
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立病院機構（法人番号1013205001281）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

法人の長

理事

理事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和3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３年度における改定内容

役員報酬支給基準は、年俸及び手当から構成されている。
年俸については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、基

本年俸額（14,100,000円）と業績年俸額（5,047,100円）としている（国の指定
職俸給表8号俸（事務次官級）相当）。

手当については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、通
勤手当、単身赴任手当及び地域手当を加算して支給している。

役員報酬支給基準は、年俸及び手当から構成されている。

年俸については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、基本年

俸額（11,580,000円（A理事）、9,816,000円（B理事、C理事、D理事及びE理事）)

と業績年俸額（4,145,000円（A理事）、3,513,600円（B理事、C理事、D理事及び

E理事）)としている（国の指定職俸給表5号俸（局長級）及び3号俸（審議官級）

相当）。
手当については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、通勤手

当、単身赴任手当及び地域手当を加算して支給している。

報酬については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、常勤

役員の報酬との権衡を考慮して理事長が定めることとしている。
なお、令和３年度は、支給基準の改定は行っていない。

当法人は中期目標管理法人であり、役員報酬の支給水準は、独立行政法人通則法第50条の2第
3項の規定に基づき、国家公務員（指定職）の給与、民間企業の役員の報酬及び当法人の経営状
況等を考慮して定めている。

当法人においては、平成16年度より業績年俸において、前年度の業績年俸の額に、厚生労
働大臣が行う前年度の業務実績評価結果に応じて、100分の80から100分の120の範囲内で理
事長が定める割合を乗じて得た額を支給している。

令和２年度の業務実績評価において、当法人の総合評定は「A」であったため、令和３年度の
業績年俸における理事長が定める割合については、100分の102から100分の109までの範囲
内とした。



監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
令和３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

24,890 14,100 7,322
2,820

648
（地域手当）

(単身赴任手当)

千円 千円 千円 千円

20,056 11,580 6,024
2,3１6

137
（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

16,564 9,816 4,533
1,963

252
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

8,456 4,908 2,496
982
71

（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

15,832 9,816 3,907
1,963
 147

（地域手当）
（通勤手当） *

千円 千円 千円 千円

7,998 4,908 2,108
982 （地域手当）

◇

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440 0 0 *

千円 千円 千円 千円

14,429 8,472 4,148
1,694

114
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,880 2,880 0 0

注2：「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3：「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

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

B理事

A監事

F理事
（非常勤）

注１：総額及び各内訳について、千円未満は四捨五入としているため、
　　　総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

E理事

B監事
（非常勤）

その他（内容）

法人の長

A理事

R3.9.30

R3.10.1

役員報酬支給基準は、年俸及び手当から構成されている。
年俸については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、基本年俸額

（8,472,000円）と業績年俸額（3,032,500円）としている（国の指定職俸給表1号俸相
当）。

手当については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、通勤手当、
単身赴任手当及び地域手当を加算して支給している。

報酬については、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程に則り、常勤

監事の報酬との権衡を考慮して理事長が定めるとしている。
なお、令和３年度は、支給基準の改定は行っていない。



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

　理事（非常勤）

　監事

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の

業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の

医療であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆

衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。
そうした組織の中で、理事は、理事長を補佐するため、高いマネジメント能力や

リーダーシップに加え、担当分野における高度な専門性が求められる。
このため、職務内容の特性や国との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えら

れる。

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修

等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療

その他の医療であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、

もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。
そうした組織の中で、理事（非常勤）は、理事長を補佐するため、高いマネジ

メント能力やリーダーシップに加え、担当分野における高度な専門性が求めら
れる。

当法人では、理事（非常勤）の報酬は、常勤役員の報酬との権衡を考慮して
理事長が定めることとしており、報酬水準は妥当と考えられる。

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業
務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療
であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の
向上及び増進に寄与することを目的としている。

