
支出票No. 内訳No. 支払日 節 支払内容 金 額 支払方法
000001 1 平成20年4月1日 資金前渡職員 小幡史郎 研究雑費 第６７回日本医学放射線学会総会参加費 12,000 小切手払
000002 1 平成20年4月1日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第６７回日本医学放射線学会総会旅費 76,260 小切手払
000003 1 平成20年4月1日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 ４／１付け赴任旅費６件 982,725 小切手払
000030 1 平成20年4月4日 長崎県食品衛生協会 島原支部 手数料 平成２０年４月分手数料（証紙代） 7,800 現金払
001064 1 平成20年4月10日 臨床研修医 旅費 赴任旅費 臨床研修医 3,480 小切手払
001065 1 平成20年4月10日 ㈱病院新聞社 研究図書費 病院新聞（１０月～３月） 16,200 口座振替
001065 2 平成20年4月10日 ㈱薬事日報社 研究図書費 薬事日報（１月～３月） 8,820 口座振替
001065 3 平成20年4月10日 ㈱じほう 研究図書費 月刊薬事 22,680 口座振替
001095 1 平成20年4月10日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 業務引継他３件 75,000 小切手払
001096 1 平成20年4月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第３回長崎間脳下垂体疾患カンファレンス 4,440 小切手払
001097 1 平成20年4月10日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年３月分電気料金（外灯） 294 小切手払
001107 1 平成20年4月10日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 こども医療センター（あいあい）３月分 3,380 小切手払
001108 1 平成20年4月10日 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 研究雑費 シャープパソコン３台賃貸料 15,540 口座振替
001108 2 平成20年4月10日 扇精光㈱ 研究雑費 パーソナルコンピュータ機器及びソフトウェア賃貸料 32,865 口座振替
001109 1 平成20年4月10日 第一ホテル 賃借料 研修医住宅助成（第一ホテル） 51,000 小切手払
001111 1 平成20年4月10日 招へい医師 旅費 招へい医師旅費 128,120 小切手払
001112 1 平成20年4月10日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 看護衣 55,765 口座振替
001113 1 平成20年4月10日 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 報償費 研修医派遣料３月分 186,800 口座振替
000004 1 平成20年4月10日 （社）全国自治体病院協議会（会費等） 保険料 病院賠償責任保険 11,337,062 小切手払
000004 2 平成20年4月10日 （社）全国自治体病院協議会（会費等） 保険料 勤務医賠償責任保険（包括契約方式） 2,474,358 小切手払
000004 3 平成20年4月10日 （社）全国自治体病院協議会（会費等） 保険料 ボイラ保険 510,920 小切手払
000005 1 平成20年4月10日 ㈱ながせや 研究図書費 病院４月号 2,940 小切手払
000006 1 平成20年4月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第４５回九州外科学会他１件 106,550 小切手払
000007 1 平成20年4月10日 資金前渡職員 南 恵樹 研究雑費 第４５回九州外科学会 5,000 小切手払
000007 2 平成20年4月10日 資金前渡職員 小川大輔 研究雑費 第１０５回日本内科学会総会参加費 10,000 小切手払
000007 3 平成20年4月10日 資金前渡職員 松島吉宏 研究雑費 第１０５回日本内科学会総会参加費 10,000 小切手払
000001 1 平成20年4月10日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 2,184,925 小切手払
000031 1 平成20年4月17日 長崎県食品衛生協会 島原支部 手数料 平成２０年４月分手数料（証紙代） 3,900 現金払
001121 1 平成20年4月18日 西日本電信電話㈱　長崎支店 通信運搬費 通信運搬費（電話基本料金） 20,807 小切手払
001121 2 平成20年4月18日 西日本電信電話㈱　長崎支店 通信運搬費 通信運搬費（連携室ＦＡＸ） 2,526 小切手払
001121 3 平成20年4月18日 郵便事業株式会社 通信運搬費 通信運搬費（後納郵便料） 50,270 小切手払
001135 1 平成20年4月18日 ＫＤＤＩ㈱ 賃借料 賃借料（ホームページサーバー使用料） 3,200 小切手払
001138 1 平成20年4月18日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 64,191 小切手払
001130 1 平成20年4月21日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 患者搬送 2,400 小切手払
001131 1 平成20年4月21日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 看護衣 38,629 小切手払
000010 1 平成20年4月21日 緑水会 交際費 平成２０年度緑水会会費 18,000 小切手払
000021 1 平成20年4月21日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 調理用ゴム長靴 3,360 小切手払
