独立行政法人 国立循環器病研究センター（非特定）
大阪府吹田市藤白台５―７―１

所在地

電話番号

06―6833―5012

ホームページ
根拠法

郵便番号

565―8565

http://www.ncvc.go.jp/

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律
（平成 20 年法律第 93 号）

主務府省

厚生労働省医政局国立病院課、政策統括官付政策評価官（評価委
員会庶務）

設立年月日
沿

革

平成 22 年４月１日

昭52.6国立循環器病センター →平22.4独立行政法人国立循環器病研究センタ
ー

目

的

循環器病に係る医療に関し、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、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図
り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
業務の範囲

１．循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を

行うこと。２．前記１に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
３．循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。４．前期３に
掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。５．前記１から
４に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
財務及び予算の状況
＜資本金＞

２８，６９２百万円

＜国有財産の無償使用＞

なし

＜予算計画＞

（単位：百万円）
区

収
入

運営費交付金
長期借入金等
業務収入
その他収入
計

別

中期計画予算
（平成 22～26 年度）
29,002
1,453
101,707
15,370
147,532

平成 25 年度予算
4,605
0
21,729
4,692
31,026

支
出

業務経費
施設整備費
借入金償還
支払利息
その他支出
計

＜短期借入金の限度額＞

120,710
15,228
1,701
144
2,195
139,979

24,194
961
279
19
60
25,513

２，２００百万円

組織の概要
＜役員＞

（理事長・定数１人・任期２年）橋本 信夫

（理事・定数３人・

任期２年）寒川 賢治、
（非常勤）佐藤 茂雄、
（非常勤）堀 正二

（監事・

定数２人・任期２年）（非常勤）竹山 健二、（非常勤）中務 裕之
＜職員数＞
＜組織図＞

１，６４６人（常勤 １，１３８人、非常勤 ５０８人）

中期目標
第１ 中期目標の期間
センターの中期目標の期間は、平成 22 年 4 月から平成 27 年 3 月までの 5 年間とする。
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
１．研究・開発に関する事項
（１）臨床を志向した研究・開発の推進
高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を推進し、優れた研究・
開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。このため、センターにおいて以下の研究
基盤強化に努めること。
① 研究所と病院等、センター内の連携強化
② 「革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」
（平成 19 年 4 月 26 日内閣府・文部科学
省・厚生労働省・経済産業省）に基づく、産官学が密接に連携して臨床研究・実用化研究を進
める「医療クラスター」の形成等、国内外の産業界、研究機関及び治験実施医療機関等との連
携
③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備
④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進
（２）病院における研究・開発の推進
治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもって円滑に実施するための基盤の整備に努
めること。
（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進
これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究・開発を着実に推進すること。
２．医療の提供に関する事項
我が国における循環器病に対する中核的な医療機関として、国内外の知見を集約し、高度先駆的
医療の提供を行うこと。
また、循環器病に対する医療の標準化を推進するため、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供
を行うこと。
患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との信頼関係を構築し、
また、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的に行うことができるよう支援するこ
とに加え、チーム医療の推進、入院時から地域ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充
実、客観的指標等を用いた医療の質の評価等により、患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提
供を行うこと。
臓器移植ネットワークにおける移植実施施設として臓器移植法に基づく移植医療を適切に行う
こと。
３．人材育成に関する事項
人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることから、センターが国
内外の有為な人材の育成拠点となるよう、循環器病に対する医療及び研究を推進するにあたりリー
ダーとして活躍できる人材の育成を行うとともに、モデル的な研修及び講習の実施及び普及に努め
ること。
４．医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項
センター及び都道府県における中核的な医療機関間のネットワークを構築し、高度先駆的医療の
普及及び医療の標準化に努めること。
情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族が循環器病に関して信頼のおける情報を分かり

