
（様式２）
単位：百万円
(5,000百万円)(41百万円)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 41,445,011円0百万円 0円

執行済み額（C)の平成22年度下半期合計 268百万円執行済み額（C)の平成23年度上半期合計 198百万円執行済み額（C)の平成23年度下半期合計 484百万円

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

有価証券国債政保債・地方債その他社債等

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

執行（支出）済み額
4,488百万円E 翌半期以降の執行見込みについて 平成27年4月以降、事業実施計画に基づく事業について467百万円を執行予定。その他残額については、平成28年度以降、執行予定。（執行見込額）
554百万円

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。） 5,041百万円（国からの交付決定額）（運用収入額）平成２６年度下半期終了時におけるAの金額の残高（A-C） 554百万円

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



（様式２）

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 支出相手先北和地域において拠点となる高度医療拠点病院を整備新奈良県総合医療センター整備事業　造成工事 304,639,000 奥村・山上・森髙特定建設工事共同企救急医療連携体制構築事業 救急医療連携体制構築事業学会参加負担金 36,000 日本医療・病院管理学会救急医療連携体制構築事業学会参加負担金 10,000 日本救急医学会緊急医師確保修学資金貸付金、医師確保修学研修資金貸付金緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 3,000,000 医学生３名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 8,000,000 医学生８名医師確保修学研修資金貸付金月額分（継続　４～８月分） 14,000,000 医学生等１４名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 40,000,000 医学生４０名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（近畿大学医学部・４～９月分） 3,600,000 医学生３名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 3,000,000 医学生３名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 2,000,000 医学生２名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 4,000,000 医学生４名医師確保修学研修資金貸付金月額分（新規　４～８月分） 6,000,000 医学生６名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（近畿大学医学部・４～９月分） 2,400,000 医学生２名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・９～１２月分） 4,800,000 医学生６名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・９～１２月分） 6,400,000 医学生８名
7月 貸付金8月 貸付金8月 貸付金
5月 貸付金6月 貸付金7月 貸付金

4月 貸付金4月 貸付金5月 貸付金
4月 貸付金4月 貸付金4月 貸付金

執行済み額（C)の内訳
執行済み額（C)の平成25年度下半期合計 1,449百万円

執行済み額（C)の平成24年度上半期合計 237百万円執行済み額（C)の平成24年度下半期合計 749百万円執行済み額（C)の平成25年度上半期合計 248百万円

支出月 科目1月 工事請負費9月 負担金・補助及び交付金10月 負担金・補助及び交付金

執行済み額（C)の平成26年度上半期合計 239百万円執行済み額（C)の平成26年度下半期合計 481百万円



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 医師確保修学研修資金貸付金月額分（継続　９～３月分） 19,600,000 医学生等１４名医師確保修学研修資金貸付金月額分（新規　９～３月分） 7,000,000 医学生５名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・９～１２月分） 33,600,000 医学生４２名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・９～１２月分） 3,200,000 医学生４名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（近畿大学医学部・１０～３月分） 3,600,000 医学生３名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（近畿大学医学部・１０～３月分） 2,400,000 医学生２名医師確保修学研修資金貸付金月額分（新規　９～３月分） 1,400,000 医学生１名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・１～３月分） 3,600,000 医学生６名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・１～３月分） 4,800,000 医学生８名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・１～３月分） 25,200,000 医学生４２名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・１～３月分） 2,400,000 医学生４名緊急医師確保修学資金貸付金入学金（奈良県立医科大学　県外生） 1,604,000 公立大学法人奈良県立医科大学（医学生２名分）看護職員の臨床研修支援 認定看護師等資質向上補助金 3,498,010 職員４名救急搬送・受入実施基準実施事業 救急搬送・受入実施基準実施事業電話代 4,183 西日本電信電話（株）奈良支店救急搬送・受入実施基準実施事業職員旅費 520 職員１名救急搬送・受入実施基準実施事業職員旅費 1,480 職員2名救急搬送・受入実施基準実施事業職員旅費 22,620 株式会社奈良事務機救急搬送・受入実施基準実施事業職員旅費 66,320 職員3名救急搬送・受入実施基準実施事業職員旅費 1,580 職員2名救急搬送・受入実施基準実施事業職員旅費 4,940 職員2名救急搬送及び医療連携協議会運営事業救急搬送及び医療連携協議会会議資料の郵送料 464 佐川急便株式会社救急搬送及び医療連携協議会会議の会場使用料 6,000 橿原市長救急搬送及び医療連携協議会部会委員旅費 2,580 委員３名救急搬送及び医療連携協議会部会委員報酬 43,600 委員４名救急搬送及び医療連携協議会切手代 4,000 吉本治郎平商店救急搬送及び医療連携協議会部会委員旅費 1,300 委員１名
2月 旅費2月 報酬4月 旅費
5月 役務費

