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大阪府健康医療部
職員採用案内

― 医師職（公衆衛生）―



★ 大阪のために働きたい！
臨床現場と同様、問題点を解決していく仕事です。ただし、対象者は大阪府民全体に及びます。
社会に貢献したいという気持ちが重要です。

★ 皆と協力して仕事をしたい！
普段の業務は、行政職や他の専門職の職員と協力・連携しながら行います。
また、多くの関係者と相手の立場を尊重しながらものごとに取り組むことが求められます。

★ 粘り強く継続的に取り組みたい！
それぞれの課題は利害関係や過去の経緯などがあり複雑です。
解決するためには、丁寧に粘り強く継続的に取り組むことが必要です。

府民の健康といのちを守るため、医師免許・歯科医師免許を有し、専門知識をもって健康医療行政で活躍する
技術系行政職員のことです。

■本庁での業務
本庁では、健康医療の多岐にわたる課題に対応した施策に取り組むとともに、企画立案や予算要求等の業務を行います。

◇府民の信頼に応える救急医療システムをつくります
地域の医療機関の協力に基づいた救急医療体制や災害医療体制の確保など、
いざというときに府民のいのちを守る施策を企画・立案。

◇府民の健康づくりを推進します
健康づくりを支える環境整備やライフステージに応じた健康づくりの推進
など、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図る施策を企画・立案。

◇こころの健康問題への対策を行います
対象者に応じたこころの健康問題への対応力向上やアルコール・薬物・
ギャンブル等の依存症対策、自殺対策などの施策を企画・立案。

■保健所での業務
保健所では、管内の市町村と協力して、関係機関（医療機関、医師会、歯科医師会等）と調整を行い、食品衛生や感染
症等の広域的業務、医事・薬事衛生や精神・難病対策等の専門的な業務や危機管理対策を行います。

◇感染症から府民を守ります
健康相談、疫学調査、保健指導等を通じて、感染症の発生を予防、感染拡大を
防止。

◇府民の健康づくりを支援します
がん・生活習慣病の予防やこころのケアなど、府民の心と身体の健康づくりの
ための相談や啓発。

◇難病患者など、支援を要する方を支えます
身体障がい児・小児慢性特定疾患児や難病患者、精神障がい者とその家族に対
し、日常生活や療養上の相談、保健指導。

◇地域の医療機関の安全・安心を確保します
医療機関に対する立入検査や指導。

◇疫学調査を行い、地域の健康課題を把握・対応します
感染症、がん、生活習慣病対策における疫学調査、医療機関との共同研究。

◇快適で安心できる生活環境を確保します
食品衛生や環境衛生など、暮らしの衛生に関する許認可等の手続きや衛生監視指導。

行政医師とは

府政だより（平成30年９月1日号）

― 次のような方が向いています ―

★ 大阪府でしか経験できない“やりがい”がいっぱい！
臨床は、患者１人ひとりを診ますが、大阪府では、府民880万人を対象とした仕事を
します。それだけに“やりがい”があります。

★ 通勤に便利な立地環境！
本庁と全ての保健所が最寄り駅から徒歩15分以内にあるため、通勤しやすいです。

★ 充実した研修体制！
研修体制が充実しているため、出産や子育てによる休職ブランクがあっても補完することが可能です。

大阪府で働く メリット
Ⓒ2014 大阪府もずやん



泉佐野保健所 地域保健課（主査）

古下 尚美 Koshimo Naomi

配属歴
H30年 泉佐野保健所（主査）

大学病院での勤務経験を地域保健に活かす

大阪府に入るまで
平成15年から平成27年末まで、大阪市立大学医学部附属病院、大阪市立総
合医療センターで耳鼻咽喉科医として勤務し、平成30年４月に入庁しまし
た。

大阪府に入ってから
入庁後初めて配属された泉佐野保健所では、主に結核をはじめとした感染症
の対策に携わり、管内国際空港で感染症が発生した際の対策として、１類感
染症の搬送を想定した所内訓練も行っています。また、母子難病症例や精神
疾患症例の支援を会議で検討したり、生活習慣病等の健康教育イベントや講
演を行ったりもしています。さまざまな研修に参加して知識を深め、お会い
した方との人脈を繋ぐことも業務の一つです。入庁前は不安もありましたが、
周りの方々や医師職の先輩に助けてもらい、楽しく仕事をしています。

あなたへメッセージ
医療機関では、対個人の医療を提供しますが、行政では広く全体の仕組みか
ら患者さんをはじめ880万人もの府民にアプローチすることができます。ま
た、大阪府は、自己研鑽のための研修へのサポートも充実しています。
ぜひ一緒に仕事しませんか。

