
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
000993 1 平成21年2月2日 資金前渡職員 松尾繁年 研究雑費 第１２回長崎手術手技研究会参加費 1,000 現金払
001008 1 平成21年2月5日 資金前渡職員 賃借料 有料道路通行料 260 現金払
000963 1 平成21年2月10日 ㈱アイネックス 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 149,625 口座振替
000964 1 平成21年2月10日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２１年１月分電気料金（外灯） 294 小切手払
000965 1 平成21年2月10日 ㈲遠山材木店 修繕費 修繕費（補修材料） 11,393 口座振替
000966 1 平成21年2月10日 ㈲第一電設 修繕費 修繕費（補修材料） 11,770 口座振替
000967 1 平成21年2月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 7,350 口座振替
000968 1 平成21年2月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（補修材料） 3,150 口座振替
000969 1 平成21年2月10日 ㈱ピー・シー・エル 手数料 浄化槽排水水質検査 20,307 口座振替
000970 1 平成21年2月10日 ㈱アイネックス 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 39,375 口座振替
000971 1 平成21年2月10日 ㈱Ｓ＆Ｓエンジニアリング福岡営業所 修繕費 修繕費（設備） 89,250 口座振替
000972 1 平成21年2月10日 日本空調サービス㈱　九州支店 長崎営業所 手数料 無菌室系統プレフィルター交換手数料 206,850 口座振替
000975 1 平成21年2月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 84,000 口座振替
000976 1 平成21年2月10日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（設備） 2,415 口座振替
000977 1 平成21年2月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 86,100 口座振替
000978 1 平成21年2月10日 日本光電九州㈱ 修繕費 修繕費（医療器械） 682,500 口座振替
000979 1 平成21年2月10日 日本光電九州㈱ 修繕費 修繕費（医療器械） 262,500 口座振替
000980 1 平成21年2月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 79,800 口座振替
000981 1 平成21年2月10日 ㈲第一電設 修繕費 修繕費（設備） 37,800 口座振替
000982 1 平成21年2月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 535,000 口座振替
000983 1 平成21年2月10日 ㈱ディー・エス・テック 長崎営業所 修繕費 修繕費（設備） 378,000 口座振替
000984 1 平成21年2月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 95,000 口座振替
000987 1 平成21年2月10日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 １月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 6,942 小切手払
000988 1 平成21年2月10日 ㈱長崎日調 給食材料費 １月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 546 小切手払
000989 1 平成21年2月10日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 1,857,744 小切手払
000989 2 平成21年2月10日 招へい医師 旅費 招へい医師旅費 143,120 小切手払
000990 1 平成21年2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）１月分 7,660 小切手払
000991 1 平成21年2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
000992 1 平成21年2月10日 （社）日本アイソトープ協会 手数料 手数料（ＲＩ廃棄物引取） 298,987 小切手払
000994 1 平成21年2月10日 ㈱ながせや 研究図書費 病院２月号 2,940 小切手払
000995 1 平成21年2月10日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 第１４回日本集団災害医学会総会 39,380 小切手払
000996 1 平成21年2月10日 資金前渡職員 東 尚 研究雑費 第１４回日本集団災害医学会総会参加費 12,000 小切手払
000997 1 平成21年2月10日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 長崎大学教授との面談他８件 46,190 小切手払
000998 1 平成21年2月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第２８回デジタルガンマカメラ研究会 9,900 小切手払
000999 1 平成21年2月10日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（設備） 10,290 口座振替
001000 1 平成21年2月10日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（事務用品） 98,557 小切手払
001000 2 平成21年2月10日 ㈲筑後屋 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（事務用品他） 171,447 小切手払
001000 3 平成21年2月10日 ㈱島原九州教具 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（コピー料） 97,013 小切手払
001000 4 平成21年2月10日 ㈲マツオ 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（マジックリン他） 2,945 小切手払
001000 5 平成21年2月10日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（タオル他） 19,080 小切手払
001000 6 平成21年2月10日 ㈱光永商店 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（クリーニング洗剤他） 15,352 小切手払
001000 7 平成21年2月10日 ㈲綿屋 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（サンポール） 7,912 小切手払
001000 8 平成21年2月10日 川口印刷㈱ 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（印刷物） 55,020 小切手払
