
支払内訳表
支出票No. 内訳No. 支払日 支払先 節 摘要 金 額 支払方法

000105 1 平成20年6月10日 研究謝金 治験協力費 20,000 小切手払
000105 2 平成20年6月10日 研究謝金 治験協力費 10,000 小切手払
000107 1 平成20年6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 報償費 ５月分 報償費 405,230 小切手払
000108 1 平成20年6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 ５月分精算旅費 57,900 小切手払
000108 2 平成20年6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 日本司法精神医学会大会旅費 56,540 小切手払
000109 1 平成20年6月10日 小磯食品（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 24,505 小切手払
000111 1 平成20年6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 研究謝金 6/6 治験審査委員会 講師謝金 20,890 小切手払
000112 1 平成20年6月10日 ㈲ハンズたかおか 消耗品費 革細工用品（ソーシャル） 42,882 小切手払
000145 1 平成20年6月10日 （株）親和銀行 大村支店 賃借料 夜間金庫使用料 3,150 口座振替
000136 1 平成20年6月16日 イオン九州㈱ジャスコ大村店 消耗品費 スポーツ大会景品代（ソーシャル） 2,340 現金払
000136 2 平成20年6月16日 ダイソー 消耗品費 スポーツ大会景品代（ソーシャル） 6,720 現金払
000118 1 平成20年6月17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 概算旅費（国立精神・神経センター精神保健研究所医学課研修プログラム） 76,260 小切手払
000135 1 平成20年6月17日 国立精神・神経センター 研究雑費 参加費（精神保健に関する技術研修） 10,000 小切手払
000141 1 平成20年6月17日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 ハンドソープ代 298 現金払
000141 2 平成20年6月17日 ダイソー 消耗品費 水切りかご代 315 現金払
000122 1 平成20年6月25日 西日本電信電話㈱（通運） 通信運搬費 ５月分 電話代 2,473 小切手払
000149 1 平成20年6月26日 資金前渡 松尾愼介 報償費 医療観察病棟外部評価会議 委員謝金 105,040 資金前渡
000154 1 平成20年6月26日 ホームプラザナフコ南大村店 消耗品費 消耗品代（除菌スプレー） 398 現金払
000155 1 平成20年6月26日 ドラッグストア モリ 大村駅前店 消耗品費 消耗品代（ダニアース） 1,596 現金払
000157 1 平成20年6月27日 西日本高速道路㈱ 賃借料 高速代 1,600 現金払
000159 1 平成20年6月29日 くさの書店 大村店 消耗品費 書籍代（道路地図ほか） 2,995 現金払
000110 1 平成20年6月30日 長崎タクシー共同集金㈱（タクシー） 賃借料 賃借料（タクシー) 16,350 口座振替
000110 2 平成20年6月30日 合同タクシー㈱（タクシー） 賃借料 賃借料（タクシー) 17,150 口座振替
000110 3 平成20年6月30日 ㈲野田清掃社（手数） 手数料 手数料（汚泥汲取） 189,000 口座振替
000110 4 平成20年6月30日 三和シャッター工業㈱　諫早営業所 修繕費 修繕費（Ａ－１病棟スチール扉） 12,600 口座振替
000110 5 平成20年6月30日 ロートルーターサービス㈱長崎（修繕） 修繕費 修繕費（Ａ－１病棟洗面排水詰り） 8,925 口座振替
000110 6 平成20年6月30日 大菱電機工業株式会社 修繕費 修繕費（Ｂ－２病棟テレビ移設） 33,600 口座振替
000113 1 平成20年6月30日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 診療材料費 ５月分 診療材料費 13,539 口座振替
000113 2 平成20年6月30日 アイティーアイ㈱大村営業所（診材） 診療材料費 ５月分 診療材料費 6,940 口座振替
000113 3 平成20年6月30日 ㈱富士医科精器長崎支店（診材） 診療材料費 ５月分 診療材料費 1,564 口座振替
000113 4 平成20年6月30日 松尾医療器株式会社（診材） 診療材料費 ５月分 診療材料費 1,890 口座振替
000113 5 平成20年6月30日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 診療材料費 ５月分 診療材料費 8,190 口座振替
000113 6 平成20年6月30日 山口デンタル・ラボラトリー（診材） 診療材料費 ５月分 診療材料費（歯科） 50,275 口座振替
