止すべき
行為とその理由の明確化など、各省庁の理念が異なる中で、
住民とともに制度を作る意義を学びしました。

平成4年　エイズ結核感染症課長補佐時代

アジアで初めてのエイズ国際会議が日本で開催されること
になり､その準備・運営を担当しました。当時エイズは治療
薬も限られ、差別偏見も強かったのですが、世界の医療専門
家、研究者やNGO､患者・感染者の団体など様々な方との協
働を通じて、治療薬の開発と平等なアクセスの保障、予防教
育、患者・感染者やセクシャルマイノリティの人権擁護、エ
イズ孤児への支援など、グローバルな視点を持って地域の
課題に取り組む連帯の力を実感しました。このときに出
会った世界の友人達とはその後、様々な場面で再会し助け
られています。

平成12年　浦安市助役時代 
自治体でも女性の登用が言われはじめ、浦安市の助役（今で
言う副市長）になりました。助役は一人でしたので、市長を
補佐し、保健・医療・福祉のみならず財政、人事、都市開発、環

大臣官房審議官
（国際保健医療展開担当）

山本　尚子 N a o k o  Y A M A M O T O

昭和60年　横浜市衛生局医官（市民の健康づくり担当）
平成 3 年　米国ジョンズ・ホプキンス公衆衛生大学院留学
平成 7 年　佐世保市保健環境部長（市の保健・医療・環境行政）
平成10年　保健医療局臓器移植対策室長補佐(脳死からの臓器移植）
平成16年　外務省国際連合日本政府代表部参事官
平成21年　防衛省人事教育局衛生官(自衛隊の衛生業務）
平成23年　健康局疾病対策課長
平成26年　北海道厚生局長(道の医療監視・食品衛生）
平成28年　現職

医系技官としてのキャリアを振り返って
臨床医になろうと思い医学部に入学しましたが、幅広
い経験ができると考え厚労省に入省しました。期待ど
おり、様々な部局や省庁での仕事、海外勤務などを通
して密度の濃い経験を積むことができています。厚労
省の仕事は、国内外の優れた能力や人格、高い志と夢
を持った方々と出会い、人々の健康や尊厳のために社
会の課題を一つでも解決すべく共に働くことができ
る刺激的で素晴らしい仕事です。これまで多くの人に
教えられ助けられてきたことを実感しています。

境など幅広い行政を経験することができました。周囲の自
治体が財政難で苦しむ中、浦安市はディズニーシーの開園、
埋めたて地域のマンション建設ラッシュで人口構造も若
く、財政も豊かな自治体でしたが、将来の高齢化に備え福祉
サービスの基盤作りと行政のスリム化に取り組みました。
ディズニーランドで成人式を始めたときには全国から様々
なご意見をいただいたことを覚えています。

平成16年　国連日本政府代表部参事官時代

初めての海外勤務はニューヨーク国連代表部でした。わが国
の安全保障理事会への常任理事国入りを目ざし、政府一丸と
なって取り組みました。まだ達成できていませんが、国際社会
が抱える様々な課題を解決するため、わが国そして自分に何
ができるか、どう貢献すべきかを考えさせられる毎日でした。
2004年暮れに発生したマグニチュード9.1、22万人以上の命
を奪ったスマトラ沖地震の際には、国連機関と共同で避難先
の屋外での出産を余儀なくされている妊婦さんへの物資支給
と人的支援を行いました。

平成23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方々に向き
合う仕事でした。特に、難病は長年、研究費で治療費の一部
を補助してきましたが、対象疾患が限られ予算の確保も難
しく、制度疲労が限界にきていました。難病の患者さんが安
心でき､国民が納得できる公平で持続可能な新たな制度に
創り替えるため、毎週末、難病の患者さんやご家族、医療関
係者と話し合いを続けました。社会保障制度改革の大きな
流れの中で、時を得て、人の和により、今は法律に基づく新
しい制度に移行しています。

キャリアパス

2019 先輩からのメッセージ



このような社会の変化へ対応するために目指しているのが、「地
域包括ケアシステム」の構築です。地域包括ケアシステムは医
療、介護、予防、生活支援、住まいから構成されており、それ
ぞれの要素を充実させるとともに、それらをネットワークとし
て一体的に提供していく必要があります。地域包括ケアシステ
ムの実現のために、既に様々な取組が動き出しているところで
すが、2018 年度に医療計画、介護保険事業（支援）計画、診
療報酬、介護報酬を同時改定し、医療と介護の一体的な提供体
制の整備に向けて取り組んでいるところです。

