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000210 1 平成20年7月2日 （株）親和銀行 大村支店 消耗品費 夜間預金金庫専用入金帳代 12,600 口座振替
000170 1 平成20年7月8日 西日本高速道路㈱ 賃借料 高速代 1,600 現金払
000162 1 平成20年7月10日 長崎大学関連病院長会（会費） 諸会費 諸会費（長崎大学関連病院長会会費） 20,000 小切手払
000163 1 平成20年7月10日 日本ﾌﾞﾘｰﾌｻｲｺﾃﾗﾋﾟｰ学会 研究雑費 参加費（日本ﾌﾞﾘｰﾌｻｲｺﾃﾗﾋﾟｰ学会 岡山大会） 15,080 小切手払
000164 1 平成20年7月10日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 旅費 ６月分 精算旅費 61,160 小切手払
000165 1 平成20年7月10日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 研究旅費 ６月分 精算旅費（医療観察保護病棟内覧会出席） 52,800 小切手払
000165 2 平成20年7月10日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 研究旅費 概算旅費（日本看護学会 看護総合研究発表会） 150,080 小切手払
000169 1 平成20年7月10日 研究謝金 ６月分治験協力費 30,000 小切手払
000208 1 平成20年7月10日 （株）親和銀行 大村支店 賃借料 ６月分 夜間金庫使用料 3,150 口座振替
000201 1 平成20年7月17日 エレナ 久原店 消耗品費 調理活動材料 2,457 現金払
000183 1 平成20年7月18日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 研究旅費 概算旅費（日本ﾌﾞﾘｰﾌｻｲｺﾃﾗﾋﾟｰ学会岡山大会） 50,760 小切手払
000202 1 平成20年7月18日 大村市消防団十三分団 交際費 特別後援会費（大村市消防団十三分団） 5,000 現金払
000203 1 平成20年7月23日 資金前渡 松尾愼介 旅費 Ｃ棟対象者転院に係る旅費 10,140 資金前渡
000206 1 平成20年7月23日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 研究旅費 概算旅費（Ｃ棟対象者転院） 117,550 小切手払
000218 1 平成20年7月24日 西日本高速道路㈱ 賃借料 高速代 6,050 現金払
000218 2 平成20年7月24日 福岡北九州高速道路公社 賃借料 高速代 1,200 現金払
000223 1 平成20年7月24日 弁当館１号 消耗品費 医療観察病棟転院対象者昼食代 1,050 現金払
000187 1 平成20年7月25日 西日本電信電話㈱（通運） 通信運搬費 ６月分電話料 2,473 小切手払
000172 1 平成20年7月31日 株式会社 ニチイ学館 委託料 委託料（６月分医事業務） 884,100 口座振替
000172 2 平成20年7月31日 ㈲長崎美研社（委託） 委託料 委託料（６月分警備業務） 2,433,900 口座振替
000172 3 平成20年7月31日 ㈲長崎美研社（委託） 委託料 委託料（６月分一般廃棄物収集運搬業務） 28,350 口座振替
000172 4 平成20年7月31日 オフィスメーション株式会社 委託料 委託料（６月分医療会計システム保守) 45,150 口座振替
000172 5 平成20年7月31日 株式会社西九州エレベーターサービス 委託料 委託料（６月分エレベーター保守） 30,450 口座振替
000172 6 平成20年7月31日 株式会社 アサヒセキュリティ 委託料 委託料（６月分現金輸送業務） 73,500 口座振替
000172 7 平成20年7月31日 東芝メディカルシステムズ㈱長崎サービスセンタ 委託料 委託料（６月分Ｘ線装置保守） 50,715 口座振替
000172 8 平成20年7月31日 有限会社 サイトウビル管理 委託料 委託料（６月分清掃業務） 1,295,000 口座振替
000172 9 平成20年7月31日 ㈱サニックス 長崎環境衛生事業所（委託） 委託料 委託料（６月分衛生害虫防除） 24,675 口座振替
000172 10 平成20年7月31日 ㈱マツダクリーンサービス（委託） 委託料 委託料（６月分産業廃棄物処理） 28,665 口座振替
000172 11 平成20年7月31日 ㈱フジオカ（委託） 委託料 委託料（消防設備点検） 45,675 口座振替
000172 12 平成20年7月31日 協業組合ホームドライ長崎 委託料 委託料（６月分洗濯業務） 140,883 口座振替