そうした組織の中で、監事には、当法人の業務の適正な執行を担保するため、的確
に監査業務を遂行できる十分な能力及び経験を有することが求められる。

このため、職務内容の特性や国との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられ
る。

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業
務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療
であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の
向上及び増進に寄与することを目的としている。このため当法人は、急性期から慢性
期における医療を約5万3千床の病床と約6万3千人の常勤職員で行っている全国140
の病院ネットワークを有している。

そうした組織の中で、当法人の長である理事長は、国民の健康に重大な影響のある
疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策のうち法人が担うべき医療
について、全国的なネットワークを活用し、診療・臨床研究・教育研修を一体的に提
供するなど、高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、臨床研究分野に関する
高度な専門性が求められる。

このため、職務内容の特性や国の給与水準との比較を踏まえると、報酬水準は妥
当と考えられる。



　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和３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

2,259 2 0 R2.12.31 1.1 *
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

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

理事A

理事A
（非常勤）

法人での在職期間

監事A
（非常勤）

理事A
（非常勤）

監事A

監事A
（非常勤）

判断理由

該当者なし

在任期間２年における業績を踏まえ、厚生労働大臣において、業績勘案率１．１と決定された。

該当者なし

法人の長

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

該当者なし監事A

法人の長

理事A

当法人においては、平成16年度より業績年俸において、前年度の業績年俸の額に、厚生

労働大臣が行う前年度の業務実績評価結果に応じて、100分の80から100分の120の範囲内

で理事長が定める割合を乗じて得た額を支給している。
役員報酬への業績反映については、引き続き継続することとしている。

当法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業
務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療
であって、国の医療政策として法人が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の
向上及び増進に寄与することを目的としている。

そうした組織の中で、監事（非常勤）には、当法人の業務の適正な執行を担保する
ため、的確に監査業務を遂行できる十分な能力及び経験を有することが求められる。

当法人では、監事（非常勤）の報酬は、常勤監事の報酬との権衡を考慮して理事長
が定めることとしており、報酬水準は妥当と考えられる。

当該役員の報酬は、国家公務員の給与に準じて設定されており妥当な水
準であると考える。また、役員の職務内容の特性や令和２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。



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

　③　 給与制度の内容及び令和３年度における主な改定内容

　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。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

当法人は中期目標管理法人であり、職員の給与水準は、独立行政法人通則法第50条の10

第3項の規定に基づき、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当法人の経営状況

等を考慮して定めている。

当法人においては、中央省庁等改革基本法第38条第6号の規定等に基づき、職員の業績
を給与に反映している。

年俸制職員（事務部長、医長以上の医師及び看護部長）については、前年度の業績に応じ
た割合を前年度の業績年俸に乗じた額を支給している。

常勤職員（年俸制職員を除く。）については、業績に応じた割合を業績手当の算定基礎額
に乗じた額を支給している。

また、年度末賞与については、当該年度の医業収支が特に良好な病院の職員に対して、職
員の業績に応じた割合を算定基礎額に乗じた額を支給している。

さらに、昇給については、常勤職員（院長を除く。）の勤務成績に応じて、5段階の昇給を
行った。

独立行政法人国立病院機構職員給与規程等に則り、基本給及び手当（扶養手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、広域異動手当、寒冷地手当、役職手当、特殊勤務

手当、附加職務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直等手当、役職職員特別勤務

手当、派遣手当、支援団体業務手当、業績手当、医師手当、診療看護師手当、専門看護手当、

医療専門資格手当、医師確保特別手当、時間外手術従事手当、新型コロナウイルス感染症対

策従事手当及び派遣手当）としている。

業績手当については、基礎的支給部分（国の期末手当相当）と業績反映部分（国の勤勉手

当相当）があり、基礎的支給部分については、算定基礎額に、6月に支給する場合は100分の

122.5、12月に支給する場合は100分の137.5（役職職員にあっては、6月に支給する場合は100

分の102.5、12月に支給する場合は100分の117.5）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。業績反映部分につい

ては、算定基礎額に給与規程に定める割合を乗じて得た額としている。
近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機

能の維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況
であるものの、長引くコロナ禍において職員のこれまでの尽力に報い、士気の維持・向上に資
するための臨時特例的な措置として、６月及び翌３月に全ての職員を対象に一時金を支給した。

