
支払内訳表
支出票No.内訳No. 支払日 節 支払内容 金 額 支払方法
000671 1 平成20年11月6日 ザ・ダイソー 消耗品費 消耗品費 1,785 現金払
000647 1 平成20年11月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第２２回日本Ｅｎｄｏｕｒｏｌｏｇｙ・ＥＳＷＬ学会総会旅費 61,140 小切手払
000648 1 平成20年11月10日 資金前渡職員 竹原浩介 研究旅費 第２２回日本Ｅｎｄｏｕｒｏｌｏｇｙ・ＥＳＷＬ学会総会参加費 15,000 小切手払
000649 1 平成20年11月10日 丸二製本社 研究雑費 医学雑誌製本１６７冊 280,560 小切手払
000650 1 平成20年11月10日 ㈱ささや 被服費 調理衣 55,650 小切手払
000651 1 平成20年11月10日 （社）双葉会（振興局） 研究雑費 アンケート調査用往復葉書 80,000 小切手払
000653 1 平成20年11月10日 （資）松下商店 給食材料費 １１月分給食材料費（材料）（資）松下商店 441 小切手払
000654 1 平成20年11月10日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年１０月分電気料金 294 小切手払
000655 1 平成20年11月10日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 13,910 小切手払
000656 1 平成20年11月10日 ㈱長崎日調 給食材料費 １０月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 10,080 小切手払
000656 2 平成20年11月10日 ㈲ヨシダ商事 給食材料費 １０月分給食材料費（消耗品）㈲ヨシダ商事 37,884 小切手払
000656 3 平成20年11月10日 ㈲筑後屋 給食材料費 １０月分給食材料費（消耗品）㈲筑後屋 17,766 小切手払
000656 4 平成20年11月10日 ㈱光永商店 給食材料費 １０月分給食材料費（消耗品）㈱光永商店 4,725 小切手払
000658 1 平成20年11月10日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 2,476,604 小切手払
000658 2 平成20年11月10日 招へい医師 旅費 招へい医師旅費 151,440 小切手払
000659 1 平成20年11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
000659 2 平成20年11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
000660 1 平成20年11月10日 （財）医療研修推進財団 手数料 医師臨床研修マッチング手数料 37,800 小切手払
000660 2 平成20年11月10日 東芝メディカルシステムズ㈱　長崎サービスセン 手数料 医療機器撤去及び移設手数料（一般撮影システム） 262,500 小切手払
000661 1 平成20年11月10日 （資）真光社印刷 消耗品費 消耗品費（印刷） 90,300 小切手払
000661 2 平成20年11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（栄養） 8,500 小切手払
000661 3 平成20年11月10日 東芝メディカルシステムズ㈱　長崎サービスセン 消耗品費 消耗品費（医療用品） 94,500 小切手払
000662 1 平成20年11月10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
000662 2 平成20年11月10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
000662 3 平成20年11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） 17,376 口座振替
000662 4 平成20年11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
000662 5 平成20年11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） 7,200 口座振替
000663 1 平成20年11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） 36,880 口座振替
000663 2 平成20年11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
000664 1 平成20年11月10日 山下医科器械㈱　島原営業所 医療機器購入費 平成２０年１０月分医療機器購入費 山下医科器械 ストレッチャー 293,475 口座振替
000673 1 平成20年11月11日 本坂自転車商会 修繕費 修繕費 補修材料（車椅子） 7,200 現金払
000675 1 平成20年11月11日 資金前渡職員 松尾義孝 研究旅費 第２４回日本脳神経血管内治療学会総会参加費 20,000 現金払
000720 1 平成20年11月14日 長崎県食品衛生協会 島原支部 手数料 １１月分手数料（証紙代 麻薬取扱者免許申請１５名） 58,500 現金払
000670 1 平成20年11月20日 有限会社 下田フーズ 広場場店 会議等連絡費 島原病院「健康まつり」に参加する院外者の弁当代 29,760 小切手払
000674 1 平成20年11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 １０月分雑損失医療費） 4,410 小切手払
000674 2 平成20年11月20日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 １０月分雑損失（薬品費） 7,660 小切手払
000680 1 平成20年11月20日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第２１回博多シンポジウム 33,320 小切手払
000681 1 平成20年11月20日 資金前渡職員 出口美智枝 研究旅費 第２１回博多シンポジウム参加費 15,000 小切手払
000682 1 平成20年11月20日 資金前渡職員 南 恵樹 研究旅費 第７０回日本臨床外科学会総会参加費 15,000 小切手払
000682 2 平成20年11月20日 資金前渡職員 田中貴之 研究旅費 第７０回日本臨床外科学会総会参加費 15,000 小切手払
000682 3 平成20年11月20日 資金前渡職員 西村誠介 研究旅費 第３５回肩関節学会参加費 15,000 小切手払
000683 1 平成20年11月20日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 組織ヒアリング他１２件 75,830 小切手払
000684 1 平成20年11月20日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第２４回日本脳神経血管内治療学会総会他２件 112,190 小切手払
000685 1 平成20年11月20日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第７０回日本臨床外科学会総会２件 228,820 小切手払
000686 1 平成20年11月20日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 医療ガス保安管理技術者講習会旅費 64,340 小切手払