000172 13 平成20年7月31日 ㈲岩藤清掃（委託） 委託料 委託料（６月分合併処理施設維持管理業務） 60,375 口座振替
000173 1 平成20年7月31日 金子産業株式会社 燃料費 燃料代（６月分Ａ重油代） 403,200 口座振替
000173 2 平成20年7月31日 金子石油㈱（燃料） 燃料費 燃料代（６月分公用車燃料代） 30,801 口座振替
000173 3 平成20年7月31日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 情報センター用カラープリンタ代 16,117 口座振替
000173 4 平成20年7月31日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 消耗品代（モーター用Ｖベルト代） 35,160 口座振替
000173 5 平成20年7月31日 ベスト電器諫早本店 消耗品費 病棟用冷蔵庫代 43,680 口座振替
000174 1 平成20年7月31日 ロートルーターサービス㈱長崎（修繕） 修繕費 Ａ－２病棟排水管詰り等修繕費 63,315 口座振替
000174 2 平成20年7月31日 扇精光㈱ 修繕費 プリンタ修繕費（医局、社会療法課） 60,900 口座振替
000174 3 平成20年7月31日 ＮＥＣフィールディング㈱長崎支店 手数料 県庁ＬＡＮ配線工事代（機器接続、調整） 37,800 口座振替
000174 4 平成20年7月31日 ㈲中央電話設備商会（修繕） 修繕費 修繕費（駐車場監視カメラ用ケーブル交換） 47,250 口座振替
000174 5 平成20年7月31日 吉岡商店（修繕） 修繕費 修繕費（病棟扉修繕） 13,125 口座振替
000174 6 平成20年7月31日 吉岡商店（修繕） 消耗品費 消耗品費（グランドマスターキー代） 6,930 口座振替
000174 7 平成20年7月31日 ㈲長崎美研社（委託） 修繕費 修繕費（Ａ－２病棟壁修繕ほか) 59,220 口座振替
000175 1 平成20年7月31日 ㈱サニクリーン九州諫早営業所（委託） 賃借料 賃借料（６月分空気清浄機ほか） 103,887 口座振替
000175 2 平成20年7月31日 ワタキューセイモア㈱九州支社（賃借） 賃借料 賃借料（６月分寝具） 293,167 口座振替
000175 3 平成20年7月31日 キングラン九州 株式会社 賃借料 賃借料（６月分カーテン） 105,525 口座振替
000175 4 平成20年7月31日 ホシザキ北九株式会社 賃借料 賃借料（６月分ティーサーバー） 3,855 口座振替
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000175 5 平成20年7月31日 長崎タクシー共同集金㈱（タクシー） 賃借料 賃借料（６月分タクシー代） 24,850 口座振替
000175 6 平成20年7月31日 （有）さかいタクシー 賃借料 賃借料（６月分タクシー代） 12,960 口座振替
000175 7 平成20年7月31日 合同タクシー㈱（タクシー） 賃借料 賃借料（６月分タクシー代） 14,250 口座振替
000176 1 平成20年7月31日 便利屋オール長崎店 手数料 蜂の巣駆除手数料 12,600 口座振替
000176 2 平成20年7月31日 ㈲長崎美研社（委託） 手数料 ６月分一般廃棄物処理手数料 9,600 口座振替
000177 1 平成20年7月31日 株式会社 データウェーブ 手数料 手数料（ホームページリニューアル手数料） 367,500 口座振替
000178 1 平成20年7月31日 株式会社サンジョウ諫早店 消耗備品費 消耗備品費（カーナビゲーション） 69,500 口座振替
000180 1 平成20年7月31日 ㈱シンコー（委託） 委託料 委託料（６月分患者給食業務） 1,159,200 口座振替
000184 1 平成20年7月31日 長崎県職員生活協同組合（消耗） 通信運搬費 切手代 37,000 口座振替
000185 1 平成20年7月31日 富田薬品㈱諫早営業所（薬品・診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 1,512 口座振替
000185 2 平成20年7月31日 アイティーアイ㈱大村営業所（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 15,172 口座振替
000185 3 平成20年7月31日 ㈱富士医科精器長崎支店（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 2,625 口座振替
000185 4 平成20年7月31日 ㈱デンタルパートナー（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 23,625 口座振替
