
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
001040 1 平成21年1月5日 ㈱ナフコ 消耗品費 消耗品費（回転式日付印） 5,000 現金払
001041 1 平成21年1月7日 ㈱ベスト電器 島原店 消耗品費 消耗品費（手術室ヘッドクリーナー） 880 現金払
000835 1 平成21年1月9日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（その他） 14,700 口座振替
000835 2 平成21年1月9日 ㈱ケアコム 福岡営業所 修繕費 修繕費（医療機器） 76,650 口座振替
000836 1 平成21年1月9日 ㈱安中集栄堂 医療機器購入費 平成２０年１２月分医療機器購入費 安中集栄堂 全身麻酔装置 2,992,500 口座振替
000837 1 平成21年1月9日 ㈲辰巳屋総本店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）（有）辰巳屋総本店 9,200 小切手払
000837 2 平成21年1月9日 （有）新生堂薬品栄町店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）（有）新生堂薬品栄町店 1,179 小切手払
000838 1 平成21年1月9日 ㈱長崎日調 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 24,990 小切手払
000838 2 平成21年1月9日 ㈲ヨシダ商事 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）㈲ヨシダ商事 51,954 小切手払
000838 3 平成21年1月9日 高田折箱店 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）高田折箱店 2,268 小切手払
000838 4 平成21年1月9日 ㈲マツオ 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）㈲マツオ 9,765 小切手払
000838 5 平成21年1月9日 ㈱光永商店 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）㈱光永商店 4,234 小切手払
000838 6 平成21年1月9日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）（株）ナフコホームプラザナフコ島原店 15,438 小切手払
000838 7 平成21年1月9日 ㈱フジマック 長崎営業所 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）㈱フジマック 長崎営業所 14,700 小切手払
000839 1 平成21年1月9日 （資）松下商店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）（資）松下商店 1,344 小切手払
000840 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 松尾義孝 研究雑費 第９回日本脳神経外科学会血管内治療学会九州・山口地方会参加費 1,000 小切手払
000842 1 平成21年1月9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
000842 2 平成21年1月9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
000842 3 平成21年1月9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 61,250 口座振替
000842 4 平成21年1月9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
000842 5 平成21年1月9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
000842 6 平成21年1月9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
000843 1 平成21年1月9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） 34,230 口座振替
000843 2 平成21年1月9日 ㈱安中集栄堂 修繕費 修繕費（医療器械） 260,400 口座振替
000843 3 平成21年1月9日 ㈱フジマック 長崎営業所 修繕費 修繕費（備品・その他） 29,400 口座振替
000844 1 平成21年1月9日 有限会社石橋自動車整備工場 修繕費 修繕費（備品・その他） 1,176 口座振替
000847 1 平成21年1月9日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年１２月分電気料金（外灯） 294 小切手払
000848 1 平成21年1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
000848 2 平成21年1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
000849 1 平成21年1月9日 ㈱ながせや 研究図書費 病院１月号 2,940 小切手払
000849 2 平成21年1月9日 ㈱薬事日報社 研究図書費 薬事日報１０月～１２月分 8,820 小切手払
000850 1 平成21年1月9日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 2,141,081 小切手払
000850 2 平成21年1月9日 招へい医師 旅費 招へい医師旅費 135,160 小切手払
000851 1 平成21年1月9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）１２月分 3,980 小切手払
000852 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 産業医学専門講習会他４件 161,140 小切手払
000853 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 新型インフルエンザ対策セミナー他２１件 282,630 小切手払
000854 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 リスクマネージャー研修他７件 104,720 小切手払
000856 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 今村善彦 研究雑費 弟６６回日本小児神経学会九州地方会参加費 1,000 小切手払
000857 1 平成21年1月9日 臨床研修協議会 雑費 平成２０年度プログラム責任者養成講習会参加費 30,000 小切手払
000858 1 平成21年1月9日 臨床研修ワークショップ事務局 旅費 平成２０年度プログラム責任者養成講習会宿泊費 20,000 小切手払
000859 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度放射線治療品質管理士講習会他２件 351,820 小切手払
000860 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 小幡史郎 研究雑費 平成２０年度放射線治療品質管理士講習会参加費 10,000 小切手払
