
様式 １　公表されるべき事項

国立研究開発法人国立国際医療研究センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

  当法人においては、業績年俸において、当該常勤役員の前年度の業績年俸の

額に、厚生労働大臣の業績評価結果を踏まえ、100分の80以上100分の120以下の

範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額としている。

法人の長

理事

理事（非常勤）   国立国際医療研究センター役員報酬規程に則り、日額60,000円として

いる。 （上記に関わらず旅費が発生している場合は別途支給。）改定なし

監事（非常勤）   国立国際医療研究センター役員報酬規程に則り、日額60,000円として

いる。 改定なし

　当法人の主要事業は専門的医療の提供と治療技術の開発である。
　役員報酬水準を検討するにあたって、当法人と同じく、研究開発を主要な業務と
する他のNC法人のうち、常勤職員数（当法人2,381人）などで比較的同等と認めら
れる、以下の法人を参考とした。

　国立がん研究センター･･･当該法人は、同じ国立研究開発法人として専門的医
療の提供、医科学分野における研究、治療技術の開発を実施している。
　公表資料によれば、平成30年度の常勤職員数は2,229人、法人の長の年間報酬
額はおよそ20,764千円であり、理事(常勤)についてはおよそ18,005千円、理事（非
常勤）についてはおよそ2,460千円（4名合計額）である。

　役員報酬支給基準は、月例年俸及び業績年俸から構成され
ている。
  月額については、国立国際医療研究センター役員報酬規程
に則り、月例年俸の12分の１（1,035,000円）に地域手当
（207,000円）、通勤手当を加算して算出している。
　業績年俸についても、国立国際医療研究センター役員報酬
規程に則り、業績年俸に地域手当を加えた額にその者の職務
実績に応じて100分の80以上100分の120以下の範囲内で理
事長が定める割合を乗じて得た額としている。
　業績年俸の支給額は、6月に支給する場合、12月に支給する
場合ともに100分の50を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の
期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額
としている。
 
 　令和元年度における改定として業績年俸額の0.1月分を一
時金として令和2年2月に支給した。

   理事の月額については、国立国際医療研究センター役員報
酬規程に則り、月例年俸の12分の1（895,000円）に地域手当
（179,000円）を加算して算出している。
　他は同上。

  ②令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

別 添



２　役員の報酬等の支給状況
令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,045 12,420 6,091
50

2,484
(通勤手当)
(地域手当)

千円 千円 千円 千円

18,159 10,740 5,271 2,148 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

420 420
（　　　　）

R2.3.31

千円 千円 千円 千円

540 540
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

796 796
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

60 60
（　　　　）

R1.8.31

千円 千円 千円 千円

240 240 （　　　　） R1.9.1

千円 千円 千円 千円

1,740 1,740
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,740 1,740
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

D理事
（非常勤）

その他（内容）

C理事
（非常勤）

前職

B理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

法人の長

A理事

A理事
（非常勤）

E理事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　なお、理事の報酬を、当法人と同じく研究開発を主要な業務
とし、常勤職員数で比較的同等と認められるNC法人で、かつ
公開資料を入手できた、国立研究開発法人国立がん研究セン
ターの理事の平成30年度の報酬水準(年間18,005千円)と比較
考慮したうえでも、こうした職務上の特性や他法人との比較を
踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。

　また、当法人の平成30年度業務実績評価結果については、
10項目中S評価１項目、Ａ評価4項目、B評価5項目であり、この
点を踏まえても、報酬水準は妥当と考えられる。

　当法人の使命は、感染症その他の疾患に係る医療並びに医
療に係る国際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びに
これらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等
を行うことにより、国の医療政策として、感染症その他の疾患に
関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向
上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することであ
る。
　そうした組織の中で、当法人の非常勤理事は、我が国の感染
症その他の疾患に係る研究、医療水準の向上を目指して、感
染症その他の疾患等の分野における臨床研究や人材育成な
どの面で成果を継続して生み出すための高いマネジメント、各
方面に関する高度能力や、研究分野に関する高度な専門性
が求められることに加え、法人の役員として理事長を補佐する
責務を有している。

　当法人の使命は、感染症その他の疾患であって、その適切
な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際
的な調査及び研究を特に必要とするもの（以下「感染症その他
の疾患」という。）に係る医療並びに医療に係る国際協力に関
し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に
関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の
医療政策として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門
的な医療、医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛
生の向上及び増進に寄与することである。

