
支払内訳表

支出票No. 内訳No. 債務確認日 支払先 節 支払内容 金 額 支払方法
000049 1 平成20年5月7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（５月分） 229,710 小切手払
000050 1 平成20年5月7日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 日本脳神経外科学会コングレス総会他１件 106,590 小切手払
000051 1 平成20年5月7日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 臨床研修指導医ワークショップ 33,320 小切手払
000052 1 平成20年5月7日 資金前渡職員 竹原浩介 研究雑費 臨床研修指導医ワークショップ参加費 6,000 小切手払
000053 1 平成20年5月7日 資金前渡職員 中本守人 研究雑費 日本脳神経外科学会コングレス総会参加費 13,000 小切手払
000054 1 平成20年5月7日 資金前渡職員 高月仁司 研究雑費 放射線業務従事者のための教育訓練講習会参加費 6,000 小切手払
000056 1 平成20年5月7日 （社）長崎県看護協会 研究雑費 「感染症の基礎知識と最新の動向」受講料他４名分 21,000 小切手払
000057 1 平成20年5月7日 （社）長崎県看護協会 研究雑費 「楽しい！主任さんの支援塾」受講料他３名分 84,000 小切手払
000066 1 平成20年5月7日 本坂自転車商会 修繕費 修繕費（補修材料） 900 現金払
000063 1 平成20年5月8日 資金前渡職員 大町 隆 研究謝金 5/8 治験審査委員会委員謝金 5,500 現金払
000048 1 平成20年5月9日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年４月分電気料金（外灯） 294 小切手払
000060 1 平成20年5月9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
000060 2 平成20年5月9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
000061 1 平成20年5月9日 ㈱ながせや 研究図書費 病院５月号 2,940 小切手払
000062 1 平成20年5月9日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 1,851,730 小切手払
000062 2 平成20年5月9日 招へい医師 旅費 招へい医師旅費 141,000 小切手払
000065 1 平成20年5月9日 （社）全国自治体病院協議会（図書等） 研究雑費 看護必要度研修会参加費 12,000 小切手払
000070 1 平成20年5月12日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 新任者の為の診療報酬請求事務研修会（２名分） 132,860 小切手払
000071 1 平成20年5月12日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第９回京大病院高精度放射線ワークショップ旅費（２名分） 112,760 小切手払
000072 1 平成20年5月12日 資金前渡職員 岩本 純子 雑費 日本診療情報管理士会第３回地区研修会参加費 2,000 小切手払
000080 1 平成20年5月15日 資金前渡職員 半田 啓輔 研究雑費 第１０８回日本外科学会定期学術集会参加費 15,000 現金払
000077 1 平成20年5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） 31,622 小切手払
000077 2 平成20年5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
000077 3 平成20年5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） 45,730 小切手払
000077 4 平成20年5月20日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 55,396 小切手払
000079 1 平成20年5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
000085 1 平成20年5月20日 長崎労働基準局（労災・雇用保険） 保険料 労災保険料 795,873 小切手払
000085 2 平成20年5月20日 長崎労働基準局（労災・雇用保険） 保険料 雇用保険料 2,603,040 小切手払
000090 1 平成20年5月20日 （財）省エネルギーセンター 雑費 エネルギー管理者新規講習受講料 17,100 小切手払
000081 1 平成20年5月21日 こども医療福祉センター長 報償費 ４月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
000081 2 平成20年5月21日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 ４月分子ども医療センター医師旅費 2,940 小切手払
000091 1 平成20年5月21日 資金前渡職員 林田 孝子 研究雑費 長崎県生理検査研修会参加費 1,000 小切手払
000091 2 平成20年5月21日 資金前渡職員 高柳繁光 研究雑費 長崎県生理検査研修会参加費 1,000 小切手払
000091 3 平成20年5月21日 資金前渡職員 大串潤一郎 研究雑費 長崎県生理検査研修会参加費 1,000 小切手払
000092 1 平成20年5月21日 資金前渡職員 小幡史郎 研究雑費 第２回がん治療認定医機構教育セミナー受講料 10,000 小切手払
000099 1 平成20年5月21日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第２回日本がん治療医認定医機構教育セミナー 74,680 小切手払
000101 1 平成20年5月21日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 看護必要度研修 53,740 小切手払
000127 1 平成20年5月23日 資金前渡職員 平山 哲弘 研究雑費 解剖謝礼金 10,000 現金払
001137 1 平成20年5月30日 長崎県職員生活協同組合 燃料費 平成２０年３月分燃料費（公用車ガソリン代）長崎県職員生活協同組合 14,920 口座振替
000076 1 平成20年5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 ４月分雑損失（医療費） 4,410 口座振替
000076 2 平成20年5月30日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 ４月分雑損失（薬品費） 5,800 口座振替
