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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。医系技官はすべ
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づく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すべてに関わります

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
ることが活きてきます。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
立って様々な施策を講じており、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。これらの課題に対して、医療分野・介護分野のビッグデー
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大きなミッ
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、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、政
策立案能力、そして国際感覚を備えた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、欧米のトップクラ
スの大学院留学、ニューヨークの国連日本政府代表部などの
在外公館、ＷＨＯや米国ＣＤＣなど多岐にわたります。昨年、
「グローバルヘルス人材戦略センター」も設置し、より一層、
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
評価し仮説を立てる
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!

チームで取り組むプロジェクト TOPICS 01
25 医師のキャリアパス

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物事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。

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！

厚生労働省  医務技監 鈴木 康裕
Y a s u h i r o  S U Z U K I

よりよい保健医療の
　　　　実現を目指して

医務技監 からのメッセージ

医務技監とは

保健医療分野の重要施策を一元的に推進するために統括的役割として、事務次官級の医務技監が創設されま
した。ヒトゲノム解析や人工知能等をはじめとして、近年の保健医療分野における技術の進歩は著しく、また、
その課題は多岐にわたっており、関係部局が連携して迅速に対応していくためのリーダーシップを執り、ま
た、エボラ出血熱の流行等の公衆衛生危機や、高齢化対策等の重要性が高まっている国際保健分野において日
本が貢献するための中心的役割を担っています。

Contents

01 02医系技官とは／目次 医務技監からのメッセージ
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国民の健康のために

趣味 ̶ ジム通い、カラオケ
信条 ̶ 正解は現場にある

健康局健康課　課長

正林  督章
平成 3 年 保健医療局国立療養所課
平成 8 年 ロンドン衛生・熱帯医学大学校留学
平成11年 世界保健機関（WHO）
平成13年 健康局総務課
 生活習慣病対策室室長補佐
 （健康増進法の制定、たばこ対策枠組み条約の政府間交渉）
平成17年 島根県健康福祉部部長（へき地医療対策、健康づくりなど）
平成18年　健康局結核感染症課
 感染症対策企画調整官
 （新型インフルエンザ対策、肝炎対策）
平成23年 健康局結核感染症課課長
 （予防接種法改正、Ｂ型肝炎特別措置法制定）
平成27年　現職

T o k u a k i  S H O B A Y A S H I

健康寿命の延伸に向けて

①生活習慣病の予防、②予防接種、③地域保健、④保健指
導、⑤栄養指導が健康課の主な所掌です。栄養、運動、休養、
たばこやアルコールなどの生活習慣を見直すことにより、
病気にならないようにすること、また、早期発見、早期治療
のための健康診査など様々な予防対策の企画立案を担っ
ています。また、感染症予防のためのワクチンについても、
どのワクチンを定期接種に位置付けるかなど予防接種行
政も所管しています。この他、地域保健法も所管している
ので保健所行政など地域保健の方針を定めたり、全国の保
健師行政、栄養行政の統括的な業務を担っています。この
関係では地震や台風など自然災害発生時に、全国の保健師
や栄養士の被災地への派遣調整なども業務の一つです。国
民が病気になってからではなく、病気にならないようにす
るという人間の本来の要求に応える仕事ができ、医系技官
冥利につきます。

受動喫煙防止のための法案策定

飲食店などでは依然4割の方が受動喫煙にあったことがあ
ると回答されています。2020年に東京オリンピック・パラ
リンピック、2019年にラグビーワールドカップの開催が
予定され、多くの外国人が来日されます。これをきっかけに
健康増進法を改正し、受動喫煙防止対策をより強化すべく、
法案の準備を進めています。たばこ農家、たばこ販売店、た

ばこの製造・販売会社、飲食業界、旅館業界などステークホ
ルダーは数多くいますが、粘り強く交渉に当たり、また、与
党のご理解を得るべく、議員会館を回っています。この法案
が成立し、施行されれば受動喫煙防止対策は格段に強化さ
れ、多くの国民の健康を守るための環境整備につながると
確信しています。このような仕事は医系技官になったから
こそ可能で、臨床ではできなかった仕事だと思います。

健康局先輩からのメッセージ

将来を見据えた
医療提供体制の構築

趣味 ̶ ソフトテニス、旅行
信条 ̶ 全力投球 

医政局地域医療計画課　課長補佐

鶴田  真也
平成21年 医政局総務課（医療政策）
平成23年 健康局結核感染症課（B型肝炎訴訟）
平成24年 老健局老人保健課（介護予防、介護・医療の見える化）
平成27年 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
 （精神保健医療福祉）
平成29年　現職

S h i n y a  T S U R U T A

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。

地域医療構想の達成に向けた取り組みの推進

団塊の世代が75歳以上になる2025年に向けてマクロ的に
医療介護需要が増加することが予測されています。他方で、
全国を見渡せば都市部を中心に急激に高齢化が進み医療需
要が増加する地域もあれば、中山間地域などを中心に人口
減少が進み医療需要が減少する地域もあります。地域に
よって状況は様々であり、全国一律の考え方で対応するに
は限界があります。このため、それぞれの地域の実情を踏ま
えて将来の医療需要を予測し、地域の関係者と協議しなが
ら、それぞれの医療機関が担うべき役割を明確化し、将来を
見据えた医療提供体制を構築する地域医療構想の取り組み
が進められています。
このような状況の中で、地域によっては救急医療や災害医
療や周産期医療といった急性期医療に対応できるよう、急
性期機能の再編統合を検討することが必要な場合もありま
す。また、地域によっては将来的に病床数が余ることが予測
され、機能転換または病床規模の縮小に向けた取り組みの

検討が必要な場合もあります。
それぞれの医療機関が2025年に向けた対応方針を検討で
きるように、個別の医療機関ごとの医療機能や診療実績な
どの必要なデータを共有できるよう調整したり、都道府県・
医療機関が円滑に地域医療構想を進められるよう必要な支
援策を検討したり、国としてやるべきことを考えながら取
り組んでいるところです。 

思い出深いこと 

東日本大震災直後に原子力災害現地対策本部に出向した時に、全国
から結集した被ばく医療・救急医療のスペシャリストである医師
や、消防隊員、自治体職員、東京電力の職員の方々とともに、心を一
つにして、被ばく医療提供体制の再構築に取り組んだ経験が思い出
深いです。非常事態においても力を発揮できるようにするために
は、平時における目の前の仕事の一つ一つを大切に、全力で取り組
むことの重要性を実感しました。

未来に向かって 

入省する前になりますが、臨床の現場で、がん診療を通じて、がん患
者さんや諸先輩方から多くのことを学ばせていただきました。将来
のがん医療に少しでも貢献できるように、がん医療政策の分野にも
関わっていきたいと考えています。

あなたへのメッセージ

行政は、とても働きがいのある職場です。皆さんとご一緒に仕事が
できるのを楽しみにしています。 

思い出深いこと 

自分の関わった健康増進法が平成15年に施行されて受動喫煙防止
対策が一気に進んだこと。平成21年の新型インフルエンザ発生時、
室長として戦略の策定・実施に関わり、死者が少なかったことから
WHOから高く評価されたこと。

未来に向かって 

現在の課としては受動喫煙防止対策や禁煙支援などのたばこ対策、
適度な運動の奨励、休養（睡眠）の普及など。課を離れればへき地医
療や診療科偏在など医師不足問題に取り組みたいです。

あなたへのメッセージ 

臨床も目の前の患者さんの生き死にに関わる重要な業務ですが、厚
生労働行政は何千万人という国民を相手にダイナミックな仕事がで
きます。是非一緒にやりましょう。

医 政 局 先輩からのメッセージ
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給付と負担のバランスをどう考えるか

我が国の医療費は､平成27年に42兆円に達しました。この
うち16兆円（約39%）が公費、つまり保険料とは別に税金
が投入されています。一方で、国全体の会計状況を見ると、
支出が収入を大きく上まわる状況が続き、医療に対する公
費負担が国全体の支出に与える影響に大きな関心が寄せ
られています。
病気や怪我をすれば誰しも、可能な限り少ない負担で最先
端の医療を受けることを望むでしょうし、医療従事者であ
れば、患者さんのために最善の対応をしたいと考える一方
で、相応の対価を受け取りたいと考えることと思います。
めったに病気をしない立場で、月々一定額の保険料がお給
料から控除される状況に、いらだちを覚える方もいるかも
しれません。
保険局では、医療や健康管理に対する多様な価値観を踏ま
えつつ、医療保険制度の安定的な運用のため、給付と負担
が最適なバランスとなるよう奮闘しているところです。

平成30年度診療報酬改定に向けて

保険局の中で医療課は、給付の側面から医療保険制度の政
策立案を担当しており、目下、課内一丸となって、次の診療
報酬改定に向けた対応を進めています。
10名を超える医系技官が、入院や外来・在宅医療における
個別の診療報酬項目の検討から、最新のイノベーションを

診療報酬に反映するための仕組み作りまで、多岐にわたる
業務を担っています。
日常の作業は、法令や通知とにらめっこしながらの資料作
成、診療報酬が現場に与える影響を把握するための調査設
計、関係者との打ち合わせ等、地道なものが多いのも事実で
すが、既存の枠組みにとらわれすぎず長期的視野に立った
施策となるよう心がけています。

保険局先輩からのメッセージ

老健局の役割

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3000万人を超えてお
り（国民の約４人に１人）、2042年の約3900万人でピー
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。
老健局では、これまでに例のない高齢社会を迎える我が
国において、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができるよう、介護保険制度（介護を必要とす
る状態になっても、できる限り自宅や地域で自立した日
常生活を営むことができるよう、必要な介護サービスを
提供する仕組み）をはじめとする高齢者介護・福祉施策を
推進しています。

6年に一度の医療保険、介護保険の同時改定

介護保険制度は、介護報酬について3年に一度見直す改定
を行っており、医療保険制度は、医療報酬について2年に一
度見直す改定を行っております。
平成30年度は、6年に一度の同時改定の年であり、2025年
に向けて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受
けられるよう、地域包括ケアシステム（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、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され
る体制）の推進、自立支援・重度化防止に資する質の高い介
護サービスの実現、多様な人材の確保と生産性の向上、介護
サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能
性の確保を図るため、必要な検討を行っています。

