
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
000529 1 平成20年10月1日 資金前渡職員 山西幹夫 研究雑費 ＤＤＷ－ＪＡＰＡＮ参加費 20,000 現金払
000528 1 平成20年10月8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 現金払
000528 2 平成20年10月8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 3,480 現金払
000563 1 平成20年10月9日 資金前渡職員 大町 隆 研究雑費 10/9 治験審査委員会委員謝金 5,500 現金払
000531 1 平成20年10月10日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ６－８月分薬品費（医薬品）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 30,572,422 小切手払
000533 1 平成20年10月10日 島津メディカルシステムズ㈱　長崎営業所 修繕費 修繕費（医療器械）島津メディカルシステムズ㈱ 252,000 小切手払
000533 2 平成20年10月10日 ㈱キシヤ 大村営業所 修繕費 修繕費（医療器械）㈱キシヤ 514,449 小切手払
000533 3 平成20年10月10日 アイティーアイ㈱ 修繕費 修繕費（医療器械）アイティーアイ㈱ 196,066 小切手払
000533 4 平成20年10月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備）㈲杉田ボーリング 88,900 小切手払
000533 5 平成20年10月10日 ㈲遠山材木店 修繕費 修繕費（補修材料）㈲遠山材木店 5,544 小切手払
000533 6 平成20年10月10日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（補修材料）㈲筑後屋 11,949 小切手払
000534 1 平成20年10月10日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年９月分電気料金（外灯）　九州電力㈱ 293 小切手払
000535 1 平成20年10月10日 ㈲長崎浄設 消耗品費 消耗品費（庁舎用品）　㈲長崎浄設 25,200 小切手払
000535 2 平成20年10月10日 山下医科器械㈱　島原営業所 消耗品費 消耗品費（医療用品）山下医科器械㈱ 6,962 小切手払
000535 3 平成20年10月10日 九州チューエツ㈱　長崎工場 消耗品費 消耗品費（印刷）九州チューエツ㈱ 134,925 小切手払
000535 4 平成20年10月10日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 消耗品費 消耗品費（庁舎用品）ホームプラザナフコ島原店 3,630 小切手払
000535 5 平成20年10月10日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費（コピー）㈱島原九州教具 84,361 小切手払
000535 6 平成20年10月10日 ㈲サンクリーン住吉 消耗品費 消耗品費（清掃）㈲サンクリーン住吉 26,775 小切手払
000536 1 平成20年10月10日 （社）長崎県食品衛生協会 手数料 簡易専用水道検査手数料（社）長崎県食品衛生協会 18,900 小切手払
000536 2 平成20年10月10日 ㈱アイネックス 手数料 ＰＨＳデータ設定手数料　㈱アイネックス 13,650 小切手払
000537 1 平成20年10月10日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 6,848 小切手払
000537 2 平成20年10月10日 （資）松下商店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）（資）松下商店 3,143 小切手払
000537 3 平成20年10月10日 大平食品㈱ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）大平食品（株） 5,040 小切手払
000538 1 平成20年10月10日 ㈱長崎日調 給食材料費 ９月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 5,985 小切手払
000538 2 平成20年10月10日 ㈲ヨシダ商事 給食材料費 ９月分給食材料費（消耗品）㈲ヨシダ商事 16,537 小切手払
000538 3 平成20年10月10日 アポロ興産㈱ 給食材料費 ９月分給食材料費（消耗品）アポロ興産㈱ 5,544 小切手払
000538 4 平成20年10月10日 ㈱フジマック 長崎営業所 給食材料費 ９月分給食材料費（消耗品）㈱フジマック長崎営業所 22,050 小切手払
000539 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 小幡史郎 研究雑費 日本放射線腫瘍学会第２１回参加費 13,000 小切手払
000539 2 平成20年10月10日 資金前渡職員 高月仁司 研究雑費 日本放射線腫瘍学会第２１回参加費 8,000 小切手払
000539 3 平成20年10月10日 資金前渡職員 太田嘉昭 研究雑費 日本放射線腫瘍学会第２１回参加費 8,000 小切手払
000540 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 田中健児 研究雑費 第４３回九州医学検査学会参加費 4,000 小切手払
000541 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 小川大輔 研究雑費 第７０回日本血液学会総会参加費 15,000 小切手払
000542 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 １０／１付け採用に伴う赴任旅費 86,820 小切手払
000543 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 日本放射線腫瘍学会第２１回学術大会他３件 404,730 小切手払
000544 1 平成20年10月10日 （社）全国自治体病院協議会（図書等） 研究雑費 平成２０年度全国自治体病院調理師研修会参加費 10,000 小切手払
000547 1 平成20年10月10日 島原病院 職員 研究雑費 第６回脳卒中治療研究会参加費 1,000 小切手払
000548 1 平成20年10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）９月分 4,880 小切手払
000549 1 平成20年10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
000549 2 平成20年10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
000550 1 平成20年10月10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 14,526 小切手払
000551 1 平成20年10月10日 ㈱病院新聞社 研究図書費 病院新聞４－９月分 16,200 小切手払