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001000 9 平成21年2月10日 ㈱アシスト 九州支店 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（トナー） 74,550 小切手払
001000 10 平成21年2月10日 九州チューエツ㈱　長崎工場 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（印刷物） 101,850 小切手払
001000 11 平成21年2月10日 ㈲サンクリーン住吉 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（洗剤） 21,000 小切手払
001000 12 平成21年2月10日 山下医科器械㈱　島原営業所 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（麻薬金庫） 103,341 小切手払
001001 1 平成21年2月10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） 3,450 口座振替
001001 2 平成21年2月10日 佐川急便㈱　九州支社 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 9,975 口座振替
001001 3 平成21年2月10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
001001 4 平成21年2月10日 （社）双葉会（振興局） 通信運搬費 通信運搬費（切手・はがき代） 1,000 口座振替
001002 1 平成21年2月10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
001002 2 平成21年2月10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
001002 3 平成21年2月10日 小嵐タクシー㈲ 賃借料 賃借料（通勤・公用タクシー借上） 8,050 口座振替
001002 4 平成21年2月10日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 14,250 口座振替
001002 5 平成21年2月10日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（手術器具） 15,750 口座振替
001002 6 平成21年2月10日 ㈱フィデスワン 賃借料 賃借料（超音波イメージ） 58,800 口座振替
001003 1 平成21年2月10日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 1,471,943 口座振替
001004 1 平成21年2月10日 ㈱ナフコ 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（フロアクイックル） 3,825 小切手払
001005 1 平成21年2月10日 西海水処理㈱ 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（12%次亜塩素酸ソーダ） 4,410 小切手払
000494 1 平成21年2月10日 総合メディカル株式会社長崎支店 前払金 ２月分 DtoDコンシェルジュ掲載料 10,000 小切手払
001141 1 平成21年2月18日 ㈱ホームインプルーブメント 消耗品費 消耗品費（ポット） 3,897 現金払
001019 1 平成21年2月19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精算旅費 167,440 小切手払
001023 1 平成21年2月19日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 平成２０年度第２回相談支援センター相談員基礎研修会 64,240 小切手払
001007 1 平成21年2月20日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（ｼｮｯﾄﾋﾞﾙﾀﾞｰ他） 31,742 小切手払
001007 2 平成21年2月20日 ㈱みつい 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（塩） 1,120 小切手払
001007 3 平成21年2月20日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 平成２１年１月分消耗品費（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ他） 59,141 小切手払
001011 1 平成21年2月20日 （資）真光社印刷 印刷製本費 １月分印刷製本費（長崎県立島原病院だより） 133,350 小切手払
001015 1 平成21年2月20日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（備品 その他） 8,820 口座振替
001022 1 平成21年2月20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 １月分雑損失（医療費） 2,940 小切手払
001022 2 平成21年2月20日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 １月分雑損失（薬品費） 6,470 小切手払
001026 1 平成21年2月20日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 給食材料費 １月分給食材料費（消耗品）㈱宮崎温仙堂商店 開発部 1,732 小切手払
001029 1 平成21年2月20日 ＮＥＣフィールディング㈱　長崎支店 修繕費 修繕費（設備） 28,350 口座振替
001043 1 平成21年2月20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） 22,147 小切手払
001043 2 平成21年2月20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
001043 3 平成21年2月20日 郵便事業株式会社 通信運搬費 通信運搬費（後納郵便料） 89,870 小切手払
001043 4 平成21年2月20日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 50,094 小切手払
001044 1 平成21年2月20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
001010 1 平成21年2月27日 ㈱ニチイ学館 委託料 １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
001010 2 平成21年2月27日 ㈱日本医療事務センター 委託料 １月分委託料（物品管理業務） 770,700 口座振替
001010 3 平成21年2月27日 ㈱シンコー 委託料 １月分委託料（電話交換業務） 257,460 口座振替
001010 4 平成21年2月27日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 １月分委託料（洗濯業務） 147,000 口座振替