000023 1 平成20年4月21日 資金前渡職員 平山 哲弘 報償費 卒後臨床研修管理委員会謝金 16,500 小切手払
000023 2 平成20年4月21日 資金前渡職員 平山 哲弘 旅費 卒後臨床研修管理委員会旅費 3,480 小切手払
000027 1 平成20年4月24日 （社）全国自治体病院協議会（図書等） 研究雑費 新任者のための診療報酬請求事務研修会参加費２名分 10,000 小切手払
000028 1 平成20年4月24日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第９６回日本泌尿器科学会総会旅費 77,420 小切手払
000029 1 平成20年4月24日 資金前渡職員 松尾 学 研究雑費 第９６回日本泌尿器科学会総会参加費 10,000 小切手払
000032 1 平成20年4月24日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 ４／１付け異動に伴う赴任旅費 19,050 小切手払
000033 1 平成20年4月24日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 ４／１付け採用に伴う赴任旅費 1,437,871 小切手払
001100 1 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 医療消耗備品費 平成２０年３月分医療消耗備品費 山下医科器械㈱　異物鉗子 92,400 口座振替
001101 1 平成20年4月30日 ㈱ベスト電器 島原店 医療消耗備品費 平成２０年３月分医療消耗備品費　㈱ベスト電器　ＲＩ室パソコン 72,240 口座振替
001102 1 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 医療機器購入費 平成２０年３月分医療機器購入費 山下医科器械㈱　ＩＣＰエクスプレス 261,450 口座振替
001103 1 平成20年4月30日 ㈱ケアコム 福岡営業所 無形固資産購入費平成２０年３月分医療機器購入費　㈱ケアコム 看護必要度機能管理支援システム 735,000 口座振替
001104 1 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 薬品費 ３月分薬品費（試薬）㈱宮崎温仙堂商店 開発部 698,567 口座振替
001104 2 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 薬品費 ３月分薬品費（試薬）山下医科器械㈱島原営業所 66,885 口座振替
001104 3 平成20年4月30日 ㈱安中集栄堂 薬品費 ３月分薬品費（試薬）㈱安中集栄堂 167,107 口座振替
001104 4 平成20年4月30日 ㈱テクノ・スズタ 薬品費 ３月分薬品費（試薬）㈱テクノ・スズタ 3,199,402 口座振替
001104 5 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ３月分薬品費（血液）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 3,330,276 口座振替
001104 6 平成20年4月30日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 ３月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,536,780 口座振替
001105 1 平成20年4月30日 ㈱ニチイ学館 委託料 ３月分委託料（医事、外来・がん登録業務）㈱ニチイ学館 5,507,985 口座振替
001105 2 平成20年4月30日 ㈱日本医療事務センター 委託料 ３月分委託料（物品管理業務）㈱日本医療事務センター 756,000 口座振替
001105 3 平成20年4月30日 ㈱シンコー 委託料 ３月分委託料（看護補助労働者派遣）㈱シンコー 945,000 口座振替
001105 4 平成20年4月30日 ㈱シンコー 委託料 ３月分委託料（電話交換業務）㈱シンコー 267,750 口座振替
001105 5 平成20年4月30日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ３月分委託料（洗濯業務）㈲サンクリーン住吉 147,000 口座振替
001105 6 平成20年4月30日 アフィード長崎 委託料 ３月分委託料（クリーニング業務）アフィード長崎 177,880 口座振替
001105 7 平成20年4月30日 ㈱ニチイ学館 委託料 ３月分委託料（病棟クラーク業務）㈱ニチイ学館 348,705 口座振替
001105 8 平成20年4月30日 ㈱ニチイ学館 委託料 ３月分委託料（外来患者カルテ整理業務）㈱ニチイ学館 92,988 口座振替



支出票No. 内訳No. 支払日 節 支払内容 金 額 支払方法
001114 1 平成20年4月30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 放射線機器・検査機器保守業務委託 東芝メディカルシステムズ 1,206,975 口座振替
001114 2 平成20年4月30日 ㈱日立メデイコ 長崎営業所 委託料 放射線治療計画システム保守点検業務委託 日立メディコ 105,000 口座振替
001114 3 平成20年4月30日 ㈱イトーキテクニカルサービス 西日本支社 委託料 カルテ管理システム保守業務委託 イトーキテクニカルサービス 98,000 口座振替
001114 4 平成20年4月30日 ㈱テクノ・スズタ 委託料 総合血液学検査システム保守業務委託 テクノ・スズタ 103,250 口座振替
001114 5 平成20年4月30日 デイドベーリング㈱ 委託料 細菌検査システム保守業務委託 デイドーベーリング 61,250 口座振替
001114 6 平成20年4月30日 島津メディカルシステムズ㈱　長崎営業所 委託料 Ｘ線透視装置保守業務委託 島津メディカルシステムズ 467,250 口座振替
001114 7 平成20年4月30日 ジーイー横河メディカルシステム㈱長崎営業所 委託料 磁気共鳴断層撮影装置保守業務委託 ジーイー横河メディカルシステムズ 967,820 口座振替
