
(別紙１)

紙おむつ・パッド類 口腔ケア用品

メーカー 商品名 メーカー 商品名

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着(新生児用)小さめｻｲｽﾞ 36枚入 T＆K ｵｰﾗﾙバランスジェル42ｇ

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着(新生児用) 36枚入 アース製薬 ポリデントカップ

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着 S 84枚入 ｳｪﾙﾃｯｸ ｺﾝｸｰﾙF 100ml

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着 M 68枚入 ｳｪﾙﾃｯｸ ｼﾞｪﾙｺｰﾄF 90g

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着 L 54枚入 ｳｪﾙﾃｯｸ ｺﾝｸｰﾙ ﾏｳｽｼﾞｪﾙ 50g

大王製紙 ｸﾞｰﾝ ｽｰﾊﾟｰBIG ﾃｰﾌﾟ止めﾀｲﾌﾟ 2枚入 特注 ｳｪﾙﾃｯｸ ｺﾝｸｰﾙ ﾏｳｽﾘﾝｽ 250ml

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着(新生児用) 2枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ ﾀﾌﾄ24 M(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)ｷｬｯﾌﾟ無し

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着 Sサイズ 2枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ ﾀﾌﾄ17 M(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)

大王製紙 ｸﾞｰﾝはじめての肌着 Mサイズ 2枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ ﾀﾌﾄ20 M(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)

大王製紙 グーンフィットパンツLサイズ 男の子2枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ ﾌﾟﾗｳﾄM(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)

大王製紙 グーンフィットパンツLサイズ 女の子2枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ くるﾘｰﾅﾌﾞﾗｼ

大王製紙 アテントパンツ長時間M～L 20枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ 吸引ﾌﾞﾗｼ

大王製紙 アテントパンツ長時間L～LL18枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ モアブラシ アソート

大王製紙 アテントテープ止めM 20枚入 ｵｰﾗﾙｹｱ 吸引ﾌﾞﾗｼくるリーナブラシ アソート

大王製紙 アテントテープ止めL 17枚入 川本産業 口腔ケアスポンジ紙軸 M 10本入

大王製紙 アテント尿取りパッドスーパー男性用 54枚入 川本産業 口腔ケアスポンジプラ軸 M 10本入

大王製紙 アテント尿取りパッドスーパー女性用 54枚入 ｷｯｾｲ薬品 ｳｪｯﾄｹｱﾌﾟﾗｽ ﾘﾝｺﾞ風味 50ml

大王製紙 アテント軟便安心パッド2枚入 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ新ﾎﾟﾘｸﾞﾘｯﾌﾟ 無添加 40g

大王製紙 アテント軟便安心パッド20枚入 ｻﾝｽﾀｰ ﾊﾞﾄﾗｰﾊﾌﾞﾗｼ♯03S

大王製紙 Sｹｱ夜1枚安心ﾊﾟｯﾄﾞ(特に多いﾀｲﾌﾟ) 20枚入 ｻﾝｽﾀｰ バドラージェルスプレー 50ｍｌ

大王製紙 ｱﾃﾝﾄ消臭効果付きﾃｰﾌﾟ式 ゆったりLL 15枚 背ﾓﾚ･横ﾓﾚも防ぐ ｻﾝｽﾀｰ バドラーハブラシ  ＃03S

白十字 ｻﾙﾊﾞ安心Wﾌｨｯﾄ 男女共用 S ｻﾝｽﾀｰ バドラーマイルドペースト  70ｇ

白十字 サルバLL-D  10枚入 ｻﾝｽﾀｰ バドラーやさしい舌ブラシ

白十字 サルバ安心Wフィット Mサイズ１枚 ﾗｲｵﾝ 新ﾌｧｽﾄﾝ(義歯安定剤) 25g

白十字 サルバ安心Wフィット Lサイズ１枚 ﾗｲｵﾝ ﾗｲｵﾃﾞﾝﾄ義歯ﾌﾞﾗｼ

白十字 サルバDパンツ長時間 M～Lサイズ １枚 ﾗｲｵﾝ DENT.EX ｳﾙﾄﾗﾌﾛｽ(M) 3本入

白十字 サルバDパンツ長時間 L～LLサイズ １枚 ﾗｲｵﾝ ﾗｲｵﾝ DENT.EX歯間ﾌﾞﾗｼ SSｻｲｽﾞ

白十字 サルバ尿取りパッドスーパー男性用2枚入 ﾗｲｵﾝ ﾗｲｵﾝ DENT.EX歯間ﾌﾞﾗｼ Sｻｲｽﾞ

白十字 サルバ尿取りパッドスーパー女性用2枚入 ﾗｲｵﾝ ﾗｲｵﾝ DENT.EX歯間ﾌﾞﾗｼ Mｻｲｽﾞ

白十字 応援介護フラットタイプ １枚入 ﾗｲｵﾝ ﾗｲｵﾝ DENT.EX歯間ﾌﾞﾗｼ Lｻｲｽﾞ

ユニチャームＴＥＮＡフレックス（ベルﾄタイプ）Ｓ．Ｍ ﾗｲｵﾝ DENT.ｴﾗｯｸ541S

ユニチャームＴＥＮＡスリップ（テープ止めタイプ）Ｍ．Ｌ ﾗｲｵﾝ DENT.ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ユニチャームＴＥＮＡパンツプラスＳ．Ｍ．Ｌ．ＸＬ 和光堂 ｵｰﾗﾙﾌﾟﾗｽ 口腔ｹｱｳｴｯﾃｨｰ さわやかﾐﾝﾄ

