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一部改善（事業の優先度、事業仕分けを勘案し縮減）

　執行状況については適切であるものの、事業仕分けの結果を踏まえた効率化を図ること。（基礎研究推進事業、希少疾病用医
薬品等開発振興事業について、国等で実施）

総事業費(執行ベース) 11,333 11,283 11,152

補
　
記

11,333 11,283 11,152

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

（医薬品等の基盤的技術研究及び生物資源研究）
　適切な経理処理の確認と契約条項及び仕様書等による業務の進捗状況を把握することを目的とし、効率的、効果的
に運営費交付金が使用されていることを確認している。
（基礎研究推進事業）
　適正な経理処理の確認及び研究の進捗状況の把握を目的として、大学等に対して実地調査を毎年実施し、効率的・
効果的に研究費が使用されていることを確認している。
（実用化研究支援事業）
　資金提供先ベンチャー企業において、研究費として適切に使われていることを確認している。
（希少疾病用医薬品等開発振興事業）
　開発企業11社から試験研究の進捗状況報告を受け、さらに、ヒアリング及び実地調査で確認し、助成金の使途を把
握している。

見直しの
余地

（医薬品等の基盤的技術研究及び生物資源研究）
今後も、業務の進捗状況を把握し、効率的、効果的に運営費交付金が使用されていることを確認する。
（基礎研究推進事業）
今後も、適正な経理処理の確認及び研究の進捗状況の把握を目的として、大学等に対して実地調査を毎年実施し、
効率的・効果的に研究費が使用されていることを確認する。
（実用化研究支援事業）
今後も、資金提供先ベンチャー企業において、研究費として適切に使われていることを確認する。
（希少疾病用医薬品等開発振興事業）
今後も、開発企業に対してヒアリング及び実地調査を行い、助成金の使途を把握する。

23年度要求

予算額(補正後） 11,333 11,283 11,152 9,742 8,995

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　研究開発独立行政法人として、国の政策課題の解決に向けて組織的に研究開発に取り組むこととしており、より有
効で安全な医薬品、医療機器の開発を支援する法人として、
     ①医薬品等の基盤的技術研究
     ②生物資源研究
     ③医薬品等の研究開発振興
の３つの事業を行い、民間企業、大学等における新たな医薬品・医療機器の開発を目指した研究開発を支援してい
る。

実施状況

　基盤的技術研究では、次世代ワクチン開発や難治性疾患治療等に関する基盤研究、医薬品等の毒性評価系構築
に向けた幹細胞基盤研究を行ってきた。また、生物資源研究では難病研究資源バンク、薬用植物資源、高品質霊長
類等、医薬品等に関する試験研究に用いるための生物資源研究を行ってきた。更に研究開発振興では、大学等に対
する基礎研究推進事業、ベンチャー企業に対する実用化研究支援事業（２１年度より新規採択休止）、希少疾病用医
薬品等の開発支援を行ってきた。
平成２１年度は、最初の中期計画（５カ年）の最終年度を迎えている。

予算の状況
（単位:百万円）

一般会計 19年度 20年度 21年度 22年度

執行率 100.00% 100.00% 100.00%

執行額

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

　医薬品等及び薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究
及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術等の向上のための基盤の整備を図り、もって、国民の保健の
向上を図る。

担当部局庁 独立行政法人医薬基盤研究所 担当課室 総務部会計課
総務部長

　古村　悦治

会計区分 一般会計 上位政策
「新成長戦略」、「第３期科学技術基本計画」、「革新
的医薬品医療機器創設のための５カ年戦略」

事業番号 571

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　( 厚生労働省)

