
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
000236 1 平成20年7月1日 本坂自転車商会 修繕費 修繕費（補修材料） 5,200 現金払
000238 1 平成20年7月4日 資金前渡職員 立石 学 研究雑費 第５回長崎ＤＰＣ研究会参加費 3,000 現金払
000237 1 平成20年7月10日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年６月分電気料金（外灯） 294 小切手払
000240 1 平成20年7月10日 長崎肝・胆道・膵外科研究会 研究雑費 平成２０年度分長崎肝・胆道・膵外科研究会施設会費 5,000 小切手払
000241 1 平成20年7月10日 こども医療福祉センター長 報償費 ６月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
000241 2 平成20年7月10日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 ６月分子ども医療センター医師旅費 2,940 小切手払
000242 1 平成20年7月10日 ㈱薬事日報社 研究図書費 薬事日報（２０年４月－６月） 8,820 小切手払
000243 1 平成20年7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 小切手払
000243 2 平成20年7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 小切手払
000244 1 平成20年7月10日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 看護衣 715,239 小切手払
000245 1 平成20年7月10日 長崎大学関連病院長会 諸会費 長崎大学関連病院長平成２０年度年会費 20,000 小切手払
000246 1 平成20年7月10日 ㈱ながせや 研究図書費 病院７月号 2,940 小切手払
000247 1 平成20年7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）６月分 4,280 小切手払
000248 1 平成20年7月10日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 57,900 小切手払
000249 1 平成20年7月10日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 1,860,751 小切手払
000249 2 平成20年7月10日 招へい医師 旅費 招へい医師旅費 144,080 小切手払
000252 1 平成20年7月10日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 院内がん登録初級者研修前期特別研修会他１件 65,740 小切手払
000253 1 平成20年7月10日 資金前渡職員 南 恵樹 研究雑費 長崎大学病院群臨床研修指導医養成のための講習会参加費 16,000 小切手払
000253 2 平成20年7月10日 資金前渡職員 松尾義孝 研究雑費 長崎大学病院群臨床研修指導医養成のための講習会参加費 16,000 小切手払
000257 1 平成20年7月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 医療薬学フォーラム 76,040 小切手払
000258 1 平成20年7月10日 資金前渡職員 柿田光一 研究雑費 医療薬学フォーラム参加費 7,000 小切手払
000262 1 平成20年7月10日 第１７回地域がん登録全国協議会 雑費 第１７回地域がん登録全国協議会総会研究会参加費２名分 2,000 現金払
000271 1 平成20年7月17日 （社）長崎県看護協会 研究雑費 平成２０年度長崎県看護学会学術集会参加費２名分 10,000 小切手払
000274 1 平成20年7月17日 高圧ガス保安協会 九州支部 雑費 平成２０年度特定高圧ガス取扱主任者講習参加費 10,600 小切手払
000265 1 平成20年7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
000266 1 平成20年7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） 21,781 小切手払
000266 2 平成20年7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
000266 3 平成20年7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） 37,480 小切手払
000266 4 平成20年7月18日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 52,329 小切手払
000267 1 平成20年7月18日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 公立病院改革ガイドラインを考えるセミナー他２件 119,470 小切手払
000268 1 平成20年7月18日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度初級者研修会他３件 70,960 小切手払
000269 1 平成20年7月18日 資金前渡職員 入江太 研究雑費 平成２０年度初級者研修会 3,500 小切手払
000269 2 平成20年7月18日 資金前渡職員 太田優一 研究雑費 平成２０年度初級者研修会 3,500 小切手払
000269 3 平成20年7月18日 資金前渡職員 馬場達也 研究雑費 放射線画像システム研究会参加費 1,000 小切手払
000270 1 平成20年7月18日 島原病院 職員 研究雑費 看護必要度評価者院内指導者研修参加費 11,000 小切手払
000272 1 平成20年7月18日 資金前渡職員 安永留隆 研究雑費 公立病院改革ガイドラインを考えるセミナー参加費 1,000 小切手払
000275 1 平成20年7月18日 九州肝臓外科研究会 研究雑費 九州肝臓外科年会費 10,000 小切手払
000276 1 平成20年7月18日 ㈱島原九州教具 研究雑費 医局インクカートリッジ 13,382 小切手払
000319 1 平成20年7月24日 資金前渡職員 小幡史郎 研究雑費 第１８回日本高精度放射線外部照射研究会 5,000 現金払
000251 1 平成20年7月31日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ６月分薬品費（血液）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 3,931,048 口座振替
000251 2 平成20年7月31日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 ６月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,485,435 口座振替
000261 1 平成20年7月31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 ６月分雑損失 2,940 口座振替
000261 2 平成20年7月31日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 ６月分雑損失 3,520 口座振替