やすく入手できるよう、国内外の循環器病に関する知見を収集、整理及び評価し、科学的根拠に基
づく診断及び治療法等について、国民向け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。
５．国への政策提言に関する事項
医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即したものにするため、科
学的見地から専門的提言を行うこと。
６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項
（１）公衆衛生上の重大な危害への対応
公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請に応じ、迅速か
つ適切な対応を行うこと。
（２）国際貢献
我が国における循環器病に対する中核的機関として、その特性に応じた国際貢献を行うこと。
第３ 業務運営の効率化に関する事項
１．効率的な業務運営に関する事項
業務の質の向上及びガバナンスの強化を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期
的に事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通じ、弾力的な組織の
再編及び構築を行うこと。
総人件費については、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえつつ、簡素で効率的な政府を
実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18 年法律第 47 号）や「経済財政運営と構造改
革に関する基本方針 2006」
（平成 18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づいて人件費改革に取り組むとと
もに、給与水準に関して国民の理解が十分得られるよう必要な説明や評価を受けるものとすること。
その際、併せて、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を
行うことはもとより、国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含め高度先駆的医療の推進のための
対応や医療安全を確保するための適切な取組を行うこと。
また、独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ適切な取組を行うこと。
センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。
① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系となるよう見直し
② 共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化
③ 一般管理費（退職手当を除く。
）について、平成 21 年度に比し、中期目標期間の最終年度にお
いて 15％以上の削減
④ 医業未収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等収入の確保
２．電子化の推進
業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を費用対効果を勘案しつつ推進し、情報を経営
分析等に活用すること。推進にあたっては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に
努めること。
３．法令遵守等内部統制の適切な構築
法令遵守（コンプライアンス）等内部統制を適切に構築すること。
特に契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び透明性が十分確保
される方法により実施するとともに、随意契約の適正化を図ること。
第４ 財務内容の改善に関する事項
「第３ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該
予算による運営を実施することにより、中期目標の期間における期首に対する期末の財務内容の改善
を図ること。

１．自己収入の増加に関する事項
循環器病に対する医療政策を牽引していく拠点としての役割を果たすため、運営費交付金以外の
外部資金の積極的な導入に努めること。
２．資産及び負債の管理に関する事項
センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行い、固定負債（長期借入金の残高）
を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的に適正なものとなるよう努めること。
第５ その他業務運営に関する重要事項
１．施設・設備整備に関する事項
施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及び財務状況を総合
的に勘案して計画的な整備に努めること。
２．人事の最適化に関する事項
センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に努めるとともに、人事
評価を適切に行うシステムを構築すること。
また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さらに、優秀な人材を持
続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非公務員型独立行政法人の特性を活かした
人材交流の促進等を推進すること。
３．その他の事項
中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクショ
ンプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるように努めること。また、アク
ションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやすい方法、内容で情報開示を行う
ように努めること。
ミッションの確認、現状の把握、問題点の洗い出し、改善策の立案、翌年度の年度計画の作成等
に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう、努めること。

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進（別紙）
１．重点的な研究・開発戦略の考え方
循環器病は我が国の三大死因のうちの二つを占めるに至っており、また、健康で元気に暮らせる
期間（健康寿命）の延伸に大きな障害になっているのが、循環器病である。
こうした中、センターは、循環器病の克服を目指した疫学研究等による日本人のエビデンスの収
集や、高度先駆的な医療の研究・開発を行い、我が国の医療水準全体を向上させる役割を期待され
ている。
このため、センターは、研究組織の更なる改善及び企業、大学、学会等との連携体制をより充実
させるとともに、基礎研究から橋渡し研究さらに臨床応用までを包括的かつ統合的に推進していく
ことで、循環器病の克服に資する新たな予防・診断・治療技術の開発を進めていくこと。
その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標を設定するなど、セン
ターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化及び具体化すること。
２．具体的方針
（１）疾病に着目した研究
① 循環器病の本態解明
科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまでを研究対象
にすることにより、循環器病の疾病メカニズムを解明し、予防・診断・治療への応用の糸口と
なる研究を推進する。
②

循環器病の実態把握
我が国の循環器病の罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移の把握、疫学研究による
循環器病のリスク・予防要因の究明等、循環器病の実態把握に資する研究を推進する。

③

高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進
循環器病に対する高度先駆的な予防、診断、治療法の開発に資する研究を推進する。
また、既存の予防、診断、治療法に対する有効性の比較等、標準的予防、診断、治療法の確
立に資する研究を推進する。
また、高度先駆的な予防・診断・治療法の開発の基盤となる、バイオリソースや臨床情報の
収集及びその解析を推進する。

④

医薬品及び医療機器の開発の推進
「新成長戦略（基本方針）
」
（平成 21 年 12 月 30 日閣議決定）においては、ライフ・イノベー
ションによる健康大国戦略として、革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発・実用化の促
進が求められている。
この趣旨を踏まえ、循環器病に関する研究成果等を安全かつ速やかに臨床現場へ応用するた
めに、医薬品及び医療機器の治験（適応拡大を含む。）、特に高度に専門的な知識や経験が要求
される等実施に困難を伴う治験・臨床研究の実現を目指した研究を推進する。
また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬品、医療機器に
ついて、治験等臨床研究を推進する。
これらにより平成 21 年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数（倫理委員会にて
承認された研究をいう。
）及び治験（製造販売後臨床試験も含む。
）の実施件数の合計数の 5％以
上の増加を図ること。

（２）均てん化に着目した研究
① 医療の均てん化手法の開発の推進
関係学会等との連携を図り、臨床評価指標の開発並びに診断・治療ガイドライン等の作成及
び普及に寄与する研究を推進する。
循環器病に対する医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材育成を図るため、系統だった