000552 1 平成20年10月10日 富田薬品㈱　島原営業所 薬品費 ４－８月分薬品費（医薬品）富田薬品㈱島原営業所 18,037,628 小切手払
000553 1 平成20年10月10日 ㈲ナカムラ広芸社 手数料 院内案内板書き替え手数料　㈲ナカムラ広芸社 50,000 小切手払
000554 1 平成20年10月10日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 消耗品費　㈱イシマル島原支店 66,465 小切手払
000554 2 平成20年10月10日 ㈲筑後屋 消耗品費 消耗品費　㈲筑後屋 196,012 小切手払
000554 3 平成20年10月10日 ㈲マツオ 消耗品費 消耗品費　㈲マツオ 2,362 小切手払
000554 4 平成20年10月10日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 消耗品費 長崎県職員生活協同組合 15,460 小切手払
000554 5 平成20年10月10日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 消耗品費 酒井化学工業㈱ 28,828 小切手払
000554 6 平成20年10月10日 ㈲綿屋 消耗品費 消耗品費　㈲綿屋 17,715 小切手払
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000554 7 平成20年10月10日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 消耗品費 ジャストタイム－２４ 72,975 小切手払
000554 8 平成20年10月10日 ㈱アシスト 九州支店 消耗品費 消耗品費　㈱アシスト九州支店 77,175 小切手払
000554 9 平成20年10月10日 川口印刷㈱ 消耗品費 消耗品費 川口印刷㈱ 71,295 小切手払
000554 10 平成20年10月10日 ㈱松本仏壇店 消耗品費 消耗品費　㈱松本仏壇店 15,000 小切手払
000554 11 平成20年10月10日 ㈲西日本新聞エリアセンター島原 消耗品費 消耗品費　㈲西日本新聞エリアセンター島原 3,568 小切手払
000555 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度中堅ナース研修他１６件 132,780 小切手払
000556 1 平成20年10月10日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 小児内科他３１件 70,992 口座振替
000557 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 患者搬送他３件 34,110 小切手払
000558 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 ９／３０概算支払い分追給２件 980 小切手払
000559 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第６３回日本大腸肛門病学会旅費 58,390 小切手払
000560 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 松尾繁年 研究雑費 第６３回日本大腸肛門病学会参加費 12,000 小切手払
000561 1 平成20年10月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 ＤＤＷ－ＪＡＰＡＮ旅費 80,410 小切手払
000562 1 平成20年10月10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（９月分） 97,510 小切手払
000564 1 平成20年10月10日 アイティーアイ㈱ 医療機器購入費 平成２０年９月分医療機器購入費 アイティーアイ　ＰＫシステム 1,596,000 口座振替
000565 1 平成20年10月10日 富士フイルムメディカル㈱　長崎営業所 医療機器購入費 平成２０年９月分医療機器購入費 富士フィルム シャウカステン 650,160 口座振替
000566 1 平成20年10月10日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 6,405 口座振替
000566 2 平成20年10月10日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 62,000 口座振替
000567 1 平成20年10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） 17,290 口座振替
000567 2 平成20年10月10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
000568 1 平成20年10月10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
000568 2 平成20年10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
000568 3 平成20年10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
000568 4 平成20年10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） 9,200 口座振替
000568 5 平成20年10月10日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 21,150 口座振替
000568 6 平成20年10月10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） 30,555 口座振替
000568 7 平成20年10月10日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（手術器具） 14,700 口座振替
000569 1 平成20年10月10日 藤村薬品㈱ 薬品費 ４－８月分薬品費（医薬品）藤村薬品㈱ 52,071,546 小切手払
000571 1 平成20年10月10日 （社）双葉会（振興局） 会議等連絡費 平成20年度第2回島原病院群卒後臨床研修管理委員会 1,210 小切手払
000574 1 平成20年10月10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
000574 2 平成20年10月10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
000574 3 平成20年10月10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
000574 4 平成20年10月10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
000574 5 平成20年10月10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
000574 6 平成20年10月10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
000574 7 平成20年10月10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