衛生用品 弾性ストッキング類

メーカー 商品名 メーカー 商品名

健栄 手ピカジェル 60ml ｱﾙｹｱ ｱﾝｼﾙｸ･2 ｽﾄｯｷﾝｸﾞ(L)ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

興和 クリーンライン三次元マスクこども用 ３枚入 ｱﾙｹｱ ｱﾝｼﾙｸ･2 ｽﾄｯｷﾝｸﾞ(M)ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

興和 クリーンライン三次元マスク ３枚＋1枚 ｱﾙｹｱ ｱﾝｼﾙｸ･2 ｽﾄｯｷﾝｸﾞ(S)ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

小林製薬 熱さまシート大人用 ８枚入 ｱﾙｹｱ ｱﾝｼﾙｸ･2 ﾊﾟﾝﾃｨｽﾄｯｷﾝｸﾞ(L)ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

ｽｽﾞﾗﾝ ｶﾞｰｾﾞﾏｽｸ №116 1枚入 ｱﾙｹｱ ｱﾝｼﾙｸ･2 ﾊﾟﾝﾃｨｽﾄｯｷﾝｸﾞ(M)ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

ローソンセレクト不織布マスク　ふつう・小さめサイズ　7枚入り ｱﾙｹｱ ｱﾝｼﾙｸ･2 ﾊﾟﾝﾃｨｽﾄｯｷﾝｸﾞ(S)ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

ﾊﾗﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ ｼｬﾜｰｼｰﾙﾄﾞ ﾃﾙﾓ ｺﾝﾌﾟﾘﾈｯﾄﾌﾟﾛ ｽﾄｯｷﾝｸﾞ S

ロート製薬 熱冷却シート子ども用 ８枚入 ﾃﾙﾓ ｺﾝﾌﾟﾘﾈｯﾄﾌﾟﾛ ｽﾄｯｷﾝｸﾞ M

竹虎 ﾃﾞｨｯﾌﾟｴｲﾄﾞ ﾃﾙﾓ ｺﾝﾌﾟﾘﾈｯﾄﾌﾟﾛ ｽﾄｯｷﾝｸﾞ L

竹虎 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾏｽｸ 2枚入(自動販売機用)　9×17cm 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｸｽﾄﾚｯｸﾞｻｲｴﾝｽ L

竹虎 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾏｽｸ小児用 2枚入(自動販売機用)　7.5×12.5cm 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｸｽﾄﾚｯｸﾞｻｲｴﾝｽ LL

竹虎 ディスポマスク  2枚入 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｸｽﾄﾚｯｸﾞｻｲｴﾝｽ M

竹虎 小児ディスポマスク  2枚入 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｸｽﾄﾚｯｸﾞｻｲｴﾝｽ S

日本マスク アンパンマンちいさな立体マスク 3枚入 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｸｽﾄﾚｯｸﾞｻｲｴﾝｽ SS

白十字 FC指ｷｬｯﾌﾟ 2cm×6.5cm

白十字 FC綿手袋 M

白十字 FC綿手袋 L

白十字 FCﾋﾟﾝｾｯﾄ

白十字 ｶﾞｰｾﾞﾏｽｸ ふつうサイズ 1枚入

花王 ｻﾆｰﾅｽﾌﾟﾚｰ つけかえ用 90ml

花王 ｻﾆｰﾅ K ｽﾌﾟﾚｰ 薬用洗浄剤 90ml

J&J ハンドエイド肌色 20枚入

J&J バンドエイドウォーターブロック15枚入

ネピア 鼻セレブポケットティッシュ

ネピア BOXティッシュ

白十字 ガーゼハンカチ 白

スリーエム ネクスケア耳栓  フォームタイプ

ＴＢＫ ハナクリーンＳ（ハンディタイプ）



(別紙１)

犬印本舗 ﾏﾀﾆﾃｨｼｮｰﾂ無地 ﾌﾞﾗｯｸ M～L

産科用品 犬印本舗 ﾏﾀﾆﾃｨｼｮｰﾂ無地 ﾋﾟﾝｸ L～LL

メーカー 商品名 犬印本舗 ﾏﾀﾆﾃｨｼｮｰﾂ無地 ﾋﾟﾝｸ M～L

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 臍帯箱 絆 乾燥剤薬包紙入 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(S) 紺

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ﾗｳﾝｼﾞﾊｰﾌﾄｯﾌﾟ L ﾋﾟﾝｸ 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(M) 紺

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ﾗｳﾝｼﾞﾊｰﾌﾄｯﾌﾟ ﾋﾟﾝｸ 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(L) 紺

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ用ﾍﾞﾙﾄ 6cm×125cm 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(LL) 紺

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ｱﾙﾌｧﾏｯﾄS605(G) 滅菌済 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅡ(M) 紺

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ｵｻﾝﾊﾟｯﾄﾌﾙｰﾂ ﾚﾓﾝ L 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅡ(L) 紺

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ｵｻﾝﾊﾟｯﾄﾌﾙｰﾂ ﾒﾛﾝ M 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(S) 白

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ｵｻﾝﾊﾟｯﾄﾌﾙｰﾂ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ S 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(M) 白

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 産褥ｼｮｰﾂ M-L ﾋﾟﾝｸ 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(L) 白

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 産褥ｼｮｰﾂ L-LL ﾋﾟﾝｸ 青葉 ﾄｺちゃんﾍﾞﾙﾄⅠ(LL) 白

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ﾍﾞﾋﾞｰｹｱｾｯﾄ 青葉 トコちゃんベルトⅡ白S

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 お産ｾｯﾄ帝王切開用 臍帯箱入 青葉 トコちゃんベルトⅡ白M