また、国が閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、地域でコロ
ナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の収入の引き上げを行うための措
置を実施したことから、処遇改善を図るための特別措置として、処遇改善特別手当を創設した。



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

40,469 38.7 5,516 4,076 72 1,440
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,100 39.0 5,996 4,422 103 1,574
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 51.7 8,170 5,935 57 2,235
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,771 42.7 12,078 9,369 78 2,709
人 歳 千円 千円 千円 千円

26,505 37.7 5,105 3,750 61 1,355
人 歳 千円 千円 千円 千円

7,081 38.1 5,366 3,951 97 1,415
人 歳 千円 千円 千円 千円

501 55.2 5,575 4,032 78 1,543
人 歳 千円 千円 千円 千円

312 48.1 7,212 5,241 87 1,971
人 歳 千円 千円 千円 千円

922 40.8 5,400 3,979 85 1,421
人 歳 千円 千円 千円 千円

986 45.0 4,453 3,325 71 1,128
人 歳 千円 千円 千円 千円

280 42.6 5,156 3,756 99 1,400
注1：上記の「事務・技術」、「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」については、年俸制が適用される

　　　事務部長、医長以上の医師及び看護部長は含まれない。

注2：「教育職種（高等専門学校教員」）については、該当する職員がいないため、欄を設けていない。

注3：常勤職員については、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、［年俸制適用者］も同じ。

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 52.8 7,964 6,068 96 1,896
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 52.8 7,964 6,068 96 1,896
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

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、欄を設けていない。
注2：任期付職員の「事務・技術職種」・「医療職種(病院看護師)」・「医療職種（医療技術職）」
　　　「福祉職種（児童指導員等）」について、それぞれ該当者が2人以下のため、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、任期付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）

研究職種
（任期付研究員）

医療職種
（病院看護師）

療養介助職種

技能職種
（看護補助者等）

教育職種
（看護師等養成所教員）

福祉職種
（児童指導員等）

診療情報管理職
（診療情報管理士）

医療職種
（医療技術職）

うち賞与平均年齢

医療職種
（医療技術職）

総額
人員

常勤職員

区分

福祉職種
（児童指導員等）

うち所定内
令和３年度の年間給与額（平均）

研究職種

事務・技術

医療職種
（病院医師）

任期付職員

事務・技術



人 歳 千円 千円 千円 千円

432 62.0 3,754 3,090 84 664
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 62.2 3,476 2,862 104 614
人 歳 千円 千円 千円 千円

227 62.0 4,065 3,355 80 710
人 歳 千円 千円 千円 千円

46 61.9 3,573 2,945 113 628
人 歳 千円 千円 千円 千円

114 62.1 3,232 2,632 77 600
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 62.1 4,085 3,410 98 675
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 62.0 3,742 3,110 78 632
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 61.8 3,393 2,782 100 611
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、欄を設けていない。
注2：再任用職員の「教育職種（看護師等養成所教員）」については、該当者が2人以下のため、
　　　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。

　［年俸制適用者］
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,768 55.3 15,696 11,535 99 4,161
人 歳 千円 千円 千円 千円

116 62.7 19,380 13,988 111 5,392
人 歳 千円 千円 千円 千円

124 57.0 10,080 7,269 107 2,811
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,397 54.7 16,150 11,894 100 4,256
人 歳 千円 千円 千円 千円

131 57.3 9,447 6,820 66 2,627
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、欄を設けていない。

・「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、表を記載していない。

・令和３年度を通じて在職し、かつ、令和４年４月１日に在職する職員（休職等

　により給与が減額された者を除く。）の状況である。

・「医療職種（医療技術職）」とは、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士等である。

・「技能職種（看護補助者等）」とは、ボイラー技士、調理師、看護助手等である。

・「福祉職種（児童指導員等）」とは、児童指導員、保育士、医療社会事業専門員である。

・「療養介助職種」とは、療養介助員、療養介助専門員である。

・「診療情報管理職（診療情報管理士）」とは、診療情報管理に関する専門的業務を行う

　職種を示す。

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（医療技術職）

福祉職種
（児童指導員等）

事務・技術

診療情報管理職
（診療情報管理士）

再任用職員

教育職種
（看護師等養成所教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

事務・技術

院長

技能職種
（看護補助者等）

療養介助職

常勤職員



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））〔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。〕