予算事業名 独立行政法人医薬基盤研究所運営費交付金
事業開始

年度
平成１７年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

独立行政法人通則法　（平成１１年法律第１０３号）

独立行政法人医薬基盤研究所法（平成１６年法律第１
３５号）

関係する計
画、通知等

独立行政法人医薬基盤研究所中期目標
独立行政法人医薬基盤研究所中期計画



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

【希少疾病用医薬品等開発振興事業】

独立行政法人

医薬基盤研究所

１１，１５２百万円

厚生労働省

１１，１５２百万円

【一般競争入札】

Ａ．(社)予防衛生協会

ほか２９０件

３８５百万円

［業務委託費］

【一般競争入札】

Ｂ．日立キャピタル㈱

ほか４４０件

１１２百万円

［借料及び損料］

【随意契約】

Ｃ．監査法人トーマツ

ほか１８件

１４百万円

［支払報酬］

【随意契約】

Ｄ．大阪府

ほか２件

６３百万円

［土地建物借料］

【一般競争入札】

Ｅ．日本不動産管理㈱

ほか２５０件

１３０百万円

［保守料］

【一般競争入札】

Ｆ．東京電力㈱

ほか１３件

２９９百万円

［光熱水料］

うち事務費

１，１８７百万円

（一般会計）

Ｇ．国立がんセンターほ

か１１１件

８，０９３百万円

［基礎研究推進事業費］

【研究費助成】

Ｈ．Ａ社ほか１０件

６３９百万円

［希少疾病用医薬品等

開発振興事業］

Ｉ．諸謝金

レックスウェル法律特許

事務所ほか４２０件

２４百万円



諸謝金 特許謝金等 2

Ｉ. レックスウェル法律特許事務所

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 47 計 200

委託料 臨床試験等委託費 142

雑役務費 臨床試験モニター派遣費 25

人件費 臨床試験等従事社員 15

印刷製本費 臨床試験関係文書 1

土地建物借料 土地借料 47 消耗品費 臨床試験薬原材料費等 17

D.大阪府 H. Ａ社

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 12 計 1,259

間接経費 委託研究に係る費用 106

雑役務費 委託研究に係る費用 427

借料及び損料 委託研究に係る費用 11

消耗品費 委託研究に係る費用 500

支払報酬 会計監査人監査契約　第４期 後
期

2 備品費 委託研究に係る費用 114

支払報酬 会計監査人監査契約　第４期 清
算

3 旅費 委託研究に係る費用 4

支払報酬 会計監査人監査契約　第5期 前期 7 人件費 委託研究に係る費用 97

C.有限責任監査法人　トーマツ G. 国立がんセンター

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 74 計 122

借料及び損料 複写機賃貸借 1 光熱水料
薬用植物資源研究センター筑波
研究部　電気料

27

借料及び損料 超高磁場デジタルＮＭＲ装置　リース 73 光熱水料 霊長類医科学研究センター　電気料 95

B.日立キャピタル㈱ F.東京電力㈱

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 224 計 50

保守料
電気・空調・衛生設備維持管理業
務

15

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A.(社)予防衛生協会 E.日本不動産管理㈱

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

業務委託費
医科学研究用霊長類繁殖育成等
委託業務

224 保守料 施設保守管理業務 35



計 2

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）



A．業務委託経費
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 224,344,890 (社)予防衛生協会 医科学研究用霊長類繁殖育成等委託業務
2 24,091,828 近鉄ビルサービス㈱ 警備業務
3 18,111,995 CTCラボラトリーシステムズ㈱ 研究情報ネットワークシステム運用管理支援業務
4 13,224,631 アーバン環境管理事業協同組合 廃棄物処理施設維持管理業務
5 8,440,380 ㈱千代田テクノル 放射線管理業務
6 7,474,950 日本産業廃棄物処理㈱ 感染性産業廃棄物処理業務ほか2件
7 6,076,140 ㈱川上農場 緑地維持管理業務ほか5件
8 4,692,024 日本不動産管理㈱ 庁舎警備業務ほか4件
9 4,204,225 東日本警備保障㈱ 警備保安業務ほか1件

10 3,622,500 三菱スペース・ソフトウェア㈱ 創薬バイオインフォマティクス解析支援システム開発業務ほか1件

Ｂ．借料及び損料
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 74,102,826 日立キャピタル㈱ 超高磁場デジタルNMR装置リース一式賃貸借ほか1件

2 24,724,980 三菱UFJリース㈱ BD FACS Ariaセルソーター一式賃貸借ほか3件
3 5,164,110 日本電子計算機㈱ 研究情報ネットワークシステム一式賃貸借ほか1件

4 1,823,248 (財)日本航空協会 会議会場借料4件
5 1,201,200 (財)千里ライフサイエンス振興財団 会議会場借料16件
6 460,950 丸ビルホール＆コンファレンススクエア 会議会場借料2件
7 360,845 ㈱安保 会議会場借料1件
8 320,040 コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱ 複写機一式賃貸借ほか1件
9 317,802 ㈱ティーケーピー 会議会場借料6件