001114 8 平成20年4月30日 ソフトエージェンシー 委託料 病院総合情報システム支援業務委託 ソフトエージェンシー 367,500 口座振替
001114 9 平成20年4月30日 日本電気㈱　長崎支店 委託料 病院総合情報システム保守支援業務委託 日本電気 991,200 口座振替
001114 10 平成20年4月30日 ㈱エスアールエル 委託料 臨床検査業務委託（ＳＲＬ） 1,425,987 口座振替
001114 11 平成20年4月30日 長崎医学中央検査室 委託料 臨床検査業務委託（長崎医学中央検査室） 4,756 口座振替
001115 1 平成20年4月30日 医療法人ウイング ストレスクリニックウイング その他雑損失 ３月分雑損失ストレスクリニックウイング 3,000 口座振替
001115 2 平成20年4月30日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 ３月分雑損失キリン堂薬局 5,150 口座振替
001116 1 平成20年4月30日 川口印刷㈱ 印刷製本費 ３月分印刷製本費（地域医療連携だより）川口印刷 69,300 口座振替
001116 2 平成20年4月30日 丸二製本社 印刷製本費 ３月分印刷製本費（病理・細胞診検査診断書製本）丸二製本社 45,885 口座振替
001117 1 平成20年4月30日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年３月分電気料金 九州電力 4,639,743 小切手払
001117 2 平成20年4月30日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 平成２０年３月分ガス料金 西部ガス 3,186,130 小切手払
001118 1 平成20年4月30日 ㈱シンコー 委託料 ３月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託 485,599 口座振替
001118 2 平成20年4月30日 ㈱ふよう長崎 委託料 ３月分設備管理業務委託 2,016,000 口座振替
001118 3 平成20年4月30日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ３月分清掃業務委託 1,533,000 口座振替
001118 4 平成20年4月30日 ㈲九州興産 委託料 ３月分一般廃棄物収集運搬業務委託 105,609 口座振替
001118 5 平成20年4月30日 アーパス技研工業㈱ 委託料 ３月分排水処理設備保守点検業務委託 47,250 口座振替
001118 6 平成20年4月30日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 ３月分現金輸送業務委託 73,500 口座振替
001118 7 平成20年4月30日 ㈱西松 委託料 ３月分浄化槽保守点検業務委託 18,375 口座振替
001118 8 平成20年4月30日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 ３月分エレベーター保守点検業務委託 236,250 口座振替
001118 9 平成20年4月30日 株式会社司コーポレーション長崎支店 委託料 ３月分警備業務委託 490,000 口座振替
001120 1 平成20年4月30日 ㈱シーアールシー 委託料 臨床検査業務委託（ＣＲＣ） 5,502 口座振替
001122 1 平成20年4月30日 ㈱ふよう長崎 手数料 現場確認手数料　㈱ふよう長崎 3,570 口座振替
001122 2 平成20年4月30日 ㈱武田商事 手数料 医療ガス設備保守点検業務　㈱武田商事 483,000 口座振替
001122 3 平成20年4月30日 ㈲ナカムラ広芸社 手数料 室内サイン一部書替手数料（エレベーター・玄関他）㈲ナカムラ広芸社 29,800 口座振替
001122 4 平成20年4月30日 ㈱サニクリーン九州 諫早営業所 手数料 環境診断手数料（クリーン度測定）㈱サニクリーン九州諫早営業所 399,000 口座振替
001122 5 平成20年4月30日 福岡酸素㈱　長崎支社 手数料 高圧ガス設備定期点検 福岡酸素㈱　長崎支社 59,850 口座振替
001123 1 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 診療材料費 診療材料費 山下医科器械㈱島原営業所 17,093,323 口座振替
001123 2 平成20年4月30日 ㈱テクノ・スズタ 診療材料費 診療材料費　㈱テクノ・スズタ 307,908 口座振替
001123 3 平成20年4月30日 ㈱天愚堂 診療材料費 診療材料費　㈱天愚堂 5,172,268 口座振替
001123 4 平成20年4月30日 ㈱安中集栄堂 診療材料費 診療材料費　㈱安中集栄堂 120,765 口座振替
001123 5 平成20年4月30日 アイティーアイ㈱ 診療材料費 診療材料費 アイティーアイ㈱ 8,243,689 口座振替
001123 6 平成20年4月30日 Ｒ．Ｃ．Ｉサプライ 診療材料費 診療材料費　Ｒ．Ｃ．Ｉサプライ 213,414 口座振替
001123 7 平成20年4月30日 ㈱富士医科精器 診療材料費 診療材料費　㈱富士医科精器 6,762 口座振替
001123 8 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 診療材料費 診療材料費　㈱宮崎温仙堂商店 開発部 460,719 口座振替
001123 9 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 診療材料費 診療材料費　㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 60,197 口座振替
001123 10 平成20年4月30日 ㈱翔薬 長崎営業部 診療材料費 診療材料費　㈱翔薬 長崎営業部 51,156 口座振替
001123 11 平成20年4月30日 東七㈱ 診療材料費 診療材料費 東七㈱ 88,224 口座振替
001123 12 平成20年4月30日 九州東邦㈱　諫早大村店 診療材料費 診療材料費 九州東邦㈱諫早大村店 42,105 口座振替