000860 2 平成21年1月9日 資金前渡職員 太田嘉昭 研究雑費 平成２０年度放射線治療品質管理士講習会参加費 10,000 小切手払
000861 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 南 恵樹 研究雑費 日本がん治療認定医機構セミナー受講料 10,000 小切手払
000861 2 平成21年1月9日 資金前渡職員 堤竜二 研究雑費 日本がん治療認定医機構セミナー受講料 10,000 小切手払
000861 3 平成21年1月9日 資金前渡職員 竹原浩介 研究雑費 日本がん治療認定医機構セミナー受講料 10,000 小切手払
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000862 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 立石 学 研究雑費 弟３回長崎診療情報管理研究会参加費３名分 5,000 小切手払
000864 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度感染制御専門薬剤師講習会 49,160 小切手払
000865 1 平成21年1月9日 フクダ電子西部北販売㈱ 修繕費 修繕費（医療器械） 295,575 口座振替
000867 1 平成21年1月9日 資金前渡職員 田中敏普 研究雑費 弟６回日本緩和医療学会教育セミナー受講料 5,000 小切手払
000868 1 平成21年1月9日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 修繕費 修繕費（備品・その他） 1,740 口座振替
000869 1 平成21年1月9日 ㈱ふよう長崎 修繕費 修繕費（その他） 47,250 口座振替
000872 1 平成21年1月9日 （財）医用原子力技術研究振興財団 手数料 治療用放射線量校正手数料 61,113 小切手払
000873 1 平成21年1月9日 （財）九州電気保安協会 島原事業所 手数料 電気設備年次点検 520,800 小切手払
000874 1 平成21年1月9日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 修繕費 修繕費（その他） 14,800 口座振替
000875 1 平成21年1月9日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（その他） 34,524 口座振替
000876 1 平成21年1月9日 ㈱島原九州教具 手数料 ＦＡＸ設定費用 8,400 小切手払
000877 1 平成21年1月9日 ㈱シーアールシー 委託料 臨床検査業務委託（ＣＲＣ） 71,526 口座振替
000878 1 平成21年1月9日 ティーメディクス㈱ 賃借料 賃借料（内視鏡システム） 401,754 口座振替
000878 2 平成21年1月9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
000878 3 平成21年1月9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
000878 4 平成21年1月9日 ㈱日本リース 諫早営業所 賃借料 賃借料（マットリース） 13,964 口座振替
000878 5 平成21年1月9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
000878 6 平成21年1月9日 小嵐タクシー㈲ 賃借料 賃借料（通勤・公用タクシー借上） 12,050 口座振替
000878 7 平成21年1月9日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 22,700 口座振替
000878 8 平成21年1月9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） 33,957 口座振替
000878 9 平成21年1月9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
000879 1 平成21年1月9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） 8,010 口座振替
000879 2 平成21年1月9日 佐川急便㈱　九州支社 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 7,037 口座振替
000879 3 平成21年1月9日 ㈲林田運送 通信運搬費 通信運搬費（荷物運搬） 2,520 口座振替
000888 1 平成21年1月14日 資金前渡職員 白石雅也 研究雑費 平成２０年度長崎医療センター指導医講習会参加費 20,000 小切手払
000888 2 平成21年1月14日 資金前渡職員 堤竜二 研究雑費 平成２０年度長崎医療センター指導医講習会参加費 20,000 小切手払
000888 3 平成21年1月14日 資金前渡職員 今村善彦 研究雑費 平成２０年度長崎医療センター指導医講習会参加費 20,000 小切手払
000904 1 平成21年1月15日 資金前渡職員 大町 隆 研究雑費 1/15 治験審査委員会委員謝金 5,500 現金払
000882 1 平成21年1月20日 ㈱ベスト電器 島原店 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 13,780 口座振替
000882 2 平成21年1月20日 川井印房 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 500 口座振替
000882 3 平成21年1月20日 ㈲ナカムラ広芸社 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 9,450 口座振替
000882 4 平成21年1月20日 ㈲筑後屋 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 125,496 口座振替
000883 1 平成21年1月20日 ㈲サンクリーン住吉 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 19,425 口座振替
000884 1 平成21年1月20日 ㈲西日本新聞エリアセンター島原 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 10,704 口座振替
000884 2 平成21年1月20日 西海水処理㈱ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 73,710 口座振替
000884 3 平成21年1月20日 ㈲正文社印刷所 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 163,800 口座振替
000884 4 平成21年1月20日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 100,377 口座振替
000885 1 平成21年1月20日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２０年１２月分電気料金 4,582,951 小切手払
000885 2 平成21年1月20日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 ガス料金 4,797,346 小切手払