先輩職員インタビュー

厚生労働省・保健所での経験を府政に活かす

大阪府に入るまで
大阪大学医学部附属病院での初期研修の後、医療機関外での保健・医療の仕
組みづくりに関心があり、平成19年４月に入庁しました。

大阪府に入ってから
保健所で感染症、難病、精神保健福祉、医療監視など保健行政全般に携わり、
本庁で在宅医療の体制確保を担当。人事交流で厚生労働省へ出向の後、本庁
で健康増進計画の改定や関連計画との整合性確保、データヘルス推進のため
の分析企画に携わりました。

現在
大学・研究機関と連携した保健プログラム開発やデータ分析研究、健康経営
の推進、民間との連携によるインセンティブを活用した健康アプリの開発、
保健事業の技術的支援を行う枠組みづくりに取り組んでいます。

あなたへメッセージ
仕組みを新たに作ったり、変えたりするには大抵、面倒な作業や調整が必要
で、手間がかかるものですが、うまくいけば達成感があります。技術進歩や
制度の動きを踏まえた、行政でしか出来ない仕組みづくりに、一緒に取り組
んでみませんか。

島田 秀和 Shimada Hidekazu

配属歴
H22年 藤井寺保健所（主査）
H23年 茨木保健所（主査）
H25年 保健医療室医療対策課（主査）
H27年 厚生労働省派遣（主査）
H29年 保健医療室健康づくり課（課長補佐）

保健医療室 健康づくり課
企画推進グループ（課長補佐）

救命救急センターでの経験を救急医療行政に活かす

大阪府に入るまで
平成23年3月に大阪急性期・総合医療センターでの初期研修を修了した後、
大阪府立中河内救命救急センターに勤務しました。平成30年4月より、本庁
で勤務しています。

大阪府に入ってから
初期研修の後、スタッフが一丸となって取り組む救命救急に憧れ、大阪府立
中河内救命救急センターに勤務しました。なんとかレギュラー（専門医）を
習得し、４割打者を目指して奮闘しました。その後、一つの命を救う医療現
場から、多くの命を救いうる医療行政に視点を切り替えるため、平成30年
４月に本庁に異動しました。現在は、高齢者救急のあり方や小児外傷の受け
入れに関する検討、救急隊の活動根拠となる「実施基準」の検証や大阪府救
急搬送支援・情報収集・集計分析システム「ＯＲＩＯＮ」の改修など、幅広
い業務に携わっています。

あなたへメッセージ
臨床各科のプロフェッショナルになるべく、一本の道を走り続けることは大
切です。しかし、その道を「鳥の目」で広く見渡せば、時には、より大きな
発見ができるものと思います。皆様の大阪府での活躍を期待しています！

保健医療室 医療対策課
救急・災害医療グループ（主査）

田中 淳 Tanaka Jun

配属歴
H22年 府立病院機構等へ派遣（技師）
H30年 保健医療室医療対策課（主査）

※所属は、平成30年度時点のものです。



山尾 裕 Yamao Yutaka

配属歴
H27年 保健医療室健康づくり課

（課長補佐）
H29年 岸和田保健所地域保健課長

岸和田保健所 地域保健課長

臨床での豊富な経験を保健所業務に活かす

臨床での現場経験を活かし、府民のこころのケアに取り組む

大阪府に入るまで
小児科研修医修了後、 国立がんセンター中央病院、同研究センターを経て、
フランス政府給費留学生としてギュスタフ・ルーシーがん研究所で研鑽を積み
ました。帰国後、医学博士号を取得し、埼玉医科大学等を経て、入庁しました。

大阪府に入ってから
吹田保健所と茨木保健所でそれぞれ２年間勤務し、保健所業務全般に携わり
ました。２類感染症疑い事例の搬送では臨床経験を、地域の耐性菌調査では
基礎研究での経験を活かすことができました。

現在
地域保健課参事として、自殺対策基本指針、アルコール健康障がい対策推進
計画、各分野の医療計画の作成等を通じ、府民のこころのケア、母子保健医
療、難病対策の仕組みのより一層の充実を目指し日々奮闘しています。

あなたへメッセージ
行政医師の守備範囲は広く、それまでの経験全てを活かすことができます。あ
なたのアイディアとパワーを府民の健康といのち、幸せを守る大きな力に変換
可能！！可能性は無限大です。

浅田 留美子 Asada Rumiko

配属歴
H24年 吹田保健所（課長補佐）
H26年 茨木保健所（参事）
H28年 保健医療室地域保健課（参事）

保健医療室 地域保健課（参事）

大阪府に入るまで
平成27年9月まで泌尿器科専門医・指導医・腹腔鏡技術認定医として臨床に
従事していました。その間に医学博士号も取得し、『どこにでもいる普通の
泌尿器科医』でした。

