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－ この仕事、あなたに向いているかも －
北海道のために働きたい ！

みんなで協力して仕事がしたい ！

ねばり強く継続的に取り組みたい ！

臨床医はひとり一人の患者を、北海道の公衆衛生医は530万人の生（いのち）を衛（まも）ります。

自分だけではできないことも、多くの関係者と協力・連携して取り組み、実現をめざします。

利害関係や過去の経緯で複雑な課題も、丁寧にねばり強く取り組むことで解決に近づきます。

道立病院部長からのメッセージ

AM 8：15

今日は少し早めに保健所に到着。
昨日行ったイベントの新聞記事を
チェックしたり、前日の書類の整理
しながら、仕事の準備を行います。

北海道千歳保健所長 大原 宰公衆衛生医師の１日を紹介します

AM 10：00

課長や係長を集めての業務の打
合わせ。今週の業務の確認や各
種イベントのスケジュール調整な
ど、所長から必要な指示を行いま
す。

AM 10：30

ＨＩＶ・肝炎検査業務。検査結果を
受検者に告知し、カウンセリングを
行います。少しでも不安が和らぎ
疑問が解消されるよう、寄り添った
支援を心がけています。

PM 1：30

エボラウイルス感染症を想定し、消防署と連
携して搬送訓練。お互いの役割を確認しつつ、
個人防護具を装着し、感染防止に万全を期し
て患者を救急車に載せています。健康危機管
理は日頃からの備えが何よりも重要です。

北海道千歳保健所長からのメッセージ

北海道道立病院局 道立病院部長 田中 宏之

PM 5：45

このあとは緊急対応もイベントも
ないので、後片付けをして早々に
退庁。上司が率先してワークライフ
バランスを実践し、オンオフをはっ
きりつけるようにしています。

保健所の業務は感染症対策や精神保健、難病などの対人業務から、医療計画や地
域医療構想、地域の医療体制の確保まで非常に多岐にわたります。幅広い分野をカ
バーする必要がありますが、困ったときには全道の保健所長の先生方に相談すること
が出来ます。

また、系統的に学ぶために社会人学生として大学院に通い、学位取得も可能です。
私も保健所長として勤務しながらＭＰＨ（公衆衛生学修士）を取得することができました。
社会医学、公衆衛生に関心のある方、私たちと一緒に働いてみませんか。

北海道に入職した公衆衛生医師は、保健所では感染症や食中毒の対策に加え、

精神や難病、医事に関する仕事などに、本庁では救急医療や医師確保、喫煙対策

やがん対策等、保健医療施策の企画立案や進行管理などに携わっています。また

平成30年は胆振東部地震の発生を受け、公衆衛生医師が中心となって避難所の

衛生管理や被災者のメンタルケアにあたりました。

私たちはいま総力を挙げて、将来の人口減少を見据えた「医療提供体制の再構

築」というテーマに取り組んでいます。医療施設（病床）の過不足ない最適な配置を

目指して、関係者間で協議を重ね、行政がまとめ役となって新たな体制を作ろうと

するものです。またこの動きと連動させながら、医師の地域偏在と診療科偏在の是

正に向け、計画を立てて医師確保対策を進めることになりました。これらの取り組

みはこれからの北海道を下支えする大プロジェクトです。何としても完遂させなけれ

ばなりませんが、一朝一夕にできるものではありません。

私たちからバトンを引き継いでもらえる若い力を求めます。

★



－ 医師としての専門性と行政スキルの両方を生かせます －

医師としての専門性 行政官としての専門性

基礎的な素養

医学的知識・科学的判断能力・
真理探究力

施策に関する知識・調整力・
構想力・公平・公正性など

高い志、広い視野、豊かな人間性、
コミュニケーション能力

北海道公衆衛生医師のキャリアパス

社会医学系専門医の取得について

充実した研修体系
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１～２年 １～１０年

社会医学系専門医専攻医（３年間）

公衆衛生医師には、医師としての専門性を基礎にした行
政官としての高いスキルが求められます。

初期臨床研修の修了後から公衆衛生医師を志望される
方や、臨床経験を積んでから志望される方などルートは
様々ですが、いずれであっても、業務経験や研修などを
通じて、必要なスキルを身につけることができます。

社会医学系専門医制度は、（一社）社会医学系専門医
協会が運営する専門医認定制度です。

北海道では平成３０年度より、行政や大学など、全道の
研修施設群が連携し、全道統一のプログラムにより一
体的な研修を実施しています。

北海道に採用された公衆衛生医は、このプログラムに
より、指導医である保健所長等のもとで専攻医となり、
３年間の専門研修を受け、必要な能力を身につけ試験
に合格することで専門医の資格が得られます。