000113 7 平成20年6月30日 ㈱デンタルパートナー（診材） 診療材料費 ５月分 診療材料費（歯科） 26,113 口座振替
000114 1 平成20年6月30日 金子産業株式会社 燃料費 燃料費（Ａ重油） 367,500 口座振替
000114 2 平成20年6月30日 （有）さかいタクシー 賃借料 賃借料（タクシー） 14,020 口座振替
000114 3 平成20年6月30日 金子石油㈱（燃料） 燃料費 燃料費（公用車燃料） 37,399 口座振替
000114 4 平成20年6月30日 株式会社 谷川建設 修繕費 修繕費（病室洗面台修繕、外灯設置） 99,750 口座振替
000114 5 平成20年6月30日 ㈲中央電話設備商会（修繕） 修繕費 修繕（Ａ－１病棟監視モニター） 83,580 口座振替
000115 1 平成20年6月30日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 診療材料費 ５月分 診療材料費（検査器材） 5,418 口座振替
000115 2 平成20年6月30日 ㈱テクノ・スズタ（診材） 診療材料費 ５月分 診療材料費（検査器材） 48,856 口座振替
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000116 1 平成20年6月30日 ホシザキ北九株式会社 賃借料 賃借料（ティーサーバー） 3,855 口座振替
000116 2 平成20年6月30日 キングラン九州 株式会社 賃借料 賃借料（カーテン） 105,525 口座振替
000116 3 平成20年6月30日 ワタキューセイモア㈱九州支社（賃借） 賃借料 賃借料（寝具） 294,613 口座振替
000116 4 平成20年6月30日 協業組合ホームドライ長崎 委託料 委託料（洗濯業務） 122,403 口座振替
000116 5 平成20年6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 委託料（Ｘ線装置保守） 50,715 口座振替
000116 6 平成20年6月30日 オフィスメーション株式会社 委託料 委託料（医療会計システム保守） 45,150 口座振替
000116 7 平成20年6月30日 株式会社西九州エレベーターサービス 委託料 委託料（エレベーター保守） 30,450 口座振替
000116 8 平成20年6月30日 株式会社 アサヒセキュリティ 委託料 委託料（現金輸送） 73,500 口座振替
000116 9 平成20年6月30日 ㈲長崎美研社（委託） 委託料 委託料（一般廃棄物収集運搬） 31,500 口座振替
000116 10 平成20年6月30日 ㈲長崎美研社（委託） 手数料 手数料（一般廃棄物処理） 10,200 口座振替
000116 11 平成20年6月30日 ㈲長崎美研社（委託） 委託料 委託料（警備） 2,433,900 口座振替
000116 12 平成20年6月30日 ㈱マツダクリーンサービス（委託） 委託料 委託料（産業廃棄物処理） 12,285 口座振替
000116 13 平成20年6月30日 有限会社 サイトウビル管理 委託料 委託料（清掃業務） 1,295,000 口座振替
000116 14 平成20年6月30日 ㈲岩藤清掃（委託） 委託料 委託料（合併処理槽維持管理） 60,375 口座振替
000116 15 平成20年6月30日 株式会社 ニチイ学館 委託料 委託料（医事業務） 884,100 口座振替
000117 1 平成20年6月30日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 薬品費 ５月分 薬品費（検査試薬） 104,338 口座振替
000117 2 平成20年6月30日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 薬品費 ５月分 薬品費（検査試薬） 2,373 口座振替
000117 3 平成20年6月30日 ㈱テクノ・スズタ（診材） 薬品費 ５月分 薬品費（検査試薬） 343,980 口座振替
000120 1 平成20年6月30日 九州電力㈱大村営業所 光熱水費 ５月分 電気料金 1,130,975 小切手払
000120 2 平成20年6月30日 イワタニ九州株式会社 長崎支店 光熱水費 ５月分 ガス代 114,003 口座振替
000120 3 平成20年6月30日 大村市水道局 光熱水費 ４月分 水道料金 368,665 小切手払
000120 4 平成20年6月30日 ヤマト運輸株式会社（通運） 通信運搬費 ５月分 配送料 6,710 口座振替
000123 1 平成20年6月30日 ㈱フジマック長崎営業所（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 23,100 口座振替
000123 2 平成20年6月30日 ㈱やすなが（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 16,120 口座振替
000123 3 平成20年6月30日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 13,230 口座振替
000124 1 平成20年6月30日 九州凸版㈱（印刷） 消耗品費 印刷代 72,345 口座振替