　そうした組織の中で、当法人の理事長は、我が国の感染症そ
の他の疾患に係る研究、医療水準の向上を目指して、セン
ター病院、研究所、国府台病院、臨床研究センター、国際医
療協力局、国立看護大学校などの部門等の2,000人を超える
常勤職員のほか研修医など非常勤職員を統率して、感染症そ
の他の疾患等の分野における臨床研究や人材育成などの面
で成果を継続して生み出すための高いマネジメント能力やリー
ダーシップ、研究分野に関する高度な専門性に加え、法人の
トップとして職員や国民からも信頼を得られる人物が求められ
ている。　なお、理事長の報酬を、当法人と同じく研究開発を主要な業
務とし、常勤職員数で比較的同等と認められるNC法人で、か
つ公開資料を入手できた、国立研究開発法人国立がん研究セ
ンターの長の平成30年度の報酬水準(年間20,764千円)と比較
考慮したうえでも、こうした職務上の特性や他法人との比較を
踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。



　理事（非常勤）

　こうした職務上の特性を踏まえると報酬水準は妥当と考える。

　監事（非常勤）

　こうした職務上の特性を踏まえると報酬水準は妥当と考える。

【主務大臣の検証結果】

  当法人の監事は、センター内の内部統制、業務の適正かつ
効率的な運営に資するとともに、会計経理の適正を期すること
を目的として定めており、監査報告書を主務大臣に提出する
職務を務めるため、会計に関する高度な専門性に加え、合理
的な判断、常に公正不偏の態度を保持できる人物が求められ
ている。

　当法人の使命は、感染症その他の疾患に係る医療並びに医
療に係る国際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びに
これらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等
を行うことにより、国の医療政策として、感染症その他の疾患に
関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向
上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することであ
る。
　そうした組織の中で、当法人の非常勤理事は、我が国の感染
症その他の疾患に係る研究、医療水準の向上を目指して、感
染症その他の疾患等の分野における臨床研究や人材育成な
どの面で成果を継続して生み出すための高いマネジメント、各
方面に関する高度能力や、研究分野に関する高度な専門性
が求められることに加え、法人の役員として理事長を補佐する
責務を有している。

　当該役員の報酬は、研究開発を主要な業務とする他法人の
役員の報酬額と比較しても妥当な水準であると考える。また、
役員の職務内容の特性や平成30年度業務実績評価結果を鑑
みても妥当な報酬水準であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事A
（非常勤）

理事B
（非常勤）

理事B

理事A
（非常勤）

監事A

法人の長

理事A

監事B
（非常勤）

監事B

法人での在職期間



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

１－②に記載の仕組みについては、今後も継続することとしている。

理事A
（非常勤）

法人の長

理事A

理事B

監事B

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由
該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事B
（非常勤）

監事A



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　当法人の職員の給与水準を検討するにあたって、当法人と同じく研究開発を主要な業務とする
他のNC法人のうち、常勤職員数（当法人2,381人）で比較的同等と認められる以下の法人の職種別
平均支給額を参考にした。
　国立研究開発法人国立がん研究センター･･･当該法人は、同じ国立研究開発法人として専門的医療
の提供と治療技術の開発を実施する点で共通しており、法人規模についても同等の法人規模となって

6,972千円、研究職種で6,715千円、病院医師で13,078千円、病院看護師で5,478千円となっている。

  当法人においては、業績手当は基礎的支給部分と業績反映部分から構成される。
　業績反映部分の額は、理事長の定める基準により理事長が職員の業績に応じて定めた額とする。
　業務遂行能力評価（職員の職務及び責務に応じた業務を遂行する能力及び姿勢を評価。）と業務
実績評価（職員の職務及び責務に応じた業務上の目標に係る進捗状況及び達成状況並びにセンター
又は事業場に対する業務貢献を評価。)の二つの観点で職員の業績を評価し、その評価結果によって
AA～Dの最大七段階に区分けし、最高のAAにおいては+30%、最低のDにおいては-30%を業績手当へ
増減率として反映する。

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

  国立国際医療研究センター職員給与規程に則り、基本給及び諸手当（役職手当、扶養手当、
地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、
附加職務手当、超過勤務手当、宿日直手当、役職職員特別勤務手当、業績手当、医師手当、
研究員調整手当、専門看護手当及び医療専門資格手当）としている。
  業績手当は、基礎的支給部分と業績反映部分からなる。基礎的支給部分については
基礎的支給部分算定基礎額（基本給＋扶養手当＋地域手当＋研究員調整手当）に、
6月に支給する場合においては100分の122．5、12月に支給する場合においては
100分の137．5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の
在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