思い出深いこと 

食品安全部に所属していた時に、TPPの締結による輸入食品等の安
全性確保への影響について、国会審議等で頻繁に取り上げられ、部
一丸となって取り組んだ際は、とても大変でしたが、印象深い思い
出となりました。

未来に向かって 

少子高齢化の時代を迎え、国民の医療や介護の重要性は益々高まり
ますが、制度の安定性・持続可能性を確保するため慎重な検討が必
要とされます。そういった微妙な局面に、当事者として関わってい
きたいと思っています。

あなたへのメッセージ

臨床の現場ではなかなか経験できないスケールの大きい問題に、
医師としての専門知識を活かして政策立案者として関わることが
できる、貴重な職場です。ご興味のある方はぜひ、考えてみてくだ
さい。

思い出深いこと 

これまでに10ヶ所程度の部署を経験してきました。かつての上
司や同僚とは現在も公私にわたる交流があり、何物にも代えがた
い財産となっています。異動の多さに気持ちが折れそうなことも
ありましたが、今となっては素晴らしい出会いに恵まれたことに
感謝しています。

あなたへのメッセージ 

「あえて厚労省での仕事を選ぶ医師」と聞いて、皆さんが抱くイメー
ジは様々かと思います。私自身、学生時代はどこか相容れないものを
感じていました（笑）。業務説明会で出会った医系技官が、よい意味で
想像を裏切ってくれたことが入省のきっかけとなりました。このパ
ンフレットをご覧の皆様にも、実物の医系技官にお目にかかる機会
があれば、ぜひ足を運んでいただければと思います。

老 健 局 先輩からのメッセージ

高齢社会日本における
高齢者介護・福祉施策

趣味 ̶ 読書、映画鑑賞、旅行
信条 ̶ 誠実

老健局老人保健課　主査

中村  梨絵子
平成26年 大臣官房厚生科学課（災害時の対応）
平成26年 大臣官房国際課（世界保健機関で開催される会議）
平成 27年 医薬・生活衛生局生活衛生食品安全部基準審査課
 （新たな技術を活用した食品の安全確保）
平成29年 現職（介護保険制度におけるサービスの質の評価）

R i e k o  N A K A M U R A

持続可能な医療保険制度の
構築のために

趣味 ̶ 読書、部屋の模様替え
信条 ̶ 知らざるを知らずと為す是知るなり

保険局医療課　課長補佐

廣瀬  佳恵
平成20年 老健局老人保健課（介護報酬改定）
平成22年 労働基準局安全衛生部労働衛生課（産業保健）
平成23年 医政局総務課医療安全推進室（医療安全対策）
平成24年 環境省（原発事故後の健康管理）
平成25年 健康局難病対策課移植医療対策推進室（移植医療対策）
平成27年 在外研究（ドイツ連邦保健省等）
平成27年 社会・援護局障害保健福祉部
 精神・障害保健課（精神疾患患者の地域移行）
平成28年 現職

Y o s h i e  H I R O S E
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国際保健の舞台で働く
国際課は多くの業務を所管していますが、私は世界保健機関
（WHO）に関連する国際会議（世界保健総会、執行理事会、
WPRO地域委員会等）やG7保健大臣会合などの先進国を中
心とした国際会議を担当しています。国際課に配属されるま
では、ハーバード公衆衛生大学院で医療政策や国際保健の勉
強をしていましたが、授業や論文で学んだコンセプトに加え
て、実際に国際会議の運営や決議文書の交渉を経験すること
で国際保健の分野への理解の深まりを感じています。会議準
備のための裏方作業はもちろん重要ですが、日本政府の代表
として国際会議に出席することが、国際課業務の醍醐味だと
思います。いつも身が引き締まる思いがします。また、国際会
議の場や、日頃の業務の中で、海外の国際機関等で活躍する
日本人と交流できることもこの部署での貴重な経験です。

高齢化の進展や歯科を取り巻く環境の変化に伴い、歯科保健
施策も方向性の見直しが求められています。口腔保健の視点
から人々の健康にアプローチすべく、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を行政の視点か
ら行っています。

全ての人が、到達しうる最高基準の健康を享有するために

医政局歯科保健課　歯科医療専門官

岩田  真紀代
平成22年 医政局歯科保健課（歯科保健施策）
平成23年 大臣官房国際課（WHO担当）
平成25年 老健局老人保健課（介護報酬改定、介護保険サービスの質の評価）
平成27年 留学（ハーバード公衆衛生大学院、OECDインターン）
平成29年 現職

趣味 ̶ 旅行、芸術鑑賞
信条 ̶ 1% inspiration and 99% perspiration

M a k i y o  IWATA

大臣官房国際課　課長補佐

松村  漠志
平成24年 医政局医事課（臨床研修） 
平成26年 保険局医療介護連携政策課（特定健診、診療報酬改定）
平成27年 ハーバード公衆衛生大学院留学
平成29年 現職

趣味 ̶ ジョギング、アウトドア
信条 ̶ When life gives you lemons, make lemonade.

H i r o s h i  M A T S U M U R A

思い出深いこと 
介護報酬改定を担当した際、現場に足を運び、利用者の方などから話を
聞き、自分の目で実態を見て、何が本当に必要か考える作業を重ねまし
た。自分の発想と汗が基になり、多くの人々の健康に少しでも貢献しう
る何かを作り出せたことは、何にも代えがたい喜びでした。

未来に向かって 
留学の機会を頂き、公衆衛生を学んできました。世界の中での日本を改
めて見つめ、どのように国際保健をリードできるのか考えるきっかけ
にもなりました。今後はグローバルな視点を持って、国内のみならずよ
り大きな集団にアプローチできるよう挑戦していきたいです。

あなたへのメッセージ 
自分のこれからの人生、どれだけの人数の人々に貢献できるのか、考え
たことはありますか？  自分の手の届かない人にまで、あなたの発想
と努力で貢献できる仕事がここにはあると思います。志を同じくする
方々と一緒にお仕事できることを楽しみにしています。

あなたへのメッセージ 
国際課に加えて、留学や国際機関での勤務など、医系技官には国内政
策だけでなく国際保健にも関わることができるキャリアの選択肢が
あります。幅広い興味を持った方に適した職業です。

歯科保健課 / 大臣官房国際課先輩からのメッセージ

健康危機管理・災害対策の業務

自然災害、感染症パンデミック、テロリズムなど、人々の
健康を脅かす危機に十分備え、いざという時に対応する
ことが私たちの部署の任務です。危機を早期に探知する
ため、平時より国内の関係機関、部局等から健康被害が懸
念される事案の情報の収集体制を整え、それらの情報の
関係部局間での共有を図っています。実際に健康被害が
発生した場合には、適切な公衆衛生対応や、救護・搬送を
速やかに関係省庁・部局が連携して行える体制を整え、訓
練もしておく必要があり、そのための総合的な調整を
行っています。

国際連携を強め、危機対応力を高める

米国の同時多発テロが発生し、世界は、新たな脅威にさら
されていることを強く認識しました。それをきっかけに、
米国・カナダ政府の呼びかけにより、各国が連携して、世界
的な健康危機（感染症やテロ）の準備・対応を向上させるこ
とを目的として、世界健康安全保障イニシアティブを発足
しました。G7、メキシコ及びECをメンバーとして、保健大
臣等からなる会合を開催しており、私は、そのリエゾンを
しています。このイニシアティブが中心となって、例えば、
テロに備えた天然痘ワクチンの世界的備蓄を進めたり、早
期に感染症やテロを察知するための探知システムを構築
した実績があります。このような連携を進めるにあたっ

て、専門家会合から、閣僚級会合まで、様々なレベルの会合
の準備・出席をしています。閣僚級会合や、幹部級会合で決
定したイニシアティブの方針を実現すべく、ワーキンググ
ループにて仕組みのあり方の議論や、共同訓練を行ったり
しています。
頻繁に行われる電話会議や、年に数回の顔合わせの機会を
通して築かれる各国メンバーとの信頼関係は、健康危機に
連携して対応するために非常に重要であり、また、個人と
してもそのような「仕事仲間」がもてることはとても貴重
なことです。

思い出深いこと 

臓器移植は、いのちのリレーとも言えるセンシティブな分野です。
2010年臓器移植法が改正され、第一線の先生方と一緒に、関連制度
や脳死移植判定マニュアル等の見直しなどに関わらせてもらいま
した。（まだ十分ではないものの、）法律・制度が変わり、心臓移植な
どを受けられる患者さんが増えました。医療現場と違って、毎日命
を直接扱うわけではない医療政策の世界ですが、命を守る仕事をし
ていることを改めて認識させてもらえた思い出深い仕事でした。

あなたへのメッセージ

政策作りは、必要な情報を収集し、専門家の知恵を借り、同僚・上司、
そして関係者と議論を尽くし、あるべき姿について合意を得るプロ
セスです。そうして形作られた政策が動き出すダイナミックさは、
本当に面白く、充実した日々を過ごせています。難しい課題もたく
さんありますが、だからこそ、やり甲斐のあるこの世界を、是非一
度、覗いてみませんか。

健康危機管理・災害対策室 先輩からのメッセージ

自然災害、感染症パンデミック、
テロリズムに備え、
健康を守る

趣味 ̶ アメフト観戦、料理
信条 ̶ Man for others

大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室　室長補佐

谷村  忠幸
平成21年 保険局医療課（診療報酬改定）
平成22年 健康局疾病対策課臓器移植対策室（移植の推進）
平成24年 世界保健機関（WHO）（世界結核戦略）
平成26年 医政局総務課医療国際展開推進室
平成28年 ロンドン衛生・熱帯医学大学校留学
平成29年 現職