000124 2 平成20年6月30日 新日本法規出版㈱（図書） 消耗品費 法規集追録 3,200 口座振替
000124 3 平成20年6月30日 ㈱クリーン・マット 大村営業所（消耗） 消耗品費 カートリッジ代 1,365 口座振替
000124 4 平成20年6月30日 ㈱クリーンシステム（消耗） 消耗品費 尿石付着防止剤代 1,890 口座振替
000124 5 平成20年6月30日 （有）井上文具 消耗品費 ファイル代ほか 8,032 口座振替
000124 6 平成20年6月30日 扇精光㈱ 消耗品費 トナー代 50,400 口座振替
000124 7 平成20年6月30日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 竹ほうきほか 7,362 口座振替
000124 8 平成20年6月30日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 事務用品ほか 111,119 口座振替
000124 9 平成20年6月30日 松尾医療器株式会社（診材） 消耗品費 ペンライトほか 5,439 口座振替
000124 10 平成20年6月30日 （有）ノグチ 消耗品費 トイレットペーパー代 13,440 口座振替
000124 11 平成20年6月30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（西日本新聞） 3,007 口座振替
000124 12 平成20年6月30日 朝日新聞大村店 消耗品費 新聞代（朝日新聞） 12,028 口座振替
000124 13 平成20年6月30日 富士ゼロックス長崎㈱（賃借） 消耗品費 コピー代 70,656 口座振替
000125 1 平成20年6月30日 株式会社ささき商事 消耗品費 ロイヤルマット代（ソーシャル） 9,370 口座振替
000125 2 平成20年6月30日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 刻印棒セット代（ソーシャル） 18,616 口座振替
000125 3 平成20年6月30日 (株)かとりストア 消耗品費 調理実習材料代（ソーシャル） 1,850 口座振替
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000125 4 平成20年6月30日 ㈲松原運動具店（ソーシャル） 消耗品費 バトミントン支柱ほか（ソーシャル） 24,800 口座振替
000125 5 平成20年6月30日 合資会社 文光堂（図書） 研究図書費 書籍代 31,333 口座振替
000129 1 平成20年6月30日 ㈲ユニックス タケヤ（被服） 被服費 被服代 62,349 口座振替
000129 2 平成20年6月30日 有限会社原田楽器 手数料 ピアノ調律代 12,600 口座振替
000129 3 平成20年6月30日 株式会社 名教書 消耗品費 カード代 10,575 口座振替
000130 1 平成20年6月30日 株式会社ＮＴＴドコモ九州（通運） 通信運搬費 ５月分 携帯電話代 8,214 小切手払
000132 1 平成20年6月30日 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱（通運） 通信運搬費 ５月分 電話代 24,031 小切手払
000137 1 平成20年6月30日 ㈱サニクリーン九州諫早営業所（委託） 賃借料 賃借料（空気清浄機、マット） 128,247 口座振替
000137 2 平成20年6月30日 ロートルーターサービス㈱長崎（修繕） 修繕費 修繕費（職員浴室シャワー） 9,660 口座振替
000137 3 平成20年6月30日 ㈱シンコー（委託） 委託料 委託料（患者給食業務） 1,155,000 口座振替
000137 4 平成20年6月30日 九州教具㈱（消耗） 手数料 手数料（プロジェクター診断料） 3,150 口座振替
000137 5 平成20年6月30日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 消耗品費（ディスプレイ、ケーブル） 25,452 口座振替
000137 6 平成20年6月30日 長崎トヨペット㈱大村店（修繕） 修繕費 修繕費（公用車） 4,180 口座振替
000137 7 平成20年6月30日 ㈱アイホー長崎営業所（給材） 修繕費 修繕費（温冷配膳車） 63,105 口座振替
000137 8 平成20年6月30日 ㈱サニックス 長崎環境衛生事業所（委託） 委託料 委託料（病害虫防除） 24,675 口座振替
000137 9 平成20年6月30日 吉岡商店（修繕） 修繕費 修繕費（本館外鍵修繕） 49,875 口座振替
000138 1 平成20年6月30日 虎 鮮魚店 給食材料費 ５月分 給食材料費 271,792 口座振替
000138 2 平成20年6月30日 宮本食品工業㈲（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 29,979 口座振替
000138 3 平成20年6月30日 株式会社 あたごや青果 給食材料費 ５月分 給食材料費 527,523 口座振替
000138 4 平成20年6月30日 ㈲カウ・ベル深ぼり（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 196,253 口座振替