専攻医は、所属の業務だけでなく、各研修施設におい
ても学ぶことができ、幅広い領域について高い専門性
をもった専門医となることができます。

北海道社会医学系専門医研修プログラム

研修プログラム管理委員会

研修施設群

北
海
道
庁

札
幌
市

旭
川
市

北
海
道
大
学

旭
川
医
科
大
学

札
幌
医
科
大
学

北
海
道
労
働
保
健
管
理
協
会

研
修
協
力
施
設
（各
道
立
保
健
所
等
）

保健福祉行政管理分野～分割前期 （国立保健医療科学院）
災害時健康危機管理支援チーム養成研修 （日本公衆衛生協会）
エイズ対策研修 （国立保健医療科学院）
結核予防会結核研究所医師コース （結核予防会）
日本公衆衛生学会総会 など

公衆衛生医師として、必要な知識や
技術を身につけられるよう、保健所
長等の指導のもとで業務経験を通じ
た学び（OJT） の他、外部機関で行わ
れる専門的な研修を受けられます。



〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道保健福祉部総務課 総括グループ

Tel ０１１－２０４－５２４０（直通）
e-mail hofuku.somu1@pref.hokkaido.lg.jp
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sum/hc-dr.htm (北海道公衆衛生医師採用情報ホームページ）

問い合わせ先

よくある質問にお答えします

採用情報

勤務場所 道内26ヶ所の道立保健所又は本庁（北海道庁）等

勤務条件等 給 与：条例に基づき医療職給料表（一）により支給します。
扶養手当、通勤手当などの諸手当制度は関連する条例の規定により支給されます。
（例）医歴5年：約1,100万円程度、医歴10年：約1,300万円程度（※諸手当を含む総支給額の目安）

勤務時間：午前8時45分から午後5時30分まで（1日7時間45分、週38時間45分）
休 日：土・日曜日、祝日及び年末年始（12月29日から1月3日）

但し、緊急時（災害、感染症・食中毒など健康危機事例発生時）は夜間・休日出勤の場合があります。
休 暇：年次有給休暇（年間20日）、夏期（3日）・冬期（2日）休暇、慶弔休暇など
福利厚生：住宅については公宅の貸与（有料）または住居手当の支給（民間賃貸住宅）等があります。

その他の福利厚生については道職員としての規定によります。

応募資格 応募資格は、日本国籍を有する医師としています。ただし、平成１６年４月以降に医師免許を取得した方について
は、臨床研修を修了した者（見込みを含む）としています。

採用・選考方法 下記問い合わせ先で、随時、受け付けています。（詳しくはホームページをご覧ください）
□ 書類審査 □ 面接試験

Ｑ：北海道で働く公衆衛生医師は何名いますか？

•平成30年10月1日現在、保健所及び本庁等合わせて33名です。（札幌市、旭川市、函館市、小樽市の各保健所を除く）

Ｑ：そのうち、女性の公衆衛生医師はいますか？

•平成30年10月1日現在、女性医師は2名です。

Ｑ：業務内容はどのようなものですか？

•保健所では、地域における公衆衛生の第一線業務を担っております。具体的には、所管地域の感染症や食中毒等

の健康危機管理、市町村への支援、保健・医療提供体制の調整などを行っています。

•本庁（北海道庁）では、北海道の各種施策の企画立案を担っています。具体的には、保健・医療・福祉に関わる条例

の制定、計画の策定と進行管理、予算の確保、道議会対応、保健所業務の調整などを行っています。

•いずれにおいても、医師として幅広い医学的知識を背景に、関係者等との折衝などにスキルが求められます。

Ｑ：専門が公衆衛生ではありませんが、大丈夫でしょうか？

•臨床での経験は、公衆衛生の場面においても生かすことができます。

•業務に必要な知識については、採用後の業務経験や各種研修などを通じて習得することができます。

•社会医学系専門医の専攻医となり指導医の元で3年間研修し試験に合格することで専門医資格を取得できます。

Ｑ：ワークライフバランスについて教えてください。

•勤務時間は概ね定時かつ規則的であり、ワークライフバランスのとれた生活が可能です。

•時間外の勤務は、土日や夜間に会議やイベント等を開催する必要がある場合や、感染症や災害などで緊急に対応

を要する場合などにありますが、その場合は代休を取得できます。

•年次有給休暇（年20日）や夏期の休暇制度を活用して、計画的な休暇を取得できます。

•出産や育児、介護などに関する休暇制度もあります。

Ｑ：もっと詳しく業務内容を聞きたいので、公衆衛生医師から直接話を聞いたり、見学することはできますか？

•保健所の見学も大歓迎なので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。

北海道の中核市・政令市などでも医師を募集しています。詳細は下記にお問い合わせください。

札幌市 〒０６０－００４２ 札幌市中央区大通西１９丁目 札幌市保健所感染症総合対策課
Tel ０１１－６２２－５１９９ e-mail kansensyo@city.sapporo.jp