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 お産ｾｯﾄ一般用 広島市民型#2 青葉 トコちゃんベルトⅡ白L

ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ｿﾌﾄ晒 30cm×250cm 青葉 トコちゃんベルトⅡ白LL

ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ ｿﾌﾄﾌﾞﾚｽﾀｲ(伸縮胸帯)ﾓｶ M 青葉 トコちゃんベルトⅡ紺S

ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ ｿﾌﾄﾌﾞﾚｽﾀｲ(伸縮胸帯)ﾓｶ L 青葉 トコちゃんベルトⅡ紺M

ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ ｿﾌﾄﾌﾞﾚｽﾀｲ(伸縮胸帯)ﾓｶ LL 青葉 トコちゃんベルトⅡ紺L

ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ ｸﾘｰﾝｺｯﾄﾝｱｲあかちゃん 3cm×3.75cm 2ﾂ折 青葉 トコちゃんベルトⅡ紺LL

ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ マミーパット普通18枚入 青葉 トコちゃんベルトⅡ紺L

ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ ｸﾘｰﾝｺｯﾄﾝモナリー 20包 青葉 トコちゃんベルトⅡ紺LL

大塚製薬 ビンスタークポカリスウェット 120ｍｌ ギネマム レディケア

ｶﾈｿﾝ 母乳ﾊﾞｯｸﾞ(25ml)病院向け 青葉 おなかまき S

ｶﾈｿﾝ 母乳ﾊﾞｯｸﾞ(50ml)  20枚入 青葉 おなかまき M

ｶﾈｿﾝ 母乳ﾊﾞｯｸﾞ(100ml)  20枚入 青葉 おなかまき L

ｼﾞｪｸｽ つけるだけ 1100ml 青葉 ｱﾝﾀﾞｰ腹巻 M

ﾄｰｲﾂ 日母式母子ﾈ-ﾑﾊﾞﾝﾄﾞ ﾋﾟﾝｸ 青葉 ｱﾝﾀﾞｰ腹巻 L

日本製紙 ポイズライナー安心の少量用 22枚入 青葉 ｱﾝﾀﾞｰ腹巻 LL

日本製紙 ポイズパッド超スリム安心の中容量22枚入 青葉 液体ミルク・明治らくらくミルク

日本製紙 ポイズパッド超スリム多い日も安心 20枚入 .整形用品

日本製紙 ポイズパッド超スリム長時間も安心16枚入 メーカー 商品名

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 病産院用哺乳びん(直付け式) 100ml KR-100 ｱﾙｹｱ ﾎﾟﾘﾈｯｸ･ｿﾌﾄ LL

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 病産院用哺乳びん(直付け式) 200ml KR-200 ｱﾙｹｱ ﾎﾟﾘﾈｯｸ･ｿﾌﾄ L

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 細口哺食器DX 120ml ｱﾙｹｱ ﾎﾟﾘﾈｯｸ･ｿﾌﾄ M

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 口唇口蓋裂児用哺乳器 (乳首･逆流防止弁各2個付) ｱﾙｹｱ ﾎﾟﾘﾈｯｸ･ｿﾌﾄ S

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 母乳相談室 哺乳瓶(160ml) 病産院限定 ｱﾙｹｱ ﾊﾞｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞｴｰｽ LL(113～133cm)

ﾋﾟｼﾞｮﾝ Kﾀｲﾌﾟ乳首ﾃﾞﾗｯｸｽ S(ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ製) ｱﾙｹｱ ﾊﾞｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞｴｰｽ L(95～115cm)

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 母乳実感直付け乳首(SS) 一般新生児用 ｱﾙｹｱ ﾊﾞｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞｴｰｽ M(77～97cm)

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 母乳実感直付け乳首(SSS) 低出生体重児用 ｱﾙｹｱ ﾊﾞｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞｴｰｽ S(59～79cm)

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 桶谷式直接授乳訓練用乳首(母乳相談室) SS ｱﾙｹｱ ﾎﾟﾘﾈｯｸﾊｰﾄﾞ L 頚囲35～43cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 弱吸啜用乳首 ＷＳ－２ ｱﾙｹｱ ﾎﾟﾘﾈｯｸﾊｰﾄﾞ M 頚囲30～38cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 弱吸啜用乳首 ＷＳ－３ ｱﾙｹｱ ﾎﾟﾘﾈｯｸﾊｰﾄﾞ S 頚囲26～32cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 口唇口蓋裂児用乳首ﾚｷﾞｭﾗｰｻｲｽﾞ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ製･逆流防止弁付 ｱﾙｹｱ ｼｬﾜｰｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ 成人 足用

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 口唇口蓋裂児用乳首ｽﾓｰﾙｻｲｽﾞ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ製･逆流防止弁付 ｱﾙｹｱ ｼｬﾜｰｶﾊﾞｰｼｮｰﾄ 成人 手･腕用