T a d a y u k i  T A N I M U R A
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国が関与する司法の場面においても、医系技官が求められて
います。ご存じの通り、我が国では医薬品の有効性及び安全
性を確保する取り組みと共に、副作用被害に対する救済の枠
組みを設けています。しかし、このような救済制度では解決
できない個別の問題に関しては、司法の場において救済の可
否やその内容を判断することになります。医系技官はこれら
の裁判において、医薬品の投与状況や健康被害との因果関係
等について医学的判断が求められます。
国の裁判に関与するということは、イメージが湧きにくいか
もしれませんが、国民の方々が受けた健康被害の救済の要否
（可否）を判断するためには、どうしても医学的観点からの知
識と検討が必要です。そんな国の仕組みを医学の専門家とし
て支えることができることは、医系技官だけにしかできない
やりがいのある仕事です。

医師としてのバックグラウンドで国の救済制度を支える

じん肺について

医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室  専門官
併任：法務省訟務局民事訟務課  法務専門官

岡田  岳大
平成28年 労働基準局安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室 主査
平成29年 現職（副作用被害対策室）

趣味 ̶ 子どもとプールで泳ぐ
信条 ̶ 情けは人の為ならず

T a k e o  O K A D A
あなたへのメッセージ 
不幸にして起きてしまった事件と向き合い、これからの教訓としてい
くことは、より良い日本の未来を創る上で重要なことです。医師とし
て国の制度を支え、国民を支え、国の未来を支える仕事が、ここにあり
ます。

じん肺という病気をご存知でしょうか。主に業務で土ぼこり
などの細かな粉じんを長期間吸入し続けることにより肺に
炎症が起き、呼吸困難などを引き起こすものです。進行性で、
不可逆な疾患なので、①換気設備などの作業環境管理、②防
じんマスク着用などの作業管理、③定期的な健康診断などの
健康管理、を行って予防することが大変重要です。2005年に
はアスベストによる健康被害が問題になりましたが、これも
じん肺の一種です。
じん肺に罹患する恐れのある粉じん作業に従事している労
働者は現在50万人以上もおり、今でもじん肺患者が毎年
100名前後新たに発生しています。ILO、WHOはじん肺のう
ちけい肺を2030年までに撲滅するとしていますが、日本に
おいては粉じん障害防止総合対策という5カ年計画を策定し
てじん肺対策に取り組んでいます。
じん肺対策に必須である防じんマスクは、着用時に呼吸が苦
しくなってしまうため、内蔵のファンが呼吸を補助すること
でそれを解決した「電動ファン付き呼吸用保護具」を普及さ
せたいと考えています。

労働基準局安全衛生部労働衛生課　中央じん肺診査医 

小林  沙織
平成22年 雇用均等・児童家庭局母子保健課（子どもの精神医療、生殖補助医療） 
平成23年 大臣官房統計情報部保健統計室（患者調査等の各種統計調査）
平成27年 現職

趣味 ̶ ジム通い
信条 ̶ 継続は力なり

S a o r i  K O B A Y A S H I

医薬・生活衛生局 / 労働基準局 先輩からのメッセージ

医療政策のエッセンス

心神喪失状態で重大な他害行為（殺人、放火など）を行ってし
まった精神障害者に医療を提供し、社会復帰を目指す部署で
す。現在、約800の入院医療対象者と約700の通院医療対象
者がいます。対象者は限定されていますが、医療観察室だけ
で診療報酬や医療提供体制について検討するため、保険局や
医政局の仕事がプチ体験できる部署でもあります。いわば精
神科政策の担当にして医療政策のエッセンスが詰まったと
ころで仕事をしています。

新しい生命は母体内に始まり、妊娠、出産を経て乳児、幼児…
と成長していきます。母子保健課は、人の営みの中で最も尊
いステージのひとつである、乳幼児及び妊産婦その他母性の
健康向上に関することを担当しています。具体的には、母子
健康手帳、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、妊娠から出産まで
の切れ目のない支援についての事業の他、不妊治療や「健や
か親子21」といった国民運動など、幅広く母子保健に関する
事項を所管しています。

すべての子どもの健やかな成長のために

子ども家庭局母子保健課　課長補佐

梅木  和宣
平成24年 健康局結核感染症課（結核対策等）
平成27年 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
 （公認心理師制度等）
平成28年 環境省総合環境政策局環境保健部
 環境保健企画管理課特殊疾病対策室（水俣病対策）
平成29年 現職（母子保健全般）

趣味 ̶ 映画鑑賞、ランニング
信条 ̶ 旅することをやめないこと

Ka z u n o r i  UMEK I

社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
医療観察法医療体制整備推進室　室長

田中  央吾
平成18年 医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室
 バイオ食品専門官（遺伝子組換食品）
平成19年 老健局総務課課長補佐　老人保健課兼務（要介護認定）
平成21年 島根県健康推進課　課長
平成24年 医政局経済課医療機器政策室　室長補佐（医療機器）
平成26年 秋田県健康福祉部（次長、健康医療技監、部長を歴任）
平成29年 現職

趣味 ̶ サックス、読書
信条 ̶ 一日一歩

O a  T A N A K A

思い出深いこと 
入省後の部署では３年間感染症対策の観点から健康危機管理を行いま
した。仕事に慣れていない時期や業務量が膨大になった時期がありま
したが、尊敬する先輩方や同僚の方々に支えられて仕事ができました。
現在はそのときの経験を糧に仕事を進めています。

あなたへのメッセージ 
私は研修医時代に同僚から医系技官の存在を知り、紆余曲折を経て、厚
生労働省に入りました。厚生労働省での仕事は、幅広い視野で保健医療
に携わることのできる仕事です。結果がすぐにでるものではありませ
んが、自分の関わった政策が世の中に貢献しうるものだと思います。皆
様と一緒に働くことができるのを楽しみにしています。

あなたへのメッセージ 
どんなに鍛え上げられた肉体をもってしても一人では動かせない岩が
あるとします。ただし、複数人が力を合わせれば、これを動かすことが
できるかもしれません。複数人が力を合わせると言っても息を合わせ
なければ有効な力のモーメントは得られません。力を合わせて一つの
ことを成し遂げるためどうしたらいいのか？  ここに奥の深い仕事が
あります。
大きな岩を動かす…こういうことに熱意を持てる人と是非一緒に仕事
がしたいですね。

子ども家庭局 / 社会・援護局先輩からのメッセージ
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未来に向かって 
政策立案等において事業の根拠の整理・試算、妥当性の検討等を適切に
行うことはとても重要だと思います。

あなたへのメッセージ 
医系技官には、多様な活躍の場があります。インターンシップ制度や業
務見学ツアーなども行っていますので、医系技官に興味のある方は、ぜ
ひ、気軽に話を聞きにいらしてください。

国際的に脅威となる感染症に対する水際での備え

地方厚生局は、国民のより身近なところで国民生活の安全と
安心などを担う厚生労働行政の政策実施機関として、北海道
厚生局（札幌市）、東北厚生局（仙台市）、関東信越厚生局（さい
たま市）、東海北陸厚生局（名古屋市）、近畿厚生局（大阪市）、
中国四国厚生局（広島市）、四国厚生支局（高松市）、九州厚生
局（福岡市）に設置されています。
各地方厚生局には医療行政担当部局等に医系技官が配置さ
れており、医師・歯科医師臨床研修、医師等再教育、医師確保、
看護師の特定行為研修、再生医療の安全性確保、心身喪失等
の状態で重大な他害行為を行った者の医療観察等の業務を
担当しています。また、東北厚生局では復興支援、地域包括ケ
ア等についても参画するなど、地域の実情に応じた活躍も求
められています。

地方厚生局とは

東北厚生局健康福祉部医事課　医事課長

髙田  淳子
平成15年 医政局歯科保健課
平成18年 関東信越厚生局医事課
平成20年 医政局医事課試験免許室
平成22年 山口県健康増進課
平成24年 医政局歯科保健課、健康局健康課
平成29年 現職

趣味 ̶ 旅行、ダイビング
信条 ̶ どんな仕事も楽しむ

Ju n k o  T AKATA

厚生局・検疫所先輩からのメッセージ

検疫業務について
検疫所の設置目的は、国内に常在しない感染症の病原体が国
内に侵入することを水際で防止することです。出入国者に対
して海外での感染症の流行状況や対処法について注意喚起
を行う一方、入国者に対してはサーモグラフィーによる体温
測定や視診、問診、検査等を実施することで検疫業務を遂行
しています。また港湾衛生業務や輸入食品の監視指導も行っ
ています。

現在取り組んでいること
限定的な地域で発生した感染が、交通等の発達に伴う人・物
の交流・移動の増大によるグローバリゼーションの進展等に
より、国内へ拡大、さらには国境を越えて国際社会全体に拡
大しやすくなっています。エボラ出血熱や鳥インフルエン
ザ、中東呼吸器症候群、ジカウイルス感染症等の流行は記憶
に新しいところです。今後、訪日外国人旅行者はますます増
加することが予想され、水際対策に万全を期す必要がありま
す。東京空港検疫所支所では検疫官の確保と技能向上、有症
者対応のための施設整備や関係機関との連携強化を進め、水
際対策の充実に努めています。

東京検疫所東京空港検疫所支所　支所長

渡邉  顕一郎
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、食べ歩き
信条 ̶ Where there's a will, there's a way.