000891 1 平成21年1月20日 ㈱朝日工業 九州支社 修繕費 修繕費（設備） 105,000 口座振替
000892 1 平成21年1月20日 ㈱朝日工業 九州支社 手数料 冷暖房熱源切替手数料 997,500 口座振替
000893 1 平成21年1月20日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 20,380 小切手払
000893 2 平成21年1月20日 大平食品㈱ 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）大平食品㈱ 5,040 小切手払
000894 1 平成21年1月20日 ㈱テクノ・スズタ 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）㈱テクノ・スズタ 5,103 小切手払
000894 2 平成21年1月20日 アポロ興産㈱ 給食材料費 １２月分給食材料費（消耗品）アポロ興産㈱ 6,720 小切手払
000896 1 平成21年1月20日 （資）松下商店 給食材料費 １月分給食材料費（材料）（資）松下商店 638 小切手払
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000897 1 平成21年1月20日 ㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 給食材料費 １月分給食材料費（消耗品）㈱ナフコ ホームプラザナフコ島原店 549 小切手払
000899 1 平成21年1月20日 ㈱安中集栄堂 修繕費 修繕費（医療器械） 664,650 口座振替
000902 1 平成21年1月20日 エプソン販売株式会社 修繕費 修繕費（備品・その他） 57,750 口座振替
000905 1 平成21年1月20日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 病院機能改善支援セミナー他１件 107,280 小切手払
000910 1 平成21年1月20日 こども医療福祉センター長 報償費 １２月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
000910 2 平成21年1月20日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 １２月分子ども医療センター医師旅費 2,940 小切手払
000911 1 平成21年1月20日 九州ワーク㈱　長崎支店 研究雑費 ＤＭＡＴ用装備品（ウェア） 52,500 小切手払
000914 1 平成21年1月20日 島原病院 職員 研究雑費 平成２０年度感染制御専門薬剤師講習会参加費 10,500 小切手払
000914 2 平成21年1月20日 島原病院 職員 手数料 平成２０年度感染制御専門薬剤師講習会参加費振込手数料 120 小切手払
000916 1 平成21年1月20日 資金前渡職員 鐘ヶ江真弥 研究雑費 第７回九州放射線治療システム研究会参加費 2,000 小切手払
000917 1 平成21年1月20日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第７回九州放射線治療システム研究会 9,880 小切手払
000920 1 平成21年1月20日 オスカージャパン株式会社 研究雑費 平成２０年度緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会参加費 10,600 小切手払
000924 1 平成21年1月20日 ㈱ミタカ 医療消耗備品費 平成２０年１２月分医療消耗備品費　㈱ミタカ 34,900 口座振替
000925 1 平成21年1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） 25,218 小切手払
000925 2 平成21年1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
000925 3 平成21年1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） 40,650 小切手払
000925 4 平成21年1月20日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 53,816 小切手払
000926 1 平成21年1月20日 ＫＤＤＩ㈱ 賃借料 賃借料（ホームページサーバー使用料） 6,980 小切手払
000927 1 平成21年1月20日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 1,333,835 口座振替
000930 1 平成21年1月20日 ㈲マツオ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 16,916 口座振替
000930 2 平成21年1月20日 川口印刷㈱ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 60,900 口座振替
000930 3 平成21年1月20日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 24,575 口座振替
000930 4 平成21年1月20日 ㈱みつい 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 9,616 口座振替
000930 5 平成21年1月20日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 9,120 口座振替
000930 6 平成21年1月20日 ㈱光永商店 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 14,669 口座振替
000930 7 平成21年1月20日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 101,088 口座振替
000930 8 平成21年1月20日 ㈲綿屋 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 11,869 口座振替
000930 9 平成21年1月20日 九州チューエツ㈱　長崎工場 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 42,000 口座振替
000930 10 平成21年1月20日 ㈱アシスト 九州支店 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 57,750 口座振替
000930 11 平成21年1月20日 ㈲筑後屋 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 148,238 口座振替
000930 12 平成21年1月20日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 150,705 口座振替
000932 1 平成21年1月20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
000932 2 平成21年1月20日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 87,990 口座振替