教育・研修方法の開発を推進する。
②

情報発信手法の開発
循環器病に対する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上させるため、医
療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進する。

【独立行政法人 国立循環器病研究センター】
貸

借

対

照

表

（平成２５年３月３１日）
（単位：円）

科

目

金

額

資産の部
Ⅰ

流動資産
現金及び預金

5,513,303,161

医業未収金

3,488,275,760

貸倒引当金

△ 7,498,805

未収金

3,480,776,955
567,874,787

医薬品

90,025,879

診療材料

15,040,821

給食用材料

3,217,354

貯蔵品

24,274,038

前払費用

5,548,820

未収収益

11,337,733

その他流動資産

43,822,117

流動資産合計

Ⅱ

9,755,221,665

固定資産
１

有形固定資産
建物

4,390,587,411

減価償却累計額
減損損失累計額
建物附属設備

△ 1,220,632,630

△ 99,653,968

3,070,300,813

△ 174,319,168

1,195,815,862

△ 38,237,330

51,564,897

△ 4,001,040,713

2,853,077,718

△ 2,913,420,708

3,849,072,902

△ 10,587,238

23,805,652

1,370,135,030

減価償却累計額
構築物

89,802,227

減価償却累計額
医療用器械備品
減価償却累計額
その他器械備品
減価償却累計額
車両

6,854,118,431
6,762,493,610
34,392,890

減価償却累計額
土地
有形固定資産合計

２

無形固定資産
ソフトウェア

274,256,092

電話加入権

40,000

その他無形固定資産

8,853,425

無形固定資産合計

３

7,697,965,663
18,741,603,507

283,149,517

投資その他の資産
投資有価証券

11,283,430,542

長期貸付金

20,400,000

破産更生債権等
貸倒引当金
投資その他の資産合計

24,610,288
△ 24,610,288

固定資産合計

0
11,303,830,542
30,328,583,566

資産合計

40,083,805,231

1

（単位：円）

科

目

金

額

負債の部
Ⅰ

流動負債
運営費交付金債務

433,908,637

預り補助金等

23,495,162

預り寄附金

139,890,783

一年以内返済長期借入金

278,990,199

買掛金

1,286,828,707

未払金

1,921,644,723

一年以内支払リース債務

45,235,260

未払消費税等

5,766,500

前受金

153,265,146

預り金

406,692,589

未払費用

468,834

賞与引当金

532,455,954

流動負債合計

Ⅱ

5,228,642,494

固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金

1,012,202,251

資産見返補助金等

1,341,476,917

資産見返寄附金

67,768,245

2,421,447,413

長期借入金

1,260,352,000

リース債務

144,832,275

引当金
環境対策引当金

304,798,765

資産除去債務

304,798,765
470,479,648

固定負債合計

4,601,910,101

負債合計

9,830,552,595

純資産の部
Ⅰ

資本金
政府出資金

28,691,811,356
資本金合計

Ⅱ

28,691,811,356

資本剰余金
資本剰余金

3,492,486,180

損益外減価償却累計額（△）

△ 2,085,775,666

損益外減損損失累計額（△）

△ 91,476,075

資本剰余金合計

Ⅲ

1,315,234,439

繰越欠損金
積立金

905,950,120

当期未処理損失
（うち当期総損失）

（

利益剰余金合計
純資産合計

△ 659,743,279

△ 659,743,279 ）

246,206,841
30,253,252,636

負債純資産合計

40,083,805,231

2

損 益

計

算

書

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

【

（単位：円）

科

目

金

額

経常費用
業務費
給与費

10,493,379,609

材料費

8,567,815,038

委託費

830,186,190

設備関係費

3,656,370,057

経費

2,499,937,912

26,047,688,806

一般管理費
給与費

696,497,043

材料費

44,571

経費

155,158,128

財務費用

851,699,742
22,506,832

その他経常費用

44,186,826

経常費用合計

26,966,082,206

経常収益
運営費交付金収益

4,626,382,417

補助金等収益

395,437,053

業務収益
医業収益

19,997,292,429

研修収益

13,361,094

研究収益

879,964,824

寄附金収益

20,890,618,347
32,745,569

資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金戻入

214,724,700

資産見返補助金等戻入

288,304,239

資産見返寄附金戻入
財務収益

16,684,231

519,713,170
49,618,893

その他経常収益

104,981,230

経常収益合計

26,619,496,679

経常損失

△ 346,585,527

臨時損失
固定資産除却損

6,707,792

固定資産売却損

1,866,608

環境対策引当金繰入額

304,798,765

313,373,165

臨時利益
固定資産売却益

73,498

その他臨時利益

141,915
当期純損失
当期総損失

215,413
△ 659,743,279

△ 659,743,279