12月 貸付金12月 貸付金3月 貸付金

11月 貸付金12月 貸付金12月 貸付金
8月 貸付金9月 貸付金9月 貸付金
8月 貸付金8月 貸付金8月 貸付金

5月 負担金、補助及び交付金6月 役務費9月 旅費11月 需用費／その他12月 旅費

3月 役務費7月 使用料及び賃借料4月 旅費1月 旅費
11月 旅費



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 救急搬送及び医療連携協議会部会委員報酬 54,500 委員５名救急搬送及び医療連携協議会部会委員報酬 32,700 委員３名救急搬送及び医療連携協議会部会お茶代 864 (株)セブンアンドアイフードシステムズ救急搬送及び医療連携協議会部会お茶代 2,160 (株)セブンアンドアイフードシステムズ救急搬送及び医療連携協議会部会委員旅費 2,280 委員３名重要疾患医療機能収集分析事業 重要疾患医療機能収集分析事業業務委託 15,000,000 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事業指標算出システム運用保守業務委託 3,450,000 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事業業務委託 15,000,000 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事業指標算出システム運用保守業務委託 3,450,000 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事業業務委託 15,000,000 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事業指標算出システム運用保守業務委託 3,450,000 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事業業務委託 15,393,370 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事業指標算出システム運用保守業務委託 3,506,784 特定非営利活動法人ヘルスサービスR＆Dセンター県立医科大学附属病院を中南和の高度医療拠点病院として整備医科大学附属病院の整備に係る調査旅費 102,750 ２カ所、延べ職員７名附属病院の整備に係る営繕積算システム整備業務委託 45,180 (一財)建築コスト管理システム研究所附属病院の整備に係る営繕積算システム使用料 17,496 (一財)建築コスト管理システム研究所ドクターヘリ導入検討事業 ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 700 職員１名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 65,140 職員３名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 7,240 職員２名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 9,650 職員４名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 26,100 職員１名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 6,460 職員２名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 690 職員１名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 32,300 職員１名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 640 職員１名ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 5,480 職員３名