注1：20－27歳・32－43歳の年齢階層には、該当者がいない。
注2：すべての年齢階層において、該当者が４人以下のため、第1・第3四分位を表示して
いない。
注3：28－31歳・44－51歳・56－59歳の年齢階層については、該当が2人以下のため、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、平均給与額を表示していない。
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・①年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
・年俸制適用者を含む。以下、④まで同じ。
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注1：20－2７歳の年齢階層には、該当者がいない。



（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

19 50.4 10,079

26 27.8 4,220

997 39.5 5,979

（研究職員）

平均
人 歳 千円

6 53.2 8,178

3 44.5 5,769

注1：当法人には、本部課長相当職が置かれていないため、原則として「本部課長」を掲げるところ、

　  　代わりに「研究室長」を代表的職位として掲げた。また、「主任研究員」に該当する職員は存在していないため、表示していない。

　  　記載している。

（医療職員（病院医師））

平均
人 歳 千円

 

1,568 52.7 15,346

1,804 43.1 12,049

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

1,681 49.2 7,058 　

22,092 36.2 4,797

（事務・技術職員）

注：管理職員には、年俸制職員が含まれている。

注2：「研究員」の在職人員が3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、年間給与額は平均のみを

③

         最高～最低 51.5～32.4 50.3～30.6 49.0～32.3

一般
職員

一律支給分（期末相当）

％
査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.3 36.7 37.5

％ ％ ％

％ ％

％ ％ ％

61.7 63.3 62.5

％ ％ ％

         最高～最低 98.7～33.6 100.0～32.1 99.2～32.8

47.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 53.1 51.6 52.3

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

管理
職員

一律支給分（期末相当） 46.9 48.4
％

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

％

4,996～3,425

　　 ・地方係長 9,477～3,473

％

最高～最低

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）)

千円

　代表的職位

賞与（令和３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）)

　　 ・本部課長 11,882～8,109

　　 ・本部係員

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

　代表的職位

　 　・研究室長 9,074～7,221

　　 ・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

　代表的職位

　　 ・診療科長（医長） 18,901～10,827

 　  ・医師 18,045～8,112

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

　代表的職位

　　 ・看護師長 9,060～4,577

　　 ・看護師 7,435～3,322

④



（研究職員）

（医療職員（病院医師））

注：管理職員には、令和３年度内または令和４年４月１日昇任により年俸制になった職員が含まれている。

（医療職員（病院看護師））

注：管理職員には、年俸制職員が含まれている。

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

％

36.4 37.1
％ ％

37.9

         最高～最低 50.9～32.0 51.6～30.1 48.1～31.0

62.9
％

97.1～33.1

63.6
％ ％

97.2～31.398.1～34.6

％ ％ ％

一般
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

62.1

50.9
％ ％ ％

49.1

50.1

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.9 48.5

区分 夏季（6月） 冬季（12月）

51.5

         最高～最低 98.0～35.7 98.4～33.0 98.2～34.6

計

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）
％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.3 40.00 41.1

％ ％ ％

％ ％

57.7 60.0 58.9
％ ％ ％

％ ％ ％

         最高～最低 98.8～36.7 100.0～33.4 99.1～35.0

％ ％
査定支給分（勤勉相当）
（平均） 95.9 96.4 96.2

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

4.1 3.6 3.8
％

         最高～最低 45.2～37.8 43.1～37.3 44.1～37.5

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

一般
職員

一律支給分（期末相当）

％
査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 40.6 41.1

％ ％ ％

％ ％

％ ％ ％

58.4 59.4 58.9

％ ％ ％

         最高～最低 49.9～45.5 47.3～42.9 48.6～44.1

％ ％
査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.3 46.1 47.1

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

51.7 53.9 52.9
％

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 99.1
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 105.7
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 99.8
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 105.9