K e n i c h i r o  WATANABE

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」
をめざし、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（p31）にある通り、厚生労働省のなか
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および運営に
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

日本の総合的・基本的な科学技術政策の企画立案および
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、調整および実施、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およ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（保健医療および生活衛生に関する研究
および研修を実施しています）、国立感染症研究所（感染
症に関する研究および支援を行います）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、日本の健康安全、
科学技術政策の向上の一翼を担っています。

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、世界保健機関（ＷＨＯ）、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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茨城県保健福祉部で、高齢化に伴いニーズが増大する介護や
地域医療を支える医療・福祉人材の確保、子育て環境の充実
など様々な課題に取り組んでいます。生活に密着した課題が
多くあるため、県民の関心も高く、県議会への対応も重要な
業務です。国の描く施策のグランドデザインが、地域の実情
に合わせて、人々の生活の場で効果的に展開されるために、
都道府県の担う役割は年々大きくなっています。地元茨城の
仲間と一緒に、故郷の地域づくりの一翼を担えることにやり
がいを感じながら日々過ごしています。

茨城の安心・安全を守るために

維新の風が誘う。おもしろき国、山口からのお便り

茨城県保健福祉部　部長

木庭  愛
平成16年　 健康局結核感染症課（結核対策）
平成19年　ロンドン大学留学（熱帯医学・国際保健）
平成22年　統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室（保健統計調査企画）
平成23年　医政局医事課医師臨床研修推進室（臨床研修制度評価）
平成24年　世界保健機関（ＷＨＯ）
平成27年　医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室（食品安全国際調整）
平成28年　医政局医療経営支援課（国立病院関係等）
平成29年　現職

趣味 ̶ 旅行、料理、洋裁
信条 ̶ 置かれた場所で咲きなさい

A i  K O B A

あなたへのメッセージ 
小学生二人を育てながら勤務しています。人生やキャリアのステージ
に応じて、やりがいのある仕事をいただき、さまざまな経験をさせてい
ただいております。新しいポジションに移るごとに、未知への挑戦があ
り、想像を超えて新たな視界が開かれます。このような貴重な経験がで
きるのも、医系技官という職業の醍醐味だと思っています。

現在、県の感染症、生活習慣病、精神保健、難病等の対策を担
当しています。課の職員は30名弱で、事務職、福祉職、保健
師、栄養士、検査技師等のメンバーです。同僚や関係者と、
日々これらの分野の課題について自由闊達に議論しながら
業務を行っています。時折、県庁そばの曹洞宗の名刹である
瑠璃光寺周辺をジョギングしながら、維新の動乱で走り回っ
た志士達や、更に遡り、大内や毛利の歴史に思いを馳せてい
ます。

山口県健康福祉部健康増進課　課長

喜多  洋輔
平成19年　医政局総務課（標榜診療科制度改正） 
平成20年　健康局疾病対策課（HIV・エイズ対策）
平成21年　世界保健機関（WHO）（ジュネーブ）HTM局医官
平成23年　健康局結核感染症課（予防接種法改正）
平成25年　人事院長期在外研究員（ハーバード大学等）
平成27年　老健局老人保健課（要介護認定、介護保険DB）
平成28年　現職

趣味 ̶ ジョギング、水泳、ハイキング
信条 ̶ ASK WHAT YOU CAN DO

Y o s u k e  K I T A  

自治体 先輩からのメッセージ

平成29年11月に女児を出産しました。同年9月までは大臣
官房国際課に勤務していました。幸いなことに、妊娠中はつ
わりがなく、WHO総会やG20保健大臣会合等に出席するた
め、海外にも出張しました。
出産後の現在は、幼い我が子の世話に追われ、寝不足の日々
が続いていますが、娘の成長をそばで見守ることができる喜
びを感じています。自らの経験を通じて、妊産婦・乳幼児健診
や母子健康手帳等の母子保健施策に触れ、厚労行政の重要性
を実感しました。
育児に積極的な夫の理解と協力もあり、平成30年4月の復職
を目指しています（執筆時平成29年12月）。これまでは夫婦
2人の生活で自由に時間を使うことができましたが、出産を
機に、子ども中心の生活へと大きく変化しました。保育施設
を含む子育て支援への関心も一層深まり、休暇中も行政に携
わる意欲や責任感が高まりました。復職後は、子育ても大事
にしながら、真摯に仕事に取り組んでいきます。

妊娠、出産を経て

大臣官房厚生科学課　課長補佐

関谷  悠以
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　大臣官房国際課（国際保健）
平成29年　産前・産後休暇、育児休業取得

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

Y u i  S E K I T AN I

健康局健康課　課長補佐
女性の健康推進室　室長
地域保健室　地域保健推進専門官

知念  希和
平成22年 医政局総務課（医療提供体制の見直し）
平成24年 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課（学校の健康管理、健康教育）
平成26年　島根県健康福祉部（県民の健康づくり）
平成29年　現職

信条 ̶ 誠実、謙虚

K i w a  CH I N EN

ワークライフバランス先輩からのメッセージ

あなたへのメッセージ 
「華夷弁別」という言葉をご存知でしょうか？  これは、「その場で励め
ばそこが華」という意味で、山口県が産んだ思想家、教育者である吉田
松陰の教えです。こちらである先生に教えて頂いて大変感動し、かつ
て、尊敬する先輩が、「どんなローカルに見える仕事であっても、仕事に
真剣に対峙し、過去の論文などの情報収集を徹底し、新規な試みを実践
すること。最後に必ず英語論文でアウトプットし、世界の知に貢献せ
よ」とおっしゃっていたのを思い出しました。この言葉を胸に、明治維
新150年を迎える山口県民のみなさんに少しでも役立てるようベスト
を尽くしています。

あなたへのメッセージ 
厚生労働省では、育児や介護を含め、それぞれの家庭環境やライフス
テージに応じた働き方ができ、女性に限らず、男性も育児休業を取得し
ています。また、省内には保育室が整備されており、時短勤務やフレッ
クスタイム制などの制度も充実しています。共に社会をより良くして
いく仲間が増えることを楽しみにしております。

島根県赴任中に結婚、妊娠、出産、育児を経験しました。夫は
東京在住のため、一人で妊娠生活や子育てを経験することに
なり、赴任前には想像もしていなかった出来事が次々に起き
た３年間でした。心配なことも不安なことも多々ありました
が、振り返ると、全ての経験が大きなプラスになったと感じ
ています。
ライフステージが変わる中で、初めて制約のある中での「働
くこと」を経験しました。「費やした労力」ではなく、「成果」を
もって仕事に貢献するという考え方への転換が、家庭と仕事
の両立への最初のハードルでした。
「プライベートの充実」と「仕事の充実」はアクセルとブレー
キの関係では決してなく、双方は車の両輪なのだと感じま
す。長距離をバランスよく走り続けるためにも、家庭も仕事
も、両方とも大切にしていきます。

案ずるより産むが易し

あなたへのメッセージ 
進んだ先で、思いもかけない展開が待っていることもあります。「こ
こから先は一本道」ということはなく、どんな新しい道が拓ける
かは、やってみないと分かりません。思い切って、一歩を踏み出し
てみませんか。

「知って、肝炎プロジェクト」＠山口県　筆者左端



インペリアル・カレッジ・
ロンドン
（ヘルスケア・マネジメント）
ユニバーシティ・カレッジ・
ロンドン（医療経済）

香港大学（公衆衛生）　

パブリックヘルス・
イングランド
日本医療研究開発機構
ロンドン事務所

世界で活躍する医系技官
医系技官は、国内行政はもちろんのこと、世界各地でその活躍が求められています。保健医療政策や公衆衛生
分野の課題は、一見、地域特有のものでも、世界共通の課題として捉え直すこともできます。我が国の知見を活
かせる場は数多く、国際機関で各国代表と交渉、提案をしたり、留学により専門知識のさらなる習得を図って
います。日本と世界をつなぐ。その活躍の場はますます広がっています。

アトランタ

スタンフォード

マニラ

香港

バンコク

ロンドン

ジュネーブ

ローマ

ジャカルタ

ロサンゼルス

ワシントンDC
ニューヨーク
ボストン

国際連合日本政府代表部
ハーバード大学（医療政策）

米国保健福祉省　事前準備・対応担当次官補局
ジョージタウン大学（国際政治・安全保障）　

米国疾病対策・予防センター（CDC）

■派遣
■留学（長期研修）

スタンフォード大学（医療政策）　　

世界保健機関（WHO）
西太平洋地域事務局
在フィリピン大使館

JICA技術協力プロジェクト

東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）

カルフォルニア大学
ロサンゼルス校
（ビジネス・マネジメント）

世界保健機関（WHO）本部

イタリア国立感染症研究所

エビデンスも、泥臭さも世界レベルを感じる

人事院　長期在外研究員（ハーバード公衆衛生大学院）

ジュネーブにある世界保健機関（WHO）本部で、WHOの活動に不可欠な資金の
調達や渉外戦略の策定を担当しています。2017年7月、WHOの新事務局長テド
ロス・アダノム博士が就任しました。私が担当している資金調達分野は、新事務局
長の重点改革分野の１つであり、新たな体制と方針の下で、WHO内はもちろん、
194の加盟国を始めとする多岐にわたる関係者と調整を続ける毎日です。保健課
題について、国内外の垣根が取り払われつつある現在、日本国内での業務経験が
日々、ダイレクトにジュネーブでの仕事に活かされています。

ノーベル経済学賞候補とも言われるJ.ニューハウス教授の医療政策・経済学の授
業を受け、根拠に基づく政策立案（EBPM)の進展具合に驚愕しました。政策でも
ランダム化比較試験を試みる、それが無理でも、質の高いEvidenceを産み出す
因果推論という手法を駆使したり。また、医療ビッグデータ、ゲノム医療など大き
な波に対し、最新の統計技術等を用いつつ、泥臭い研究を続け、地道にEvidence
を産む教授陣の姿勢に感銘を受けると同時に、日本が持つレセプトや疾患登録な
どの豊富なデータの大きな可能性を感じました。

資金調達・ドナーコーディネーションを通じて見るWHO

世界保健機関　事務局長官房資金調達および調整部　渉外技官

人事院長期在外研究員として、我が国で初めて香港へ派遣されました。中国の存在
感や影響力が増している現状において、欧米において構築された知見をもとに、ア
ジア地域における公衆衛生の向上に関する研究を行っています。
公衆衛生学の修士課程では、公衆衛生に関する基本的な理念や考え方、疫学などに
関する基礎知識などを学んだ後に、各国の医療政策や医療経済学、社会疫学などに
ついて学識を深め、得られた見識をインターンシップを通じて実践に活かすこと
で、科学的根拠に基づき、効果的な政策立案を行うための手法を学んでいます。