個別の対策として、医療の分野では、「治す医療」から「治し、
支える医療」への転換を図るために、病院医療の機能分化を進
めるとともに、かかりつけ医が参画した地域の在宅医療体制を
整備する必要があります。
病床機能の分化・連携を推進するために、2014 年 6 月に成立
した医療介護総合確保推進法に基づき、医療法が改正され、「病
床機能報告制度」（2014 年 10 月～）と「地域医療構想」

（2015年4月～）が導入されました。現在、各都道府県において、
地域医療構想を策定するとともに、その実現に向けた地域医療
構想調整会議における議論が進められています。
さらに、人口構造の変化や地域の実情に応じた医療提供体制の
構築に向けて、地域医療構想との整合性の確保や、地域間偏在

等の是正などの観点を踏まえた医療従事者の需給の検討を進め
ています。今後、医師偏在対策については、医師が勤務地や診
療科を自由に選択するという自主性を尊重した対策だけでなく、
一定の規制を含めた対策を行っていく観点も踏まえて議論を進
めています。
また、高齢者が地域における自立した生活を維持するためには、
介護サービスの提供とあわせて、必要な介護予防や生活支援サー
ビスが一体的に提供されることが重要となります。さらには、
介護ニーズの量的拡大に応える基盤整備、特に、サービスを担
う介護人材の量・質ともに安定的に確保する方策を講じる必要
があります。加えて、ますます増加すると予測される認知症患
者への対策や、在宅医療と介護の連携強化も重要な要素です。
市町村において、地域の特性を踏まえた上で、様々な取組みを
進めており、都道府県及び国からは、市町村の取組みが円滑に
進むよう、計画作成や現状分析のためのデータ提供などの支援
を行っています。

　

高齢者介護施策を担当しています。世界に前例のない超高齢
社会（お手本にできる国がないのです！）をよりよいものと
するため、医療介護の連携の在り方を冷静に考えつつ、それ
らが保証された活力ある社会の実現を目指して、日々業務に
当たっています。特に、医療関係者に介護の状況を、介護関係
者に医療的背景を如何に理解してもらうか、介護施策を担当
する医系技官として日々頭を悩ませています。

私は医学部の定員や臨床研修制度、専門医の仕組みなど医
師の養成に関することを担当しています。（ひょっとしたら
皆さんに一番身近な仕事をしているかもしれません！）一
人前の医師になるためには、最低でも医学部で6年、臨床研
修で2年、後期研修で約3年と10年を超える長く辛い修行
が必要です。多くの医師が過酷な勤務状況で医療を支えて
いる中、日本にはどんな医師がどれくらい必要か真剣に考
えています。

老健局老人保健課　介護保険データ分析室長

医政局地域医療計画課　課長補佐

西嶋  康浩 Y a s u h i r o  N I S H I J I M A

木下  栄作 E i s a k u  K I S H I T A

医政局医事課　課長補佐

堀岡  伸彦 N o b u h i k o  H O R I O K A

医療介護総合
確保推進法の成立

病床機能報告制度の導入

地域医療構想の導入
平成30年度診療報酬改定
平成30年度介護報酬改定

第７次医療計画の策定
第７期介護保険事業（支援）計画の策定

2014 2015 2018

いわゆる2025年問題とは、「団塊の世代が75歳以上となることで
起こると予測される様々な問題」を指しています。高齢者人口の急
激な増加や、疾病構造の変化に伴う、支え手となる現役世代への負
担の増加や、要介護・要支援認定者や認知症患者などの、支援を必要
とする方の増加など、多くの問題が指摘されています。

TOPICS  01
チームで取り組むプロジェクト

医系技官は、医療や介護の分野だけではなく、疾病予
防、生活支援その他様々な分野において、その専門性
を生かして、地域包括ケアシステムの実現に向けた議
論の中心的な役割を担っています。

医系技官の役割

専門職が一丸となって高齢化社会に立ち向かう

だれもが安心できる医療体制作りを目指して

全ての医師が満足できるキャリアデザインを！

2025年問題への
取り組み

「地域包括ケアシステム」の構築へ向けて

医療介護分野における取組み

赤ちゃんからお年寄りまで、誰もが安心して医療を受けら
れる環境を作るため、日々取り組んでいます。これからの
日本は、高齢化の進み具合も、それに伴う疾病構造も地域
ごとに大きく異なります。これまでの金太郎飴のような全
国一律の考えに基づく医療体制ではなく、地域の特性を踏
まえた医療体制、まさに“ご当地の医療”を作るべく頭をひ
ねっています。すべての国民が、どこに住んでいても必要
な医療が受けられる国にすることが、私の目標（夢）です。