001010 5 平成21年2月27日 ワタキューセイモア㈱　九州支店 委託料 １月分委託料（クリーニング業務） 185,746 口座振替
001010 6 平成21年2月27日 ㈱ニチイ学館 委託料 １月分委託料（ＤＰＣコーディング、診療録管理、ＤＰＣデータ作成業務） 628,780 口座振替
001012 1 平成21年2月27日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 薬品費 １月分薬品費（試薬）㈱宮崎温仙堂商店 開発部 790,041 口座振替
001012 2 平成21年2月27日 ㈱安中集栄堂 薬品費 １月分薬品費（試薬）㈱安中集栄堂 272,160 口座振替
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001012 3 平成21年2月27日 ㈱テクノ・スズタ 薬品費 １月分薬品費（試薬）㈱テクノ・スズタ 3,097,416 口座振替
001012 4 平成21年2月27日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 １月分薬品費（血液）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 5,133,086 口座振替
001012 5 平成21年2月27日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 １月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,545,810 口座振替
001012 6 平成21年2月27日 ㈱翔薬 長崎営業部 薬品費 １月分薬品費（試薬）㈱翔薬 長崎営業部 16,590 口座振替
001013 1 平成21年2月27日 有限会社 大周環境運輸 委託料 １月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託 331,208 口座振替
001013 2 平成21年2月27日 ㈱ふよう長崎 委託料 １月分設備管理業務委託 1,992,900 口座振替
001013 3 平成21年2月27日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 １月分清掃業務委託 1,559,250 口座振替
001013 4 平成21年2月27日 ㈲九州興産 委託料 １月分一般廃棄物収集運搬業務委託 115,122 口座振替
001013 5 平成21年2月27日 アーパス技研工業㈱ 委託料 １月分排水処理設備保守点検業務委託 47,250 口座振替
001013 6 平成21年2月27日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 １月分現金輸送業務委託 73,500 口座振替
001013 7 平成21年2月27日 ㈲長崎浄設 委託料 １月分浄化槽保守点検業務委託 18,900 口座振替
001013 8 平成21年2月27日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 １月分エレベーター保守点検業務委託 217,875 口座振替
001013 9 平成21年2月27日 ㈱ふよう長崎 委託料 １月分警備業務委託 611,100 口座振替
001018 1 平成21年2月27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 12,119,912 口座振替
001018 2 平成21年2月27日 ㈱テクノ・スズタ 診療材料費 診療材料費　㈱テクノ・スズタ 439,152 口座振替
001018 3 平成21年2月27日 ㈱天愚堂 診療材料費 診療材料費　㈱天愚堂 2,696,919 口座振替
001018 4 平成21年2月27日 ㈱安中集栄堂 診療材料費 診療材料費　㈱安中集栄堂 90,966 口座振替
001018 5 平成21年2月27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㈱ 5,216,779 口座振替
001018 6 平成21年2月27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 190,418 口座振替
001018 7 平成21年2月27日 ㈱富士医科精器 診療材料費 診療材料費　㈱富士医科精器 3,381 口座振替
001018 8 平成21年2月27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 451,972 口座振替
001018 9 平成21年2月27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 70,035 口座振替
001018 10 平成21年2月27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 86,341 口座振替
001018 11 平成21年2月27日 藤村薬品㈱ 診療材料費 診療材料費 藤村薬品㈱ 3,412 口座振替
001018 12 平成21年2月27日 東七㈱ 診療材料費 診療材料費 東七㈱ 61,603 口座振替
001018 13 平成21年2月27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 38,062 口座振替
001018 14 平成21年2月27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㈱ 8,788,627 口座振替
001018 15 平成21年2月27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 239,400 口座振替
001018 16 平成21年2月27日 ㈱フィデスワン 診療材料費 診療材料費　㈱フィデスワン 2,101,071 口座振替
001020 1 平成21年2月27日 富士フイルムメディカル株式会社九州地区営業本 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 1,549,611 口座振替
001020 2 平成21年2月27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 413,920 口座振替
001020 3 平成21年2月27日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 15,225 口座振替
001021 1 平成21年2月27日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２１年１月分電気料金 5,056,800 小切手払
001021 2 平成21年2月27日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 ガス料金 4,436,456 小切手払
001021 3 平成21年2月27日 島原市（小切手） 光熱水費 水道料金 215,869 小切手払
001024 1 平成21年2月27日 （資）林醤油本店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 24,003 口座振替
001024 2 平成21年2月27日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 １月分給食材料費（材料）島原地方酪農業協同組合 11,466 口座振替
001024 3 平成21年2月27日 梅林鯨店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）梅林鯨店 86,657 口座振替
