
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
001079 1 平成21年3月3日 ㈱ベスト電器 島原店 消耗品費 消耗品費 4,900 現金払
001091 1 平成21年3月5日 資金前渡職員 大町 隆 報償費 3/5 治験審査委員会委員謝金 5,500 現金払
001142 1 平成21年3月5日 １００円ショップ ミーツ島原店 消耗品費 消耗品費（プラスチック製コップ・トレー） 6,300 現金払
001100 1 平成21年3月6日 資金前渡職員 松尾繁年 研究雑費 日本乳癌学会九州地方会参加費 5,000 現金払
001070 1 平成21年3月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 34,650 口座振替
001071 1 平成21年3月10日 ㈱キシヤ 大村営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 433,650 口座振替
001074 1 平成21年3月10日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（備品 その他） 4,000 口座振替
001080 1 平成21年3月10日 東芝メディカルシステムズ㈱　長崎サービスセン 修繕費 修繕費（医療器械） 220,500 口座振替
001081 1 平成21年3月10日 招へい医師 報償費 招へい医師謝金 2,288,715 小切手払
001081 2 平成21年3月10日 招へい医師 旅費 招へい医師旅費 153,800 小切手払
001082 1 平成21年3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）２月分 4,280 小切手払
001083 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 安野 啓一郎 研究雑費 地域医療支援病院運営委員会謝金 36,000 小切手払
001083 2 平成21年3月10日 資金前渡職員 安野 啓一郎 研究雑費 地域医療支援病院運営委員会旅費 4,720 小切手払
001084 1 平成21年3月10日 大平食品㈱ 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）大平食品 5,040 小切手払
001085 1 平成21年3月10日 ㈱長崎日調 給食材料費 ２月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 8,190 小切手払
001085 2 平成21年3月10日 ㈲ヨシダ商事 給食材料費 ２月分給食材料費（消耗品）㈲ヨシダ商事 23,814 小切手払
001085 3 平成21年3月10日 ㈱光永商店 給食材料費 ２月分給食材料費（消耗品）㈱光永商店 4,620 小切手払
001086 1 平成21年3月10日 ㈲筑後屋 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈲筑後屋 11,970 小切手払
001086 2 平成21年3月10日 西日本ビニール工業㈱ 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）西日本ビニール工業㈱ 9,135 小切手払
001087 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 病院局訪問他７件 28,670 小切手払
001088 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第３４回脳卒中学会出席の為 91,190 小切手払
001089 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 松尾義孝 研究雑費 第３４回脳卒中学会参加費 15,000 小切手払
001090 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 日本医療マネジメント学会 第９回長崎地方会 3,380 小切手払
001092 1 平成21年3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
001093 1 平成21年3月10日 アイティーアイ㈱ 医療消耗備品費 平成２１年２月分医療消耗備品費 アイティーアイ㈱　「響き」 86,000 口座振替
001095 1 平成21年3月10日 ㈱ながせや 研究図書費 病院３月号 2,940 小切手払
001096 1 平成21年3月10日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（備品 その他） 17,640 口座振替
001097 1 平成21年3月10日 ㈱ふよう長崎 修繕費 修繕費（設備） 96,600 口座振替
001099 1 平成21年3月10日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 看護衣 10,962 小切手払
001101 1 平成21年3月10日 ㈲長崎浄設 修繕費 修繕費（設備） 49,350 口座振替
001102 1 平成21年3月10日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２１年２月分電気料金（外灯） 294 小切手払
001103 1 平成21年3月10日 ㈱イシマル 島原支店 消耗品費 消耗品費 62,873 小切手払
001103 2 平成21年3月10日 ㈲筑後屋 消耗品費 消耗品費 193,010 小切手払
001103 3 平成21年3月10日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費 115,744 小切手払
001103 4 平成21年3月10日 ㈲マツオ 消耗品費 消耗品費 818 小切手払
001103 5 平成21年3月10日 酒井化学工業㈱ 消耗品費 消耗品費 24,575 小切手払
001103 6 平成21年3月10日 ㈲綿屋 消耗品費 消耗品費 3,956 小切手払
001103 7 平成21年3月10日 （資）福屋衣料店 消耗品費 消耗品費 2,520 小切手払
001103 8 平成21年3月10日 ㈱ジャストタイム－２４ 消耗品費 消耗品費 47,019 小切手払
001103 9 平成21年3月10日 ㈱ながせや 消耗品費 消耗品費 6,540 小切手払
001103 10 平成21年3月10日 ㈱矢加部商店 消耗品費 消耗品費 1,575 小切手払
001103 11 平成21年3月10日 ㈲正文社印刷所 消耗品費 消耗品費 142,065 小切手払