000185 5 平成20年7月31日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 11,644 口座振替
000185 6 平成20年7月31日 山口デンタル・ラボラトリー（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 73,490 口座振替
000185 7 平成20年7月31日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 診療材料費 ６月分 診療材料費 12,663 口座振替
000185 8 平成20年7月31日 松尾医療器株式会社（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 3,591 口座振替
000188 1 平成20年7月31日 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱（通運） 通信運搬費 ６月分 電話料 24,557 小切手払
000188 2 平成20年7月31日 株式会社ＮＴＴドコモ九州（通運） 通信運搬費 ６月分 携帯電話料 40,543 小切手払
000189 1 平成20年7月31日 ㈱フジマック長崎営業所（給材） 給食材料費 ６月分給食消耗品代（ズーメイトＳ） 25,200 口座振替
000189 2 平成20年7月31日 ㈱やすなが（給材） 給食材料費 ６月分給食消耗品代（チャッカマン他） 18,520 口座振替
000189 3 平成20年7月31日 協和商工株式会社 給食材料費 ６月分給食消耗品代（ラップ） 24,780 口座振替
000189 4 平成20年7月31日 ㈲北川商店（給材） 給食材料費 ６月分給食消耗品代（キッチンペーパー他） 51,124 口座振替
000190 1 平成20年7月31日 ヤマト運輸株式会社（通運） 通信運搬費 ６月分 発送料 6,260 口座振替
000191 1 平成20年7月31日 九州電力㈱大村営業所 光熱水費 ６月分 電気料 1,339,373 小切手払
000191 2 平成20年7月31日 大村市水道局 光熱水費 ６月分 水道代 368,665 小切手払
000191 3 平成20年7月31日 イワタニ九州株式会社 長崎支店 光熱水費 ６月分 ガス代 116,234 口座振替
000192 1 平成20年7月31日 賃借料 ４－６月分土地賃借料 311,544 口座振替
000193 1 平成20年7月31日 合資会社 文光堂（図書） 研究図書費 ６月分 図書代 25,410 口座振替
000195 1 平成20年7月31日 虎 鮮魚店 給食材料費 ６月分 給食材料費 243,265 口座振替
000195 2 平成20年7月31日 宮本食品工業㈲（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 32,625 口座振替
000195 3 平成20年7月31日 北川鮮魚店（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 101,440 口座振替
000195 4 平成20年7月31日 諫早乳業株式会社 給食材料費 ６月分 給食材料費 125,436 口座振替
000195 5 平成20年7月31日 株式会社 あたごや青果 給食材料費 ６月分 給食材料費 305,724 口座振替
000195 6 平成20年7月31日 長崎海産株式会社（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 41,637 口座振替
000195 7 平成20年7月31日 森永とうふ食品（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 24,228 口座振替
000195 8 平成20年7月31日 浦川豆店（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 1,820 口座振替
000195 9 平成20年7月31日 チョーコー醤油㈱諫早支店（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 43,798 口座振替
000195 10 平成20年7月31日 長崎県養鶏農業協同組合（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 13,030 口座振替
000195 11 平成20年7月31日 有限会社 食菜工房（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 253,201 口座振替