001024 4 平成21年2月27日 グリコ牛乳 島原北部センター 給食材料費 １月分給食材料費（材料）グリコ牛乳島原北部センター 167,286 口座振替
001024 5 平成21年2月27日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 77,080 口座振替
001024 6 平成21年2月27日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 １月分給食材料費（材料）九州東邦㈱諫早大村営業所 10,700 口座振替
001024 7 平成21年2月27日 藤村薬品㈱ 給食材料費 １月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 23,005 口座振替
001024 8 平成21年2月27日 イワナガフーズ 給食材料費 １月分給食材料費（材料）イワナガフーズ 176,854 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
001024 9 平成21年2月27日 食料品のひらかた 給食材料費 １月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 13,986 口座振替
001024 10 平成21年2月27日 ㈱北田物産 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈱北田物産 25,075 口座振替
001024 11 平成21年2月27日 ㈲愛鶏園 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 33,270 口座振替
001024 12 平成21年2月27日 ㈲杉村屋 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 14,308 口座振替
001024 13 平成21年2月27日 入江商店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）入江商店 386,201 口座振替
001024 14 平成21年2月27日 ㈲橋本青果店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）（有）橋本青果店 475,339 口座振替
001024 15 平成21年2月27日 澁谷商事㈱ 給食材料費 １月分給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 45,581 口座振替
001024 16 平成21年2月27日 ㈱堀田米穀 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈱堀田米穀 191,667 口座振替
001024 17 平成21年2月27日 長崎海産㈱ 給食材料費 １月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 17,892 口座振替
001025 1 平成21年2月27日 坂本豆腐店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 51,620 口座振替
001025 2 平成21年2月27日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）チョーコー醤油㈱諫早支店 3,332 口座振替
001025 3 平成21年2月27日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 331,804 口座振替
001025 4 平成21年2月27日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 １月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 24,536 口座振替
001025 5 平成21年2月27日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 110,754 口座振替
001025 6 平成21年2月27日 島原製パン 給食材料費 １月分給食材料費（材料）島原製パン 16,811 口座振替
001025 7 平成21年2月27日 ㈲綿屋 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈲綿屋 11,889 口座振替
001025 8 平成21年2月27日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 484,365 口座振替
001025 9 平成21年2月27日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 16,800 口座振替
001025 10 平成21年2月27日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 １月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 128,786 口座振替
001025 11 平成21年2月27日 森のウイング 給食材料費 １月分給食材料費（材料）森のウイング 17,850 口座振替
001031 1 平成21年2月27日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 １月分薬品費（医薬品）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 6,775,450 口座振替
001031 2 平成21年2月27日 藤村薬品㈱ 薬品費 １月分薬品費（医薬品）藤村薬品㈱ 8,039,236 口座振替
001031 3 平成21年2月27日 ㈱翔薬 長崎営業部 薬品費 １月分薬品費（医薬品）㈱翔薬 長崎営業部 4,972,670 口座振替
001031 4 平成21年2月27日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 薬品費 １月分薬品費（医薬品）九州東邦㈱諫早大村店 2,035,003 口座振替
001031 5 平成21年2月27日 東七㈱ 薬品費 １月分薬品費（医薬品）㈱東七 2,784,766 口座振替
001031 6 平成21年2月27日 富田薬品㈱　島原営業所 薬品費 １月分薬品費（医薬品）富田薬品㈱島原営業所 1,106,863 口座振替
001034 1 平成21年2月27日 長崎県職員生活協同組合 燃料費 平成２０年１２月分燃料費（公用車ガソリン代） 10,618 口座振替
001036 1 平成21年2月27日 ㈱ケアコム 福岡営業所 修繕費 修繕費（設備） 76,650 口座振替
001037 1 平成21年2月27日 ジョンソンコントロールズ㈱　九州支店 修繕費 修繕費（設備） 409,500 口座振替
001038 1 平成21年2月27日 （社）双葉会（振興局） 手数料 長崎県証紙手数料 22,000 口座振替
001039 1 平成21年2月27日 菓舗 しまだ 会議等連絡費 示談交渉時手土産 1,800 口座振替
001042 1 平成21年2月27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
001045 1 平成21年2月27日 ㈱ながせや 研究図書費 インフェクションコントロール３月号 2,100 口座振替
001046 1 平成21年2月27日 ㈱島原九州教具 研究雑費 医局プリンター用インクカートリッジ 23,782 口座振替