001103 12 平成21年3月10日 川口印刷㈱ 消耗品費 消耗品費 94,500 小切手払
001103 13 平成21年3月10日 ㈲サンクリーン住吉 消耗品費 消耗品費 17,325 小切手払
001104 1 平成21年3月10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 52,500 小切手払
001105 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 南 恵樹 研究雑費 第４５回日本腹部救急医学会総会参加費 13,000 小切手払
001105 2 平成21年3月10日 資金前渡職員 田中貴之 研究雑費 第４５回日本腹部救急医学会総会参加費 13,000 小切手払
001106 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 第４５回日本腹部救急医学会総会２名分 104,580 小切手払
001110 1 平成21年3月10日 ㈲入江亀建設 修繕費 夜間通用口自動ドア廻り防護工事 68,250 小切手払
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001111 1 平成21年3月10日 有限会社キリン堂薬局 その他雑損失 ２月分雑損失（薬品費） 5,560 小切手払
000554 1 平成21年3月10日 総合メディカル株式会社長崎支店 手数料 ３月分 DtoDコンシェルジュ掲載料 10,000 小切手払
001119 1 平成21年3月11日 小嵐タクシー㈲ 賃借料 賃借料（通勤・公用タクシー借上） 5,200 口座振替
001119 2 平成21年3月11日 第一交通㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 27,280 口座振替
001119 3 平成21年3月11日 島鉄タクシー㈱ 賃借料 賃借料（公用タクシー借上） 9,350 口座振替
001119 4 平成21年3月11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
001120 1 平成21年3月11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） 5,140 口座振替
001120 2 平成21年3月11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
001121 1 平成21年3月11日 ㈱ふよう長崎 手数料 空調設備フィルター洗浄 55,650 口座振替
001122 1 平成21年3月11日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 180,968 口座振替
001118 1 平成21年3月18日 こども医療福祉センター長 報償費 ２月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
001118 2 平成21年3月18日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 ２月分子ども医療センター医師旅費 2,940 小切手払
001129 1 平成21年3月18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 33,000 小切手払
001129 2 平成21年3月18日 資金前渡職員 平山 哲弘 研究旅費 卒後臨床研修管理委員会旅費 3,480 小切手払
001130 1 平成21年3月18日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 日本循環器学会他２件 221,200 小切手払
001131 1 平成21年3月18日 資金前渡職員 小川大輔 研究雑費 第７回日本臨床腫瘍学会参加費 10,000 小切手払
001131 2 平成21年3月18日 資金前渡職員 小川大輔 研究雑費 第１３回日本臨宋腫瘍学会教育セミナー参加費 10,000 小切手払
001132 1 平成21年3月18日 資金前渡職員 中本守人 研究雑費 第３４回脳卒中学会総会参加費 15,000 小切手払
001132 2 平成21年3月18日 資金前渡職員 松島吉宏 研究雑費 日本循環器学会参加費 17,000 小切手払
001133 1 平成21年3月18日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 平成２０年度ＮＳＴ研修会他３件 19,910 小切手払
001134 1 平成21年3月18日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 地域医療支援病院の名称承認事務（事前申請）他５件 20,820 小切手払
001157 1 平成21年3月18日 （社）双葉会（振興局） 会議等連絡費 地域医療支援病院平成20年度第2回運営委員会 1,440 小切手払
001116 1 平成21年3月19日 （資）山崎本店酒造場 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）（資）山崎本店酒造場 13,910 小切手払
001117 1 平成21年3月19日 アポロ興産㈱ 給食材料費 ２月分給食材料費（消耗品）アポロ興産㈱ 6,720 小切手払
001117 2 平成21年3月19日 ㈱フジマック 長崎営業所 給食材料費 ２月分給食材料費（消耗品）㈱フジマック 長崎営業所 84,735 小切手払
001137 1 平成21年3月19日 （資）松下商店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）（資）松下商店 819 小切手払
001138 1 平成21年3月19日 ㈱ナフコ 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈱ナフコ 1,888 小切手払
001138 2 平成21年3月19日 ㈲マツオ 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈲マツオ 19,530 小切手払
001139 1 平成21年3月19日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（備品 その他） 20,475 口座振替
001140 1 平成21年3月19日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費 1,606 小切手払
001140 2 平成21年3月19日 ㈱ナフコ 消耗品費 消耗品費 3,156 小切手払