香港で学ぶ

人事院　長期在外研究員（香港大学）

新田  惇一 Junichi NITTA

健康長寿社会こそ人類が生き残る道である

東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）

駒澤 大佐 Osuke KOMAZAWA

無病息災は、古来、人類が持ち続けてきた夢です。近代医学、疫学の発達は、人類の
夢をかなえつつあります。その当然の帰結として、少子高齢化が進行しました。日
本政府が提唱する「アジア健康構想」は、アジア全体で健康長寿社会の実現に取り
組もうという、意欲的な政策です。東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）
は、アセアン加盟国と協力して、「アジア健康構想」を推進しています。筆者は厚生
労働省からは初めて、ERIAに派遣されました。手始めに、アセアン加盟各国と共同
研究の枠組みを構築しようと、努力しています。
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筆者中央

ボストンで行われた国際学会で発表

松本  晴樹 Haruki MATSUMOTO木阪  有美 Yumi KISAKA



19 20若手職員からのメッセージ 若手職員からのメッセージ

医系技官は、どのような思いで日本の医療と向き合っているのだろう
…そんな期待と不安を抱えながら、学生・研修医時代に厚生労働省を見
学しました。「この場所で、この人達と一緒に働きたい！」、そう感じた
ことが入省した最大の理由です。まずは、見学にいらして下さい！ 

一緒に働きたい！

健康局がん・疾病対策課　主査

安藤 徳恵 Norie ANDO

学部卒業年
入　省　年

平成27年　
平成29年 

大臣官房国際課では、国際機関や他国とのやりとり、国際会議への出席
等を通じて、国際保健分野の最新の議論に触れることができます。様々
な交渉や議論を経て世界での保健課題対策の方向性が形成される様子
を目の当たりにする事は、非常に貴重な体験となっています。 

国際保健に触れて 

大臣官房国際課　主査

石橋 七生 Nanao ISHIBASHI

学部卒業年
入　省　年

平成27年　
平成29年　

企画法令係として、局内及び省内の調整並びに法律の施行に向けた準
備を行っています。法令を自分の手で書く仕事は中々経験できない仕
事ですし、日々新しい仕事と出会うことが出来る魅力的な職場です。新
しい世界に飛び込みたい方、霞が関でお待ちしています。

得がたい経験 

医政局総務課　主査

佐々木 広視 Hiroshi SASAKI

学部卒業年
入　省　年

平成27年
平成29年　

卒後5年間の臨床勤務の後に入省しました。歯科医療の抱える問題や
臨床の時に感じていた思いを様々なバックグラウンドをもつ方々と議
論しながら一緒に取り組んでいく、大変ですがとてもやりがいのある
仕事です。 

日々勉強です

保険局医療課　主査

新宅 正成 Masanari SHINTAKU

学部卒業年
入　省　年
臨床研修後の経験　臨床（歯科口腔外科）

平成24年　
平成29年　

医療という言葉をきくと、患者や病院といった単語をまず思い浮かべ
ますが、行政も裏方として大きな役割を果たしています。裏方とはい
え、今後国が進むべき方向性を考えたりするため、視野がとても広がり
ます。別な視点から医療に関わってみませんか？ 

医療を別な視点から 

労働基準局安全衛生部労働衛生課　主査

学部卒業年
入　省　年

平成27年
平成29年　

堤 俊太郎 Shuntaro TSUTSUMI

患者調査や人口動態調査等の統計に関わる業務に就いています。臨床
現場で何気なくつけていた病名を統計という視点からみなおすことで
多くの学びがありました。国際統計ではWHOとの関わりもあり、臨床
現場とはまた違った刺激を感じることができていると思います。 

さまざまな経験 

政策統括官付参事官付保健統計室　主査

継松 方良 Kayo TSUGIMATSU

学部卒業年
入　省　年

平成27年　
平成29年

医療ですべての人を救えないように、行政でもすべての人は救えませ
ん。しかし二つをうまく駆使することでより多くの人を救うことがで
きるはずです。一人でも多くの人が幸せになる医療のために、一緒に働
いてみませんか。 

よりよい医療のために 

健康局総務課　主査

饒波 正平 Shohei NOHA

学部卒業年
入　省　年

平成27年　
平成29年　

私は初期臨床研修をしながら、社会問題についてもっと考えたいと
思っていたのですが、医系技官はまさにその希望が叶う仕事でした。
「それは具体的にどういうことなのか、さっぱり分からない」と今思わ
れた方、行政的です。是非見学にいらしてください！ 

見学にいらしてください！ 
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課
特殊疾病対策室　主査
伴　圭吾 Keigo BAN
学部卒業年
入　省　年

平成27年
平成29年

臨床を行う中で現在の医療制度の持続可能性に疑問を持ち英国に留学
し、そこで多くの臨床家や学者が医療政策に携わる姿を見て、私も自分
が所属する社会の未来のために働きたいと思い入省しました。医療政
策など国の将来に関わる貴重な仕事をさせて頂いています。

銀の弾丸はなくとも、数十年後を
見据えながら 
医政局医事課　主査

平田 有美恵 Yumie HIRATA

学部卒業年
臨床研修後の経験　臨床（総合内科）、
公衆衛生大学院（Sheffield大学）

平成25年、　入省年 平成29年

私は臨床研修終了後に厚生労働省に入省しました。入省後は、新しい学
びと発見の毎日を過ごしています。医系技官は実際の患者を治療するこ
とはありませんが、ここでしかできない貴重な経験がたくさんありま
す。医系技官という仕事に興味があれば、ぜひ見学にいらしてください。 

医系技官という職務を通じて

医政局歯科保健課　係員

堀　義明 Yoshiaki　HORI

学部卒業年
入　省　年

平成28年　
平成29年　

私は３年間の臨床経験を通し、現状の制度下では医療の質の改善は期
待できないと感じ、何か貢献できればと考え入省しました。入省したば
かりで何ができるのか見えていないところもありますが、初心を忘れ
ずに更なる医療の可能性のため職務を全うしたいと思います。

更なる可能性を求めて 
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課
石綿健康被害対策室　主査 
三山 江穂 Mizuho MIYAMA

学部卒業年
入　省　年
臨床研修後の経験　臨床（呼吸器内科）

平成25年
平成28年

臨床の現場と違い、行政の現場では日々の業務風景が大きく変わるこ
とはありません。でも、目の前の仕事は、広く国民に影響を与えうるも
のばかりです。臨床とは異なる視点から、国民の健康に携わる仕事をし
てみませんか。 

臨床とは異なる視点から 

健康局結核感染症課　主査

吉井 史歩 Shiho YOSHII

学部卒業年
入　省　年

平成27年　
平成29年 

臨床の経験や、病の体験は、医療者の原点だと思います。実地で肌で感
じるものは大切ですが、しかし、そこでは見えないことも多くあるかも
しれません。多少の覚悟は必要ですが、私はここに来て良かったです。 

悔いなし 

保険局医療課　主査

小塩 真史 Masafumi OJIO

学部卒業年
入　省　年
臨床研修後の経験　臨床（呼吸器内科、感染症内科）

平成24年
平成29年

初めて飛び込む世界にまだまだ戸惑うことも多いですが、臨床現場だ
けでは経験できないことを沢山経験させていただいております。少し
でも興味をもたれている方は、ぜひ一度見学に来てください。

様々な経験を積むことができる仕事です 

健康局健康課　課長補佐

川本 めぐみ Megumi KAWAMOTO

学部卒業年
入　省　年
臨床研修後の経験　臨床（呼吸器内科）

平成23年　
平成29年
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平成 2 年　環境庁自動車公害課時代

入省後、初めての本省勤務は、環境庁自動車公害課でスパイク
タイヤ禁止法の政令策定に携わりました。利害関係者の間で厳
しい議論の上、ようやく成立した法律の細部を決める政令で
あったため、関係省庁の立場も異なり各省協議も厳しいもので
した。この時代に、複数の立場の住民の声に応えつつ、法律や役
所の理屈をどのように通していくかの基礎を学びました。ま
た、地域に応じた制度と全国統一の制度のメリット、デメリッ
トも実感しました。

平成12年　UNAIDSアジア地区担当課長時代

WPRO（WHO西太平洋地域事務局）で初めての国際機関勤務
を経験し、そのままUNAIDS（国連合同エイズ計画）に異動し
ました。国連の中では比較的日本人の多いWPROから組織全
体で日本人は私一人というUNAIDSへの異動だったので、こち
らの方が初めての国際機関勤務という印象です。日本ではあま
り報道もされず、されてもアフリカの課題という扱いだったエ
イズ対策について、アジアの患者がみるみる増えていくのを目
の前にしながら、いかにアジアの、日本の人々の目をHIVに向
けさせるか、各国の担当省庁やNGOと議論しました。結果的に
2001年の国連HIV/エイズ特別総会にアジアから多くのハイ
レベルの参加があったことはいい思い出です。

平成18年  文部科学省
 　ライフサイエンス課先端医科学研究企画官時代

アカデミア等の優れた基礎研究の成果を如何に医薬品の実用
化に結びつけるかが大きな課題となっている時期でした。研究
者の先生方や実用化を進める側の企業の話を聞きながら、「死
の谷」といわれる基礎研究と応用研究の橋渡しを文部科学省と
してどのように支援ができるか検討を進めました。最先端の
様々な研究に触れることができ、そういう意味でも非常に勉強
になりました。様々な立場の人たちがお互いの立場を理解しあ

うことにより施策の実現につながりました。

平成19年　厚生労働省食品安全部国際食品室長時代

世界の消費者の健康を保護し、公正な食品貿易の実施を推進する
ために、国際的な食品の規格や、食品に含有してもいい食品添加
物の量や衛生的な食品の取り扱い方等を決めるコーデックス委
員会に出席して、科学的な根拠を示しながら、日本の考え方を食
品の国際規格に反映させる仕事をするところです。全部で29の
部会があり、国際会議に飛び回っていました。日本で開催された
コーデックス・バイオテクノロジー応用食品特別部会では、各国
の協力を得て、3つの文書をとりまとめることができました。

平成25年　新潟県副知事時代　

医師不足が深刻な地域で病院の再編を進めました。非常に長い
時間をかけて関係者の話し合いが行われ、ほぼ再編が完了した
地域と、話し合いが始まったばかりでなかなか前に進まない地
域の両方を経験することができました。また、保健医療関係だ
けでなく、防災や教育等さらに幅広い方々と交流を深めること
ができました。地方勤務は、霞が関からだけでない視野をさら
に広げるとともに、第2、第3の故郷を作る機会にもなる得がた
い経験です。