4月 報酬

6月 旅費

5月 旅費
4月 報酬

3月 旅費4月 旅費
10月 旅費11月 旅費12月 旅費
8月 旅費9月 旅費
5月 旅費

7月 委託料
10月 委託料

5月 委託料5月 使用料及び賃借料

10月 委託料1月 委託料

6月 旅費7月 旅費

5月 需用費／食糧費

5月 委託料5月 委託料

7月 委託料
4月 需用費／食糧費

1月 委託料



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 ドクターヘリ導入検討事業職員旅費 3,610 職員１名医師配置システムの運営 地域医療学講座運営費補助金 27,011,000 公立大学法人奈良県立医科大学県費奨学生配置センター事業 2,350,000 公立大学法人奈良県立医科大学医師確保推進事業 医師確保推進事業職員旅費 32,270 職員１名医師確保推進事業職員旅費 1,760 職員２名医師確保推進事業電話料金（協議会） 4,653 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業電話料金（奈良専門医） 2,870 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業費用弁償レジナビフェア２０１４ｉｎ東京　旅費 45,740 職員２名臨床研修関係印刷費 139,359 伸光印刷（株）医師確保推進事業電話料金 3,030 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業切手代 31,400 山本たばこ店ならＵＩプロジェクト郵送委託料 14,557 東大寺学園高校、大阪星光学院高校医師確保推進事業職員旅費 146,220 職員５名医師確保推進事業職員旅費 400 職員１名医師確保推進事業電話料金（奈良の専門研修促進事業） 1,218 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業電話料金（臨床研修協議会） 347 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業電話料金（初期臨床） 1,248 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業電話料金 2,882 西日本電信電話（株）奈良支店奈良臨床研修協議会第１回負担金（レジナビフェア２０１４） 1,824,014 奈良臨床研修協議会奈良臨床研修協議会第２回負担金 330,000 奈良臨床研修協議会医師確保推進事業電話料金 10,241 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業電話料金 2,706 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業切手代 2,000 山本たばこ店医師確保推進事業送料 2,703 佐川急便株式会社京都支店医師確保推進事業送料 702 佐川急便株式会社京都支店奈良臨床研修協議会第３回負担金 308,841 奈良臨床研修協議会医師確保推進事業職員旅費 2,340 職員１名県内合同説明会広告 108,000 （株）リンクスタッフ医師確保推進事業電話料金（UI) 6,000 西日本電信電話（株）奈良支店医師確保推進事業職員旅費 1,740 職員１名県内合同説明会広告 64,800 （株）リンクスタッフドクターバンク運営事業 ドクターバンク運営事業旅費 2,560 旅費２名ドクターバンク運営事業旅費 3,320 職員２名ドクターバンク運営事業旅費 1,040 職員２名ドクターバンク運営事業切手 3,120 職員３名ドクターバンク運営事業旅費 820 旅費２名ドクターバンク運営事業旅費 800 職員１名ドクターバンク運営事業旅費 2,400 職員２名ドクターバンク運営事業切手 23,000 山本たばこ店

5月 旅費

11月 旅費2月 役務費8月 旅費9月 役務費10月 旅費12月 旅費
4月 役務費4月 旅費5月 委託料
3月 負担金、補助及び交付金3月 旅費3月 役務費

9月 役務費9月 負担金、補助及び交付金
2月 役務費1月 役務費

9月 役務費9月 役務費9月 役務費
7月 委託料8月 旅費9月 旅費

5月 旅費6月 役務費
5月 補助金

7月 旅費

10月 負担金、補助及び交付金10月 役務費
2月 役務費3月 役務費

7月 役務費

5月 委託料

6月 旅費

7月 役務費7月 旅費6月 旅費6月 役務費
7月 需用費／その他



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 医師確保推進事業職員旅費 80,940 （株）リンクスタッフ女性医師応援事業 女性医師応援事業切手代 27,472 山本たばこ店女性医師応援事業旅費 930 職員１名女性医師応援事業会場使用料等 8,078 株式会社ホテルマネジメント女性医師応援事業会場使用料等 33,200 株式会社ホテルマネジメント女性医師応援事業旅費 520 職員１名ならドクターズネット改修費 32,400 （株）リンクスタッフへき地医師確保推進事業 へき地医師確保推進事業メール便発送料 10,817 佐川急便株式会社奈良店へき地医師確保推進事業職員旅費 32,960 職員３名夏期へき地医療研修ポスターおよびチラシ 49,680 吉岡印刷（株）へき地医師確保推進事業郵便切手代 53,600 山本たばこ店へき地医師確保推進事業職員旅費 3,900 職員２名へき地医師確保推進事業郵便切手代 14,000 山本たばこ店へき地医師確保推進事業職員旅費 1,750 職員２名夏期へき地医療研修旅費 21,340 医学生１名夏期へき地医療研修　参加者損害保険 4,032 （株）損害保険ジャパン　奈良支店　奈良中央支社へき地医師確保推進事業職員旅費 45,520 職員３名夏期へき地医療研修旅費 259,950 医学生１０名へき地医師確保推進事業郵便切手代 114,400 山本たばこ店へき地医師確保推進事業電話代（１月分） 2,872 西日本電信電話（株）奈良支店へき地医師確保推進事業電話代（２月分） 6,481 西日本電信電話（株）奈良支店へき地医師確保推進事業電話代（３月分） 167 西日本電信電話（株）奈良支店へき地医師確保推進事業複写機消耗品代 21,751 富士ゼロックス大阪（株）奈良支店へき地医師確保推進事業複写機消耗品代 25,293 リコージャパン（株）関西事業本部奈良夏期へき地医療研修旅費 61,210 医学生４名分へき地医師確保推進事業職員旅費 23,940 職員３名分地域医療ワークショップ　ポスター 49,636 吉岡印刷（株）へき地医師確保推進事業職員旅費 15,960 職員４名分へき地医師確保推進事業職員旅費 19,340 職員６名分へき地医師確保推進事業職員旅費 9,520 職員６名分へき地医師確保推進事業職員旅費 7,280 職員２名分夏期へき地医療研修旅費 31,600 医学生１名分
12月 旅費1月 旅費2月 旅費2月 旅費
10月 旅費10月 需用費／その他11月 旅費
4月 需用費／その他4月 需用費／その他10月 旅費
3月 役務費3月 役務費4月 役務費
9月 旅費9月 旅費11月 役務費
8月 旅費8月 旅費8月 役務費
6月 役務費7月 旅費7月 役務費
6月 旅費6月 需用費／その他
2月 使用料及び賃借料
5月 役務費