ﾋﾟｼﾞｮﾝ Kﾀｲﾌﾟ哺乳瓶(果汁用) 50ml ｱﾙｹｱ ｷｬｽﾄｻｽﾍﾟﾝﾀﾞｰ

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 全身泡ｿｰﾌﾟ 500ml ｱﾙｹｱ ｷｬｽﾄｻﾝﾀﾞﾙ L 24.5～29.5cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ ﾘﾝｽｲﾝﾄﾞﾗｲｼｬﾝﾌﾟｰ(200ml) ｱﾙｹｱ ｷｬｽﾄｻﾝﾀﾞﾙ S 20.5～24.5cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 鼻吸い器 お鼻すっきり ｱﾙｹｱ ｻｸﾛﾜｲﾄﾞ･DX 3L 105～120cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ ﾄﾞｸﾀｰ鼻吸い器 ｱﾙｹｱ ｻｸﾛﾜｲﾄﾞ･DX LL 95～110cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ ﾋﾟｼﾞｮﾝ乳頭吸引器 ｱﾙｹｱ ｻｸﾛﾜｲﾄﾞ･DX L 85～100cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ ﾍﾞﾋﾞｰつめきり ハサミ ｱﾙｹｱ ｻｸﾛﾜｲﾄﾞ･DX M 75～90cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 乳頭保護器 ハード ｱﾙｹｱ ｻｸﾛﾜｲﾄﾞ･DX S 65～80cm

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 乳頭保護器 ソフトM 白十字 三角巾

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 乳頭保護器 ソフトL

明治 ほほえみ らくらくキューブ １０８ｇ

ﾒﾃﾞﾗ ﾊｰﾓﾆｰ手動搾乳器セット（カーム・さくにゅう弁、母乳パッド付き）

ﾒﾃﾞﾗ ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞﾌｨﾀﾞｰ乳首のみ(3個＋薄膜1枚)

ﾒﾃﾞﾗ ﾒﾃﾞﾗ ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞﾌｨﾀﾞｰ

ﾒﾃﾞﾗ ピュアレーン100  ７ｇ

和光堂 ふんわりももちゃん 80枚入



(別紙１)

.ドレッシング・テープ・ガーゼ・ほうたい類

メーカー 商品名

ｱﾙｹｱ ｴﾗﾃｯｸｽ 3号 2.5cm×5m 白十字 ガーゼはさみ

ｱﾙｹｱ ｴﾗﾃｯｸｽ 5号 5.0cm×5m 白十字 リント布  28㎝×60cm

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷ-ﾃｯｸｽ3号 2.5cm×5m ﾍﾞｰｼﾞｭ 白十字 FC粘着ﾎｰﾀｲ 5cm×4m

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾃｯｸｽ5号 5.0cm×5m ﾍﾞｰｼﾞｭ 白十字 FCﾈｯﾄﾎｰﾀｲ(足首･ひざ用)

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷ-ﾎﾟｱ ﾎﾜｲﾄ 3号 2.5cm×10m 竹虎 ﾒﾄﾙ3号 7.5×7.5cm

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱ ﾎﾜｲﾄ 5号 5.0cm×10m 白十字 ダンシップサポーター ひじMサイズ

ｱﾙｹｱ ﾃﾞﾙﾏﾎﾟｱ10号(10.0cm×10m) 白十字 ダンシップサポーター ひざLサイズ

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2号 5.0cm×7.5cm 白十字 ダンシップサポーター ひざMサイズ

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ3号 6.0cm×10.0cm 長谷川綿行 ディスポーザブルスクエアパッドＮo5701　7.5ｃｍ×１０㎝

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ4号 10.0cm×13.0cm 長谷川綿行 ディスポーザブルスクエアパッドＮo5151　15ｃｍ×15㎝

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ5号 10.0cm×16.0cm 長谷川綿行 ディスポーザブルスクエアパッドＮo0202　20ｃｍ×20㎝

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ6号 10.0cm×21.0cm

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ7号 10.0cm×26.0cm ストーマ類

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ8号 10.0cm×31.0cm メーカー 商品名

ｱﾙｹｱ ｼﾙｷｰﾎﾟｱﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ1号 4.0cm×6.0cm ｱﾙｹｱ ﾌﾟﾛｹｱｰｳｴﾊｰ 10号 100mm×100mm

ｱﾙｹｱ クリアヘッシブ９号 ｱﾙｹｱ ﾕｰｹｱｰ胴ﾍﾞﾙﾄ

ｱﾙｹｱ ｴﾗﾃｯｸｽ 3号 2.5cm×5m ｱﾙｹｱ ｻｰｼﾞﾄﾞﾚｰﾝ･ｼﾞｯﾊﾟｰ(S) 袋ｻｲｽﾞ:158×110mm 有効径:30mm

ｱﾙｹｱ ｴﾗﾃｯｸｽ 5号 5.0cm×5m ｱﾙｹｱ ｻｰｼﾞﾄﾞﾚｰﾝ･ｼﾞｯﾊﾟｰ(M) 袋ｻｲｽﾞ:188×130mm 有効径:50mm

ニチバン ソフポアＮｏ25（25mm×10m） ｱﾙｹｱ ｻｰｼﾞﾄﾞﾚｰﾝ･ｵｰﾌﾟﾝﾄｯﾌﾟ S 袋ｻｲｽﾞ:175×110㎜

ニチバン ソフポアＮｏ38（38mm×10m） ｱﾙｹｱ ｻｰｼﾞﾄﾞﾚｰﾝ･ｵｰﾌﾟﾝﾄｯﾌﾟ M 袋ｻｲｽﾞ:205×130㎜

ｵｵｻｷﾒﾃﾞｨｶﾙ 滅菌Yｶｯﾄｶﾞｰｾﾞ 7.5cm×7.5cm SS3016-1 ｱﾙｹｱ ｻｰｼﾞﾄﾞﾚｰﾝ･ｵｰﾌﾟﾝﾄｯﾌﾟ L 袋ｻｲｽﾞ:235×150㎜