000689 1 平成20年11月20日 こども医療福祉センター長 報償費 １０月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
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000689 2 平成20年11月20日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 １０月分子ども医療センター医師旅費 2,940 小切手払
000690 1 平成20年11月20日 ㈱ながせや 研究図書費 病院１１月号 2,940 小切手払
000692 1 平成20年11月20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）１０月分 4,280 小切手払
000694 1 平成20年11月20日 ㈱長崎日調 給食材料費 １０月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 1,480 小切手払
000694 2 平成20年11月20日 西日本ビニール工業㈱ 給食材料費 １０月分給食材料費（消耗品）西日本ビニール工業㈱ 13,703 小切手払
000695 1 平成20年11月20日 ㈱光永商店 給食材料費 １１月分給食材料費（消耗品）㈱光永商店 11,550 小切手払
000695 2 平成20年11月20日 高田折箱店 給食材料費 １１月分給食材料費（消耗品）高田折箱店 4,279 小切手払
000700 1 平成20年11月20日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 消耗品費 119,389 小切手払
000700 2 平成20年11月20日 ㈲筑後屋 消耗品費 消耗品費 214,489 小切手払
000700 3 平成20年11月20日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費 108,251 小切手払
000700 4 平成20年11月20日 ㈲マツオ 消耗品費 消耗品費 5,574 小切手払
000700 5 平成20年11月20日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 消耗品費 40,180 小切手払
000700 6 平成20年11月20日 ㈱光永商店 消耗品費 消耗品費 12,779 小切手払
000700 7 平成20年11月20日 ㈲綿屋 消耗品費 消耗品費 7,912 小切手払
000700 8 平成20年11月20日 （資）福屋衣料店 消耗品費 消耗品費 2,520 小切手払
000700 9 平成20年11月20日 西海水処理㈱ 消耗品費 消耗品費 87,675 小切手払
000700 10 平成20年11月20日 ㈱みつい 消耗品費 消耗品費 1,120 小切手払
000700 11 平成20年11月20日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 消耗品費 123,449 小切手払
000700 12 平成20年11月20日 ㈱理研サービス 消耗品費 消耗品費 32,287 小切手払
000700 13 平成20年11月20日 産業科学㈱ 消耗品費 消耗品費 17,850 小切手払
000700 14 平成20年11月20日 ㈱サトー 福岡支店 消耗品費 消耗品費 57,109 小切手払
000700 15 平成20年11月20日 川口印刷㈱ 消耗品費 消耗品費 54,390 小切手払
000700 16 平成20年11月20日 オムロプリント㈱ 消耗品費 消耗品費 72,450 小切手払
000700 17 平成20年11月20日 ㈲サンクリーン住吉 消耗品費 消耗品費 26,985 小切手払
000700 18 平成20年11月20日 アーパス技研工業㈱ 消耗品費 消耗品費 47,775 小切手払
000701 1 平成20年11月20日 （資）松尾印刷所 手数料 健康まつり広報折込手数料 18,375 小切手払
000701 2 平成20年11月20日 ㈱ふよう長崎 手数料 厨房ネズミ駆除業務手数料 39,900 小切手払
000702 1 平成20年11月20日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 857,892 小切手払
000702 2 平成20年11月20日 ㈱テクノ・スズタ 修繕費 修繕費（医療器械） 22,890 小切手払
000702 3 平成20年11月20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） 27,720 小切手払
000702 4 平成20年11月20日 昭和建産㈱　福岡営業所 修繕費 修繕費（設備） 50,925 小切手払
000702 5 平成20年11月20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 小切手払
000702 6 平成20年11月20日 ㈲長崎浄設 修繕費 修繕費（設備） 29,000 小切手払
000702 7 平成20年11月20日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（設備） 15,750 小切手払
000703 1 平成20年11月20日 （社）双葉会（振興局） 会議等連絡費 JICAｱﾝﾃﾞｽ地域災害医療ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ受入に係るﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ代 1,920 小切手払
000709 1 平成20年11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） 25,339 小切手払
000709 2 平成20年11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
000709 3 平成20年11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
000709 4 平成20年11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） 50,360 小切手払
000709 5 平成20年11月20日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 60,704 小切手払
000710 1 平成20年11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
000710 2 平成20年11月20日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 258,930 口座振替
000710 3 平成20年11月20日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 49,850 口座振替
000710 4 平成20年11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） 37,130 口座振替
000710 5 平成20年11月20日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 24,850 口座振替
000710 6 平成20年11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） 1,168,289 口座振替