平成27年　国立病院機構理事時代

全国に143病院を抱える国立病院機構は、地域も病院の性格も
異なる中で、それぞれの病院がそれぞれ地域のニーズを見極め
ながら、地域医療の向上に努めるとともに、143病院のネット
ワークを活かして、医療の質の向上や医療安全、臨床研究に取
り組んでいます。筋ジストロフィーなどの神経筋難病や重症心
身障害等セーフティーネット医療の現場や災害医療の現場に
近いところで、医療従事者の方々のお話を伺いながら、病院経
営が非常に厳しい時代に病院グループ全体としての運営に頭
を悩ませました。

具体的なキャリアパス

22具体的なキャリアパス

激動する社会情勢のなかで、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。

若い頃は専門性を活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、大局的な判断力のほか、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、他府省庁、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。

※ 公衆衛生政策に通じた人材はさまざま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

さまざまな経験を通して、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

基礎づくり

主査・係長

補佐・専門官級

・専門性を活かした
  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

課長級
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
他府省庁
国際機関
海外留学

他府省庁
海外留学

他府省庁
自 治 体
大学など

臨床研修
修了後
入省

・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
政策責任者

21 医系技官のキャリア形成

医系技官としてのキャリアを振り返って
臨床で一人一人の患者さんと向き合うことも非常に大事ですが、社会
全体で病気や患者さんと向き合えないかと考え、厚生省に入省しまし
た。保健医療というものを社会の中でどのように位置づけていくか、
様々な部局、自治体、国際機関での仕事を通じ、様々な国、職種の方々
の考え方に接して学ぶとともに、人々の健康のためであれば、皆が知
恵を絞って、課題を一つずつ解決していくことができることを実感し
ています。自分の求めている医療を実現させるために、厚生労働省で
仕事をしてみませんか。

大臣官房総括審議官
（国際保健担当）

池田 千絵子 C h i e k o  I K E D A

昭和63年 埼玉県衛生部保健予防課（母子保健等の担当）
平成 5 年 大臣官房国際協力室国際協力専門官（二国間協力等）
平成 6 年 米国ハーバード大学公衆衛生大学院留学
平成11年 世界保健機関（WHO）西太平洋地域事務局技術移転課長
平成12年 UNAIDSアジア地区担当課長
平成16年 三重県健康福祉部医療政策監
平成25年 新潟県副知事
平成27年 国立病院機構理事
平成28年 現職

医系技官のキャリア形成



始業時間が９時半と比較的遅めなので、ラッシュを過ぎた電車
で余裕を持って通勤しています。その日の朝刊で担当業務に関
わる報道がされている場合は、記事解説を作成し、省内全体で情
報を共有します。

会議の資料について、課内で打ち合わ
せを行います。上司の鋭い指摘を受け
ながら議論を深め、ブラッシュアップ
していきます。

昼食はデスクで取ることが多いですが、定期的に開かれる
若手技官の勉強会にも参加します。省内外の講師から他部
局の政策について学ぶだけでなく、同期と仕事の悩みにつ
いてざっくばらんに話をすることもあります。

病院に出向いて、専門家の先生方から医療現場の最新情報
を聞きつつ、新規技術を保険適用する上での課題や、普及の
あり方について議論します。

国会業務のある日や繁忙期は残業が深夜に及ぶこともあり
ますが、早く終わった日には、同僚と飲みに出かけたり、皇
居ランに参加したりします。周囲に気分転換できる場所が
多いのも利点です。

平成28年　健康局がん・疾病対策課（がん検診、がんゲノム医療の推進）

２年に１度の改定により、新規医療技術の保険適用を検討するとともに、診
療報酬全体の見直しを行います。医療全体の財政を念頭に置きつつも、現場
の声を確実に反映させていきたいと考えています。

平成28年　現職（定期接種化の検討、安定供給対策）

主に小児を対象とした定期の予防接種施策に携わっています。多くの方が
受ける予防接種は、社会全体の感染症対策として大きな柱であるとともに、
公衆衛生に寄与するインパクトも大きいため、、様々な専門家と連携して、
必要なワクチン施策を十分に評価して対応することが大切です。

出勤時間が９時30分と比較的遅いため、できるだけ朝の時間を
使って、取り組みたい勉強をしてから出勤します。出勤後は、
メールと新聞記事を確認し、早急に対応が必要な事項等を把握
します。

緊急性の高い案件から対応を行います。緊急の案件がある場合、
気づくと昼休みになっていることも多いですが、そのようなこ
とがなければ、関係者との調整や相談に時間を使います。

昼休みは十分にリフレッシュします。銀座
や虎の門まで同僚と食べに行ったり、運動
不足解消に、日比谷公園を散歩したり鉄棒
で筋トレすることもあります。疲れている
ときは昼寝をします。

午後は検討会の資料や、公表資料などを作成します。資料作成は
上司や同僚の確認だけでなく、各関係者にも確認して頂き、誰か
ら見ても納得できる、論理的な構成を目指します。

ワクチンの有効性や安全性、費用対効果等について、専門家の
先生と意見交換を行います。このような中で、資料だけでは学
べない臨床や研究の視点を政策に取り入れていきます。

健康課では早期退庁の取り組みと
して、毎週金曜日の午後6時30分頃
に退庁します。終業後は同僚と飲み
に行ったり、時には土日の休みを利
用して、金曜日の夜から遠方に出か
けることもあります。

保険局医療課主査

橋本  尚英  T a k a h i d e  H A S H I M O T O

健康局健康課予防接種室　係長

佐々木  康輔  K o s u k e  S A S A K I

医系技官の一日

朝、子どもを幼稚園に送ってから、出勤
しています。登園までの数百メートルで
子どもの成長を感じる大事な時間です。
一日のスケジュールは、共有カレンダー
で管理しているので、臨機応変に組み替
えることも多いです。

企業からの医療機器開発・上市などに関する相談を受けていま
す。気軽に相談してもらえるよう、人間関係を構築することを心
がけています。その点では臨床との共通点も多いですが、企業と
行政の立ち位置の違いによる難しさも痛感します。

診療報酬改定が近いため、お昼の時間もうまく活用し、ランチ
ミーティング。

「医療機器の配置及び使用」も所掌範囲であるため、医療機器保
守点検の研究班との意見交換を行います。医療機器を使用して
いた側としての視点も重要です。

室員をまとめる補佐としての役割
の一つが、仕事の進捗管理。室の定
期ミーティングで、全体感を整えま
す。ミーティングを短時間で終わら
せることも、重要な観点。

自分が早く帰ることで、部下も早く帰れる、というのが持論な
ので、早期退庁。外部の人との意見交換も、自分の視野を広げた
り情報収集をする大事な機会なので、かこつけて退庁するよう
にしています。

平成24年　健康局疾病対策課（難病新法の制定）
平成26年　保険局医療課（診療報酬改定、保険外併用療養、費用対効果）
平成28年　現職（医療機器業界の振興）

外科医として6年間、市中病院で勤務後、厚労省に入省しました。個性豊か
な先輩・同僚・後輩との仕事は、臨床とはひと味もふた味も違っており、日々
辛く苦しいことも多い中、刺激的でなかなか飽きません。

平成28年　健康局結核感染症課エイズ対策推進室(エイズに関する各種施策、研究)
平成29年　現職

フレックス制やテレワークを活用しながら子育てと仕事の両立をしていま
す。臨床現場の医療従事者、患者団体、研究者、自治体等の関係者と直接に話
すことで、理解を深め難病施策の推進のために合意形成できるよう努めて
います。

子供と一緒に自宅を出て、ほぼ毎日
７時４５分に登庁しています。すぐ
に１日の予定とメールの確認、急ぎ
の案件の処理などを行います。ほと
んど人のいない課内はとても仕事
が進みます。

国会議員主催の勉強会の打ち合わせのため、議員会館へ。議員の
関心事項などに対して、厚労省の取り組みなどを丁寧に説明し、
勉強会の資料の確認を行います。

夕方早く帰らなければならないこ
とが多いため、業務に関する希望や
プライベートなことなどを課内の
医系技官とお昼を一緒にとりなが
ら話します。

委員会の準備のための打ち合わせを行います。難病対策課では、
主に３つの委員会を必要に応じて開催しており、委員会での議
論を踏まえ、施策の立案を進めています。

研究班会議に出席します。実用化研究・政策研究合わせて約３０
０の研究班があるため、分担して班会議に参加し、各分野の研究
の進捗について確認をするとともに、新たな知見などについて
知識をアップデートしていきます。

子供の夕食に間に合うように６時半には退庁するようにして
います。とは言っても帰ることができない日もあるため、家族
の助けはとても重要です。

医政局経済課医療機器政策室　室長補佐

金光  一瑛  K a z u a k i  K A N E M I T S U

健康局難病対策課　課長補佐

田中  彰子  A k i k o  T A N A K A
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近年、医師の活躍する場や果たすべき役割は以前にも増して多岐
にわたっており、様々なニーズに応えられる医師を養成すること
は大変重要な課題です。医師の養成にあたっては、平成 28 年度
に卒前の医学教育モデル・コア・カリキュラムが改訂され、卒後
の臨床研修制度も 2020 年度からの改定に向け議論が進められて
います。くわえて、平成 30 年度からの開始に向けて、専門医の
研修方法が日本専門医機構において検討されています。
医師偏在に対するアプローチとしても、医師の養成は重要なファ
クターです。例えば、臨床研修を出身県以外で行うと、その後の
出身県への定着率が大きく低下するなど、医師のキャリアパスに
も大きな影響を与えます。このため、これらの新しい研修制度に
おいて、卒前・卒後の一貫した医師養成や、地域の医師確保など
地域医療に十分配慮される仕組みとすることが重要です。
　国民が期待する医師像に応えるよう、また医学生や医師にとっ
てより充実した研修になるような、卒前・卒後のシームレスな医
学教育を目指した制度作りに取り組んでいます。