001123 13 平成20年4月30日 九州風雲堂販売㈱ 診療材料費 診療材料費 九州風雲堂販売㈱ 5,457,951 口座振替
001123 14 平成20年4月30日 ㈱キシヤ 大村営業所 診療材料費 診療材料費　㈱キシヤ大村営業所 112,707 口座振替
001123 15 平成20年4月30日 九州メディカルサービス㈱　長崎営業所 診療材料費 診療材料費 九州メディカルサービス㈱長崎営業所 505,281 口座振替
001123 16 平成20年4月30日 ㈱ネオテック 診療材料費 診療材料費　㈱ネオテック 3,757,887 口座振替
001124 1 平成20年4月30日 富士フイルムメディカル㈱　長崎営業所 診療材料費 診療材料費 富士フイルムメディカル㈱長崎営業所 1,294,912 口座振替
001124 2 平成20年4月30日 コニカミノルタヘルスケア㈱　長崎営業所 診療材料費 診療材料費 コニカミノルタメディカル㈱長崎営業所 69,490 口座振替
001124 3 平成20年4月30日 福岡酸素㈱　長崎支社 診療材料費 診療材料費 福岡酸素㈱長崎支社 466,420 口座振替
001124 4 平成20年4月30日 ㈱ジェイベック 診療材料費 診療材料費　㈱ジェイベック 55,650 口座振替
001124 5 平成20年4月30日 ㈱松本仏壇店 診療材料費 診療材料費　㈱松本仏壇店 11,760 口座振替
001124 6 平成20年4月30日 村角工業㈱ 診療材料費 診療材料費 村角工業㈱ 50,400 口座振替
001124 7 平成20年4月30日 ㈱ジュセン 診療材料費 診療材料費　㈱ジュセン 7,770 口座振替
001124 8 平成20年4月30日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 2,205 口座振替
001125 1 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 平成２０年３月分修繕費（医療器械）山下医科機器㈱島原営業所 1,298,766 口座振替
001125 2 平成20年4月30日 ㈱キシヤ 大村営業所 修繕費 平成２０年３月分修繕費（医療器械）㈱キシヤ大村営業所 512,400 口座振替
001125 3 平成20年4月30日 ジョンソンコントロールズ㈱　九州支店 修繕費 平成２０年２月分修繕費（設備）ジョンソンコントロールズ㈱ 178,500 口座振替
001125 4 平成20年4月30日 産業科学㈱ 修繕費 平成２０年３月分修繕費（設備）産業科学㈱ 241,500 口座振替
001125 5 平成20年4月30日 ㈱安中集栄堂 修繕費 平成２０年２月分修繕費（医療機器）㈱安中集栄堂 358,365 口座振替
001125 6 平成20年4月30日 ㈱バリアンメディカルシステムズ 修繕費 平成２０年３月分修繕費（医療機器）㈱バリアンメディカルシステムズ 999,218 口座振替



支出票No. 内訳No. 支払日 節 支払内容 金 額 支払方法
001125 7 平成20年4月30日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 平成２０年３月分修繕費（設備）㈲杉田ボーリング事業所 202,250 口座振替
001125 8 平成20年4月30日 ㈱フジマック 長崎営業所 修繕費 平成２０年３月分修繕費（備品）㈱フジマック長崎営業所 6,783 口座振替
001125 9 平成20年4月30日 カギの田島 修繕費 平成２０年３月分修繕費（設備）カギの田島 5,800 口座振替
001125 10 平成20年4月30日 ㈱アイネックス 修繕費 平成２０年３月分修繕費（ＰＨＳ）㈱アイネックス 22,050 口座振替
001126 1 平成20年4月30日 ㈲筑後屋 診療材料費 診療材料費　㈲筑後屋 8,872 口座振替
001127 1 平成20年4月30日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係）㈱ジャストタイム－２４ 4,095 口座振替
001127 2 平成20年4月30日 ㈱理研サービス 消耗品費 消耗品費（庁舎関係）㈱理研サービス 281,772 口座振替
001127 3 平成20年4月30日 西海水処理㈱ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係）西海水処理㈱ 73,710 口座振替
001128 1 平成20年4月30日 九州チューエツ㈱　長崎工場 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費 九州チューエツ㈱長崎工場 54,600 口座振替
001128 2 平成20年4月30日 川口印刷㈱ 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費 川口印刷㈱ 24,150 口座振替
001128 3 平成20年4月30日 （資）真光社印刷 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費（資）真光社印刷 88,620 口座振替
001128 4 平成20年4月30日 ㈱サトー 福岡支店 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈱サトー 55,660 口座振替
001129 1 平成20年4月30日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈱イシマル 島原支店 102,873 口座振替
001129 2 平成20年4月30日 ㈲筑後屋 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈲筑後屋 253,772 口座振替
001129 3 平成20年4月30日 川井印房 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費 川井印房 20,250 口座振替
001129 4 平成20年4月30日 ㈱島原九州教具 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈱島原九州教具 189,950 口座振替