ｺﾝﾊﾞﾃｯｸ ﾃﾞｭｵｱｸﾃｨﾌﾞCGF(10×10cm) ｱﾙｹｱ ﾘﾓｲｽｸﾚﾝｽﾞ ﾚｷﾞｭﾗｰ 180g

ｺﾝﾊﾞﾃｯｸ ﾃﾞｭｵｱｸﾃｨﾌﾞET 10×10cm 10枚 ｱﾙｹｱ ﾘﾓｲｽﾊﾞﾘｱ･ﾚｷﾞｭﾗｰ 160g

J&J ｷｽﾞﾊﾟﾜｰﾊﾟｯﾄ 防水タイプ10枚入り ｱﾙｹｱ ｲﾚﾌｧｲﾝDｷｬｯﾌﾟ(30)

ｽﾘｰｴﾑ ﾃｶﾞﾀﾞｰﾑﾛｰﾙ 5㎝×10m ｱﾙｹｱ ｲﾚﾌｧｲﾝDｷｬｯﾌﾟ(40)

ｽﾘｰｴﾑ ﾃｶﾞﾀﾞｰﾑﾛｰﾙ 10cm×10m ｱﾙｹｱ ｲﾚﾌｧｲﾝDｷｬｯﾌﾟ(50)

ｽﾘｰｴﾑ ﾃｶﾞﾀﾞ-ﾑ ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(ﾊﾟｯﾄﾞ付) 5.0cm×7.0cm ｱﾙｹｱ ﾕｰｹｱｰ･TD(20)

ｽﾘｰｴﾑ ﾃｶﾞﾀﾞ-ﾑ ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(ﾊﾟｯﾄﾞ付) 6.0cm×10.0cm ｱﾙｹｱ ｲﾚﾌｧｲﾝDｷｬｯﾌﾟﾌﾗｯﾄ(40)

ｽﾘｰｴﾑ ﾃｶﾞﾀﾞｰﾑHP ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(10.0×12.0cm) ｱﾙｹｱ ｲﾚﾌｧｲﾝDｷｬｯﾌﾟﾌﾗｯﾄ(50)

ｽﾘｰｴﾑ マイクロポアテープ 白11ｍｍ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ ﾌﾞﾗﾊﾞﾍﾞﾙﾄ 3×100cm

ｽﾘｰｴﾑ マイクロポアテープ 白22ｍｍ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ ｺﾝﾋﾞｰﾝ ﾚｯｸﾞﾊﾞｯｸﾞﾍﾞﾙﾄ 2×52cm 2本入

ｽﾘｰｴﾑ マイクロポアテープ 茶11ｍｍ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ ｺﾝﾋﾞｰﾝ ｾｷｭｱｰﾚｯｸﾞﾊﾞｯｸﾞ(350ml)

ｽﾘｰｴﾑ マイクロポアテープ 茶22ｍｍ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ ｺﾝﾋﾞｰﾝ ｾｷｭｱｰﾚｯｸﾞﾊﾞｯｸﾞ(750ml)

ﾅｯｸ商会 Tgｸﾞﾘｯﾌﾟ №G ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ ﾒｼﾞｬｰ付ﾊｻﾐ

ﾆﾁﾊﾞﾝ ｴﾗｽﾄﾎﾟｱﾊﾀﾞ №25(25mm×5m) ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ ﾃﾞｵｰﾙ消臭潤滑剤ﾎﾞﾄﾙ 250ml

ﾆﾁﾊﾞﾝ ｽｷﾅｹﾞｰﾄﾒｯｼｭ SGM25(25mm×7m) ｺﾝﾊﾞﾃｯｸ ﾊﾞﾘｹｱｳｴﾊｰ(10cm×10cm)

白十字 カットコットン 50ｇ ｺﾝﾊﾞﾃｯｸ ﾊﾞﾘｹｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰ 28.3g

白十字 滅菌カットガーゼSサイズ5枚入 ｺﾝﾊﾞﾃｯｸ ﾊﾞﾘｹｱﾜﾝﾋﾟｰｽ ﾄﾞﾚｲﾝﾊﾟｳﾁ 小児用 50mm

白十字 滅菌カットガーゼMサイズ5枚入 ｽﾘｰｴﾑ ｷｬﾋﾞﾛﾝ 皮膚用ﾘﾑｰﾊﾞｰ 30ml

白十字 滅菌カットガーゼLサイズ5枚入 ﾎﾘｽﾀｰ ｱﾀﾞﾌﾟﾄｵｽﾄﾐｰﾍﾞﾙﾄ(58～109cm)

白十字 ガーゼ  1ｍ ﾎﾘｽﾀｰ ﾎﾘｽﾀｰ ｱﾀﾞﾌﾟﾄ皮膚保護ｼｰﾙ(98mm)

川本産業 ｴｽﾊﾟﾀｲH-20 20cm×9m ﾎﾘｽﾀｰ ﾎﾘｽﾀｰ ｱﾀﾞﾌﾟﾄ消臭潤滑剤 236ml

川本産業 ｴｽﾊﾟﾀｲH-5 5cm×9m ﾎﾘｽﾀｰ ｱﾀﾞﾌﾟﾄｽﾄｰﾏﾊﾟｳﾀﾞｰ28.3g

川本産業 ｴｽﾊﾟﾀｲH-7.5 7.5cm×9m

川本産業 ｴｽﾊﾟﾀｲH-9 9cm×9m

川本産業 滅菌綿棒 #101 1本×300袋

川本産業 滅菌綿棒 #103 1本×250袋

川本産業 滅菌綿棒 #104 1本×125袋

川本産業 滅菌ｹ-ﾊﾟｲﾝ№7161 S 5×5cm　10枚入り

川本産業 滅菌ｹ-ﾊﾟｲﾝ№7165 L 7.5×10cm　10枚入り

川本産業 ﾊｲｾﾞｶﾞｰｾﾞ N-3 30×30cm 4ﾂ折 140枚

日東ﾒﾃﾞｨｶﾙ 優肌ﾊﾟｯﾄﾞ(5㎝×8㎝)