000264 1 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 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 1,162,875 口座振替
000264 2 平成20年7月31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 89,250 口座振替
000264 3 平成20年7月31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
000264 4 平成20年7月31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
000264 5 平成20年7月31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 962,535 口座振替
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000264 6 平成20年7月31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
000273 1 平成20年7月31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
000273 2 平成20年7月31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
000273 3 平成20年7月31日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 176,295 口座振替
000273 4 平成20年7月31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） 12,000 口座振替
000273 5 平成20年7月31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
000273 6 平成20年7月31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
000273 7 平成20年7月31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
000273 8 平成20年7月31日 小嵐タクシー㈲ 賃借料 賃借料（通勤・公用タクシー借上） 10,050 口座振替
000273 9 平成20年7月31日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 92,360 口座振替
000273 10 平成20年7月31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） 37,830 口座振替
000273 11 平成20年7月31日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 29,900 口座振替
000273 12 平成20年7月31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） 1,109,181 口座振替
000273 13 平成20年7月31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） 36,099 口座振替
000273 14 平成20年7月31日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（手術器具） 6,930 口座振替
000273 15 平成20年7月31日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 33,600 口座振替
000273 16 平成20年7月31日 アイティーアイ㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 82,950 口座振替
000281 1 平成20年7月31日 ㈱ニチイ学館 委託料 ６月分委託料（医事、外来、がん登録、地域連携業務） 5,949,090 口座振替
000281 2 平成20年7月31日 ㈱日本医療事務センター 委託料 ６月分委託料（物品管理業務） 770,700 口座振替
000281 3 平成20年7月31日 ㈱シンコー 委託料 ６月分委託料（看護補助労働者派遣） 498,750 口座振替
000281 4 平成20年7月31日 ㈱シンコー 委託料 ６月分委託料（電話交換業務） 257,460 口座振替
000281 5 平成20年7月31日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ６月分委託料（洗濯業務） 147,000 口座振替
000281 6 平成20年7月31日 ワタキューセイモア㈱　九州支店 委託料 ６月分委託料（クリーニング業務） 172,670 口座振替
000283 1 平成20年7月31日 （資）林醤油本店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 5,849 口座振替
000283 2 平成20年7月31日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）島原地方酪農業協同組合 168,588 口座振替
000283 3 平成20年7月31日 梅林鯨店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）梅林鯨店 71,640 口座振替
000283 4 平成20年7月31日 （資）松下商店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）（資）松下商店 661 口座振替
000283 5 平成20年7月31日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 21,241 口座振替
000283 6 平成20年7月31日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）九州東邦㈱諫早大村営業所 5,600 口座振替
000283 7 平成20年7月31日 藤村薬品㈱ 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 13,198 口座振替
000283 8 平成20年7月31日 イワナガフーズ 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）イワナガフーズ 183,307 口座振替
000283 9 平成20年7月31日 食料品のひらかた 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 14,338 口座振替
000283 10 平成20年7月31日 ㈱北田物産 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）㈱北田物産 6,793 口座振替
000283 11 平成20年7月31日 ㈲愛鶏園 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 31,071 口座振替
000283 12 平成20年7月31日 ㈲杉村屋 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 13,745 口座振替
