
採用品目データは随時更新しますので、ご発注の際は必ず検索サイトにて最新の情報をご確認ください。 2021年4月1日現在

カテゴリ 分割ＪＡＮｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ名 商品名 クラス分類
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449153942 アルケア キャストフレックスα　２　１５４０１　　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449154192 アルケア キャストフレックスα　４　１５４０３　　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449140874 アルケア キャストライトα　シーネ３　１５３９１　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449140997 アルケア キャストライトα　シーネ４　１５３９２　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449140485 アルケア キャストライトα　ロール２　１５３８１　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449140515 アルケア キャストライトα　ロール３　１５３８２　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449140638 アルケア キャストライトα　ロール４　１５３８３　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449140751 アルケア キャストライトα　ロール５　１５３８４　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449143875 アルケア プライトン１００　シーネ３　１５６５１　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449143998 アルケア プライトン１００　シーネ４　１５６５２　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449143486 アルケア プライトン１００　ロール２　１５６４１　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449143639 アルケア プライトン１００　ロール４　１５６４３　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449143752 アルケア プライトン１００　ロール６　１５６４４　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449144155 アルケア プライトン１００シーネ６－２　１５６５４　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100449014311 アルケア プラスランギプスロール赤３　１００５２　　３巻／袋 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2101181116875 シグマック オルソグラス２プリカット３Ａ　１９３１１３　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2101181116998 シグマック オルソグラス２プリカット３Ｂ　１９３１２３　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2101181117155 シグマック オルソグラス２プリカット４Ａ　１９３１１４　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2101181117278 シグマック オルソグラス２プリカット４Ｂ　１９３１２４　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2101181117391 シグマック オルソグラス２プリカット４Ｃ　１９３１３４　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2101181117421 シグマック オルソグラス２プリカット５　１９３１０５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104032711 スリーエム スコッチキャスト　シーネ　７２２１０　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104032957 スリーエム スコッチキャスト　シーネ　７２３３５　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104033084 スリーエム スコッチキャスト　シーネ　７２４１５　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104033114 スリーエム スコッチキャスト　シーネ　７２４３０　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104018845 スリーエム スコッチキャスト３　７５００３Ｊ　　　　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104019873 スリーエム スコッチキャストソフトキャスト８２１０１　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104060417 スリーエム スコッチキャストソフトキャスト８２１０３Ｊ　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104060141 スリーエム スコッチキャストプラスＪ　８２００２Ｊ　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　キャスト 2100104054256 スリーエム スコッチキャストプラスＪ　８２００４Ｊ　　　１巻 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　サポーター 2101181052869 シグマック ファシリエイドサポーター　足くび３０２５０１　１袋 その他
―　圧迫・固定・サポート　サポーター 2101181052982 シグマック ファシリエイドサポーター　ひじ　　　　　　　１袋 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018586 アルケア アルフェンス１０号　１０１７３　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018616 アルケア アルフェンス１１号　１０１７４　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018739 アルケア アルフェンス１２号　１０１７５　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018852 アルケア アルフェンス１３号　１０１７６　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449017947 アルケア アルフェンス１号　１０１６１　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018074 アルケア アルフェンス２号　１０１６２　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018197 アルケア アルフェンス３号　１０１６３　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018340 アルケア アルフェンス８号　１０１７１　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449018463 アルケア アルフェンス９号　１０１７２　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449207522 アルケア キャストヒール　Ｌ　１８０５１　　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449207645 アルケア キャストヒール　Ｍ　１８０５２　　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449207768 アルケア キャストヒール　Ｓ　１８０５３　　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449016520 アルケア ギプスヒール１号（Ｌ）１０２５１　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449016643 アルケア ギプスヒール２号（Ｓ）１０２５２　　　　　　１個 その他
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―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449016766 アルケア ギプスヒール３号楕円　１０２５３　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449016889 アルケア ギプスヒール５号（Ｍ）１０２５４　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449016919 アルケア ギプスヒール７号角平　１０２５５　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2100449017046 アルケア ギプスヒール８号ゲタ　１０２５６　　　　　　　１個 その他
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181038092 シグマック アルミスプリント　５００１　８Ａ　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181018889 シグマック アルミスプリント　５００２　８Ｂ　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181019312 シグマック アルミスプリント　５００５　１０Ａ　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181029113 シグマック アルミスプリント　５００６　１０Ｂ　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181036784 シグマック アルミスプリント　５００９　１２Ａ　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181032120 シグマック アルミスプリント　５０１０　１２Ｂ　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181036814 シグマック アルミスプリント　５０１２　１３Ｂ　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181053897 シグマック アルミスプリント　５０１４　２Ｂ　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181036661 シグマック アルミスプリント　５０１５　１５　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181038481 シグマック アルミスプリント　５０１６　１６　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181045168 シグマック アルミスプリント　５０１７　１７　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181019435 シグマック アルミスプリント　５０１８　１８　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181068273 シグマック ソフトスプリント　　５４９９　５Ｓ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181046349 シグマック ソフトスプリント　５５００　４Ｓ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181018520 シグマック ソフトスプリント　５５０１　３Ｓ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181003090 シグマック ソフトスプリント　５５０２　ＳＳ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181003120 シグマック ソフトスプリント　５５０３　Ｓ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181041139 シグマック ソフトスプリント　５５０４　Ｍ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101181041016 シグマック ソフトスプリント　５５０５　Ｌ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101075008842 竹虎 ソフラツイスター　　Ｍ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101075008729 竹虎 ソフラツイスター　　Ｓ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　圧迫・固定・サポート　副木 2101075008699 竹虎 ソフラツイスター　　ＳＳ　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　－ 2100408067594 Ｊ＆Ｊ ブレイクカルディオコネクター　１１３５２　　１個 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　－ 2100408067747 Ｊ＆Ｊ ブレイクカルディオコネクター　１１３５１　　１個 その他
―　吸引・排液　－ 2100418035576 ニプロ－Ｍ ピストール　Ｍ　７－２５　　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　－ 2100418487221 ニプロ－Ｍ ピストールＭ　７－３５　　　　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　ストーマ 2109449201646 アルケア デオファインパウダー　１７８９１　１．５ｇ　１個 その他
―　吸引・排液　ストーマ 2100435014875 コロプラス コロプラストリング　２３２５　　　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　ストーマ 2100435007051 コロプラス コンビーンドレイナージバッグ　５０６２　　　１枚 その他
―　吸引・排液　ストーマ 2100435006924 コロプラス コンビーンレッグバッグ　５１７０　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　ストーマ 2100435060865 コロプラス ブラバ　テープ　１２０７０　　　　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　ストーマ 2100435060117 コロプラス ブラバ　スティックペースト　２６５５　　　　６ｇ その他
―　吸引・排液　ソラシックカテーテル 2100401185363 Ｎコヴィデ アスピレーションセルジンガー５６３０－８２０Ｐ　１ 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　デュープルドレーン 2101504003660 カネカＭ シラスコンデュープルドレーン　№１０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401187695 Ｎコヴィデ トロッカーＷルーメン　５６１０Ｅ１８Ｗ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401228237 Ｎコヴィデ トロッカーアスピレーショＫ５６２０－１２２０　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401199612 Ｎコヴィデ トロッカーアスピレーションＫ５６２０－８０９　１ 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401226141 Ｎコヴィデ トロッカーアスピレーションＫ５６２０－８２０　１ 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401225472 Ｎコヴィデ トロッカーアスピレーションＫ５６２０－６０９　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401226028 Ｎコヴィデ トロッカーアスピレーションＫ５６２０－６２０　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401282567 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－０８　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401282680 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－１０　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
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―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401199070 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－１２　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401199193 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－１４　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401192316 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－１６　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401199223 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－１８　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401199346 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－２０　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401192439 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－２２　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401236065 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－２４　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401199469 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－２８　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100401199582 Ｎコヴィデ トロッカーカテーテル　５６１０－３２　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2101504015045 住友ベーク ソラシックエッグ　スタンダードセット　　　１セット 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2101504002519 住友ベーク トロッカーカテーテル　ＭＤ－８１９１４　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2101504002489 住友ベーク トロッカーカテーテル　ＭＤ－８１９１６　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418087834 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－　８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418087957 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088084 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088114 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－１４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088237 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088350 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－１８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088473 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088596 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－２２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088626 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－２４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088749 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－２６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　トロッカーカテーテル 2100418088862 ニプロ－Ｍ トロッカーカテーテル　ＮＴＲ－２８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2108504002631 クリエート ストレートドレーン歯車型№５　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101427078226 クリエート ストレートドレ歯５　００３１２１００５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101504002755 富士システ ペンローズドレーンＡＲ　Ａ　№１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101504003394 富士システ ペンローズドレーンＡＲ　Ａ　№１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101504003158 富士システ ペンローズドレーンＡＲ　Ａ　№４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101504003271 富士システ ペンローズドレーンＡＲ　Ａ　№８　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101504014017 富士システ ペンローズドレーンＡＲ　Ａ－№６　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101030115899 松吉 ペンローズドレーン　５０１－１０Ｎ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101030115929 松吉 ペンローズドレーン　５０１－１２Ｎ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101030115653 松吉 ペンローズドレーン　５０１－４Ｎ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101030029288 松吉 ペンローズドレーン　５０１－６Ｎ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　ペンローズドレーン 2101030115776 松吉 ペンローズドレーン　５０１－８Ｎ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　吸引チューブ（汎用） 2101504016462 イマムラ 延長チューブ　フレキシブルタイプ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　吸引チューブ（汎用） 2100070057633 テルモ 連結チューブ　　　　ＳＦ－ＪＭ６９２５　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　吸引チューブ（汎用） 2100070039974 テルモ 連結チューブ　　　　ＳＦ－ＪＭ６９２６　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　吸引チューブ（汎用） 2109070046890 テルモ 連結チューブ　ＳＦ－ＪＴ４８２０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　吸引チューブ（汎用） 2100426340716 村中医療器 ５０２００５０４軽量サクションチューブ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　接続管 2100407183424 ＪＭＳ ドレンチューブＡ　　ＪＵ－ＴＡ１００　　　　１本 その他
―　吸引・排液　接続管 2100407155698 ＪＭＳ ドレンチューブＡ　　ＪＵ－ＴＡ１５０　　　　１本 その他
―　吸引・排液　接続管 2100407115593 ＪＭＳ ドレンチューブＢ　　ＪＵ－ＴＢ１００　　　　１本 その他
―　吸引・排液　接続管 2100407068837 ＪＭＳ ドレンチューブＢ　　ＪＵ－ＴＢ１５０　　　　１本 その他
―　吸引・排液　接続管 2100407357948 ＪＭＳ ドレンチューブＣ　ＪＵ－ＴＣ１５０　　　　　１本 その他
―　吸引・排液　接続管 2100463007177 泉工医科 コネクタ接続チューブ　　　　６ＸＰＸ１．５ｍ　１本 一般（クラスⅠ）
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―　吸引・排液　接続管 2100463003025 泉工医科 コネクタ付接続管８ＸＰＸ１．５ｍ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403026794 メディコン デイボールリリアバックドレーンＴ７０３１　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403026947 メディコン デイボールリリアバックドレーンＴ７０３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403027340 メディコン デイボールリリアバックドレーンＴ７０３７　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403093956 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403114477 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２１７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403093178 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２２１　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403093291 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２２３　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403114354 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２２５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403113951 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２２７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403114088 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２２９　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403114118 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２３１　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　創部用チューブ 2100403114231 メディコン バードチャネルドレーン　０７２２３４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　尿バッグ 2100407031084 ＪＭＳ 小児用採尿袋　ＪＵ－ＢＳ　　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100407078362 ＪＭＳ ドレンバッグＡ　ＪＵ－ＢＡ　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100407269630 ＪＭＳ ドレンバッグ低床ベッド採尿ポート付　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100407269517 ＪＭＳ ドレンバッグ低床ベッド　　　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100401262217 Ｎコヴィデ モノフロー閉サ採尿バッグ（プレ６３０８　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101502000364 アトムメデ アトム採尿バッグ　小児　　　　　　　　　　１０枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2108502000486 アトムメデ アトム採尿バッグ　女児　　　　　　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2109449040825 アルケア 小児ウーリンコレクタ　１２８１１　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101987016683 エフスリィ コンファ閉鎖採尿Ｂ　８０００２５０１３　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101427013555 クリエート クリニー採尿　８０００００５８７０　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101427031962 クリエート レッグバッグ３５０ｍＬ　００１３８００３５０　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101427184828 クリエート レッグバッグ５００ｍＬ　００１３８００５００　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101427032099 クリエート レッグバッグ７５０ｍＬ　００１３８００７５０　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100435022191 コロプラス コンビーンセキュアーレッグバッグ７５０　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100435024164 コロプラス コンビーンセキュアーレッグバッグ３５０　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101504019852 住友ベーク ユリンメートＭ　　　ＭＤ－６３１５０　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101402000259 住友ベーク ユリンメートＰ　ＭＤ６３３５０　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100070306915 テルモ ウロガードプラス　ＵＤ－ＢＥ３０１２　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100070306250 テルモ ウロガードプラス　ＵＤ－ＢＥ３０１２Ｐ　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100070307165 テルモ ウロガードプラス　ＵＤ－ＢＥ３１１２Ｐ　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101549014713 ディヴイン レッグバッグ　ＤＩＢキャップ　７００ｍＬ　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101549014836 ディヴイン レッグバッグ　ローラーキャップ　７００ｍＬ　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100486104068 トップ ユーバッグ（閉鎖式導尿）　　　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100418152648 ニプロ－Ｍ 閉鎖式計量尿バッグ　ＵＢ－Ｍ　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100418306782 ニプロ－Ｍ ユローズバッグ　ＵＢ－２５ＰＣベルト　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100418306669 ニプロ－Ｍ ユローズバッグ　ＵＢ－２５ＰＣストリング　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100418291644 ニプロ－Ｍ ユローズバッグ　ＵＢ－２５Ｓストリング　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100418316583 ニプロ－Ｍ ユローズバッグ　ＵＢ－２５Ｓ　ベルト　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100403085739 メディコン ウロバッグ　１５３５２０ＪＲ　２０００ｍＬ　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100403115535 メディコン ウロメーターバッグ３５０　１５３２２０Ｊ　　　１個 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100403070964 メディコン ディスポーザバック　１５０１０１　　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100403014036 メディコン ディスポーザバック　１５０４１９　　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2100403014159 メディコン ディスポーザバック　１５０４３２　　　　　　　１枚 その他
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―　吸引・排液　尿バッグ 2101504046018 ユーシンＭ ユーシン採尿バッグ　低床２３００ｍＬ　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　尿バッグ 2101504045974 ユーシンＭ ユーシン採尿バッグ　２５００ｍＬ　　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　排液バッグ 2109407195673 ＪＭＳ 排液袋　未滅　ＪＵ－ＢＤ２　　　　　　　　１枚 その他
―　吸引・排液　排液バッグ 2100330005848 アイエスケ 胆汁・ドレナージバッグ　１Ｌ　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　排液バッグ 2100330004032 アイエスケ 胆汁・ドレナージバッグ　３５０ｍＬ　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　排液バッグ 2100330004667 アイエスケ 胆汁・ドレナージバッグ　５００ｍＬ　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　排液バッグ 2100449171694 アルケア サージドレーンジッパー　１５６６１　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2101504002243 住友ベーク ＳＢバックシリコーンフルセット５．０㎜　　　　１個 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2101504060090 住友ベーク ＳＢバックスーパースムーズセット３．５㎜　　　１個 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2101504002366 住友ベーク ＳＢバックスーパースムーズセット６．５㎜　　　１個 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2101504073823 住友ベーク チェストドレーンバック　２２００ｍＬ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2101504007453 住友ベーク 排液バッグ延長チューブ細　弁付　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2101504013850 住友ベーク 排液バック　８００ｍＬ　逆止弁付　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100463007290 泉工医科 アクアシール　２０００バッグ　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100463003148 泉工医科 アクアシール　Ｄ２バッグ　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100463006651 泉工医科 メラＤバッグ１０００　１０００ｍｌ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100486023840 トップ Ｇボトル－３００　　　　　　　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　排液バッグ 2100486172012 トップ Ｇボトル－５００　　　　　　　　　　　　　　　１個 その他
―　吸引・排液　排液バッグ 2100403116716 メディコン デイボールＣＷＳ４００ＰＶＣセット　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100403116440 メディコン デイボールリリアバック　００７０７４０　　１セット 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100403116686 メディコン デイボールリリアバック　００７０７９０　　１セット 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100403116174 メディコン デイボールリリアバック　００７０８００　　１セット 管理（クラスⅡ）
―　吸引・排液　排液バッグ 2100403112534 メディコン バードシリコンエバキュエーター　４００ｍＬ　　１個 一般（クラスⅠ）
―　血液浄化　血液回路 2109286018520 川澄化学 カワスミコネクティングセット　Ｒ　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
―　血液浄化　透析針 2100401164610 コヴィデ クランピングメディカット１０８８Ｍ１６ＣＥ　　１本 管理（クラスⅡ）
―　血液浄化　透析針 2100418495561 ニプロ－Ｍ ＡＶＦニードルＡＶＦ＊１６Ｘ１Ｈ３０ＲＧＡ　　１本 管理（クラスⅡ）
―　血液浄化　透析針 2100418344791 ニプロ－Ｍ ＡＶＦニードルＡＶＦ＊１７Ｘ１Ｈ－３０ＲＧＡ　１本 管理（クラスⅡ）
―　血液浄化　透析針 2100418308243 ニプロ－Ｍ ＡＶＦニードルＡＶＦ＊１７Ｘ１ＨＣ３０ＲＧＡ　１本 管理（クラスⅡ）
―　血液浄化　透析針 2100418495837 ニプロ－Ｍ ＡＶＦニードルＡＶＦ＊１７Ｘ１ＨＴＣ３０ＲＧＡ１本 管理（クラスⅡ）
―　血液浄化　透析針 2100418495684 ニプロ－Ｍ ＡＶＦニードルＡＶＦ＊１８Ｘ１Ｈ３０ＲＧＡ　　１本 管理（クラスⅡ）
―　血液浄化　透析針 2100418495714 ニプロ－Ｍ ＡＶＦニードルＡＶＦ＊１８Ｘ１ＨＣ３０ＲＧＡ　１本 管理（クラスⅡ）
―　血行動態モニタリング　－ 2100433037449 日本光電 ゲレクト　胸部用　Ｈ０７８Ｂ　　　　　　　６個／Ｐ その他
―　血行動態モニタリング　－ 2100410002750 フクダ電子 エコーパド　胸部　ＯＪ－０６　　　　　　　６個 その他
―　血行動態モニタリング　－ 2100410020921 フクダ電子 エクセローデＴ　　　Ａ－１５０　　　　　１セット 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　モニタリングキット 2101504071973 東レ・Ｍ バイオトランスキットＢＴＫ－ＡＮＳ－４８１２　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
―　血行動態モニタリング　血圧トランスデューサー 2100410031514 フクダ電子 血圧トランスデューサー　ＤＴ４８１２　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2109401167614 Ｎコヴィデ エクセルＳＦ　３１４５２３８９　　　　５０個／袋 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100433049183 日本光電 ディスポ電極ＮＣ－０３２　ビトロード　１００個／袋 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100433005684 日本光電 ビトロード　Ｂｓ－１５０　　　　　　　　３０個Ｘ１ 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100433019032 日本光電 ビトロード　Ｆ－１５０Ｓ　　　　　　　　　　　３個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100433052619 日本光電 ビトロード　Ｌ－１５０Ｘ　Ｇ２０７　　　３０個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100433081732 日本光電 ビトロード　ＮＣ－２０５Ｕ　　　　　　　　　　５個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016162 バイエアＭ ２００９１０１－４０３　ＥＣＧ電極　　　　３個／袋 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016285 バイエアＭ ２００９１０１－４０６　ＥＣＧ電極　　　　３個／組 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016315 バイエアＭ ２００９１０９－０５０　ＥＣＧ電極　　　　　５０個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016438 バイエアＭ ２００９１１０－０５０　ＥＣＧ電極　　　　　５０個 一般（クラスⅠ）
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―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016551 バイエアＭ ２００９１１０－０５０Ｒ　　　ＥＣＧ電極　　５０個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470000246 バイエアＭ ２００９１１０－０５０Ｗ　ジェントシグナ　　５０個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016674 バイエアＭ ２００９１１０－１５０　ＥＣＧ電極　　　　　５０個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016797 バイエアＭ ２００９１１１－０５０　ＥＣＧ電極　　　　　５０個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100470016827 バイエアＭ ２００９１１１－１５０　ＥＣＧ電極　　　　　５０個 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100439065897 フクダコー 電極テクノローデＴＳＦ－２４０　　　　１２／袋 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100410022741 フクダ電子 ニップローデⅢ　ＴＥＥ－１７３ＤＮ　　１００コ 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　心電図電極 2100410000152 フクダ電子 マグネローデ三連　ＴＥ－１８Ｍ－３　　　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
―　血行動態モニタリング　静脈圧測定マノメーター 2100486058729 トップ 静脈測定マノメーター　０２４０１　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
―　血糖測定　－ 2100418311762 ニプロ－Ｍ 廃棄ボトル　　　　　　　　　　　　　　　　　１個 その他
―　血糖測定　穿刺針 2100415064722 ＢＤ－採血 セントリーセーフティランセット３６９５２３　１個 管理（クラスⅡ）
―　血糖測定　穿刺針 2100415064692 ＢＤ－採血 セントリーセーフティランセット３６９５２８　１個 管理（クラスⅡ）
―　血糖測定　穿刺針 2100341130270 アークレイ ナチュラレットＥＺ　　　　　　　　　　　２５本Ｘ１ 管理（クラスⅡ）
―　血糖測定　穿刺針 2100341130393 アークレイ ナチュラレットＥＺ　　　　　　　　　　　３０本Ｘ１ 管理（クラスⅡ）
―　血糖測定　穿刺針 2109418309274 ニプロ－Ｍ ニプロＳＰランセット　２８Ｇ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
―　血糖測定　穿刺針 2101564002962 ロシュＤＣ セーフティプロウノ　　　　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　血糖測定　穿刺針 2101564003099 ロシュＤＣ セーフティプロプラス　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
―　固定・保護　－ 2100160035053 ニチバン くっつくバンテージ　ＫＢ３８　　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160035176 ニチバン くっつくバンデージ　ＫＢ５０　　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160035299 ニチバン くっつくバンデージ　ＫＢ７５　　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160032717 ニチバン セラポア　ＳＲＰ２５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160032830 ニチバン セラポア　ＳＲＰ３８　　　　　　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160032953 ニチバン セラポア　ＳＲＰ５０　　　　　　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160033080 ニチバン セラポア　ＳＲＰ７５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160028253 ニチバン テーピングテープＥＬ　ＥＬ５０　　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　－ 2100160026945 ニチバン フィックストン　№８　　　　　　　　　　　　１枚 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2100449238731 アルケア クイックフィックス　１号　１９３９１　　　１枚 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2100449238854 アルケア クイックフィックス　２号　１９３９２　　　１枚 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2100449239011 アルケア クイックフィックスＮ　Ｎ２号　１９４０１　　１枚 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2100449263825 アルケア クイックフィックス　３号　１９３９４　　　　　１枚 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2101549004011 ディヴイン ディブ・ソフトブロック　Ｌ　　　　　　　　　　１個 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2101549003977 ディヴイン ディブ・ソフトブロック　Ｍ　　　　　　　　　　１個 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2101549003854 ディヴイン ディブ・ソフトブロック　Ｓ　小児用　　　　　　１個 その他
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2100403112022 メディコン スタットロック　ＣＶ　ＣＶ０２２０ＣＥ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2100403098654 メディコン スタットロック　ＰＩＣＣ　ＶＰＰＣＳＰＣＥ　　１枚 一般（クラスⅠ）
―　固定・保護　カテーテル等固定用品 2109403098145 メディコン スタットロックフォーリーＦＯＬ０１０２ＣＥ　　１枚 その他
―　固定・保護　テーピングテープ 2100104098410 スリーエム マルチポア　　　　　２７４３－２５　　　　　　１巻 その他
―　固定・保護　テーピングテープ 2100104097116 スリーエム マルチポア　２７２３－５０　　　　　　　　　　１巻 その他
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678007941 オオサキＭ ネオ・パール　ＥＢ１０－１０　　　１０球／カップ 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678040085 オオサキＭ ネオ・パール　ＥＢ１４－３　　　　　３球／カップ 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678008078 オオサキＭ ネオ・パール　ＥＢ２０－３　　　　　３球／カップ 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678008191 オオサキＭ ネオ・パール　ＥＢ２０－５　　　　　５球／カップ 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678008221 オオサキＭ ネオ・パール　ＥＢ２５－３　　　　　３球／カップ 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678008344 オオサキＭ ネオ・パール　ＥＢ２５－５　　　　　５球／カップ 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678008979 オオサキＭ 滅菌パール綿球　ＴＳ１４－１０　　　１０球／袋 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2109678009136 オオサキＭ 滅菌パール綿球　ＴＳ２５－１０　　　１０球／袋 一般（クラスⅠ）
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―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100678008617 オオサキＭ 滅ＱＣパール綿球Ｊ　ＥＢ２０－１０　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100678008587 オオサキＭ 滅ＱＣパール綿球Ｊ　ＥＢ２５－１０　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100131161439 川本産業 滅菌綿球　スタンド　＃２０　　　　　　　　３球／袋 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100094169749 白十字 ＴＭカップ入綿球　Ｓ１４－５球　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100094159559 白十字 ＴＭカップ入綿球　Ｓ２０－３球　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100094159825 白十字 ＴＭカップ入綿球　Ｓ３０－３球　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100094172510 白十字 ＴＭカップ入綿球ＳＰ　Ｌ２０－２０球　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100094269944 白十字 ＴＭカップ入綿球ＳＰ　Ｌ２５－２０球　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100094205799 白十字 ＴＭカップ入綿球　Ｓ１０－３球　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
―　生検・採取　― 2100338348046 富士Ｆ和光 ナガセール（採便シート）　　　　　　　　　　　１枚 その他
その他の眼系・組合せ　－　眼科用スポンジ 2101504063756 イナミ Ｍ．Ｑ．Ａ　Ｓ－５Ｓ　滅菌　　　　　　　１０個／袋 一般（クラスⅠ）
その他の眼系・組合せ　－　眼科用スポンジ 2101503000189 名優 アイドレイン　８０㏄　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の眼系・組合せ　－　眼科用ナイフ 2101504001451 エイエムオ クリアコーニアルナイフ　ＳＵ２８ＣＣ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の眼系・組合せ　－　眼科用ナイフ 2101504001338 エイエムオ クレセントナイフ　ＣＵ２６　ＣＷＵ－２６ＡＧＦ１本 管理（クラスⅡ）
その他の眼系・組合せ　－　眼科用ナイフ 2101504013225 ビーバー ミニブレード　両面刃　５．５㎜　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　－　－ 2101137039319 コヴィデ イージーキャップ　　　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
その他の呼吸器・組合せ　－　－ 2101137022069 コヴィデ ソフトホルダーホワイト　　　　　　　　　　　１本 その他
その他の呼吸器・組合せ　－　－ 2100470007030 バイエアＭ ９２６０　ヘッドストラップシリコン　　　　　　１個 その他
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　フィルタ 2100470004039 バイエアＭ ５５７０２１２００　ユニフィルター　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　フィルタ 2100470004152 バイエアＭ Ｍ１００３３４６　ユニフィルター　ジュニア　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100470040075 バイエアＭ Ｍ１０１９５３７　患者回路　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100470040198 バイエアＭ Ｍ１０１９５４１　患者回路　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100470000635 バイエアＭ Ｍ１０１９５４２　エクスパンダブル回路　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100470041492 バイエアＭ Ｍ１０３６３８５　マニュアルバッグ０．５Ｌ　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100470000994 バイエアＭ Ｍ１０３６３８６　マニュアルバッグ　１Ｌ　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100470041522 バイエアＭ Ｍ１０３６３８７　マニュアルバッグ２Ｌ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100470001038 バイエアＭ Ｍ１０３６３８８　マニュアルバッグ　３Ｌ　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100410031637 フクダ電子 ディスポーザブル呼吸回路　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　呼吸回路 2100372010473 リコオテク ラテックスフリー呼吸バック　１Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　酸素チューブ 2101504018824 アトムメデ 酸素供給チューブ　２ｍ／両端スタンダード　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　酸素チューブ 2101427117390 富士システ ファイコン　酸素カテ　Ｅ５　０１１５１０５　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　酸素チューブ 2101427117420 富士システ ファイコン　酸素カテ　Ｅ６　０１１５１０６　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　酸素チューブ 2101427117543 富士システ ファイコン　酸素カテ　Ｅ７　０１１５１０７　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　酸素チューブ 2101427117666 富士システ ファイコン　酸素カテ　Ｅ８　０１１５１０８　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　蛇管 2101504002090 日本メディ 蛇管　ブルーミスト　１０５㎝　　　　　　　　１巻 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100407409043 ＪＭＳ マルチトラキ　ベーシック　６２４０Ｓ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137024278 コヴィデ トラキオライフⅡ　　３５３／１９００４　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137024391 コヴィデ ハイグロバックＳ　３５２／５８７７　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137041534 コヴィデ ハイグロバックＳ　３５２／５９９６　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137009916 コヴィデ ハイグロバックＳ　エルボー　３５２／５８６７　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137015535 コヴィデ ハイグロベビー　　　３５５／５４２７　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137010059 コヴィデ ハイグロボーイ　　　３５５／５４３０　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137030286 コヴィデ ハイグロボーイ　　　３５５／５８８４　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137018413 コヴィデ ハイグロライフⅡ　　　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101137032761 コヴィデ フレックスライフ　　３５３Ｐ５９０８　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101141025827 スミスＭＪ サーモベント６００　　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
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その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101141005447 スミスＭＪ サーモベントＴ　　　　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101141019666 スミスＭＪ サーモベントＴ２　　　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101141011844 スミスＭＪ サーモベントＴ用アタッチメント　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100463008747 泉工医科 ソフィットベント　ＳＶ－ＬＯ２　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100463013574 泉工医科 ソフィットベント　ＳＶ－Ｓ　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101504072017 テレフレッ ＨＵＤＳＯＮ　ＲＣＩ　アクアプラスＴ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101504065330 テレフレッ オキシベント　チューブ無　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101504065217 テレフレッ トラキベント　　　　　　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101504063121 日本メディ ファーマトラック気管切開人工鼻　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2101504066092 日本メディ ファーマネオ　サンプルポート付　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470012256 バイエアＭ ５５７０７０１００　人工鼻フィルタ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470012379 バイエアＭ ５５７０７０５００　人工鼻フィルタ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470031691 バイエアＭ ８００４２３１ＶＳ　人工鼻フィルタ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470039031 バイエアＭ Ｍ１００４１３２　人工鼻フィルタ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470039543 バイエアＭ Ｍ１０１０５３４　人工鼻フィルタ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470039666 バイエアＭ Ｍ１０１０５３８　人工鼻フィルタ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470041645 バイエアＭ Ｍ１０３８６３７　人工鼻フィルタ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470041768 バイエアＭ Ｍ１０３８６３９　人工鼻フィルタ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470002189 バイエアＭ Ｍ１１３５２３０　人工鼻　７５０／Ｓ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　人工鼻 2100470002219 バイエアＭ Ｍ１１３８８３０　人工鼻　Ｍｉｎｉ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　麻酔回路 2100470035637 バイエアＭ ＡＦＭＸＸＸＸＸ　麻酔回路　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　麻酔回路 2100470035996 バイエアＭ ＡＦＮＸＸＸＸＸ　麻酔回路　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　麻酔回路 2100470036153 バイエアＭ ＡＦＰＸＸＸＸＸ　麻酔回路　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　麻酔回路 2100470036429 バイエアＭ ＡＦＲＸＸＸＸＸ　麻酔回路　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の女性器・組合せ　－　－ 2101444013996 アトムメデ キウイ娩出吸引オムニカップ　１６０３５　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他の消化器・組合せ　－　－ 2101520013575 八光 エラスター穿刺針　ＥＶ－１８ＧＸ１３０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486194069 トップ ファイン・ジェット　Ｎ２０１６　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486186088 トップ ファイン・ジェット　Ｓ２０１６　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486193789 トップ ファイン・ジェット　Ｓ２０２５　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486193420 トップ ファイン・ジェット　Ｓ２８１６　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486179165 トップ ファイン・ジェット　Ｓ２８２５　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486193819 トップ ファイン・ジェット　Ｗ２０１６　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486193932 トップ ファイン・ジェット　Ｗ２０２５　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486193543 トップ ファイン・ジェット　Ｗ２８１６　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100486193666 トップ ファイン・ジェット　Ｗ２８２５　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100133046246 富士Ｆ 内視鏡スティック　Ｎ１６Ｆ－ＳＳ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　－ 2100133038029 富士Ｆ 内視鏡スティック　Ｎ１８Ｆ－ＳＳ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　チャンネル掃除用ブラシ 2101504020025 キンバリー ディスポ・チャンネル掃除ブラシＣＢ－Ｘ２　　　１本 その他
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　マウスピース 2100486188051 トップ エンド・リーダー　ラージタイプ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
その他の消化器・組合せ　消化管内視鏡　マウスピース 2100486160125 トップ エンドリーダー　　　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
その他呼吸器・組合せ　呼吸・麻酔器管理　酸素チューブ 2100426263862 村中医療器 ３６７０１４０１酸素チューブ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
カテーテル等固定用品 2101030163227 松吉 グリップＥＴチューブホルダー　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
サージカルガウン 2109411025058 ホギメデカ メッキンガウン　　　ＭＧ－ＳＭＳ１２Ｋ　　　１枚 その他
サージカルガウン 2109411025171 ホギメデカ メッキンガウン　　　ＭＧ－ＳＭＳ１３Ｋ　　　１枚 その他
サージカルガウン 2109411041522 ホギメデカ メッキンガウン　　　ＭＧ－ＳＭＳ１４Ｋ　　　１枚 その他
パルスオキシメータープローブ 2101504016738 コヴィデ ネルコアオキシセンサⅢ　ＯＸＩＭＡＸＮ２５　　１個 一般（クラスⅠ）
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胃腸　－　－ 2100103019812 堀　井 ５Ｌガスバッグ　　　　　　　　　　　　　　　　１枚 その他
胃腸　－　－ 2100103019782 堀　井 エニマＣＯ２カテ（カテーテルセットＫ）　１セット 管理（クラスⅡ）
胃腸　－　－ 2100103001411 堀　井 エニマユニット　　　　　　　　　　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻　カテーテル 2101427197231 富士システ ＧＢ胃瘻ボタン専用　０１９２９４４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻　カテーテル 2101427197354 富士システ ＧＢイ瘻ボタン専用ＩＳＯ　５１９２９４４　　　　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427194476 クリエート ８００００１２９８０　胃瘻交換用カテ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427002184 クリエート 胃瘻交換１２Ｆｒ　８０００００２１６２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427002214 クリエート 胃瘻交換１４Ｆｒ　８０００００２１６３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427007394 クリエート 胃瘻交換１６Ｆｒ　８０００００２１６４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427002061 クリエート 胃瘻交換用カテ２２Ｆｒ　１０ｍＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051564 クリエート 胃瘻クリニカル１２Ｆ　８００００１０８７１　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051687 クリエート 胃瘻クリニカル１４Ｆ　８００００１０８７２　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051717 クリエート 胃瘻クリニカル１６Ｆ　８００００１０８７３　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051830 クリエート 胃瘻クリニカル１８Ｆ　８００００１０８７４　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051953 クリエート 胃瘻クリニカル２０Ｆ　８００００１０８７５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427052080 クリエート 胃瘻クリニカル２２Ｆ　８００００１０８７６　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427052110 クリエート 胃瘻クリニカル２４Ｆ　８００００１０８７７　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051052 クリエート 胃瘻交換１２Ｆｒ　８０００００９２６５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427050147 クリエート 胃瘻交換１４Ｆｒ　８０００００５６１４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427050260 クリエート 胃瘻交換１６Ｆｒ　８０００００５６１５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051175 クリエート 胃瘻交換１６Ｆｒ　８０００００９２６７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427050772 クリエート 胃瘻交換１８Ｆｒ　８０００００２１６５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427050383 クリエート 胃瘻交換１８Ｆｒ　８０００００５６１６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051298 クリエート 胃瘻交換１８Ｆｒ　８０００００９２６８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101504001840 クリエート 胃瘻交換２０Ｆｒ　８０００００２１６６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101504012822 クリエート 胃瘻交換２０Ｆｒ　８０００００９２６９　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427050895 クリエート 胃瘻交換２２Ｆｒ　８０００００２１６７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051328 クリエート 胃瘻交換２２Ｆｒ　８０００００９２７０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427050925 クリエート 胃瘻交換２４Ｆｒ　８０００００２１６８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427051441 クリエート 胃瘻交換２４Ｆｒ　８０００００９２７１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101504019975 クリエート 胃瘻交換２０Ｆｒ　８０００００５６１７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427180493 クリエート 胃瘻交換１４Ｆｒ　８０００００９２６６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427006755 クリエート 胃瘻交換用カテ１２Ｆｒ　５ｍＬ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427006878 クリエート 胃瘻交換用カテ１４Ｆｒ　５ｍＬ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427006991 クリエート 胃瘻交換用カテ１６Ｆｒ　１０ｍＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427007035 クリエート 胃瘻交換用カテ１８Ｆｒ　１０ｍＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427007158 クリエート 胃瘻交換用カテ２０Ｆｒ　１０ｍＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427007271 クリエート 胃瘻交換用カテ２４Ｆｒ　１０ｍＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2100418391450 ニプロ－Ｍ フィーディング・減圧チューブ０９５２９０５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2100418411189 ニプロ－Ｍ フィーディング・減圧チューブ０９５２９０６　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2100418391696 ニプロ－Ｍ フィーディング・減圧チューブ０９５２９０３　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2100418405058 ニプロ－Ｍ フィーディング・減圧チューブ０９５２９０４　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427147724 富士システ フィーディングＧＢＳ　ＳＴ２８　０１９２９５３　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427006632 富士システ フィーディングＧＢ　Ｌ２８　０１９２９０４　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427146932 富士システ フィーディングＧＢ　Ｌ６０　０１９２９０２　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427191116 富士システ フィーディングＧＢＳ　ＳＴ９　１９２９５８　　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427147069 富士システ フィーディングＧＢ　ＳＴ２８　０１９２９０３　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427146819 富士システ フィーディングＧＢ　ＳＴ６０　０１９２９０１　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2101427189526 富士システ フィーディングＧＢ　Ｌ２８　０１９２９５６　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2100403093321 メディコン 胃瘻バルーンカテーテル減圧ＭＥ００１０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2100403093444 メディコン 胃瘻バルーンカテーテル減圧ＭＥ００２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　胃瘻（胃ろう）　カテーテル 2100403123097 メディコン 胃瘻バルーンカテーテル減圧ＭＥ００３０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401197496 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１０－Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401203159 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401203272 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１４－Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401201841 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１６－Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401280594 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－０８－Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401280624 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401280747 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401280860 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１２－Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401280983 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401281027 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401211130 Ｎコヴィデ セイラムサンプ　　　３２０１－１８－Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401212311 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２０８－Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401276825 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401211017 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１０－Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401198318 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１２　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401204453 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１２－Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2109401191886 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１４　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401202091 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１４－Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401191913 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１６　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401198431 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１６－Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401192040 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１８　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100401192163 Ｎコヴィデ セイラムサンプチューブ　２１８－Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2101427045167 クリエート サンプカテーテル１４Ｆ　００２２２００１４０　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2101427045280 クリエート サンプカテーテル１６Ｆ　００２２２００１６０　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2101427045310 クリエート サンプカテーテル１８Ｆ　００２２２００１８０　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2101427045044 クリエート サンプカテーテル１２Ｆ　００２２２００１２０　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100070115371 テルモ 胃管カテーテル　ＳＦ－ＧＸ１２２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100070054489 テルモ 胃管カテーテル　ＳＦ－ＧＸ１４２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100070054519 テルモ 胃管カテーテル　ＳＦ－ＧＸ１６２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100070036973 テルモ 胃管カテーテル　ＳＦ－ＧＸ１８２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486210394 トップ 胃管カテーテル１８Ｆｒ　Ｘ線フトウカＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486190818 トップ 胃管カテーテル１０Ｆｒ　Ｘ線フトウカＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486210424 トップ 胃管カテーテル１０Ｆｒ　Ｘ線フトウカ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486134751 トップ 胃管カテーテル１０Ｆｒ１２５㎝アダプタ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486190542 トップ 胃管カテーテル１２Ｆｒ　Ｘ線フトウカＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486210547 トップ 胃管カテーテル１２Ｆｒ　Ｘ線フトウカ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486180116 トップ 胃管カテーテル１２Ｆｒ１２５㎝アダプタ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2109486180232 トップ 胃管カテーテル１４Ｆｒ　Ｘ線フトウカＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486210660 トップ 胃管カテーテル１４Ｆｒ　Ｘ線フトウカ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486120655 トップ 胃管カテーテル１４Ｆｒ１２５㎝アダプタ　　　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486190931 トップ 胃管カテーテル１６Ｆｒ　Ｘ線フトウカＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486210783 トップ 胃管カテーテル１６Ｆｒ　Ｘ線フトウカ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486120778 トップ 胃管カテーテル１６Ｆｒ１２５㎝アダプタ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486134874 トップ 胃管カテーテル１８Ｆｒ　Ｘ線フトウカ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100486210813 トップ 胃管カテーテル１８Ｆｒ１２５㎝アダプタ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2109418126642 ニプロ－Ｍ 胃管カテーテル　　　ＮＳＴ－１６　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2109418123528 ニプロ－Ｍ 胃管カテーテル　　　ＮＳＴ－１８　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2109418305511 ニプロ－Ｍ 胃管カテーテル　ＮＳＴ＊１０　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2109418161414 ニプロ－Ｍ 胃管カテーテル　ＮＳＴ－１２　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2109418142963 ニプロ－Ｍ 胃管カテーテル　ＮＳＴ－１４　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100418196536 ニプロ－Ｍ ダブルルーメンチューブ　ＮＤＬ（Ｓ）－１４　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100418196659 ニプロ－Ｍ ダブルルーメンチューブ　ＮＤＬ（Ｓ）－１６　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100418172127 ニプロ－Ｍ ダブルルーメンチューブ　ＮＤＬ－１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100418151191 ニプロ－Ｍ ダブルルーメンチューブ　ＮＤＬ－１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100418151221 ニプロ－Ｍ ダブルルーメンチューブ　ＮＤＬ－１４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100418151344 ニプロ－Ｍ ダブルルーメンチューブ　ＮＤＬ－１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　吸引・排液　胃管カテーテル 2100418184526 ニプロ－Ｍ ダブルルーメンチューブ　ＮＤＬ－１８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　― 2100407423278 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ１０Ｚ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）