介護保険事業計画
市町村は、日常生活圏域を設定し、その圏域ごとの
介護サービス量の見込み等を算定し、介護保険事
業計画を策定する。都道府県は、それに基づき、介
護保険事業支援計画を策定する。介護保険法に基
づき策定され、３年ごとに改正。

医療計画
都道府県が、地域の実情を踏まえて、医療提供体制
の確保を図るために定める計画であり、医療圏の設
定や、基準病床数の算定、地域医療構想の策定等を
行う。医療法に基づき策定され、今後は６年ごとの
改正を予定。

TOPICS 01
チームで取り組むプロジェクト

2025

2221 TOPICS 01 - 2025 年問題への取り組みTOPICS 01 - 2025 年問題への取り組み



最近の主な国際保健関連会議

我が国とＷＨＯの共催により開催
され、アジア太平洋地域から 12 カ
国の閣僚級が出席しました。国際保
健において脅威となりつつある感
染症の薬剤耐性（AMR）について、
今後の方策を議論し、その成果を伊
勢志摩サミット等につなげました。

アジアＡＭＲ東京閣僚会議

OECD 保健大臣会合（1 月・パリ）
G20 保健大臣会合（5 月・ベルリン）
第 70 回ＷＨＯ総会（5 月・ジュネーブ）
G7 保健大臣会合（11 月・ミラノ）

３つの分科会のうち１つは保健を
テーマとし、厚生労働大臣として
初めて TICAD に出席した塩崎大
臣が、世界銀行総裁とともに共同
議長を務めました。本分科会では
公 衆 衛 生 危 機 へ の 対 応 強 化 や
UHC を議論しました。

第 6 回アフリカ開発会議（TICADVI）

第 71 回国連総会
塩崎大臣が我が国の厚生労働大臣
として初めて国連総会に出席し、
国連 AMR ハイレベル会合で演説
しました。国連ハイレベル会合で
保健課題が取り上げられるのは、
HIV/AIDS、非感染性疾患（NCDs）
についで３度目のことです。

G7 各国保健大臣の他、WHO や世界
銀行も参加して、我々が今後果たす
べき役割と責任について議論しまし
た。UHC に関するセッションでは、
特に高齢化対策に焦点を当て、タイ、
シンガポール、ラオス、ミャンマーの
大臣を招待して、G7 各国と一緒に議
論しました。

Ｇ7 神戸保健大臣会合

日本は、2008 年の G8 北海道洞爺
湖サミット以来、8 年ぶりに議長国
を務め、保健を重要議題として取り
上げました。公衆衛生危機への対応、
UHC の推進、AMR への対策をまと
めた「国際保健のための G7 伊勢志
摩ビジョン」が示されました。

Ｇ７伊勢志摩サミット

WHO総会は、全加盟国（194カ国）
が出席する WHO の最高意志決定
機関です。年に１回、毎年５月に開
催 さ れ ま す。今 般 の 総 会 で は、
WHO の危機管理能力を強化する
ための組織改革が加盟国により承
認されました。

第 69 回ＷＨＯ総会

主導力が求められている日本の国際保健外交
ますます包括的なアプローチが求められるよう
になった国際保健に対し、文科省や財務省、国際
機関や大学、民間も含め、多くの専門組織がチー
ム・ニッポンとして戦略を編んでいます。昨年
はエボラウイルスのような国際的に脅威となる
感染症に関するＧ７サミットの議題検討におい
て、官邸として主導する立場を担いました。各々
の強みを引き出し、医療・公衆衛生の観点から
国内施策とも連動させることで、相乗効果を生
み出しています。

内閣官房
国際感染症対策調整室
企画官

田中  剛
Go TANAKA

グローバルヘルスのパラダイムシフト
国際保健の取り組みは、感染症、生活習慣病、健
康寿命の延伸、食品安全、医療イノベーション
と平等なアクセス等、世界共通課題の解決向け
た知恵の総力戦に変化し、G7 を含む国際政治
の場で国際保健が重要なアジェンダになって
います。その最前線で活躍する医系技官となっ
て一緒に世界の健康と発展に貢献しましょう。大臣官房

技術・国際保健総括審議官

福田 祐典
Yusuke FUKUDA　

日本の課題解決が世界の課題解決へ
2016 年我が国はＧ７議長国として、健康危
機、ＵＨＣ、高齢化など国際保健のアジェンダ
形成に大きなリーダーシップを発揮しました。
私は、実務担当として、合意文書の交渉など
に携わりました。世界有数の健康長寿国が人
類未曾有の高齢化をどう乗り切るか、日本の
課題の解決が世界の貢献にもなる時代に入り
ました。保健医療で世界をリードしていきま
しょう。