000575 1 平成20年10月10日 ㈱アイネックス 消耗備品費 消耗備品費（ＰＨＳ）㈱アイネックス 30,975 小切手払
000282 1 平成20年10月10日 招へい医師 報償費 ２０年９月分招へい医師謝金・旅費 2,346,139 小切手払
000282 2 平成20年10月10日 招へい医師 旅費 ２０年９月分招へい医師謝金・旅費 124,380 小切手払
000600 1 平成20年10月17日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 長崎県病院薬剤師新採用薬剤師研修会 15,840 現金払
000601 1 平成20年10月17日 資金前渡職員 北川由美香 研究雑費 長崎県病院薬剤師新採用薬剤師研修会参加費 4,000 現金払
000578 1 平成20年10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） 22,331 小切手払
000578 2 平成20年10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
000578 3 平成20年10月20日 西日本電信電話㈱　長崎支店 通信運搬費 通信運搬費（フリーダイヤル通信費） 3,886 小切手払
000578 4 平成20年10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） 49,510 小切手払
000578 5 平成20年10月20日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 57,886 小切手払
000579 1 平成20年10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
000580 1 平成20年10月20日 西海水処理㈱ 消耗品費 消耗品費 西海水処理㈱ 174,510 小切手払
000580 2 平成20年10月20日 川井印房 消耗品費 消耗品費 川井印房 1,050 小切手払
000580 3 平成20年10月20日 ㈱理研サービス 消耗品費 消耗品費　㈱理研サービス 19,950 小切手払

2



支払内訳表
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000580 4 平成20年10月20日 ㈱みつい 消耗品費 消耗品費　㈱みつい 9,616 小切手払
000580 5 平成20年10月20日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 消耗品費 消耗品費 宮崎温泉堂商店 2,331 小切手払
000580 6 平成20年10月20日 ㈱光永商店 消耗品費 消耗品費　㈱光永商店 4,620 小切手払
000581 1 平成20年10月20日 山下医科器械㈱　島原営業所 手数料 画像配信サービス手数料 山下医科器械㈱島原営業所 37,800 小切手払
000583 1 平成20年10月20日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（医療器械）山下医科器械㈱島原営業所 1,098,594 小切手払
000583 2 平成20年10月20日 ㈱ケアコム 福岡営業所 修繕費 修繕費（医療器械）㈱ケアコム 40,635 小切手払
000583 3 平成20年10月20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）㈱バリアンメディカルシステムズ 925,050 小切手払
000583 4 平成20年10月20日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 修繕費 修繕費（医療器械）宮崎温仙堂商店 171,885 口座振替
000583 5 平成20年10月20日 西海水処理㈱ 修繕費 修繕費（補修材料）西海水処理㈱ 4,200 小切手払
000583 6 平成20年10月20日 日本空調サービス㈱　九州支店 長崎営業所 修繕費 修繕費（設備）日本空調サービス㈱ 189,000 小切手払
000589 1 平成20年10月20日 ㈲正文社印刷所 消耗品費 消耗品費 139,650 小切手払
000589 2 平成20年10月20日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 消耗品費 消耗品費 8,694 小切手払
000589 3 平成20年10月20日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費 5,342 小切手払
000596 1 平成20年10月20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
000596 2 平成20年10月20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
000596 3 平成20年10月20日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 143,640 口座振替
000596 4 平成20年10月20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
000596 5 平成20年10月20日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 50,880 口座振替
000596 6 平成20年10月20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） 15,770 口座振替
000596 7 平成20年10月20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） 1,152,547 口座振替
000596 8 平成20年10月20日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 17,850 口座振替
000597 1 平成20年10月20日 北尾茶舗 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）北尾茶補 1,260 小切手払
000610 1 平成20年10月20日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 ９月分雑損失キリン堂薬局 3,640 小切手払
000576 1 平成20年10月21日 こども医療福祉センター長 報償費 ９月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
000576 2 平成20年10月21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
000591 1 平成20年10月21日 ㈱ながせや 研究図書費 病院１０月号 2,940 小切手払
000592 1 平成20年10月21日 （財）日本医療機能評価機構 雑費 平成２０年度第２回病院機能改善支援セミナー参加費３名分 15,000 小切手払
000602 1 平成20年10月21日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度全国自治体病院調理師研修会他１件 169,820 小切手払
000603 1 平成20年10月21日 資金前渡職員 中村 悟 研究雑費 第４４回日本医学放射線学会秋季臨床大会参加費 10,000 小切手払