大阪府に入ってから
平成27年10月に入庁後、保健医療室健康づくり課において、臨床の現場でがん患
者を診察・治療していた経験を活かし、「がん死亡率の減少」、「がん罹患率の減
少」、「がん患者や家族の生活の質の確保」などに取り組みました。

現在
平成29年4月より岸和田保健所に勤務しています。結核をはじめとする感染
症対策、母子保健、難病、精神保健福祉業務など、さまざまな保健所業務に
取り組んでいます。

あなたへメッセージ
行政医師の仕事は、府民の「健康」と「いのち」に直結したものであり、こ
れまでの臨床経験も大変役に立ちます。臨床とは違う世界に挑戦してみたい
と思ったあなた！行政医師を一つの選択肢として考えてみてください。

木下 優 Kinoshita Masaru

配属歴
H25年 富田林保健所（課長補佐）
H28年 保健医療室医療対策課（参事）

勤務医経験を活かし、感染症対策に取り組む

保健医療室 医療対策課（参事）

大阪府に入るまで
医学部を卒業後、勤務医を約21年半していました。臨床医の頃から新型イ
ンフルエンザ対策に関わりたいと思っていたため、思い切って大阪府に入庁
しました。

大阪府に入ってから
行政という未体験の分野に入って、戸惑いや臨床現場との違いに驚かされま
したが、社会により一層、目を開かされたように感じています。それまで見
ていた社会の一面とは、また別の側面から社会を捉えることができ、とても
成長できていると思います。いろいろな研修制度も豊富にあるため、誰でも
行政職員になれるように教育システムが充実していると思います。

現在
現在は、医療対策課で主に感染症対策を担当しています。風しん対策や麻し
ん対策、梅毒対策などに社会防衛観点から日々取り組んでいます。

あなたへメッセージ
あなたの臨床経験は決して無駄ではありません。必ず役に立ちます。行政で
は、今までの人生にはなかった経験ができると思います。私たちと一緒に働
きませんか。お待ちしています。



配属歴
H 7. 5 臨床経験（６年間）
H13.4 茨木保健所（主査級）
H18.4 茨木保健所（課長補佐級）
H22.4 地域保健感染症課長（課長級）

富田林保健所長

永井 仁美
平成７年入庁

H25.4 医療対策課長（課長級）
H27.4 枚方市派遣・参事（課長級）
H29.4 保健医療室副理事（次長級）
H30.4 富田林保健所長（次長級）

●これまで最も印象に残っている仕事は？
平成21年度に発生した新型インフルエンザの対応です。初めて保
健所長として着任した豊中保健所で府内最初の患者の発生があり
ました。患者の人権を守ることを最優先に意識し、報道機関の対
応に臨んだり、医師会や市に協力を求め、発熱外来の開設、医療
提供体制の整備など懸命に取り組みました。関係機関からの大き
な協力のもと乗り切ることができ、その時の人脈は今もなお、続
いてます。一生の宝です。

●家庭と仕事の両立で意識していることは？
子どもが小さい時は、ファミリーサポートを利用しながらフルタ
イム勤務と子育てをしてきました。サービスをうまく利用し、時
には手抜きもしながら楽しい育児を心がけました。オン・オフの
切り替えをしながら医師として働くことは、臨床医も行政医も変
わりありません。時には自分のための時間を作ることも必要です。
そうすることで、仕事への意欲も家族への思いもまた強くなりま
す。

●あなたへのメッセージ
行政医師の仕事は、医師としての専門性を発揮し、府民の健康と
命を守るという、非常に重い責任を伴うものですが、やりがいも
非常に大きな仕事です。一緒に仕事ができることを楽しみにして
います。

保健所勤務の行政医師の１日に密着取材！

キャリアパス紹介

保健所の勤務時間は、９時
からと９時１５分からの２
通り。出勤後、本日のスケ
ジュールの確認などを行い
ます。

勤務時間外に感染症や食中
毒等の危機管理事象があっ
た際は、朝一番に対応方針
の確認や今日一日の職員の
行動確認のため、各課・
チームでミーティングを行
います。

谷掛所長 に聞きました！
●採用前に描いていたイメージとのギャップはありますか？
大学で公衆衛生業務を学ぶ機会がなかったので、行政医師がどんな仕事をしているか具体
的なイメージはありませんでした。実際に仕事をしてみると、関係機関との会議や調整な
どが非常に多く、臨床医とは一味違った、責任感とやりがいのある仕事だと感じました。
●あなたへのメッセージ
大阪府は、中途採用であっても、先輩や同僚からの指導・助言もあり、安心して仕事をす
ることができます。府民の健康をどうすれば守れるかなど、様々な課題を解決するために
は、あなたの力が必要です。一緒に働けることを楽しみにしています。