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。高齢化の進展ととも
に医療需要を構成する年齢構造が変化し、複数の疾病を抱える患
者が増加し、「治す医療」から「治し、支える医療」のニーズが高まっ
ていくと考えられます。このような医療ニーズの変化に応えるた
めには、特定の疾病だけでなく幅広い疾病に対応できる診療技術
と、個々の患者がその人らしい人生を全うできるように、医療は
もとより介護・福祉・生活・社会参加も含めた多様な支援におい
て中心的な役割を担うことができる医師の確保が必要です。この
ため、医師が患者の暮らしや地域の仕組みを学ぶ機会を設けるこ
とが重要です。

「働き方改革」に向けた取り組みが進む中、働く医師の健康やワー
クライフバランスにも注目が集まっています。日本の医療制度を
持続可能なものにしていくためにも、医師の働き方改革は重要な
課題となっています。医師の働き方を考える上で、労働時間の規
制だけではなく、医療職種間の業務分担の見直しや ICTやAIの活
用といった視点も必要です。医系技官は現場の声を受け止めつつ、
行政官としてミクロ・マクロの両面から「医療」を議論しています。
実効性のある改革にするために、医系技官は欠かせない存在です。
（もちろん、厚生労働省の働き方改革にも取り組んでいます！）

患者中心のより良い医療を実現していくためには、診療技術だけ
でなく、多職種の力を引き出すための技術、医療機関全体を組織
的に機能させるための技術、介護や福祉など様々な地域資源との
連携を深化するための技術、地域住民の医療への主体的参画を促
すための技術などを確立していく必要があると考えています。患
者中心のより良い医療の実現に向けて、現場で培った臨床経験を
活かしながら、行政の立場で一緒に考え行動しませんか？  皆さ
んの参画をお待ちしております。

働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得ることを目指し
た、働き方改革が始まっています。特に医師は、昼夜問わず、患者の対
応が求められうる仕事であり、他職種と比較しても抜きん出た長時
間労働の実態が指摘されています。医師は、医師である前に、一人の
人間であり、長時間労働による健康被害は避けるべきであり、勤務負
担軽減や労働時間の短縮に向けた取り組みを早急に進めることが重
要です。患者・国民にとって必要な医療提供体制を確保しつつ、如何
に医師の働き方改革を進めていくべきか、頭を日々悩ませています。

医政局地域医療計画課　課長補佐

鶴田  真也 Shinya TSURUTA

医政局医療経営支援課　政策医療推進官

松永  夏来 Natsuki MATSUNAGA

医系技官は、医療や介護の分野のみならず、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
活かしています。医師の養成、確保、働き方といった議論において、中心的な役割を果たしています。

医系技官の役割

患者中心のより良い医療を実現するために

質の高い医師の養成を目指して

自己犠牲で成り立つ勤務環境からの脱却を目指して

卒前・卒後の一貫性

地域に根ざした医療

医師の働き方改革

医政局医事課　医師養成等企画調整室長

堀岡　伸彦 Nobuhiko HORIOKA
医政局医事課の堀岡と申します。このパンフレットをご覧頂く方々
には最も身近に感じる部署の一つかもしれません。初期研修など医
師の養成を担当しています。医師の養成は大学での医学教育とセッ
トで考えなければなりません。そのため2017年、文部科学省と連携
して医学教育や臨床実習や初期臨床研修の充実など医学部から卒
業後までシームレスに医師の養成を考えていく取り組みが始まっ
ています。日本の医療をよくしたい、より良い医師を養成できる制
度を作りたい！という熱い思いを持つあなたをお待ちしています。

いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、医
師を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。卒前教育
から臨床研修、その先のキャリアをどう支えていくか、ひ
いては国民の健康をいかに守っていくかが課題となって
います。

医師のキャリアパス

医師のキャリアパス設計の施策の流れ

TOPICS 01
チームで取り組む
プロジェクト

TOPICS  01チームで取り組むプロジェクト
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高校 大学（医学部）
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臨床実習

国
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研 究 医

産 業 医

専 門 医

医系技官

生涯教育

医師の需給
地域包括ケア

地域医療構想
医師の働き方改革 etc



最近の主な国際保健関連会議

我が国からは馬場政志政務官を始めとした代
表団が出席しました。今回選出された新事務
局長のテドロス氏を始めとした各国代表との
会談や、各種議題・サイドイベントなどに参
加し、国際保健課題への今後の取り組みにつ
いて議論しました。

５月　第70回ＷＨＯ総会

加藤大臣は、大臣就任後、初めて
の海外訪問先としてロシア連邦
ウラジオストクを訪問しました。
スクヴォルツォヴァロシア連邦
保健大臣との会談では、両国間で
実施している医療協力の進展を
確認するとともに、今後も更なる
具体化に取り組むことに一致し
ました。　

９月　東方経済フォーラム ( ウラジオストク )

薬剤耐性（AMR）対策を推進するため、アジア
各国の保健・農業・畜産分野の担当者を招き、
国際支援のあり方等について議論を行いまし
た。AMRはヒトのみの問題ではなく、国境を
越えて伝播することから、世界全体のワンヘ
ルスアプローチが課題となっています。

11月  ＡＭＲワンヘルス東京会議

ＵＨＣと高齢化をテーマに日本と
ASEAN 各国の保健大臣、国際機
関等が出席し、2030 年までに
UHCを達成するために、人口動態
統計等のデータシステム構築や
UHCに関する共同研究の促進、政
策人材の育成や知見の共有にとも
に取り組むことを宣言しました。

７月　日・ＡＳＥＡＮ保健大臣会合

期間中に開催された保健サイドイベント
「UHC: 万人の健康を通じたSDGs の達成」に
おいて安倍総理がスピーチを行い、「誰一人取
り残さない」社会の実現という「持続可能な開
発目標（SDGs）」の理念を実現する上でUHC
の推進は必要不可欠な取り組みであることを
強調しました。

９月　第72回国連総会

各省庁の想いをひとつに～内閣官房の役割～
各省庁は組織の存立目的が異なり、時には
意見が衝突しますが、国民、国家のために、
という想いは同じです。首相、内閣を補佐す
る内閣官房において、省庁間の意見調整を
行い、政府全体で一体化した政策にまとめ
上げ、国際機関、各国と向き合う。それが今
の私の仕事です。皆様をお待ちしています。

内閣官房国際感染症調整室
新型インフルエンザ等対策室
企画官 

長谷川　学
Manabu HASEGAWA

世界の人々の健康と幸せのために
2017年の10月からWHOでUHC とヘルス 
システムを担当しています。世界の人口の
半数以上の人は基本的な保健医療サービス
を受けることができません。一人ひとりの
幸せと国や地域の安定と発展のため、世界
の連帯と効果的かつ持続的な行動が必要で
す。日本の経験や知恵、そして医系技官の貢
献が求められています。

世界保健機関（WHO）
事務局長補
（UHC・ヘルスシステム担当）

山本　尚子
Naoko YAMAMOTO

国際保健行政に触れて
国際会議等を通じて国際保健分野における
最新の議論の様子を肌で感じることがで
き、日々素晴らしい経験をさせていただい
ています。UHCや高齢化等の観点から日本
の医療保健制度に対する国際社会からの関
心は高く、国内の制度についても勉強が必
要であることを痛感しています。

大臣官房国際課
主査

石橋　七生
Nanao ISHIBASHI

外交上の柱である国際保健分野を推し進める
我が国は，国際保健分野を外交上の柱と位置
づけ，途上国も含め全ての人が生涯を通じて
必要な時に基礎的な保健サービスを負担可
能な費用で受けられる「ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ（UHC）」の実現を目指していま
す。国際舞台でも活躍したいと思う皆さんと
一緒に働けるのを楽しみにしています。

外務省国際協力局
国際保健政策室長

鷲見　学
Manabu  SUMI

外交官として世界の保健課題に取り組む
世界の保健案件の舞台は通常ＷＨＯ総会で
すが、特に重要な案件は首脳レベルが集う
ニューヨークの国連総会で扱われる傾向が
強まっています。これまで、エイズ、非感染
症、薬剤耐性が扱われ、結核、ＵＨＣも取り
上げられています。日本の知見や技術的背
景を国連外交の文脈に翻訳し実践する仕事
はやりがいあるものです。

国際連合日本政府代表部
参事官

江副　聡
Satoshi EZOE

国際保健分野での医系技官
国際保健の取り組みは、感染症、生活習慣
病、健康寿命の延長等世界共通課題である
ことから、その解決は国際政治の重要なア
ジェンダになっています。日本はＵＨＣを
達成しているとともに、急激な高齢化に直
面していることから、国際社会での議論を
リードしています。医系技官として健康で
安心な世界をつくることに貢献してみま
せんか。

大臣官房総括審議官
（国際保健担当）

池田  千絵子
Chieko IKEDA

2017

2018

TOPICS  02チームで取り組むプロジェクト

厚生労働省に求められる医療国際展開
医療の国際展開については、新しい医薬品、
医療技術等の海外展開と外国人患者の受入
れ等の両面から、内閣官房が中心となり政
府一丸となって取り組んでいます。厚生労
働省は、医療分野の技術移転等の他、各厚生
労働行政分野での協力等を通じて、医療の
国際連携や国際貢献を進めています。

医政局総務課
医療国際展開推進室　室長

徳本　史郎
Shiro TOKUMOTO

TOPICS

02

国際保健分野への取り組み
国際保健分野における主要議題は近年大きく変化し、高齢化や非感染性疾患、ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ（ＵＨＣ）、健康危機対策等が世界全体で注目されるようになってきました。我が国は、これまで蓄積してき
た豊富な経験をもとに国際保健分野の課題解決に向けリーダーシップを発揮することが、これまで以上に国際
社会から求められています。世界の保健課題に貢献することで、国内の課題解決にもつなげていきます。　

世界と日本をつなぐ
国際課は、WHOや世界各国の保健省など、
国内行政の海外への窓口としての役割を果
たしています。日本の医療制度維持のため
の努力や人口の高齢化への対処などは世界
から注目を集めており、これらの経験を国
際社会とも共有し、より健康な世界を作る
ための取り組みを進めています。