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000710 7 平成20年11月20日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（手術器具） 19,950 口座振替
000710 8 平成20年11月20日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 23,100 口座振替
000711 1 平成20年11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
000741 1 平成20年11月20日 ベスト電器 諫早店 研究雑費 宛名ラベル 1,680 現金払
000376 1 平成20年11月20日 ㈱翔薬 長崎営業部 診療材料費 平成２０年４月から７月分診療材料費 翔薬 160,029 口座振替
000378 1 平成20年11月20日 メディカルアーキテクツ 委託料 ＤＰＣデータ分析システム 488,250 口座振替
000713 1 平成20年11月21日 （財）日本救急医療財団 雑費 病院前救護体制における指導医等研修参加費２名分 23,100 小切手払
000716 1 平成20年11月21日 島原病院 職員 研究雑費 がん専門薬剤師研修事業講義研修集中教育講座受講料 21,000 小切手払
000722 1 平成20年11月25日 資金前渡職員 村木伸幸 前払金 第６回有痛性骨転移の疼痛治療における塩化ストロンチウム８９治療安全取扱規約 15,000 現金払
000588 1 平成20年11月28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） 5,086 口座振替
000667 1 平成20年11月28日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 薬品費 １０月分薬品費（試薬）㈱宮崎温仙堂商店 開発部 811,592 口座振替
000667 2 平成20年11月28日 ㈱安中集栄堂 薬品費 １０月分薬品費（試薬）㈱安中集栄堂 340,672 口座振替
000667 3 平成20年11月28日 ㈱テクノ・スズタ 薬品費 １０月分薬品費（試薬）㈱テクノ・スズタ 5,744,371 口座振替
000667 4 平成20年11月28日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 １０月分薬品費（血液）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 5,811,482 口座振替
000667 5 平成20年11月28日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 １０月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,403,745 口座振替
000672 1 平成20年11月28日 山下医科器械㈱　島原営業所 医療機器購入費 平成２０年１０月分医療機器購入費 山下医科器械 結石除去システム 37,779,000 口座振替
000676 1 平成20年11月28日 （資）林醤油本店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 28,321 口座振替
000676 2 平成20年11月28日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 １０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
000676 3 平成20年11月28日 梅林鯨店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）梅林鯨店 76,493 口座振替
000676 4 平成20年11月28日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 38,755 口座振替
000676 5 平成20年11月28日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）九州東邦㈱諫早大村営業所 7,133 口座振替
000676 6 平成20年11月28日 藤村薬品㈱ 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 11,089 口座振替
000676 7 平成20年11月28日 イワナガフーズ 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）イワナガフーズ 175,038 口座振替
000676 8 平成20年11月28日 食料品のひらかた 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 15,346 口座振替
000676 9 平成20年11月28日 ㈱北田物産 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）㈱北田物産 13,723 口座振替
000676 10 平成20年11月28日 ㈲愛鶏園 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 35,574 口座振替
000676 11 平成20年11月28日 ㈲杉村屋 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 15,417 口座振替
000676 12 平成20年11月28日 入江商店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）入江商店 719,268 口座振替
000676 13 平成20年11月28日 澁谷商事㈱ 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 53,434 口座振替
000676 14 平成20年11月28日 島原食糧販売㈱ 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）島原食糧販売㈱ 204,828 口座振替
000676 15 平成20年11月28日 長崎海産㈱ 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 17,220 口座振替
000676 16 平成20年11月28日 グリコ牛乳 島原北部センター 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）グリコ牛乳島原北部センター 169,039 口座振替
000677 1 平成20年11月28日 坂本豆腐店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 48,860 口座振替
000677 2 平成20年11月28日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）チョーコー醤油㈱諫早支店 6,969 口座振替
000677 3 平成20年11月28日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 303,250 口座振替
000677 4 平成20年11月28日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 26,486 口座振替
000677 5 平成20年11月28日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 85,522 口座振替