日東ﾒﾃﾞｨｶﾙ 優肌ﾊﾟｯﾄﾞ(6㎝×10㎝)

日東ﾒﾃﾞｨｶﾙ 優肌絆ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 12mm×7m

日東ﾒﾃﾞｨｶﾙ 優肌絆ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 25mm×7m

白十字 ﾓｲｽｷﾝﾊﾟｯﾄﾞ Mini 滅菌済

白十字 ﾓｲｽｷﾝﾊﾟｯﾄﾞ(7510) 滅菌済

白十字 ﾓｲｽｷﾝﾊﾟｯﾄﾞ(7520) 滅菌済

白十字 ﾓｲｽｷﾝﾊﾟｯﾄﾞ(1515) 滅菌済

白十字 ﾓｲｽｷﾝﾊﾟｯﾄﾞ(1530) 滅菌済

白十字 ﾓｲｽｷﾝﾊﾟｯﾄﾞ(2630) 滅菌済

白十字 FC伸縮包帯 S(40mm×6m) 手･手首用



(別紙１)

介護・リハビリ用品 医療用食品

メーカー 商品名 メーカー 商品名

うがいキャッチ ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌﾟﾛｼｭｱ(バナナ味) 240ml

ｱｷﾚｽ ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ106 SS 21.0～21.5cm 黒 大阪前田 ミニボーロ 20ｇ×５P

ｱｷﾚｽ ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ106 S 22.0～22.5cm 黒 大塚製薬 OS-１ゼリー 200ｇ

ｱｷﾚｽ ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ106 M 23.0～23.5cm 黒 大塚製薬 OS-１ 500ｍｌ

ｱｷﾚｽ ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ106 L 24.0～24.5cm 黒 栗山米菓 アンパンマンおやさいせんべい ４P

ｱｷﾚｽ ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ106 LL 25.0～25.5cm 黒 栗山米菓 アンパンマンあげせん ４P

ｱｷﾚｽ ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ106 3L 26.0～26.5cm 黒 栗山米菓 アンパンマンソフトせん ４P

ｱｷﾚｽ ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ106 4L 27.0～27.5cm 黒 サラヤ ラカントカロリーゼロ飴　いちごミルク味

浅井商事 ダイヤ透明尿器女性用 サラヤ ラカントカロリーゼロ飴　ミルク珈琲味

浅井商事 ダイヤ透明尿器男性用 サラヤ ラカントカロリーゼロ飴　ブルーベリー味

ｲﾏﾑﾗ IMG開口練習器(大) ジャネフ クリアスル－NC

ｲﾏﾑﾗ IMG開口練習器(小) ジャネフ クリアスル－JB

イワツキ お食事使い捨てエプロン 千歳精糖 ブドウ糖SOFT18粒

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 22.0cm 紺 ﾌｰﾄﾞｹｱ ﾈｵﾊｲﾄﾛﾐｰﾙ R＆E 3g×50包

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 22.5cm 紺 マービー ストロベリージャム（瓶）230ｇ

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 23.0cm 紺 マービー ブルーベリージャム（瓶）230ｇ

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 23.5cm 紺 マービー フルーツミックスキャンディ 49ｇ

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 24.0cm 紺 マービー 珈琲キャンディ 49ｇ

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 24.5cm 紺 明治 メイバランスminiカップ コーヒー味

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 25.0cm 紺 明治 メイバランスminiカップ ストロベリー味

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 25.5cm 紺 明治 メイバランスminiカップ バナナ味

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 26.0cm 紺 明治 メイバランスminiカップ コーヒー味

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 26.5cm 紺 メイホウ食品 氷砂糖 １００ｇ

ｶﾞｯﾄﾘﾊﾋﾞﾘ ﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞLK-1 片足 27.0cm 紺 森永 クリニコ つるりんこ３ｇ×10本

川本産業 全身タイプ防水シーツ 杏林製薬 ｲﾝﾃｽｸﾘｱ(大腸検査食)

ｼﾞｪｲｴﾑｴｽ ﾍﾟｺぱんだ M ｸﾞﾘｰﾝ 日田天領水 日田天領水 500ml

ｼﾞｪｲｴﾑｴｽ ﾍﾟｺぱんだ S ﾋﾟﾝｸ 日本家族計画協会ﾘｭｰﾌﾞｾﾞﾘｰ 55g

ｼﾞｪｲｴﾑｴｽ ﾍﾟｺぱんだ H ｲｴﾛｰ

日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ ﾄﾗｲﾎﾞｰﾙ 呼吸練習器 .医療機器

白十字 サルバおむつとりかえぬれタオル 40枚入 メーカー 商品名

白十字 サルバからだふきふきぬれタオル 60枚入 ｱﾑｺ ｴｱﾛﾁｬﾝﾊﾞｰﾌﾟﾗｽ ﾏｽｸ付(小児用)黄

白十字 サルバオムツとりかえ手袋 100枚入 ｱﾑｺ ｴｱﾛﾁｬﾝﾊﾞｰﾌﾟﾗｽ ﾏｽｸ付(乳児用)赤

白十字 サルバケアシーツ使い捨て ６枚入 オムロン 体温計MC－680ーCV

白十字 吸いのみフック式 テルモ WOMAN℃体温計ピンク

ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ ｺｰﾁ2 2500(容積式呼気訓練器) ﾄｯﾌﾟ 超音波式ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ　客注対応商品