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

項目 内容

講ずる措置

　引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、法人の業務
の実績などを総合的に勘案し、適切に対応していく。

年齢勘案の指標では、国家公務員より低い水準である。
地域勘案の指標では、当法人が全国に展開する法人であるため、それに伴う異動により住居手当

や広域異動手当の受給者割合が国より高いこと、また、病院事業の特性から各病院内の職場ごとに
管理する職員を配置する必要があるため、管理職に支給する役職手当の支給対象割合が国より高
いことから、国に比べて給与水準が高くなっている。
（国の住居手当対象人員割合26.0％、当法人の住居手当対象人員割合55.1％）
（国の広域異動手当対象人員割合13.6％、当法人の広域異動手当対象人員割合20.3％）
（国の俸給の特別調整額対象人員割合17.9％、当法人の役職手当対象人員割合31.6％）
注）国の対象人員割合は、令和3年国家公務員給与等実態調査（行政職（一））の公表データより算
出

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合0.2％】
（国からの財政支出額22億円、支出予算の総額12,489億円：令和3年度予算）
【累積欠損額40億円（令和2年度決算）】
【管理職の割合41.9％（常勤職員数2,224人中932人）】
【大卒以上の高学歴者の割合59％（常勤職員数2,224人中1,305人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合36.1％】
（支出総額10,869億円、給与・報酬等支給総額3,922億円：令和2年度決算）

当法人の事務職員の基本給及び諸手当の制度並びにその水準については、国家公務員の給与
を参考にしつつ、独法移行時に中高年齢層の一般職員の給与カーブをフラット化するなどの措置を
講じている。

地域勘案の指標では、当法人が全国に展開する法人であるため、それに伴う異動により住居手当
や広域異動手当の受給者が国より高いこと、また、病院事業の特性から各病院内の職場ごとに管理
する職員を配置する必要があるため、管理職に支給する役職手当の支給対象割合が国より高いこと
から、国に比べて給与水準が高くなっている。

近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機能の
維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況であるもの
の、長引くコロナ禍において職員のこれまでの尽力に報い士気の維持・向上に資するための臨時特
例的な措置として、６月及び翌３月に全ての職員を対象に一時金を支給した。

（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。



○研究職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 77.9
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 83.4
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 77.7
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 83.1

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

講ずる措置

　引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、法人の業務
の実績などを総合的に勘案し、適切に対応していく。

　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。

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合0.2％】
（国からの財政支出額22億円、支出予算の総額12,489億円：令和3年度予算）
【累積欠損額40億円（令和2年度決算）】
【管理職の割合73％（常勤職員数11人中8人）】
【大卒以上の高学歴者の割合100％（常勤職員数11人中11人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合36.1％】
（支出総額10,869億円、給与・報酬等支給総額3,922億円：令和2年度決算）

当法人の研究職員の基本給及び諸手当の制度については、国家公務員の給与を参考にしつつ、
当法人の経営状況等を総合的に勘案している。

近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機能の
維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況であるもの
の、長引くコロナ禍において職員のこれまでの尽力に報い士気の維持・向上に資するための臨時特
例的な措置として、６月及び翌３月に全ての職員を対象に一時金を支給した。

（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。



○病院医師

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 105.9
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 103.7
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 105.9
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 103.7

内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

　引き続き、国家公務員の医師の給与、公立・民間医療機関の医師の給与、当法人の医師確
保の状況や医師が確保できない場合に法人の事業運営に与える影響を総合的に勘案し、適
切に対応していく。

項目

国の病院医師に対する初任給調整手当においては、医師確保が困難な地方の手当額がより高く
なる制度となっており、当法人においてもほぼ準ずる制度（医師手当）を導入しているところであるが、
当法人においては、地方に勤務する職員の割合が国よりも高いこと。
（地域手当1～3級地の人員構成 国：33.1％、機構：16.0％）
（地域手当非支給地の人員構成 国：25.6％、機構：40.0％）
注）国の地域手当支給地別人員構成は、令和3年国家公務員給与等実態調査（医療職（一））の公
表データより算出