令和元年度における主な改定内容は下記のとおり
①　平成30年の人事院勧告を踏まえ、平成31年4月に基本給の引き上げを行った
②　令和元年の人事院勧告を踏まえ、令和2年2月に基本給の引き上げを行った。
　　令和2年2月1日に在籍する職員を対象に平成31年4月に遡り差額を一時金として令和2年
　　2月に支給した
③　業績手当・業績年俸の0.1月分を一時金として令和2年2月に支給した
④　特殊勤務手当の一つとして新たに、令和元年11月より麻酔手当（令和4年3月31日までの措置）、
　　令和2年2月より災害派遣手当を支給した　

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　業績反映部分の額は、業績反映部分算定基礎額（基本給＋地域手当＋研究員調整手
当)に理事長の定める基準により理事長が職員の業績に応じて定めた額とする。

いる。公表資料によれば、平成30年度の常勤職員は2,229人、平均年間支給額は事務・技

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,154 37.1 6,212 4,630 105 1,582
人 歳 千円 千円 千円 千円

70 40.1 6,200 4,612 186 1,588
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 41.3 6,408 4,681 204 1,727
人 歳 千円 千円 千円 千円

92 42.3 12,058 9,380 83 2,678
人 歳 千円 千円 千円 千円

693 34.9 5,471 4,043 75 1,428
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 54.6 6,370 4,645 144 1,725
人 歳 千円 千円 千円 千円

214 36.6 5,574 4,129 162 1,445
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 51.3 9,741 7,216 167 2,525
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 38.3 5,606 4,113 147 1,493

注１：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注2：技能職種（看護補助者等）は、病院の調理師、ボイラー技士等として従事する職員である。

注3：医療職種（医療技術職）は、病院の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、

　　　臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、

　　　心理療法士等として従事する職員である。

注4：教育職種（看護師養成所教員）は、国立看護大学校に勤務する職員で教授や准教授等

　　　として従事する職員である。

注5：福祉職種（MSW等）は、病院の医療社会事業専門員として従事する職員である。

注6：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注7：常勤職員については、常勤職員（年俸制）、任期付職員及び再任用職員を除く。

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

124 53.8 15,320 11,971 120 3,349
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 60.8 16,697 12,079 157 4,618
人 歳 千円 千円 千円 千円

108 53.1 15,523 12,226 116 3,297
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 58.5 13,033 9,637 146 3,396

注１：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

57 47 9,013 6,769 117 2,244
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 47 9,013 6,769 117 2,244

注１：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

院長等

副院長等
（副院長･部長･医長）

副所長等
（副所長･部長･室長）

任期付職員

研究職種

平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員（年俸制）

医療職種
（医療技術職）

教育職種
（看護師養成所教員）

福祉職種
（MSW等）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

研究職種

区分

医療職種
（病院医師）

技能職種
（看護補助者等）

うち所定内

常勤職員

うち賞与平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額
人員

区分 人員



うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -

注１：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注2：技能職種（看護補助者等）は、病院の調理師、ボイラー技士等として従事する職員である。

再任用職員

事務・技術

注3：事務・技術、医療職種（病院看護師）、技能職種（看護補助者等）については該当者が1人又は2人の
ため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、再任用職員全体
の数値からも除外している

医療職種
（病院看護師）

技能職種
（看護補助者等）

区分 人員 平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与



② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師）／教育職員（高等専門学校教員））〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以
下、④まで同じ。〕
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③

（事務･技術職）

平均
代表的職位 人 歳 千円

2 - -

5 49.5 9,054 9,448 ～ 8,381

10 49.5 8,613 9,576 ～ 8,105

23 42.0 6,279 7,413 ～ 4,289

30 32.8 4,125 5,799 ～ 2,896

（研究職種）

平均
代表的職位 人 歳 千円

16 57.6 13,095 15,637 ～ 10,141

24 49.6 10,034 12,053 ～ 7,918

29 43.8 7,288 10,078 ～ 6,657

11 41.3 6,205 7,063 ～ 4,422

（医療職種(病院医師)）

平均
代表的職位 人 歳 千円

5 58.7 17,299 18,107 ～ 16,632

103 52.8 15,316 17,552 ～ 11,157

92 42.3 11,975 13,580 ～ 8,744

（医療職種(病院看護師)）

平均
代表的職位 人 歳 千円

2 - -

5 53.3 8,688 9,166 ～ 8,375

39 48.6 7,851 8,583 ～ 6,551

90 40.9 6,255 7,582 ～ 4,729

557 32.7 5,041 7,715 ～ 3,952

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師）／教育職員（高等専門学校教員））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