大臣官房国際課
国際保健企画官

江副  聡
Satoshi EZOE

国際保健は，日本の外交上，旬を迎えている
国際保健は，日本の外交上，旬を迎えています。
昨年，我が国は G7 議長国となるとともに第６
回アフリカ開発会議（TICAD VI）を開催し，国
際保健を重要議題として取り上げました。ま
た，これらの開催に向けた様々な会合を開催
し，保健に関する国際的な議論をリードしてき
ました。この流れは 2017 年以降もしばらく続
きそうです。

外務省国際協力局
地球規模課題総括課
国際保健政策室　室長 

日下  英司
Eiji HINOSHITA

医師が外交官として世界の保健課題に立ち向かう
「2030 アジェンダ」の 17 ゴールの柱である保
健分野を強力に推し進めることにより、貧困、
教育、ジェンダーなど他分野も同時に進むよ
う、外交交渉を行うことは外交官の醍醐味で
す。また、2016 年に塩崎厚生労働大臣が世界
の首脳が集結する国連総会に出席し、保健分野
での日本のリーダーシップを示すことができ
たのは誇りです。

国際連合
日本政府代表部　参事官

鷲見  学
Manabu SUMI

日本は国際保健をリードする責任がある
エボラ出血熱流行の経験から、世界の感染症に
よる公衆衛生危機への備えと対応を強化する
ため、昨年 G7 議長国としてグローバルな議論
をリードし、具体的な取組を進めました。世界
で最も保健医療水準が高く、高齢化が進んだ国
として、日本は国際社会と経験を共有し、より
健康で安心できる世界を作ることに貢献する
責任があります。

大臣官房審議官
（国際保健医療展開担当）

山本  尚子
Naoko YAMAMOTO

公衆衛生危機（国際的な感染症の流行など）に対する
国際保健の枠組み強化
感染症は国境を容易に越えるため、発生国だけでなく、国際社会全体の公衆衛
生危機への対応能力を強化することが必要です。会合では、公衆衛生危機管理
の中核機関であるＷＨＯが果たすべき役割や各国の公衆衛生危機対応能力の
強化に向けた取組などについて議論しました。

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成と
生涯を通じた健康増進
UHC とは、全ての人が必要なときに負担可能な費用で基礎的保健サービスを利
用できる体制のことであり、高齢化の進展や生活習慣病の増加により、世界的な
課題となっています。会合では、UHC の推進に向け 50 年以上に渡り国民皆保
険を持つ日本の経験を踏まえ、高齢化対策の基盤等について議論しました。

感染症の薬剤耐性（AMR）への対応強化と
研究開発（R&D）の推進
既存の抗生物質では治療効果のない感染症が増加しています。会合では、医療、
農業、畜産業、環境など、抗生物質が使用される様々な分野が共通して取り組む

「ワンヘルス・アプローチ」の推進や新たな抗生物質の研究開発を促すための
方策などについて議論しました。

2017

2017

2016

G7神戸保健大臣会合で議論された３つの課題

TOPICS  02
チームで取り組むプロジェクト

8 月・ナイロビ

5 月・ジュネーブ

４月・東京

５月・伊勢志摩

9月・ニューヨーク

９月・神戸

1

2

3

こうした議論は「神戸コミュニケ」としてとりまとめられ、世界の国際保健のアジェ
ンダ形成に大きく貢献しました。

TOPICS 02
チームで取り組むプロジェクト

国際保健分野への取り組み
2016年、我が国はG7議長国として国際保健分野のアジェンダ設
定と推進において、近年類を見ないリーダーシップとプレゼンスを
発揮しました。我が国に豊富に存在する保健医療の知見により世界
に貢献し、世界の議論を我が国の保健医療に還元していきます。　

A time for war, and a time for peace.
細菌やウイルス、寄生虫などは、時に病を起こ
し、時に益をもたらしながら、人類と共存してきま
した。しかし、この共存のバランスが崩れると、新
興再興感染症や AMR と化し、人類を襲ってき
ます。これらと闘うべく、アジアや世界の模範とな
る国内感染症対策に取り組んでいます。特に
AMR については、アジア AMR 東京閣僚会議や
G7 サミット等を通じ、わが国の対策をアピール
してきました。ぜひ、一緒に仕事してみませんか!