追加分 胃腸　経管栄養　― 2100407423421 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ３０Ｚ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　― 2100407423544 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ５０Ｚ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　― 2100418541954 ニプロ－Ｍ ＥＮシリンジ　ＤＳ３０ＭＬ－ＩＳ３　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100407206277 ＪＭＳ ＥＮキャップ　　　　ＪＦ－ＺＹ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2109407342930 ＪＭＳ ＥＮ採液チップ　　　ＪＦ－ＮＳ０１　　　　　１個 一般（クラスⅠ）

追加分 胃腸　経管栄養　－ 2100407423780 ＪＭＳ ＥＮ採液チップ　ＪＦ－３Ｓ０１　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
追加分 胃腸　経管栄養　－ 2100407430191 ＪＭＳ ＥＮ採液ノズル　ＪＦ－３Ｓ０２Ｎ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
追加分 胃腸　経管栄養　－ 2100407423933 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ０１ＬＴＺ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
追加分 胃腸　経管栄養　－ 2100407422998 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ０１ＬＺ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
追加分 胃腸　経管栄養　－ 2100407423667 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ１００Ｚ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
追加分 胃腸　経管栄養　－ 2100407424060 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ２５ＬＴＺ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
追加分 胃腸　経管栄養　－ 2100407423032 ＪＭＳ ＥＮシリンジ　ＪＦ－３Ｓ２５ＬＺ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）

胃腸　経管栄養　－ 2100407347093 ＪＭＳ ｐＨチェッカー５．５　ＪＦ－ＰＨ５５　　　　１個 その他
胃腸　経管栄養　－ 2100034225962 大　塚 ラコールＮＦ半固形アダプタＪＩＳ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100034235763 大　塚 ラコールＮＦ半固形剤アダプタＩＳＯ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2101504000423 住友ベーク 留置カテ固定バンド　ＭＤ－４６１８１　　　　　１本 その他
胃腸　経管栄養　－ 2100418488761 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ＬＧカテーテルイエロー　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100418466172 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ＳＴカテ　イエローＮＣＡＰ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100418462921 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ１０ｍＬカテ　イエローＮＣＡＰ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100418462778 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ２．５ｍＬカテイエローＮＣＡＰ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100418462655 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ２０ｍＬカテ　イエローＮＣＡＰ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100418463058 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ３０ｍＬカテ　イエローＮＣＡＰ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100418463171 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ５０ｍＬカテ　イエローＮＣＡＰ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　－ 2100418462891 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ５ｍＬカテ　イエローＮＣＡＰ　　　１本 一般（クラスⅠ）

追加分 胃腸　経管栄養　コネクタ 2100407424572 ＪＭＳ ＥＮプロテクトアダプタ　ＪＦ－ＰＡ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　コネクタ 2100407424336 ＪＭＳ ＥＮ変換コネクタ　ＪＦ－ＴＣＡＢ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　コネクタ 2100407415563 ＪＭＳ ＥＮ変換コネクタ　タイプＡ　　　　　　　　　　５個 一般（クラスⅠ）

追加分 胃腸　経管栄養　コネクタ 2100407415686 ＪＭＳ ＥＮ変換コネクタ　タイプＢ　　　　　　　　　　５個 一般（クラスⅠ）
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胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407372217 ＪＭＳ ＱＬ注入器　ＪＦ－ＳＹ５０ＬＶＺ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109407340721 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ０１ＶＺＹ　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109407341247 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ０５ＶＺ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109407341360 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ０５ＶＺＹ　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109407342275 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ１００Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109407341636 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ１０ＶＺＹ　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109407340066 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ２０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109407341094 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ２５ＶＺＹ　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407340575 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ０１Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407340698 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ０１ＶＺ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407341121 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ０５Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407342395 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ１００ＶＺ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407341480 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ１０Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407341510 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ１０ＶＺ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407340186 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ２０ＶＺ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407340841 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ２５Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407340964 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ２５ＶＺ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407341756 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ３０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407339777 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ３０ＶＺ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407342036 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ５０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100407342159 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＦ－ＳＹ５０ＶＺ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100070300524 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－０３ＣＡ２０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100070300647 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－０３ＣＡ４０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070300497 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－０３ＣＡ１０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070300763 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－０５ＣＡ１０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070300886 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－０５ＣＡ２０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070300916 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－０５ＣＡ４０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070301043 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－１０ＣＡ１０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070301166 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－１０ＣＡ２０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070301289 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－１０ＣＡ４０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070403334 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－２０ＣＡ１０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070403457 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－２０ＣＡ２０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070312414 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－３０ＣＺ１０Ｋ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070313565 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－３０ＣＺ２０Ｋ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100070313685 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－３０ＣＺ４０Ｋ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070301319 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－５０ＣＺ１０Ｋ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070301432 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－５０ＣＺ２０Ｋ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109070301555 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－５０ＣＺ４０Ｋ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100070403577 テルモ カテーテルシリンジ　ＳＳ－２０ＣＡ４０Ｐ　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100070213992 テルモ シリンジ５０ｍＬ　ＳＳ－５０ＣＺ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486177072 トップ ネオフィードシリンジ　１０ｍＬ　イエロー　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486138158 トップ ネオフィードシリンジ　１０ｍＬ　オレンジ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486212091 トップ ネオフィードシリンジ　１０ｍＬ　グリーン　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486211575 トップ ネオフィードシリンジ　１ｍＬ　イエロー　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486185688 トップ ネオフィードシリンジ　１ｍＬ　オレンジ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486211728 トップ ネオフィードシリンジ　１ｍＬ　グリーン　　　　１本 一般（クラスⅠ）
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胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486183592 トップ ネオフィードシリンジ　２．５ｍＬ　イエロー　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486154592 トップ ネオフィードシリンジ　２．５ｍＬ　オレンジ　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486211841 トップ ネオフィードシリンジ　２．５ｍＬグリーン　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486132279 トップ ネオフィードシリンジ　２０ｍＬ　イエロー　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486125981 トップ ネオフィードシリンジ　２０ｍＬ　オレンジ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486127442 トップ ネオフィードシリンジ　２０ｍＬ　グリーン　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486127329 トップ ネオフィードシリンジ　３０ｍＬ　イエロー　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486117016 トップ ネオフィードシリンジ　３０ｍＬ　オレンジ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486141820 トップ ネオフィードシリンジ　３０ｍＬ　グリーン　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486132668 トップ ネオフィードシリンジ　５０ｍＬ　オレンジ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486211698 トップ ネオフィードシリンジ　５ｍＬ　イエロー　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109486185565 トップ ネオフィードシリンジ　５ｍＬ　オレンジ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486211964 トップ ネオフィードシリンジ　５ｍＬ　グリーン　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486141797 トップ ネオフィードシリンジ　５０ｍＬ　イエロー　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100486183117 トップ ネオフィードシリンジ　５０ｍＬ　グリーン　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109418262135 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬカテーテルイエロー　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109418332425 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬカテーテルイエロー　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418261586 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬカテーテルグリーン　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418262019 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬカテーテルピンク　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418261739 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬカテーテルブルー　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418261197 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬカテーテルグリーン　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418261463 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬカテーテルピンク　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418288095 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬカテーテルブルー　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2109418312557 ニプロ－Ｍ シリンジ５ｍＬカテーテルイエロー　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418260947 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ２０ｍＬカテーテルイエロー　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418260824 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ３０ｍＬカテーテル　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418261074 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ３０ｍＬカテーテルイエロー　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418260558 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ５０ｍＬカテーテル　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　シリンジ 2100418261340 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ５０ｍＬカテーテルイエロー　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407348540 ＪＭＳ ＥＮ　Ｙジョイント　ＪＦ－ＹＹ０１ＰＵ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407348663 ＪＭＳ ＥＮ　Ｙジョイント　ＪＦ－ＹＹ０２ＰＵ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407348427 ＪＭＳ ＥＮ　Ｙジョイント　ＪＦ－ＹＹ０３ＰＵ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407343699 ＪＭＳ ＥＮ　Ｙジョイント　ＪＦ－ＹＹ０３Ｑ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407294335 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブ　ＪＦ－ＹＸ０５０Ｑ１０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407294847 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブ　ＪＦ－ＹＸ０５０Ｑ２５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407295097 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブ　ＪＦ－ＹＸ０５０Ｑ３５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407294694 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブ　ＪＦ－ＹＸ０７０Ｑ１０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407294724 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブ　ＪＦ－ＹＸ１００Ｑ１０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407294960 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブ　ＪＦ－ＹＸ１００Ｑ２５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407325794 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブ　ＪＦ－ＹＸ１００Ｑ３５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407325824 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブＪＦ－ＹＸ０５０ＰＵ１０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407326074 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブＪＦ－ＹＸ０５０ＰＵ１７　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407321017 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブＪＦ－ＹＸ０５０ＰＵ２５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407325947 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブＪＦ－ＹＸ０７０ＰＵ１０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407302689 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブＪＦ－ＹＸ０７０ＰＵ１７　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407300081 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブＪＦ－ＹＸ１００ＰＵ１０　　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407326197 ＪＭＳ ＥＮ延長チューブＪＦ－ＹＸ１００ＰＵ１７　　１本 管理（クラスⅡ）

追加分 胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407422097 ＪＭＳ Ｙジョイント　ＪＦ－３ＹＹ０３Ｑ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407362027 ＪＭＳ 栄養セット　　　　　ＪＦ－ＹＳＬ３５Ｐ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2109407301388 ＪＭＳ 栄養セット　ＪＦ－ＹＳＬ３５Ｑ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407421724 ＪＭＳ 栄養セット　ＪＦ－３ＹＳＬ３５Ｑ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2109407236697 ＪＭＳ 栄養点滴セット　ＪＦ－ＹＸ００８０２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407410476 ＪＭＳ 経腸栄養セット　ＪＦ－ＹＰ３０ＡＱ１　　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407410117 ＪＭＳ 経腸栄養セット　ＪＦ－ＹＰ３０Ｑ１　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407314064 ＪＭＳ フィーディングバッグ１０００ｍＬ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100407324889 ＪＭＳ フィーディングバッグ　５００ｍＬ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101216003972 ＪＭＳ ポンプ用経腸栄養セットバッグ付　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100401274197 Ｎコヴィデ カンガルーＪＯＥＹポンプセット１０００ｍＬ１セット 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100401255264 Ｎコヴィデ カンガルー経腸栄養セット３６１１　　　　　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100401250566 Ｎコヴィデ カンガルー経腸栄養ポンプセット　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100401249256 Ｎコヴィデ カンガルーポンプセットアダプタタイプ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100401242226 Ｎコヴィデ 持続投与セット　　　３７３０－５０　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100401244046 Ｎコヴィデ ボーラス投与セット　３７３０－６０　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100401273794 Ｎコヴィデ ボーラス投与セット　３７３０－ＢＳ１５　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101420011640 アバノス ０１２１－１２Ｊ　ＭＩＣ直角接続Ｔ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101420011763 アバノス ０１２１－２４Ｊ　ＭＩＣ直角接続　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101420003393 アバノス ０１２３－１２　ＭＩＣボーラスストレートＴ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101420003423 アバノス ０１２３－２４　ＭＩＣボーラスストレートＴ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101420003546 アバノス ０１２４－１２　ＭＩＣボーラス直角チューブ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101420003669 アバノス ０１２４－２４　ＭＩＣボーラス直角チューブ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100070441586 テルモ 栄養ポンプＳ　ＴＳ－ＰＡ６０１ＢＹ４１　　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100070441463 テルモ 栄養ポンプＳ　ＴＳ－ＰＡ６０１ＢＹ４５　　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100070441340 テルモ 栄養ポンプＳ　ＴＳ－ＰＡ６０１ＪＹ４　　　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100070431662 テルモ テルフィードＥＤセット　赤　　　　　　　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100070429447 テルモ テルフィードＥＤセット　黄　　　　　　　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100070431785 テルモ テルフィードＥＤセット　緑　　　　　　　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486185715 トップ ネオフィード栄養セットバッグ付１２００ｍＬ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486159839 トップ ネオフィード栄養セットバッグ付６００ｍＬ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486227019 トップ ネオフィード栄養セットＥＤポンプ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486219427 トップ ネオフィード栄養セットＥＤポンプＢ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486219540 トップ ネオフィード栄養セットＥＤポンプＢＴ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486173828 トップ ネオフィード栄養セットＥＤポンプ用Ｏ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486219663 トップ ネオフィード栄養セットＥＤポンプ用Ｙ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486222045 トップ ネオフィード栄養セット　ナチュールＦ　Ｇ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486190276 トップ ネオフィード栄養セット　ナチュールＦ　Ｏ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486221918 トップ ネオフィード栄養セット　ナチュールＦ　Ｙ　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486158382 トップ ネオフィード栄養セットナチュールボトル　Ｏ　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100486131125 トップ フィーディングシステムバッグ１５００ｍＬ　Ｃ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418412124 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーＳ　ＥＮ　ＣＰＣ－３００ＥＮ１２　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418144780 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＥ　ＣＰＣ－３００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418182041 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＥ　ＣＰＣ－３００Ｓ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418403863 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＥ　ＣＰＣ３００ＣＺ　　　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418404143 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＥ　ＣＰＣ３００ＣＺＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418304061 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＥＣＰＣ３００ＧＳＺ－Ｓ　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418412094 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＥＮ　ＣＰＣ－３００ＥＮ６　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418412759 ニプロ－Ｍ 経腸輸液セットＧＳＺ－３Ｄ５ＳＨＬＹ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418364034 ニプロ－Ｍ 経腸輸液セットＧＳＺ－３Ｄ５Ｓ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418402958 ニプロ－Ｍ 経腸輸液セットＧＳＺ－３Ｄ５ＳＦ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418403085 ニプロ－Ｍ 経腸輸液セットＧＳＺ－３Ｄ５ＳＦＨ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418396394 ニプロ－Ｍ 経腸輸液セットＧＳＺ－３Ｄ５ＳＦＬ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418396271 ニプロ－Ｍ 経腸輸液セットＧＳＺ－３Ｄ５ＳＨＬ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2100418410038 ニプロ－Ｍ 経腸輸液セットＧＳＺ３Ｄ５ＳＨＬロック　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養セット 2101504001727 ボストン ボーラスフィーディングチューブ　８１５０　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407257477 ＪＭＳ ＥＤチューブ　ＪＦ－Ｅ０５１２０３ＢＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407168377 ＪＭＳ ＥＤチューブ　　ＪＦ－Ｅ０５１２０４ＢＣ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407168490 ＪＭＳ ＥＤチューブ　　ＪＦ－Ｅ０８１２０３ＢＣ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407257590 ＪＭＳ ＥＤチューブ　ＪＦ－Ｅ０８１２０５ＢＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）

追加分 胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407417895 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ０４０４０Ｐ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
追加分 胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407418328 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ０５０４０Ｐ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
追加分 胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407418564 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ０５０５０ＰＭ　　　　１ 管理（クラスⅡ）
追加分 胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407418441 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ０５０６０Ｐ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
追加分 胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407418830 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ０６０４０Ｐ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
追加分 胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407419981 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ０８０８０ＰＭ　　　　１ 管理（クラスⅡ）

胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407416980 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ０８１２０Ｑ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407417260 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ１０１２０Ｑ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407417383 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ１２１２０Ｑ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407417413 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－３Ｃ１４１２０Ｑ　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309742 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０３０４０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311332 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０３０４０ＰＵＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407325049 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０３０４０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309865 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０４０４０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310939 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０４０４０ＰＵＭＰ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311455 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０４０４０ＰＵＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407325162 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０４０４０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407325285 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０４０４０ＱＭＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407325438 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０４０６０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311721 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０４０９０ＰＵＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309988 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０５０４０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311578 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０５０４０ＰＵＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407308684 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０５０４０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407325551 ＪＭＳ 栄養カテーテルＪＦ－Ｃ０５０５０ＰＵＭＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407325674 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０５０６０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311844 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０５０９０ＰＵＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407325315 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０５１２０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310038 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０６０４０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311691 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０６０４０ＰＵＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407313787 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０６０４０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311066 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０６０６０ＰＵＭＰ　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309476 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０６０６０ＱＭＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311967 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０６０９０ＰＵＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310151 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０７０４０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407308714 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０７０４０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311189 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０７０７０ＰＵＭＰ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309599 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０７０７０ＱＭＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310274 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０８０４０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407308837 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０８０４０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407311219 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０８０８０ＰＵＭＰ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309629 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０８０８０ＱＭＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310397 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０８１２０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407308950 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ０８１２０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310427 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１０１２０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309087 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１０１２０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310540 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１２１２０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309117 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１２１２０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310663 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１４１２０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309230 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１４１２０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310786 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１５１２０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407309353 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１５１２０Ｑ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109407310816 ＪＭＳ 栄養カテーテル　ＪＦ－Ｃ１６１２０ＰＵ　　　１本 管理（クラスⅡ）