000932 3 平成21年1月20日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 10,800 口座振替
000932 4 平成21年1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） 980 口座振替
000932 5 平成21年1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） 1,226,490 口座振替
000932 6 平成21年1月20日 山下医科器械㈱　島原営業所 賃借料 賃借料（手術器具） 13,650 口座振替
000932 7 平成21年1月20日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 30,450 口座振替
000464 1 平成21年1月20日 長崎大学生活協同組合 前払金 長崎大学生協 133,565 小切手払
000465 1 平成21年1月20日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 前払金 宮崎温仙堂 1,444,065 小切手払
000945 1 平成21年1月27日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第２４回日本静脈経腸栄養学会旅費２件 115,340 小切手払
000947 1 平成21年1月27日 資金前渡職員 河村礼子 研究雑費 第２４回日本静脈経腸栄養学会参加費 12,000 小切手払
000947 2 平成21年1月27日 資金前渡職員 佐々野恵美 研究雑費 第２４回日本静脈経腸栄養学会参加費 17,000 小切手払
000947 3 平成21年1月27日 資金前渡職員 河村礼子 研究雑費 第２４回日本静脈経腸栄養学会抄録代 2,000 小切手払
000947 4 平成21年1月27日 資金前渡職員 佐々野恵美 研究雑費 第２４回日本静脈経腸栄養学会抄録代 2,000 小切手払
000947 5 平成21年1月27日 資金前渡職員 佐々野恵美 研究図書費 コメディカルのための静脈経腸栄養ハンドブック 2,500 小切手払
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支払内訳表
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000951 1 平成21年1月27日 アートサービス㈱ 消耗品費 消耗品費（庁舎関係） 63,000 小切手払
000477 1 平成21年1月27日 久留米大学認定看護師教育センター 研究雑費 平成２１年度認定看護師育成研修学納金 750,000 小切手払
000887 1 平成21年1月30日 有限会社 大周環境運輸 委託料 １２月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託 298,474 口座振替
000887 2 平成21年1月30日 ㈱ふよう長崎 委託料 １２月分設備管理業務委託 1,992,900 口座振替
000887 3 平成21年1月30日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 月分清掃業務委託 1,559,250 口座振替
000887 4 平成21年1月30日 ㈲九州興産 委託料 月分一般廃棄物収集運搬業務委託 89,796 口座振替
000887 5 平成21年1月30日 アーパス技研工業㈱ 委託料 月分排水処理設備保守点検業務委託 47,250 口座振替
000887 6 平成21年1月30日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 月分現金輸送業務委託 73,500 口座振替
000887 7 平成21年1月30日 ㈲長崎浄設 委託料 月分浄化槽保守点検業務委託 18,900 口座振替
000887 8 平成21年1月30日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 月分エレベーター保守点検業務委託 217,875 口座振替
000887 9 平成21年1月30日 ㈱ふよう長崎 委託料 月分警備業務委託 611,100 口座振替
000895 1 平成21年1月30日 ㈱ニチイ学館 委託料 １２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
000895 2 平成21年1月30日 ㈱日本医療事務センター 委託料 １２月分委託料（物品管理業務） 770,700 口座振替
000895 3 平成21年1月30日 ㈱シンコー 委託料 １２月分委託料（電話交換業務） 257,460 口座振替
000895 4 平成21年1月30日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 １２月分委託料（洗濯業務） 147,000 口座振替
000895 5 平成21年1月30日 ワタキューセイモア㈱　九州支店 委託料 １２月分委託料（クリーニング業務） 186,720 口座振替
000895 6 平成21年1月30日 ㈱ニチイ学館 委託料 １２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
000908 1 平成21年1月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 薬品費 １２月分薬品費（試薬）㈱宮崎温仙堂商店 開発部 772,549 口座振替
000908 2 平成21年1月30日 ㈱安中集栄堂 薬品費 １２月分薬品費（試薬）㈱安中集栄堂 307,492 口座振替
000908 3 平成21年1月30日 ㈱テクノ・スズタ 薬品費 １２月分薬品費（試薬）㈱テクノ・スズタ 4,222,102 口座振替
000908 4 平成21年1月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 １２月分薬品費（血液）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 5,957,508 口座振替
000908 5 平成21年1月30日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 １２月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,477,140 口座振替
000918 1 平成21年1月30日 （資）林醤油本店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 27,910 口座振替
000918 2 平成21年1月30日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）島原地方酪農業協同組合 7,686 口座振替
000918 3 平成21年1月30日 梅林鯨店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）梅林鯨店 89,166 口座振替
000918 4 平成21年1月30日 グリコ牛乳 島原北部センター 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）グリコ牛乳島原北部センター 152,439 口座振替
000918 5 平成21年1月30日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 173,019 口座振替
000918 6 平成21年1月30日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）九州東邦㈱諫早大村営業所 3,566 口座振替