001129 5 平成20年4月30日 ㈲マツオ 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈲マツオ 126 口座振替
001129 6 平成20年4月30日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費 長崎県職員生活協同組合 45,000 口座振替
001129 7 平成20年4月30日 ㈱光永商店 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈱光永商店 103,236 口座振替
001129 8 平成20年4月30日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費 酒井化学工業㈱ 27,647 口座振替
001129 9 平成20年4月30日 ㈲綿屋 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈲綿屋 3,704 口座振替
001129 10 平成20年4月30日 ㈱みつい 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈱みつい 1,120 口座振替
001129 11 平成20年4月30日 ㈱ながせや 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈱ながせや 14,910 口座振替
001129 12 平成20年4月30日 ㈱アシスト 九州支店 消耗品費 平成２０年３月分消耗品費　㈱アシスト 九州支店 129,465 口座振替
001132 1 平成20年4月30日 九州ワーク㈱　長崎支店 研究雑費 ＤＭＡＴ用つなぎ 231,000 口座振替
001132 2 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 研究雑費 ＤＭＡＴ用装備品 148,890 口座振替
001133 1 平成20年4月30日 ㈱シンコー 委託料 平成２０年１月－３月分長崎県産業廃棄物税（焼却処理） 5,632 口座振替
001134 1 平成20年4月30日 ティーメディクス㈱ 賃借料 賃借料（内視鏡システム） 488,536 口座振替
001134 2 平成20年4月30日 ㈱日医リース 長崎支店 賃借料 賃借料（挿管用喉頭鏡） 21,315 口座振替
001134 3 平成20年4月30日 チェスト㈱　福岡営業所 賃借料 賃借料（持続陽圧呼吸療法治療器） 11,025 口座振替
001134 4 平成20年4月30日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 629,475 口座振替
001134 5 平成20年4月30日 長崎地域医療連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ協議会 賃借料 賃借料（あじさいネット） 14,000 口座振替
001134 6 平成20年4月30日 キングラン九州㈱ 賃借料 賃借料（カーテンリース） 104,580 口座振替
001134 7 平成20年4月30日 ㈱日本リース 諫早営業所 賃借料 賃借料（マットリース） 12,536 口座振替
001134 8 平成20年4月30日 ㈱アイネックス 賃借料 賃借料（電話交換設備） 9,135 口座振替
001134 9 平成20年4月30日 小嵐タクシー㈲ 賃借料 賃借料（通勤・公用タクシー借上） 6,900 口座振替
001134 10 平成20年4月30日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 91,140 口座振替
001134 11 平成20年4月30日 長崎タクシー共同集金㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 23,360 口座振替
001134 12 平成20年4月30日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 18,550 口座振替
001134 13 平成20年4月30日 ワタキューセイモア㈱　九州支店 賃借料 賃借料（病衣、寝具等） 1,289,707 口座振替
001134 14 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（内視鏡洗滌装置） 34,839 口座振替
001134 15 平成20年4月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（人工股関節等器械） 16,800 口座振替
001134 16 平成20年4月30日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（人工股関節等器械） 21,000 口座振替
001134 17 平成20年4月30日 アイティーアイ㈱ 賃借料 賃借料（手術器機　ＰＫシステム） 82,950 口座振替
001136 1 平成20年4月30日 長崎県職員生活協同組合 燃料費 平成２０年２月分燃料費（公用車ガソリン代）長崎県職員生活協同組合 8,181 口座振替
001139 1 平成20年4月30日 （資）林醤油本店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 30,952 口座振替
001139 2 平成20年4月30日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）島原地方酪農業協同組合 190,821 口座振替
001139 3 平成20年4月30日 梅林鯨店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）梅林鯨店 106,358 口座振替
001139 4 平成20年4月30日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 31,668 口座振替
001139 5 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈱宮崎温仙堂商店 開発部 5,994 口座振替