追加分 胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407427726 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＦ－３ＰＸＬ０３０Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407362775 ＪＭＳ ペグロック延長チューブＪＦＰＸＬ０３０Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100407363444 ＪＭＳ ペグロック延長チューブＪＦＰＸＬ０６０Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401178686 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング　３３７２－１２　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401228350 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７６－５　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401228473 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７６－８Ｓ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401277976 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディ３３７６－１０－Ｓ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401278010 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディ３３７６－１２－Ｓ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401246767 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７２－　７　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401246644 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７２－　８　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401239578 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７６－０７　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401236218 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７６－０８　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401188876 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７６－１０　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401224291 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７６－１２　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401277853 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディン３３７６－５－Ｓ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401197014 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３８４－　８　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401273947 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３８４－０７　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401246491 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３８４－１０　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401252027 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７６－７Ｓ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401278492 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３７２－１０　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401278379 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング　３３７２－５　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401278256 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング３３８４－１２　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401278133 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング　３３８４－５　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401324014 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング　３３７３－１０　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401324137 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング　３３７３－１２　１ 管理（クラスⅡ）
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胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100401324373 Ｎコヴィデ ニューエンテラルフィーディング　３３７３－８　　１ 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444015457 アトムメデ 栄養カテ　４Ｆｒ４０㎝　４３５５１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444010759 アトムメデ 栄養カテ　４Ｆｒ４０　９４３２０４００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444015068 アトムメデ 栄養カテ　５Ｆｒ４０㎝　４３５５２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444010872 アトムメデ 栄養カテ　５Ｆｒ４０　９４３２０５００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444015693 アトムメデ 栄養カテ　６Ｆｒ４０㎝　４３５５３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444015723 アトムメデ 栄養カテ　６Ｆｒ６０㎝　４３５５４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444010995 アトムメデ 栄養カテ　６Ｆｒ４０　９４３２０６００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444015846 アトムメデ 栄養カテ　７Ｆｒ７０㎝　４３５５５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444015969 アトムメデ 栄養カテ　８Ｆｒ８０㎝　４３５５６　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2108502002725 アトムメデ 栄養カテーテル　３Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101444010360 アトムメデ 栄養カテーテル　４Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2108502002848 アトムメデ 栄養カテーテル　５Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2108502002961 アトムメデ 栄養カテーテル　６Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427000753 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｇ１４Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427000876 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｙ１４Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427001033 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　緑１４Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427000999 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　黄１４Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427004157 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　黄１６Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427047765 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｇ１０Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427047888 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｇ１２Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427048045 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｇ１６Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427048168 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｙ１０Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427048281 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｙ１２Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427048434 クリエート 胃腸カテーテルファネルキャップ　Ｙ１６Ｆ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427045822 クリエート シリコーンＥＤ１２Ｆ　００２１２００１２０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427045433 クリエート シリコーンＥＤ６Ｆｒ　００２１２０００６０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427045556 クリエート シリコーンＥＤ７Ｆｒ　００２１２０００７０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427045679 クリエート シリコーンＥＤ８Ｆｒ　００２１２０００８０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427045792 クリエート シリコーンＥＤ９Ｆｒ　００２１２０００９０　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427045945 クリエート マーゲンゾンデ　１０Ｆ　８０００００３５１１　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046072 クリエート マーゲンゾンデ　１２Ｆ　８０００００３５１２　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046195 クリエート マーゲンゾンデ　１４Ｆ　８０００００３５１３　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046225 クリエート マーゲンゾンデ　１６Ｆ　８０００００３５１４　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046348 クリエート マーゲンゾンデ　１８Ｆ　８０００００３５１５　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046461 クリエート マーゲンゾンデ　２０Ｆ　８０００００３５１６　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427182343 クリエート マーゲンゾンデ栄養Ｃ付１０Ｆ１２５㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427182466 クリエート マーゲンゾンデ栄養Ｃ付１２Ｆ１２５㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427182589 クリエート マーゲンゾンデ栄養Ｃ付１４Ｆ１２５㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427182619 クリエート マーゲンゾンデ栄養Ｃ付１６Ｆ１２５㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427182732 クリエート マーゲンゾンデ栄養Ｃ付１８Ｆ１２５㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427047499 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　緑１０Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427047529 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　緑１２Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046584 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　緑１６Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046614 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　緑１８Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046850 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　黄１０Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427046973 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　黄１２Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427047253 クリエート マーゲンゾンデファネルキャップ　黄１８Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101504087899 住友ベーク カテ接続チューブ　ＭＤ－４６１８０Ａ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070395469 テルモ ＥＪ連結チューブ　ＰＥ－ＪＣ３０４ＥＳ　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070430092 テルモ ＥＪ連結チューブ　ＰＥ－ＪＣ６０４ＥＳ　　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070382278 テルモ ＰＧ連結チューブ　ＰＥ－ＪＣ３０４　　　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070304287 テルモ 連結チューブ　　　　ＳＦ－ＪＣ１１２ＢＹ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070305192 テルモ 連結チューブ　　　　ＳＦ－ＪＣ１１２ＤＹ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070304317 テルモ 連結チューブ　　　　ＳＦ－ＪＣ２１２ＢＧ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070304553 テルモ 連結チューブ　　　　ＳＦ－ＪＣ２１２ＢＹ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100070304829 テルモ 連結チューブ　　　　ＳＦ－ＪＣ２１２ＣＹ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486189983 トップ 栄養カテーテルテーパー１０Ｆ１２０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486213159 トップ 栄養カテーテルテーパー１０Ｆ１２０㎝Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486181260 トップ 栄養カテーテルテーパー１０Ｆ１２０ＯＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486183479 トップ 栄養カテーテルテーパー１０Ｆ８０㎝ＯＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486187385 トップ 栄養カテーテルテーパー１０Ｆｒ８０ＹＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486213272 トップ 栄養カテーテルテーパー１２Ｆ１２０㎝Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486156053 トップ 栄養カテーテルテーパー１２Ｆ１２０ＯＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486181413 トップ 栄養カテーテルテーパー１２Ｆ１２０ＹＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486183981 トップ 栄養カテーテルテーパー１２Ｆ８０㎝ＯＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212633 トップ 栄養カテーテルテーパー１２Ｆ８０㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486213395 トップ 栄養カテーテルテーパー１４Ｆ１２０㎝Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486181383 トップ 栄養カテーテルテーパー１４Ｆ１２０ＯＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486181024 トップ 栄養カテーテルテーパー１４Ｆ１２０ＹＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486178642 トップ 栄養カテーテルテーパー１４Ｆ８０㎝ＯＸ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212756 トップ 栄養カテーテルテーパー１４Ｆ８０㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486190033 トップ 栄養カテーテルテーパー１６Ｆ１２０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486213425 トップ 栄養カテーテルテーパー１６Ｆ１２０㎝Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212510 トップ 栄養カテーテルテーパー１６Ｆ１２０㎝Ｏ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212367 トップ 栄養カテーテルテーパー１６Ｆ８０㎝ＯＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212879 トップ 栄養カテーテルテーパー１６Ｆ８０㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212121 トップ 栄養カテーテルテーパー３Ｆ３５㎝ＯＸ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486189624 トップ 栄養カテーテルテーパー３Ｆ３５㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486190156 トップ 栄養カテーテルテーパー４Ｆ４０㎝ＯＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486189747 トップ 栄養カテーテルテーパー４Ｆ４０㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486181659 トップ 栄養カテーテルテーパー５Ｆ５０㎝ＯＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486189860 トップ 栄養カテーテルテーパー５Ｆ５０㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212244 トップ 栄養カテーテルテーパー６Ｆ６０㎝ＯＸ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486183622 トップ 栄養カテーテルテーパー６Ｆ６０㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486213036 トップ 栄養カテーテルテーパー８Ｆ１２０㎝ＧＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212480 トップ 栄養カテーテルテーパー８Ｆ１２０㎝ＯＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486212992 トップ 栄養カテーテルテーパー８Ｆ１２０㎝ＹＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486182298 トップ 栄養カテーテルテーパー８Ｆ８０㎝ＯＸ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2109486184650 トップ 栄養カテーテルテーパー８Ｆ８０㎝Ｙ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486227255 トップ フィーディングチューブ　１２－４３Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486227132 トップ フィーディングチューブ　８－３６Ｓ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486227491 トップ フィーディングチューブ　スタイレット３６　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486227378 トップ フィーディングチューブ　スタイレット４３　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486220850 トップ フィーディングチューブ　１２－３６　５ｇＣ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486220973 トップ フィーディングチューブ　１２－３６錘無Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486177468 トップ フィーディングチューブ１２－４３　５ｇ　Ｃ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486221017 トップ フィーディングチューブ　１４－３６錘無Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486177581 トップ フィーディングチューブ　８－３６　３ｇ　Ｃ　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100486220737 トップ フィーディングチューブ　８－４３　３ｇ　Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418314497 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－１２０８０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418339728 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－０８１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418325592 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－１０１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418313223 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－１２１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418409353 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－１４０８０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418319225 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－１４１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418323536 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－１６１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418344678 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－３５０３５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418372497 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－４００４０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418372527 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－５００５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418372640 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－６００６０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418372763 ニプロ－Ｍ 栄養カテーテル　　　ＥＮ－８００８０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418432986 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ－ＰＥＧ１　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418440844 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ－ＰＥＧ４　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418315289 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ－ＰＥＧ５　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418315319 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ－ＰＥＧ６　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418507226 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ１－１００ＳＮ　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418507462 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ１－５０ＳＮ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418391573 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ－ＰＥＧ２Ｎ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418365338 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ－ＰＥＧ３Ｎ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418481199 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブ　ＥＤ－ＰＥＧ３Ｓ　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418390668 ニプロ－Ｍ コーフローＮＷ　ＥＤＡ９４３１　１０ＦＲ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418390781 ニプロ－Ｍ コーフローＮＷ　ＥＤＡ９４３２　１２ＦＲ　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418390545 ニプロ－Ｍ コーフローＮＷ　ＥＤＡ９４３８　８ＦＲ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418350174 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　２２２７４８２　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418302999 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　２２２７４８８　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418407144 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　２２２８４８６　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418303422 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　２２２７４８１　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418350716 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　２２２９２２５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418162838 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　ＥＤＡ７４８２　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418162685 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　ＥＤＡ７４８８　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418162562 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　ＥＤＡ８４８６　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418350839 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　ＥＤＡ９４８５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2100418162715 ニプロ－Ｍ コーフローフィーディング　ＥＤＡ７４８１　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101504022111 パルメディ ＥＮカテーテルＥ　１２Ｆｒ１２００㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101504005091 パルメディ ＥＮカテーテルＥ　８Ｆｒ１２００㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427108381 富士システ 栄養カテーテル　Ｅ－３　０１１０１０３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427108411 富士システ 栄養カテーテルＳ　Ｅ－５　０１１０１０５　　　１本 管理（クラスⅡ）
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胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427108657 富士システ 栄養カテーテルＳ　Ｅ－８　０１１０１０８　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101504007699 富士システ ファイコン　フィーディングチューブＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427108770 富士システ フィーディングＴ　黄　Ｅ－３　０１１０５０３　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　栄養チューブ 2101427109050 富士システ フィーディングＴ　緑　Ｅ－３　０１１０５１３　１本 管理（クラスⅡ）

追加分 胃腸　経管栄養　栄養バック・ボトル 2100407431648 ＪＭＳ 栄養ボトル　ＪＦ－ＦＰＶ１２０　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407398170 ＪＭＳ 栄養剤用バッグＪＦ－ＦＳ０３０Ｎ　　１０バッグ／袋 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407398057 ＪＭＳ 栄養剤用バッグＪＦ－ＦＳ０６０Ｎ　　１０バッグ／袋 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407376093 ＪＭＳ 栄養ボトル　ＪＦ－ＦＰ０１０　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407367114 ＪＭＳ 栄養ボトル　ＪＦ－ＦＰ０２０　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407315511 ＪＭＳ 栄養ボトル　ＪＦ－ＦＰ０６０　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407312121 ＪＭＳ 栄養ボトル　ＪＦ－ＦＰ１２０　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407428488 ＪＭＳ 栄養ボトル　ＪＦ－ＦＰＶ０６０　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407409944 ＪＭＳ フィーディングバッグ　ＪＦ－ＦＡ０５０Ｐ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407395711 ＪＭＳ ペグアシスタ専用チューブ　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100407365264 ＪＭＳ ペグアシスタ専用ボトル　６００ｍＬ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2109401247941 Ｎコヴィデ ＥＤバッグ　３６９６　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100486175259 トップ ネオフィード栄養ボトル　１００ｍＬ　Ｏ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100486137240 トップ ネオフィード栄養ボトル　６００ｍＬ　Ｙ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100486198753 トップ ネオフィード栄養ボトル　６００ｍＬ　Ｇ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100486185951 トップ ネオフィード栄養ボトル１０００ｍＬ　Ｙ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100486155534 トップ ネオフィード栄養ボトル１０００ｍＬ　Ｏ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100486117259 トップ ネオフィード栄養ボトル　６００ｍＬ　Ｏ　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418403740 ニプロ－Ｍ ＥＤバッグＡ　　　　ＥＦ－１２ＳＴＺ　　１セット 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418411844 ニプロ－Ｍ ＥＤバッグＡ　　　ＥＦ－１２ＳＴＺ　ロック　　１枚 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418403597 ニプロ－Ｍ ＥＤバッグＡ　ＥＦ－６ＳＴＺ　　　１枚 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418411721 ニプロ－Ｍ ＥＤバッグＡ　　　ＥＦ－６ＳＴＺ　ロック　　　１枚 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418364157 ニプロ－Ｍ ＥＤバッグＡ　ＥＦＺ－１０ＳＴ　　１枚 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418443456 ニプロ－Ｍ 経腸栄養バッグ　ＥＦＡ－１０ＳＴＺＮ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418443333 ニプロ－Ｍ 経腸栄養バッグ　ＥＦＡ－５ＳＴＺＮ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418263559 ニプロ－Ｍ 経腸栄養ボトル　　　ＥＤＰ－２　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418369756 ニプロ－Ｍ 経腸栄養ボトル　ＥＤＰ－６　ＯＰＥＮ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418242929 ニプロ－Ｍ 経腸栄養ボトル　ＥＤＰ－１０Ｎ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　栄養バッグ・ボトル 2100418223690 ニプロ－Ｍ 経腸栄養ボトル　ＥＤＰ－６　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　経管栄養　活栓 2109401201721 Ｎコヴィデ メディカットストップコック　３７０６　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　活栓 2100070306762 テルモ ＥＤ活栓　ＴＳ－ＴＲ６Ｅ０２　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　活栓 2100070306885 テルモ ＥＤ活栓　ＴＳ－ＴＲ６Ｅ０４　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　活栓 2100070306649 テルモ ＥＤ活栓　ＴＳ－ＴＲ６Ｅ０１　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　活栓 2100486137097 トップ ネオフィード三方活栓　イエロー　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　活栓 2100486118942 トップ ネオフィード三方活栓　オレンジ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　活栓 2100486208681 トップ ネオフィード三方活栓　グリーン　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
胃腸　経管栄養　活栓 2100418456913 ニプロ－Ｍ ＥＮ活栓　３Ｗ－ＥＮＤ　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
胃腸　造影　注腸カテーテル 2100113040677 カイゲン 注腸カテーテルＶ　　　　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　造影　注腸カテーテル 2101427093632 クリエート Ｙチューブ（Ｓ　Ｙ）　８０００００６７８５　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　造影　注腸カテーテル 2101427093366 クリエート Ｙチューブ（ＳＴＤ）　８０００００４２６２　　１本 管理（クラスⅡ）
胃腸　造影　注腸カテーテル 2101427093489 クリエート Ｙチューブ（ＳＴＤＹ）　８０００００６７８４　１本 管理（クラスⅡ）
医療ガーゼ 2100094290580 白十字 ステラーゼ　５Ｘ７．５　滅菌　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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感染対策　シーツ 2100407027674 ＪＭＳ シーツ　Ｇ　済　１０００Ｘ１２００　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2100407052133 ＪＭＳ シーツ　Ｇ　済　１０００Ｘ１８００　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2109407052372 ＪＭＳ シーツ　Ｇ　済　５００Ｘ３００　　　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2100407010690 ＪＭＳ シーツ　Ｇ　済　５００Ｘ６００　　　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2100407052522 ＪＭＳ シーツ　Ｇ　無　１０００Ｘ１２００　　　　　５枚 その他
感染対策　シーツ 2100407052492 ＪＭＳ シーツ　Ｇ　無　１０００Ｘ１８００　　　　　５枚 その他
感染対策　シーツ 2100407028466 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　済　１０００Ｘ１２００　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2100407028589 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　済　１０００Ｘ１８００　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2100407028343 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　済　５００Ｘ１２００　　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2109407028223 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　済　５００Ｘ３００　　　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2109407002230 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　済　５００Ｘ６００　　　　　　　１枚 その他
感染対策　シーツ 2100407028077 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　無　１０００Ｘ１２００　　　　　５枚 その他
感染対策　シーツ 2100407028190 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　無　１０００Ｘ１８００　　　　　５枚 その他
感染対策　シーツ 2100407027940 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　無　５００Ｘ１２００　　　　　　５枚 その他
感染対策　シーツ 2100407027797 ＪＭＳ シーツ　Ｗ　無　５００Ｘ３００　　　　　　　５枚 その他
感染対策　シーツ 2100407070274 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００　３Ｘ２０　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407071721 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００　７Ｘ１０　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407010454 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００穴１２　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407069988 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００穴１４　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407070038 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００穴２０　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407052911 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００穴３　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407069599 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００穴５　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407011093 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ　５００Ｘ６００穴８　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　シーツ 2100407069865 ＪＭＳ シーツ穴開Ｇ１０００Ｘ１２００穴１４　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407102555 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　　　　　ＪＮ－Ｄ０６０６　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407138585 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　ＪＮ－Ｄ０６０６ＴＨ０６　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407138615 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　ＪＮ－Ｄ０６０６ＴＨ０９　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407102678 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　　　　　ＪＮ－Ｄ０９０９　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407136130 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　ＪＮ－Ｄ０９０９ＴＨ０６　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407102791 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　　　　　ＪＮ－Ｄ１１１２　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407138974 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　ＪＮ－Ｄ１１１２ＴＨ０６　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407139018 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　ＪＮ－Ｄ１１１２ＴＨ０９　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407102821 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　　　　　ＪＮ－Ｄ１１１５　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407102944 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　　　　　ＪＮ－Ｄ１１１８　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100407138462 ＪＭＳ ＪＭＳ覆布　　　　　ＪＮ－Ｄ１４１８　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100155001315 Ｓ＆ネフュ オプサイト　インサイス　４９８６　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100155001438 Ｓ＆ネフュ オプサイト　インサイス　４９８７　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100155001551 Ｓ＆ネフュ オプサイト　インサイス　４９８８　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100155001674 Ｓ＆ネフュ オプサイト　インサイス　４９８９　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100155001797 Ｓ＆ネフュ オプサイト　インサイス　４９９４　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2101072224153 アズワン ０－１１１９－２２ドレープＲＢＤ６６Ｈ６ＮＷ　１ 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2101072229240 アズワン ０－１１１９－２７ドレープＲＢＤ６６Ｈ９ＮＷ　１ 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2101072328028 アズワン ０－１１１９－２８ドレープＲＢＤ９９Ｈ１２ＮＷ　１ 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2101072233285 アズワン ０－１１１９－２１ドレープＲＢＤ６０６０ＮＷ　１Ｐ 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100104039628 スリーエム アイオバンドレープ　６０５０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100104103763 スリーエム アイオバンドレープ　６６６１ＥＺ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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感染対策　ドレープ 2100104084437 スリーエム ステリ・ドレープ　１０７４　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
感染対策　ドレープ 2100104011426 スリーエム ステリ・ドレープ　　２０３５　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100104011785 スリーエム ステリ・ドレープ　　２０４０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100104010993 スリーエム ステリ・ドレープ　　２０４５　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100104008020 スリーエム ステリ・ドレープ　　２０５０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100104089258 スリーエム ステリ・ドレープ　１０７３　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
感染対策　ドレープ 2100104084550 スリーエム ステリ・ドレープ　　１０７５　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
感染対策　ドレープ 2100104070690 スリーエム ステリ・ドレープ　　１０７６　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
感染対策　ドレープ 2100104037266 スリーエム ステリ・ドレープ　　１０７７　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
感染対策　ドレープ 2100424027633 日昭産業 垂直隔離用ドレープ２２１１０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100411075197 ホギメデカ オイフテープ　　　　ＯＴ－０２Ａ　　　　　２枚／袋 その他
感染対策　ドレープ 2109411037723 ホギメデカ オイフテープ　ＯＴ－３２６－０４Ａ　　　　４枚／袋 その他
感染対策　ドレープ 2100411054178 ホギメデカ 全面ドレープ　　　　ＳＲ－８７０ＬＣ０１　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100411005187 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＰ－８２２ＡＴＨ　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411032872 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８２２　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411005067 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８２２Ｈ０６　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411021029 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８２２Ｈ０９　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411032995 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８２２Ｈ４５　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411028295 ホギメデカ メツキンドレープ　　ＳＲ－８２３Ｈ０６　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411028325 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８２３Ｈ０９　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411022835 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８３３　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411012911 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８３３Ｈ０６　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411033039 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８３４　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411036542 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８４４　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100411038635 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＬＳ－１０１Ｓ　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100411024539 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＬＳ－１０２Ｓ　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100411080566 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＰ－８３３Ｈ０９Ｔ　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100411061091 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８２２Ｈ０６Ｔ　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411052740 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８４４Ｈ０９Ｔ　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411041645 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８４４Ｈ１２Ｔ　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411030274 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８４４Ｈ１５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411036665 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８４６　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411046978 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８４３Ｔ－２　　２枚／袋 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2100411054291 ホギメデカ メッキンドレープ　　ＳＲ－８４４Ｈ０６Ｔ　　１枚 一般（クラスⅠ）
感染対策　ドレープ 2109411046855 ホギメデカ 滅菌ドレープアナ　ＳＲ－８３３Ｈ０９　　　１枚 一般（クラスⅠ）
肝・胆・脾　－　ダイレーター 2101427074280 クリエート ダイレーター１０Ｆｒ　００３１８００１００　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　－　ダイレーター 2101427074433 クリエート ダイレーター１２Ｆｒ　００３１８００１２０　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　－　ダイレーター 2101427074679 クリエート ダイレーター１４Ｆｒ　００３１８００１４０　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　－　ダイレーター 2101427074044 クリエート ダイレーター８Ｆｒ　００３１８０００８０　　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　－　ダイレーター 2101427074167 クリエート ダイレーター９Ｆｒ　００３１８０００９０　　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427066575 クリエート ドレナージチューブ１０Ｆ　００３４４０２１００　１ 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427066216 クリエート ドレナージチューブ７Ｆｒ　００３４４０２０７０　１ 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427066339 クリエート ドレナージチューブ８Ｆｒ　００３４４０２０８０　１ 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427066452 クリエート ドレナージチューブ９Ｆｒ　００３４４０２０９０　１ 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427069217 クリエート 内瘻カテ１０Ｆｒ　００３０４００１００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427069330 クリエート 内瘻カテ１２Ｆｒ　００３０４００１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427069453 クリエート 内瘻カテ１４Ｆｒ　００３０４００１４０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427069576 クリエート 内瘻カテ１６Ｆｒ　００３０４００１６０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427069699 クリエート 内瘻カテ１８Ｆｒ　００３０４００１８０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・脾　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101504003424 クリエート 内瘻用カテーテル　８Ｆｒ４００㎜　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・膵　吸引・排液　胆膵用ドレナージチューブ 2101427061754 クリエート Ｎ－Ｂドレナージ７Ｆｒ　００２２０３００７０　１本 管理（クラスⅡ）
肝・胆・膵　焼灼・凝固　ＰＥＩＴニードル 2100418256124 ニプロ－Ｍ ペイトセット　ＰＮＳ－１６ＧＸ３８ＹＴ　　１セット 管理（クラスⅡ）
肝・胆・膵　焼灼・凝固　ＰＥＩＴニードル 2100418230131 ニプロ－Ｍ ペイトセット　ＰＮＳ－２２ＧＸ６０Ｓ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
肝・胆・膵　焼灼・凝固　ＰＥＩＴニードル 2100418230254 ニプロ－Ｍ ペイトセット　ＰＮＳ－２２ＧＸ８０Ｓ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
器械専用雑品 2100113011288 カイゲン アルト圧迫ノズル　　　　　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　－　－ 2101137030439 コヴィデ カフ圧ゲージ用コネクティングチューブ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
気管　－　－ 2101137021932 コヴィデ ソフトホルダーブルー（大）　　　　　　　　　　１本 その他
気管　－　－ 2101141009117 スミスＭＪ 気管切開チューブホルダ　　　　　　　　　　　１個 その他
気管　－　－ 2100426709124 村中医療器 Ｎ１６００００１切開カニューレホルダー　　　　１コ その他
気管　気道確保　－ 2101141007410 スミスＭＪ スタイレット　　　　４．０㎜　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427083329 クリエート 気管切Ｂ２２Ｆ　００４０２０００５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427083442 クリエート 気管切Ｂ２６Ｆ　００４０２０００６０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427083565 クリエート 気管切Ｂ３０Ｆ　００４０２０００７０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427083688 クリエート 気管切Ｂ３３Ｆ　００４０２０００８０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427083718 クリエート 気管切Ｂ３７Ｆ　００４０２０００９０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427083831 クリエート 気管切Ｂ４０Ｆ　００４０２０００９５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101504062575 高研 ＰＰカニューレ　複管　＃５２５５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101504064036 高研 カニューレ用ブラシ　＃３３１７　　　　　　　１０本 その他
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137004430 コヴィデ アスパーエース　２２６１－２６０２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137004553 コヴィデ アスパーエース　２２６１－２７０２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137004676 コヴィデ アスパーエース　２２６１－２７５２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137004799 コヴィデ アスパーエース　２２６１－２８０２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137004829 コヴィデ アスパーエース　２２６１－２８５２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137004942 コヴィデ アスパーエース　２２６１－２９０２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137005079 コヴィデ アスパーエース　２２６１－２９５２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137009251 コヴィデ アスパーエース　　　２２６３－２７５２Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137017089 コヴィデ アスパーエース　　　２２６３－２８０２Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137017119 コヴィデ アスパーエース　　　２２６３－２８５２Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137041893 コヴィデ アスパーエース　２２６３－２９０２Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137006373 コヴィデ インナーカニューラ　２２６０－８５Ｊ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137006496 コヴィデ インナーカニューラ　２２６０－９０Ｊ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137053391 コヴィデ シャイリー小児用カフ付４．５ＰＤＣ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137007431 コヴィデ トラキオストミィチューブ　２４１０６７　　１セット 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137008223 コヴィデ トラキオソフト　エバック　３１６－１０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137019441 コヴィデ トラキオソフト　エバツク　３１６－６０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137019564 コヴィデ トラキオソフト　エバック　３１６－７０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137009640 コヴィデ トラキオソフト　エバック　３１６－７５　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137019717 コヴィデ トラキオソフト　エバツク　３１６－８０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137008346 コヴィデ トラキオソフト　エバック　３１６－９０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137013449 コヴィデ トラキオソフト　エバック　３１６－８５　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020874 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－１０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020126 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020249 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－６０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020362 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－７０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020485 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－７５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020515 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－８０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020638 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－８５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137020751 コヴィデ トラキオソフト　カフナシ　６７３－９０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137026487 コヴィデ トラキオソフトフィット　６．０㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137039678 コヴィデ トラキオソフトフィット　７．０㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137039791 コヴィデ トラキオソフトフィット　８．０㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137041923 コヴィデ トラキオソフトフィット　９．０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137005581 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２６００Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137005611 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２７００Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137008193 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２７０１Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137008070 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２７５０Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137005734 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２８００Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137005857 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２８５０Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137005970 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２９００Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137006014 コヴィデ トラキスト　　　　　２２６４－２９５０Ｅ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137042050 コヴィデ トラキスト　２２６４－２６０１Ｅ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137042173 コヴィデ トラキスト　２２６４－２７５１Ｅ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137042296 コヴィデ トラキスト　２２６４－２８０１Ｅ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137042326 コヴィデ トラキスト　２２６４－２８５１Ｅ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101137042449 コヴィデ トラキスト　２２６４－２９０１Ｅ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141020228 スミスＭＪ Ｂソフトシールカフ付気管切開Ｔ６．０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141020341 スミスＭＪ カフナシ気管切開チューブ３．０　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141020464 スミスＭＪ カフナシ気管切開チューブ３．５　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141020587 スミスＭＪ カフナシ気管切開チューブ４．０　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141020617 スミスＭＪ カフナシ気管切開チューブ４．５　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141020730 スミスＭＪ カフナシ気管切開チューブ５．０　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141004389 スミスＭＪ ソフトカフ付サクションエイド　６．０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141004532 スミスＭＪ ソフトカフ付サクションエイド　７．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141011721 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管切開Ｔ　８．０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141043067 スミスＭＪ ブルーラインウルトラ・カフ付（一）８．０　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141042817 スミスＭＪ ブルーラインウルトラ・カフ付（一）７．０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141042930 スミスＭＪ ブルーラインウルトラ・カフ付（一）７．５　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141043333 スミスＭＪ ブルーラインウルトラ・カフ付（一）１０．０　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141021492 スミスＭＪ ボーカレイド　　　　１０．０㎜　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141005683 スミスＭＪ ボーカレイド　７．５㎜　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141014180 スミスＭＪ ミニトラックⅡスタンダードキット　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101141010939 スミスＭＪ ミニトラックⅡセルジンガーキット　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100463012812 泉工医科 メラ　スピーチバルブＬ　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070411794 テルモ クリニ―トラキオストミーチューブＴＴ－０５０ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070411824 テルモ クリニートラキオストミーチューブＴＴ－０６０ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070411947 テルモ クリニートラキオストミーチューブＴＴ－０７０ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070412074 テルモ クリニートラキオストミーチューブＴＴ－０７５ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070412197 テルモ クリニートラキオストミーチューブＴＴ－０８０ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
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気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070412227 テルモ クリニートラキオストミーチューブＴＴ－０８５ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070412340 テルモ クリニートラキオストミーチューブＴＴ－０９０ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100070412463 テルモ クリニートラキオストミーチューブＴＴ－０９５ＣＵ１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100486077898 トップ トラヘルパー　　　　№１０　　　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100486077928 トップ トラヘルパー　　　　№８　　　　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100486155268 トップ トラヘルパーＭＣキット　ＴＭ－ＢＫ１０　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154135 富士システ ＧＢⅡ気管切開２４Ｆ　０２０５６２４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154258 富士システ ＧＢⅡ気管切開２７Ｆ　０２０５６２７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154371 富士システ ＧＢⅡ気管切開２９Ｆ　０２０５６２９　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154494 富士システ ＧＢⅡ気管切開３０Ｆ　０２０５６３０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101504002878 富士システ ＧＢⅡ気管切開３２Ｆ　０２０５６３２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154524 富士システ ＧＢⅡ気管切開３３Ｆ　０２０５６３３　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154647 富士システ ＧＢⅡ気管切開３５Ｆ　０２０５６３５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154760 富士システ ＧＢⅡ気管切開３６Ｆ　０２０５６３６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154883 富士システ ＧＢⅡ気管切開３９Ｆ　０２０５６３９　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154913 富士システ ＧＢⅡ気管切開４０Ｆ　０２０５６４０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153190 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ２４Ｆｒ　０２０５５２４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153220 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ２７Ｆｒ　０２０５５２７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153343 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ２９Ｆｒ　０２０５５２９　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153466 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ３０Ｆｒ　０２０５５３０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153589 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ３２Ｆｒ　０２０５５３２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153619 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ３３Ｆｒ　０２０５５３３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153732 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ３５Ｆｒ　０２０５５３５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153855 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ３６Ｆｒ　０２０５５３６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153978 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ３９Ｆｒ　０２０５５３９　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427154012 富士システ ＧＢ気管切開Ｔ４０Ｆｒ　０２０５５４０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152285 富士システ 気管切開Ｔ２４Ｆｒ　０２０５４２４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152315 富士システ 気管切開Ｔ２７Ｆｒ　０２０５４２７　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152438 富士システ 気管切開Ｔ２９Ｆｒ　０２０５４２９　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152551 富士システ 気管切開Ｔ３０Ｆｒ　０２０５４３０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152674 富士システ 気管切開Ｔ３２Ｆｒ　０２０５４３２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152797 富士システ 気管切開Ｔ３３Ｆｒ　０２０５４３３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152827 富士システ 気管切開Ｔ３５Ｆｒ　０２０５４３５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427152940 富士システ 気管切開Ｔ３６Ｆｒ　０２０５４３６　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2101427153077 富士システ 気管切開Ｔ３９Ｆｒ　０２０５４３９　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管切開チューブ 2100426071054 村中医療器 ４７２００２０４ネオブレス　１１㎜　滅　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427082261 クリエート クリニートラキア１８Ｆ　８００００１０６１５　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427082384 クリエート クリニートラキア２０Ｆ　８００００１０６１６　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427082414 クリエート クリニートラキア２２Ｆ　８００００１０６１７　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427082537 クリエート クリニートラキア２４Ｆ　８００００１０６１８　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427082650 クリエート クリニートラキア２６Ｆ　８００００１０６１９　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427082773 クリエート クリニートラキア２８Ｆ　８００００１０６２０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427082896 クリエート クリニートラキア３８Ｆ　８００００１０６２５　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101504003813 クリエート クリニートラキアルチューブ３０Ｆｒ７．０㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101504003936 クリエート クリニートラキアルチューブ３２Ｆｒ７．５㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101504004063 クリエート クリニートラキアルチューブ３４Ｆｒ８．０㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　気道確保　気管内チューブ 2101504004186 クリエート クリニートラキアルチューブ３６Ｆｒ８．５㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433048391 日本光電 インターサージカル　ｉ－ｇｅｌ　ｓｉｚｅ１　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433048421 日本光電 インターサージカル　ｉ－ｇｅｌ　ｓｉｚｅ１．５　１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433048544 日本光電 インターサージカル　ｉ－ｇｅｌ　ｓｉｚｅ２　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433048667 日本光電 インターサージカル　ｉ－ｇｅｌ　ｓｉｚｅ２．５　１ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433048780 日本光電 インターサージカル　ｉ－ｇｅｌ　ｓｉｚｅ３　１個 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433048810 日本光電 インターサージカル　ｉ－ｇｅｌ　ｓｉｚｅ４　１個 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433048933 日本光電 インターサージカル　ｉ－ｇｅｌ　ｓｉｚｅ５　１個 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100433081855 日本光電 シェリダン気管内チューブ　Ｒ１５５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137017478 コヴィデ インターミディ気管内Ｔ１０７－３０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137017621 コヴィデ インターミディ気管内Ｔ１０７－４０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137018895 コヴィデ インターミディ気管内Ｔ１０７－６５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137019052 コヴィデ インターミディ気管内Ｔ１０７－７５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137040476 コヴィデ クリアーロープロ気管内Ｔ３０１－４０Ｇ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137040599 コヴィデ クリアーロープロ気管内Ｔ３０１－４５Ｇ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137038916 コヴィデ クリアーロープロ気管内Ｔ　３０１－６５　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137040742 コヴィデ クリアーロープロ気管内Ｔ　３０１－８５　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137040865 コヴィデ クリアーロープロ気管内Ｔ　３０１－９０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137039432 コヴィデ クリアーロープロ気管内Ｔ３０１－５０Ｇ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137196968 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３２　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137197125 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３４　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137197248 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３５　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137197484 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３７　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137197514 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３８　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137197095 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３３　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137197361 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３６　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）

