
（様式２）

単位：百万円

(3,213百万円)

(2百万円)

B

C

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)

3,213百万円 1,606,691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 <2010/4/1

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 山梨県地域医療再生臨時特例基金

基金設置法人名 山梨県

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金の弾力的運用ができかつ確
実な運用方法であるため

執行（支出）済み額 1,364百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２５年度までに順次執行予定

（執行見込額） 1,851百万円

A

基金造成のための
国からの交付決定額

【平成22年度補正予算】
（運用収入を含む。）

3,214百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成２４年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,851百万円

その他社債等

執行済み額（C)の
平成23年度合計 224百万円
執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,140百万円

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債
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D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

地域医療研修教育額寄附講
座の設置

30,000,000 山梨大学

SCU資機材の保管倉庫に係
る建築確認申請手数料

7,000 甲府市

甲府地域医療センター整備
事業費補助金の精算払い

123,000 甲府市

若手医師海外留学支援事業
の広告に要する経費

210,000
（株）メディカル・プリ
ンシプル社

SCU標準備品の整備（デー
タ通信用パソコン）

562,800 ㈱カルク

SCU資機材の保管倉庫に係
る完了検査申請手数料

16,000 甲府市

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

633,000 東甲府医院

防災倉庫、酸素ボンベ庫工
事

1,520,400
（株）ケーディープラ
ンニング

SCU機材の購入（合い鍵） 7,413 かね正金物

SCU標準備品の整備（酸素
ボンベ）

777,000 ㈱三枝理研

海外留学資金貸与者選定委
員会委員に対する報償

19,600 個人　計２名

海外留学資金貸与者選定委員
会委員に対する費用弁償

1,147 個人　計２名

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

3,489,000
富士吉田市立病院
外４医療機関

災害拠点病院通信機能強化
事業補助金の精算払い

449,000
山梨赤十字病院、富
士吉田市立病院

SCU機材の購入プリンタ用
カートリッジ）

10,395 ㈱カルク

SCU機材の購入（ポリタンク） 63,294 かね正金物

SCU機材の購入（コンテナ） 249,060 ㈱正直堂

SCU機材の購入（用箋鋏） 49,560 (有)ブラザー

SCU用トランシーバの簡易業務
無線局開設申請事務

47,550 東日本通商㈱

SCU標準備品の整備（会議
用机等）

338,940 ㈱三機堂

SCU標準備品の整備（プロ
ジェクター）

301,350
㈱ケンストコンピュー
タ

SCU機材の購入（ノートパソ
コン用キャリングバッグ）

21,000 ㈱カルク

SCU機材の購入（トランシー
バー用バッテリー）

126,000
(有)中村ポンプ工作
所

SCU用トランシーバの電波
使用料

5,000 関東総合通信局

SCU標準備品の整備（トラン
シーバー用充電器）

106,680
(有)中村ポンプ工作
所

H24年3月 役務費

H24年3月 備品購入

H24年3月 備品購入

H24年3月 需用費

H24年3月 需用費

H24年3月 需用費

H24年3月 役務費

H24年3月 備品購入

H24年3月 需用費

H24年3月 需用費

H24年3月 需用費

H24年1月 備品購入

H24年3月 旅費

H24年3月 補助金

H24年3月 補助金

H24年3月 需用費

H24年3月 備品購入

H24年3月 報償費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H23年11月 寄付金

H23年11月 役務費

H24年2月 役務費

H24年2月 補助金

H24年2月 工事請負

H24年1月 補助金

H24年1月 役務費
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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