000283 13 平成20年7月31日 入江商店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）入江商店 314,316 口座振替
000283 14 平成20年7月31日 古川青果店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）古川青果店 345,234 口座振替
000283 15 平成20年7月31日 澁谷商事㈱ 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 60,456 口座振替
000283 16 平成20年7月31日 島原食糧販売㈱ 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）島原食糧販売㈱ 199,080 口座振替
000283 17 平成20年7月31日 長崎海産㈱ 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 12,526 口座振替
000283 18 平成20年7月31日 北尾茶舗 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）北尾茶舗 1,260 口座振替
000284 1 平成20年7月31日 坂本豆腐店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 52,743 口座振替
000284 2 平成20年7月31日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）チョーコー醤油㈱諫早支店 4,011 口座振替
000284 3 平成20年7月31日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 317,746 口座振替
000284 4 平成20年7月31日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 13,141 口座振替
000284 5 平成20年7月31日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 20,869 口座振替
000284 6 平成20年7月31日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 100,860 口座振替
000284 7 平成20年7月31日 島原製パン 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）島原製パン 18,916 口座振替
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000284 8 平成20年7月31日 ㈲綿屋 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）㈲綿屋 13,825 口座振替
000284 9 平成20年7月31日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 469,696 口座振替
000284 10 平成20年7月31日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 29,547 口座振替
000284 11 平成20年7月31日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 53,928 口座振替
000284 12 平成20年7月31日 森のウイング 給食材料費 ６月分給食材料費（材料）森のウイング 17,850 口座振替
000285 1 平成20年7月31日 大場歯科医院 その他雑損失 ７月分雑損失（歯科医療費） 750 口座振替
000289 1 平成20年7月31日 ㈱長崎日調 給食材料費 ６月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 10,080 口座振替
000289 2 平成20年7月31日 ㈲ヨシダ商事 給食材料費 ６月分給食材料費（消耗品）㈲ヨシダ商事 60,553 口座振替
000289 3 平成20年7月31日 ㈱光永商店 給食材料費 ６月分給食材料費（消耗品）㈱光永商店 8,400 口座振替
000289 4 平成20年7月31日 ホシザキ北九㈱　島原営業所 給食材料費 ６月分給食材料費（消耗品）ホシザキ北九㈱島原営業所 16,065 口座振替
000289 5 平成20年7月31日 西日本ビニール工業㈱ 給食材料費 ６月分給食材料費（消耗品）西日本ビニール工業㈱ 22,838 口座振替
000290 1 平成20年7月31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 4,300,348 口座振替
000290 2 平成20年7月31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 コニカミノルタヘルスケア㈱長崎営業所 79,098 口座振替
000290 3 平成20年7月31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 253,254 口座振替
000290 4 平成20年7月31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
000290 5 平成20年7月31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
000290 6 平成20年7月31日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 8,610 口座振替
000291 1 平成20年7月31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 29,400 口座振替
000291 2 平成20年7月31日 ㈱テクノ・スズタ 診療材料費 診療材料費　㈱テクノ・スズタ 918,541 口座振替
000291 3 平成20年7月31日 ㈱天愚堂 診療材料費 診療材料費　㈱天愚堂 6,851,024 口座振替
000291 4 平成20年7月31日 ㈱安中集栄堂 診療材料費 診療材料費　㈱安中集栄堂 132,743 口座振替
000291 5 平成20年7月31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 678,145 口座振替
000291 6 平成20年7月31日 ㈱富士医科精器 診療材料費 診療材料費　㈱富士医科精器 41,182 口座振替
000291 7 平成20年7月31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 280,886 口座振替
000291 8 平成20年7月31日 藤村薬品㈱ 診療材料費 診療材料費 藤村薬品㈱ 12,274 口座振替
000291 9 平成20年7月31日 東七㈱ 診療材料費 診療材料費 東七㈱ 344,274 口座振替
000291 10 平成20年7月31日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 診療材料費 診療材料費 九州東邦㈱諫早大村店 174,142 口座振替