5月 委託料1月 役務費2月 旅費2月 需用費／食糧費2月 旅費5月 委託料



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 へき地医師確保推進事業職員旅費 7,600 職員２名分へき地医師確保推進事業職員旅費 43,550 職員３名分へき地医師確保推進事業職員旅費 520 職員１名分病院経営講座開催事業 病院経営講座開催事業(物件費) 1,400,000 一般社団法人奈良県病院協会看護師キャリアアップ等支援事業 看護師キャリアアップ支援事業補助金 5,629,000 大和高田市立病院他５病院ナースセンター事業 ナースセンター事業合同就職相談会実施事業委託料 403,000 奈良県看護協会ナースセンター事業看護師等学校養成所進学ガイダンス事業委託料 633,000 奈良県看護協会訪問看護管理者研修事業 訪問看護管理者研修事業訪問看護推進協議会委員茶代 1,208 (株)セブンアンドアイフードシステムズ訪問看護管理者研修事業訪問看護推進協議会委員旅費 5,760 委員６名訪問看護管理者研修事業訪問看護推進協議会委員報酬 32,700 委員６名訪問看護管理者研修事業切手代 5,000 山本たばこ店訪問看護管理者研修事業職員旅費 930 職員２名訪問看護管理者研修事業訪問看護推進協議会委員茶代 1,000 (株)セブンアンドアイフードシステムズ訪問看護管理者研修事業訪問看護推進協議会会場使用料 4,900 奈良婦人会館訪問看護管理者研修事業訪問看護推進協議会委員旅費 3,740 委員４名訪問看護管理者研修事業訪問看護推進協議会委員報酬 33,300 委員４名看護職員メンタル相談事業 看護職員メンタル相談事業職員旅費 2,400 職員１名看護職員メンタル相談事業職員旅費 3,050 職員２名看護職員メンタル相談事業職員旅費 400 職員１名看護職員メンタル相談事業職員旅費 800 職員１名看護職員メンタル相談事業切手代 21,000 山本たばこ店看護職員メンタル相談事業職員旅費 1,140 職員１名看護職員メンタル相談事業職員旅費 3,590 職員３名看護職員メンタル相談事業用書籍 4,820 (株)奈良栗田書店看護職員メンタル相談事業委託料 1,657,800 奈良県看護協会救急安心センター運営事業 奈良県救急安心センター運営事業委託料 23,211,750 一般社団法人奈良県医師会5月 委託料