000629 1 平成20年10月28日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第３回九州放射線医療技術学術大会旅費２名分 95,000 小切手払
000630 1 平成20年10月28日 資金前渡職員 藤田修作 研究雑費 第３回九州放射線医療技術学術大会参加費 3,000 小切手払
000630 2 平成20年10月28日 資金前渡職員 鐘ヶ江真弥 研究雑費 第３回九州放射線医療技術学術大会参加費 3,000 小切手払
000570 1 平成20年10月31日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 薬品費 ９月分薬品費（試薬）㈱宮崎温仙堂商店 開発部 602,673 口座振替
000570 2 平成20年10月31日 山下医科器械㈱　島原営業所 薬品費 ９月分薬品費（試薬）山下医科器械㈱島原営業所 23,835 口座振替
000570 3 平成20年10月31日 ㈱安中集栄堂 薬品費 ９月分薬品費（試薬）㈱安中集栄堂 90,132 口座振替
000570 4 平成20年10月31日 ㈱テクノ・スズタ 薬品費 ９月分薬品費（試薬）㈱テクノ・スズタ 2,005,521 口座振替
000570 5 平成20年10月31日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ９月分薬品費（血液）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 5,941,740 口座振替
000570 6 平成20年10月31日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 ９月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,548,225 口座振替
000582 1 平成20年10月31日 ㈱ニチイ学館 委託料 ９月分委託料（医事、外来・病棟受付業務）　㈱ニチイ学館 5,949,090 口座振替
000582 2 平成20年10月31日 ㈱日本医療事務センター 委託料 ９月分委託料（物品管理業務）　㈱日本医療事務センター 770,700 口座振替
000582 3 平成20年10月31日 ㈱シンコー 委託料 ９月分委託料（看護補助労働者派遣）　㈱シンコー 498,750 口座振替
000582 4 平成20年10月31日 ㈱シンコー 委託料 ９月分委託料（電話交換業務）　㈱シンコー 257,460 口座振替
000582 5 平成20年10月31日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ９月分委託料（洗濯業務）　㈲サンクリーン住吉 147,000 口座振替
000582 6 平成20年10月31日 ワタキューセイモア㈱　九州支店 委託料 ９月分委託料（クリーニング業務）　ワタキューセイモア㈱ 187,899 口座振替
000582 7 平成20年10月31日 ㈱ニチイ学館 委託料 ９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）　㈱ニチイ学館 629,074 口座振替
000584 1 平成20年10月31日 有限会社 大周環境運輸 委託料 ９月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託　㈲大周環境運輸 253,924 口座振替
000584 2 平成20年10月31日 ㈱ふよう長崎 委託料 ９月分設備管理業務委託　㈱ふよう長崎 1,992,900 口座振替
000584 3 平成20年10月31日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ９月分清掃業務委託　㈲サンクリーン住吉 1,559,250 口座振替
000584 4 平成20年10月31日 ㈲九州興産 委託料 ９月分一般廃棄物収集運搬業務委託　㈲九州興産 78,603 口座振替
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000584 5 平成20年10月31日 アーパス技研工業㈱ 委託料 ９月分排水処理設備保守点検業務委託 アーパス技研工業㈱ 47,250 口座振替
000584 6 平成20年10月31日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 ９月分現金輸送業務委託　㈱アサヒセキュリティ 73,500 口座振替
000584 7 平成20年10月31日 ㈲長崎浄設 委託料 ９月分浄化槽保守点検業務委託　㈲長崎浄設 18,900 口座振替
000584 8 平成20年10月31日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 ９月分エレベーター保守点検業務委託 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 217,875 口座振替
000584 9 平成20年10月31日 ㈱ふよう長崎 委託料 ９月分警備業務委託　㈱ふよう長崎 611,100 口座振替
000585 1 平成20年10月31日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年９月分電気料金 九州電力㈱島原営業所 5,465,320 小切手払
000585 2 平成20年10月31日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 ガス料金 西部ガス㈱島原営業所 4,582,943 小切手払
000587 1 平成20年10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） 8,458 口座振替
000590 1 平成20年10月31日 社団法人 日本泌尿器科学会 研究雑費 Audio－Visiual Journal of JUA ２００８年度会費 28,000 小切手払
000593 1 平成20年10月31日 （資）林醤油本店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 6,292 口座振替
000593 2 平成20年10月31日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）島原地方酪農業協同組合 172,121 口座振替
000593 3 平成20年10月31日 梅林鯨店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）梅林鯨店 84,811 口座振替
000593 4 平成20年10月31日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）九州東邦㈱諫早大村営業所 35,402 口座振替
000593 5 平成20年10月31日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 33,138 口座振替
000593 6 平成20年10月31日 藤村薬品㈱ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 9,366 口座振替
000593 7 平成20年10月31日 イワナガフーズ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）イワナガフーズ 191,484 口座振替