旭川市 〒０７０－８５２５ 旭川市７条通１０丁目第二庁舎 旭川市保健所保健総務課
Tel ０１６６－２５－６３５４ e-mail hokensoumu@city.asahikawa.hokkaido.jp

函館市 市立函館保健所地域保健課 Tel ０１３８－３２－１５１２
小樽市 小樽市保健所総務課 Tel ０１３４－２２－３１１７

北海道内の保健所設置市の医師の募集



北海道公衆衛生医師からの一言メッセージ

北海道網走保健所 所長 村松 司

北海道根室保健所 所長 佐々木 孝治

北海道の公衆衛生医師として仕事を始めて早30年、これまで11か所の職場を経験しましたが、

いずれの職場でもその地域特有の課題があり、解決に向けて職員と検討するとともに、関係者
や地域に住む方々とも協議しながら取り組んできました。課題解決は容易ではありませんが、
協働する過程で得られる楽しさや、解決に向け前進したときに関係者や地域の人たちと喜びを
共有できるのが仕事をしていてのやりがいです。

北海道は広いので転勤イコール引っ越しになることが多く、家事特に掃除が嫌いな私にとって
は苦労も多いのですが、引っ越し先での新たな出会いや多くの発見は、それを上回る楽しさを
私に与えてくれます。特に、その地域でしか食べられない美味しいものを味わうことや、観光な
ど出来るのが転勤族の特典だと思っています。

死を減らすだけではなく、病そのものを減らし健康をより高める公衆衛生医師の意義ある仕事
を一度覗いてみませんか。皆様からのご連絡をお待ちしています。北海道保健所長会 会長

北海道岩見沢保健所 所長
山本 長史

道立保健所の所在地と
保健所内組織図
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私は自治医大を卒業し義務年限終了後に北海道に再入庁する形で行政医師となりました。学生の時から医師偏在
の問題を端緒に地域医療・地域保健に係わる仕事がしたいと考えていた私にとって保健所はうってつけの職場でした。
保健所長は責任が重く大変な反面、とてもやりがいのある仕事でもあります。また、自然災害発生など緊急時の公
衆衛生対応は、災害関連死を防ぐために重要であると言われています。
日本公衆衛生協会のWHO西太平洋地域事務局（マニラ）での調査事業への参加は自分を成長させてくれました。
困ったときには道内各地の仲間や先輩、スタッフが相談に応えてくれます。
是非、地域保健行政の世界で一緒に働いてみませんか！

内科医師として二十年余勤務した後に公衆衛生医師に転向しました。帯広保健所のOJT、国立保健医療科学院の
研修を経て滝川保健所長（深川兼務）となり、現在は根室保健所長（中標津兼務）です。
これまでに結核などの感染症や精神疾患の対応、食中毒事案の検討、病院立入検査、保健医療福祉に関する自治
体や医師会など関係機関との協議、高病原性鳥インフルエンザや胆振東部地震の現地支援、北方領土墓参の同行
などに携わりました。生活習慣病予防対策、医師偏在や地域医療構想、在宅療養体制の整備など難しい課題が山積
しています。
予防医学や社会医学の視点から地域貢献を考える仲間が増えることを願っております

北海道岩見沢保健所 医師 信行 浩敬

私は経済学部を卒業した後、医療や行政とは異なる仕事に10年以上従事し、その後、医学部に入学しました。医学
部入学後に、保健所長は医師でなければならないということを知り、経済学部で学んだことやその後の仕事の経験を
最も生かせるのは公衆衛生医師ではないかと考え、初期臨床研修終了後に北海道公衆衛生医師となりました。
保健所でのこれまでの業務で印象深いものとしては、100名超の接触者健診を実施した結核事例での評価･分析、イ
ンフルエンザの集団感染が発生した病院への立入調査と指導、エボラウィルス感染対策の訓練などがあります。
公衆衛生医師に興味のある方は、ぜひ一度保健所に見学に来てください。