ユーフレン お食事エプロン 黄色 村中医療器 MMI聴診器ｶﾗｰﾅｰｽｽｺｰﾌﾟ 内ﾊﾞﾈ式 ｼﾝｸﾞﾙ ﾋﾟﾝｸ

竹虎 ﾌﾄﾞｰねまき2型 ｽﾘｰｼｰｽﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝ S

竹虎 ﾌﾄﾞｰねまき2型 ｽﾘｰｼｰｽﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝ M 綿球・綿棒・消毒関連

竹虎 ﾌﾄﾞｰねまき2型 ｽﾘｰｼｰｽﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝ L メーカー 商品名

竹虎 ﾌﾄﾞｰねまき2型 ｽﾘｰｼｰｽﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝ LL ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ﾄﾚｰ綿球L#14 (A)D 10入 滅菌済

竹虎 ﾌﾄﾞｰねまき2型 ｽﾘｰｼｰｽﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝ 3L ｱﾒｼﾞｽﾄ大衛 ﾄﾚｰ綿球L#20 (A)D 20入 滅菌済

竹虎 ﾌﾄﾞｰ手袋№2 M ｸﾞﾘｰﾝ 玉川衛材 マッキンα消毒液 70ml

竹虎 ﾌﾄﾞｰ手袋№2 L ｸﾞﾘｰﾝ ﾊｸｿﾞｳﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾊｸｿﾞｳAL綿Ⅰ 4cm×4cm 50枚×2P

徳武産業 早快マジックＳサイズ（20.5～21.5） 日本綿棒 ﾒﾝﾃｨｯﾌﾟ 5mm×76mm 紙軸 滅菌済

竹虎 早快マジックＭサイズ（22～23） 白十字 ベビー綿棒  100本入

竹虎 早快マジックＬサイズ（23.5～24.5） 白十字 パック入綿棒  120本入

竹虎 早快マジックＬＬサイズ（25～26） 白十字 ｱﾌﾟﾘｽﾜﾌﾞ 1本入 50袋

竹虎 早快マジック３Ｌサイズ（26.5～27.5）

平野産業 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾘｯﾊﾟ DCﾁｪｯｸ 眼科用品

メーカー 商品名

その他 貝印 アイマスク

メーカー 商品名 小林製薬 メガネクリーナーふきふき 20包

ｴﾝｾﾞﾙ ﾗﾃｯｸｽ体位変換ｸｯｼｮﾝ ﾄﾝﾈﾙ型 ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 白十字 眼帯セット

ｵｰﾌﾟﾝ工業 名札用ｸﾘｯﾌﾟ 10個入 ボシュロム レニューフレッシュ 60ml

ｵｰﾌﾟﾝ工業 名札用ｹｰｽ ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ ﾖｺ名刺ｻｲｽﾞ 10枚入 メニコン エピカコールド 1回分

ｵﾝﾃﾞｺ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌｪｲｼｬﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(白) 岩城器材 ﾌﾟﾛｰｵﾌﾀｼﾞｭﾆｱmaxi 7.0cm×5.9cm

ﾌｾ企画 口あたりやさしいｽﾌﾟｰﾝ ﾐﾆ ﾋﾟﾝｸ 岩城器材 ﾌﾟﾛｰｵﾌﾀｼﾞｭﾆｱmini 6.5cm×5.4cm

ﾌｾ企画 口あたりやさしいｽﾌﾟｰﾝ ﾗｰｼﾞ ﾌﾞﾙｰ 川本産業 布ｱｲﾊﾟｯﾁ(子ども用)赤色

ﾌｾ企画 口あたりやさしいｽﾌﾟｰﾝ 一体深型 小 ｲｴﾛｰ 川本産業 らくらく点眼

東武商品ｻｰﾋﾞｽ週間投薬ｶﾚﾝﾀﾞｰ 1日4回用 名古屋眼鏡 ﾒｵｶﾞｰﾄﾞﾈｵ M ｸﾘｱ くもり止めｺｰﾄ付

マツヨシ ステンレスカトラリー（ミール）スプーンＭ 名古屋眼鏡 ﾒｵｶﾞｰﾄﾞﾈｵ L くもり止めｺｰﾄ付



(別紙１)

その他医療用品 生活雑貨

メーカー 商品名 メーカー 商品名

ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ ｱﾄﾑ多用途ﾁｭ-ﾌﾞ(8Fr) Q研 エブリーキャップいずみB

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾅｲｽﾌﾛ経腸栄養ｾｯﾄ NS 6mm Q研 エブリーキャップレンガD

ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝⅡ用ﾎﾞｰﾗｽ投与ｾｯﾄ 30cm Q研 ケアぼうし おしゃれボーダーワイド・黒

ﾃﾙﾓ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ 1ml ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ用 赤色押子 Q研 ケアぼうし おしゃれボーダーチャコール

ﾃﾙﾓ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ 2.5ml 赤色押子 Q研 ケアぼうし 定番黒・ピンク

ﾃﾙﾓ ｶﾃｰﾃﾙﾁｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ3ml(ｵｼｺｱｶ) ｱｸﾃｨｱ ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ帽 定番 赤

ﾃﾙﾓ ｶﾃｰﾃﾙﾁｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ5ml(ｵｼｺｱｶ) ｱｸﾃｨｱ ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ帽 定番 ﾋﾟﾝｸ

ﾃﾙﾓ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ 5ml 赤色押子 ｱｸﾃｨｱ ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ帽 定番 ｸﾞﾚｰ