健康局結核感染症課
課長

浅沼  一成
Kazunari ASANUMA

厚生労働省と医系技官の役割
国際保健は、国境を越える感染症対策などの健康危機管理をはじめ、厚生労働省のミッショ
ンである国民生活の保障や公衆衛生の向上に直結する分野であると共に、外交や開発援助
においても国民皆保険などの日本の知見を活かしやすい分野としても重要となっていま
す。日本や世界の保健課題の解決に向けて、関係省庁及び官民が一体となって取り組んでい
る中、保健、医療、介護、福祉を所管する厚生労働省の役割は大きく、特に、医系技官は、その
専門的知識を生かした貢献が期待され、実際に核となって世界保健機関（WHO）などの国際
機関や国連日本政府代表部を含め、国内外で活躍しています。
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新聞記事や夜の間に届いているメールなどをチェックし、情報
をアップデートします。特に自分が関わっている案件がメディ
アでどのように取り上げられているかは、重要なチェック事項
です。

締め切りが近く、重要度の高い案件から優先して対応します。

なるべく席を離れ昼食を摂るようにして
います。新橋や虎ノ門方面にはいろいろ
なお店があります。忙しいときは、席でお
弁当です。

次回の診療報酬改定に向け、費用対効果評価について専門家の
方々を交えた打ち合わせ。いろいろな人たちから可能な限り話
を伺います。現在の制度の課題や今後の方向性を整理する上で、
現場の声は大切です。

上司の予定を見ながら、都合のつ
く時間に個別の案件について対応
方針の相談をします。今後の進め
方につまずいている時も、鋭い視
点で課題を整理し、方向性を示し
てくれます。

さまざまな早期退庁の取り組みが行われており、効率的に仕事
をして早期退庁を心がけています（が、定時にはなかなか終わ
りません…）。診療報酬改定の直前にはもっと忙しくなるので、
今はある程度のところで区切りを付けて帰宅します。

平成26年　健康局結核感染症課（感染症対策の企画立案、発生時の対応）
平成28年　現職（新しい医療技術の評価等）

診療報酬改定に関わる仕事をしています。医療現場の実態や最新の医療技
術の反映だけでなく、急速な少子高齢化という社会構造の変革への対応と
いう意味もある重要なプロセスです。医療に関わる多くの方々とコミュニ
ケーションを取りつつ、最適な対応を模索するところに醍醐味があります。

平成26年　大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室（危機管理対応等の担当）
平成26年　大臣官房国際課（国際保健機関対応等の担当）
平成27年　現職

医療や食品安全など、国民の生活に密接に関わる分野の行政に、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。特に、食品安全につい
ては、TPPに関する議論等もあり、国民の関心が高く、行政機関として適切
な対応が求められています。

出勤

午前中

昼休み

午後
１時

午後
３時

午後
６時
以降

出勤

午前中

昼休み

午後
１時

午後
３時

午後
６時
以降

出勤時間が９時半と比較的ゆっくりなので、朝の時間を有効に
使うことが出来ます。出勤後は、まずメールに目を通し、すぐの
対応が求められるもの、関係者との打ち合わせが必要なもの、
等、優先順位を付けて対応していきます。

厚生労働科学研究費を活用した食品衛生に関する研究の研究班
会議に出席します。食品衛生に関する最新の知見に触れるとと
もに、行政として抱えている問題意識等について共有し、研究の
今後の方向性について活発な意見交換を行います。

定期的に医療行政等についての勉
強会が開催されているので、時間が
ある時は参加します。様々なお話が
聞けるので、大変勉強になります。

TPP関連で、国会議員の求めに応じて、関心分野について質問対
応をします。議員会館で、関係省庁の担当者とともに、議員の問
題意識を伺い、事実関係について回答します。

食品の取扱いに関する告示改正に
ついて、打ち合わせを行います。
食品の科学的な評価を専門に行う
食品安全委員会の意見を踏まえて、
検討した改正の内容を、どのような
形で告示に落とし込んでいくか、法
令の担当者も含め、意見交換を行い
ます。

国会会期中は、遅くまで対応が求められることもありますが、
時間に余裕がある時は、同僚と飲みに出かけます。銀座や虎ノ
門、新橋がすぐ近くなので、選ぶお店には困りません。

保険局医療課
主査

大島  和輝  K a z u k i  O S H I M A

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室
主査

中村  梨絵子  R i e k o  N A K A M U R A

医 系 技 官 の 一 日

早朝は人が少なく、静かな環境で仕事に集中できるため、始業の
１～２時間前には登庁しています。担当業務それぞれの進捗状
況を確認し、その日の仕事の優先度を付けていくのもこの時間
です。

翌週の検討会に向けて資料の準備。仮説に基づいてデータを収
集・整理し、分かりやすい資料作成を目指します。
また、隙間時間に新聞や業界紙から入手した情報は、今後の業務
のための武器になります。