001139 6 平成20年4月30日 藤村薬品㈱ 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 31,088 口座振替
001139 7 平成20年4月30日 イワナガフーズ 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）イワナガフーズ 237,546 口座振替
001139 8 平成20年4月30日 食料品のひらかた 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 13,986 口座振替
001139 9 平成20年4月30日 ㈱北田物産 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈱北田物産 12,862 口座振替
001139 10 平成20年4月30日 ㈲愛鶏園 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 41,013 口座振替
001139 11 平成20年4月30日 ㈲杉村屋 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 11,858 口座振替
001139 12 平成20年4月30日 大平食品㈱ 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）大平食品（株） 5,040 口座振替
001139 13 平成20年4月30日 フードショップまき 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）フードショップまき 433,067 口座振替
001139 14 平成20年4月30日 澁谷商事㈱ 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 68,463 口座振替
001139 15 平成20年4月30日 ㈱堀田米穀 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈱堀田米穀 223,156 口座振替
001139 16 平成20年4月30日 長崎海産㈱ 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 23,478 口座振替
001139 17 平成20年4月30日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）チョーコー醤油（株）諫早支店 6,042 口座振替
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001139 18 平成20年4月30日 （資）松下商店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）（資）松下商店 5,386 口座振替
001140 1 平成20年4月30日 坂本豆腐店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 50,615 口座振替
001140 2 平成20年4月30日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 507,334 口座振替
001140 3 平成20年4月30日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 28,151 口座振替
001140 4 平成20年4月30日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 24,641 口座振替
001140 5 平成20年4月30日 島原製パン 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）島原製パン 22,989 口座振替
001140 6 平成20年4月30日 ㈲綿屋 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈲綿屋 11,323 口座振替
001140 7 平成20年4月30日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 535,347 口座振替
001140 8 平成20年4月30日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 15,792 口座振替
001140 9 平成20年4月30日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 177,237 口座振替
001140 10 平成20年4月30日 森のウイング 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）森のウイング 23,625 口座振替
001140 11 平成20年4月30日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）九州東邦（株）諫早大村営業所 51,704 口座振替
001140 12 平成20年4月30日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 131,605 口座振替
001140 13 平成20年4月30日 古川青果店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）古川青果店 430,221 口座振替
001141 1 平成20年4月30日 ㈱長崎日調 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 168,000 口座振替
001141 2 平成20年4月30日 ㈲ヨシダ商事 給食材料費 ３給食材料費（消耗品）㈲ヨシダ商事 29,190 口座振替
001141 3 平成20年4月30日 ㈲マツオ 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈲マツオ 1,680 口座振替
001141 4 平成20年4月30日 ㈱光永商店 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈱光永商店 4,200 口座振替