000918 7 平成21年1月30日 藤村薬品㈱ 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 33,812 口座振替
000918 8 平成21年1月30日 イワナガフーズ 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）イワナガフーズ 178,189 口座振替
000918 9 平成21年1月30日 食料品のひらかた 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 18,181 口座振替
000918 10 平成21年1月30日 ㈱北田物産 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈱北田物産 20,800 口座振替
000918 11 平成21年1月30日 ㈲愛鶏園 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 34,401 口座振替
000918 12 平成21年1月30日 ㈲杉村屋 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 16,015 口座振替
000918 13 平成21年1月30日 古川青果店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）古川青果店 402,518 口座振替
000918 14 平成21年1月30日 フードショップまき 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）フードショップまき 373,469 口座振替
000918 15 平成21年1月30日 澁谷商事㈱ 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 51,448 口座振替
000918 16 平成21年1月30日 ㈱堀田米穀 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈱堀田米穀 225,225 口座振替
000918 17 平成21年1月30日 長崎海産㈱ 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 21,031 口座振替
000919 1 平成21年1月30日 坂本豆腐店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 54,585 口座振替
000919 2 平成21年1月30日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）チョーコー醤油㈱諫早支店 4,869 口座振替
000919 3 平成21年1月30日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 361,204 口座振替
000919 4 平成21年1月30日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 31,989 口座振替
000919 5 平成21年1月30日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 83,637 口座振替
000919 6 平成21年1月30日 島原製パン 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）島原製パン 16,173 口座振替
000919 7 平成21年1月30日 ㈲綿屋 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈲綿屋 10,539 口座振替
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支払内訳表
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000919 8 平成21年1月30日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 406,665 口座振替
000919 9 平成21年1月30日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 8,400 口座振替
000919 10 平成21年1月30日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 222,852 口座振替
000919 11 平成21年1月30日 森のウイング 給食材料費 １２月分給食材料費（材料）森のウイング 26,775 口座振替
000921 1 平成21年1月30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 21,288,921 口座振替
000921 2 平成21年1月30日 ㈱テクノ・スズタ 診療材料費 診療材料費　㈱テクノ・スズタ 465,033 口座振替
000921 3 平成21年1月30日 ㈱天愚堂 診療材料費 診療材料費　㈱天愚堂 1,766,441 口座振替
000921 4 平成21年1月30日 ㈱安中集栄堂 診療材料費 診療材料費　㈱安中集栄堂 384,588 口座振替
000921 5 平成21年1月30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㈱ 5,813,941 口座振替
000921 6 平成21年1月30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 338,468 口座振替
000921 7 平成21年1月30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
000921 8 平成21年1月30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 583,159 口座振替
000921 9 平成21年1月30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 76,692 口座振替
000921 10 平成21年1月30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 107,609 口座振替
000921 11 平成21年1月30日 藤村薬品㈱ 診療材料費 診療材料費 藤村薬品㈱ 7,833 口座振替
000921 12 平成21年1月30日 東七㈱ 診療材料費 診療材料費 東七㈱ 244,377 口座振替
000921 13 平成21年1月30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 52,447 口座振替
000921 14 平成21年1月30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㈱ 6,578,064 口座振替
000921 15 平成21年1月30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
000921 16 平成21年1月30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 67,074 口座振替
000921 17 平成21年1月30日 ㈱フィデスワン 診療材料費 診療材料費　㈱フィデスワン 1,848,630 口座振替