2月 旅費4月 旅費
4月 委託料5月 旅費
5月 負担金、補助及び交付金5月 委託料5月 委託料
6月 需用費／食糧費7月 旅費7月 報酬2月 役務費2月 旅費3月 需用費／食糧費4月 使用料及び賃借料
4月 報酬
11月 旅費7月 旅費
2月 旅費1月 旅費
4月 旅費

2月 役務費
6月 旅費
3月 旅費3月 需用費／その他5月 委託料



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 82,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業職員旅費 1,600 職員３名奈良県救急安心センター運営事業委託料 23,211,750 一般社団法人奈良県医師会奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業消耗品 49,680 株式会社アイプリコム奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業委託料 23,211,750 一般社団法人奈良県医師会奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業職員旅費 2,500 職員１名奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業委託料 1,967,124 一般社団法人奈良県医師会奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業職員旅費 660 職員１名奈良県救急安心センター運営事業事務所家賃 41,000 一般社団法人奈良県病院協会奈良県救急安心センター運営事業光熱水費 538,091 一般社団法人奈良県病院協会ならのがん対策推進事業委託料 ならのがん対策県民提案事 448,338 患者団体１件委託料 ならのがん対策県民提案事 836,002 患者団体３件ならのがん登録基盤整備事業賃金 がん登録日々雇用職員賃金４月分 161,026 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬４月 186,200 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料４月分 49,396 厚生労働省　年金局事業管理課長報償費 がん登録嘱託職員報酬４月 7,736 嘱託職員１名使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度）４月分 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店役務費 運搬料　４月分　他１件 90,959 佐川急便株式会社奈良店　他１件賃金 がん登録日々雇用職員賃金５月分 145,900 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬５月 186,200 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬５月 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料５月分 47,938 厚生労働省　年金局事業管理課長使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店
6月6月6月

5月5月5月5月5月5月6月6月

1月4月4月 需用費／その他4月 使用料及び賃借料
2月 使用料及び賃借料3月 使用料及び賃借料3月 旅費
1月 使用料及び賃借料1月 委託料
11月 使用料及び賃借料12月 使用料及び賃借料12月 旅費
9月 使用料及び賃借料10月 使用料及び賃借料10月 委託料
7月 使用料及び賃借料8月 使用料及び賃借料9月 需用費／その他
6月 使用料及び賃借料6月 旅費7月 委託料



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳役務費 地域がん登録届出票受取人払い（５月分） 7,124 日本郵便株式会社賃金 がん登録日々雇用職員賃金６月分 152,760 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬６月 186,200 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬６月 361,516 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料６月分 96,369 厚生労働省　年金局事業管理課長負担金、補助及び交付金地域がん登録全国協議会平成２６年度協議会年会費 40,000 特定非営利活動法人地域がん登録全国協議会報償費 奈良県地域がん登録集約業務指導（６／３）報償費・旅費 26,000 講師１名旅費 奈良県地域がん登録集約業務指導（６／３）報償費・旅費 1,350 講師１名使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店需用費／その他 デザイン封筒（角２）　ほか１品目 16,912 株式会社アイプリコム役務費 地域がん登録届出票受取人払い（６月分） 5,998 日本郵便株式会社賃金 がん登録日々雇用職員賃金７月分 159,620 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬７月 186,200 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬７月 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料７月分 47,938 厚生労働省　年金局事業管理課長旅費 旅費支払 60,160 職員２名役務費 運搬料　６月分　他１件 14,379 佐川急便株式会社奈良店　他１件使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店賃金 がん登録日々雇用職員賃金８月分 137,340 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬８月 186,200 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬８月 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料８月分 47,938 厚生労働省　年金局事業管理課長使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店旅費 旅費支払 5,130 職員２名需用費／その他 データホルダー他３点 5,963 志野文具店他３賃金 がん登録日々雇用職員賃金９月分 144,200 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬９月 186,200 嘱託職員1名報償費 がん登録嘱託職員報酬９月 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料９月分 48,540 厚生労働省　年金局事業管理課長報償費 奈良県地域がん登録集約業務指導（９／２）報償費・旅費 26,000 講師１名旅費 奈良県地域がん登録集約業務指導（９／２）報償費・旅費 1,350 講師１名使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店役務費 郵便切手　他１件 27,206 山本たばこ店　他１
10月10月10月10月10月10月