000593 8 平成20年10月31日 食料品のひらかた 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 11,655 口座振替
000593 9 平成20年10月31日 ㈱北田物産 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）㈱北田物産 8,221 口座振替
000593 10 平成20年10月31日 ㈲愛鶏園 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 36,211 口座振替
000593 11 平成20年10月31日 ㈲杉村屋 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 13,195 口座振替
000593 12 平成20年10月31日 古川青果店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）古川青果店 795,963 口座振替
000593 13 平成20年10月31日 澁谷商事㈱ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 62,548 口座振替
000593 14 平成20年10月31日 島原食糧販売㈱ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）島原食糧販売㈱ 226,565 口座振替
000593 15 平成20年10月31日 長崎海産㈱ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 18,133 口座振替
000594 1 平成20年10月31日 坂本豆腐店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 48,654 口座振替
000594 2 平成20年10月31日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）チョーコー醤油㈱諫早支店 2,562 口座振替
000594 3 平成20年10月31日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 353,841 口座振替
000594 4 平成20年10月31日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 30,437 口座振替
000594 5 平成20年10月31日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 107,489 口座振替
000594 6 平成20年10月31日 島原製パン 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）島原製パン 17,984 口座振替
000594 7 平成20年10月31日 ㈲綿屋 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）㈲綿屋 18,037 口座振替
000594 8 平成20年10月31日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 421,585 口座振替
000594 9 平成20年10月31日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 36,540 口座振替
000594 10 平成20年10月31日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 102,379 口座振替
000594 11 平成20年10月31日 森のウイング 給食材料費 ９月分給食材料費（材料）森のウイング 17,850 口座振替
000607 1 平成20年10月31日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料９月分事業主負担分 1,302,702 小切手払
000609 1 平成20年10月31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
000611 1 平成20年10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 ９月分雑損失 2,940 口座振替
000612 1 平成20年10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 268,879 口座振替
000612 2 平成20年10月31日 ㈱天愚堂 診療材料費 診療材料費　㈱天愚堂 2,543,467 口座振替
000612 3 平成20年10月31日 ㈱安中集栄堂 診療材料費 診療材料費　㈱安中集栄堂 74,994 口座振替
000612 4 平成20年10月31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㈱ 7,509,061 口座振替
000612 5 平成20年10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 261,294 口座振替
000612 6 平成20年10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 6,762 口座振替
000612 7 平成20年10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 442,611 口座振替
000612 8 平成20年10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 64,659 口座振替
000612 9 平成20年10月31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
000612 10 平成20年10月31日 東七㈱ 診療材料費 診療材料費 東七㈱ 101,766 口座振替
000612 11 平成20年10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 61,215 口座振替
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000612 12 平成20年10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㈱ 3,844,050 口座振替
000612 13 平成20年10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 140,718 口座振替
000612 14 平成20年10月31日 ㈱ネオテック 診療材料費 診療材料費　㈱ネオテック 1,477,434 口座振替
000613 1 平成20年10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 1,087,327 口座振替
000613 2 平成20年10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 44,920 口座振替
000613 3 平成20年10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 254,840 口座振替
000613 4 平成20年10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