医長以上の医師への年俸制において、前年度の診療によって得られた収入の一定割合等を原資
とし、勤務成績が良好な医師については、各年度に支給する業績年俸（賞与）を前年度の額の最大
1.2倍まで増額できる仕組みを導入していること。 また、医長以上の医師については、病院における
管理職として、国の俸給の特別調整額に準じた役職手当の支給対象としていること。

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合0.2％】
（国からの財政支出額22億円、支出予算の総額12,489億円：令和3年度予算）
【累積欠損額40億円（令和2年度決算）】
【管理職の割合56.9％（常勤職員数人4,168人中2,373人）】
【大卒以上の高学歴者の割合100％（常勤職員数4,168人中4,168人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合36.1％】
（支出総額10,869億円、給与・報酬等支給総額3,922億円：令和2年度決算）

医師の確保は、当法人の主たる事業かつ目的である医療の提供に不可欠であり、また、経営上に
おいても全収益の約９割を占める医業収益にかかる基本的かつ重要な事項であることから、全国的な
医師確保が厳しい情勢を踏まえると、医師の処遇の改善が法人の運営上の重要課題の一つとなって
いる。処遇改善への給与面の対応として、年俸制による勤務成績の反映など、漸次改善を進めてい
るものであり、適切な対応であると考えている。
また、他の設置主体の病院給与を示す資料は次のとおりであり、国立(国、当法人、労働者健康安

全機構を含み、国立大学法人は含まれない。)と公立（都道府県・市町村立）・医療法人の給与水準と
比較した場合に、公立病院や民間病院を下回っているところである。

直近の第23回医療経済実態調査結果職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等（一般病院医師）
国立 1,324万円（100.0）、公立 1,473万円（111.3）、医療法人 1,506万円（113.7）

近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機能の維
持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況であるものの、
長引くコロナ禍において職員のこれまでの尽力に報い士気の維持・向上に資するための臨時特例的
な措置として、６月及び翌３月に全ての職員を対象に一時金を支給した。

（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。



○病院看護師

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 97.0
・年齢・地域勘案　　　　　　　　 98.6
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 96.6
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 98.2

○比較対象職員の状況

・事務・技術

 年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の2,100人及び年俸制適用者に

 係る②表（同）の常勤職員欄の事務・技術　124人　　計 2,224人

 2,224人の平均年齢 40.0歳、平均年間給与額 6,224千円

・医療職種（病院医師）

 年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の1,771人及び年俸制適用者に
 係る②表（同）の常勤職員欄の医療職種（病院医師）　2,397人　　計 4,168人
 4,168人の平均年齢 49.6歳、平均年間給与額 14,420千円

・医療職種（病院看護師）

 年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の26,505人及び年俸制適用者に
 係る②表（同）の常勤職員欄の医療職種（病院看護師）　131人　　計 26,636人
 26,636人の平均年齢 37.8歳、平均年間給与額 5,126千円

　国家公務員より低い水準である。

　引き続き、国家公務員の看護師の給与、民間医療機関の看護師の給与、当法人の看護師確
保の状況や看護師が確保できない場合に法人の事業運営に与える影響を総合的に勘案し、
適切に対応していく。

内容

講ずる措置

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

対国家公務員
指数の状況

（法人の検証結果）

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合0.2％】
（国からの財政支出額22億円、支出予算の総額12,489億円：令和3年度予算）
【累積欠損額40億円（令和2年度決算）】
【管理職の割合7.5％（常勤職員数26,636人中2,004人）】
【大卒以上の高学歴者の割合12.2％（常勤職員数26,636人中3,246人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合36.1％】
（支出総額10,869億円、給与・報酬等支給総額3,922億円：令和2年度決算）

当法人の看護師の給与については、民間給与の水準を参考にして、独法移行時に中高年齢層の
一般看護師の給与カーブのフラット化、基本給の調整額の廃止による特殊業務手当の創設による
水準の引下げなど、漸次改善を進めているものであり、適切な対応であると考えている。
近年の法人全体の資金保有状況は厳しく、継続的・安定的な事業運営に必要となる医療機能の