001047 1 平成21年2月27日 西日本電信電話㈱　長崎支店 研究雑費 通信運搬費（電話基本料） 9,660 小切手払
001048 1 平成21年2月27日 （株）神陵文庫 九州支店 研究図書費 Nelson Textbook of Pediatrics 18E 24,499 口座振替
001049 1 平成21年2月27日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 外科治療１月号他 60,604 口座振替
001050 1 平成21年2月27日 こども医療福祉センター長 報償費 １月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
001050 2 平成21年2月27日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 ９月分子ども医療センター医師旅費 2,940 小切手払
001051 1 平成21年2月27日 （財）長崎県浄化槽協会 手数料 浄化槽法定検査手数料 25,000 口座振替
001052 1 平成21年2月27日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
001053 1 平成21年2月27日 日本光電九州㈱ 修繕費 修繕費（医療器械） 57,750 口座振替
001054 1 平成21年2月27日 日本光電九州㈱ 修繕費 修繕費（医療器械） 57,750 口座振替
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001055 1 平成21年2月27日 アイティーアイ㈱ 修繕費 修繕費（医療器械） 429,450 口座振替
001056 1 平成21年2月27日 ㈱キシヤ 大村営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 36,750 口座振替
001056 2 平成21年2月27日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（補修材料） 7,969 口座振替
001057 1 平成21年2月27日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 142,485 口座振替
001058 1 平成21年2月27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） 38,896 小切手払
001058 2 平成21年2月27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）） 8,295 小切手払
001058 3 平成21年2月27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
001058 4 平成21年2月27日 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 通信運搬費 通信運搬費 1,357 小切手払
001058 5 平成21年2月27日 （社）双葉会（振興局） 通信運搬費 通信運搬費 8,000 口座振替
001059 1 平成21年2月27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
001059 2 平成21年2月27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
001059 3 平成21年2月27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
001059 4 平成21年2月27日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 181,650 口座振替
001059 5 平成21年2月27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
001059 6 平成21年2月27日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 49,270 口座振替
001059 7 平成21年2月27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） 25,050 口座振替
001059 8 平成21年2月27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） 1,222,803 口座振替
001059 9 平成21年2月27日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 43,050 口座振替
001060 1 平成21年2月27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
001060 2 平成21年2月27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
001060 3 平成21年2月27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
001060 4 平成21年2月27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
001060 5 平成21年2月27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 1,002,750 口座振替
001060 6 平成21年2月27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
001063 1 平成21年2月27日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 楽しい主任さんの支援塾２件 6,280 小切手払
001064 1 平成21年2月27日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度臨床検査精度管理調査報告会 57,440 小切手払
001065 1 平成21年2月27日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 平成２０年度社会保険事務講習会 62,740 小切手払
001066 1 平成21年2月27日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料１月分事業主負担分 1,306,333 小切手払
001068 1 平成21年2月27日 北尾茶舗 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）北尾茶舗 1,260 小切手払
001069 1 平成21年2月27日 ㈱サニクリーン九州 諫早営業所 給食材料費 ２月分給食材料費（消耗品）㈱サニクリーン九州諫早営業所 39,900 小切手払
001069 2 平成21年2月27日 ㈲筑後屋 給食材料費 ２月分給食材料費（消耗品）㈲筑後屋 5,796 小切手払
001073 1 平成21年2月27日 ㈱武田商事 修繕費 修繕費（医療器械） 827,400 小切手払
001075 1 平成21年2月27日 資金前渡職員 徳永能治 前払金 日本医療マネジメント学会第９回長崎地方会参加費 3,000 現金払
000525 1 平成21年2月27日 株式会社日経ビーピー 消耗品費 日経ヘルスケア１－３月分 5,499 小切手払
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