ﾃﾙﾓ ｶﾃｰﾃﾙﾁｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ10ml(ｵｼｺｱｶ) ｱｸﾃｨｱ ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ帽 定番 ﾓｽﾋﾟﾝｸ

ﾃﾙﾓ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ 10ml 赤色押子 横口 ｱｸﾃｨｱ ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ帽 定番 ﾁｬｺｰﾙ

ﾃﾙﾓ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ 20ml 赤色押子 横口 ｱｸﾃｨｱ ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ帽 定番 ｼｮｺﾗ

ﾃﾙﾓ ｶﾃｰﾃﾙﾁｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ30ml(ｵｼｺｱｶ) イワツキ ガーゼおねまき紳士Mサイズ

ﾃﾙﾓ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ 30ml 赤色押子 横口 イワツキ ガーゼおねまき紳士Lサイズ

ﾃﾙﾓ ｶﾃｰﾃﾙﾁｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ50ml(ｵｼｺｱｶ) イワツキ ガーゼおねまき紳士LLサイズ

ﾃﾙﾓ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ 50ml 赤色押子 横口 イワツキ ガーゼおねまき紳士LOサイズ

ﾃﾙﾓ ｶﾃｰﾃﾙﾁｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ20ml(ｵｼｺｱｶ) イワツキ ガーゼおねまき婦人Mサイズ

ジェイエムエスジェイフィードＱＬ注入器50ｍｌ イワツキ ガーゼおねまき婦人Lサイズ

ジェイエムエスジェイフィード延長チューブ ３０㎝Ｌ型 イワツキ ガーゼおねまき婦人LLサイズ

トップ ネオフィード栄養セット クリアフィード イワツキ ガーゼおねまき婦人LOサイズ

トップ ネオフィード栄養セット Eバック付 イワツキ いわつばめマジック肌着 ７分袖 女Mサイズ

ラコール ＮＦ配合経腸用半固形剤アダプタ イワツキ いわつばめマジック肌着 ７分袖 女Lサイズ

日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝⅡ用持続投与ｾｯﾄ 60cm イワツキ いわつばめマジック肌着 ７分袖 男Mサイズ

日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝⅡ用ﾎﾞｰﾗｽ投与ｾｯﾄ ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ 5cm イワツキ いわつばめマジック肌着 ７分袖 男Lサイズ

ﾄｯﾌﾟ ﾈｵﾌｨ-ﾄﾞ栄養ｾｯﾄ ﾅﾁｭｰﾙｲｴﾛｰ(ﾘﾆｭｰｱﾙTOP-06452) イワツキ いわつばめマジック肌着 半袖 女Mサイズ

龍角散 おくすり飲めたね ピーチ味200ｇ イワツキ いわつばめマジック肌着 半袖 女Lサイズ

龍角散 おくすり飲めたね ぶどう味200ｇ イワツキ いわつばめマジック肌着 半袖 男Mサイズ

白十字 オブラート丸型  200枚入 イワツキ いわつばめマジック肌着 半袖 男Lサイズ

白十字 フクロオブラート  50枚入 グンゼ 快適工房 ブリーフ Mサイズ

ｱｸﾞﾘｽ 透析用止血ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾙｰ) 250mm グンゼ 快適工房 ブリーフ Lサイズ

ｱｸﾞﾘｽ 透析用止血ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾙｰ) 300mm グンゼ 快適工房 V型３分袖スリーマーMサイズ

ｱｸﾞﾘｽ 透析用止血ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾙｰ) 350㎜ グンゼ 快適工房 V型３分袖スリーマーLサイズ

ﾏﾘﾝｸﾛｯﾄ ｿﾌﾄﾎﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾙｰ(大)

名優 ﾃﾞｲﾙ ｶﾆｭｰﾚﾎﾙﾀﾞｰ 青 成人用 術中・術後関連

白十字 ガーゼはさみ メーカー 商品名

ﾃﾞｨﾌﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙDIBｷｬｯﾌﾟ(青) ｴｲﾊﾟｯｸ 腹帯ﾁｭｰﾌﾞ№70 M 白

ﾃﾙﾓ ｳﾛｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗｽ一般用 2500ml ｴｲﾊﾟｯｸ 腹帯ﾁｭｰﾌﾞ№69 L 白

ﾃﾙﾓ ｷｬﾘｰﾊﾟｯｸ 竹虎 腹帯 広島市民病院店特注

ﾒﾃﾞｨｺﾝ ｶﾃｰﾃﾙﾌﾟﾗｸﾞ 竹虎 ｿﾌﾗｸﾞﾗﾝｾﾞ13号 S

ｵﾝﾃﾞｺ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌｪｲｼｬﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(白) 竹虎 ソフラビレイ フリーサイズ

竹虎 ソフラビレイ ＸＬサイズ

スキンケア用品 竹虎 ﾏﾄﾗ №4(ﾌﾘｰ)

メーカー 商品名 竹虎 ﾏﾄﾗ №4(XL)

J&J ベビーローション無香料 100ｍｌ 竹虎 T字帯 5号

ﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ ﾐﾉﾝ全身ｼｬﾝﾌﾟｰしっとりﾀｲﾌﾟ 150ml 竹虎 ﾜﾝﾀｯﾁT字帯(ﾌﾘｰ) 65㎝～105cm

ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾙﾋﾞﾊﾟｰﾙ ｻﾝｽｸﾘｰﾝ ｸﾘｰﾑA 15g 竹虎 ﾜﾝﾀｯﾁT字帯(XL) 100㎝～120cm

ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾙﾋﾞﾊﾟｰﾙ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴｯｾﾝｽN 12ml

ミノン 全身シャンプーしっとり 120ｍｌ