000138 5 平成20年6月30日 西日本フードシステム㈱（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 165,271 口座振替
000138 6 平成20年6月30日 藤村薬品㈱（薬品） 給食材料費 ５月分 給食材料費 2,205 口座振替
000138 7 平成20年6月30日 アサヒフード株式会社 給食材料費 ５月分 給食材料費 43,870 口座振替
000138 8 平成20年6月30日 チョーコー醤油㈱諫早支店（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 63,591 口座振替
000138 9 平成20年6月30日 諫早乳業株式会社 給食材料費 ５月分 給食材料費 127,982 口座振替
000138 10 平成20年6月30日 協和商工株式会社 給食材料費 ５月分 給食材料費 32,565 口座振替
000138 11 平成20年6月30日 松山精肉店 給食材料費 ５月分 給食材料費 9,450 口座振替
000138 12 平成20年6月30日 北川鮮魚店（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 39,280 口座振替
000138 13 平成20年6月30日 プチモニ 給食材料費 ５月分 給食材料費 43,920 口座振替
000138 14 平成20年6月30日 ホシザキ北九株式会社 給食材料費 ５月分 給食材料費 262,500 口座振替
000138 15 平成20年6月30日 ワークショップベーカリーあすなろ 給食材料費 ５月分 給食材料費 12,820 口座振替
000138 16 平成20年6月30日 ㈱赤水（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 297,319 口座振替
000138 17 平成20年6月30日 森永とうふ食品（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 14,419 口座振替
000138 18 平成20年6月30日 長崎県職員生活協同組合（消耗） 給食材料費 ５月分 給食材料費 3,280 口座振替
000138 19 平成20年6月30日 デーリイ牛乳諫早販売所（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 17,640 口座振替
000138 20 平成20年6月30日 ㈱堀田米穀（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 237,888 口座振替
000139 1 平成20年6月30日 合資会社 荒木商会 給食材料費 ５月分 給食材料費 15,816 口座振替
000139 2 平成20年6月30日 長崎海産株式会社（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 56,311 口座振替
000139 3 平成20年6月30日 長崎県養鶏農業協同組合（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 31,447 口座振替
000139 4 平成20年6月30日 株式会社 山徳商会 給食材料費 ５月分 給食材料費 83,367 口座振替
000139 5 平成20年6月30日 ㈲北川商店（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 61,707 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 摘要 金 額 支払方法
000142 1 平成20年6月30日 長崎県職員生活協同組合（消耗） 通信運搬費 切手代 16,000 口座振替
000143 1 平成20年6月30日 有限会社 医学出版サービス 研究図書費 研究図書費（神経心理学の源流外１３冊） 103,719 口座振替
000146 1 平成20年6月30日 合資会社 文光堂（図書） 研究図書費 書籍代 24,150 口座振替
000146 2 平成20年6月30日 小磯食品（給材） 給食材料費 ５月分 給食材料費 40,706 口座振替
000147 1 平成20年6月30日 諫早社会保険事務所長（保険） 保険料 ５月分 社会保険料事業主負担分 652,956 小切手払
000148 1 平成20年6月30日 西日本電信電話㈱（通運） 通信運搬費 ５月分 電話代 45,980 小切手払
000150 1 平成20年6月30日 ホシザキ北九㈱諫早営業所（修繕） 修繕費 修繕費（厨房冷蔵庫） 60,617 口座振替
000156 1 平成20年6月30日 報償費 医療観察病棟倫理会議委員謝金 20,040 小切手払
000156 2 平成20年6月30日 報償費 医療観察病棟地域連絡会議委員謝金 9,000 小切手払
000158 1 平成20年6月30日 西日本高速道路㈱ 賃借料 高速代 1,200 現金払
000158 2 平成20年6月30日 長崎県道路公社 賃借料 高速代 200 現金払
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