今日は日比谷公園近くのレストランでランチ。オフィスの外に
出てリフレッシュします。余裕のあるときは、本を読みながら
ゆったりした時間を過ごすことも。

大学にて研究者と打合せ。医師の勤務実態や働き方の意向に関
しての調査実施に向けて、調査項目や配布・回収方法について
アイデアを出し合います。

省外に出ている間にたまっていた
メールを確認後、地域枠の偏在是正
効果についての論文に目を通します。
アカデミックな視点から政策を見直
し、今後の政策立案に繋げられるよう、
ディスカッションにも熱が入ります。

今日は早めに仕事を切り上げて、臨
床時代の同僚と久しぶりに銀座で飲
み会。飲み過ぎない程度に、乾杯！

平成27年　現職（医師不足対策、新しい専門医の仕組み）

大学時代、医師は臨床・教育・研究の三本柱と教わりましたが、入省後、四本
目の柱に行政も加えるべきでは、と思うようになりました。医師不足対策や
専門医といった、医療界にも社会全体にもインパクトの大きいテーマに携
わり、自分なりの色を出せるかが勝負所です。

平成28年　医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室病院前医療対策専門官
 （救急、特に病院前医療の担当）
平成28年７月～　現職（医療計画・地域医療構想の担当）

第７次医療計画の作成に向け、各都道府県の状況や、関係団体への影響な
ど、種々の要素を踏まえて検討・調整をしています。医療提供体制のあり方
を始めとして、様々なことを考えさせられる日々を過ごしています。

長男を幼稚園のバス停まで送って
から、出勤しています。出勤時間が
比較的遅いからこそ過ごせる、貴重
な時間です。通勤の電車に乗ってい
る時間が長いので、ニュースなどの
チェックは移動中にしています。

職場に着いて、まずは一日の予定を確認します。打合せ等の予定
がなければ、メールの確認、資料作成などを進めます。気づくと
お昼、となっていることが多いです。

お昼休みに開催されている、省内での
勉強会等にはできるだけ参加するよ
うにしています。といっても、検討会
の準備などと重なって、出られないこ
とも多々ありますが…。

検討会の準備や、課内・局内での会議に向けた準備を進めます。
上司との資料作成時のやりとりは、とにかく徹底的に行われま
す。臨床とは違った業務ですが、背景情報を整理し、それを踏ま
えて解決のロジックを組む、という基本的な考え方は、診断推論
などに近い考え方かもしれません。

…と格好付けて言ったものの、やはり慣れない業務で、スムーズ
には進みません。そんな中でも、根気よくつきあってくれる上司
や、いろいろ教え、助けてくれる同僚に支えてもらい、一つずつ
解決していくようにしています。

たまに早く終わった日には、家に帰って子どもの面倒を見た
り、同僚や友人と飲みに行ったり、メリハリをつけるように意
識しています。

医政局医事課
主査

吉川  裕貴  Y u k i  Y O S H I K A W A

医政局地域医療計画課
課長補佐

原澤  朋史  T o m o f u m i  H A R A S A W A

出勤

午前中

昼休み

午後
１時

午後
３時

午後
６時
以降

出勤

午前中

昼休み

午後
１時

午後
３時

午後
６時
以降
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若 手 職 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

公衆衛生の専門家や、他省庁・自治体の行政官、保険者の方々など様々
なステークホルダーと意見を交わし、臨床現場とは違った視点で医療
を学んでいます。医師として聞いた患者さんの声を、政策という形で国
全体に届けるチャンスがある場です。

霞ヶ関での日々
健康局がん・疾病対策課
主査

橋本  尚英 Takahide HASHIMOTO

日米での臨床、公衆衛生大学院、コンサルティング会社を経て、卒後14
年目に入省しました。今まで培った経験を活かし、日本の医療技術・
サービスを国際展開する業務に従事しています。中途入省の方でも、今
までの経験を活かす事ができますので、一緒に働きましょう！

培った経験を活かす事ができる行政職です
医政局総務課医療国際展開推進室
室長補佐

永松  聡一郎 Soichiro NAGAMATSU

日本をより良い国にするために、「医者だからできる仕事」がここにあ
ります。実際に国が進むべき未来を考える仕事は、大きなやりがいもあ
ります。興味を持った方は、ぜひ見学に来てください。日本の未来を語
りましょう！

日本の未来を創る仕事

労働基準局労働衛生課
主査

岡田  岳大 Takeo OKADA

企画法令係として、法改正等に携わっています。自分と全くバックグラ
ウンドの違う、法学部出身の方々に囲まれての日々の業務は、大変なこ
とも多いですが、全てが新鮮で多くの刺激を受けることができます。