追加分 気管　気道確保　気管内チューブ 2101137197637 コヴィデ 小児用気管Ｔカフ無　８６２３９　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137028214 コヴィデ テーパーガードエバックＴ　１８８７０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137028337 コヴィデ テーパーガードエバックＴ　１８８７５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137028450 コヴィデ テーパーガードエバックＴ　１８８８０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137043118 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７１０Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137042562 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７５０Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137042685 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７５５Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137042715 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７６０Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137042838 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７６５Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027392 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７７０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027422 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７７５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137041022 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７７５Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027545 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７８０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027668 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７８５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137042951 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７８５Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137043088 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７９０Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137039043 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７７０Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137039166 コヴィデ テーパーガード気管Ｔ　１８７８０Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027934 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７１０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137026999 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027033 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７５５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027279 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７６５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027156 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７６０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027781 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７９０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137027811 コヴィデ テーパーガード気管チューブ１８７９５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137010837 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１０９　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137010950 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１１０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137011087 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１１１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137011117 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１１２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137011230 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１１３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137011353 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１１４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137010684 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１０７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137010714 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１０８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137011476 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１１５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137011599 コヴィデ ハイ・ロー気管内チューブ　８６１１７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137038497 コヴィデ 標準小児気管内Ｔ　１１１－６５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137038763 コヴィデ 標準小児気管内Ｔ　１１１－７０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101137025572 コヴィデ 標準小児気管内Ｔ　１１１－６０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141032597 スミスＭＪ カフ無気管内Ｔ　マーフィー３．０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141032627 スミスＭＪ カフ無気管内Ｔ　マーフィー３．５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141032740 スミスＭＪ カフ無気管内Ｔ　マーフィー４．０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141032863 スミスＭＪ カフ無気管内Ｔ　マーフィー４．５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009230 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ２．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009353 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ２．５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009476 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ３．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009599 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ３．５㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009629 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ４．０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009742 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ４．５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009865 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ５．０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141009988 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ５．５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141010038 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ６．０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141010151 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ６．５㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141010274 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ７．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141010397 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ７．５㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141010427 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ８．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141010540 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ８．５㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141010663 スミスＭＪ カフナシ気管内Ｔ９．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141013817 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ５．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141021522 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ５．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141021645 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ６．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141021768 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ６．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141021881 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ７．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141004921 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ７．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141019543 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ８．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141021911 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ８．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141022048 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ９．０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　気道確保　気管内チューブ 2101141022161 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｃ９．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018249 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ６．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018096 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ５．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018126 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ５．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018362 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ６．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018485 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ７．０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018515 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ７．５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018638 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ８．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018751 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ８．５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101141018874 スミスＭＪ ソフトシールカフ付気管内Ｔ　Ｓ９．０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486203358 トップ 気管内チューブ　５．５㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486136182 トップ 気管内チューブ　６．０㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486203471 トップ 気管内チューブ　６．５㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486129658 トップ 気管内チューブ　７．０㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486126657 トップ 気管内チューブ　７．５㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486113077 トップ 気管内チューブ　８．０㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486203594 トップ 気管内チューブ　８．５㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486203624 トップ 気管内チューブ　９．０㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486203747 トップ 気管内チューブ　９．５㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2100486203860 トップ 気管内チューブ１０．０㎜カフ付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101504065453 日本メディ パーカー気管チューブ　カフ有８．０㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427149421 富士システ ラセン気管内Ｔ１２Ｆナシ　０２００５１２　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427149544 富士システ ラセン気管内Ｔ１４Ｆナシ　０２００５１４　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150977 富士システ ラセン気管内Ｔ１６Ｆ付　０２００７１６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427149667 富士システ ラセン気管内Ｔ１６Ｆナシ　０２００５１６　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151011 富士システ ラセン気管内Ｔ１８Ｆ付　０２００７１８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427149780 富士システ ラセン気管内Ｔ１８Ｆナシ　０２００５１８　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151134 富士システ ラセン気管内Ｔ２０Ｆ付　０２００７２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427149810 富士システ ラセン気管内Ｔ２０Ｆナシ　０２００５２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151257 富士システ ラセン気管内Ｔ２２Ｆ付　０２００７２２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427149933 富士システ ラセン気管内Ｔ２２Ｆナシ　０２００５２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151370 富士システ ラセン気管内Ｔ２４Ｆ付　０２００７２４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150076 富士システ ラセン気管内Ｔ２４Ｆナシ　０２００５２４　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151493 富士システ ラセン気管内Ｔ２６Ｆ付　０２００７２６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150199 富士システ ラセン気管内Ｔ２６Ｆナシ　０２００５２６　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151523 富士システ ラセン気管内Ｔ２８Ｆ付　０２００７２８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150229 富士システ ラセン気管内Ｔ２８Ｆナシ　０２００５２８　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151646 富士システ ラセン気管内Ｔ３０Ｆ付　０２００７３０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150342 富士システ ラセン気管内Ｔ３０Ｆナシ　０２００５３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151769 富士システ ラセン気管内Ｔ３１Ｆ付　０２００７３１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150465 富士システ ラセン気管内Ｔ３１Ｆナシ　０２００５３１　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151882 富士システ ラセン気管内Ｔ３３Ｆ付　０２００７３３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150588 富士システ ラセン気管内Ｔ３３Ｆナシ　０２００５３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427151912 富士システ ラセン気管内Ｔ３５Ｆ付　０２００７３５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150618 富士システ ラセン気管内Ｔ３５Ｆナシ　０２００５３５　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427152049 富士システ ラセン気管内Ｔ３７Ｆ付　０２００７３７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　気道確保　気管内チューブ 2101427150731 富士システ ラセン気管内Ｔ３７Ｆナシ　０２００５３７　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　気道確保　気管内チューブ 2101427152162 富士システ ラセン気管内Ｔ４０Ｆ付　０２００７４０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245972 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ０５３０Ｂ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245859 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ０５３０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246139 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ０６３０Ｂ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246016 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ０６３０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245583 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ０８４０Ｂ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245071 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ０８４０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245194 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１０４０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245460 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１０５０Ｂ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246498 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１０５０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407244944 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１２４０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245224 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１２５０Ｂ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246528 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１２５０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407244821 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１４４０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245347 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１４５０Ｂ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245613 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１４５０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246252 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１６４０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407245736 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１６５０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246375 ＪＭＳ 吸引カテーテル　ＪＸ－ＳＳ１８４０Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407247044 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ０５３０ＢＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407247167 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ０６３０ＢＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407323854 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ０６３０ＢＨＣＤ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407323731 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ０６３０ＳＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407247280 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ０８４０ＢＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407323977 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ０８４０ＢＨＣＤ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407301142 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ０８４０ＳＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407247310 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１０５０ＢＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246917 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１０５０ＳＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407324011 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１０５２ＢＨＣＤ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407247433 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１２５０ＢＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246887 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１２５０ＳＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407324134 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１２５２ＢＨＣＤ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407247556 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１４５０ＢＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246764 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１４５０ＳＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407324257 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１４５２ＢＨＣＤ　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109407246641 ＪＭＳ 吸引カテーテルＪＸ－ＳＳ１６５０ＳＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100407358617 ＪＭＳ 気管カテーテル　　　ＪＸ－Ａ１２５５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100407048570 ＪＭＳ 気管カテーテル　　　１０Ｆｒ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100407153120 ＪＭＳ 気管カテーテル　　　１２Ｆｒ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100407177652 ＪＭＳ 気管カテーテル　　　８Ｆｒ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401297455 Ｎコヴィデ サクションカテーテル　２５３０－０８－Ｍ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401258923 Ｎコヴィデ サクションカテーテル　２５３５－１２５０　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401259050 Ｎコヴィデ サクションカテーテル　２５３５－１４５０　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401194013 Ｎコヴィデ サクションカテーテル　２５５０－０５Ｍ４５　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401295246 Ｎコヴィデ サクションカテーテル　２５５０－０６Ｍ４５　　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401237635 Ｎコヴィデ サクションカテーテル　２５５０－０８Ｍ４５　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401102827 Ｎコヴィデ サクションカテーテル　２５８２－１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260247 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－１０４０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260360 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－１０５０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260483 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－１４４０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260513 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－１６４０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260636 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－１６５０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260759 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－１８４０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260872 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－５４０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401260995 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－６４０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401261039 Ｎコヴィデ ナーヴィサクション　キット２５３５－８４０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109401239694 Ｎコヴィデ ナーヴィサクションカテキット１２Ｆｒ３５㎝　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401250054 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５５Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401249768 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１６９Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401253444 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１７０Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401276948 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５１Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277075 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５２Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277198 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５３Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277730 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５３ＫＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277228 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５４Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401255653 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５６Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277341 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５７Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277464 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５８Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277587 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１５９Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100401277617 コヴィデ エコキャス　　　　　Ｔ２０１６０Ｋ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070057510 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１６１４Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070065195 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１６３５Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070053065 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１８１４Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070060138 テルモ 吸引カテーテル　　　ＳＦ－ＳＰ１０４０　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070036461 テルモ 吸引カテーテル　　　ＳＦ－ＳＰ１４４０　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070092132 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ０５３３ＲＭ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226797 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ０５３３ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070092255 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ０６３３ＲＭ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226827 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ０６３３ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070092378 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＣ０８３４Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226940 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ０８４４ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070092491 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＣ１０３５Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070227077 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ１０４５ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070092521 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＣ１２３５Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070227197 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ１２４５ＲＭＡ　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070092644 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＣ１４３５Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070227220 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＣ１４４５ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070077740 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＥ０６３３ＲＭ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226162 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＥ０６３３ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070054991 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ０８１４Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070129111 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ０８３４Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226285 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＥ０８４４ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070053727 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１０１４Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070067823 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１０３５Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226315 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＥ１０４５ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070055813 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１２１４Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070062613 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１２３５Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226438 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＥ１２４５ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070051129 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１４１４Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100070062736 テルモ 吸引カテーテル　ＳＦ－ＳＥ１４３５Ｒ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226551 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＥ１４４５ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109070226674 テルモ 吸引カテーテルＳＦ－ＳＥ１６４５ＲＭＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236141 トップ 吸引カテーテル　１０Ｆｒ５０㎝気管　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236899 トップ 吸引カテーテル　１０Ｆｒ５０㎝調節　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236264 トップ 吸引カテーテル　１２Ｆｒ５０㎝気管　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236929 トップ 吸引カテーテル　１２Ｆｒ５０㎝調節　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236387 トップ 吸引カテーテル　１４Ｆｒ５０㎝気管　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486237056 トップ 吸引カテーテル　１４Ｆｒ５０㎝調節　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236417 トップ 吸引カテーテル　１６Ｆｒ５０㎝気管　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486235984 トップ 吸引カテーテル　６Ｆｒ３０㎝気管　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236653 トップ 吸引カテーテル　６Ｆｒ３０㎝調節　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236028 トップ 吸引カテーテル　８Ｆｒ４０㎝気管　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486236776 トップ 吸引カテーテル　８Ｆｒ４０㎝調節　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486110970 トップ 吸引カテーテル　１０Ｆｒ４０㎝口鼻　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486113223 トップ 吸引カテーテル　１０Ｆｒ５０㎝気管　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486108366 トップ 吸引カテーテル　１２Ｆｒ４０㎝口鼻　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486109424 トップ 吸引カテーテル　１２Ｆｒ５０㎝気管　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486108519 トップ 吸引カテーテル　１４Ｆｒ４０㎝口鼻　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486109547 トップ 吸引カテーテル　１４Ｆｒ５０㎝気管　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486120894 トップ 吸引カテーテル　　　１６Ｆｒ４０㎝口鼻　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486110734 トップ 吸引カテーテル　　　１６Ｆｒ５０㎝気管　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486184384 トップ 吸引カテーテル　１８Ｆｒ４０㎝口鼻　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486140137 トップ 吸引カテーテル　　　６Ｆｒ３０㎝気管　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486113193 トップ 吸引カテーテル　　　８Ｆｒ４０㎝気管　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486111526 トップ 吸引カテーテル　　　８Ｆｒ４０㎝口鼻　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486155025 トップ 吸引カテーテル１０Ｆｒ５０㎝調節Ｔ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486150686 トップ 吸引カテーテル１２Ｆｒ５０㎝調節Ｔ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109486150563 トップ 吸引カテーテル１４Ｆｒ５０㎝調節Ｔ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486210936 トップ 吸引カテーテル５Ｆｒ３０㎝調節口　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486211063 トップ 吸引カテーテル６Ｆｒ３０㎝調節口　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486211186 トップ 吸引カテーテル８Ｆｒ４０㎝調節口　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486214699 トップ 吸引ショチキット１０Ｆｒ４０㎝調節　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486215245 トップ 吸引ショチキット１０Ｆｒ４０㎝調ナシ　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486158023 トップ 吸引ショチキット１０Ｆｒ５０㎝調節　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486214729 トップ 吸引ショチキット１２Ｆｒ４０㎝調節　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486183353 トップ 吸引ショチキット１２Ｆｒ４０㎝調ナシ　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486139961 トップ 吸引ショチキット１２Ｆｒ５０㎝調節　　　１キット 管理（クラスⅡ）
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気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486214842 トップ 吸引ショチキット１４Ｆｒ４０㎝調節　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486215368 トップ 吸引ショチキット１４Ｆｒ４０㎝調ナシ　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486139848 トップ 吸引ショチキット１４Ｆｒ５０㎝調節　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486214965 トップ 吸引ショチキット１６Ｆｒ４０㎝調節　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486215481 トップ 吸引ショチキット１６Ｆｒ４０㎝調ナシ　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486150713 トップ 吸引ショチキット１６Ｆｒ５０㎝調節　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486214453 トップ 吸引ショチキット５Ｆｒ３０㎝調節　　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486214576 トップ 吸引ショチキット６Ｆｒ３０㎝調節　　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486215092 トップ 吸引ショチキット６Ｆｒ３０㎝調ナシ　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486211452 トップ 吸引ショチキット８Ｆｒ４０㎝調節　　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100486215122 トップ 吸引ショチキット８Ｆｒ４０㎝調ナシ　　　　１キット 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418375255 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１０（ＴＡ２）　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418325984 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１０ＴＡ２ＣＳ　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418375378 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１２（ＴＡ２）　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418334870 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１２（ＴＡ２）Ｃ　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418263675 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１２ＴＡ２ＣＳ　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418375491 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１４（ＴＡ２）　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418263798 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１４ＴＡ２ＣＳ　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418375521 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１６（ＴＡ２）　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418375644 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１８（ＴＡ２）　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418356056 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－１８ＴＡ２Ｃ　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418374975 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－５（ＴＡ２）　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418375019 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－６（ＴＡ２）　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418375132 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテル　ＮＳＣ－８（ＴＡ２）　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418354472 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－１０　ＴＡ２Ｃ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418352386 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－１０　ＴＡ２Ｃ－５６０　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418336331 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－１４　ＴＡ２Ｃ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418355929 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－１６　ＴＡ２Ｃ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418334245 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－１６　ＴＡ２ＣＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418355899 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－１８　ＴＡ２ＣＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418355653 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－５　ＴＡ２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418355776 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－６　ＴＡ２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2109418320897 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣ－８　ＴＡ２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387026 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－１０（ＴＡ２）Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387149 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－１２（ＴＡ２）Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387262 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－１４（ＴＡ２）Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387385 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－１６（ＴＡ２）Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387415 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－１８（ＴＡ２）Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418386746 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－５（ＴＡ２）Ｍ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418386869 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－６（ＴＡ２）Ｍ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418386982 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ－８（ＴＡ２）Ｍ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387538 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ１０ＴＡ２－５００　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387651 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ１２ＴＡ２－５００　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387774 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ１４ＴＡ２－５００　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2100418387897 ニプロ－Ｍ 吸引カテーテルＮＳＣＧ１６ＴＡ２－５００　　　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2101427113484 富士システ ファイコンサクション１２Ｆｒ　０１１３１１２　１本 管理（クラスⅡ）
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気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2101427113514 富士システ ファイコンサクション１４Ｆｒ　０１１３１１４　１本 管理（クラスⅡ）
気管　吸引・排液　吸引カテーテル 2101427113637 富士システ ファイコンサクション１６Ｆｒ　０１１３１１６　１本 管理（クラスⅡ）
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2100401275521 Ｎコヴィデ スペシメンコンテナー　２５８３－１０－ＭＳ　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2100401275491 Ｎコヴィデ スペシメンコンテナー　２５８３－１０Ｓ　　　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2100401275644 Ｎコヴィデ スペシメンコンテナー　２５８３－５０Ｓ　　　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2100401275767 Ｎコヴィデ スペシメンコンテナー　２５８６－ＭＳ　　　　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2100401275378 Ｎコヴィデ スペシメンコンテナー　２５８６Ｓ　　　　　　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2101504060366 住友ベーク 気管吸引用キット　標準タイプ　　　　　　　　　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2100426256314 村中医療器 ５０２００５６１気管吸引１０ｍＬ　　　　　　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2100426269864 村中医療器 ５０２００５６２気管吸引５０ｍＬ　　　　　　１本 その他
気管　生検・採取　吸引キット（検体採取） 2109426274458 村中医療器 ５０２００５６３気管吸引１０ｍＬ　　　　　　１本 その他
吸引・排液　尿バッグ 2100426378832 村中医療器 ３０３０１５０２貯尿袋　消臭　　　　　　　　　１枚 その他
吸引・排液　排液バッグ 2101074378977 アズワン ８－２９２３－０１　排液バッグ　　　　　　１セット 一般（クラスⅠ）
吸引・排液　排液バッグ 2101427074945 クリエート 胆排液５００ｍＬ　８００００１１４２３　　　　　１ 一般（クラスⅠ）
血管・抹消　造影　ガイドワイヤー 2100448186491 テルモＭＥ ガイドワイヤーＭ　　ＲＦ－ＧＳ１８０８３　　１個 高度管理（クラスⅣ）
血管・抹消　造影　ガイドワイヤー 2100448106291 テルモＭＥ ガイドワイヤーＭ　　ＲＦ－ＧＡ１８０８３　　１個 高度管理（クラスⅣ）
血管・抹消　造影　ガイドワイヤー 2100448102385 テルモＭＥ ガイドワイヤーＭ　　ＲＦ－ＧＡ２５０８３　　１個 高度管理（クラスⅣ）
血管・抹消　造影　ガイドワイヤー 2100448185586 テルモＭＥ ガイドワイヤーＭ　　ＲＦ－ＧＡ３２０８３　　　１個 高度管理（クラスⅣ）
血管・抹消　造影　ガイドワイヤー 2100448078468 テルモＭＥ ガイドワイヤーＭ　　ＲＦ－ＧＳ２５１５３　　１個 高度管理（クラスⅣ）
血管・抹消　造影　ガイドワイヤー 2100448125490 テルモＭＥ ガイドワイヤーＭ　　ＲＦ－ＧＳ３５０８３　　１個 高度管理（クラスⅣ）
血管・抹消　造影　造影用チューブ 2100486113619 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ２－ＦＬ１００ＣＴ　１本 管理（クラスⅡ）
血管・末梢　造影　造影用チューブ 2100486116191 トップ ＸテンションチューブＬＸ１．５ＦＬ１００ＣＴ　１本 管理（クラスⅡ）
血管・末梢　造影　造影用チューブ 2101520011090 八光 エクステンションチューブＣＴ－Ｌ１０００ＣＨ　１本 管理（クラスⅡ）
血行動態モニタリング　パルスオキシメータープローブ 2101137049479 コヴィデ ネルコアオキシセンサⅢ（Ｉ－２０）　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
血行動態モニタリング　心電図電極 2101095003711 フクダエム スキンタクトエレクトロードＴ－６０　　　　　３０個 一般（クラスⅠ）
口　－　－ 2100463008624 泉工医科 メラ唾液持続吸引チューブＭＰ－１　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
口　－　－ 2100463006262 泉工医科 メラ唾液持続吸引チューブＭＰ－２　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
口　－　－ 2100463007689 泉工医科 メラ唾液持続吸引チューブＳＰ－１　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
口　－　－ 2100463005081 泉工医科 メラ唾液持続吸引チューブＳＰ－２　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
口　－　エアウェイ 2108119014333 ＧＥヘルス ゲデルエアウェイ　８㎝　緑　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2108119014456 ＧＥヘルス ゲデルエアウェイ　９㎝　黄　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2100433120035 日本光電 ゲデルエアウェイ　サイズ３　９０㎜　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2100433119985 日本光電 ゲデルエアウェイ　サイズ２　８０㎜　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2100433120158 日本光電 ゲデルエアウェイ　サイズ４　１００㎜　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2101141007892 スミスＭＪ 経鼻エアウェイ　　　９．０㎜　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2101141007533 スミスＭＪ 経鼻エアウェイ　６．０㎜　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2101141007656 スミスＭＪ 経鼻エアウェイ　７．０㎜　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2101141007779 スミスＭＪ 経鼻エアウェイ　８．０㎜　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2100470022057 バイエアＭ ２５００ＥＵ　バーマンエアウェイ１０ｃｍ　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2100470022170 バイエアＭ ２５５０ＶＳ　バーマンエアウェイ５ｃｍ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2100470022293 バイエアＭ ２５８０ＥＵ　バーマンエアウェイ８ｃｍ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　エアウェイ 2100470022569 バイエアＭ ３５００ＥＵ　ゲデルエアウェイ赤　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　バイトブロック 2100426295085 村中医療器 ３６７０３４０１バイトブロック　小　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　バイトブロック 2100426242690 村中医療器 ３６７０３４０２バイトブロック　中　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　バイトブロック 2100426242577 村中医療器 バイトブロック　大　３６７０３４０３　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　マスク 2101072135831 アズワン ０－２９４－０１サンソマスク成人チューブ付　１個 管理（クラスⅡ）
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口　－　マスク 2101072695489 アズワン ０－７５４５－１４中濃度酸素マスク　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101072368246 アズワン ０－９５９９－１１　酸素吸入マスク　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101072136081 アズワン ０２９４－０３サンソマスク　　小児チューブ付　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444007230 アトムメデ マスク　Ｌ　２００㎝　９３６５０４００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444006325 アトムメデ マスク　Ｌ　２００㎝　９３６５１２００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444007353 アトムメデ マスク　Ｍ　２００㎝　９３６５０５００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444006448 アトムメデ マスク　Ｍ　２００㎝　９３６５１３００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444007117 アトムメデ マスク　Ｍ・ロング　９３６４９９００　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444007476 アトムメデ マスク　Ｓ　２００㎝　９３６５０６００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444007865 アトムメデ マスク　リザーバＬロング　９３６５２０００　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444007988 アトムメデ マスク　リザーバＭロング　９３６５２１００　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444008022 アトムメデ マスク　リザーバーＬ　９３６５２２００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444008145 アトムメデ マスク　リザーバーＭ　９３６５２３００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101444008268 アトムメデ マスク　リザーバーＳ　９３６５２４００　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101504061936 インターメ 非再呼吸マスク　大人用クリア　　　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100433092684 日本光電 ラリンゲルマスク　ソーラス　サイズ１　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100433092714 日本光電 ラリンゲルマスク　ソーラス　サイズ２　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100433092837 日本光電 ラリンゲルマスク　ソーラス　サイズ３　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100433092950 日本光電 ラリンゲルマスク　ソーラス　サイズ４　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101137038886 コヴィデ オキシマスク　　　　ＯＭ－１１－８　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2101520032897 八光 酸素マスク　２６２３００１０　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
口　－　マスク 2100470027779 バイエアＭ ４８１０ＶＳ　麻酔用マスク　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470027892 バイエアＭ ４８２０ＶＳ　麻酔用マスク　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470027922 バイエアＭ ４８３０ＶＳ　麻酔用マスク　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470028059 バイエアＭ ４８４０ＶＳ　麻酔用マスク　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470028172 バイエアＭ ４８５１ＶＳ　麻酔用マスク　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470005692 バイエアＭ ５２１０　麻酔用マスクレギュラー１　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470005722 バイエアＭ ５２２０　麻酔用マスクレギュラー２　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470005845 バイエアＭ ５２３０　麻酔用マスクレギュラー３　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470005968 バイエアＭ ５２４０　麻酔用マスクレギュラー４　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470006095 バイエアＭ ５２４５　麻酔用マスクレギュラー５　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470002578 バイエアＭ ５２５０ＥＵ　麻酔用マスク　レギュラー　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470030397 バイエアＭ ６８００ＥＵ　麻酔用マスク０　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470030427 バイエアＭ ６８１０ＥＵ　麻酔用マスク１　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470006248 バイエアＭ ６８２０　麻酔用マスクフレックス２　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470006361 バイエアＭ ６８３０　麻酔用マスクフレックス３　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470006484 バイエアＭ ６８４０　麻酔用マスクフレックス４　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470006514 バイエアＭ ６８５０　麻酔用マスクフレックス５　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100470006637 バイエアＭ ６８６０　麻酔用マスクフレックス６　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100426359480 村中医療器 ３６７０１１０２酸素マスク№４－０１　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100426308792 村中医療器 ３６７０１２０３高濃度酸素マスク　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100426072747 村中医療器 ５０２０１４２１酸素マスク　成人用　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100426308679 村中医療器 ５０２０１４２３酸素マスク　乳児用　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100426107630 村中医療器 ５０２０１４３８酸素マスク小児用　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
口　－　マスク 2100426115970 村中医療器 ５０２０１４８３酸素マスク乳児用　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
子宮　－　細胞診 2100564001524 あすか製薬 ユイノブラシＥＭ　　　　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
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子宮　－　細胞診 2100429044536 アルフレＭ 八田式頸管ブラシ　　　　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
子宮　－　細胞診 2101504012044 ソフトＭ ソフトブラシＮ　ＳＭ－１４０１　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
子宮　－　子宮用カテーテル 2101030138645 松吉 ソフト卵管造影カテ　ＳＭ－１３０１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
子宮　吸引・排液　羊水吸引カテーテル 2101444012067 アトムメデ 羊水カテーテル２０ｍＬ　９４１４１０００　　　１本 管理（クラスⅡ）
子宮　頸管拡張　ラミナリヤ 2100593006675 東機貿 ３Ｘ５５頸管拡張器ダイラパンＳ　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
歯科　歯科材料　洗浄 2109070294741 テルモ ノンベベル針１８Ｇ　ＮＮ－１８３８Ｎ　５本／シート 一般（クラスⅠ）
歯科　歯科材料　洗浄 2100070292416 テルモ ノンベベル針２２Ｇ　ＮＮ－２２３８Ｎ　５本／シート 一般（クラスⅠ）
耳　－　ディスポ耳鏡 2101504000812 ウェルチア ディスポーザブルスペキュラ５２４３２－ＵＢ　３４個 その他
耳　－　ディスポ耳鏡 2101504000935 ウェルチア ディスポーザブルスペキュラ５２４３４－ＵＢ　３４個 その他
耳　吸引・排液　鼓膜ドレーン 2101504021329 高研 鼓膜ドレイン　Ｂタイプ　糸あり　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
耳　吸引・排液　鼓膜ドレーン 2100426212037 村中医療器 ４７２０２３２０鼓膜ドレイン　Ｂタイプ　　　１個 管理（クラスⅡ）
耳　吸引・排液　鼓膜ドレーン 2100426243246 村中医療器 ４７２０２３２８鼓膜ドレイン　Ｄタイプ　　　　１ 管理（クラスⅡ）
耳鼻咽喉　鼻　― 2100418383745 ニプロ－Ｍ 鼻腔拡張チューブ　ＴＡＴ－１８Ｆ１０　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
耳鼻咽喉　鼻　－ 2100418403474 ニプロ－Ｍ 鼻腔拡張チューブ　ＴＡＴ－１６Ｆ１０　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2109407290811 ＪＭＳ プラ手滅菌　５．０　ＪＧ－ＰＦ５０　　　　　１双 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2109407290781 ＪＭＳ プラ手滅菌　５．５　ＪＧ－ＰＦ５５　　　　　１双 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2109407291726 ＪＭＳ プラ手滅菌　６．０　ＪＧ－ＰＦ６０　　　　　１双 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2100407290542 ＪＭＳ プラ手滅菌　６．５　ＪＧ－ＰＦ６５　　　　　１双 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2100407290665 ＪＭＳ プラ手滅菌　７．０　ＪＧ－ＰＦ７０　　　　　１双 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2100407292126 ＪＭＳ プラ手滅菌　７．５　ＪＧ－ＰＦ７５　　　　　１双 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2100407294212 ＪＭＳ プラ手滅菌　８．０　ＪＧ－ＰＦ８０　　　　　１双 一般（クラスⅠ）
手袋（検査・検診・処置用） 2109418247989 ニプロ－Ｍ プラスチック手袋ＰＦ　６．０　　　　　　　　１双 その他
手袋（検査・検診・処置用） 2109418248023 ニプロ－Ｍ プラスチック手袋ＰＦ　６．５　　　　　　　　１双 その他
手袋（検査・検診・処置用） 2109418248146 ニプロ－Ｍ プラスチック手袋ＰＦ　７．０　　　　　　　　１双 その他
手袋（検査・検診・処置用） 2109418248269 ニプロ－Ｍ プラスチック手袋ＰＦ　７．５　　　　　　　　１双 その他
手袋（検査・検診・処置用） 2109418248382 ニプロ－Ｍ プラスチック手袋ＰＦ　８．０　　　　　　　　１双 その他
手袋（検査・検診・処置用） 2109418248412 ニプロ－Ｍ プラスチック手袋ＰＦ　８．５　　　　　　　　１双 その他
手袋（手術用） 2100407403553 ＪＭＳ ＡＦ・マイクロフィット　６　　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407403799 ＪＭＳ ＡＦ・マイクロフィット　７　　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407403829 ＪＭＳ ＡＦ・マイクロフィット　７・１／２　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407403430 ＪＭＳ ＡＦ・マイクロフィット　５・１／２　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407403676 ＪＭＳ ＡＦ・マイクロフィット　６・１／２　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407403287 ＪＭＳ ＡＦ・マイクロフィット　８・１／２　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407384074 ＪＭＳ ガメックスパウダーフリー　ＳＰ８・１／２　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386672 ＪＭＳ ガメックスパウダーフリーＳＰ５・１／２　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386795 ＪＭＳ ガメックスパウダーフリーＳＰ６　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386948 ＪＭＳ ガメックスパウダーフリーＳＰ７　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407387198 ＪＭＳ ガメックスパウダーフリーＳＰ８　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386825 ＪＭＳ ガメックスパウダーフリーＳＰ６・１／２　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407387075 ＪＭＳ ガメックスパウダーフリーＳＰ７・１／２　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407381462 ＪＭＳ ダーマプレン　ＮＰＳＰ　５５　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407381585 ＪＭＳ ダーマプレン　ＮＰＳＰ　６０　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407381615 ＪＭＳ ダーマプレン　ＮＰＳＰ　６５　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407381738 ＪＭＳ ダーマプレン　ＮＰＳＰ　７０　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407381851 ＪＭＳ ダーマプレン　ＮＰＳＰ　７５　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407381974 ＪＭＳ ダーマプレン　ＮＰＳＰ　８０　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
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手袋（手術用） 2100407382018 ＪＭＳ ダーマプレン　ＮＰＳＰ　８５　　　　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407383824 ＪＭＳ マイクロ・シンパウダーフリーＵＧ５・１／２　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386047 ＪＭＳ マイクロ・シンパウダーフリーＵＧ６　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386160 ＪＭＳ マイクロ・シンパウダーフリーＵＧ６・１／２　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386283 ＪＭＳ マイクロ・シンパウダーフリーＵＧ７　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386313 ＪＭＳ マイクロ・シンパウダーフリーＵＧ７・１／２　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386436 ＪＭＳ マイクロ・シンパウダーフリーＵＧ８　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100407386559 ＪＭＳ マイクロ・シンパウダーフリーＵＧ８・１／２　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2101504072642 東レ・Ｍ センシタッチプロノーパウダＳＧ７０５５Ｎ　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2101504072765 東レ・Ｍ センシタッチプロノーパウダＳＧ７０６０Ｎ　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2101504072888 東レ・Ｍ センシタッチプロノーパウダＳＧ７０６５Ｎ　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2101504072918 東レ・Ｍ センシタッチプロノーパウダＳＧ７０７０Ｎ　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2101504073045 東レ・Ｍ センシタッチプロノーパウダＳＧ７０７５Ｎ　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2101504073168 東レ・Ｍ センシタッチプロノーパウダＳＧ７０８０Ｎ　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100486147553 トップ メディトップ手術用Ｇ　ＰＦ　６．０　　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100418391849 ニプロ－Ｍ サージカルハンド　ＰＦ　５．５－０．１８　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100418391962 ニプロ－Ｍ サージカルハンド　ＰＦ　６－０．１８　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100418392099 ニプロ－Ｍ サージカルハンド　ＰＦ　６．５－０．１８　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100418392129 ニプロ－Ｍ サージカルハンド　ＰＦ　７－０．１８　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100418392242 ニプロ－Ｍ サージカルハンド　ＰＦ　７．５－０．１８　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2100418392365 ニプロ－Ｍ サージカルハンド　ＰＦ　８－０．１８　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2109475017884 メドライン プロテキシスＰＩニューセラ　６．０　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2109475017914 メドライン プロテキシスＰＩニューセラ　６．５　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
手袋（手術用） 2109475018041 メドライン プロテキシスＰＩニューセラ　７．０　　　　　１双 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2109407250563 ＪＭＳ 鈍針　　　　　　ＪＳ－ＮＤ２１２５　　５本／セット 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2109407250716 ＪＭＳ 鈍針　　　　　　ＪＳ－ＮＤ２２２５　　５本／セット 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2109407250440 ＪＭＳ 鈍針　　　　　　ＪＳ－ＮＤ２３２５　　５本／セット 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2109407250686 ＪＭＳ 鈍針　　　　　　ＪＳ－ＮＤ２５２５　　５本／セット 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2100034170965 大　塚 局所洗浄用ノズル　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2100418224482 ニプロ－Ｍ ブラント針　　　　　１８ＧＸ１　１／２　　５本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2100418253123 ニプロ－Ｍ ブラント針　　　　　２１ＧＸ１　１／２　　５本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2100418278836 ニプロ－Ｍ ブラント針　　　　　２３ＧＸ１　１／４　　５本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2100418284691 ニプロ－Ｍ ブラント針　　　　　２５ＧＸ１　１／２　　５本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　－ 2100418248532 ニプロ－Ｍ ブラント針　　　　　２７ＧＸ１　１／２　　５本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109678060076 オオサキＭ 滅菌Ｙカットガーゼ　ＳＣＣ１０８－１　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109678059667 オオサキＭ 滅菌ＹカットガーゼＳＣＣ３０１６－１　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109678059544 オオサキＭ 滅菌Ｙカットガーゼ　ＳＣＣ３０８－１　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109678059780 オオサキＭ 滅菌メディガーゼ　ＴＳ４－１０　　　　１０枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109678057724 オオサキＭ 滅Ｓガーゼコメ２＊２０　２折１０ＳＭ　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100678055482 オオサキＭ 滅菌ディスポーゼⅢ　Ｓ３０１２－１　　　　　１袋 一般（クラスⅠ）