000078 1 平成20年5月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ４月分薬品費（血液）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 3,450,374 口座振替
000078 2 平成20年5月30日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 ４月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,543,710 口座振替
000082 1 平成20年5月30日 全国公立病院連盟 諸会費 平成２０年度全国公立病院連盟会費 75,000 口座振替
000098 1 平成20年5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 コニカミノルタヘルスケア㈱長崎営業所 34,178 口座振替
000098 2 平成20年5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 264,904 口座振替
000098 3 平成20年5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
000098 4 平成20年5月30日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 6,510 口座振替
000100 1 平成20年5月30日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 肝胆膵他３０件 104,746 口座振替
000100 2 平成20年5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６月号 2,100 口座振替
000102 1 平成20年5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
000102 2 平成20年5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
000102 3 平成20年5月30日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 54,600 口座振替
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000102 4 平成20年5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） 12,000 口座振替
000102 5 平成20年5月30日 キングラン九州㈱ 賃借料 賃借料（カーテンリース） 104,680 口座振替
000102 6 平成20年5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） 17,376 口座振替
000102 7 平成20年5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
000102 8 平成20年5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） 6,500 口座振替
000102 9 平成20年5月30日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 23,650 口座振替
000102 10 平成20年5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） 35,390 口座振替
000102 11 平成20年5月30日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 15,000 口座振替
000102 12 平成20年5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） 1,158,828 口座振替
000102 13 平成20年5月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（手術器具） 45,150 口座振替
000102 14 平成20年5月30日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 26,250 口座振替
000102 15 平成20年5月30日 アイティーアイ㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 82,950 口座振替
000103 1 平成20年5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 1,164,975 口座振替
000103 2 平成20年5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 89,250 口座振替
000103 3 平成20年5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
000103 4 平成20年5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
000103 5 平成20年5月30日 アステックコーポレーション 委託料 採血業務支援システム保守業務　㈱アステックコーポレーション 682,500 口座振替
000103 6 平成20年5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 962,115 口座振替
000103 7 平成20年5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
000104 1 平成20年5月30日 ㈱長崎日調 給食材料費 ４月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 13,230 口座振替
000104 2 平成20年5月30日 ㈲筑後屋 給食材料費 ４月分給食材料費（消耗品）㈲筑後屋 4,830 口座振替
000104 3 平成20年5月30日 ㈱光永商店 給食材料費 ４月分給食材料費（消耗品）㈱光永商店 6,930 口座振替
000104 4 平成20年5月30日 ㈱フジマック 長崎営業所 給食材料費 ４月分給食材料費（消耗品）㈱フジマック 長崎営業所 18,375 口座振替
000105 1 平成20年5月30日 坂本豆腐店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 57,666 口座振替
000105 2 平成20年5月30日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）チョーコー醤油㈱諫早支店 4,523 口座振替
000105 3 平成20年5月30日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 294,823 口座振替