茨木保健所 所長 谷掛千里

平成13年入庁。府保健所や高槻市保健所で
の勤務後、本庁課長を経験し、平成29年度
より現職。
茨木保健所には、保健所共通の業務以外に、
広域業務を担当する「生活衛生室（薬事課、
食品衛生課、環境衛生課、検査課）」と、企
画調整課に「広域栄養チーム」があります。

身体障がいや慢性疾患を抱
えた子どもとその家族、指
定難病と診断された府民を
支援するための検討を行い
ます。こころのケアの事例
検討会も行っています。

保健所では、HIV即日検査
や肝炎ウイルス検査、風し
ん抗体検査を行っています。
要確認検査の際には、医師
として府民対応を行います。

医療の安全を確保するため、
医療機関に立入検査をしま
す。安全管理体制や院内感
染対策等を確認し、指導・
助言を行います。写真は開
始時の場面です。

感染症患者への就業制限や
入院勧告、その期間等につ
いて、外部委員を入れて審
議します。新型インフルエ
ンザが発生するとその公費
負担についても審議します。

今日はあっという間に１日
が終了しました。感染症や
食中毒等が発生した際には、
時間外勤務をすることもあ
ります。下の写真は公衆衛
生協力会との事業写真です。

9：10 出勤

13：00 医療機関への立入検査14：30 感染症診査協議会

13：30 各種検査10：30 母子・難病所内事例検討会9：15 ミーティング

17：45 退勤



人事制度

■勤務先 本庁・保健所など
■職階 新規採用時は、技師として採用。

中途採用の場合は、経歴に応じて任用しますが、原則として、課長補佐級までの採用となります。
■昇任

（上記の平均年収は目安です。実際と異なる場合があります。）
※ 各職階への昇任は、職員により異なります。
※ 上記の金額には、給料以外に、地域手当、初任給調整手当、期末・勤勉手当が含まれています。

なお、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当等の諸手当が条件に応じて支給されます。
※ 初任給調整手当は、大学卒業後35年目までの間について支給されます。

■研修制度 大阪府では、実務遂行を通じた次のような研修やスキルアップ支援を実施しています。

■勤務時間 原則として午前9時から午後5時30分（午後0時15分から午後1時まで休憩）。ただし、15分又は30分の時差通勤あり。
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。ただし、これらの条件は、勤務場所によって異なる場合が

あります。
■休暇 年次休暇（年間20日、残日数は20日を限度として翌年に繰越し。ただし、採用の年は、4月1日採用の場合で、年

末までの間に15日。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏期・結婚・出産等）、介護休暇があります。

業務研修
日常業務を遂行する上での技術研鑽を図ることを目的に、２か月に１回程度の頻度で実施しています。

（対象：全ての行政医師）

現任研修

新しい学理と技術の習得を図ることを目的に、大阪府立病院機構の５病院（大阪急性期・総合医療センター、

大阪はびきの医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター、大阪母子医療センター）や

大阪大学大学院などで年間を通じ、臨床による研修や研究を行います。

行政に従事しながら臨床や研究の機会を確保することができます。

（対象：本庁課長・保健所長を除く行政医師）

派遣等外部研修

専門的知識の習得を目的に、国立保健医療科学院等で行われる研修を受講し、専門性を高めます。

研修で得られた専門性は、有事の際などに医師に求められる危機管理業務等に発揮することができます。

（対象：全ての行政医師）

大学院研修
大阪大学大学院（医学系研究科）で公衆衛生分野の修士課程を履修できます。

（対象：本庁課長・保健所長等を除く行政医師）

採用・選考 ※随時、実施しています。

■受験資格 ６４歳以下で医師免許を有する人。
ただし、平成１６年４月１日以後に医師免許を申請し、医師免許を取得した人にあっては、医師法
第１６条の２に規定する臨床研修を修了した人または当該年度までに修了する見込みの人。

■選考方法 ・論文考査：健康医療行政に携わる行政医師としての見識について出題します。
・個別面接：理解力、表現力などについて面接します。

※選考日時、選考場所、合格発表については、申込み後、別途連絡します。

大阪府健康医療部 健康医療総務課 人事グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前２－１－２２
TEL 06（6941）0351 / FAX 06（6941）6263
メールアドレス kenisomu-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp 
ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/kousyueiseiishi/index.html

保健所見学を随時受け付けています。詳細は、お気軽にお問い合わせください。

大阪府行政医師 採用 検索
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