保健所長
保健行政室長

/次長

主任技師/医師

企画総務課

健康推進課

生活衛生課

試験検査課



公衆衛生医師5年生です。前職は、本州の某大学医学部で公衆衛生学を教えていました。公衆衛生学、疫学の学問
から現場への旅に出たのが5年前。北海道に来たポイントは、海山川そして広大な面積の中に様々な生活があること。
公衆衛生的にこれほど多様性に富んだ面白い自治体はありません。転勤で全く異なる土地で地域の方々と働けるのも
グッドです。もう１つは、公衆衛生医師の数が多いこと。集まると20人を超えるのでとても賑やか。行政初心者にとって
相談先に困りませんし、とても親切に教えてくださいます。目下、道内3か所の保健所を経て北海道庁で修行中です。
今なら道の公衆衛生医師に空席あり。お得です！是非ご一緒しませんか？

北海道公衆衛生医師からの一言メッセージ

保健福祉部長 技監

部次長 総務課

地域医療推進局

地域医療課

医務薬務課

健康安全局

地域保健課

国保医療課

食品衛生課

福祉局

地域福祉課

施設運営指導課

障がい者保健福祉課

医師が課長級以上（医療参事、兼務を含む）
である部局（平成30年10月1日現在）

臨床医の新たな専門医制度が2018年度に始まり、１９基本領域から１つを専攻し、その上で

サブスペシャルティを取得する制度となりましたが、医学・医療は奥深く、生涯研鑽が続きます。
また、少子高齢化や医療資源の偏在など、地域は日々変化し、解決すべき課題が山積してい
ます。

公衆衛生医師は、様々な領域に目を向け社会情勢等を俯瞰して、道民に今必要なこと、将来
必要なことを考え、多様な価値観をもつ関係者等の意見を調整しながら、道の施策形成に深く
関わります。当然、臨床医の方々とも関わりが深いのですが、公衆衛生医師の守備範囲がたい
へん広いため、かえって活躍する姿が見えにくくなっています。ぜひとも行政で様々な役割を果
たしている先輩のメッセージからその魅力を感じていただければと願います。

地域医療にもっと深く関わりたい、患者の背後にいる方など道全体の健康を高めたい、そんな
方々には、これまでの学びや経験を生かしながら、公衆衛生の専門的な視点から、新たな可能
性が広がります。 まずは連絡をお待ちしています。保健福祉部

技監 竹内 德男

本庁（北海道庁）組織図

行政に勤務するきっかけは、大学の公衆衛生学教室で先輩に誘われたことでした。当初は、札幌市で結核健診など
住民に近い業務、現在の道本庁では、がん医療の充実や患者の就労支援などの均てん化の仕組みづくりなどに携
わっています。社会医学系の勤務先は、研究、教育、企業、行政とさまざまですが、地方行政は現場の課題に近く、既
存の医療で解決できないニーズに対応する役割にやりがいを感じています。
そして女性医師として一言。行政は、意外にも災害や感染症対応など緊急の業務もたまにあります。そんな中でも、
制度が充実し、ライフステージに応じた働き方を相談できる環境です。私自身、子育て卒業後に、念願だった地方の
保健所に単身赴任で行けました。
ぜひ、一緒に楽しく働きましょう。 地域保健課がん対策等担当課長 築島 恵理

平成６年札幌医大を卒業し、二十数年間精神科医として勤務していましたが、平成29年ご縁により道立精神保健福
祉センターに勤務することとなりました。平成30年度の人事異動で、本庁の保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
医療参事となり（精神保健福祉センター兼務）、今日に至っています。
地域自殺対策推進センターの一員として自殺対策に取り組んだり、議会答弁の作成に参画したり、委員会で答弁を
したりと、思わぬ経験をしております。また、胆振東部地震に際しては、微力ながら被災地支援を行いました。
臨床医をしていた頃には欠けていた、公衆衛生学的さらには社会学的な視点が少しひらけた気がします。再び臨床
に戻るとしてもこの経験は貴重なものになると思っています。

障がい者保健福祉課医療参事 三浦寛高

地域医療課医療参事 人見嘉哲

少子高齢化対策監

高齢者支援局 高齢者保健福祉課

子ども未来推進局 子ども子育て支援課

道立病院局部長

病院局次長 病院経営課

病院局次長
（人材確保）

人材確保対策室

病院局次長
（経営改革）

経営改革課

指定管理室