追加分 消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100131211615 川本産業 滅菌医療ガーゼＳ　№７１６１　　　　　　　　１０枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100131207816 川本産業 滅菌ケーパイン　№７１６５　　　　　　　１０枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100131203122 川本産業 滅菌ネオガーゼＣ　Ｙ　７．５Ｘ１０　　　　　１０枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100131204938 川本産業 滅菌ネオガーゼＣ　Ｙ７．５Ｘ７．５　　　　　１０枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100277088768 サンメディ カコーカットガーゼ滅菌　Ｓ　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100094290979 白十字 Ｙガーゼ　７．５Ｘ７．５　滅菌　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100094290856 白十字 ステラーゼ　１０Ｘ１０　滅菌　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100094290467 白十字 ステラーゼ　５Ｘ５　滅菌　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100094290733 白十字 ステラーゼ　７．５Ｘ１０　滅菌　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100094290610 白十字 ステラーゼ　７．５Ｘ７．５　滅菌　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094205044 白十字 マルチテトラーゼ　№２－１０枚　　　　　１０枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094216774 白十字 マルチテトラーゼ　№２－２枚　　　　　　　２枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094204887 白十字 マルチテトラーゼ　№２－３枚　　　　　　　３枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100094204914 白十字 マルチテトラーゼ　№２－５枚　　　　　　　５枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094205280 白十字 マルチテトラーゼ　№３－１０枚　　　　　１０枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094232972 白十字 マルチテトラーゼ　№３－１枚　滅　　　　　１枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2100094205553 白十字 マルチテトラーゼ　№３－２枚　　　　　　　２枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094205433 白十字 マルチテトラーゼ　№４－１０枚　　　　　１０枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094216651 白十字 マルチテトラーゼ　№４－２枚　　　　　　　２枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ガーゼ 2109094205310 白十字 マルチテトラーゼ　№４－５枚　　　　　　　５枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100408000980 Ｊ＆Ｊ エラスチコン１１０４１　１インチ　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100408001024 Ｊ＆Ｊ エラスチコン１１０４２　２インチ　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100408001147 Ｊ＆Ｊ エラスチコン１１０４３　３インチ　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407040994 ＪＭＳ メディカルバン２００　ＪＴ－２００Ｎ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407036713 ＪＭＳ メディカルバン２１０　ＪＴ－２１０Ｎ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407135614 ＪＭＳ メディカルバン２２０　ＪＴ－２２０Ｎ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407021283 ＪＭＳ メディカルバン３００　ＪＴ－３００　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407017514 ＪＭＳ メディカルバン６００　ＪＴ－６００　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407065560 ＪＭＳ メディカルバン６１０　ＪＴ－６１０　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407065683 ＪＭＳ メディカルバン６２０　ＪＴ－６２０　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407155339 ＪＭＳ メディカルバン６３０　ＪＴ－６３０　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407030957 ＪＭＳ メディカルバン７００　ＪＴ－７００Ｎ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407028978 ＪＭＳ メディカルバン７１０　ＪＴ－７１０Ｎ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407065836 ＪＭＳ メディカルバン７２０　ＪＴ－７２０Ｎ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407153489 ＪＭＳ メディカルバン７３０　ＪＴ－７３０Ｎ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407086190 ＪＭＳ メディカルバン８００　ＪＴ－８００　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407087012 ＪＭＳ メディカルバン８１０　ＪＴ－８１０　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407087524 ＪＭＳ メディカルバン８２０　ＪＴ－８２０　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407124519 ＪＭＳ メディカルバン９００　ＪＴ－９００　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407124632 ＪＭＳ メディカルバン９１０　ＪＴ－９１０　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100407124755 ＪＭＳ メディカルバン９２０　ＪＴ－９２０　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100449038454 アルケア シルキーライト０．５号　１１９７１　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100449038577 アルケア シルキーライト１号　１１９７２　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131167790 川本産業 キノエイドかみばん　３１６０　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131167431 川本産業 キノエイドフレックス　３２０１　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131167554 川本産業 キノエイドフレックス　３２０２　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131167677 川本産業 キノエイドフレックス　３２０５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131151751 川本産業 優肌絆ＧＳ　　　　　３２８１　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131151997 川本産業 優肌絆ＧＳ　　　　　３２８５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131151874 川本産業 優肌絆ＧＳ　　　　　３２８２　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131158668 川本産業 優肌絆アルファ　　　３５２５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131089313 川本産業 優肌絆アルファ　３５２１　　　　　　　　　　１巻 その他
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消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131113117 川本産業 優肌絆アルファ　３５２２　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131158781 川本産業 優肌絆不織布（肌）　３２５５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131054045 川本産業 優肌絆不織布（白）３２６１　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131054168 川本産業 優肌絆不織布（白）３２６２　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131087463 川本産業 優肌絆不織布（スキン３２７１　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131087586 川本産業 優肌絆不織布（スキン３２７２　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131065652 川本産業 優肌絆不織布（肌）３２５１　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131062026 川本産業 優肌絆不織布（肌）３２５２　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131053765 川本産業 優肌絆プラスチック　３５１１　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131053888 川本産業 優肌絆プラスチック　３５１２　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100131119232 川本産業 優肌絆プラスチック　３５１５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2101165004280 共和 カブレステープＵ　　ＬＭＢ１９１０２ＵＮ　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2101165014470 共和 カブレステープＵ　　ＬＭＢ１９１１１ＵＮ　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2101165004310 共和 カブレステープＵ　　ＬＭＢ１９１１２ＵＮ　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2101165002736 共和 カブレステープＵ　ＬＭＢ１９１０６ＵＮ　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2101165004679 共和 カブレステープＵ　ＬＭＢ１９１２０ＵＮ　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104115148 スリーエム サクッと楽ニ切レルテープ　３９６９－２　　　　　１ その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104115261 スリーエム サクッと楽ニ切レルテープ３９６９ＳＰ０　　　　　１ その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104115384 スリーエム サクッと楽ニ切レルテープ３９６９ＳＰ１　　　　　１ その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104079181 スリーエム シリコーンテープ　２７７０－１　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104079211 スリーエム シリコーンテープ　２７７０－２　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104001861 スリーエム デュラポア　１５３８－２　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104001984 スリーエム デュラポア　１５３８－３　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041720 スリーエム デュラポア　１５３８ＳＰ－０　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041843 スリーエム デュラポア　１５３８ＳＰ－１　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104001472 スリーエム トランスポア　１５２７－２　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104001595 スリーエム トランスポア　１５２７－３　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041188 スリーエム トランスポア　１５２７ＳＰ－０　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041218 スリーエム トランスポア　１５２７ＳＰ－１　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104052559 スリーエム トランスポアホワイト　１５３４－２　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104052672 スリーエム トランスポアホワイト　１５３４－３　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104061179 スリーエム トランスポアホワイト　１５３４ＳＰ－０　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104061292 スリーエム トランスポアホワイト　１５３４ＳＰ－１　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104000956 スリーエム ブレンダーム　１５２５－０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104001083 スリーエム ブレンダーム　１５２５－１　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104001113 スリーエム ブレンダーム　１５２５－２　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104004985 スリーエム マイクロフォーム　１５２８－１　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104005029 スリーエム マイクロフォーム　１５２８－２　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104005265 スリーエム マイクロフォーム　１５２８－３　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104000321 スリーエム マイクロポア　１５３０－２　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104000444 スリーエム マイクロポア　１５３０－３　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041331 スリーエム マイクロポア　１５３０ＳＰ－０　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041454 スリーエム マイクロポア　１５３０ＳＰ－１　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041577 スリーエム マイクロポア　１５３３ＳＰ－０　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104041690 スリーエム マイクロポア　１５３３ＳＰ－１　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104087162 スリーエム マルチポア　　　　　３７３０－５０　　　　　１巻 その他
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消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2109104086885 スリーエム マルチポア　　　　　２７４３Ｂ－５０　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104087797 スリーエム マルチポア　　　　　３７３０－１２．５　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104084949 スリーエム マルチポア　３７３０－３７．５　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104089524 スリーエム マルチポア　３７３０－１００　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104090322 スリーエム マルチポア　３７３０－２５　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100104089494 スリーエム マルチポア　３７３０－７５　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160010241 ニチバン アンダーラップテープ　Ｕ７０　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160001744 ニチバン 紙バン　№９－１０　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160008262 ニチバン キープシルク　№１２　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160012962 ニチバン キープシルク　№２５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160013242 ニチバン キープシルク　№５０　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160013365 ニチバン キープシルク　№７５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160012450 ニチバン キープポアＡ　№１２　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160024859 ニチバン キープポアＡ　№１８　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160012573 ニチバン キープポアＡ　№２５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160012696 ニチバン キープポアＡ　№５０　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160010876 ニチバン サージカルテープ－２１Ｎ　№１２　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160019992 ニチバン サージカルテープ－２１Ｎ　№１８　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160010999 ニチバン サージカルテープ－２１Ｎ　№２５　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160011033 ニチバン サージカルテープ－２１Ｎ　№５０　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160011156 ニチバン サージカルテープ－２１Ｎ　№７５　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160024583 ニチバン サージカルテープ・ハダ　№１２　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160021070 ニチバン サージカルテープ・ハダ　№２５　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160026044 ニチバン スキナゲート　ＳＧ１２　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160025917 ニチバン スキナゲート　ＳＧ２５　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160026167 ニチバン スキナゲート　ＳＧ５０　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160033981 ニチバン スキナゲートスパット　ＳＧＳ１２　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160034025 ニチバン スキナゲートスパット　ＳＧＳ２５　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160034148 ニチバン スキナゲートスパット　ＳＧＳ５０　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160022138 ニチバン ソフポア　№２５　　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160024972 ニチバン ソフポア　№３８　　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160023432 ニチバン ソフポア　№５０　　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160009719 ニチバン テーピングテープ　Ｃ－３８　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160009832 ニチバン テーピングテープ　Ｃ－５０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160009443 ニチバン テーピングテープ　ＣＨ－１２　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160009566 ニチバン テーピングテープ　ＣＨ－１９　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160009689 ニチバン テーピングテープ　ＣＨ－２５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160009955 ニチバン テーピングテープ　Ｅ２５　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160010098 ニチバン テーピングテープ　Ｅ５０　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100160010128 ニチバン テーピングテープ　Ｅ７５　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092007456 祐　徳 サージカルテープ　№１２　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092007579 祐　徳 サージカルテープ　№２５　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092007692 祐　徳 サージカルテープ　　№５０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092002482 祐　徳 サープ　　　　　　　№５０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092002246 祐　徳 サープ　№１２　　　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092002369 祐　徳 サープ　№２５　　　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
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消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092005483 祐　徳 テープポア　　　　　№５０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092005247 祐　徳 テープポア　№１２　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　サージカルテープ 2100092005360 祐　徳 テープポア　№２５　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　ディスポ鑷子・鉗子 2100131160494 川本産業 滅菌ディスポピンセット　Ｌ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ディスポ鑷子・鉗子 2100131061869 川本産業 滅菌ディスポピンセット　Ｍ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ディスポ鑷子・鉗子 2100131090081 川本産業 滅菌ディスポピンセット　Ｓ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ディスポ鑷子・鉗子 2109094227091 白十字 ディスポピンセット　滅菌　　　　　　　　　　１本 その他
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109407160558 ＪＭＳ レスピエード　　　　ＪＴ－Ｒ０４５０　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109407098356 ＪＭＳ レスピエード　　　　ＪＴ－Ｒ０６６５　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109407088289 ＪＭＳ レスピエード　　　　ＪＴ－Ｒ１０１２　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100407116026 ＪＭＳ レスピエード　　　　ＪＴ－Ｒ１５１８　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101399000355 ＫＣＩ バイオクルーシブＰｌｕｓ　１０Ｘ１２㎝　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101399000232 ＫＣＩ バイオクルーシブＰｌｕｓ　１５Ｘ２０㎝　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101399000478 ＫＣＩ バイオクルーシブＰｌｕｓ　２０Ｘ３０㎝　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155004944 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　４００６　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155007433 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　４６４９　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155004678 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　４６５４　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155004791 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　４９２４　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155011621 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　５９４１００８２　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155011744 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　５９４１０８８２　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155011591 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　６６００４００９　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155012536 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　　　　６６００４０１１　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155004166 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　４００７　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155004289 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　４００８　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155002070 Ｓ＆ネフュ ＩＶ３０００　４９７３　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155006495 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７０８　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155006525 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７０９　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155006648 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７１０　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155006761 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７１２　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155006887 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７１３　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155006914 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７１４　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155007041 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７１５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155007164 Ｓ＆ネフュ オプサイト　Ｐｏｓｔ－ＯｐⅡ　０７１６　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155025458 Ｓ＆ネフュ オプサイト　インサイス　４９７５　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155005347 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ウンド　４６２８　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155005460 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ウンド　４６３０　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155001940 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ウンド　４６３１　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155005580 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ウンド　４６３２　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022211 Ｓ＆ネフュ キュティフィルムＥＸ　Ｌ　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022181 Ｓ＆ネフュ キュティフィルムＥＸ　Ｍ　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022068 Ｓ＆ネフュ キュティフィルムＥＸ　Ｓ　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155021931 Ｓ＆ネフュ キュティフィルムＥＸ　ＳＳ　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155024154 Ｓ＆ネフュ キュティプラストステライル　　Ｌ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155024277 Ｓ＆ネフュ キュティプラストステライル　　ＬＬ　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155024031 Ｓ＆ネフュ キュティプラストステライル　　Ｍ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023997 Ｓ＆ネフュ キュティプラストステライル　　Ｓ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023874 Ｓ＆ネフュ キュティプラストステライル　　ＳＳ　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023485 Ｓ＆ネフュ キュティポア　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022846 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　Ｌ　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023096 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　Ｌロング　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022723 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　Ｍ　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022693 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　Ｓ　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022570 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　ＳＳ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155022969 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　Ｓロング　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023249 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　カテ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023126 Ｓ＆ネフュ キュティポアプラス　マル　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023515 Ｓ＆ネフュ キュティポア　　Ｍ　　　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023362 Ｓ＆ネフュ キュティポア　　ＳＳ　　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023638 Ｓ＆ネフュ キュティポア　　Ｌ　　　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155023751 Ｓ＆ネフュ キュティポア　　ＬＬ　　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155010686 Ｓ＆ネフュ プリマポア　　　　　６６０００３１８　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155010839 Ｓ＆ネフュ プリマポア　　　　　６６０００３２０　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155010952 Ｓ＆ネフュ プリマポア　　　　　６６０００３２１　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155025335 Ｓ＆ネフュ プリマポア　　　　　６６００７１４０　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155010563 Ｓ＆ネフュ プリマポア　６６０００３１７　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155010716 Ｓ＆ネフュ プリマポア　６６０００３１９　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155005859 Ｓ＆ネフュ プリマポア　７１３３　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155003251 Ｓ＆ネフュ プリマポア　７１３５　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155003640 Ｓ＆ネフュ メロリン　滅菌　　　４９３９　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100155005191 Ｓ＆ネフュ メロリン　　滅菌　　４９３３（４９４１）　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109155012925 Ｓ＆ネフュ メロリン　滅菌　　　４９３２（４９４０）　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449237826 アルケア エスアイエイド・メッシュ３号　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449237949 アルケア エスアイエイド・メッシュ５号　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449238076 アルケア エスアイエイド・メッシュ７号　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449237673 アルケア エスアイエイド１０号　１８７５４　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449237796 アルケア エスアイエイド１１号　１８７５５　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449225543 アルケア エスアイエイド３号　１８７５１　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449225666 アルケア エスアイエイド５号　１８７５２　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449225789 アルケア エスアイエイド７号　１８７５３　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449151610 アルケア カラヤヘッシブ　Ｂ－４　１５１９２　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449206464 アルケア カラヤヘッシブ　Ｃ－２　１５１８５　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449151191 アルケア カラヤヘッシブ　Ｃ－３　１５１８１　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449151467 アルケア カラヤヘッシブ　Ｃ－１２　１５１８４　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449151221 アルケア カラヤヘッシブ　Ｃ－６　１５１８２　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449241984 アルケア クリアヘッシブ３号　１９３８２　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449059988 アルケア シルキーポアドレッシング　１２００２　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060035 アルケア シルキーポアドレッシング　１２００３　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060158 アルケア シルキーポアドレッシング　１２００４　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060271 アルケア シルキーポアドレッシング　１２００５　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060394 アルケア シルキーポアドレッシング　１２００６　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060424 アルケア シルキーポアドレッシング　１２００７　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449142069 アルケア シルキポアドレッシング１５５７１・１２００８　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449142182 アルケア シルキポアドレッシング１５５７２・１２００１　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449142212 アルケア デルマポアドレッシン１　１５５６１・１１９９１　１ 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449142335 アルケア デルマポアドレッシン２　１５５６２・１１９９２　１ 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060660 アルケア デルマポアドレッシング３　１１９９３　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060783 アルケア デルマポアドレッシング４　１１９９４　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060813 アルケア デルマポアドレッシング５　１１９９５　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449060936 アルケア デルマポアドレッシング６　１１９９６　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449061063 アルケア デルマポアドレッシング７　１１９９７　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449061186 アルケア デルマポアドレッシング８　１１９９８　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449190148 アルケア マルチフィックス　１号　１６３８６　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449164262 アルケア マルチフィックス　２号　１６３８１　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449164385 アルケア マルチフィックス　３号　１６３８２　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449164415 アルケア マルチフィックス　４号　１６３８３　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449164535 アルケア マルチフィックス　５号　１６３８４　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449164658 アルケア マルチフィックス　６号　１６３８５　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449164771 アルケア マルチフィックス　Ｓ－２号　１６３９１　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109449179426 アルケア マルチフィックスパッド２号１６９２１　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449179546 アルケア マルチフィックスパッド３号　１６９２２　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449179669 アルケア マルチフィックスパッド４号　１６９２３　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449179782 アルケア マルチフィックスパッド５号　１６９２４　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449179812 アルケア マルチフィックスパッド６号　１６９２５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100449179935 アルケア マルチフィックスパッド７号　１６９２６　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131167820 川本産業 パーミエイドＩＶ　１２０４　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131167943 川本産業 パーミエイドＩＶ　１２０７　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131168193 川本産業 パーミエイドＩＶ　１２１０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131168070 川本産業 パーミエイドＩＶ　１２６７Ｖ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131081072 川本産業 パーミエイドＳ　　　１１１０　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109131090626 川本産業 優肌パッド　　　　　１５０８　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131054281 川本産業 優肌パッド　１５１０　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131158811 川本産業 優肌パッド　滅菌　１５１２　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131158934 川本産業 優肌パッド　滅菌　１５１６　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131159061 川本産業 優肌パッド　滅菌　１５２０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131159184 川本産業 優肌パッド　滅菌　１５２５　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109131081341 川本産業 優肌パーミエイド　　１４０９　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109131081464 川本産業 優肌パーミエイド　　１４１０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131081614 川本産業 優肌パーミエイド　　１４２５　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131081584 川本産業 優肌パーミエイド　１４１３　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131167165 川本産業 優肌パーミエイドピロー　１２０６　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131079758 川本産業 優肌パーミパッド　　１６０９　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131079871 川本産業 優肌パーミパッド　　１６１１　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131142353 川本産業 優肌パーミパッド　１６１３　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131167288 川本産業 優肌パーミパッド　１６１７　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131167318 川本産業 優肌パーミパッド　１６２１　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100131150181 川本産業 優肌パーミパッド　１６２５　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165019956 共和 エアウォールＩＶ　　№１０１２Ｒ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165019567 共和 エアウォールＩＶ　　№４０５０Ｒ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165019680 共和 エアウォールＩＶ　　№６０７０Ｒ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165019710 共和 エアウォールＩＶ　　№６０９０Ｒ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165019833 共和 エアウォールＩＶ　　№８０１０Ｒ　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165000527 共和 ドレッシングテープ　№１００　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165000640 共和 ドレッシングテープ　№１５０　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165003016 共和 ドレッシングテープ　№２００　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165000497 共和 ドレッシングテープ　№５０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165001043 共和 粘着パッド　　　　　№１００　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165001166 共和 粘着パッド　　　　　№１１０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165001289 共和 粘着パッド　　　　　№１２０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165000763 共和 粘着パッド　　　　　№５０　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165000886 共和 粘着パッド　　　　　№６０　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165000916 共和 粘着パッド　　　　　№８０　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165003252 共和 フィルフィックス　　№１００　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165000251 共和 フィルフィックス　　№５０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165003139 共和 フィルフィックス　　№８０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165002347 共和 フィルフィックスプラス　№５０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101165003498 共和 フィルフィックスプラス　№６０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104090711 スリーエム テガダーム　１６７９　１０×１１．５　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104090568 スリーエム テガダーム　９５４６ＨＰ　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104082580 スリーエム テガダーム　１６１０　５Ｘ５．７　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104064715 スリーエム テガダーム　１６１４　６Ｘ７　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104040542 スリーエム テガダーム　１６２０　６Ｘ７　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104040665 スリーエム テガダーム　１６２１　１０Ｘ１２　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104023439 スリーエム テガダーム　１６２２Ｗ　４．４Ｘ４．４　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104075155 スリーエム テガダーム　１６２２Ｗ　ＨＤ　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104040788 スリーエム テガダーム　１６２３Ｗ　６Ｘ７　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104067716 スリーエム テガダーム　１６２６　１０Ｘ１２　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104014786 スリーエム テガダーム　１６２７　１０Ｘ２５　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104014816 スリーエム テガダーム　１６２９　２０Ｘ３０　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104042751 スリーエム テガダーム　１６３３　７Ｘ８．５　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104067686 スリーエム テガダーム　１６３４　６Ｘ７　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104042874 スリーエム テガダーム　１６３５　８．５Ｘ１０．５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104090681 スリーエム テガダーム　１６７４　４．４×４．４　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104092920 スリーエム テガダーム　１６８１　７Ｘ８　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104093170 スリーエム テガダーム　１６８３　６．５Ｘ７　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104086257 スリーエム テガダーム　１６８５　８．５Ｘ１１．５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104086496 スリーエム テガダーム　１６８６　１０Ｘ１２　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104086373 スリーエム テガダーム　１６８８　１０Ｘ１２　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104087551 スリーエム テガダーム　１６８９　１０Ｘ１５．５　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104025525 スリーエム テガダーム　３５８２　５Ｘ７　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104025648 スリーエム テガダーム　３５８４　６Ｘ１０　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104025761 スリーエム テガダーム　３５８６　９Ｘ１０　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104025884 スリーエム テガダーム　３５８７　９Ｘ１０．５　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104025914 スリーエム テガダーム　３５８９　９Ｘ１５　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104026041 スリーエム テガダーム　３５９０　９Ｘ２０　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