大臣官房国際課
国際保健企画官

堀　裕行
Hiroyuki HORI

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
分野であり、さらに、外交や開発援助にも国民皆保険など日本の知見を活かせる重要な分野となっています。世界の保健課題
の解決に向けて官民が一体となって取り組んでいくなかで厚生労働省の役割は大きく、医系技官は専門知識を活かし、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、国際保健課題解決への取り組みの核となってい
ます。

12月　ＵＨＣフォーラム

世界／地域／国それぞれのユニバーサル・ヘ
ルス・カバレッジ（UHC）達成に向けた進捗状
況を確認し取り組みを促進するために、各国
の保健大臣や国際機関を招いた会議を日本政
府（財務省、外務省、厚生労働省）、WHO、世界
銀行、UNICEF、UNDP、JICAで開催しました。

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）は、国連が掲げている
「持続可能な開発目標 (SDGs)」のひとつであり、我が国では国際
保健外交のひとつの大きな柱としています。安倍総理も、我が国の
代表としてスピーチを行い、その重要性を訴えました。また、今回
の会議では、「東京宣言」の中で以下のような成果を示し、世界全体
のUHCの議論を推進することができました。

・SDGs 達成に向け、2023年までに達成すべき中間目標を設定。
・UHCフォーラムを今後も定例的に開催することへの合意。
・国際的に統一された評価指標に基づく初めてのUHC進捗評価
  を盛り込んだ報告書の公表。
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世界患者安全サミット（4月・東京）
第 72回ＷＨＯ総会（5月・ジュネーブ）

第 73回国連総会（9月・ニューヨーク）
第 69回ＷＨＯ西太平洋地域委員会（10月・フィリピン）2018
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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
います。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じ､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、夏季休暇等を取ることができます。
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､たと
えば診療報酬改定前の保険局医療課など､部署や時期によっては
代休などで対応していただくこともあります。

 P33を参照

 P01を参照

 P01を参照

 P11、21を参照

 P17-18、21を参照

P16、33を参照
P16、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。

医系技官としての経験が社会医学系専門医として認められま
す。社会医学は、「科学的なエビデンスを創出して社会に適応
し、地域・職域や国レベルの集団とシステムに働きかけ、健康な
生活・行動様式の推進、安全な環境の保持、医療提供システム等
の構築に貢献し、人々の健康の増進」（社会医学系専門医協会）
に大きな役割を果たしています。医系技官として、人々の健康
増進を目標とし、エビデンスに基づく医療政策を行うことは、
まさに社会医学の実践経験を積むことにほかなりません。
厚生労働省は、今後、認定プログラムを創設し、入省する方で、
希望される方には、社会医学系専門医の資格を取得できるよう
準備をしています。

医系技官として厚生労働省で働き
ながら、勤務時間外に臨床現場での
診療業務を行うことができます。こ
れは、単に報酬目的ではなく、自己
の臨床技術の維持や、専門医資格や
認定医等の維持・取得を目的とした
もので、その専門性が、医療政策の
企画・立案にも活かされることが期
待されています。兼業を行うにあ
たっては、医系技官としての本務が
優先であり、職務遂行に支障が生じ
ないことや、兼業先が本務との利害
関係がないことなど、一定の条件の
下、審査を経て許可される仕組みと
なっています。

兼業制度を利用し、900床ほどの病院の内
科で病棟業務をさせていただいています。
業務は、月に2回土曜日に、上級医の指導下
でおこなっています。医系技官は行政官と
しての役割に加え、医師としての知見が求
められる場面もあり、定期的に臨床知識を
アップデートできる機会があることで、業
務に直接役にたつこともあります。また、制
度が実際にどのように運用、評価されてい
るかを直接知ることができ、貴重な機会だ
と思っています。

新制度ではありますが私は臨床も好きだっ
たので、兼業を通じて、臨床現場からの刺激
を受けながら、それを行政に活かすワークス
タイルを見いだしていきたいと思います。

「厚生労働省５号館保育室」
（愛称：ふくろう）

メンター制度について

臨床現場での診療の兼業について

社会医学系専門医の取得について

兼業を行う意義
政策統括官付参事官付保健統計室　主査

継松  方良  K a y o  T S U G I M A T S U

厚生労働省では、熱意ある方々に臨床の知見を活かしつつ、医療政策づくりのプロとして活躍できるよう
環境づくりに力を入れています。

http://shakai-senmon-i.umin.jp/specialist.html

詳しくは一般社団法人社会医学系専門医協会のホームページをご覧ください。

キ ャ リアサポート FAQ  よくあるご質問

? ?

? ?

? ?

医系技官として働きながら
診療もできますか？

兼業制度を活用し、本務に支障が生じないなど一定の条件の下
で、診療業務を行うことができます。臨床現場で得られる経験や
知見を、ぜひ行政の場にも活かしてください。

社会医学系専門医を取得できますか?

厚生労働省および関連機関において、社会医学系専門医が取得で
きるように準備を進めています。

 P29を参照
 P29を参照

? ?

? ?

社会医学系専門医について

29 30キャリアサポート FAQ

社会医学系専門医協会
またはキーワード検索にて

社会医学系専門医制度

基本
プログラム

認定研修
プログラム

専門医試験

専門医に必要な共通の基礎知識の習得
国立保健医療科学院、大学院、学会の研修等を活用

行政・地域、産業・環境、医療の３つの分野のうち、
１つの分野（主分野）を中心に現場研修。
（他の２つの副分野と連携）

筆記試験と面接試験

社会医学系専門医協会ホームページをもとに作成

３
〜
６
年
程
度



厚生労働省   組 織図

31 32組織図 組織図

医系技官が局長・部長・課長・室長である部局

医系技官が課長補佐以下の職にある部局
（平成29年10月12日現在）

国際保健
企画官

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

国際食品室

検疫所業務
管理室

新開発食品
保健対策室

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
安全企画課

労働基準局

安全衛生部

雇用環境・
均等局職業安定局

雇用開発部

子ども家庭局

本　省

総務課

総務課 総務課 総務課

計画課

賃金課

労災管理課

労働
関係法課

総務課総務課

雇用開発
企画課

総務課

保育課

在宅労働課

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

雇用政策課

高齢者雇用
対策課

地域雇用
対策課

障害者雇用
対策課

監督課

労働衛生課

補償課

有期・短期間
労働課

需給調整
事業課
外国人雇用
対策課

雇用機会
均等課

職業生活
両立課

労働者
生活課

化学物質
対策課

子育て
支援課

母子保健課

食品基準
審査課

地域医療
計画課

医薬
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

食品監視
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
訴訟対策室

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
感染症課
新型インフルエンザ
対策推進室

国際感染症
対策室

エイズ対策
推進室

医療安全推進室

水道課

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
（国際保健担当）

審議官
（医政、精神、災害対策担当）

生活衛生・食品
安全審議官

審議官
（危機管理、科学・イノベ、
国際調整、がん対策担当）

社会・援護局

障害保健
福祉部

老健局 保険局 人材開発
統括官

参事官（若年者・
キャリア形成
支援担当）

参事官（人材開
発総務担当）

参事官（人材開
発政策担当）

参事官（海外人
材育成担当）

参事官（能力評
価担当）

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

政策統括官
（総合政策）

政策評価官室

参事官（社会
保障担当）

参事官（労働
政策担当）

参事官（労使
関係担当）

年金課

国際年金課

資金運用課

企業年金・
個人年金課

数理課

事業企画課

事業管理課

政策統括官
（統計・情報政策）

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）

参事官
（情報化担当）

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

医務技監厚生労働審議官事務次官大臣政務官副大臣大　臣

女性の健康
推進室

健康課

予防接種室

地域保健室

P09 ▶

P10 ▶

P05 ▶

P10 ▶

P06 ▶

P08 ▶

P08 ▶

P07 ▶

P03 ▶

P04 ▶
P09 ▶

P02 ▶
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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）および後期試験（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（前期試験課題は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30年6月中旬 ／ 二次試験：平成30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 
月下旬から受け付けを開始し5 月下旬～ 6月初旬が締め切りです。 
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.html）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

応募手続き

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

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）および医学部学生

厚生労働省　13：00～20：00

第 １ 回：平成30年3月3日（土） / 第 ２ 回：平成30年７月28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。参加申し込みが必要です。

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ご送付ください。
申し込み多数の場合は、先着順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
申し込み

東
　
京

大
　
阪

福
　
岡民間医局 レジナビフェア 2018 東京　～臨床研修プログラム～

〔日時〕 平成30年7月15日（日）　10：00～17：00
〔会場〕 東京ビッグサイト

民間医局 レジナビフェア2018 大阪
～臨床研修プログラム～
〔日時〕 平成30年7月1日（日）　10：00～17：00
〔会場〕 インテックス大阪

民間医局 レジナビフェア 2018 福岡
～臨床研修･後期研修プログラム～
〔日時〕 平成30年3月4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 2018 東京　～後期研修・研修医向け～
〔日時〕 平成30年6月17日（日）　12：00～17：00
〔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 2018 東京 ～臨床研修プログラム～ 
〔日時〕 平成30年３月18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。お気軽にお越しください。

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30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。参加申し込みが必要です。

開催日

会場・時間

第１回平成30年3月3日（土）※1/ 第２回平成30年4月22日（日） / 第３回平成30年7月28日（土）※1/ 第4回平成30年9月16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。

厚生労働省講堂　11：00～13：20（第1・3回）、13：00～20：00（第2・4回）

※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。参加申し込みが必要です。詳細は、ホームページをご
参照ください。

公開勉強会（医科のみ）

申し込み
締め切り 第１回  平成30年2月19日（月） / 第２回  平成30年７月9日（月）

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

 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。

前期試験
平成30年5月28日 （月）  （消印有効）

後期試験（予定）
平成30年10月29日 （月） （消印有効）

参加を希望される方は、医系技官採用メールアドレスまでメールでお申し込みください。
詳細はホームページをご参照ください。
医系技官採用メールアドレス  ikeisaiyo@mhlw.go.jp 

参加
申し込み

「一般職の職員の給与に関する法律」にもとづき、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、さま
ざまな制度があります。

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も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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