000105 4 平成20年5月30日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 7,273 口座振替
000105 5 平成20年5月30日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 31,191 口座振替
000105 6 平成20年5月30日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 117,815 口座振替
000105 7 平成20年5月30日 島原製パン 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）島原製パン 24,508 口座振替
000105 8 平成20年5月30日 ㈲綿屋 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）㈲綿屋 14,050 口座振替
000105 9 平成20年5月30日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 439,563 口座振替
000105 10 平成20年5月30日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 34,335 口座振替
000105 11 平成20年5月30日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 112,927 口座振替
000105 12 平成20年5月30日 森のウイング 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）森のウイング 17,850 口座振替
000105 13 平成20年5月30日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）九州東邦㈱諫早大村営業所 18,335 口座振替
000106 1 平成20年5月30日 （資）林醤油本店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 3,465 口座振替
000106 2 平成20年5月30日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）島原地方酪農業協同組合 167,737 口座振替
000106 3 平成20年5月30日 梅林鯨店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）梅林鯨店 85,145 口座振替
000106 4 平成20年5月30日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 29,788 口座振替
000106 5 平成20年5月30日 藤村薬品㈱ 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 15,823 口座振替
000106 6 平成20年5月30日 ㈱萩原ミート 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）（株）萩原ミート 215,716 口座振替
000106 7 平成20年5月30日 食料品のひらかた 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 13,986 口座振替
000106 8 平成20年5月30日 ㈱北田物産 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）㈱北田物産 9,051 口座振替
000106 9 平成20年5月30日 ㈲愛鶏園 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 32,693 口座振替
000106 10 平成20年5月30日 ㈲杉村屋 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 16,892 口座振替
000106 11 平成20年5月30日 大平食品㈱ 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）大平食品（株） 5,040 口座振替
000106 12 平成20年5月30日 入江商店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）　入江商店 337,084 口座振替
000106 13 平成20年5月30日 澁谷商事㈱ 給食材料費 ４月部給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 45,577 口座振替
000106 14 平成20年5月30日 島原食糧販売㈱ 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）島原食糧販売（株） 213,626 口座振替
000106 15 平成20年5月30日 長崎海産㈱ 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 17,608 口座振替
000106 16 平成20年5月30日 古川青果店 給食材料費 ４月分給食材料費（材料）古川青果店 346,153 口座振替
000107 1 平成20年5月30日 菓舗 しまだ 会議等連絡費 入院中に迷惑をお掛けした患者の家族への手土産 1,800 口座振替
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支払内訳表

支出票No. 内訳No. 債務確認日 支払先 節 支払内容 金 額 支払方法
000108 1 平成20年5月30日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 ４月分修繕費（医療器械） 965,045 口座振替
000108 2 平成20年5月30日 島津メディカルシステムズ㈱　長崎営業所 修繕費 ４月分修繕費（医療器械） 661,500 口座振替
000108 3 平成20年5月30日 アイティーアイ㈱ 修繕費 ４月分修繕費（医療器械） 10,500 口座振替
000108 4 平成20年5月30日 ＮＥＣフィールディング㈱　長崎支店 修繕費 ４月分修繕費（備品） 61,320 口座振替
000108 5 平成20年5月30日 ㈲筑後屋 修繕費 ４月分修繕費（設備） 7,087 口座振替
000108 6 平成20年5月30日 ㈲第一電設 修繕費 ４月分修繕費（設備） 9,450 口座振替
000108 7 平成20年5月30日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 ４月分修繕費（設備） 57,450 口座振替
000108 8 平成20年5月30日 ㈲入江亀建設 修繕費 ４月分修繕費（設備） 30,450 口座振替
000108 9 平成20年5月30日 東西化学産業㈱　福岡営業所 修繕費 ４月分修繕費（設備） 136,500 口座振替