企画法令係として

医政局総務課
主査

吉田  賢 Ken YOSHIDA

初期研修の後、５年間救急・集中治療への従事を経て、入省しました。医
療の現場で実際に感じたこと、問題として見えたことを解決するため
の、もうひとつの「現場」がここなのだと思います。興味を持った方、是
非一度、ドアを叩いてみてください。

医療を形作るチームの一員として
医政局地域医療計画課
課長補佐

原澤  朋史 Tomofumi HARASAWA

初期研修後、法医学の道に進みました。当初相次いでいた「危険ドラッ
グ関連死」の解剖例が、平成26・27年の厚労省の危険ドラッグ対策で
激減したことに感動し入省しました。現在は、行政の視点から「世界最
高水準の死因究明体制」の構築を目指しています。

死者の声を政策に
医政局医事課
内閣府死因究明等施策推進室（併任）
主査

江崎  治朗 Jiro EZAKI

行政では、省外の関係する方と協力しながら、チームで課題に取り組む
ことが多々あります。またその課題は、これまで誰も行ったことのない
新しい課題であることも多く、いつもチャレンジングな姿勢で国全体
の医療に取り組むことができると思います。ぜひ一緒に働きましょう。

これまでにない課題にチームで取り組む仕事
健康局健康課予防接種室
係長

佐々木  康輔 Kosuke SASAKI

自分のしている仕事で国の方針が決まるので、責任は重大です。でも、
「この国で他の誰もしていないことを自分がしている」と実感できるの
で、とてもやりがいのある仕事です。厚労省の役人として、そんな唯一
無二の役割を担ってみませんか？

役人の役は役割の役
健康局総務課
主査

佐藤  登朗 Noboro SATO

幅広い立場の方と仕事をすることで、新しい事実や考え方に触れ、文字
通り、自分の世界が広がる体験が出来ると思います。医師のキャリアを
積む中でも、人生としても、行政という大きな視野の仕事は貴重な経験
になるはずです。ぜひ気軽に、のぞきに来て下さい。

世界は広い！
健康局健康課
課長補佐

青木  史子 Fumiko AOKI

これからの医療を担う場所がここ厚生労働省です。臨床よりもより広
い視野をもって物事を考えることが求められる職場です。好奇心旺盛
な熱意溢れる医師の皆さん、百聞は一見にしかず、是非一度霞ヶ関に見
学に来て雰囲気を感じてみてください。

ここでしか体験できないこと。
大臣官房厚生科学課
主査

千葉  要祐 Yosuke CHIBA

臨床現場で生じた様々な疑問から、国の医療の施策に関わってみたい
と思い入省しました。日本の医療の未来を作る現場にいる、と日々感じ
ています。臨床現場とはひと味違いますが、ここでしかできないこと、
ここでしか得られない経験、がたくさんあります。

スケールの大きい仕事です
大臣官房厚生科学課
主査

長原  慶典 Yoshinori　NAGAHARA

医系技官と聞いただけでは、最初はどのような仕事か想像できません
でしたが、実際に職場見学をした際に和気藹々とした雰囲気が強く印
象に残り、それが入省にも繋がりました。ぜひ気軽に見学にいらっ
しゃって下さい。

百聞は一見に如かず
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

北原  加奈子 Kanako KITAHARA

臨床の場と違い、直接ありがとうと言われることはありません。しか
し、一つ一つの仕事が国民の健康を守る目的につながっています。ま
た、様々な専門家や立場の方との出会いを得て、気付くこともありま
す。医系技官は、自分を成長させてくれる仕事と思います。

雇用均等・児童家庭局母子保健課
主査

矢舩  順也 Junya YAFUNE

やりがいを感じる時
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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
修了後
入省

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３～４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。

 P33を参照

 P01を参照

 P01を参照

 P12、29を参照

 P18、29を参照

P19、33を参照
P19、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）

? ?

F A Q  よくあるご質問

メンター制度について

3029 医系技官のキャリア形成 FAQ・メンター制度
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医系技官が局長・部長・課長・室長である部局

医系技官が課長補佐以下の職にある部局
（平成２9年1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
審査管理課

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

監視指導・
麻薬対策課

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

賃金課

労働
関係法課

労働保険
徴収課

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

労働市場
センター業務室

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

監督課

労働衛生課

補償課

キャリア形成
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

医薬品
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・国際保健
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
（総合政策担当）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