001140 3 平成21年3月19日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 消耗品費 消耗品費 1,008 小切手払
001140 4 平成21年3月19日 ㈱理研サービス 消耗品費 消耗品費 45,150 小切手払
001140 5 平成21年3月19日 ㈱光永商店 消耗品費 消耗品費 11,918 小切手払
001140 6 平成21年3月19日 長崎県職員生活協同組合 消耗品費 消耗品費 5,400 小切手払
001147 1 平成21年3月19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） 222,600 口座振替
001148 1 平成21年3月19日 ㈱サニクリーン九州 諫早営業所 手数料 清潔区域環境測定手数料 367,500 口座振替
001152 1 平成21年3月19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） 27,484 小切手払
001152 2 平成21年3月19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） 2,527 小切手払
001152 3 平成21年3月19日 郵便事業株式会社 通信運搬費 通信運搬費（後納郵便料） 49,110 小切手払
001152 4 平成21年3月19日 ＫＤＤＩ㈱ 通信運搬費 通信運搬費（市内外通話料） 54,788 小切手払
001152 5 平成21年3月19日 （社）双葉会（振興局） 通信運搬費 通信運搬費（切手・はがき代） 8,000 小切手払
001153 1 平成21年3月19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
001155 1 平成21年3月19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） 22,350 口座振替
001195 1 平成21年3月25日 長崎県食品衛生協会 島原支部 手数料 麻薬申請手数料 3,900 現金払
001213 1 平成21年3月27日 １００円ショップ ミーツ島原店 消耗品費 ３月分消耗品費（Ｄｒ印鑑） 420 現金払
001213 2 平成21年3月27日 キャン★ドゥ 消耗品費 ３月分消耗品費（Ｄｒ印鑑） 525 現金払
001213 3 平成21年3月27日 ザ・ダイソー 消耗品費 ３月分消耗品費（Ｄｒ印鑑） 315 現金払
001114 1 平成21年3月31日 ㈱テクノ・スズタ 薬品費 ２月分薬品費（試薬）（株）テクノ・スズタ 4,138,186 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
001115 1 平成21年3月31日 ㈱安中集栄堂 薬品費 ２月分薬品費（試薬）（株）安中集栄堂 177,334 口座振替
001127 1 平成21年3月31日 （資）林醤油本店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）（資）林醤油本店 26,331 口座振替
001127 2 平成21年3月31日 島原地方酪農業協同組合 給食材料費 ２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
001127 3 平成21年3月31日 梅林鯨店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）梅林鯨店 81,028 口座振替
001127 4 平成21年3月31日 グリコ牛乳 島原北部センター 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）グリコ牛乳島原北部センター 160,828 口座振替
001127 5 平成21年3月31日 ㈱翔薬 長崎営業部 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈱翔薬 長崎営業部 60,259 口座振替
001127 6 平成21年3月31日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 給食材料費 ２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
001127 7 平成21年3月31日 藤村薬品㈱ 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）藤村薬品㈱ 23,762 口座振替
001127 8 平成21年3月31日 イワナガフーズ 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）イワナガフーズ 188,598 口座振替
001127 9 平成21年3月31日 食料品のひらかた 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）食料品のひらかた 13,986 口座振替
001127 10 平成21年3月31日 ㈱北田物産 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈱北田物産 24,197 口座振替
001127 11 平成21年3月31日 ㈲愛鶏園 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈲愛鶏園 35,246 口座振替
001127 12 平成21年3月31日 ㈲杉村屋 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈲杉村屋 13,582 口座振替
001127 13 平成21年3月31日 入江商店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）入江商店 427,873 口座振替
001127 14 平成21年3月31日 フードショップまき 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）フードショップまき 356,310 口座振替
001127 15 平成21年3月31日 澁谷商事㈱ 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）澁谷商事㈱ 58,779 口座振替
001127 16 平成21年3月31日 ㈱堀田米穀 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈱堀田米穀 198,513 口座振替
001127 17 平成21年3月31日 長崎海産㈱ 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）長崎海産㈱ 22,050 口座振替