・本部部長 -

・本部課長

・本部課長補佐

・本部係長

・本部係員

注：本部部長の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間給与額につ
いては記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

・本部研究部長

・本部研究課長

・本部主任研究員

・本部研究員

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

・副院長

・診療科長

・医師

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

・総看護師長

・看護師長

・副看護師長

・看護師

・副総看護師長

-

注：総看護師長の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間給与額に
ついては記載していない。



④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.4 53.6 52.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

48.6 46.4 47.5

％ ％ ％

         最高～最低 　　52.8～46.2 51.6～42.9 52.8～42.9

％ ％ ％

58.8 63.6 61.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.2 36.4 38.8

％ ％ ％

         最高～最低 52.2～27.9 41.0～0　 52.2～0　

(研究職種)
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

0.0 0.0 0.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100.0 100.0 100.0

％ ％ ％

         最高～最低 　　100.0～100.0　　 　　100.0～100.0　　 　　100.0～100.0　　

％ ％ ％

6.9 6.2 6.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 93.1 93.8 93.5

％ ％ ％

         最高～最低 　　100～38.9 　　100～34.8 100～34.8

(医療職種(病院医師))
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

0.0 0.0 0.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100.0 100.0 100.0

％ ％ ％

         最高～最低 　　100.0～100.0　　 　　100.0～100.0　　 　　100.0～100.0　　

％ ％ ％

58.1 61.6 59.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

41.9 38.4 40.1

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～0 100.0～0 　　100.0～0

(医療職種(病院看護師))
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

50.5 54.0 52.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.5 46.0 47.7

％ ％ ％

         最高～最低 46.5～52.8 43.2～48.8 52.8～43.2

％ ％ ％

59.1 62.9 61.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

40.9 37.1 39.0

％ ％ ％

         最高～最低 47.1～0 41.0～0 47.1～0

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）
／医療職員（病院看護師）／教育職員（高等専門学校教員））

区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

事務･技術職

*　令和3年10月15日修正

　令和2年度の対国家公務員指数においても、当法人の事業運営、民間医
療機関の給与及び国家公務員の給与等を総合的に考慮した上で、効率化
できる部分については引き続き削減を進めるとともに、適切な給与水準の確
保について検討する。

講ずる措置

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員より低い水準である

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 11.2％】
（国からの財政支出額 5,879百万円、支出予算の総額 52,102百万円
　：平成31年度予算）
【累積欠損額 11,078百万円(平成30年度決算) 】
【管理職の割合 23.9％（常勤職員数71名中17名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 49.2％（常勤職員数71名中35名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 30.8％】
（支出総額 43,758百万円、給与・報酬等支給総額 13,501百万円
　：平成30年度決算）

（法人の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり適切な取り組みが行われているものと認め
られる

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　96.3

・年齢・地域勘案　　　　　　　　  88.6 （*）

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　　97.1

・年齢・地域・学歴勘案　　　　   90.1 （*）

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。



研究職種

*　令和3年10月15日修正

国家公務員より低い水準である

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 97.5
・年齢・地域勘案　　　　　　 　　97.1 （*）
・年齢・学歴勘案　　　　　　 　　97.4
・年齢・地域・学歴勘案　　　    97.2 （*）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 11.2％】
（国からの財政支出額 5,879百万円、支出予算の総額 52,102百万円
　：平成31年度予算）
【累積欠損額 11,078百万円(平成30年度決算) 】
【管理職の割合 50.0％（常勤職員数80名中40名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 93.7％（常勤職員数80名中75名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 30.8％】
（支出総額 43,758百万円、給与・報酬等支給総額 13,501百万円
　：平成30年度決算）

（法人の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり適切な取り組みが行われているものと認め
られる

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

講ずる措置

　令和2年度の対国家公務員指数においても、当法人の事業運営、民間医
療機関の給与及び国家公務員の給与等を総合的に考慮した上で、効率化
できる部分については引き続き削減を進めるとともに、適切な給与水準の確
保について検討する。



医療職種(病院医師)