000291 11 平成20年7月31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 55,965 口座振替
000291 12 平成20年7月31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 755,996 口座振替
000292 1 平成20年7月31日 アイティーアイ㈱ 医療機器購入費 平成２０年６月分医療機器購入費 アイティーアイ㈱　アクタライクミニⅡ 357,000 口座振替
000292 2 平成20年7月31日 エレクタ㈱ 医療機器購入費 平成２０年６月分医療機器購入費 エレクタ㈱　ステレオタクティックボディーフレーム 378,000 口座振替
000293 1 平成20年7月31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） 13,800 口座振替
000293 2 平成20年7月31日 佐川急便㈱　九州支社 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 11,681 口座振替
000293 3 平成20年7月31日 ㈲林田運送 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 3,360 口座振替
000293 4 平成20年7月31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） 34,492 小切手払
000293 5 平成20年7月31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
000293 6 平成20年7月31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） 24,001 小切手払
000294 1 平成20年7月31日 ㈱ぎょうせい 研究図書費 長崎県例規集追録 ３０７－３１７ 17,556 口座振替
000295 1 平成20年7月31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
000296 1 平成20年7月31日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 臨床栄養他 150,130 口座振替
000296 2 平成20年7月31日 ㈱ながせや 研究図書費 インフェクションコントロール８月号 2,100 口座振替
000297 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程（８月分） 156,720 小切手払
000297 2 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 緩和ケア認定看護師教育課程（８月分） 149,920 小切手払
000298 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 患者搬送第５回長崎DPC研究会他１件 16,980 小切手払
000299 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 看護体制協議他１９件 97,140 小切手払
000300 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第４回長崎脳疾患研究会他９件 108,970 小切手払
000301 1 平成20年7月31日 長崎県職員生活協同組合 燃料費 燃料費（公用車ガソリン代） 14,806 口座振替
000302 1 平成20年7月31日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料６月分事業主負担分 1,434,173 小切手払
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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
000304 1 平成20年7月31日 九州チューエツ㈱　長崎工場 消耗品費 消耗品費 211,050 口座振替
000304 2 平成20年7月31日 （資）真光社印刷 消耗品費 消耗品費 282,555 口座振替
000304 3 平成20年7月31日 ㈲正文社印刷所 消耗品費 消耗品費 88,725 口座振替
000304 4 平成20年7月31日 朝日新聞サービスアンカー 消耗品費 消耗品費 9,021 口座振替
000304 5 平成20年7月31日 ㈱島原新聞社 消耗品費 消耗品費 3,900 口座振替
000305 1 平成20年7月31日 （資）真光社印刷 印刷製本費 印刷製本費 85,050 口座振替
000306 1 平成20年7月31日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 平成２０年７月分 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
000307 1 平成20年7月31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 1,324,826 口座振替
000307 2 平成20年7月31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㈱ 13,384,932 口座振替
000308 1 平成20年7月31日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 消耗品費 133,821 口座振替
000308 2 平成20年7月31日 ㈲筑後屋 消耗品費 消耗品費 218,881 口座振替
000308 3 平成20年7月31日 川井印房 消耗品費 消耗品費 19,740 口座振替
000308 4 平成20年7月31日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費 128,983 口座振替
000308 5 平成20年7月31日 ㈲マツオ 消耗品費 消耗品費 1,837 口座振替
000308 6 平成20年7月31日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 消耗品費 20,772 口座振替
000308 7 平成20年7月31日 ㈱光永商店 消耗品費 消耗品費 11,865 口座振替
000308 8 平成20年7月31日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 消耗品費 28,828 口座振替
000308 9 平成20年7月31日 ㈲綿屋 消耗品費 消耗品費 7,912 口座振替
000308 10 平成20年7月31日 （資）福屋衣料店 消耗品費 消耗品費 409 口座振替
000308 11 平成20年7月31日 西海水処理㈱ 消耗品費 消耗品費 174,510 口座振替
000308 12 平成20年7月31日 ㈱みつい 消耗品費 消耗品費 2,240 口座振替
000308 13 平成20年7月31日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 消耗品費 57,644 口座振替
000308 14 平成20年7月31日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 消耗品費 消耗品費 13,494 口座振替
000308 15 平成20年7月31日 ㈱ながせや 消耗品費 消耗品費 61,425 口座振替