000677 6 平成20年11月28日 島原製パン 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）島原製パン 17,132 口座振替
000677 7 平成20年11月28日 ㈲綿屋 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）㈲綿屋 14,981 口座振替
000677 8 平成20年11月28日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 422,769 口座振替
000677 9 平成20年11月28日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 8,400 口座振替
000677 10 平成20年11月28日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 172,872 口座振替
000677 11 平成20年11月28日 森のウイング 給食材料費 １０月分給食材料費（材料）森のウイング 17,850 口座振替
000688 1 平成20年11月28日 資金前渡職員 安野 啓一郎 報償費 地域医療支援病院運営委員会謝金 36,000 小切手払
000688 2 平成20年11月28日 資金前渡職員 安野 啓一郎 報償費 地域医療支援病院運営委員会謝金 4,720 小切手払
000691 1 平成20年11月28日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 臨床栄養１０月号他 52,478 口座振替
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支払内訳表
支出票No.内訳No. 支払日 節 支払内容 金 額 支払方法
000704 1 平成20年11月28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 2,640 口座振替
000705 1 平成20年11月28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 32,069,804 口座振替
000705 2 平成20年11月28日 ㈱テクノ・スズタ 診療材料費 診療材料費　㈱テクノ・スズタ 424,512 口座振替
000705 3 平成20年11月28日 ㈱天愚堂 診療材料費 診療材料費　㈱天愚堂 4,708,672 口座振替
000705 4 平成20年11月28日 ㈱安中集栄堂 診療材料費 診療材料費　㈱安中集栄堂 215,596 口座振替
000705 5 平成20年11月28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㈱ 6,319,333 口座振替
000705 6 平成20年11月28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 296,205 口座振替
000705 7 平成20年11月28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
000705 8 平成20年11月28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 679,071 口座振替
000705 9 平成20年11月28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 57,746 口座振替
000705 10 平成20年11月28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 114,948 口座振替
000705 11 平成20年11月28日 藤村薬品㈱ 診療材料費 診療材料費 藤村薬品㈱ 7,429 口座振替
000705 12 平成20年11月28日 東七㈱ 診療材料費 診療材料費 東七㈱ 233,698 口座振替
000705 13 平成20年11月28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 69,982 口座振替
000705 14 平成20年11月28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㈱ 5,178,815 口座振替
000705 15 平成20年11月28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 27,825 口座振替
000705 16 平成20年11月28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 235,609 口座振替
000705 17 平成20年11月28日 ㈱フィデスワン 診療材料費 診療材料費　㈱フィデスワン 6,607,125 口座振替
000706 1 平成20年11月28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 1,631,742 口座振替
000706 2 平成20年11月28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 58,748 口座振替
000706 3 平成20年11月28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 530,208 口座振替
000706 4 平成20年11月28日 ㈱ジェイベック 診療材料費 診療材料費　㈱ジェイベック 83,475 口座振替
000706 5 平成20年11月28日 西日本エムシー㈱　長崎営業所 診療材料費 診療材料費 西日本エムシー㈱長崎営業所 50,400 口座振替
000706 6 平成20年11月28日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 13,020 口座振替
000706 7 平成20年11月28日 石黒メディカルシステム㈱ 診療材料費 診療材料費 石黒メディカルシステムズ㈱ 218,271 口座振替
000707 1 平成20年11月28日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 １０月分薬品費（医薬品）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 17,480,575 口座振替
000707 2 平成20年11月28日 藤村薬品㈱ 薬品費 １０月分薬品費（医薬品）藤村薬品㈱ 11,751,399 口座振替
000707 3 平成20年11月28日 ㈱翔薬 長崎営業部 薬品費 １０月分薬品費（医薬品）㈱翔薬 長崎営業部 10,188,841 口座振替
000707 4 平成20年11月28日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 薬品費 １０月分薬品費（医薬品）九州東邦㈱諫早大村店 3,097,618 口座振替
000707 5 平成20年11月28日 東七㈱ 薬品費 １０月分薬品費（医薬品）㈱東七 7,884,347 口座振替
000707 6 平成20年11月28日 富田薬品㈱　島原営業所 薬品費 １０月分薬品費（医薬品）富田薬品㈱島原営業所 4,481,665 口座振替
000708 1 平成20年11月28日 ㈱ニチイ学館 委託料 １０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
000708 2 平成20年11月28日 ㈱日本医療事務センター 委託料 １０月分委託料（物品管理業務） 770,700 口座振替