000922 1 平成21年1月30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 1,413,100 口座振替
000922 2 平成21年1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 68,356 口座振替
000922 3 平成21年1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 455,747 口座振替
000922 4 平成21年1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 83,475 口座振替
000922 5 平成21年1月30日 村角工業㈱ 診療材料費 診療材料費 村角工業㈱ 33,180 口座振替
000922 6 平成21年1月30日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 743,715 口座振替
000922 7 平成21年1月30日 ㈲エイブル 診療材料費 診療材料費　㈲エイブル 116,025 口座振替
000922 8 平成21年1月30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 54,400 口座振替
000922 9 平成21年1月30日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 56,000 口座振替
000923 1 平成21年1月30日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 １２月分薬品費（医薬品）㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 18,241,409 口座振替
000923 2 平成21年1月30日 藤村薬品㈱ 薬品費 １２月分薬品費（医薬品）藤村薬品㈱ 17,295,604 口座振替
000923 3 平成21年1月30日 ㈱翔薬 長崎営業部 薬品費 １２月分薬品費（医薬品）㈱翔薬 長崎営業部 9,695,033 口座振替
000923 4 平成21年1月30日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 薬品費 １２月分薬品費（医薬品）九州東邦㈱諫早大村店 2,892,887 口座振替
000923 5 平成21年1月30日 東七㈱ 薬品費 １２月分薬品費（医薬品）㈱東七 7,161,265 口座振替
000923 6 平成21年1月30日 富田薬品㈱　島原営業所 薬品費 １２月分薬品費（医薬品）富田薬品㈱島原営業所 6,468,879 口座振替
000933 1 平成21年1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２月号 2,100 口座振替
000934 1 平成21年1月30日 ㈱ベスト電器 島原店 研究雑費 デジカメ・ポータブルＤＶＤプレイヤー（整形外科用） 79,600 口座振替
000935 1 平成21年1月30日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 肝胆膵他 49,935 口座振替
000937 1 平成21年1月30日 菓舗 しまだ 会議等連絡費 全国公立病院連盟九州支部総会引継時手土産 2,000 口座振替
000938 1 平成21年1月30日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 平成２１年１月分 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
000939 1 平成21年1月30日 島原市（小切手） 光熱水費 水道料金 224,799 小切手払
000940 1 平成21年1月30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） 6,930 口座振替
000941 1 平成21年1月30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
000942 1 平成21年1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 １２月分雑損失（医療費） 2,940 口座振替
000942 2 平成21年1月30日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 １２月分雑損失（薬品費） 5,560 口座振替

5



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
000942 3 平成21年1月30日 医療法人ウイング 高城病院 その他雑損失 １２月分雑損失（医療費・薬品費） 3,110 口座振替
000943 1 平成21年1月30日 長崎大学生活協同組合 消耗品費 １２月分消耗品費 6,484 口座振替
000944 1 平成21年1月30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） 119,700 口座振替
000946 1 平成21年1月30日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会 73,900 小切手払
000948 1 平成21年1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（追給） 1,890 小切手払
000949 1 平成21年1月30日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 長崎大学病院小児科訪問他２０件 113,230 小切手払
000950 1 平成21年1月30日 ㈱ぎょうせい 研究図書費 長崎県例規集 7,980 口座振替
000952 1 平成21年1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） 43,866 小切手払
000952 2 平成21年1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）） 8,295 小切手払
000952 3 平成21年1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） 24,012 小切手払
000954 1 平成21年1月30日 扇精光㈱ 修繕費 修繕費（備品 その他） 23,100 口座振替
000955 1 平成21年1月30日 ㈱ナフコ 修繕費 修繕費（設備） 4,020 口座振替
000956 1 平成21年1月30日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料１２月分事業主負担分 1,941,396 小切手払
000960 1 平成21年1月30日 アイティーアイ㈱ 修繕費 修繕費（医療器械） 5,460,000 口座振替
000475 1 平成21年1月30日 総合メディカル株式会社長崎支店 前払金 １月分 DtoDコンシェルジュ掲載料 10,000 口座振替
000476 1 平成21年1月30日 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 賃借料 医局パソコンリース 18,648 口座振替
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