維持・向上を目的とした投資の実施等を踏まえた中長期の資金保有見通しも同様の状況であるもの
の、長引くコロナ禍において職員のこれまでの尽力に報い士気の維持・向上に資するための臨時特
例的な措置として、６月及び翌３月に全ての職員を対象に一時金を支給した。

また、国が閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、地域でコロナ医
療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の収入の引き上げを行うための措置を実施
したことから、当該措置の対象となる病院の看護職員を対象に、処遇改善を図るための特別措置と
して、処遇改善特別手当を創設した。

（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。



４　モデル給与

(扶養親族がいない場合)
○22歳　（大卒初任給）
　　月額 179,900円　　年間給与 2,914,380円

○35歳　（本部係長）
　　月額 327,240円　　年間給与 5,358,555円

○50歳　（本部課長）
　　月額 602,840円　　年間給与 9,743,328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

Ⅲ　総人件費について

令和元年度 令和２年度 令和３年度

千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

78,209,216

539,410,107

76,790,842

534,732,822

389,135,862

18,859,984

392,198,818

17,982,759

401,794,871

20,209,212

51,019,314

退職手当支給額

区　　分

非常勤役職員等給与

福利厚生費

最広義人件費

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。

53,381,22849,946,134

給与、報酬等支給総額

65,049,710

540,435,021

当法人においては、中央省庁等改革基本法第38条第6号の規定等に基づき、職員の業績を給与に反映している。
年俸制職員（事務部長、医長以上の医師及び看護部長）については、前年度の業績に応じた割合を前年度の業績年

俸に乗じた額を支給している。
常勤職員（年俸制職員を除く。）については、業績に応じた割合を算定基礎額に乗じた額を支給している。
また、年度末賞与については、当該年度の医業収支が特に良好な病院の職員に対して、職員の業績に応じた割合を

算定基礎額に乗じた額を支給するものである。 さらに、昇給については、常勤職員（院長を除く。）の勤務成績に応じ
て、5段階の昇給を行っている。

職員給与への業績反映については、引き続き継続することとしている。



総人件費について参考となる事項

人件費の主な増減要因等

　　 （人件費＋委託費）比率　

　　　

　○給与、報酬等支給総額の主な増減要因

・臨時特別賞与及び臨時特別一時金の支給によるもの

・技能職職員の不補充によるもの

・非効率病棟の整理・集約等によるもの

　○最広義人件費の主な増減要因

・臨時特別賞与及び臨時特別一時金の支給による給与、報酬等支給総額及び非常勤役職員等給与の増によるもの

・長期公経済負担金の減による福利厚生費の減によるもの

　○「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、

Ⅳ　その他

・地域医療計画を踏まえた救急医療等への対応や医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び
　患者の処遇改善等のための人材確保によるもの

　　 職員の退職手当について、平成31年4月1日から以下の措置を講じた。
　　　　　　　 講じた措置の概要：調整率を100分の87.0から100分の83.7に引下げ。
　　　　　　　 なお、離職者の増加に伴う職員確保に必要な期間を考慮したことから、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。

　第４期国立病院機構中期計画（令和元年～令和５年度）において、人件費について『医療の高度化や各種
施策などを踏まえながら、人件費比率と委託費比率にも留意しつつ、業務の量と質に応じた病院運営に適正な
人員配置に努める。』としている。

　 　役員の退職手当について、平成30年1月1日から以下の措置を講じた。
　　　　　　　 講じた措置の概要：調整率を100分の86.35から100分の83.7に引下げ。

・医師不足の解消及び地域医療との連携強化のための体制整備によるもの

・障害者総合支援法等の他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療
  （セーフティネット分野の医療）の体制整備によるもの

特になし

令和２年度決算 62.1％ → 令和３年度決算 59.2％

人件費率と委託費率を合計した率について、令和３年度も、引き続き、人件費の適正化や効率的な業務
委託契約の見直しを行うとともに、コロナ収束後を見据え、通常医療の患者確保などに取り組んだ結果、
令和２年度を下回った。

※ （人件費＋委託費）比率 ＝ (人件費＋委託費)／医業収益