*　令和3年10月15日修正

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 102.4
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 112.8 （*）
・年齢・学歴勘案　　　　　　　 　102.4
・年齢・地域・学歴勘案　　  　  112.8 （*）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　役職手当の支給対象を、国の俸給の特別調整額に準じたものとしており、
病院医師における役職手当の支給割合は54.0％であり、平成31年度国家
公務員給与実態調査の国の俸給の特別調整額対象者割合39.2％を上
回っている。
　支給額についても、国において俸給の特別調整額の医療職俸給表(一)の
平均額は34,780円であるが、当法人における、病院医師の役職手当の平均
額は108,017円であり国より高いことが、対国家公務員指数を上回っている
理由と考えられる。
　また、当法人の地域手当（20％・15％）の支給額が国より高いこと（平成31
年度国家公務員給与実態調査によると国において、地域手当の医療職俸
給表(一)の平均額は90,548円であるが、当法人における、地域手当の病院
医師の平均額は104,260円）も、給与水準において国を上回っているもうひ
とつの理由と考えられる｡
　なお、この裏付けとして、同一の地域でもって比較する地域勘案の要素が
加わると、対国家公務員指数は、年齢・地域勘案で112.8（*）、年齢・地域・
学歴勘案で、112.8（*）といずれも高くなっている。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 11.2％】
（国からの財政支出額 5,879百万円、支出予算の総額 52,102百万円
　：平成31年度予算）
【累積欠損額 11,078百万円(平成30年度決算) 】
【管理職の割合 54.0％（常勤職員数200名中108名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 100.0％（常勤職員数200名中200名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 30.8％】
（支出総額 43,758百万円、給与・報酬等支給総額 13,501百万円
　：平成30年度決算）

（法人の検証結果）
　令和元年度における数値は、国家公務員の水準を上回っているが、民間
医療法人の医師の年間平均給与額は、16,407千円（令和元年度実施第22
回医療経済実態調査（2年に1回調査））であり、当法人が必要な人材を確
保するためには、競合する業種に属する民間事業者、他法人等の給与水
準と比較し、この程度の給与水準とする必要がある。
　また病院医師における管理職の割合は54.0％が、国の俸給の特別調整
額対象者割合39.2％を上回っている。これは診療体制に応じた適切な配置
をしているといった理由からであり、このことも影響していると考えられる。

（主務大臣の検証結果）
　医師の確保は、医療の質の向上、安全の確保等に不可欠であり、また、病
院経営上においても、医業収益等の確保にかかる基本的かつ重要な事項
であるため、医師の給与水準については、特に配慮すべきと考えられる。
　今後とも、医師の確保状況等を考慮した上で、より適正な給与水準の在り
方について、必要な検討を進めていただきたい。

講ずる措置

　令和2年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合102.4、年
齢･地域・学歴勘案112.8（*）となることが見込まれるが、医師不足について
当法人においても例外ではないところであり、医師の確保状況に配慮しつ
つ、当法人の事業運営、民間医療機関の医師の給与及び国家公務員の医
師の給与等を総合的に考慮した上で、令和2年度（令和3年度公表）までに
対国家公務員指数が年齢･地域・学歴勘案で概ね112.0（*）以下となるよう、
適切な給与水準の確保について検討する。



医療職種(病院看護師)

*　令和3年10月15日修正

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 109.5
・年齢・地域勘案　　　　　　　 　104.5 （*）
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 105.3
・年齢・地域・学歴勘案　　  　  104.2 （*）

講ずる措置

　令和2年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、109.5、
年齢･地域・学歴勘案104.2（*）となることが見込まれるが、看護師不足につ
いて当法人においても例外ではないところであり、看護師の確保状況に配
慮しつつ、当法人の事業運営、民間医療機関の看護師の給与及び国家公
務員の看護師の給与等を総合的に考慮した上で、令和2年度（令和3年度
公表）までに対国家公務員指数が年齢･地域・学歴勘案で概ね104.0（*）以
下となるよう、適切な給与水準の確保について検討する。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　国の俸給の特別調整額に準じた役職手当などの支給が、対国家公務員
指数を上回っていることが理由と考えられる。（病院看護師における管理職
の割合は6.6％と、国の俸給の特別調整額対象者割合 1.0％を上回ってい
る)
　また、当センターでは、国立看護大学校があり、大学校の卒業者が多く看
護師として在職していることも影響していると考えられる。（大卒者以上の高
学歴者の割合57.3％と、国5.2％と比較すると高くなっている。)
　他に、国家公務員の水準を上回っている理由として、法人の事業所が東
京であり、地域手当（戸山地区20％、国府台地区15％（医療研究連携加算
5％を含む。））の受給率が国よりも高いこと（平成30年度の国家公務員給与
実態調査によると国において、地域手当の医療職俸給表(三)の受給人数率
は49.1%であるが、当法人における、平成29年度地域手当の医療職俸給表
(三)の受給人数率は100%)により、国に比べて給与水準が高くなっているも
のと考えられる。
　なお、この裏付けとして、同一の地域でもって比較する地域勘案の要素が
加わると、対国家公務員指数は、年齢・地域勘案で104.5（*）、年齢・地域・
学歴勘案で、104.2（*）といずれも低くなっている。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 11.2％】
（国からの財政支出額 5,879百万円、支出予算の総額 52,102百万円
　：平成31年度予算）
【累積欠損額 11,078百万円(平成30年度決算) 】
【管理職の割合 6.6％（常勤職員数694名中46名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 57.3％（常勤職員数694名中398名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 30.8％】
（支出総額 43,758百万円、給与・報酬等支給総額 13,501百万円
　：平成30年度決算）