労働政策担当
参事官室

労使関係担当
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

政策統括官
（統計・情報政策担当）

参事官
（企画調整担当）

参事官
（人口動態・保健社会統計担当）

参事官
（雇用・賃金福祉統計担当）

大臣官房参事官
（情報化担当）

大臣官房参事官
（サイバーセキュリティ・
情報システム管理担当）

国際分類
情報管理室

人口動態・保健
社会統計室

保健統計室

社会統計室

世帯統計室

援護・
業務課

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

事業課

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

P10 ▶

P10 ▶

P11 ▶

P05 ▶

P06 ▶

P02 ▶

P11 ▶P08 ▶

P07 ▶

P09 ▶

P03 ▶

P04 ▶
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さらに詳しく知りたい方へ  イベント情報平成29年度  採 用 情 報

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

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。

前期試験（6月）及び後期試験（11月）の年2回実施

 2  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（前期試験は２月中に発表）

（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に掲載します。
　

 1  選考方法
□ 書類審査
□ 一次試験（グループディスカッション、面接等）
□ 二次試験（面接） 
　※ 面接の参考とするため性格検査を行います。 

2  試験日程
［ 前期試験 ］
書類審査 ／ 一次試験：平成29年6月中旬 ／ 二次試験：平成29年6月下旬
※二次試験の合否は7月初旬にお知らせする予定です。

3  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

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 （http://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 採用試験

応募手続

選考方法および試験日程

医系技官　採用
またはキーワード検索にて

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

参加料

実践的な医療政策を真剣に学ぶことを希望する医師（医科のみです）及び医学部学生

厚生労働省講堂　13：00～20：00

第 １ 回：平成29年3月11日（土） / 第 ２ 回：平成29年７月29日（土）  
※セミナー終了後に、懇親会があります。（任意参加）

毎年応募者が多数の人気企画です。参加される方々と現役の医系技官がグループとなり、具体的な政策テーマについてディスカッションやプレゼンテーション
を行います。医系技官とざっくばらんに話せる機会でもあり、昨年は全国から約70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。
カジュアルな服装でお越しください。参加申込みが必要です。

無料

参加を希望される方は、ホームページより申込書をダウンロードのうえ、医系技官採用メールアドレスまでメールにて送付ください。
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。
医系技官採用メールアドレス  ikeisaiyo@mhlw.go.jp 

参加
申込み

東
　京

大
　阪

福
　岡

民間医局 レジナビフェア 2017 東京　～臨床研修プログラム～
〔日時〕 平成29年7月16日（日）
〔会場〕 東京ビッグサイト

レジナビフェア2017 in 大阪 　～研修医向け～
〔日時〕 平成29年6月4日（日）
〔会場〕 コングレコンベンションセンター

民間医局 レジナビフェア 2017 福岡
～臨床研修･専門研修プログラム～

〔日時〕 平成29年3月5日（日）　10：00～16：30
〔会場〕 マリンメッセ福岡 　

民間医局 レジナビフェア 2017 東京　～研修医向け～
〔日時〕 平成29年6月18日（日）
〔会場〕 東京ビッグサイト

民間医局 レジナビフェア スプリング 2017 東京 ～臨床研修プログラム～ 
〔日時〕 平成29年３月19日（日）　10：00～17：00
〔会場〕 東京ビッグサイト

医学生・医師向けイベントへの出展
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。

採用個別相談会（第１回～第３回は、医科のみ。第４回は、医科・歯科合同）
平成29年3月時点で医学部卒業見込み以上の方で、医系技官採用試験の受験を検討中の方を対象に、業務内容やキャリアパス、処遇等の個別相談を受け付けま
す。個別相談は1時間程度で、現役の複数の医系技官が対応します。カジュアルな服装でお越しください。参加申込みが必要です。

開催日

会場・時間
参加料

第１回平成29年3月11日（土）※1/ 第２回平成29年4月23日（日） / 第３回平成29年7月29日（土）※1/ 第4回平成29年9月17日（日）※2

※1 医療政策セミナーにも参加することができます。　※2 歯科に関しては所定人数になり次第応募を締め切ります。

厚生労働省　13：00～16：00
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。

医療政策に関わるテーマを題材にした公開勉強会を開催しています。医療政策セミナーとの違いは、(1) 平日夜間（18:30-20:00）に、(2) お互い顔の
見える範囲（最大30名程度）で、(3) 参加者全員（医系技官を含め）で自由討論する点にあります。参加申込みが必要です。詳細は、ホームページを参照
ください。

公開勉強会（医科のみ）

申込み
締切 第１回  平成29年2月20日（月） / 第２回  平成29年７月10日（月）

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

前期試験
平成29年5月29日 （月）  （消印有効）

後期試験（予定）
平成29年10月30日 （月）  （消印有効）

 1  応募期限

後期試験は行わないことがあります。
実施の有無は7月上旬に発表します。

＊歯科については、後期試験のみの実施となります。

「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。
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。
その他、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。

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。

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。

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

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。

給与等 入省後の異動

研修等
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