
（様式２）
単位：百万円
(5,000百万円)(2百万円)BC

F　運用方法と運用収入実績について 運用金額(百万円） 運用収入(円)5,000百万円 1,915,250円0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1D 単位：円支出目的 支出額 支出相手先

平成２１年度補正予算において設けられた

基金の執行状況等について基金名称 奈良県地域医療再生基金基金設置法人名 奈良県A 基金造成のための国からの交付決定額【平成21年度補正予算】（運用収入を含む。） 5,002百万円（国からの交付決定額）（運用収入額）平成２２年度下半期終了時におけるAの金額の残高（A-C） 4,868百万円執行（支出）済み額
134百万円E 翌半期以降の執行見込みについて 残額については、下半期以降、順次執行予定。（執行見込額）

4,868百万円科目 当該運用方法を選択している理由預貯金 基金条例に基づき管理短期・長期信託有価証券国債政保債・地方債その他社債等
執行済み額（C)の平成22年度下半期合計 0百万円

執行済み額（C)の平成21年度上半期合計 0百万円執行済み額（C)の平成21年度下半期合計 0百万円執行済み額（C)の平成22年度上半期合計 134百万円

執行済み額（C)の内訳支出月 科目



（様式２）D 単位：円支出目的 支出額 支出相手先救急医療連携体制構築公募型プロポーザル事業説明会会場使用料 3,630 奈良県文化会館一次救急体制整備検討事業消耗品 16,758 木谷紙店緊急医師確保修学資金貸付金　月額分（５月分） 13,000,000 医学生１３名奈良県救急安心センター運営委託事業 23,657,500 （社）奈良県医師会医師確保推進事業奈良臨床研修ワーキンググループ会議飲み物 7,207 地方職員共済組合猿沢荘医師確保推進事業ドクターバンク　職業紹介責任者講習会資料代 13,000 （社）全国民営職業紹介事業協会医師確保推進事業奈良臨床研修ワーキンググループ会議会場借り上げ 11,550 地方職員共済組合猿沢荘救急医療連携体制構築事業旅費 4,200 職員４名医師確保推進事業県内出張旅費 3,200 職員２名救急医療連携体制構築公募型プロポーザル選定委員会会場使用料 5,350 奈良県文化会館救急搬送・受入実施基準実施事業旅費 5,360 職員３名医師配置システム医師配置・派遣検討会議資料消耗 32,640 リコー関西(株)奈良MA営業部新奈良病院整備事業精算旅費            9,000 職員７名高度医療拠点病院整備事業旅費 2,180 職員３名救急搬送・受入実施基準運用事業消耗品 21,000 リコー関西（株）奈良ＭＡ営業部医師確保修学資金貸付金月額分（5月分） 7,000,000 医学生7名医師確保修学資金貸付金月額分（5月分） 4,000,000 研修医４名糖尿病診療支援業務委託 5,000,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスR＆Dセンター奈良県救急安心センター運営委託事業 23,657,500 （社）奈良県医師会健康・医療ポータルサイト作成及び管理運営業務委託 8,600,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスR＆Dセンター医師確保推進事業消耗品２品目 34,620 （株）ウヤマ他１社高度医療拠点病院整備事業消耗品 13,440 三榮技研株式会社看護職員の多様な働き方実現支援事業医療機関管理者等研修事業消耗品 12,725 木谷紙店他１社新奈良病院整備事業用消耗品           30,240 リコー関西株式会社新奈良病院整備事業精算旅費            2,360 職員２名7月 旅費
7月 需用費／その他7月 需用費／その他7月 需要費／その他
7月 委託料7月 委託料7月 需用費
6月 貸付金6月 貸付金7月 委託料
6月 旅費6月 旅費6月 需用費／その他
5月 使用料及び賃借料5月 旅費6月 需用費
5月 使用料及び賃借料5月 旅費5月 旅費

5月 委託料5月 需用費5月 需用費
4月 貸付金
執行済み額（C)の内訳支出月 科目4月 使用料及び賃借料4月 需用費／その他



（様式２）D 単位：円支出目的 支出額 支出相手先執行済み額（C)の内訳支出月 科目 救急医療連携体制構築事業旅費 59,970 職員５名高度医療拠点病院整備事業旅費 700 職員１名医師確保推進事業県内出張旅費 200 職員１名医師確保推進事業県外出張旅費臨床研修制度説明会参加 63,870 職員２名へき地医師確保推進事業精算旅費 30,440 職員１名奈良県救急安心センター運営事業旅費 32,220 職員２名奈良県救急搬送・受入実施基準策定業務委託 2,300,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセンター重要疾患医療機能収集分析業務委託 11,700,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスR＆Dセンターならのがん対策推進事業がん医療実態調査業務委託 2,350,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセンターならのがん登録基盤整備事業地域がん登録モデル事業業務委託料 2,000,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセンター救急医療連携体制構築事業報告会会場使用料 3,250 （財）ならまち振興財団救急搬送及び医療連携協議会茶代 500 財団法人　奈良県職員互助会ならのがん登録基盤整備事業精算旅費 27,100 職員１名医師確保推進事業ドクターバンク事業バナー広告掲載 315,000 （株）リンクスタッフへき地医師確保推進事業地域医療ワークショップ講師旅行チケット 78,610 (株)JTB西日本医師確保推進事業奈良臨床研修ワーキンググループ会議飲み物 6,306 地方職員共済組合猿沢荘医師確保推進事業消耗品２品目 18,203 県庁用品センター他１社糖尿病診療支援事業用消耗品 5,664 （株）リコージャパン新奈良病院整備事業用消耗品２品目           36,657 富士ゼロックス奈良株式会社他１社医師確保推進事業奈良臨床研修ワーキンググループ会議会場借り上げ 11,550 地方職員共済組合猿沢荘医師確保推進事業レジナビフェア奈良県臨床研修病院群合同ブース出展に係る会場借り上げ料 1,202,252 (株)メディカルプリンシプル大阪支社医師確保推進事業レジナビフェア奈良県臨床研修病院群合同ブース出展に係る備品借り上げ料 23,108 (株)　博展奈良県救急安心センター事務所賃借料 160,000 （社）奈良県病院協会
8月 使用料及び賃借料8月 使用料及び賃借料8月 使用料及び賃借料