000108 10 平成20年5月30日 ㈱矢加部商店 修繕費 ４月分修繕費（補修材料） 2,040 口座振替
000108 11 平成20年5月30日 ㈲遠山材木店 修繕費 ４月分修繕費（補修材料） 1,103 口座振替
000108 12 平成20年5月30日 ㈱オーケーエンタープライズ 修繕費 ４月分修繕費（補修材料） 3,214 口座振替
000108 13 平成20年5月30日 ㈲マルハ鋼材 修繕費 ４月分修繕費（補修材料） 5,218 口座振替
000108 14 平成20年5月30日 オリエント産業㈱ 修繕費 ４月分修繕費（補修材料） 12,600 口座振替
000109 1 平成20年5月30日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年４月分電気料金 4,572,286 小切手払
000109 2 平成20年5月30日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 平成２０年４月分ガス料金 2,353,601 小切手払
000109 3 平成20年5月30日 島原市（小切手） 光熱水費 平成２０年５月分水道料金 283,232 小切手払
000110 1 平成20年5月30日 ㈱イシマル 島原支店 消耗備品費 平成２０年４月分消耗備品費 63,840 口座振替
000111 1 平成20年5月30日 九州チューエツ㈱　長崎工場 消耗品費 消耗品費 50,400 口座振替
000111 2 平成20年5月30日 川口印刷㈱ 消耗品費 消耗品費 42,000 口座振替
000111 3 平成20年5月30日 （資）真光社印刷 消耗品費 消耗品費 185,850 口座振替
000111 4 平成20年5月30日 ㈲正文社印刷所 消耗品費 消耗品費 292,530 口座振替
000112 1 平成20年5月30日 ㈱リンクスタッフ 手数料 広告掲載料 210,000 口座振替
000112 2 平成20年5月30日 ソフトエージェンシー 手数料 院内がん登録管理システム更新手数料 39,375 口座振替
000112 3 平成20年5月30日 ㈱富士化学研究所 福岡営業所 手数料 ＲＩ廃液回収手数料 21,630 口座振替
000113 1 平成20年5月30日 有限会社 大周環境運輸 委託料 ４月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託 284,258 口座振替
000113 2 平成20年5月30日 ㈱ふよう長崎 委託料 ４月分設備管理業務委託 1,997,100 口座振替
000113 3 平成20年5月30日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ４月分清掃業務委託 2,157,750 口座振替
000113 4 平成20年5月30日 ㈲九州興産 委託料 ４月分一般廃棄物収集運搬業務委託 80,808 口座振替
000113 5 平成20年5月30日 アーパス技研工業㈱ 委託料 ４月分排水処理設備保守点検業務委託 47,250 口座振替
000113 6 平成20年5月30日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 ４月分現金輸送業務委託 73,500 口座振替
000113 7 平成20年5月30日 ㈲長崎浄設 委託料 ４月分浄化槽保守点検業務委託 18,900 口座振替
000113 8 平成20年5月30日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 ４月分エレベーター保守点検業務委託 217,875 口座振替
000113 9 平成20年5月30日 株式会社司コーポレーション長崎支店 委託料 ４月分警備業務委託（スポット） 319,200 口座振替
000113 10 平成20年5月30日 ㈱ふよう長崎 委託料 ４月分警備業務委託 291,900 口座振替
000114 1 平成20年5月30日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費（庁舎関係） 96,464 口座振替
000114 2 平成20年5月30日 西海水処理㈱ 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費（庁舎関係） 89,250 口座振替
000115 1 平成20年5月30日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 187,166 口座振替
000115 2 平成20年5月30日 ㈲筑後屋 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 258,102 口座振替
000115 3 平成20年5月30日 川井印房 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 36,150 口座振替
000115 4 平成20年5月30日 ㈱島原九州教具 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 160,461 口座振替
000115 5 平成20年5月30日 ㈲マツオ 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 11,837 口座振替
000115 6 平成20年5月30日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 10,380 口座振替
000115 7 平成20年5月30日 ㈱光永商店 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 3,780 口座振替
000115 8 平成20年5月30日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 22,197 口座振替
000115 9 平成20年5月30日 ㈲綿屋 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 15,321 口座振替
000115 10 平成20年5月30日 （資）福屋衣料店 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 2,772 口座振替
000115 11 平成20年5月30日 ㈱みつい 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 9,616 口座振替
000115 12 平成20年5月30日 ㈱オーケーエンタープライズ 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 1,732 口座振替
000115 13 平成20年5月30日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 5,960 口座振替
000115 14 平成20年5月30日 ㈱ながせや 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 7,980 口座振替