000613 5 平成20年10月31日 村角工業㈱ 診療材料費 診療材料費 村角工業㈱ 84,000 口座振替
000614 1 平成20年10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） 32,319 小切手払
000614 2 平成20年10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）） 8,295 小切手払
000614 3 平成20年10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
000617 1 平成20年10月31日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ９月分薬品費（医薬品）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 7,706,374 口座振替
000617 2 平成20年10月31日 藤村薬品㈱ 薬品費 ９月分薬品費（医薬品）藤村薬品㈱ 6,420,229 口座振替
000617 3 平成20年10月31日 ㈱翔薬 長崎営業部 薬品費 ９月分薬品費（医薬品）㈱翔薬 長崎営業部 4,641,481 口座振替
000617 4 平成20年10月31日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 薬品費 ９月分薬品費（医薬品）九州東邦㈱諫早大村店 1,359,844 口座振替
000617 5 平成20年10月31日 東七㈱ 薬品費 ９月分薬品費（医薬品）㈱東七 4,325,071 口座振替
000617 6 平成20年10月31日 富田薬品㈱　島原営業所 薬品費 ９月分薬品費（医薬品）富田薬品㈱島原営業所 1,962,935 口座振替
000618 1 平成20年10月31日 ㈱ぎょうせい 研究図書費 長崎県例規集３１８－３４１ 38,304 口座振替
000619 1 平成20年10月31日 島原市（小切手） 光熱水費 水道料金 382,677 小切手払
000620 1 平成20年10月31日 ＮＥＣフィールディング㈱　長崎支店 修繕費 修繕費（備品 その他） 25,410 口座振替
000620 2 平成20年10月31日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 39,150 口座振替
000621 1 平成20年10月31日 ㈲正文社印刷所 消耗品費 消耗品費（印刷） 37,485 口座振替
000621 2 平成20年10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（庁舎用品） 10,841 口座振替
000622 1 平成20年10月31日 ㈲九州興産 委託料 １０月分産業廃棄物収集運搬処理業務委託（医療機器撤去処理） 210,000 口座振替
000623 1 平成20年10月31日 長崎県 社会保険 診療報酬支払基金 手数料 電子証明発行手数料（レセプトオンライン請求用） 4,000 小切手払
000623 2 平成20年10月31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
000623 3 平成20年10月31日 ㈲第一電設 手数料 結石破砕装置増設電気設備工事費 140,000 口座振替
000626 1 平成20年10月31日 ㈲正文社印刷所 印刷製本費 印刷製本費（健康まつりポスター） 56,700 口座振替
000627 1 平成20年10月31日 ㈲入江亀建設 修繕費 修繕費（床シート張り） 60,900 口座振替
000628 1 平成20年10月31日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 平成２０年１０月分 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
000631 1 平成20年10月31日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費 5,197 小切手払
000631 2 平成20年10月31日 九州チューエツ㈱　長崎工場 消耗品費 消耗品費 102,900 小切手払
000631 3 平成20年10月31日 山下医科器械㈱　島原営業所 消耗品費 消耗品費 7,791 小切手払
000631 4 平成20年10月31日 ㈱ベスト電器 島原店 消耗品費 消耗品費 26,250 小切手払
000632 1 平成20年10月31日 （社）双葉会（振興局） 通信運搬費 通信運搬費 切手・はがき代 5,000 小切手払
000633 1 平成20年10月31日 （財）日本医療機能評価機構 研究図書費 患者安全推進ジャーナル１８号 3,150 小切手払
000633 2 平成20年10月31日 （財）日本医療機能評価機構 研究図書費 患者安全推進ジャーナル１９号 3,150 小切手払
000633 3 平成20年10月31日 （財）日本医療機能評価機構 研究図書費 患者安全推進ジャーナル２０号 3,150 小切手払
000633 4 平成20年10月31日 （財）日本医療機能評価機構 研究図書費 患者安全推進ジャーナル２１号 3,150 小切手払
000634 1 平成20年10月31日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 看護衣 23,940 小切手払
000635 1 平成20年10月31日 九州ワーク㈱　長崎支店 被服費 調理員用靴 33,443 小切手払
000636 1 平成20年10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１１月号 2,100 小切手払
000637 1 平成20年10月31日 郵便事業株式会社 手数料 郵便振替手数料 290 小切手払
000638 1 平成20年10月31日 （財）医療機器センター 雑費 医療ガス保安管理技術者講習会参加費 40,000 小切手払
000639 1 平成20年10月31日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 平成２０年度第２回病院機能改善支援セミナー旅費３名分 98,940 小切手払
000640 1 平成20年10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１０月分精算旅費 116,280 小切手払
000641 1 平成20年10月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 楽しい！主任さんの支援塾他１９件 125,500 小切手払
000642 1 平成20年10月31日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 平成２１年度当初予算要求作業説明会他８件 48,300 小切手払
000643 1 平成20年10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１１月分 131,471 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
000646 1 平成20年10月31日 ザ・ダイソー 消耗品費 消耗品費（健康祭り景品） 3,150 現金払
000332 1 平成20年10月31日 総合メディカル株式会社長崎支店 手数料 10,000 口座振替
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