001141 5 平成20年4月30日 アポロ興産㈱ 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）アポロ興産（株） 2,226 口座振替
001146 1 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 研究図書費 医学洋雑誌定期購読分 313,459 口座振替
001147 1 平成20年4月30日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 薬局他２８冊 67,938 口座振替
001148 1 平成20年4月30日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料３月分事業主負担分 1,219,719 小切手払
001150 1 平成20年4月30日 西日本電信電話㈱　金沢サービスサポート 研究雑費 通信運搬費（電話基本料） 9,660 小切手払
001151 1 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ３月分薬品費（医薬品）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 6,358,403 口座振替
001151 2 平成20年4月30日 藤村薬品㈱ 薬品費 ３月分薬品費（医薬品）藤村薬品㈱ 7,188,196 口座振替
001151 3 平成20年4月30日 ㈱翔薬 長崎営業部 薬品費 ３月分薬品費（医薬品）㈱翔薬 長崎営業部 3,953,343 口座振替
001151 4 平成20年4月30日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 薬品費 ３月分薬品費（医薬品）九州東邦㈱諫早大村店 996,669 口座振替
001151 5 平成20年4月30日 東七㈱ 薬品費 ３月分薬品費（医薬品）㈱東七 4,758,064 口座振替
001151 6 平成20年4月30日 富田薬品㈱　島原営業所 薬品費 ３月分薬品費（医薬品）富田薬品㈱島原営業所 1,251,407 口座振替
001152 1 平成20年4月30日 ヤマト運輸㈱　島原営業所 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 7,080 口座振替
001152 2 平成20年4月30日 佐川急便㈱　九州支社 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 997 口座振替
001152 3 平成20年4月30日 ㈲林田運送 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 4,200 口座振替
001152 4 平成20年4月30日 九州通信ネットワーク㈱ 通信運搬費 通信運搬費（県内・携帯電話） 37,573 小切手払
001152 5 平成20年4月30日 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（Ｂフレッツ（あじさいネット）） 8,190 小切手払
001152 6 平成20年4月30日 西日本電信電話㈱　金沢サービスサポート 通信運搬費 通信運搬費（電話基本料） 24,148 小切手払
000012 1 平成20年4月30日 長崎タクシー共同集金㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 15,340 口座振替
000020 1 平成20年4月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 研究図書費 医学洋雑誌定期購読分 940,378 口座振替
000025 1 平成20年4月30日 （資）佐藤電装 消耗備品費 ４月分消耗備品費（携帯電話購入） 39,585 口座振替
000026 1 平成20年4月30日 島原市（小切手） 光熱水費 平成２０年４月分水道料金 246,298 小切手払
000036 1 平成20年4月30日 特定非営利活動法人放射線治療支援センター理事研究雑費 第９回京大病院高精度放射線治療ワークショップ参加費 130,000 小切手払
000037 1 平成20年4月30日 （社）双葉会（振興局） 会議等連絡費 平成20年度第1回島原病院群卒後臨床研修管理委員会 1,100 小切手払
000038 1 平成20年4月30日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 こども医療センター（あいあい）４月分 4,280 小切手払
000039 1 平成20年4月30日 ㈱ながせや 研究図書費 インフェクションコントロール５月号 2,100 小切手払
000040 1 平成20年4月30日 ＵＲＭＰＭ 研究雑費 医療技術安全教育セミナー２００８夏期参加費 30,000 小切手払
000040 2 平成20年4月30日 ＵＲＭＰＭ 研究図書費 医療技術安全教育セミナー２００８夏期参加費 6,000 小切手払
000041 1 平成20年4月30日 財団法人日本防火協会 雑費 平成２０年度防火管理者資格取得講習会受講料 6,000 小切手払
000042 1 平成20年4月30日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 平成２０年４月分 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
000043 1 平成20年4月30日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第１７回脳卒中外科手術と機器学会他２件 120,120 小切手払
000044 1 平成20年4月30日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 病院局臨時経営会議他９件 26,100 小切手払
000045 1 平成20年4月30日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 電子カルテシステム調査用務 4,440 小切手払