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消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104026164 スリーエム テガダーム　３５９１　９Ｘ２５　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104026287 スリーエム テガダーム　３５９３　９Ｘ３５　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104079962 スリーエム テガダーム　９５１９ＨＰ　６Ｘ６　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104054768 スリーエム テガダーム　９５４３ＨＰ　１１Ｘ１２　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104056611 スリーエム テガダーム　Ｗ８５１２　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104045636 スリーエム テガダーム　９５０５Ｗ（１６２４Ｗ）　６Ｘ７　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104044578 スリーエム テガダーム９５０６Ｗ（１６２６Ｗ）１０Ｘ１２　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104065986 スリーエム テガダーム９５３４ＳＰ（９５３４ＨＰ）６Ｘ７　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104060776 スリーエム テガダーム９５３６ＳＰ・９５３６ＨＰ１０Ｘ１２　１ 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104085192 スリーエム テガダームＣＦ　１６８４　６Ｘ７　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104094740 スリーエム テガダームＣＨＧ　１６５７Ｒ　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104094863 スリーエム テガダームＣＨＧ　１６５８Ｒ　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104094986 スリーエム テガダームＣＨＧ　１６５９Ｒ　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100104095020 スリーエム テガダームＣＨＧ　１６６０Ｒ　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104054914 スリーエム メディポア　３５６２Ｅ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104055041 スリーエム メディポア　３５６４Ｅ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104055164 スリーエム メディポア　３５６６Ｅ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104061714 スリーエム メディポア　３５６９Ｅ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104061837 スリーエム メディポア　３５７０Ｅ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104061950 スリーエム メディポア　３５７１Ｅ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109104062087 スリーエム メディポア　３５７３Ｅ　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082766 テルモＢＳ パッド付フィルム　　　　ＪＷ－ＬＭＰ０８１５　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082889 テルモＢＳ パッド付フィルム　　　　ＪＷ－ＬＭＰ１０２０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082919 テルモＢＳ パッド付フィルム　　　　ＪＷ－ＬＭＰ１０２５　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083046 テルモＢＳ パッド付フィルム　　　　ＪＷ－ＬＭＰ１０３０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082520 テルモＢＳ パッド付フィルム　　　　ＪＷ－ＬＭＰ０５０７　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082643 テルモＢＳ パッド付フィルム　　　　ＪＷ－ＬＭＰ０８１０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083435 テルモＢＳ パッド付不織布　　　　　ＪＷ－ＬＭＮ０８１５　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083558 テルモＢＳ パッド付不織布　　　　　ＪＷ－ＬＭＮ１０２０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083671 テルモＢＳ パッド付不織布　　　　　ＪＷ－ＬＭＮ１０２５　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083794 テルモＢＳ パッド付不織布　　　　　ＪＷ－ＬＭＮ１０３０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083824 テルモＢＳ パッド付不織布　　　　　ＪＷ－ＬＭＮ１０３５　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083282 テルモＢＳ パッド付不織布　　　　　ＪＷ－ＬＭＮ０５０７　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109083312 テルモＢＳ パッド付不織布　　　　　ＪＷ－ＬＭＮ０８１０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109081851 テルモＢＳ フィルムドレッシング　　ＪＷ－ＬＭＴ１０２５　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109081738 テルモＢＳ フィルムドレッシング　　ＪＷ－ＬＭＴ１１１４　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109081974 テルモＢＳ フィルムドレッシング　　ＪＷ－ＬＭＴ１５２０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109081462 テルモＢＳ フィルムドレッシング　　ＪＷ－ＬＭＴ０５０７　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109081585 テルモＢＳ フィルムドレッシング　　ＪＷ－ＬＭＴ０８１０　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109081615 テルモＢＳ フィルムドレッシング　　ＪＷ－ＬＭＴ１０１２　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082131 テルモＢＳ ロイコメドＩＶフィルム　ＪＷ－ＬＭＶ０４０４　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082254 テルモＢＳ ロイコメドＩＶフィルム　ＪＷ－ＬＭＶ０６０８　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082377 テルモＢＳ ロイコメドＩＶフィルム　ＪＷ－ＬＭＶ０７０９　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100109082490 テルモＢＳ ロイコメドＩＶフィルム　ＪＷ－ＬＭＶ０８１１　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160031772 ニチバン カテリーパッドマイルド　０５０８　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160031895 ニチバン カテリーパッドマイルド　０６１０　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160031925 ニチバン カテリーパッドマイルド　０８１２　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160032175 ニチバン カテリーパッドマイルド　０９１５　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160033622 ニチバン カテリーパッドマイルド　０９２７　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160033592 ニチバン カテリーパッドマイルド　０９３３　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160032298 ニチバン カテリーパッドマイルド　０９２１　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160032052 ニチバン カテリーパッドマイルド　１２１２　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109160033236 ニチバン カテリープＦＳタブ　№４０５　　　　　　　２枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160034650 ニチバン カテリープラス　ＣＰＳ１８２０　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109160035322 ニチバン カテリープラス　ＣＰＳ０２０３　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109160034264 ニチバン カテリープラス　ＣＰＳ０４０５　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109160034387 ニチバン カテリープラス　ＣＰＳ０６０８　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109160034417 ニチバン カテリープラス　ＣＰＳ０８１１　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109160034530 ニチバン カテリープラス　ＣＰＳ１１１４　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160035954 ニチバン カテリープラスＩ．Ｖ．　ＩＶ０６０８　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160036081 ニチバン カテリープラスＩ．Ｖ．　ＩＶ０８１１　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160035565 ニチバン カテリープラスパッド　ＣＰＳＰ０６１０　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160035718 ニチバン カテリープラスパッド　ＣＰＳＰ０９１５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160035831 ニチバン カテリープラスパッド　ＣＰＳＰ０９２１　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160035442 ニチバン カテリープラスパッド　ＣＰＳＰ０５０８　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100160035688 ニチバン カテリープラスパッド　ＣＰＳＰ０８１２　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109418339455 ニプロ－Ｍ サージット１０ＩＶＮ　ＮＳＤ１０－ＩＶＮ－１　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109418339578 ニプロ－Ｍ サージット１０ＩＶＮ　ＮＳＤ１０－ＩＶＮ－２　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109418339691 ニプロ－Ｍ サージット１０ＩＶＮ　ＮＳＤ１０－ＩＶＮ－３　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109418281846 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ－１　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109418276354 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ－２　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418406741 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ－ＩＮＴ　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418393034 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ３－１　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418393157 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ３－２　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418393270 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ３－３　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418393393 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ３－４　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418393423 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ３－５　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418392990 ニプロ－Ｍ サージット３０　ＮＳＤ３－Ｆ　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109418132537 ニプロ－Ｍ サージットＰ　ＮＳＤＰ－２　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2109418132650 ニプロ－Ｍ サージットＰ　ＮＳＤＰ－３　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418132770 ニプロ－Ｍ サージットＰ　ＮＳＤＰ－４　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418393669 ニプロ－Ｍ ニプロエンパッド　Ｍ－５０　　　　　２枚／１シート 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2100418393812 ニプロ－Ｍ ニプロエンパッド　Ｓ－６０　　　　　３枚／１シート 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101030279348 松吉 メピフォーム　４Ｘ３０㎝　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101030156274 松吉 メピレックストランスファー　１０Ｘ１２㎝　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101030156397 松吉 メピレックストランスファー　１５Ｘ２０㎝　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　ドレッシング 2101030156427 松吉 メピレックストランスファー　２０Ｘ５０㎝　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109449061219 アルケア デルマエイド１号　１１９８１　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109449061332 アルケア デルマエイド２号　１１９８２　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109449061455 アルケア デルマエイド４号　１１９８３　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109449061578 アルケア デルマエイド６号　１１９８４　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109449061691 アルケア デルマエイド８号　１１９８５　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2101181090489 シグマック アンダーパッドＣ　　Ｐ４３６０　　　　　　　２５枚 その他
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100104004114 スリーエム レストン　１５６０Ｍ　　　　　　　　　　　　１枚 その他
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100104004237 スリーエム レストン　１５６１Ｈ　　　　　　　　　　　　１枚 その他
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100104015578 スリーエム レストン２　２８５１Ｈ　　　　　　　　　　　２枚 その他
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100160023319 ニチバン エラストン　№１２５　　　　　　　　　　　　２枚 その他
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100160023289 ニチバン エラストン　№２５０　　　　　　　　　　　　１枚 その他
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109094157855 白十字 シングルパッドＡ１５１５　滅菌済　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109094157978 白十字 シングルパッドＡ１５３０　滅菌済　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100094158019 白十字 シングルパッドＡ２０２０　滅菌済　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109094158135 白十字 シングルパッドＡ２６３０　滅菌済　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2109094157732 白十字 シングルパッドＡ７５２０　滅菌済　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100094264611 白十字 モイスキンパッド　Ｍｉｎｉ　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100094248772 白十字 モイスキンパッド　１５１５　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100094248895 白十字 モイスキンパッド　１５３０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100094248536 白十字 モイスキンパッド　７５１０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100094248659 白十字 モイスキンパッド　７５２０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　パッド 2100094248925 白十字 モイスキンパッド　２６３０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　非固着性ガーゼ 2100094226572 白十字 トレックスＣ　　　　№１　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　非固着性ガーゼ 2100094226695 白十字 トレックスＣ　　　　№２　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　非固着性ガーゼ 2100094192983 白十字 トレックスＣ　　　　№３　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　非固着性ガーゼ 2100094263799 白十字 トレックスＣ　　　　№４　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　非固着性ガーゼ 2100094191443 白十字 トレックスガーゼ　　　　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　非固着性ガーゼ 2100094276621 白十字 トレックスＣ　　　　№５　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449032186 アルケア エラスコット２号　１１６２１　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449032216 アルケア エラスコット３号　１１６２２　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449032339 アルケア エラスコット４号　１１６２３　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449032452 アルケア エラスコット７号　１１６２４　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449249560 アルケア エラスコット・テンションガイドＴＧ－４　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449037938 アルケア エラテックス１０号　１１８８５　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449037549 アルケア エラテックス３号　１１８８１　　　　　　　２巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449037665 アルケア エラテックス４号　１１８８２　　　　　　２巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449037785 アルケア エラテックス５号　１１８８３　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449037815 アルケア エラテックス７号　１１８８４　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449192088 アルケア サポート１号　１７１６１　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449192118 アルケア サポート２号　１７１６２　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449192231 アルケア サポート３号　　　　１７１６３　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449108621 アルケア シルキーテックスＥ１号　１３６７１　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449108744 アルケア シルキーテックスＥ３号　１３６７２　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449108867 アルケア シルキーテックスＥ４号　１３６７３　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449108980 アルケア シルキーテックスＥ５号　１３６７４　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449109024 アルケア シルキーテックスＥ７号　１３６７５　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449152525 アルケア シルキーテックスＨ　５　１５３４４　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449152252 アルケア シルキーテックスＨ　１　１５３４１　　　４巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449152375 アルケア シルキーテックスＨ　３　１５３４２　　　２巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449035722 アルケア シルキーテックスベージュ３　１１９０１　　２巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449036122 アルケア シルキーテックスベージュ１０　１１９０５　　１巻 その他
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消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449035845 アルケア シルキーテックスベージュ４　１１９０２　２巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449035965 アルケア シルキーテックスベージュ５　１１９０３　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449036092 アルケア シルキーテックスベージュ７　１１９０４　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449037426 アルケア シルキーテックスホワイト１０　１１８９６　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449036996 アルケア シルキーテックスホワイト１　１１８９１　　４巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449037030 アルケア シルキーテックスホワイト３　１１８９２　　　２巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449037153 アルケア シルキーテックスホワイト４　１１８９３　　　２巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449037273 アルケア シルキーテックスホワイト５　１１８９４　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449037396 アルケア シルキーテックスホワイト７　１１８９５　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449109536 アルケア シルキーポアＥ　１０号　１３８８４　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449109260 アルケア シルキーポアＥ　３号　１３８８１　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449109413 アルケア シルキーポアＥ　７号　１３８８３　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449109383 アルケア シルキーポアＥ　５号　１３８８２　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449153041 アルケア シルキーポアＨ　５　１５３５３　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449035330 アルケア シルキーポアベージュ１０　１１９３４　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449035067 アルケア シルキーポアベージュ３　１１９３１　　　　２巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449035187 アルケア シルキーポアベージュ５　１１９３２　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449035217 アルケア シルキーポアベージュ７　１１９３３　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449036248 アルケア シルキーポアホワイト１　１１９２１　　　　４巻／箱 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449036634 アルケア シルキーポアホワイト１０　１１９２５　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449036757 アルケア シルキーポアホワイト１５　１１９２６　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109449036361 アルケア シルキーポアホワイト３　１１９２２　　　　　２巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449036481 アルケア シルキーポアホワイト５　１１９２３　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449036511 アルケア シルキーポアホワイト７　１１９２４　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449031813 アルケア ハイスパンＡ　３号　１１６３２　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449031936 アルケア ハイスパンＡ　４号　１１６３３　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449032063 アルケア ハイスパンＡ　６号　１１６３４　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100449031783 アルケア ハイスパンＡ　２号　１１６３１　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144000336 イワツキ ハイラテ　小　５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144000183 イワツキ ハイラテ　大　１０㎝Ｘ５ｍ　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144000213 イワツキ ハイラテ　中　７．５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144000695 イワツキ ハイラテ　特Ｂ　１．２５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　　２巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144000572 イワツキ ハイラテ　特小Ａ　２．５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144000459 イワツキ ハイラテ　特小Ｈ　３．７５㎝Ｘ５ｍ　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144004518 イワツキ ハイラテスキンカラー　２．５㎝Ｘ５ｍ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144004365 イワツキ ハイラテスキンカラー　７．５㎝Ｘ５ｍ　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144074887 イワツキ ハイラテスキンカラー　３．７５㎝Ｘ５ｍ　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100144004488 イワツキ ハイラテスキンカラー　５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131003111 川本産業 アップタイ　　　　　１０㎝Ｘ９ｍ　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131002954 川本産業 アップタイ　　　　　５㎝Ｘ９ｍ　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131002718 川本産業 アップタイ　１５㎝Ｘ４．５ｍ　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131002831 川本産業 アップタイ　２０㎝Ｘ４．５ｍ　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131002442 川本産業 アップタイ　５㎝Ｘ４．５ｍ　　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131183639 川本産業 アップタイ　１０㎝Ｘ４．５ｍ　　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131183752 川本産業 アップタイ　１５㎝Ｘ９ｍ　　　　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131185572 川本産業 アップタイ　２０㎝×９ｍ　　　　　　　　　　　１個 その他
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消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131184933 川本産業 アップタイ　７．５㎝Ｘ４．５ｍ　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131185695 川本産業 アップタイ　７．５㎝×９ｍ　　　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131015480 川本産業 ゲット　　　　　　　１０㎝Ｘ４．５ｍ　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131015510 川本産業 ゲット　　　　　　　１７．５㎝Ｘ４．５ｍ　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131015244 川本産業 ゲット　　　　　　　５㎝Ｘ４．５ｍ　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131015367 川本産業 ゲット　　　　　　　７．５㎝Ｘ４．５ｍ　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131096236 川本産業 パインテックスＲ　　１０㎝Ｘ５ｍ　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131021375 川本産業 パインテックスＲ　　２．５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131124458 川本産業 パインテックスＲ　　７．５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131105525 川本産業 パインテックスＲ　　５㎝Ｘ５ｍ　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131169916 川本産業 フィットタイ　５㎝Ｘ９ｍ　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131170059 川本産業 フィットタイ　７．５㎝Ｘ９ｍ　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100131170172 川本産業 フィットタイ　９㎝Ｘ９ｍ　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100277094028 サンメディ ＮＥＷまきピタ君　　Ｈ－１２　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100277095292 サンメディ ＮＥＷまきピタ君　ベージュＳ－２４　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181067993 シグマック アンダーラップホワイト　１４０２　２裂　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181055112 シグマック アンダーラップホワイト　１４０３　３裂　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181067870 シグマック エルウェーブ　　　　７号　０２７　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181017974 シグマック エルウェーブ　２号　０２２　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181016793 シグマック エルウェーブ　３号　０２３　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181018377 シグマック エルウェーブ　４号　０２４　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181029748 シグマック ブルーラップ　２５０２　２裂　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181029861 シグマック ブルーラップ　２５０３　３裂　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181024538 シグマック ブルーラップ　２５０４　４裂　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181035121 シグマック ベネストーク　２号　４３０２　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181035244 シグマック ベネストーク　３号　４３０３　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181024897 シグマック ベネストーク　４号　４３０４　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181035367 シグマック ベネストーク　５号　４３０５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181035480 シグマック ベネストーク　６号　４３０６　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181016168 シグマック ベネファクト・ベージュ　４号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181015888 シグマック ベネファクト・ベージュ　１号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181015918 シグマック ベネファクト・ベージュ　２号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181016045 シグマック ベネファクト・ベージュ　３号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181016281 シグマック ベネファクト・ベージュ　５号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181016311 シグマック ベネファクト・ベージュ　６号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181004394 シグマック ベネファクト・ホワイト　１号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181004424 シグマック ベネファクト・ホワイト　２号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181004547 シグマック ベネファクト・ホワイト　３号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181004660 シグマック ベネファクト・ホワイト　４号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181004783 シグマック ベネファクト・ホワイト　５号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181004813 シグマック ベネファクト・ホワイト　６号　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181068037 シグマック ベネルーク　２号　１７９０２　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181037576 シグマック ベネルーク　４号　１７９０４　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181018643 シグマック ベネルーク　５号　１７９０５　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181046226 シグマック ベネルーク　６号　１７９０６　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101181068150 シグマック ベネルーク　７号　１７９０７　　　　　　　　１巻 その他
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消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104066532 スリーエム コーバン　１５８１ＳＰ　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104078030 スリーエム コーバン　１５８２ＳＰ　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104018210 スリーエム コーバン　１５８３Ｂ　ブルー　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104019361 スリーエム コーバン　１５８３Ｇ　グリーン　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104019484 スリーエム コーバン　１５８３Ｒ　レッド　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104078153 スリーエム コーバン　１５８３ＳＰ　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104056854 スリーエム コーバン　１５８３Ｗ　ホワイト　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104018333 スリーエム コーバン　１５８３Ｙ　イエロー　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104016995 スリーエム コーバン　１５８４　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104003292 スリーエム コーバン　１５８６　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104042482 スリーエム マルチポア　２７３０－１００　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104041966 スリーエム マルチポア　２７３０－１２．５　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104042093 スリーエム マルチポア　２７３０－２５　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104042123 スリーエム マルチポア　２７３０－３７．５　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104042246 スリーエム マルチポア　２７３０－５０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104042369 スリーエム マルチポア　２７３０－７５　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104045483 スリーエム マルチポア　２７３３－１００　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104044967 スリーエム マルチポア　２７３３－１２．５　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104045094 スリーエム マルチポア　２７３３－２５　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104045124 スリーエム マルチポア　２７３３－３７．５　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104045247 スリーエム マルチポア　２７３３－５０　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104045360 スリーエム マルチポア　２７３３－７５　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104090834 スリーエム メディポア　Ｐ　２８６３　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104090957 スリーエム メディポア　Ｐ　２８６４　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104091084 スリーエム メディポア　Ｐ　２８６６　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2109104029288 スリーエム メディポア　Ｐ　２８６１　　　　　　　　　２巻／袋 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100104070454 スリーエム メディポア　Ｐ　２８６２　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101075010432 竹虎 ワーデル　　　　　　№２．５　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2101075010555 竹虎 ワーデル　　　　　　№５　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160006831 ニチバン エラストポア　№１００　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160022916 ニチバン エラストポア　№１２　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160006442 ニチバン エラストポア　№２５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160006565 ニチバン エラストポア　№３８　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160006688 ニチバン エラストポア　№５０　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160006718 ニチバン エラストポア　№７５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160019367 ニチバン エラストポアハダ　№１００　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160018964 ニチバン エラストポアハダ　№２５　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160019091 ニチバン エラストポアハダ　№３８　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160019121 ニチバン エラストポアハダ　№５０　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160019244 ニチバン エラストポアハダ　№７５　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160025641 ニチバン セラオビ　№２５５　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160025764 ニチバン セラオビ　№５０５　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160025887 ニチバン セラオビ　№７５５　　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160018698 ニチバン メッシュポア　№１００　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160018339 ニチバン メッシュポア　№２５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160018452 ニチバン メッシュポア　№３８　　　　　　　　　　　　１巻 その他
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消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160018575 ニチバン メッシュポア　№５０　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100160018216 ニチバン メッシュポア　№７５　　　　　　　　　　　　１巻 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100094009182 白十字 フリータイ　１７．５Ｘ４．５　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100094008932 白十字 フリータイ　７．５Ｘ４．５　　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100094009069 白十字 フリータイ　１０Ｘ４．５　　　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　包帯 2100094008819 白十字 フリータイ　５Ｘ４．５　　　　　　　　　　　１個 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100131159337 川本産業 滅菌キュアレット　４×４　　　　　　　　１０枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100131159450 川本産業 滅菌キュアレット　４×４　　　　　　　　２０ｇ／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100131159573 川本産業 滅菌キュアレット　４×４　　　　　　　　５０ｇ／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100131159696 川本産業 滅菌サージカルパッドＥ　１５×１５　　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100131098322 川本産業 滅菌サージカルパッドＥ　１５Ｘ３０　　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100131159726 川本産業 滅菌サージカルパッドＥ　２０×２０　　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100131159849 川本産業 滅菌サージカルパッドＥ　３０×３０　　　　　１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿 2100094178482 白十字 ＴＭカップ入メンバンＳＰ　Ｌ４－１５ｇ　　　１個 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿球 2100131203757 川本産業 シャーレ入綿球プラス　＃１４　　　　　　　　　５球 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2109144020320 イワツキ メンティップ　　　　１Ａ１５０４　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2109144029446 イワツキ メンティップ　　　　１Ａ１５０８　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2109144029682 イワツキ メンティップ　　　　１Ａ１５１２　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2109144029057 イワツキ メンティップ　　　　１Ａ７５４Ｓ　　　５本／シート 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2109144028654 イワツキ メンティップ　　　　１Ｐ１５０１　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2109144029170 イワツキ メンティップ　　　　１Ｐ７５４Ｓ　　　５本／シート 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100144023328 イワツキ メンティップ　　　　１Ｐ１５０４　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100144035727 イワツキ メンティップ　　　　５Ｐ１５０２　　　　　　　５本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100144032061 イワツキ メンティップ　　　　１０Ｐ７５４Ｓ　１０本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2101987017987 エフスリィ ヒュービーコティクス　６１０Ｓ－１　　　　　　１本 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2109678042560 オオサキＭ 滅菌綿棒　Ｓ１２１５－１　　　　　　　　　　１本 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100131061234 川本産業 滅菌綿棒　　　　　　＃１００　　　　　　　　　１本 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100131159962 川本産業 滅菌綿棒スタンド＃１０４　　　　　　　　　　１本 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100131160258 川本産業 滅菌綿棒スタンド　＃１０５　　　　　　　　　１本 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100131112448 川本産業 滅菌綿棒スタンド　＃１０４　　　　　　　　２本／袋 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100131160012 川本産業 滅菌綿棒スタンド　＃１０４　　　　　　　　３本／袋 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100131160135 川本産業 滅菌綿棒スタンド　＃１０４　　　　　　　　５本／袋 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100131105884 川本産業 滅菌綿棒スタンド　　＃１０５　　　　　　　２本／袋 その他
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108138 サンメディ メディクスワブ滅綿棒紙１５０３　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108251 サンメディ メディクスワブ滅綿棒木０８０５　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108374 サンメディ メディクスワブ滅綿棒木１５０５　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108497 サンメディ メディクスワブ滅綿棒木１５０８　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108527 サンメディ メディクスワブ滅綿棒木１５１０　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108640 サンメディ メディクスワブ滅綿棒木１５１２　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108763 サンメディ メディクスワブ滅綿棒木　１９１５　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　綿棒 2100277108886 サンメディ メディクスワブ滅綿棒木　２６２１　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155017231 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ＰＯＳＴ－ＯＰ　６６８００１４３　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155014865 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ＰＯＳＴ－ＯＰ　６６８００１４４　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155014988 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ＰＯＳＴ－ＯＰ　６６８００１４５　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155015022 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ＰＯＳＴ－ＯＰ　６６８００１４６　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155017354 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ＰＯＳＴ－ＯＰ　６６８００１４７　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155017477 Ｓ＆ネフュ オプサイト　ＰＯＳＴ－ＯＰ　６６８００１４８　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155013837 Ｓ＆ネフュ オプサイトクイックガード　６６８００３６３　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155013950 Ｓ＆ネフュ オプサイトクイックガード　６６８００３６４　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155028060 Ｓ＆ネフュ オプサイトクイックガード　６６８００７８１　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100155025960 Ｓ＆ネフュ オプサイトクイックガード　６６８００７８２　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101165007168 共和 サンフティパッド　　№１１０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101165007281 共和 サンフティパッド　　№１２０　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101165021782 共和 サンフティパッドＳ　№８０１０　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108165002971 共和 ショットパッチ　Ｍ　　　　　　　　　２０枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108165002858 共和 ショットパッチ　Ｓ　　　　　　　　　２５枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181030270 シグマック キュータス　４号　４５０４　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181030393 シグマック キュータス　５号　４５０５　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181030423 シグマック キュータス　６号　４５０６　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181030546 シグマック キュータス　７号　４５０７　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181030669 シグマック キュータス　８号　４５０８　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108181029983 シグマック キュータス　１号　４５０１　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108181030033 シグマック キュータス　２号　４５０２　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108181030156 シグマック キュータス　３号　４５０３　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108181009510 シグマック キュータスα　１号　４６０１　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108181009633 シグマック キュータスα　２号　４６０２　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2108181009756 シグマック キュータスα　３号　４６０３　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181009870 シグマック キュータスα　４号　４６０４　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181009993 シグマック キュータスα　５号　４６０５　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181010043 シグマック キュータスα　６号　４６０６　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181010166 シグマック キュータスα　７号　４６０７　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2101181010289 シグマック キュータスα　８号　４６０８　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100160024071 ニチバン ステプティ　№８０　　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100160026280 ニチバン ステプティ　№８０Ａ　　　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100160022527 ニチバン ステプティＰ　№１２０Ｐ　　　　　　　　　　２枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100160022497 ニチバン チューシャバン　Ｌ　　　　　　　　　　　６枚１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100160022374 ニチバン チューシャバン　Ｍ　　　　　　　　　　　８枚１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100160022251 ニチバン チューシャバン　Ｓ　　　　　　　　　　１０枚１袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2109418285998 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＮＳＤ１０－１　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2109418285752 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＮＳＤ１０－２　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2109418285875 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＮＳＤ１０－３　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455077 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　１００Ｘ１１５㎜　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455190 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　１００Ｘ１２０㎜　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418454827 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　４４Ｘ４４㎜　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418454940 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　６０Ｘ７０㎜　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455220 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　ＩＶ　５０Ｘ６０　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455343 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　ＩＶ　６０Ｘ７０　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455466 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　ＩＶ　６５Ｘ７０　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455589 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　ＩＶ　７０Ｘ８５　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455619 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　ＩＶ　９０Ｘ１２０　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418455732 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＷＡ　ＩＶ　１００Ｘ１２０　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418407267 ニプロ－Ｍ サージット３０ＩＶＮ　ＮＳＤ－ＩＶＮ－３　　　１枚 一般（クラスⅠ）
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消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2109418334993 ニプロ－Ｍ サージット３０ＩＶＮ　ＮＳＤ－ＩＶＮ－４　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418407380 ニプロ－Ｍ サージット３０ＩＶＮ　ＮＳＤ－ＩＶＮ－５　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418286039 ニプロ－Ｍ サージット１０　ＮＳＤ１０－４　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418314015 ニプロ－Ｍ ニプロパッドＭ　　　　　　　　　　　　　　　２０枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2100418314138 ニプロ－Ｍ ニプロパッドＳ　　　　　　　　　　　　　　　２５枚 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2109092006278 祐　徳 ブラッドバン　　　　Ｌサイズ　　　　　１００枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2109092010732 祐　徳 ブラッドバン　　　　Ｍサイズ　　　　　１００枚／袋 一般（クラスⅠ）
消毒・洗浄・創傷処置　絆創膏 2109092033847 祐　徳 ブラッドバン　　　　Ｓサイズ　　　　　　１０枚／袋 一般（クラスⅠ）
食道　静脈瘤結紮　セット 2101504068065 住友ベーク ニューモアクティベイト　ＭＤ－４８７０９Ｕ　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987015419 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６２１４３３１　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987015655 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６２１８３３１　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987015891 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６２２２３３１　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987016294 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６３２０４２１　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987010322 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６０１４３３０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987010445 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６０１６３３０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987010568 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６０１８３３０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987010681 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６０２０３３０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987016447 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６０２２３３０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987015532 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６２１６３３１　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987015778 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６２２０３３１　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987015921 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６３１４４２１　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987016058 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６３１６４２１　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987016171 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６３１８４２１　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101987016324 エフスリィ コンファ腎盂カテーテル　８０６３２２４２１　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427003365 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　１６Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427002450 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１８ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427001934 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン２０ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427024025 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　１０Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427024414 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　２０Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427024537 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　２４Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023981 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　８Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427000128 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　１２Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427000241 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　１４Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504004728 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　１８Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504004841 クリエート 腎盂バルーンカテーテル　Ｆ　２２Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504016974 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１０ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427020980 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１０ＦｒＧＣＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504017018 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１２ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021024 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１２ＦｒＧＣＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427019946 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１４ＦｒＧＡＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504017131 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１４ＦｒＧＢＭ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021147 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１４ＦｒＧＣＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427020089 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１６ＦｒＧＡＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427020478 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１６ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021260 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１６ＦｒＧＣＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427020119 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１８ＦｒＧＡＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