SCU標準備品の整備（ホワ
イトボード）

495,600 ㈱フジコー

SCU標準備品の整備（トラン
シーバー）

997,500
(有)中村ポンプ工作
所

SCU標準備品の整備（簡易
ベッド等）

60,060,000 マコト医科精機㈱

SCU機材の購入（折りたたみ
コンテナ）

35,700 ㈱樋川翠真堂

SCU機材の購入（台車） 24,045 ㈱正直堂

SCU機材の購入荷締ベルト） 14,280 ㈱正直堂

医師確保のためのサイトの
構築

540,750
グローバルデザイン
㈱

SCU機材の購入(毛布等） 394,868 豊前医化㈱

臨床研修病院合同説明会の
ウェブ広告

300,000 ㈱リンクスタッフ

災害拠点病院通信機能強化
事業補助金の精算払い

591,000
鰍沢病院外１医療機
関

通院加療がんセンター整備
事業費補助金の精算払い

18,000,000 県立中央病院

総合周産期母子医療セン
ター補助金の精算払い

24,150,000 県立中央病院

東部地域救急医療センター整
備事業費補助金の概算払い

20,711,000 大月市立中央病院

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

25,867,000
峡南病院外８医療機
関

ドクターヘリ場外離着陸場整
備事業費補助金の精算払い

3,000,000 南部町

DMAT整備事業費補助金の
精算払い

7,000,000 山梨大学

地域医療臨床研修推進事業
費補助金の精算払い

3,850,000 山梨大学

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

8,090 （株）ＮＴＴドコモ

地域医療臨床研修推進事業
費補助金の精算払い

3,811,000
山梨の地域医療の
担い手を養成する研
究会（甲府共立病ドクターヘリ場外離着陸場整

備事業費補助金の精算払い
1,827,000 身延町

災害拠点病院通信機能強化
事業補助金の精算払い

2,121,000
山梨厚生病院外５医
療機関

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

10,750,000
山梨大学医学部附
属病院外１４医療機
関若手医師海外留学支援事業

貸付金
4,100,000 個人　１名

産科医臨床研修奨励金 2,400,000 個人　４名

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

2,737 （株）ＮＴＴドコモ

H24年4月 補助金

H24年4月 貸付金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H24年5月 役務費

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

役務費

H25年5月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

需用費

H24年4月
出納整理期

役務費

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年3月 需用費

H24年3月 需用費

H24年3月 委託料

H24年3月 備品購入

H24年3月 備品購入

H24年3月 需用費

H24年3月 備品購入
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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

地域医療研修教育額寄附講
座の設置

60,000,000 山梨大学

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,005 （株）ＮＴＴドコモ

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,005 （株）ＮＴＴドコモ

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

医師確保のための広告料 735,000
㈱メディカル・プリン
シプル社

周産期医療体制強化事業費
補助金の精算払い

1,909,000 市立甲府病院

ドクターヘリ場外離着陸場整
備事業費補助金の精算払い

1,500,000 忍野村

ドクターヘリ場外離着陸場整
備事業費補助金の精算払い

406,000 鳴沢村

東部地域救急医療センター整
備事業費補助金の精算払い

20,444,000 大月市立中央病院

精神科救急医療体制整備事
業費補助金の精算払い

10,500,000 山梨県立病院機構

放射線治療設備整備事業費
補助金の精算払い

195,000,000
山梨大学医学部附
属病院

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

山梨の地域医療啓発等に関
する広告料

750,000 （株）リンクスタッフ

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

6,198 （株）ＮＴＴドコモ

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

放射線治療設備整備事業費
補助金の概算払い

271,589,000
山梨大学医学部附
属病院

東部地域救急医療センター整
備事業費補助金の概算払い

42,994,000 大月市立中央病院

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

通院加療がんセンター整備
事業費補助金の精算払い

125,007,000 山梨県立病院機構

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

SCU用トランシーバーの使用
に要する経費

5,000

地域医療臨床研修推進に係
る広告料

52,500 ㈱医学教育出版社

SCUにおける高速データ通
信に要する経費

1,528 （株）ＮＴＴドコモ

H24年10月 補助金

H24年10月 補助金

H24年12月 補助金

H25年3月 役務費

H25年3月 役務費

H25年1月 役務費

H25年2月 役務費

H24年12月 役務費

役務費
H25年4月
出納整理期

H24年7月 役務費

H24年9月 補助金

H24年12月 補助金

H25年3月 補助金

H24年7月 役務費

H24年8月 役務費

H24年9月 委託料

H24年9月 補助金

H24年10月 補助金

委託料H24年10月

H24年11月 役務費

H24年6月 寄付金

H24年10月 役務費

役務費

役務費H24年8月

H24年10月 補助金

H25年3月



（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

甲府地域医療センター整備
事業費補助金の精算払い

30,421,000 甲府市

ドクターヘリ場外離着陸場整
備事業費補助金の精算払い

1,500,000 富士吉田市

心疾患医療体制強化事業費
補助金の精算払い

108,150,000 山梨県立病院機構

若手医師費海外留学支援事
業募集チラシ印刷経費

58,800 （有）平和プリント社

周産期医長体制強化事業費
補助金の精算払い

58,250,000 市立甲府病院

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

707,000 上野原市立病院

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

593,000 加納岩総合病院

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

742,000 山梨県透析医会

災害時透析治療体制整備事
業費補助金の精算払い

875,000
櫻林腎・内科クリニッ
ク

ドクターヘリ場外離着陸場整
備事業費補助金の精算払い

1,500,000 富士川町

ドクターヘリ場外離着陸場整
備事業費補助金の精算払い

3,626,000 身延町

地域医療臨床研修推進事業
費補助金の精算払い

7,150,000
山梨大学医学部附
属病院

地域医療臨床研修推進事業
費補助金の精算払い

5,542,000
山梨の地域医療の担い手
を養成する研究会

放射線治療設備整備事業費
補助金の精算払い

183,411,000
山梨大学医学部附
属病院

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

需用費

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金