10 315,494 つくばコングレスセンター 会議会場借料1件

Ｃ．支払報酬
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 11,779,950 有限責任法人　トーマツ 会計監査人監査契約　第５期前期ほか2件
2 1,249,500 税理士法人　トーマツ 消費税申告書の作成及び申告代理一式ほか1件
3 188,016 高島国際特許事務所 特許出願手数料一式ほか1件
4 126,400 正井総合事務所 建物登記申請手続一式
5 69,481 岩谷国際特許事務所 特許出願手数料一式

Ｄ．土地建物借料
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 47,204,100 大阪府 土地借料
2 17,278,380 阪急電鉄㈱ 土地借料
3 278,280 名寄市 土地借料



Ｅ．保守料
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 49,774,446 日本不動産管理㈱ 施設保守管理業務一式ほか1件
2 28,174,215 日東カストディアルサービス㈱ 電気・空調・衛生設備維持管理業務一式
3 8,568,000 富士通FIP㈱ 財務会計システム運用支援業務一式
4 7,392,000 ジョンソンコントロールズ㈱ 自動制御装置保守点検業務一式
5 6,505,532 CTCラボラトリーシステムズ㈱ ネットワークシステム保守業務一式ほか1件
6 3,947,992 キャノンマーケティングジャパン㈱ 複写機保守業務一式
7 3,675,000 シーメンス旭メディック㈱ 磁気共鳴断層撮影装置保守業務一式
8 2,587,427 セオービット㈱ 排水処理設備保守業務一式
9 1,839,948 三菱ビルテクノサービス㈱ エレベータ保守点検業務一式

10 1,757,647 サイエンス・テクノロジー・システムズ㈱ バイオインフォマティクスシステム保守業務一式ほか1件

Ｆ．光熱水料
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 122,263,471 東京電力㈱ 電気料（霊長類医科学研究センター）ほか1件
2 73,887,448 関西電力㈱ 電気料（医薬基盤研究所）ほか1件
3 70,933,858 大阪ガス㈱ ガス料（医薬基盤研究所）
4 20,912,364 つくば市 水道料（霊長類医科学研究センター）ほか1件
5 16,056,296 茨木市 水道料（医薬基盤研究所l）
6 11,359,283 筑波学園ガス㈱ ガス料（霊長類医科学研究センター）ほか1件
7 1,396,855 北海道電力㈱ 電気料（薬用植物資源研究センター北海道研究部）

8 1,204,404 九州電力㈱ 電気料（薬用植物資源研究センター種子島研究部）

9 575,720 名寄市 水道料（薬用植物資源研究センター北海道研究部）

10 204,623 中種子町 水道料（薬用植物資源研究センター種子島研究部）

Ｇ．研究費助成
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 1,259,000,000 国立がんセンター 研究費助成
2 944,200,000 大阪大学　　　　 研究費助成
3 792,900,000 東京大学　　　　 研究費助成
4 644,000,000 国立循環器病センター 研究費助成
5 406,900,000 京都大学　　　　 研究費助成
6 368,100,000 東北大学　  　　  研究費助成
7 219,000,000 北海道大学 　　 研究費助成
8 195,650,000 慶應義塾大学 研究費助成
9 192,000,000 国立精神・神経センター 研究費助成

10 184,000,000 国立国際医療センター 研究費助成

Ｈ．希少疾病用医薬品等開発振興事業　１１件
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 200,967,000 Ａ社　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　
2 112,009,000 Ｂ社　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　
3 80,309,000 Ｃ社　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　
4 72,605,000 Ｄ社　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　
5 49,553,000 Ｅ社　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　
6 49,522,000 Ｆ社   希少疾病用医薬品等開発振興事業　
7 31,316,000 Ｇ社   希少疾病用医薬品等開発振興事業　
8 14,083,000 Ｈ社　　　　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　
9 11,909,000  Ｉ 社　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　

10 10,253,000 Ｊ社　　 希少疾病用医薬品等開発振興事業　



Ｉ．諸謝金
順位 金額(円) 支出先 契約内容

1 1,980,000 レックスウェル法律特許事務所 特許謝金ほか10件
1 1,980,000 清水国際特許事務所 特許謝金ほか10件
3 1,054,544 Ａ 出席謝金ほか15件
4 398,435 Ｂ 出席謝金ほか11件
5 366,498 Ｃ 委員謝金ほか2件
6 350,860 Ｄ 委員謝金ほか2件
7 339,560 Ｅ 委員謝金ほか1件
8 315,420 Ｆ 委員謝金ほか1件
9 299,580 Ｇ 委員謝金ほか1件

10 289,538 Ｈ 委員謝金ほか2件