000195 12 平成20年7月31日 合資会社 荒木商会 給食材料費 ６月分 給食材料費 16,938 口座振替
000195 13 平成20年7月31日 西日本フードシステム㈱（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 156,573 口座振替
000195 14 平成20年7月31日 ㈱赤水（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 249,985 口座振替
000195 15 平成20年7月31日 アサヒフード株式会社 給食材料費 ６月分 給食材料費 37,520 口座振替
000195 16 平成20年7月31日 ホシザキ北九株式会社 給食材料費 ６月分 給食材料費 115,500 口座振替
000195 17 平成20年7月31日 ㈱堀田米穀（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 270,837 口座振替
000195 18 平成20年7月31日 ワークショップベーカリーあすなろ 給食材料費 ６月分 給食材料費 13,443 口座振替
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000195 19 平成20年7月31日 ㈱落水正商店（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 30,191 口座振替
000195 20 平成20年7月31日 加島鮮魚（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 41,832 口座振替
000196 1 平成20年7月31日 プチモニ 給食材料費 ６月分 給食材料費 75,776 口座振替
000196 2 平成20年7月31日 株式会社 山徳商会 給食材料費 ６月分 給食材料費 87,471 口座振替
000196 3 平成20年7月31日 協和商工株式会社 給食材料費 ６月分 給食材料費 13,839 口座振替
000196 4 平成20年7月31日 ㈲カウ・ベル深ぼり（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 212,103 口座振替
000196 5 平成20年7月31日 デーリイ牛乳諫早販売所（給材） 給食材料費 ６月分 給食材料費 18,522 口座振替
000196 6 平成20年7月31日 長崎県職員生活協同組合（消耗） 給食材料費 ６月分 給食材料費 4,100 口座振替
000197 1 平成20年7月31日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 薬品費 ６月分 薬品費 5,985 口座振替
000197 2 平成20年7月31日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 薬品費 ６月分 薬品費 18,259 口座振替
000197 3 平成20年7月31日 富田薬品㈱諫早営業所（薬品・診材） 薬品費 ６月分 薬品費 19,845 口座振替
000197 4 平成20年7月31日 ㈱テクノ・スズタ（診材） 薬品費 ６月分 薬品費 573,006 口座振替
000198 1 平成20年7月31日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 18,795 口座振替
000198 2 平成20年7月31日 ㈱宮崎温仙堂商店諫早支店（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 40,215 口座振替
000198 3 平成20年7月31日 ㈱テクノ・スズタ（診材） 診療材料費 ６月分 診療材料費 71,158 口座振替
000199 1 平成20年7月31日 朝日新聞大村店 消耗品費 新聞代（朝日） 12,028 口座振替
000199 2 平成20年7月31日 西日本新聞エリアセンター大村南（新聞） 消耗品費 新聞代（西日本） 3,007 口座振替
000199 3 平成20年7月31日 東京法令出版㈱（図書） 消耗品費 追録代（精神保健福祉関係例規集） 9,300 口座振替
000199 4 平成20年7月31日 ㈱時事通信社（消耗） 消耗品費 「厚生福祉」代 12,900 口座振替
000199 5 平成20年7月31日 新日本法規出版㈱（図書） 消耗品費 追録代（栄養関係） 11,400 口座振替
000199 6 平成20年7月31日 ㈱クリーンシステム（消耗） 消耗品費 尿石付着防止剤 1,890 口座振替
000199 7 平成20年7月31日 ㈱クリーン・マット 大村営業所（消耗） 消耗品費 オートクリーナー 1,365 口座振替