9月9月9月9月10月10月

8月8月8月9月9月9月

7月7月8月8月8月8月
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（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳賃金 がん登録日々雇用職員賃金１０月分 106,656 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬１０月分 186,200 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬１０月分 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料１０月分 48,540 厚生労働省　年金局事業管理課長使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店賃金 がん登録日々雇用職員賃金１１月分 122,883 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬１１月分 186,200 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬１１月分 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料１１分 48,540 厚生労働省　年金局事業管理課長需用費／その他 フリクションボールノック　０．５ｍｍ　ほか　１品目 3,024 株式会社　奈良事務機使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店役務費 運搬料　１０月分等 55,508 佐川急便株式会社奈良店　他３件賃金 がん登録日々雇用職員賃金１２月分 130,111 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬１２月分 186,200 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬１２月分 417,376 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料１２分 105,378 厚生労働省　年金局事業管理課長使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店役務費 地域がん登録届出票受取人払い（１２月分）　他１件 36,437 日本郵便株式会社他１件委託料 ならのがん在宅療養に関する患者・家族意識調査委託 700,920 株式会社ユーエヌ土地利用研究所賃金 がん登録日々雇用職員賃金１月分 139,050 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬１月 187,900 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬１月 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料１分 48,540 厚生労働省　年金局事業管理課長旅費 旅費支払 41,540 職員１名役務費 地域がん登録届出票受取人払い（１月分） 14,219 日本郵便株式会社賃金 がん登録日々雇用職員賃金２月分 139,050 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬２月 187,900 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬２月 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料２分 48,540 厚生労働省　年金局事業管理課長需用費／その他 複写機用再生紙　Ａ４ 28,860 株式会社　ペーパル役務費 運搬料　１月分 54,177 佐川急便株式会社奈良店3月
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（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 116,340 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店旅費 旅費支払 2,780 職員３名賃金 がん登録日々雇用職員賃金３月分 161,005 日々雇用職員１名報酬 がん登録嘱託職員報酬３月 187,900 嘱託職員１名報償費 がん登録嘱託職員報酬３月 7,736 嘱託職員１名共済費 ならのがん登録基盤整備事業嘱託職員・日々雇用職員社会保険料３分 48,540 厚生労働省　年金局事業管理課長旅費 旅費支払 280 職員１名使用料及び賃借料 地域がん登録事業に要する端末等の賃貸借契約（平成２６年度） 58,170 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支店役務費 地域がん登録届出票受取人払い（３月分） 5,461 日本郵便株式会社旅費 旅費支払 64,580 職員２名役務費 運搬料　３月分 10,711 佐川急便株式会社京都支店需用費／その他 用品調達基金現金（Ｈ２７．１．　１～Ｈ２７．　３．３１）分 10,136委託料 ならのがん在宅療養に関する患者・家族意識調査委託 1,587,600 ブレインズ　有限会社健康医療情報提供事業 健康医療情報提供事業用切手代 80,000 山本たばこ店健康医療情報提供事業用需用費 14,274 富士ゼロックス大阪株式会社奈良支社健康医療情報提供事業用需用費 6,370 富士ゼロックス大阪株式会社奈良支社健康医療情報提供事業用需用費 37,152 株式会社アイプリコム他１社健康医療情報提供事業健康・医療ポータルサイト管理運営業務委託 1,490,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセンター健康医療情報提供事業用需用費 1,417 奈良ＯＡシステム　株式会社健康医療情報提供事業用需用費 118,184 リコージャパン　株式会社　関西事業本部他２社健康医療情報提供事業用需用費 89,380 株式会社アイプリコム　他２社健康医療情報提供事業用需用費 49,223 株式会社　ペーパル健康・医療ポータルサイト管理運営業務委託 1,490,000 特定非営利活動法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセンター健康・医療ポータルサイト管理運営業務委託 1,516,698 特定非営利活動法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセンター合計 720,061,836
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