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腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021383 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン１８ＦｒＧＣＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427020232 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン２０ＦｒＧＡＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021413 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン２０ＦｒＧＣＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504011764 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン２２ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427020744 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン２４ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427020355 クリエート 腎盂バルーンカテグリーン８ＦｒＧＢＭ　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022687 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１０ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022328 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１０ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021659 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１０ＦｒＷＢＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022717 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１２ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504005633 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１２ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427190294 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１２ＦｒＷＢＳ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022830 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１４ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504005756 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１４ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021772 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１４ＦｒＷＢＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504006159 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１６ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504005879 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１６ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021895 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１６ＦｒＷＢＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504006272 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１８ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504005992 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１８ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021925 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１８ＦｒＷＢＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427179725 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２０ＦｒＷＢＬ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504006036 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２０ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022052 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２０ＦｒＷＢＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504006395 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２２ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504005510 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２２ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022175 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２２ＦｒＷＢＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022953 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２４ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022441 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２４ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022564 クリエート 腎盂バルーンカテ透明８ＦｒＷＢＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427022298 クリエート 腎盂バルーンカテ透明８ＦｒＷＢＭ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427021536 クリエート 腎盂バルーンカテ透明８ＦｒＷＢＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023110 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１０ＦｒＷＢＬ＋２　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023233 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１２ＦｒＷＢＬ＋２　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023356 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１４ＦｒＷＢＬ＋２　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023479 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１６ＦｒＷＢＬ＋２　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023592 クリエート 腎盂バルーンカテ透明１８ＦｒＷＢＬ＋２　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023622 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２０ＦｒＷＢＬ＋２　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427023745 クリエート 腎盂バルーンカテ透明２２ＦｒＷＢＬ＋２　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427024650 クリエート リムーバブルカテ１２Ｆ　００１３４００１２０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427024773 クリエート リムーバブルカテ１４Ｆ　００１３４００１４０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427024896 クリエート リムーバブルカテ１６Ｆ　００１３４００１６０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427024926 クリエート リムーバブルカテ１８Ｆ　００１３４００１８０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427025053 クリエート リムーバブルカテ２０Ｆ　００１３４００２００　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427025176 クリエート リムーバブルカテ２２Ｆ　００１３４００２２０　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427025299 クリエート リムーバブルカテ２４Ｆ　００１３４００２４０　１本 管理（クラスⅡ）
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腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101549008552 ディヴイン ＤＩＢ腎盂バルーンカテーテル　１４Ｆｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101549008675 ディヴイン ＤＩＢ腎盂バルーンカテーテル　１６Ｆｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101549008798 ディヴイン ＤＩＢ腎盂バルーンカテーテル　１８Ｆｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427165865 富士システ 腎盂バルーンＸＬ１４Ｆｒ　０２１２２１４　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427166145 富士システ 腎盂バルーンＸＬ２０Ｆｒ　０２１２２２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504014918 富士システ ＧＢ腎盂バルーンカテ　ＸＳフラット　２０Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427164837 富士システ 腎盂バルフラット１０Ｆｒ　０２１２１１０　　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427164950 富士システ 腎盂バルフラット１２Ｆｒ　０２１２１１２　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427165087 富士システ 腎盂バルフラット１４Ｆｒ　０２１２１１４　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101504006548 富士システ 腎盂バルフラット１６Ｆｒ　０２１２１１６　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427165117 富士システ 腎盂バルフラット１８Ｆｒ　０２１２１１８　　１本 管理（クラスⅡ）
腎臓　吸引・排液　腎盂バルーンカテーテル 2101427165230 富士システ 腎盂バルフラット２０Ｆｒ　０２１２１２０　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　－ 2109442013161 東洋器材 ５４０００　蓄尿コンテナ　　　　　　　　　１個 その他
生検・採取　スワブ 2100144158761 イワツキ メンティップ　　　　１ＰＷ１５０５Ｐ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
生検・採取　スワブ 2100144146249 イワツキ メンティップ　１ＰＸ１５０３Ｐ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
生検・採取　スワブ 2100144150826 イワツキ メンティップ　１ＰＺ１５０３Ｐ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
生検・採取　スワブ 2100345225859 デンカ Ｅｘスワブ００１咽頭用滅菌綿棒　　　　　１０本／袋 一般（クラスⅠ）
生検・採取　スワブ 2100345225972 デンカ Ｅｘスワブ００２鼻腔用滅菌綿棒　　　　　１０本／袋 一般（クラスⅠ）
生検・採取　スワブ 2109345231860 デンカ クイックナビ－ノロ　綿棒　　　　　　　　１０本／袋 その他
生検・採取　デルマトーム 2101504002991 ジンマー デルマトームブレード　　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
生検・採取　検査用コップ 2101072343670 アズワン ８－８１４３－０１　尿コップ　　　　　　　　　１個 その他
生検・採取　検査用コップ 2100334026832 栄研化学 ＢＣ２２００　２００スクリュコップ滅菌　　　１個 その他
生検・採取　検査用コップ 2109424022396 日昭産業 ハルンカップ滅菌フタナシ　　　　　２１０㏄　１個 その他
生検・採取　骨髄採取 2101504014642 富士システ 骨髄生検針　ＤＪ４０１１Ｘ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　骨髄採取 2101504009549 富士システ 骨髄穿刺針　ＤＩＮ１５１５Ｘ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　骨髄採取 2101504009662 富士システ 骨髄穿刺針　ＤＩＮ１５１８Ｘ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血ホルダー 2100070407872 テルモ ベノジェクトⅡホルダーＤ　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
生検・採取　採血ホルダー 2100070372866 テルモ ベノジェクトⅡホルダーＳＤ　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
生検・採取　採血針 2109407258897 ＪＭＳ 翼付採血セットＪＢ－ＢＳＳ２１２７Ｎ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109407258927 ＪＭＳ 翼付採血セットＪＢ－ＢＳＳ２２２７Ｎ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070186296 テルモ 採血針Ｓ　２１Ｇ　ＭＮ２１３８ＭＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109070407127 テルモ 採血針Ｓ　２１ＧＭＮＨＤ２１３８ＭＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070186326 テルモ 採血針Ｓ　２２Ｇ　ＭＮ２２３８ＭＳ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109070407240 テルモ 採血針Ｓ　２２ＧＭＮＨＤ２２３８ＭＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070186449 テルモ 採血針ＳＦ　２１Ｇ　ＭＮ２１３８ＭＦ　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070186562 テルモ 採血針ＳＦ　２２Ｇ　ＭＮ２２３８ＭＦ　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109070407363 テルモ 採血針ＳＦ　２１ＧＭＮＨＤ２１３８ＭＦ　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109070407486 テルモ 採血針ＳＦ　２２ＧＭＮＨＤ２２３８ＭＦ　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070392734 テルモ シュアシールド　　　ＭＮ－ＳＶＳ２１ＢＨ　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070392857 テルモ シュアシールド　　　ＭＮ－ＳＶＳ２２ＢＨ　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070392970 テルモ シュアシールド　　　ＭＮ－ＳＶＳ２３ＢＨ　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109070330432 テルモ シュアシールド　ＭＮ－ＳＶＳ２１ＢＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070330552 テルモ シュアシールド　ＭＮ－ＳＶＳ２２ＢＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070330675 テルモ シュアシールド　ＭＮ－ＳＶＳ２３ＢＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109070407516 テルモ ルアーアダプターＳ　ＭＮ－ＨＤ２０００Ｓ　１セット 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100070204471 テルモ ルアーアダプターＸＸ－ＭＮ２０００Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
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生検・採取　採血針 2100418404891 ニプロ－Ｍ 採血針ホルダー付ＦＢ　２１Ｇ（ＡＬ）　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100418404921 ニプロ－Ｍ 採血針ホルダー付ＦＢ　２２Ｇ（ＡＬ）　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100418402712 ニプロ－Ｍ 採血針ホルダー付ＮＭ－２１Ｇ（ＡＬ）　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100418404778 ニプロ－Ｍ 採血針ホルダー付ＮＭ－２２Ｇ（ＡＬ）　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2100418402835 ニプロ－Ｍ 採血針ホルダー付　ルアーＡＬ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109418176937 ニプロ－Ｍ ネオチューブ採血針ＮＭ－２１Ｇ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109418177064 ニプロ－Ｍ ネオチューブ採血針ＮＭ－２２Ｇ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　採血針 2109418048494 ニプロ－Ｍ ネオチューブルアーアダプター２０Ｇ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
生検・採取　生検針 2101427098842 クリエート エースカット（腎）　８０００００５７０５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094035 クリエート エースカット１４Ｇ　００５２４０１０７５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427098453 クリエート エースカット１４Ｇ　００５２４１１０７５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427098576 クリエート エースカット１４Ｇ　００５２４１１１１５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095186 クリエート エースカット１４Ｇ　００５２４１１１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095216 クリエート エースカット１４Ｇ　００５２４１１２００　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427096367 クリエート エースカット１４Ｇ　８００００１１４４８　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094158 クリエート エースカット１６Ｇ　００５２４０２０７５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094271 クリエート エースカット１６Ｇ　００５２４０２１１５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094394 クリエート エースカット１６Ｇ　００５２４０２１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095339 クリエート エースカット１６Ｇ　００５２４１２０７５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095452 クリエート エースカット１６Ｇ　００５２４１２１１５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095575 クリエート エースカット１６Ｇ　００５２４１２１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095698 クリエート エースカット１６Ｇ　００５２４１２２００　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427096756 クリエート エースカット１６Ｇ　８００００１１４５２　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427096879 クリエート エースカット１６Ｇ　８００００１１４５３　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094547 クリエート エースカット１８Ｇ　００５２４０３０７５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094660 クリエート エースカット１８Ｇ　００５２４０３１１５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094783 クリエート エースカット１８Ｇ　００５２４０３１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094813 クリエート エースカット１８Ｇ　００５２４０３２００　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095841 クリエート エースカット１８Ｇ　００５２４１３１１５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095964 クリエート エースカット１８Ｇ　００５２４１３１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427096091 クリエート エースカット１８Ｇ　００５２４１３２００　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427094936 クリエート エースカット２０Ｇ　００５２４０４０７５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427095063 クリエート エースカット２０Ｇ　００５２４０４１１５　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427096121 クリエート エースカット２０Ｇ　００５２４１４１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427096244 クリエート エースカット２０Ｇ　００５２４１４２００　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427097548 クリエート エースカット２０Ｇ　８００００１１４６０　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427097661 クリエート エースカット２０Ｇ　８００００１１４６１　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427097784 クリエート エースカット２０Ｇ　８００００１１４６２　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427097814 クリエート エースカット２０Ｇ　８００００１１４６３　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427099122 クリエート シュアーカット１５Ｇ　００５１８００７００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427099481 クリエート シュアーカット１５Ｇ　００５１８０１２００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427099511 クリエート シュアーカット１５Ｇ　００５１８０１５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427100170 クリエート シュアーカット１６Ｇ　００５１８１１０００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427100293 クリエート シュアーカット１６Ｇ　００５１８１１２００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427100323 クリエート シュアーカット１６Ｇ　００５１８１１５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427100835 クリエート シュアーカット１７Ｇ　００５１８２０９００　　１本 管理（クラスⅡ）
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生検・採取　生検針 2101427101115 クリエート シュアーカット１７Ｇ　００５１８２１５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427101238 クリエート シュアーカット１７Ｇ　００５１８２２３００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427101474 クリエート シュアーカット１８Ｇ　００５１８３０５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427101740 クリエート シュアーカット１８Ｇ　００５１８３１０００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427101863 クリエート シュアーカット１８Ｇ　００５１８３１２００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427101986 クリエート シュアーカット１８Ｇ　００５１８３１５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427102020 クリエート シュアーカット１８Ｇ　００５１８３２３００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427102266 クリエート シュアーカット１９Ｇ　００５１８４０５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427102419 クリエート シュアーカット１９Ｇ　００５１８４０９００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427102532 クリエート シュアーカット１９Ｇ　００５１８４１０００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427102778 クリエート シュアーカット１９Ｇ　００５１８４１５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427102921 クリエート シュアーカット２１Ｇ　００５１８６０４００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427103324 クリエート シュアーカット２１Ｇ　００５１８６１０００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427103560 クリエート シュアーカット２１Ｇ　００５１８６１５００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427103683 クリエート シュアーカット２１Ｇ　００５１８６２３００　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104987 クリエート ソロカット（低）２１Ｇ　８０００００５２１８　　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427105021 クリエート ソロカット（低）２１Ｇ　８０００００５２１９　　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427105144 クリエート ソロカット（低）２１Ｇ　８０００００５２２０　　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427105267 クリエート ソロカット（低）２１Ｇ　８０００００５２２１　　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427103959 クリエート ソロカット１６Ｇ－１５０　００５２８２１５００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104086 クリエート ソロカット１６Ｇ－２００　００５２８２２０００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104239 クリエート ソロカット１８Ｇ－１００　００５２８４１０００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104352 クリエート ソロカット１８Ｇ－１５０　００５２８４１５００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104475 クリエート ソロカット１８Ｇ－２００　００５２８４２０００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104116 クリエート ソロカット１８Ｇ－５０　００５２８４０５００　　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104628 クリエート ソロカット２１Ｇ－１００　００５２８７１０００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104741 クリエート ソロカット２１Ｇ－１５０　００５２８７１５００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104864 クリエート ソロカット２１Ｇ－２００　００５２８７２０００　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427104598 クリエート ソロカット２１Ｇ－５０　００５２８７０５００　　１ 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101504004964 シーマン バイオプシーニードル１８ＧＸ９㎝　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486230415 トップ 吸引生検針　１６ＧＸ１５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486230538 トップ 吸引生検針　１６ＧＸ２００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486230651 トップ 吸引生検針　１７ＧＸ１５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486230774 トップ 吸引生検針　１７ＧＸ２００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486230897 トップ 吸引生検針　１８ＧＸ１５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486230927 トップ 吸引生検針　１８ＧＸ２００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486231054 トップ 吸引生検針　１９ＧＸ１５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486231177 トップ 吸引生検針　１９ＧＸ２００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486231290 トップ 吸引生検針　２０ＧＸ１５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486231320 トップ 吸引生検針　２０ＧＸ２００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486190788 トップ 吸引生検針　２１ＧＸ１５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486231443 トップ 吸引生検針　２１ＧＸ２００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486231566 トップ 吸引生検針　２２ＧＸ１５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100486231689 トップ 吸引生検針　２２ＧＸ２００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2101427183647 牧口ゴム 生検ワンカット１４Ｇ　ＯＮＥ－１４１５０２　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066141 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１２１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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生検・採取　生検針 2100403066387 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１４１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066417 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１４１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066530 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１４２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066028 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１６１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403052045 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１６１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403052168 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１６２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066653 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１８１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403052281 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１８１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403052311 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１８２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066776 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１８２５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066899 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ１８３０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403066929 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ２０１０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403067056 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ２０１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403067179 メディコン バードマグナムニードル　ＭＮ２０２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
生検・採取　生検針 2100403051253 メディコン バードモノプティ　２１１６１０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236010073 秋山製作所 ＦＳ１０　エルプスカルペル№１０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236004577 秋山製作所 ＦＳ１１　エルプスカルペル№１１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236012824 秋山製作所 ＦＳ１２　エルプスカルペル№１２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236010462 秋山製作所 ＦＳ１５　エルプスカルペル№１５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236012947 秋山製作所 ＦＳ２０　エルプスカルペル№２０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236013074 秋山製作所 ＦＳ２１　エルプスカルペル№２１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236013197 秋山製作所 ＦＳ２２　エルプスカルペル№２２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236013227 秋山製作所 ＦＳ２３　エルプスカルペル№２３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101236013340 秋山製作所 ＦＳ２４　エルプスカルペル№２４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101504000270 ビーバー 関節手術刀　ミニメニスコトーム４㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101504000157 ビーバー 関節手術刀　リトログレード４㎜　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030117626 松吉 スカルペル（カイ）　№１０　５１０－Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030117749 松吉 スカルペル（カイ）　№１１　５１１－Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030117862 松吉 スカルペル（カイ）　№１５　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030162046 松吉 スカルペル（ディープ）　№１１　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030162312 松吉 スカルペル（ディープ）　№２０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030152511 松吉 スカルペル（フェザー）　№１０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030024610 松吉 スカルペル（フェザー）　№１１　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030024856 松吉 スカルペル（フェザー）　№１５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030113321 松吉 スカルペル（フェザー）　№２０　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030161889 松吉 スカルペル（フェザー）　№２５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　ディスポメス 2101030162169 松吉 スカルペル（ミニ）　№１１　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2101072360394 アズワン ２－５７４４－１５　替刃№１５　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013327 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№１２　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013440 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№１４　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013686 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№２０　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013839 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№２２　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013952 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№２３　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429014089 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№２４　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429014119 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№２５　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013174 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№１０　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
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切開・切除　メス替刃 2100429013297 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№１１　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013563 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№１５　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　メス替刃 2100429013716 アルフレＭ フェザー　替刃メス　№２１　　　　　　　　２０枚 管理（クラスⅡ）
切開・切除　電気メスペンシル 2101504014376 コヴィデ ハンドスイッチ（ボタン）式ペンシル　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　電気メスペンシル 2101504014499 コヴィデ ハンドスイッチ（ロッカー）式ペンシル　　　　１本 管理（クラスⅡ）
切開・切除　皮膚ペン 2100426134933 村中医療器 ０３０１４７０１サージカルスキンマーカー　　　１本 その他
舌圧子 2109476008720 クーメディ 舌圧子　小児用ＴＤ１Ｃ　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
舌圧子 2109476008690 クーメディ 舌圧子　成人用ＴＤ１Ａ　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
舌圧子 2100277109043 サンメディ 滅菌舌圧子　　　　　　　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
洗浄　口腔ケアブラシ 2109418410390 ニプロ－Ｍ トゥーセッテ吸引ブラシ　Ｍ　ＯＰＰ　　　　５本／袋 その他
洗浄　口腔ケアブラシ 2100418299343 ニプロ－Ｍ トゥーセッテスワブ　グリーン（ＯＰＰ）　　１０本 その他
洗浄　口腔ケアブラシ 2100418299190 ニプロ－Ｍ トゥーセッテスワブ　ピンク（ＯＰＰ）　　　１０本 その他
洗浄　口腔ケアブラシ 2101030190018 松吉 ミニモアブラシ　ブルー・オレンジ　　　　　１本 その他
洗浄　口腔ケアブラシ 2101030189968 松吉 モアブラシ　ピンク・イエロー各６本　　　　　　１本 その他
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232112 トップ インジェクター針　２０ＧＸ１　５０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486112049 トップ インジェクター針　２０ＧＸ１－１００　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486114494 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１－１００　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486134997 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１－５０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232471 トップ インジェクター針　２２ＧＸ１　５０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232624 トップ インジェクター針　２３ＧＸ１　５０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486233140 トップ インジェクター針　１９ＧＸ１　１００㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486233263 トップ インジェクター針　２０ＧＸ１　１００㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232860 トップ インジェクター針　２０ＧＸ１．５　１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486171732 トップ インジェクター針２０ＧＸ１．５－１００活　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232235 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１　１００㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232358 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１　１５０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486233386 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１　５０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486233027 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１．５　１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232983 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１．５　５０㎝　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486135031 トップ インジェクター針　２１ＧＸ１．５－１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486111769 トップ インジェクター針２１ＧＸ１．５－１００活　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232594 トップ インジェクター針　２２ＧＸ１　１００㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486233416 トップ インジェクター針　２３ＧＸ１　１００㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486232747 トップ インジェクター針　２３ＧＸ１　１００㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤注入用翼付静脈針 2100486142190 トップ インジェクター針　２３ＧＸ１．５－１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影剤用シリンジ 2100486234055 トップ アンギオシリンジ　１２ｍＬ　パームパッドＪ　　１本 一般（クラスⅠ）
造影　造影剤用シリンジ 2100486233928 トップ アンギオシリンジ　１２ｍＬ　リングＪ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
造影　造影剤用シリンジ 2100486234291 トップ アンギオシリンジ　１２ｍＬ固定パームＪ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
造影　造影剤用シリンジ 2100486234178 トップ アンギオシリンジ　１２ｍＬ固定リングＪ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
造影　造影用チューブ 2100486233775 トップ ＸテンションＬＸ１．５ＦＬ１５－２ＣＴ３６０　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486233898 トップ Ｘテンション　ＬＸ２－ＦＬ２０－２ＣＴ３６０　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486134515 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ１－ＦＬ５０ＣＴ　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486154629 トップ ＸテンションチューブＬＸ１．５ＦＬ５０ＣＴ　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486208568 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ２－ＦＬ５０ＣＴ　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486134638 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－ＦＬ１００ＣＴ　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486233539 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－ＦＬ５０ＣＴ　　　１本 管理（クラスⅡ）
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造影　造影用チューブ 2100486142220 トップ ＸテンションチューブＸ１．５－ＦＬ１００ＣＴ　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486233652 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１．５－ＦＬ５０ＣＴ　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486111646 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－ＦＬ１００ＣＴ　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486172135 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－ＦＬ５０ＣＴ　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486238114 トップ アンギオＴローテーター６．８ＭＰＡ１００㎝　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486238237 トップ アンギオＴローテーター６．８ＭＰＡ１２５㎝　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486237834 トップ アンギオＴローテーター６．８ＭＰＡ２５㎝　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486237957 トップ アンギオＴローテーター６．８ＭＰＡ５０㎝　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486238084 トップ アンギオＴローテーター６．８ＭＰＡ７５㎝　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038349 トップ アンギオチューブ　　１０００㎜　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038073 トップ アンギオチューブ　　２５０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038196 トップ アンギオチューブ　　４００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038226 トップ アンギオチューブ　　５００㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486234710 トップ アンギオチューブ　５．４ＭＰＡ１００耐圧　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486234833 トップ アンギオチューブ　５．４ＭＰＡ１２５耐圧　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486234567 トップ アンギオチューブ　５．４ＭＰＡ２５耐圧　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486234680 トップ アンギオチューブ　５．４ＭＰＡ７５耐圧　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235748 トップ アンギオチューブ　６．８ＭＰＡ１００活栓　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235861 トップ アンギオチューブ　６．８ＭＰＡ１２５活栓　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235472 トップ アンギオチューブ　６．８ＭＰＡ２５活栓　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235595 トップ アンギオチューブ　６．８ＭＰＡ５０活栓　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235625 トップ アンギオチューブ　６．８ＭＰＡ７５活栓　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235236 トップ アンギオチューブ　８．２ＭＰＡ１００耐圧　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235359 トップ アンギオチューブ　８．２ＭＰＡ１２５耐圧　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486234956 トップ アンギオチューブ　８．２ＭＰＡ２５耐圧　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235083 トップ アンギオチューブ　８．２ＭＰＡ５０耐圧　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486235113 トップ アンギオチューブ　８．２ＭＰＡ７５耐圧　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038462 トップ アンギオチューブ活栓Ｃ　２５０㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038585 トップ アンギオチューブ活栓Ｃ　４００㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038615 トップ アンギオチューブ活栓Ｃ　５００㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486038738 トップ アンギオチューブ活栓Ｃ１０００㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2100486114913 トップ アンギオチューブ耐圧　５．４ＭＰＡ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　造影用チューブ 2109691014070 根本杏林堂 エクステンションチューブＣＴ用Ｅ０７　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　注腸カテーテル 2101504017377 クリエート 直腸バルーンカテーテル　１８Ｆｒ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　注腸カテーテル 2101504017520 クリエート 直腸バルーンカテーテル　３０Ｆｒ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　注腸カテーテル 2101504017254 クリエート 直腸バルーンカテーテル　３６Ｆｒ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
造影　注腸カテーテル 2101504017643 クリエート 直腸バルーンカテーテル　４６Ｆｒ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
男性器・前立腺　吸引・排液　失禁用装具 2100435051733 コロプラス コンビーンセキュアーＥ　２２０１１　　　　　１個 その他
男性器・前立腺　吸引・排液　失禁用装具 2100435051856 コロプラス コンビーンセキュアーＥ　２２０１２　　　　　１個 その他
男性器・前立腺　吸引・排液　失禁用装具 2100435051979 コロプラス コンビーンセキュアーＥ　２２０１３　　　　　１個 その他
男性器・前立腺　吸引・排液　失禁用装具 2100526113630 ホリスター ９３４５インケア・チューブラテックスフリ　　１本 その他
男性器・前立腺　吸引・排液　失禁用装具 2100526113753 ホリスター ９３４６インケア・チューブラテックスフリ滅　　１本 その他
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427017973 クリエート 三孔カテ　１０Ｆｒ　００１１２００１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018017 クリエート 三孔カテ　１２Ｆｒ　００１１２００１２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018130 クリエート 三孔カテ　１４Ｆｒ　００１１２００１４０　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018253 クリエート 三孔カテ　１６Ｆｒ　００１１２００１６０　　　１本 管理（クラスⅡ）