001128 1 平成21年3月31日 坂本豆腐店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）坂本豆腐店 55,232 口座振替
001128 2 平成21年3月31日 チョーコー醤油㈱　諫早支店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）チョーコー醤油㈱諫早支店 3,160 口座振替
001128 3 平成21年3月31日 協和商工㈱　長崎支店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）協和商工㈱長崎支店 366,982 口座振替
001128 4 平成21年3月31日 長崎ヤクルト㈱ 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）長崎ヤクルト㈱ 21,697 口座振替
001128 5 平成21年3月31日 佐藤蒲鉾店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）佐藤蒲鉾店 87,929 口座振替
001128 6 平成21年3月31日 島原製パン 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）島原製パン 19,613 口座振替
001128 7 平成21年3月31日 ㈲綿屋 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈲綿屋 15,307 口座振替
001128 8 平成21年3月31日 ㈲活魚センター マルナカ 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈲活魚センター マルナカ 486,830 口座振替
001128 9 平成21年3月31日 ㈲喜代屋商店 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）㈲喜代屋商店 8,400 口座振替
001128 10 平成21年3月31日 富田薬品㈱　島原営業所 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）富田薬品㈱島原営業所 130,893 口座振替
001128 11 平成21年3月31日 森のウイング 給食材料費 ２月分給食材料費（材料）森のウイング 17,850 口座振替
001146 1 平成21年3月31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
001146 2 平成21年3月31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
001146 3 平成21年3月31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
001146 4 平成21年3月31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
001146 5 平成21年3月31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
001146 6 平成21年3月31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
001146 7 平成21年3月31日 長崎医学中央検査室 委託料 臨床検査業務委託（長崎医学中央検査室） 154 口座振替
001146 8 平成21年3月31日 ㈱シーアールシー 委託料 臨床検査業務委託（ＣＲＣ） 88,032 口座振替
001149 1 平成21年3月31日 東芝メディカルシステムズ㈱　長崎サービスセン 医療機器購入費 平成２１年３月分医療機器購入費 東芝メディカル 乳房Ｘ線撮影装置 6,247,500 口座振替
001150 1 平成21年3月31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 13,075,215 口座振替
001150 2 平成21年3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 312,685 口座振替
001150 3 平成21年3月31日 ㈱天愚堂 診療材料費 診療材料費　㈱天愚堂 1,133,548 口座振替
001150 4 平成21年3月31日 ㈱安中集栄堂 診療材料費 診療材料費　㈱安中集栄堂 273,267 口座振替
001150 5 平成21年3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㈱ 5,108,166 口座振替
001150 6 平成21年3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 251,056 口座振替
001150 7 平成21年3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
001150 8 平成21年3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 426,993 口座振替
001150 9 平成21年3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 29,043 口座振替
001150 10 平成21年3月31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 121,600 口座振替
001150 11 平成21年3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
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001150 12 平成21年3月31日 東七㈱ 診療材料費 診療材料費 東七㈱ 122,178 口座振替
001150 13 平成21年3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 48,982 口座振替
001150 14 平成21年3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㈱ 5,165,312 口座振替
001150 15 平成21年3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 21,018 口座振替
001150 16 平成21年3月31日 ㈱フィデスワン 診療材料費 診療材料費　㈱フィデスワン 2,870,301 口座振替