8月 需用費／その他8月 需要費／その他8月 使用料及び賃借料
8月 役務費8月 需用費8月 需用費
7月 需用費／食糧費7月 旅費8月 役務費
7月 委託料7月 委託料7月 使用料及び賃借料

7月 旅費7月 委託料7月 委託料
7月 旅費7月 旅費7月 旅費
7月 旅費7月 旅費



（様式２）D 単位：円支出目的 支出額 支出相手先執行済み額（C)の内訳支出月 科目 県立奈良病院建替整備検討アドバイザー謝金           52,000 委員２名新奈良病院整備事業精算旅費            8,450 職員４名救急医療連携体制構築事業旅費 7,860 職員２名高度医療拠点病院整備事業旅費 5,250 職員３名医師確保推進事業県内出張旅費 19,370 職員7名奈良県救急安心センター運営事業旅費 480 職員１名救急医療連携体制構築事業消耗品 55,760 富士ゼロックス奈良（株）他１社救急搬送及び医療連携協議会消耗品費 8,925 株式会社　垣内明正堂救急搬送及び医療連携協議会茶代 500 財団法人　奈良県職員互助会ならのがん登録基盤整備事業精算旅費 29,460 職員１名新奈良病院整備事業測量業務委託       1,660,000 有限会社　森川測量設計新奈良病院整備事業環境調査業務委託     11,680,000 八千代エンジニヤリング株式会社　奈良事務所新奈良病院整備事業新病院アクセス道路検討業務委託       3,355,800 土木部へ予算流用へき地医師確保推進事業地域医療ワークショップポスターチラシ発送料 84,105 実業印刷(株)医師確保推進事業奈良臨床研修ワーキンググループ会議飲み物 2,280 (財)　奈良県職員互助会医師確保推進事業県内出張ガソリン代 948 奈良県石油共同組合医師確保推進事業消耗品２品目 83,880 リコー関西(株)奈良MA営業部他１社へき地医師確保推進事業地域医療ワークショップ消耗品３品目 133,048 実業印刷(株)他２社県立奈良病院建替整備検討委員会　委員お茶代            3,603 地方職員共済組合奈良宿泊所　猿沢荘糖尿病診療支援事業用消耗品 21,502 （株）富士ゼロックス奈良高度医療拠点病院整備事業消耗品 16,275 株式会社　ディエスジャパン奈良店奈良県救急安心センター運営事業消耗品 128,625 （株）アイプリコム新奈良病院整備事業用消耗品           18,098 リコージャパン（株）関西営業本部県立奈良病院建替整備検討委員会　会場使用料           25,410 地方職員共済組合奈良宿泊所　猿沢荘医師確保推進事業奈良臨床研修ワーキンググループ会議会場借り上げ 4,600 奈良県文化会館へき地医師確保推進事業地域医療ワークショップ会場設営備品 47,250 (株)リード9月 使用料及び賃借料9月 使用料及び賃借料
9月 需用費／その他9月 需要費／その他9月 使用料及び賃借料
9月 需要費／食糧費9月 需用費／その他9月 需用費／その他
9月 需用費9月 需用費9月 需用費
9月 委託料9月 役務費9月 需用費
8月 旅費9月 委託料9月 委託料
8月 需用費／その他8月 需用費／消耗品費8月 需用費／食糧費
8月 旅費8月 旅費8月 旅費
8月 報償費8月 旅費8月 旅費



（様式２）D 単位：円支出目的 支出額 支出相手先執行済み額（C)の内訳支出月 科目 看護職員の多様な働き方実現支援事業モデル病院選定評価委員会会場使用料 4,300 奈良県文化会館県立奈良病院建替整備検討アドバイザー謝金           52,000 委員２名へき地医師確保推進事業地域医療ワークショップ講師謝 77,777 講師１名新奈良病院整備事業精算旅費         164,550 職員３名救急医療連携体制構築事業旅費 11,110 職員４名高度医療拠点病院整備事業旅費 123,730 職員３名医師確保推進事業県内出張旅費 2,150 職員3名看護職員の多様な働き方実現支援事業医療機関管理者等研修事業旅費 5,930 職員２名救急医療連携体制構築南和の医療等に関する協議会お茶代 1,980 （財）奈良県職員互助会救急搬送及び医療連携協議会茶代 2,750 財団法人　奈良県職員互助会緊急医師確保修学資金貸付金　月額分　（４月分） 10,400,000 医学生１３名救急医療連携体制構築事業メール便代 6,190 佐川急便（株）関西支社9月 貸付金9月 役務費
9月 旅費9月 需用費／食糧費9月 需用費／食糧費
9月 旅費9月 旅費9月 旅費
9月 報償費9月 報償費9月 旅費
9月 使用料及び賃借料