000308 16 平成20年7月31日 ㈲サンクリーン住吉 消耗品費 消耗品費 26,985 口座振替
000308 17 平成20年7月31日 ㈱サトー 福岡支店 消耗品費 消耗品費 22,995 口座振替
000308 18 平成20年7月31日 ㈱アシスト 九州支店 消耗品費 消耗品費 7,875 口座振替
000308 19 平成20年7月31日 オムロプリント㈱ 消耗品費 消耗品費 16,590 口座振替
000308 20 平成20年7月31日 長崎大学生活協同組合 消耗品費 消耗品費 62,132 口座振替
000309 1 平成20年7月31日 ㈱薬事日報社 消耗品費 消耗品費 3,150 口座振替
000309 2 平成20年7月31日 高圧ガス保安協会 教育事業部図書販売係 消耗品費 消耗品費 4,900 口座振替
000310 1 平成20年7月31日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 1,996,943 口座振替
000310 2 平成20年7月31日 ㈱日立メデイコ 長崎営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 63,000 口座振替
000310 3 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 修繕費 修繕費（医療器械） 14,805,000 口座振替
000310 4 平成20年7月31日 ㈱バリアンメディカルシステムズ 修繕費 修繕費（医療器械） 1,095,999 口座振替
000310 5 平成20年7月31日 ㈱ドッドウェルビー・エム・エス 修繕費 修繕費（備品） 51,660 口座振替
000310 6 平成20年7月31日 ㈱Ｓ＆Ｓエンジニアリング福岡営業所 修繕費 修繕費（備品） 105,000 口座振替
000310 7 平成20年7月31日 ㈲第一電設 修繕費 修繕費（備品） 90,000 口座振替
000310 8 平成20年7月31日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（備品） 25,410 口座振替
000310 9 平成20年7月31日 ＮＥＣフィールディング㈱　長崎支店 修繕費 修繕費（備品） 46,830 口座振替
000310 10 平成20年7月31日 アーパス技研工業㈱ 修繕費 修繕費（設備） 73,500 口座振替
000310 11 平成20年7月31日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 226,550 口座振替
000310 12 平成20年7月31日 ㈲入江亀建設 修繕費 修繕費（設備） 180,600 口座振替
000310 13 平成20年7月31日 ㈱矢加部商店 修繕費 修繕費（補修材料） 1,134 口座振替
000310 14 平成20年7月31日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 修繕費 修繕費（補修材料） 5,884 口座振替
000311 1 平成20年7月31日 有限会社 大周環境運輸 委託料 ６月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託 276,169 口座振替
000311 2 平成20年7月31日 ㈱ふよう長崎 委託料 ６月分設備管理業務委託 1,992,900 口座振替
000311 3 平成20年7月31日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ６月分清掃業務委託 1,559,250 口座振替

4
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支出票No.内訳No. 支払日 支払先 節 支払内容 金 額 支払方法
000311 4 平成20年7月31日 ㈲九州興産 委託料 ６月分一般廃棄物収集運搬業務委託 74,130 口座振替
000311 5 平成20年7月31日 アーパス技研工業㈱ 委託料 ６月分排水処理設備保守点検業務委託 47,250 口座振替
000311 6 平成20年7月31日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 ６月分現金輸送業務委託 73,500 口座振替
000311 7 平成20年7月31日 ㈲長崎浄設 委託料 ６月分浄化槽保守点検業務委託 18,900 口座振替
000311 8 平成20年7月31日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 ６月分エレベーター保守点検業務委託 217,875 口座振替
000311 9 平成20年7月31日 ㈱ふよう長崎 委託料 ６月分警備業務委託 611,100 口座振替
000312 1 平成20年7月31日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年６月分電気料金 5,121,394 小切手払
000312 2 平成20年7月31日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 ガス料金 3,617,007 小切手払
000312 3 平成20年7月31日 島原市（小切手） 光熱水費 水道料金 447,174 小切手払
000313 1 平成20年7月31日 福岡酸素㈱　長崎支社 手数料 酸素ボンベ耐圧試験手数料 4,410 口座振替
000313 2 平成20年7月31日 ㈲太田衛生 手数料 浄化槽汚泥引抜手数料 187,580 口座振替
000313 3 平成20年7月31日 西日本新聞広告社長崎 手数料 新聞広告掲載手数料 35,000 口座振替
000313 4 平成20年7月31日 ㈱朝日広告社長崎支社 手数料 新聞広告掲載手数料 26,250 口座振替
000314 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究雑費 7/31 治験審査委員会委員謝金 5,500 現金払
000316 1 平成20年7月31日 丸二製本社 研究雑費 医学雑誌製本１７６冊 295,680 口座振替
000317 1 平成20年7月31日 九州ブロック「臨床研修終了後」進路説明会実行 雑費 九州ブロック臨床研修終了後進路説明会参加費 43,000 小切手払
000318 1 平成20年7月31日 フラワーガーデンほいほっぽ 消耗品費 葬儀スタンド代 15,750 口座振替
000320 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第１８回日本高精度放射線外部照射研究会 21,220 小切手払
000321 1 平成20年7月31日 日本静脈経腸栄養学会 研究雑費 日本静脈経腸栄養学会認定 ２００８年夏期 コ・メディカル教育セミナー参加費 12,000 小切手払
000327 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 南 恵樹 研究雑費 第９回県央地区外科研究会参加費 500 現金払
000327 2 平成20年7月31日 資金前渡職員 半田 啓輔 研究雑費 第９回県央地区外科研究会参加費 500 現金払
000328 1 平成20年7月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究雑費 全国公立病院連盟九州支部総会参加費 10,000 現金払
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