（法人の検証結果）
 　令和元年度における数値は、国家公務員の水準を上回っている。
　これは、法人の事業所が東京であり、地域手当（戸山地区20％、国府台地
区15％（医療研究連携加算５％を含む。））の受給率が高いこと、また、国家
公務員と比較し、職員に占める大学卒業者の割合が高いことが原因と考え
られる。
　病院看護師における管理職の割合は6.6％と、国の俸給の特別調整額対
象者割合 1.0％を上回っており、また大卒者以上の高学歴者の割合も
57.3％と、国 5.2％と比較すると高くなっているが、これは病院看護師につ
いては診療体制に応じた適切な配置をしているといった理由からである。

（主務大臣の検証結果）
　地域、学歴を勘案してもなお、国家公務員より高い水準であることから国
民の皆様に納得していただけるよう、一層の給与水準の見直しについて十
分検討していただきたい。



４　モデル給与

○22歳（大卒初任給） 

　　　月額 260,465円  年間給与4,043,868円 

○35歳（本部課長補佐） 

　　　月額 422,975円  年間給与6,582,660円 

○50歳（本部課長） 

　　　月額 568,120円  年間給与8,912,484円 

※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者13,000円、子１人につき6,500円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　・賞与：業績年俸

　　　基本年俸表適用職員について、前年度の業務の実績を考慮の上、

　　80/100から120/100の範囲内で定める割合を業績年俸に乗じた額を支給。

　・賞与：業績手当（業績反映部分）

　　　常勤職員（基本年俸表適用職員を除く。）について、業績に応じて定める割合を

　　算定基礎額に乗じた額を支給。

　・賞与：業績手当（年度末賞与）

　　　理事長が定める基準に基づく当該年度の医業収支が特に良好な場合に

　　職員の業績に応じた割合を、理事長が定める額に乗じて支給。

　　　業績手当については、今後も継続することとしている。



Ⅲ　総人件費について

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

　・良質な医療の提供のため、適切に医療従事者を増員及び人事院勧告を踏まえ給与規程を改訂

　　したことによる給与費の増加。

 　　　これらの要因により、前年度と比較し、給与、報酬等支給総額は、計884,133千円の増加となった。

　・退職手当支給額については、前年度と比較し、支給人数が減少したことをうけて106,123千円の

　　減となった。　

　・退職手当の算定については、「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」

　　(平成24年8月7日閣議決定)に基づく措置内容に従い、平成26年7月1日以降、調整率87/100で

　実施中であるが、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定)

　に基づき、平成30年4月1日から以下の措置を講じている。

　役職員の退職手当について、下記のとおり調整率の引き下げを実施する。

　役員に関する講じた措置の概要：調整率87/100を83.7/100に引き下げ。

　職員に関する講じた措置の概要：調整率87/100を83.7/100に引き下げ。

　　なお、関係法律の成立を受けてから、法人としての所要の手続きを行ったため、措置の開始時期は、

 　国家公務員に係る措置時期（平成30年1月1日)と異なる取扱いとした。

Ⅳ　その他

特になし

15,319,653

区　　分

給与、報酬等支給総額
13,652,458 13,915,418

退職手当支給額
488,137 607,367 691,846 545,839

14,163,955 14,435,520

20,337,113 20,490,17619,736,49619,055,649

2,118,923 2,345,257 2,444,421 2,512,325

21,387,171

福利厚生費

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

439,716

最広義人件費

3,134,784
非常勤役職員等給与

2,796,131 2,868,454 3,036,891 2,996,492

2,493,018