001151 1 平成21年3月31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 973,770 口座振替
001151 2 平成21年3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 459,931 口座振替
001151 3 平成21年3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 27,825 口座振替
001151 4 平成21年3月31日 村角工業㈱ 診療材料費 診療材料費 村角工業㈱ 115,080 口座振替
001151 5 平成21年3月31日 ㈱ミタカ 診療材料費 診療材料費　㈱ミタカ 4,305 口座振替
001154 1 平成21年3月31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
001154 2 平成21年3月31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
001154 3 平成21年3月31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
001154 4 平成21年3月31日 帝人在宅医療㈱ 賃借料 賃借料（在宅酸素等） 303,240 口座振替
001154 5 平成21年3月31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
001154 6 平成21年3月31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
001154 7 平成21年3月31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
001154 8 平成21年3月31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） 1,164,285 口座振替
001154 9 平成21年3月31日 九州風雲堂販売㈱ 賃借料 賃借料（手術器具） 26,250 口座振替
001154 10 平成21年3月31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
001158 1 平成21年3月31日 富田薬品㈱　島原営業所 薬品費 ２月分薬品費（医薬品）富田薬品（株） 2,301,855 口座振替
001158 2 平成21年3月31日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ２月分薬品費（医薬品）（株）宮崎温泉堂商店 10,460,437 口座振替
001158 3 平成21年3月31日 東七㈱ 薬品費 ２月分薬品費（医薬品）東七（株）島原営業所 3,744,073 口座振替
001158 4 平成21年3月31日 九州東邦㈱　諫早大村営業所 薬品費 ２月分薬品費（医薬品）九州東邦（株） 2,567,976 口座振替
001158 5 平成21年3月31日 ㈱翔薬 長崎営業部 薬品費 ２月分薬品費（医薬品）（株）翔薬 7,768,468 口座振替
001158 6 平成21年3月31日 藤村薬品㈱ 薬品費 ２月分薬品費（医薬品）藤村薬品（株） 12,159,364 口座振替
001159 1 平成21年3月31日 ㈱宮崎温仙堂商店 開発部 薬品費 ２月分薬品費（試薬）（株）宮崎温泉堂商店 649,860 口座振替
001160 1 平成21年3月31日 （社）日本アイソトープ協会 薬品費 ２月分薬品費（放射線）（社）日本アイソトープ協会 1,023,120 口座振替
001162 1 平成21年3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 ２月分雑損失（医療費） 2,940 口座振替
001163 1 平成21年3月31日 ㈱宮崎温仙堂商店 島原支店 薬品費 ２月分薬品費（血液）（株）宮崎温泉堂商店 4,540,462 口座振替
001164 1 平成21年3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
001165 1 平成21年3月31日 ㈲ユニックスタケヤ 被服費 看護衣 73,878 口座振替
001166 1 平成21年3月31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）３月分 7,660 小切手払
001167 1 平成21年3月31日 こども医療福祉センター長 報償費 ３月分こども医療センター医師派遣料 29,000 小切手払
001167 2 平成21年3月31日 こども医療福祉センター派遣職員 旅費 ３月分子ども医療センター医師旅費 2,940 小切手払
001168 1 平成21年3月31日 ㈱ナフコ 修繕費 修繕費（補修材料） 2,944 口座振替
001169 1 平成21年3月31日 ㈱十八銀行 島原支店 手数料 平成２１年３月分 夜間金庫利用手数料 3,150 小切手払
001170 1 平成21年3月31日 ㈲筑後屋 修繕費 修繕費（補修材料） 24,675 口座振替
001171 1 平成21年3月31日 ㈲杉田ボーリング事業所 修繕費 修繕費（設備） 93,900 口座振替
001175 1 平成21年3月31日 有限会社 大周環境運輸 委託料 ２月分産業廃棄物収集運搬処分業務委託 274,157 口座振替
001175 2 平成21年3月31日 ㈱ふよう長崎 委託料 ２月分設備管理業務委託 1,992,900 口座振替
001175 3 平成21年3月31日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ２月分清掃業務委託 1,559,250 口座振替
001175 4 平成21年3月31日 ㈲九州興産 委託料 ２月分一般廃棄物収集運搬業務委託 82,614 口座振替
001175 5 平成21年3月31日 アーパス技研工業㈱ 委託料 ２月分排水処理設備保守点検業務委託 47,250 口座振替
001175 6 平成21年3月31日 ㈱アサヒセキュリティ 委託料 ２月分現金輸送業務委託 73,500 口座振替
001175 7 平成21年3月31日 ㈲長崎浄設 委託料 ２月分浄化槽保守点検業務委託 18,900 口座振替
001175 8 平成21年3月31日 三菱電機ビルテクノサービス㈱　九州支社 委託料 ２月分エレベーター保守点検業務委託 217,875 口座振替
001175 9 平成21年3月31日 ㈱ふよう長崎 委託料 ２月分警備業務委託 611,100 口座振替
001178 1 平成21年3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） 42,676 小切手払