000199 8 平成20年7月31日 富士ゼロックス長崎㈱（賃借） 消耗品費 コピー代 56,231 口座振替
000199 9 平成20年7月31日 オフィスメーション株式会社 消耗品費 ＡＴＯＫ医療辞書 16,800 口座振替
000199 10 平成20年7月31日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 インク代他 99,416 口座振替
000199 11 平成20年7月31日 (株)かとりストア 消耗品費 調理活動材料 12,175 口座振替
000199 12 平成20年7月31日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 紙コップ他 11,108 口座振替
000199 13 平成20年7月31日 （有）ノグチ 消耗品費 ペーパータオル・トイレットペーパー 62,580 口座振替
000199 14 平成20年7月31日 松野印房（消耗） 消耗品費 ゴム印 5,040 口座振替
000199 15 平成20年7月31日 （有）井上文具 消耗品費 ゴミ箱 11,340 口座振替
000199 16 平成20年7月31日 九州凸版㈱（印刷） 消耗品費 印刷物（食札） 18,585 口座振替
000199 17 平成20年7月31日 川口印刷㈱（印刷） 消耗品費 印刷物（病棟管理日誌） 13,230 口座振替
000199 18 平成20年7月31日 長崎県職員生活協同組合（消耗） 消耗品費 お茶代（スポーツ大会） 8,000 口座振替
000199 19 平成20年7月31日 扇精光㈱ 消耗品費 トナー代 50,400 口座振替
000199 20 平成20年7月31日 ㈲フラワーショップタカハラ（消耗） 消耗品費 生花スタンド（おくやみ） 15,000 口座振替
000204 1 平成20年7月31日 西日本電信電話㈱（通運） 通信運搬費 ６月分 電話料 54,546 小切手払
000209 1 平成20年7月31日 研究謝金 ７／１７治験審査委員会謝金 10,480 口座振替
000209 2 平成20年7月31日 研究謝金 ７／１７治験審査委員会 10,410 口座振替
000213 1 平成20年7月31日 諫早社会保険事務所長（保険） 保険料 ６月分 社会保険料（事業主負担分） 876,229 小切手払
000214 1 平成20年7月31日 （有）井上文具 消耗品費 画用紙他 5,155 口座振替
000214 2 平成20年7月31日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 洗剤他 6,087 口座振替
000214 3 平成20年7月31日 扇精光㈱ 消耗品費 カートリッジ代 25,200 口座振替
000214 4 平成20年7月31日 ㈲ハンズたかおか 消耗品費 革細工用品 13,066 口座振替
000215 1 平成20年7月31日 ㈱フジマック長崎営業所（給材） 給食材料費 給食消耗品（洗剤） 23,100 口座振替
000215 2 平成20年7月31日 ㈱やすなが（給材） 給食材料費 給食消耗品（ゴム手袋） 3,287 口座振替
000216 1 平成20年7月31日 研究謝金 医療観察病棟倫理会議委員謝金 20,310 口座振替
000217 1 平成20年7月31日 小磯食品（給材） 給食材料費 給食材料費 23,152 口座振替
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支払内訳表
支出票No.内訳No. 支払日 支払先 節 支払内容 金 額 支払方法
000220 1 平成20年7月31日 扇精光㈱ 修繕費 修繕費（医師研修室プリンタ） 10,500 口座振替
000220 2 平成20年7月31日 有限会社 立山住建 修繕費 本館トイレ、情報センター網戸修繕費 11,000 口座振替
000221 1 平成20年7月31日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 旅費 赴任旅費（藤田ゆかり） 78,020 小切手払
000222 1 平成20年7月31日 有限会社 芦塚保険サービス 保険料 自動車保険（任意保険） 148,670 小切手払
000226 1 平成20年7月31日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 研究旅費 旅費追給（Ｃ棟対象者転院） 9,760 小切手払
000228 1 平成20年7月31日 西日本高速道路㈱ 賃借料 高速代 1,900 現金払
000229 1 平成20年7月31日 ダイソー 消耗品費 消耗品代（陶芸用） 2,835 現金払
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