000708 3 平成20年11月28日 ㈱シンコー 委託料 １０月分委託料（電話交換業務） 257,460 口座振替
000708 4 平成20年11月28日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 １０月分委託料（洗濯業務） 147,000 口座振替
000708 5 平成20年11月28日 ワタキューセイモア㈱　九州支店 委託料 １０月分委託料（クリーニング業務） 193,246 口座振替
000712 1 平成20年11月28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
000712 2 平成20年11月28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
000712 3 平成20年11月28日 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス㈱ 委託料 細菌検査システム保守業務委託 シーメンス 122,500 口座振替
000712 4 平成20年11月28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
000712 5 平成20年11月28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
000712 6 平成20年11月28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
000714 1 平成20年11月28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
000715 1 平成20年11月28日 ㈱ながせや 研究図書費 インフェクションコントロール１２月号 2,100 口座振替
000721 1 平成20年11月28日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 看護衣 76,419 口座振替
000723 1 平成20年11月28日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 平成２０年度病院前救護体制における指導医等研修 89,630 小切手払
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000724 1 平成20年11月28日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第６回有痛性骨転移の疼痛治療における塩化ストロンチウム８９治療安全取扱講習会旅費 56,040 小切手払
000725 1 平成20年11月28日 （財）日本救急医療財団 雑費 平成２０年度病院前救護体制における指導医等研修受講料 11,550 小切手払
000726 1 平成20年11月28日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料１０月分事業主負担分 1,264,606 小切手払
000729 1 平成20年11月28日 高田折箱店 給食材料費 １１月分給食材料費（消耗品）高田折箱店 2,100 口座振替
000730 1 平成20年11月28日 有限会社 大周環境運輸 委託料 １０月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託 366,685 口座振替
000730 2 平成20年11月28日 ㈱ふよう長崎 委託料 １０月分設備管理業務委託 1,992,900 口座振替
000730 3 平成20年11月28日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 １０月分清掃業務委託 1,559,250 口座振替
000730 4 平成20年11月28日 ㈲九州興産 委託料 １０月分一般廃棄物収集運搬業務委託 89,355 口座振替
000730 5 平成20年11月28日 アーパス技研工業㈱ 委託料 １０月分排水処理設備保守点検業務委託 47,250 口座振替
000730 6 平成20年11月28日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 １０月分現金輸送業務委託 73,500 口座振替
000730 7 平成20年11月28日 ㈲長崎浄設 委託料 １０月分浄化槽保守点検業務委託 18,900 口座振替
000730 8 平成20年11月28日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 １０月分エレベーター保守点検業務委託 217,875 口座振替
000730 9 平成20年11月28日 ㈱ふよう長崎 委託料 １０月分警備業務委託 611,100 口座振替
000731 1 平成20年11月28日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年１０月分電気料金 4,942,889 小切手払
000731 2 平成20年11月28日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 ガス料金 3,132,169 小切手払
000731 3 平成20年11月28日 島原市（小切手） 光熱水費 水道料金 315,204 小切手払
000732 1 平成20年11月28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） 1,964,434 口座振替
000732 2 平成20年11月28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） 1,800,000 口座振替
000733 1 平成20年11月28日 ㈲第一電設 手数料 案内表示サイン電気設備配線作業料 200,000 口座振替
000734 1 平成20年11月28日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 平成２０年１１月分 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
000735 1 平成20年11月28日 ㈱Ｓ＆Ｓエンジニアリング福岡営業所 修繕費 修繕費（設備） 183,750 口座振替
000736 1 平成20年11月28日 ㈱ニチイ学館 委託料 １０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
000738 1 平成20年11月28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） 40,313 小切手払
000738 2 平成20年11月28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
000738 3 平成20年11月28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
000739 1 平成20年11月28日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 病院前救護体制における指導医等研修 72,590 小切手払
000740 1 平成20年11月28日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 24,024 小切手払
000342 1 平成20年11月28日 山下医科器械㈱　島原営業所 診療材料費 平成２０年４月から８月分診療材料費 山下医科器械 68,626,702 口座振替
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