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001178 2 平成21年3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
001178 3 平成21年3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） 24,019 小切手払
001178 4 平成21年3月31日 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 通信運搬費 通信運搬費 1,619 小切手払
001179 1 平成21年3月31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） 1,325,100 口座振替
001180 1 平成21年3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 161,282 口座振替
001181 1 平成21年3月31日 コニカミノルタヘルスケア㈱　長崎営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 57,750 口座振替
001181 2 平成21年3月31日 コニカミノルタヘルスケア㈱　長崎営業所 修繕費 修繕費（補修材料） 29,400 口座振替
001182 1 平成21年3月31日 ㈱ニチイ学館 委託料 ２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
001182 2 平成21年3月31日 ㈱日本医療事務センター 委託料 ２月分委託料（物品管理業務） 770,700 口座振替
001182 3 平成21年3月31日 ㈱シンコー 委託料 ２月分委託料（電話交換業務） 257,460 口座振替
001182 4 平成21年3月31日 ㈲サンクリーン住吉 委託料 ２月分委託料（洗濯業務） 147,000 口座振替
001182 5 平成21年3月31日 ワタキューセイモア㈱　九州支店 委託料 ２月分委託料（クリーニング業務） 171,297 口座振替
001182 6 平成21年3月31日 ㈱ニチイ学館 委託料 ２月分委託料（ＤＰＣコーディング、診療録管理業務） 432,457 口座振替
001183 1 平成21年3月31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 22,617 口座振替
001184 1 平成21年3月31日 長崎大学生活協同組合 研究図書費 薬局２月号他 89,933 口座振替
001185 1 平成21年3月31日 諫早社会保険事務所 保険料 社会保険料２月分事業主負担分 1,344,668 小切手払
001187 1 平成21年3月31日 九州電力㈱　島原営業所 光熱水費 平成２１年２月分電気料金 4,875,329 小切手払
001187 2 平成21年3月31日 西部ガス㈱　島原営業所（小切手） 光熱水費 ガス料金 4,131,533 小切手払
001187 3 平成21年3月31日 島原市（小切手） 光熱水費 水道料金 225,571 小切手払
001188 1 平成21年3月31日 長崎大学生活協同組合 消耗品費 消耗品費 3,790 口座振替
001188 2 平成21年3月31日 ㈱みつい 消耗品費 消耗品費 1,120 口座振替
001188 3 平成21年3月31日 ㈱島原九州教具 消耗品費 消耗品費（スチール印箱） 6,390 口座振替
001188 4 平成21年3月31日 ㈱ベスト電器 島原店 消耗品費 消耗品費（５南電話機） 7,000 口座振替
001189 1 平成21年3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） 4,002 口座振替
001190 1 平成21年3月31日 ㈱イシマル 島原支店 消耗備品費 ３月分消耗備品（医事係多人数用ロッカー） 34,020 口座振替
001191 1 平成21年3月31日 （社）双葉会（振興局） 手数料 放射線科申請用印紙代 179,100 口座振替
001192 1 平成21年3月31日 中村金物㈱ 修繕費 修繕費（補修材料） 450 口座振替
001193 1 平成21年3月31日 ㈱長崎日調 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈱長崎日調 26,775 口座振替
001193 2 平成21年3月31日 ㈱フジマック 長崎営業所 給食材料費 ３月分給食材料費（消耗品）㈱フジマック 68,502 口座振替
001194 1 平成21年3月31日 （資）松下商店 給食材料費 ３月分給食材料費（材料）（資）松下商店 3,900 口座振替
001196 1 平成21年3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４月号 2,100 口座振替
001197 1 平成21年3月31日 ホシザキ北九㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（備品 その他） 14,690 口座振替
001200 1 平成21年3月31日 ㈱九州日立 長崎支社 修繕費 修繕費（設備） 186,900 小切手払
001201 1 平成21年3月31日 ㈱九州日立 長崎支社 手数料 非常用発電機器点検手数料 997,500 小切手払
001205 1 平成21年3月31日 資金前渡職員 大町 隆 旅費 島原病院運営協議会設置案協議のため他９件 21,270 小切手払
001206 1 平成21年3月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 長崎外科集談会他他２件 7,100 小切手払
001207 1 平成21年3月31日 資金前渡職員 大町 隆 研究旅費 がん専門薬剤師研修 42,420 小切手払
001208 1 平成21年3月31日 ㈱ぎょうせい 研究図書費 長崎県例規集３４７－３５６ 15,960 小切手払
001209 1 平成21年3月31日 山下医科器械㈱　島原営業所 修繕費 修繕費（医療器械） 131,250 小切手払
001210 1 平成21年3月31日 ㈱ナフコ 修繕費 修繕費（補修材料） 3,170 小切手払
001211 1 平成21年3月31日 （社）双葉会（振興局） 会議等連絡費 平成20年度第3回長崎県立島原病院群卒後臨床研修管理委員会 1,100 小切手払
001212 1 平成21年3月31日 ㈱武田商事 手数料 医療ガス設備点検業務 483,000 小切手払
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