000115 15 平成20年5月30日 ㈱アシスト 九州支店 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 40,215 口座振替
000115 16 平成20年5月30日 ㈲サンクリーン住吉 消耗品費 平成２０年４月分消耗品費 28,350 口座振替
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支払内訳表

支出票No. 内訳No. 債務確認日 支払先 節 支払内容 金 額 支払方法
000116 1 平成20年5月30日 資金前渡職員 村崎卓見 研究雑費 第４９回日本臨床細胞学会総会参加費 12,000 小切手払
000116 2 平成20年5月30日 資金前渡職員 小川大輔 研究雑費 第５６回日本化学療法学会参加費 15,000 小切手払
000117 1 平成20年5月30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 153,520 小切手払
000117 2 平成20年5月30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 241,610 小切手払
000118 1 平成20年5月30日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第４９回日本臨床細胞学会総会他１件 113,490 小切手払
000119 1 平成20年5月30日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 異動に伴う赴任旅費２件 187,790 小切手払
000120 1 平成20年5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） 13,380 口座振替
000120 2 平成20年5月30日 ㈲林田運送 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 5,880 口座振替
000120 3 平成20年5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） 40,540 小切手払
000120 4 平成20年5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
000120 5 平成20年5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） 24,001 小切手払
000120 6 平成20年5月30日 （社）双葉会（振興局） 通信運搬費 通信運搬費 10,000 口座振替
000121 1 平成20年5月30日 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 通信運搬費 通信運搬費 3,334 小切手払
000122 1 平成20年5月30日 株式会社農協観光 手数料 航空券等キャンセル手数料（岩本純子分） 16,155 小切手払
000123 1 平成20年5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
000124 1 平成20年5月30日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料４月分事業主負担分 1,113,783 小切手払
000125 1 平成20年5月30日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 採用・異動者へ貸与分白衣等 87,769 口座振替
000128 1 平成20年5月30日 ㈱ニチイ学館 委託料 ４月分委託料（医事、外来受付、がん登録等業務） 5,949,510 口座振替
000128 2 平成20年5月30日 ㈱日本医療事務センター 委託料 ４月分委託料（物品管理業務） 756,000 口座振替
000128 3 平成20年5月30日 ㈱シンコー 委託料 ４月分委託料（看護補助労働者派遣） 498,750 口座振替
000128 4 平成20年5月30日 ㈱シンコー 委託料 ４月分委託料（電話交換業務） 259,560 口座振替
000128 5 平成20年5月30日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ４月分委託料（洗濯業務） 135,240 口座振替
000128 6 平成20年5月30日 アフィード長崎 委託料 ４月分委託料（クリーニング業務、スポット分） 119,437 口座振替
000131 1 平成20年5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）５月分 4,880 小切手払
000132 1 平成20年5月30日 ㈱島原九州教具 研究雑費 インクカートリッジ 9,450 口座振替
000133 1 平成20年5月30日 資金前渡職員 池田芳子 研究謝金 看護研究研修謝金 24,500 小切手払
000133 2 平成20年5月30日 資金前渡職員 池田芳子 研究旅費 看護研究研修旅費 36,440 小切手払
000134 1 平成20年5月30日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 患者搬送他４件 34,860 小切手払
000135 1 平成20年5月30日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 感染管理の研修他１７件 86,170 小切手払
000136 1 平成20年5月30日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 平成２０年５月分 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
000137 1 平成20年5月30日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第３回長崎泌尿器腹腔器教育プログラム旅費 64,580 小切手払
000138 1 平成20年5月30日 （社）長崎県看護協会 研究雑費 看護研究研修シリーズ参加費４名分 108,000 小切手払
000087 1 平成20年5月30日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 Anesthesia&Analgesia 2008.7-2009.6 166,582 小切手払
000087 2 平成20年5月30日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 Journal of Urology 2008.7-2009.6 187,430 小切手払
000088 1 平成20年5月30日 日本放送協会 賃借料 ＮＨＫ放送受信料 416,160 小切手払
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