採用品目データは随時更新しますので、ご発注の際は必ず検索サイトにて最新の情報をご確認ください。 2021年4月1日現在

カテゴリ 分割ＪＡＮｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ名 商品名 クラス分類
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018376 クリエート 三孔カテ　１８Ｆｒ　００１１２００１８０　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018499 クリエート 三孔カテ　２０Ｆｒ　００１１２００２００　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018529 クリエート 三孔カテ　２２Ｆｒ　００１１２００２２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018642 クリエート 三孔カテ　２４Ｆｒ　００１１２００２４０　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427018765 クリエート 三孔カテ　２６Ｆｒ　００１１２００２６０　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427026357 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１２ＦｒＦＬタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427026746 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１２ＦｒＦＭタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027415 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１２ＦｒＦＳタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427026470 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１４ＦｒＦＬタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427026869 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１４ＦｒＦＭタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027538 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１４ＦｒＦＳタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427026593 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１６ＦｒＦＬタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427026982 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１６ＦｒＦＭタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027651 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１６ＦｒＦＳタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427026623 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１８ＦｒＦＬタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027026 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１８ＦｒＦＭタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027774 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ１８ＦｒＦＳタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427180134 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ２０ＦｒＦＬタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027149 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ２０ＦｒＦＭタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027897 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ２０ＦｒＦＳタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027262 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ２２ＦｒＦＭタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427027385 クリエート 膀胱瘻バルーンカテ２４ＦｒＦＭタイプ　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101549008286 ディヴイン ＤＩＢ膀胱瘻カテーテル　１４Ｆｒ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101549008316 ディヴイン ＤＩＢ膀胱瘻カテーテル　１６Ｆｒ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101549008439 ディヴイン ＤＩＢ膀胱瘻カテーテル　１８Ｆｒ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427115969 富士システ 三孔カテーテル　２２Ｆｒ　０１１４１２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427116096 富士システ 三孔カテーテル　２４Ｆｒ　０１１４１２４　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427003129 富士システ 三孔先穴カテーテル　１４Ｆｒ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101504003547 富士システ 三孔先穴カテーテル０１１４１２０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170722 富士システ 膀胱瘻バルＸＬ１２Ｆｒ　０２１６６１２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170845 富士システ 膀胱瘻バルＸＬ１４Ｆｒ　０２１６６１４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170968 富士システ 膀胱瘻バルＸＬ１６Ｆｒ　０２１６６１６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427171095 富士システ 膀胱瘻バルＸＬ１８Ｆｒ　０２１６６１８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427171125 富士システ 膀胱瘻バルＸＬ２０Ｆｒ　０２１６６２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427171248 富士システ 膀胱瘻バルＸＬ２２Ｆｒ　０２１６６２２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170210 富士システ 膀胱瘻バルＸＳ１２Ｆｒ　０２１６５１２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170333 富士システ 膀胱瘻バルＸＳ１４Ｆｒ　０２１６５１４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170456 富士システ 膀胱瘻バルＸＳ１６Ｆｒ　０２１６５１６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170579 富士システ 膀胱瘻バルＸＳ２２Ｆｒ　０２１６５２２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101427170692 富士システ 膀胱瘻バルＸＳ２４Ｆｒ　０２１６５２４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101504007576 富士システ 膀胱瘻バルＸＳ１８Ｆｒ　０２１６５１８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
尿管・尿道　吸引・排液　カテーテル 2101504019739 富士システ 膀胱瘻バルＸＳ２０Ｆｒ　０２１６５２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
廃棄　廃棄容器 2100070198695 テルモ 廃棄ボトル容器ＸＸ－ＳＴ０８Ｂ＊　　　　　　１本 その他
廃棄　排液凝固剤 2100450005254 大研医器 ＦＦ凝固剤ユニット３．５Ｌ　　　　　　　　　１個 その他
肺　－　ネブライザ 2101504073670 テレフレッ マイクロミストネブライザ　チューブ付　　　１セット 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　－ 2101504007064 五十嵐医科 皮膚キュレット　２．０㎜　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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皮膚　－　－ 2101504007187 五十嵐医科 皮膚キュレット　３．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　－ 2101504007217 五十嵐医科 皮膚キュレット　４．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　－ 2101504006937 五十嵐医科 皮膚キュレット　５．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　－ 2101504007330 五十嵐医科 皮膚キュレット　７．０㎜　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　－ 2101030160073 松吉 メピテルワン　１０Ｘ１８㎝　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
皮膚　－　－ 2101030160196 松吉 メピテルワン　１７Ｘ２５㎝　　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
皮膚　－　－ 2101030159817 松吉 メピテルワン　５Ｘ７．５㎝　　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
皮膚　－　－ 2101030159930 松吉 メピテルワン　７．５Ｘ１０㎝　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100063023171 マルホ デルマパンチ　３㎜　グリーン　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100063023294 マルホ デルマパンチ　４㎜　ピンク　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100063023324 マルホ デルマパンチ　５㎜　ホワイト　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426094794 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ２５Ｆ２．５㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426051841 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ３０Ｆ　３㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426094824 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ３５Ｆ３．５㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426051728 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ４０Ｆ　４㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426094947 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ５０Ｆ　５㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426051964 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ６０Ｆ　６㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426094558 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ１０Ｆ　１㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426094671 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ１５Ｆ１．５㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426053036 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ２０Ｆ　２㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　生検トレパン・パンチ 2100426095074 村中医療器 生検トレパン　滅ＢＰ８０Ｆ　８㎜　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　皮膚保護材 2100155019174 Ｓ＆ネフュ ノンアルコールスキンプレップ　スティック　　　１本 一般（クラスⅠ）
皮膚　－　皮膚保護材 2109449161384 アルケア ペグケアー　　　　　１６２６１　　　　５枚／パック その他
皮膚　－　皮膚保護材 2100154012176 コンバテク ビジダーム　　　　　１５㎝Ｘ２０㎝　　　　　１枚 その他
皮膚　－　皮膚保護材 2109154012056 コンバテク ビジダーム　１０㎝Ｘ１０㎝　　　　　　　　　１枚 その他
皮膚　－　皮膚保護材 2109154011929 コンバテク ビジダーム　５㎝Ｘ７．５㎝　　　　　　　　　１枚 その他
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399001024 ＫＣＩ アダプティック　１２．７Ｘ２２．９㎝　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399000980 ＫＣＩ アダプティック　７．６Ｘ１５２．４㎝　　　　　１巻 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399000867 ＫＣＩ アダプティック　７．６Ｘ２０．３㎝　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399000744 ＫＣＩ アダプティック　７．６Ｘ４０．６㎝　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399000591 ＫＣＩ アダプティック　７．６Ｘ７．６㎝　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399002441 ＫＣＩ アダプティックドレッシングＬ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399002328 ＫＣＩ アダプティックドレッシングＭ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399002298 ＫＣＩ アダプティックドレッシングＳ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399002564 ＫＣＩ アダプティックドレッシングＸＬ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
皮膚　－　非固着性ガーゼ 2101399002687 ＫＣＩ アダプティックドレッシング足趾　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155026240 Ｓ＆ネフュ アルゴダームトリオニック６６９２９３６０　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155026127 Ｓ＆ネフュ アルゴダームトリオニック６６９２９３６１　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155026097 Ｓ＆ネフュ アルゴダームトリオニック６６９２９３６２　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155026363 Ｓ＆ネフュ アルゴダームトリオニック６６９２９３６３　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155020361 Ｓ＆ネフュ アルジサイト銀　　　シート　５Ｘ５　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155020484 Ｓ＆ネフュ アルジサイト銀　　　シート　１０Ｘ１０　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155020514 Ｓ＆ネフュ アルジサイト銀　　　シート　１０Ｘ２０　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155020750 Ｓ＆ネフュ アルジサイト銀　　　シート　２０Ｘ３０　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155020637 Ｓ＆ネフュ アルジサイト銀　　　ロープ　３０㎝　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155031190 Ｓ＆ネフュ アレビンライフ　　　６６８０１０６８　　　　　１枚 その他
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皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155031220 Ｓ＆ネフュ アレビンライフ　　　６６８０１０６９　　　　　１枚 その他
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155031343 Ｓ＆ネフュ アレビンライフ　　　６６８０１０７０　　　　　１枚 その他
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155031466 Ｓ＆ネフュ アレビンライフ　　　６６８０１３０４　　　　　１枚 その他
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155031589 Ｓ＆ネフュ アレビンライフ　　　６６８０１３０６　　　　　１枚 その他
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155031619 Ｓ＆ネフュ アレビンライフ　　　６６８０１３０７　　　　　１枚 その他
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155008970 Ｓ＆ネフュ イントラサイトジェルシステム６６０００３２４　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155011864 Ｓ＆ネフュ イントラサイトジェルシステム６６０００３２５　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155005078 Ｓ＆ネフュ イントラサイトジェルシステム７３０８　８ｇ　　１コ 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155010447 Ｓ＆ネフュ イントラサイトジェルシステム７３１１　１５ｇ　１コ 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155008857 Ｓ＆ネフュ イントラサイトジェルシステム７３１３　２５ｇ　１コ 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155017743 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトプラス６６８００６７９・６８７　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155017590 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトプラス６６８００６８４・６９１　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155013561 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイト　　　６６３９０８７４　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155013684 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイト　　　６６３９０８７５　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155012892 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイト　６６３９０８７６・０８７３　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155013714 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイト　６６３９０８７７・０８７２　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155017118 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８００５４１　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155025182 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８０１０３１　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155015893 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８００５３８１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155017088 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８００５３９　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155015923 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８００５４０　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155024390 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８００８９８　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155024543 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８００９００　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155024420 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤジェントル６６８００９５９　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155018412 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤプラス６６８００６７４　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155018535 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤプラス６６８００６７５　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155019686 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトＡＤプラス６６８００６８５　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155028725 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトジェントル銀６６８０１３８０　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155028848 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトジェントル銀６６８０１３８１　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155028961 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトジェントル銀６６８０１３８２　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155029098 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトジェントル銀６６８０１３８３　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155017620 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトプラス　６６８００６７８　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155017866 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトプラス　６６８００６８１　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155017989 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトプラス　６６８００６８２　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155029876 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトライフ　６６３９１０６８　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155029999 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトライフ　６６３９１０６９　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030049 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトライフ　６６３９１０７０　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030162 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトライフ　６６３９１３０４　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030285 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトライフ　６６３９１３０６　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030315 Ｓ＆ネフュ ハイドロサイトライフ　６６３９１３０７　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030438 Ｓ＆ネフュ レプリケアＥＴ　　　６６８０１６１２　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030551 Ｓ＆ネフュ レプリケアＥＴ　　　６６８０１６１３　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030674 Ｓ＆ネフュ レプリケアＥＴ　　　６６８０１６１４　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100155030797 Ｓ＆ネフュ レプリケアＥＴ　　　６６８０１６１５　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449125079 アルケア ソーブサン　フラット３　１３４８２　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449125222 アルケア ソーブサン　プラス２　１３４９１　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
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皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449229968 アルケア バイオヘッシブＡｇ　１８９４２　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449230018 アルケア バイオヘッシブＡｇ　１８９４３　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449230131 アルケア バイオヘッシブＡｇ　１８９４４　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449230254 アルケア バイオヘッシブＡｇ　１８９５１　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449230377 アルケア バイオヘッシブＡｇ　１８９５２　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100449251396 アルケア バイオヘッシブＡｇライト　１９６１２　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131078720 川本産業 アブソキュア－ウンド　№２１１０　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131078843 川本産業 アブソキュア－ウンド　№２１１２　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131078966 川本産業 アブソキュア－ウンド　№２１２０　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131079093 川本産業 アブソキュア－ウンド　№２１３０　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131099350 川本産業 アブソキュア－サジカル　２２０２　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131090746 川本産業 アブソキュア－サジカル　№２２１０　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131099473 川本産業 アブソキュア－サジカル　２２１２　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131099596 川本産業 アブソキュア－サジカル　２２２０　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131053918 川本産業 アブソキュアーサジカル　№２２０１　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131173951 川本産業 ウルゴチュールアブソーブ７１１０６　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131144562 川本産業 ウルゴチュールアブソーブ７１１１０　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131144685 川本産業 ウルゴチュールアブソーブ７１１１５　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100131144715 川本産業 ウルゴチュールアブソーブ７１１２９ＨＬ　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100435019061 コロプラス コムフィールアルカスドレッシング　３２２５　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100435085820 コロプラス コムフィールプラス　３３１１０　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100435085943 コロプラス コムフィールプラス　３３１１５　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100435086070 コロプラス コムフィールプラス　３３１２０　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100435085790 コロプラス コムフィールプラス　３３１４６　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154041688 コンバテク アクアセル　　　　　１０Ｘ１０㎝　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154054510 コンバテク アクアセルＡｇ　１０Ｘ１０㎝　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154054633 コンバテク アクアセルＡｇ　１５Ｘ１５㎝　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154054480 コンバテク アクアセルＡｇ　５Ｘ５㎝　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154054879 コンバテク アクアセルＡｇ　　　２０Ｘ３０㎝　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154070329 コンバテク アクアセル　Ａｇ　強化型　２Ｘ４５㎝　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154068197 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７０　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154068227 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７１　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154068340 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７２　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154068463 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７３　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154068586 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７４　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154067312 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７５　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154067435 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７６　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154067558 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７７　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154067671 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７８　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154067794 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６７９　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154067824 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６８０　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154067947 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６８１　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154068074 コンバテク アクアセルＡｇフォーム　０９６８２　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154066377 コンバテク アクアセルフォーム　０９６８３　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154066490 コンバテク アクアセルフォーム　０９６８４　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154066520 コンバテク アクアセルフォーム　０９６８５　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
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皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154066643 コンバテク アクアセルフォーム　０９６８６　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154066766 コンバテク アクアセルフォーム　０９６８７　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154065585 コンバテク アクアセルフォーム　０９６８８　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154065615 コンバテク アクアセルフォーム　０９６８９　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154065738 コンバテク アクアセルフォーム　０９６９０　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154065851 コンバテク アクアセルフォーム　０９６９１　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154065974 コンバテク アクアセルフォーム　０９６９２　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154066018 コンバテク アクアセルフォーム　０９６９３　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154066131 コンバテク アクアセルフォーム　０９６９４　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020782 コンバテク カルトスタット　５Ｘ５　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020812 コンバテク カルトスタット　７．５Ｘ１２　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020935 コンバテク カルトスタット　　　１０Ｘ２０　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154021062 コンバテク カルトスタット　　　１５Ｘ２５　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154036738 コンバテク グラニュゲル　１５ｇ　　　　　　　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154017416 コンバテク デュオアクティブ　ＣＧＦ　２０Ｘ２０　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154017539 コンバテク デュオアクティブ　ＣＧＦ　２０Ｘ３０　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154007073 コンバテク デュオアクティブ　　ドレッシ．２０Ｘ２０　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154017140 コンバテク デュオアクティブ　ＣＧＦ　１０Ｘ１０　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154017263 コンバテク デュオアクティブ　ＣＧＦ　１５Ｘ１５　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154017386 コンバテク デュオアクティブ　ＣＧＦ　１５Ｘ２０　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020157 コンバテク デュオアクティブＥＴ　１０Ｘ１０　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020270 コンバテク デュオアクティブＥＴ　１５Ｘ１５　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020393 コンバテク デュオアクティブＥＴ　５Ｘ１０　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020423 コンバテク デュオアクティブＥＴ　５Ｘ２０　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020034 コンバテク デュオアクティブＥＴ　７．５Ｘ７．５　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154020546 コンバテク デュオアクティブＥＴ　スポット　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100154006946 コンバテク デュオアクティブ　ドレッシ．１０Ｘ１０　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104033350 スリーエム テガダーム　９０００１　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104033473 スリーエム テガダーム　９０００２　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104033596 スリーエム テガダーム　９０００３　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104033626 スリーエム テガダーム　９０００４　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104033749 スリーエム テガダーム　９０００５　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104089371 スリーエム テガダーム　９０００７　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104033862 スリーエム テガダームライト　９００２１　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104033985 スリーエム テガダームライト　９００２２　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104034029 スリーエム テガダームライト　９００２３　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100104034142 スリーエム テガダームライト　９００２４　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100030051862 大　鵬 ビューゲル　Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100030051749 大　鵬 ビューゲル　Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100030052777 大　鵬 ビューゲル　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000654 ニプロ－Ｍ ベスキチンＦ　　　　Ｄ　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000531 ニプロ－Ｍ ベスキチンＦ　Ｎ　　　　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000265 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷ　　　　Ｍ　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000142 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷ　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000388 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷ　　　　Ｌ　　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000418 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷ　Ｔ型　　　　　　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
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皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000777 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷ－Ａ　　Ｍ　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000890 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷ－Ａ　　Ｓ　　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192001170 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷサポートプラス　Ｌ　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192001293 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷサポートプラス　ＬＬ　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192001057 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷサポートプラス　Ｍ　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2100192000920 ニプロ－Ｍ ベスキチンＷサポートプラス　Ｓ　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221743 松吉 メピレックス　１０Ｘ１０　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030222146 松吉 メピレックス　１０Ｘ２０　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030222269 松吉 メピレックス　１３Ｘ２０　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221866 松吉 メピレックス　１５Ｘ１５　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221989 松吉 メピレックス　２０Ｘ２０　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030222023 松吉 メピレックス　２０Ｘ５０　　　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030167256 松吉 メピレックスＡｇ　１０Ｘ１０㎝　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030185274 松吉 メピレックスＡｇ　１０Ｘ２０㎝　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221477 松吉 メピレックスＡｇ　１５Ｘ１５　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221590 松吉 メピレックスＡｇ　２０Ｘ２０　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221620 松吉 メピレックスＡｇ　２０Ｘ５０　　　　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030165283 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１２．５Ｘ１２．５　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030183966 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１０Ｘ１０㎝　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030219498 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１０Ｘ２０㎝　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221354 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１０Ｘ３０　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221118 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１３Ｘ１６　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030219252 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１５Ｘ１５㎝　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030184246 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１５Ｘ１９　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030219375 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１５Ｘ２０㎝　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030221231 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１８．５Ｘ２４　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030162671 松吉 メピレックスボーダーⅡ　１８Ｘ１８　　　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030156939 松吉 メピレックスボーダーライト１０Ｘ１０㎝　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030157066 松吉 メピレックスボーダーライト１５Ｘ１５㎝　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030156786 松吉 メピレックスボーダーライト５Ｘ１２．５㎝　　　　１ 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030156816 松吉 メピレックスボーダーライト７．５Ｘ７．５㎝　　　１ 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030155093 松吉 メピレックスライト　１０Ｘ１０㎝　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030156540 松吉 メピレックスライト　１５Ｘ１５㎝　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030156663 松吉 メピレックスライト　２０Ｘ５０㎝　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030154331 松吉 メピレックスライト　６Ｘ８．５㎝　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
皮膚　固定・保護　創傷被覆材 2101030162435 松吉 メピレックスボーダⅡ　７．５Ｘ７．５㎝　　　　１枚 高度管理（クラスⅢ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101072188615 アズワン ０－９６００－０１　ソフト酸素カニューラ　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005533 アトムメデ カニューラＯＸ２０　Ｌ　９４１１２０００　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005656 アトムメデ カニューラＯＸ２０　Ｌ　９４１１２３００　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005892 アトムメデ カニューラＯＸ２０　Ｍ　９４１１２４００　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005779 アトムメデ カニューラＯＸ２０　Ｍス９４１１２１００　　　１個 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005922 アトムメデ カニューラＯＸ２０　Ｓ　９４１１２２００　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444006059 アトムメデ カニューラＯＸ２０　Ｓ　９４１１２５００　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005380 アトムメデ カニューラＯＸ２８小児９４１５１１００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005410 アトムメデ カニューラＯＸ２８小児９４１５１３００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005144 アトムメデ カニューラＯＸ２８成人９４１５１０００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101444005267 アトムメデ カニューラＯＸ２８成人９４１５１２００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2100418151467 ニプロ－Ｍ 酸素カニューラ　　　ＮＯＸ－０　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2109418157226 ニプロ－Ｍ 酸素カニューラ　　　ＮＯＸ－１　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2100691019164 日本メディ オキシジェンカニューラ　００１５９０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101504016585 日本メディ オキシジェンカニューラ　００１５９４　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2101030149986 松吉 酸素カニューラ　　　成人№６－１Ｓ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
鼻　－　酸素供給鼻腔カニューレ 2100426235531 村中医療器 ４３２００２０２鼻腔酸素カニューラ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
保温ドレープ 2108119016030 ＧＥヘルス 保温ドレープＬ　　　　　　　　　　　　　　　１個 その他
保温ドレープ 2108119015996 ＧＥヘルス 保温ドレープＭ　　　　　　　　　　　　　　　１個 その他
保温ドレープ 2108119015873 ＧＥヘルス 保温ドレープ下肢用　　　　　　　　　　　　１個 その他
放射線関連・Ｉ・Ｉカバー 2109411042949 ホギメデカ イメージカバー　　　Ⅱ－１０００　　　　　　１袋 その他
放射線関連・Ｉ・Ｉカバー 2109411043076 ホギメデカ イメージカバー　　　Ⅱ－１２００　　　　　　１袋 その他
放射線関連・Ｉ・Ｉカバー 2109411042826 ホギメデカ イメージカバー　　　Ⅱ－７００　　　　　　　１袋 その他
縫合　スキンステープラー 2100155021030 Ｓ＆ネフュ ロイコクリップ　ＳＤカートリッジ２０針　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100155021153 Ｓ＆ネフュ ロイコクリップ　ＳＤカートリッジ３５針　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100155020873 Ｓ＆ネフュ ロイコクリップ　ＳＤステープルリムーバー　　１個 一般（クラスⅠ）
縫合　スキンステープラー 2100155020996 Ｓ＆ネフュ ロイコクリップ　ＳＤハンドル　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
縫合　スキンステープラー 2100155021276 Ｓ＆ネフュ ロイコクリップ　ＳＤカートリッジ１０針　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100104093323 スリーエム プリサイス　　　　　ＤＳ－１５　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100104044189 スリーエム プリサイス　　　　　ＤＳ－２５　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100104060899 スリーエム プリサイス　　　　　ＤＳ－５　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100104086134 スリーエム プリサイススキンステイプラーＳ　２９９５Ｊ　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100104053075 スリーエム プリサイスビスタライト　３９９６Ｊ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100104061568 スリーエム プリサイスビスタライト　３９９８Ｊ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　スキンステープラー 2100104047210 スリーエム プリサイスリムーバー　ＳＲ－３　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
縫合　針付縫合糸 2100436039891 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　３－０　Ｚ５０８Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436038474 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　１　Ｚ３４１Ｈ　　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436038351 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　２－０　Ｚ３１７Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436042662 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　３－０　Ｚ３０５Ｈ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436043188 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　３－０　Ｚ３１１０Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436043218 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　３－０　Ｚ３１１Ｈ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436054672 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　３－０　Ｚ５１６Ｇ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436041122 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　４－０　Ｄ６２６１　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436052586 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　４－０　Ｚ４６４Ｈ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436006626 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　４－０　Ｚ４９４Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436031291 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　４－０　Ｚ４９６Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436017578 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　４－０　Ｚ５０７Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436022794 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　４－０　Ｚ５９４Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436035596 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　４－０　Ｚ９２４Ｈ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436038597 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　５－０　Ｚ３０３Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436054436 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　５－０　Ｚ５０６Ｇ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436019398 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　５－０　Ｚ５１１Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436004776 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　５－０　Ｚ５９３Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436031321 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　６－０　Ｚ４８９Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436009351 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　６－０　Ｚ５０２Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436004929 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　６－０　Ｚ５１０Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
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縫合　針付縫合糸 2100436023227 Ｊ＆Ｊ ＰＤＳⅡ　紫４－０　Ｚ３１０Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436019930 Ｊ＆Ｊ エチロン　３－０　　　６６３Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436026464 Ｊ＆Ｊ エチロン　３－０　　　６６９Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436107613 Ｊ＆Ｊ エチロン　３－０　１６６４Ｇ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436107859 Ｊ＆Ｊ エチロン　３－０　１６７３Ｈ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436017844 Ｊ＆Ｊ エチロン　４－０　　　６９９Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436108139 Ｊ＆Ｊ エチロン　４－０　１６６２Ｇ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436035749 Ｊ＆Ｊ エチロン　５－０　　　６６８Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436108498 Ｊ＆Ｊ エチロン　５－０　１６６８Ｇ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436108641 Ｊ＆Ｊ エチロン　５－０　１８３２Ｇ　　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436070092 Ｊ＆Ｊ サージカルシルク　３－０　Ｋ８８２Ｈ　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436082132 Ｊ＆Ｊ バイクリル　２－０　Ｊ４５９Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436002291 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｊ３０５Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436020974 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｊ３１１Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436003113 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｊ３１６Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436021377 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｊ４６０Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436009474 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｊ７７２Ｄ　　　　　　８本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436024378 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｊ７７４Ｄ　　　　　　８本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436047360 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｖ３１１０Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436019541 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｄ６２８４　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436002444 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｊ３０４Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436012993 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｊ３１５Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436079484 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｊ３９２Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436025948 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｊ４２２Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436074540 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｊ４６４Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436026075 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｊ５０７Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436014218 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｊ５９４Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436047247 Ｊ＆Ｊ バイクリル　４－０　Ｖ３１００Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436019787 Ｊ＆Ｊ バイクリル　５－０　Ｊ３０３Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436021643 Ｊ＆Ｊ バイクリル　５－０　Ｊ４３３Ｈ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436037569 Ｊ＆Ｊ バイクリル　５－０　Ｊ５０６Ｇ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436043690 Ｊ＆Ｊ バイクリル　６－０　Ｄ５８９０　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436027522 Ｊ＆Ｊ バイクリル　８－０　Ｊ４０１Ｇ　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436057949 Ｊ＆Ｊ バイクリルラピッド　３－０　Ｖ２１９０Ｈ　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436012092 Ｊ＆Ｊ バイクリルラピッド　４－０　ＶＲ２１４　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100436012757 Ｊ＆Ｊ プロリーン　３－０　８６６５Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436133193 Ｊ＆Ｊ プロリーン　５－０　８６６１Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100436135944 Ｊ＆Ｊ プロリーン　６－０　８６９５Ｇ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236011919 秋山製作所 ＣＡ１１５０Ｎ３　青ナイロン　Ａ１１－５０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236012046 秋山製作所 ＣＡ１５４０Ｎ１　白ナイロン　Ａ１５－４０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236024568 秋山製作所 ＣＡ１５５０Ｎ２　黒ナイロン　Ａ１５－５０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236015160 秋山製作所 ＣＦ１７３０Ｎ３　青ナイロン　Ｆ１７－３０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236010738 秋山製作所 ＣＦ１７４０Ｎ３　青ナイロン　Ｆ１７－４０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236010615 秋山製作所 ＣＦ１７５０Ｎ３　青ナイロン　Ｆ１７－５０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236011889 秋山製作所 ＣＦ２１４０Ｎ３　青ナイロン　Ｆ２１－４０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101236018161 秋山製作所 ＣＦ２５４０Ｎ３　青ナイロンＦ２５－４０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
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縫合　針付縫合糸 2101236006939 秋山製作所 エルプ糸付縫合針Ａ１２４０Ｎ３　　　　　　　　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101072068665 アズワン ０－４４９６－０６縫合針Ｆ２５３０Ｎ３　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429113010 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＴ１６０４ＮＡ７５－ＫＦ２　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429092223 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１１０５ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429092346 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１１０６ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429105541 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１３０３ＮＢ４５－ＫＦ２　　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429092070 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１３０４ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429091318 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１３０５ＮＢ４５ＫＦ２　　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429093374 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１３０６ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429095347 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１３０６ＮＷ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429092735 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１６０３ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429102540 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＰ１６０４ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429102663 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＲ１２０４ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429093527 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＲ１６０４ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429093640 アルフレＭ ネスコスーチャーＥＲ１６０５ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429096016 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＰ１１０７ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429100720 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＰ１３０３ＮＢ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429093015 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１２０４ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429093138 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１２０５ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429092582 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１２０６ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429096887 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１６０２ＮＡ４５－ＫＦ２　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429094821 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１６０４ＮＡ４５－ＫＦ２　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429091820 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１６０５ＮＡ４５－ＫＦ２　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429095583 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１６０６ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429094944 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ２００３ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429095071 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ２００４ＮＡ４５－ＫＦ２　１ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429094678 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ１６０３ＮＡ４５－ＫＦ２　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429109570 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＰ１３０６ＮＢ４５－ＫＦ２　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100429109846 アルフレＭ ネスコスーチャーＨＲ２５０４ＮＡ７５－ＫＦ２　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101400071534 コヴィデ サージプロ　４－０　片針ＳＰ－６８３　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101400099583 コヴィデ サージロン　３－０　片針１９５１－４１　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101400100937 コヴィデ サージロン　３－０　片針１９９５－４１　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101400100814 コヴィデ サージロン　４－０　片針１９９５－３１　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101400099460 コヴィデ サージロン　３－０　片針１９３５－４１　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101400003221 コヴィデ バイオシン　５－０片針　ＳＭ５６８７　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2101400039138 コヴィデ ポリゾーブ　４－０　片針　ＧＬ１２１　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2101400009223 コヴィデ ポリゾーブ　３－０片針　ＧＬ１２２　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2101400009346 コヴィデ マクソン　４－０片針　ＳＭＭ５５３６　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2101400090467 コヴィデ モノソフ　２－０　両針　ＧＮ－２８３　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101400095165 コヴィデ モノソフ　４－０　片針　ＳＮ－６３０　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101504009150 ベアーＭ 針付縫合糸ＢＰ１３Ａ０４Ｈ－４５　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101504009273 ベアーＭ 針付縫合糸ＢＰ１３Ａ０６Ｈ－４５　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101504009396 ベアーＭ 針付縫合糸ＳＰ１５Ａ０５Ｎ－４５　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2101504066368 マニー マニー滅菌針付縫合糸２０９０　　　　　　　　　１Ｓ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　針付縫合糸 2100426177497 村中医療器 ３７７３１４１４外科強弯　Ｆ１４－４０Ｎ３　１本 高度管理（クラスⅢ）
縫合　針付縫合糸 2100426060973 村中医療器 ４４６０２５７０縫合針黒ＮＢ０８５　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
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縫合　接着剤・止血剤 2100109084586 テルモＢＳ ロイコサン　アドヒーシブ　ＪＷ－ＳＳＡ　　　１本 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合糸 2100436038986 Ｊ＆Ｊ バイクリル　１　Ｊ６３７Ｈ　　　　　　　３本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　縫合糸 2100436016786 Ｊ＆Ｊ バイクリル　２－０　Ｊ１０５Ｇ　　　　　１２本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　縫合糸 2100436048787 Ｊ＆Ｊ バイクリル　３－０　Ｊ６１４Ｈ　　　　　　１本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　縫合糸 2101236007219 秋山製作所 滅菌済白編縫合糸３－０　　　　　　　　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2101236024681 秋山製作所 滅菌ブレードシルク　３－０　　　　　　　　５本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429022336 アルフレＭ シルクブレード　　　ＧＡ０１ＳＷ　　　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429075479 アルフレＭ シルクブレード　　　ＧＡ０２ＳＢ　　　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429022459 アルフレＭ シルクブレード　　　ＧＡ０２ＳＷ　　　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429022695 アルフレＭ シルクブレード　　　ＧＡ０３ＳＷ　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429068792 アルフレＭ シルクブレード　　　ＧＡ０４ＳＷ　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429074717 アルフレＭ シルクブレード　　　ＧＡ０５ＳＷ　　　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429068945 アルフレＭ シルクブレード　ＧＴ０３ＳＷ　　　　　　５本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429080213 アルフレＭ シルクブレード　　　ＧＴ０４ＳＢ　　　　５本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429022183 アルフレＭ シルクブレード　　　ＩＡ０２ＳＷ　　　１０本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2100429081241 アルフレＭ シルクブレード　ＧＴ０４ＳＷ　　　　　　５本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2101400013534 コヴィデ サージロン０針無　１９１７－６１　　　　　６本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2101400098319 コヴィデ サージロン３－０針無１９１８－４１　　　１２本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2101400107219 コヴィデ ソフシルク　１　針無　Ｓ－１９７　　　　　６本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2101400008820 コヴィデ ポリゾーブ　０針ナシ　Ｌ１４　　　　　　６本／Ｐ 高度管理（クラスⅣ）
縫合　縫合糸 2101504006814 松田医科 白ブレードシルク　２－０　４０㎝　　　　５本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合糸 2101504006661 松田医科 白ブレードシルク　３－０　４０㎝　　　　５本／Ｐ 高度管理（クラスⅢ）
縫合　縫合用テープ 2100155021665 Ｓ＆ネフュ ロイコストリップ　１３ｍｍ×１０２ｍｍ　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100155021788 Ｓ＆ネフュ ロイコストリップ　２６ｍｍ×１０２ｍｍ　　４本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100155021399 Ｓ＆ネフュ ロイコストリップ　４ｍｍ×３８ｍｍ　　　　８本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100155021818 Ｓ＆ネフュ ロイコストリップ　４ｍｍ×７６ｍｍ　　　　４本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100155021542 Ｓ＆ネフュ ロイコストリップ　６．４ｍｍ×１０２ｍｍ　５本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100155021429 Ｓ＆ネフュ ロイコストリップ　６．４ｍｍ×７６ｍｍ　　３本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104009839 スリーエム ステリストリップ　Ｂ１５５１　　　　　３本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104030116 スリーエム ステリストリップ　Ｂ１５５３　　　　１０本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104030239 スリーエム ステリストリップ　Ｂ１５５７　　　　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104064838 スリーエム ステリストリップ　Ｅ４５４０　　　　　５本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104040429 スリーエム ステリストリップ　Ｅ４５４１　　　　　３本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104058288 スリーエム ステリストリップ　Ｅ４５４２　　　　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104069895 スリーエム ステリストリップ　Ｅ４５４７　　　　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104002144 スリーエム ステリストリップ　Ｒ１５４０　　　　　５本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104002267 スリーエム ステリストリップ　Ｒ１５４１　　　　　３本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104011399 スリーエム ステリストリップ　Ｒ１５４２　　　　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104002410 スリーエム ステリストリップ　Ｒ１５４６　　　　１０本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104002533 スリーエム ステリストリップ　Ｒ１５４７　　　　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104007743 スリーエム ステリストリップ　Ｒ１５４８　　　　　４本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2109104044458 スリーエム ステリストリップ　Ｒ１５４９　　　　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100109083947 テルモＢＳ ロイコサンストリップＪＷ－ＳＳＴ０３０７５　１袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100109084074 テルモＢＳ ロイコサンストリップＪＷ－ＳＳＴ０６０３８　１袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100109084197 テルモＢＳ ロイコサンストリップＪＷ－ＳＳＴ０６０７５　１袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100109084227 テルモＢＳ ロイコサンストリップＪＷ－ＳＳＴ０６１００　１袋 一般（クラスⅠ）
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縫合　縫合用テープ 2100109084340 テルモＢＳ ロイコサンストリップＪＷ－ＳＳＴ１２１００　１袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100109084463 テルモＢＳ ロイコサンストリップＪＷ－ＳＳＴ２５１００　１袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100160038177 ニチバン ファスナート　　　　ＦＮ０６３８　　　　　３本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100160038320 ニチバン ファスナート　　　　ＦＮ１２７６　　　　　４本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100160038290 ニチバン ファスナート　　　　ＦＮ０６７６　　　　　３本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100160037897 ニチバン ファスナート　　　　ＦＮ０４３８　　　　　４本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100160037927 ニチバン ファスナート　　　　ＦＮ０４７６　　　　　４本／袋 一般（クラスⅠ）
縫合　縫合用テープ 2100160038054 ニチバン ファスナート　　　　ＦＮ０６１９　　　　　６本／袋 一般（クラスⅠ）
麻酔（麻酔器除く）　－ 2100253010257 Ｂブラウン ＬＯＲシリンジ　ルアースリップタイプ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
麻酔（麻酔器除く）　－ 2100253016525 Ｂブラウン フラットフィルター　０．２ＭＣＭ　　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　－ 2101427188734 クリエート アキュフューザー用ポーチ（黄）　　　　　　　　１枚 その他
麻酔（麻酔器除く）　－ 2101427188611 クリエート アキュフューザー用ポーチ（白）　　　　　　　　１枚 その他
麻酔（麻酔器除く）　－ 2101549011835 ディヴイン 専用延長管　ＤＩＢカテーテル用　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109070009284 テルモ カテラン針　２０Ｇ　７０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109070009314 テルモ カテラン針　２２Ｇ　７０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109070009437 テルモ カテラン針　２３Ｇ　６０㎜　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109486077266 トップ カテラン針　２２ＧＸ６０㎜　ＲＢ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109486025151 トップ カテラン針　２３ＧＸ６０㎜　ＲＢ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109486077389 トップ カテラン針　２５ＧＸ６０㎜　ＲＢ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418115547 ニプロ－Ｍ カテラン針　１８ＧＸ７０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418277382 ニプロ－Ｍ カテラン針　１９ＧＸ７０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418115783 ニプロ－Ｍ カテラン針　２０ＧＸ７０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418115813 ニプロ－Ｍ カテラン針　２１ＧＸ６０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418115936 ニプロ－Ｍ カテラン針　２１ＧＸ７０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418116063 ニプロ－Ｍ カテラン針　２２ＧＸ６０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418116452 ニプロ－Ｍ カテラン針　２２ＧＸ６０ＳＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418116186 ニプロ－Ｍ カテラン針　２２ＧＸ７０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418116575 ニプロ－Ｍ カテラン針　２２ＧＸ７０ＳＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418271892 ニプロ－Ｍ カテラン針　２３ＧＸ６０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418271922 ニプロ－Ｍ カテラン針　２３ＧＸ６０ＳＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　カテラン針 2109418274770 ニプロ－Ｍ カテラン針　２３ＧＸ７０ＲＢ　ＧＡ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486012595 トップ スパイナル針　１８ＧＸ８９㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486012625 トップ スパイナル針　１９ＧＸ７０㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486012861 トップ スパイナル針　２０ＧＸ７０㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486012984 トップ スパイナル針　２０ＧＸ８９㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486013141 トップ スパイナル針　２１ＧＸ８９㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486013264 トップ スパイナル針　２２ＧＸ７０㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486013387 トップ スパイナル針　２２ＧＸ８９㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486013417 トップ スパイナル針　２３ＧＸ７０㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486013776 トップ スパイナル針　２５ＧＸ８９㎜　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486059873 トップ スパイナル針活栓２１ＧＸ７０㎜　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　スパイナル（脊椎用麻酔）針 2109486059996 トップ スパイナル針活栓２１ＧＸ８９㎜　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427184675 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ０００５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427184941 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ０００５Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185221 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００１０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185078 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００１０Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
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麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185580 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００２０Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185344 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００２０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185191 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００２０Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185610 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００４０Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185467 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００４０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185733 クリエート アキュフューザー持続　Ｃ００５０Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427184552 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ１０１５Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427184439 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ１０１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186259 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ１０１５Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187164 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ１０６０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186495 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ１０６０Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187829 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ２０１５Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187041 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ２０１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186372 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ２０１５Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187287 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ２０６０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186525 クリエート アキュフューザー持続　Ｍ２０６０Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186648 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ０５１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427184798 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ０５１５Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186914 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ０５６０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186013 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ０５６０Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186761 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ１０１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185856 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ１０１５Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186884 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ２０１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427185979 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ２０１５Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427186136 クリエート アキュフューザー持続　Ｐ２０６０Ｓ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187317 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ２０１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187553 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ２０６０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187942 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ４０１５Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187430 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ４０１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427188192 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ４０６０Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187676 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ４０６０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427188079 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ５０１５Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427188345 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ５０１５Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427188222 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ５０６０Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427187799 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ５０６０Ｍ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101427184316 クリエート アキュフューザー持続　Ｔ２０１５Ｌ　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101141019789 スミスＭＪ 楽々フューザー　可変　　　　　　　　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450007852 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ０５１０ＩＰ１Ｅ１０１２　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450012832 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ０５１０ＩＰ１Ｅ３０１２　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009948 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ１０２０ＩＰ１Ｅ１０１２　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450010081 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ１０２０ＩＰ１Ｅ２０１２　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450010111 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ１０２０ＩＰ１Ｅ３０１２　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450011927 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ２０４０ＩＰ１Ｅ２０１２　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450012955 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ４０８０ＩＰ１Ｅ１０１２　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450008491 大研医器 クーデック　ＩＳＪ１２Ｅ１０ＩＰ１Ｅ１０１２　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450008132 大研医器 クーデック　ＩＳＪ６Ｅ０５ＩＰ１Ｅ１００６　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
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麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450010869 大研医器 クーデックＣＩＥ２０２０３０ＩＰ３Ｅ３０２０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450011026 大研医器 クーデックＣＩＥ２０２０４０ＩＰ３Ｅ３０２０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450015321 大研医器 クーデックＣＩＥ３０２０４０ＩＰ３Ｅ３０３０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450015444 大研医器 クーデックＣＩＥ３０３０４０ＩＰ３Ｅ３０３０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009436 大研医器 クーデック　ＩＳＪ１２Ｅ０５ＩＰ１Ｅ２０１２　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009559 大研医器 クーデック　ＩＳＪ１２Ｅ１０ＩＰ１Ｅ２０１２　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450016595 大研医器 クーデックＩＳＪ１２Ｅ１０ＩＰ３Ｅ３０１２　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009795 大研医器 クーデックＩＳＪ６Ｅ０５１０ＩＰ１Ｅ１００６　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009825 大研医器 クーデックＩＳＪ６Ｅ０５１０ＩＰ１Ｅ３００６　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009160 大研医器 クーデック　ＩＳＪ６Ｅ０５ＩＰ１Ｅ３００６　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009283 大研医器 クーデック　ＩＳＪ６Ｅ１０ＩＰ１Ｅ１００６　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450009313 大研医器 クーデック　ＩＳＪ６Ｅ１０ＩＰ１Ｅ３００６　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450013082 大研医器 クーデックシリンジ　ＩＳＪ６－０５１０　　　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450014140 大研医器 クーデックシリンジェクターＩＳＪ１２－１０　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450014263 大研医器 クーデックシリンジェクターＩＳＪ１２－２０　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450012290 大研医器 クーデックシリンジ　モノフローＩＳＪ６－１０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450012443 大研医器 クーデックシリンジ　モノフローＩＳＪ６－３０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450017141 大研医器 クーデックシリンジェクタＩＳＪ１２Ｐ０５１０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450014027 大研医器 クーデックバルＣＩＥ２０６０ＩＰ３Ｅ６０２０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450016083 大研医器 クーデックバルＣＩＥ３０３０ＩＰ３Ｅ３０３０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450008880 大研医器 クーデックバルＣＩＥ３０４０ＩＰ３Ｅ３０３０　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450014928 大研医器 クーデックバルーンジェクタＣＩＧ１０－３０　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450015055 大研医器 クーデックバルーンジェクタＣＩＧ２０－６０　　１Ｓ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450008019 大研医器 クーデックシリンジェクター　ＩＳＪ６－０５　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450004226 大研医器 バルーンジェクター　ＣＩＡ３０－２０３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100450015680 大研医器 バルーンジェクター　ＣＩＡ３０－２０４０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002550 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－１　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002437 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－１１　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000976 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－１１１Ｐ　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549001492 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－１６２Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549001256 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－１Ｐ　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002673 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－２　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002796 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－２ＷＳ　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002826 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－３－６　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549001522 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－３２０Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549012986 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－３ＷＳ－６　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101504026928 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－４　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549001645 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－８２０Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549001768 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　Ｄ－８３０Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549013020 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　ＯＤ－２２０Ｗ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000853 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　ＯＤ－３４１Ｐ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000341 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　ＯＤ－３４９Ｐ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000198 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　ＯＤ－３４９Ｗ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000464 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　ＯＤ－６２０Ｐ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000617 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　ＯＤ－８４０Ｐ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000730 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　ＯＤ－８５０Ｐ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
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麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101504016851 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　スライドＤ１１Ｐ　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000228 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－３２０Ｐ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549001881 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－３２０Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002048 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－３５９Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002284 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－５７８Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002161 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－５８２Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549013143 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－６２０Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549000587 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－８２０Ｐ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549001911 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－８２０Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549002314 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステムＯＤ－８４０Ｗ－６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101402000648 ディヴイン ＤＩＢ－ＰＣＡシステム　スライドＤ１０４Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549012351 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　３Ｗａｙ　ソフト　可変　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549012474 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　３Ｗａｙ　スライド可変　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549004134 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　ユーロ　Ｓ５０ｍＬ２４ｈｒ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549004257 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　ユーロ　Ｓ５０ｍＬ４８ｈｒ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549004370 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　ユーロ　Ｓ５０ｍＬ９６ｈｒ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549004493 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　３Ｄ　ＶＤ２００ｍＬ１ｍＬ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549004523 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　３Ｄ　ＶＤ２００ｍＬ２ｍＬ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549004646 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　３Ｄ　ＶＤ２００ｍＬ４ｍＬ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549004769 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　３Ｄ　ＶＤ３００ｍＬ６ｍＬ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549003076 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　ハード　４０ｍＬ－２４ｈｒ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549003199 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　ハード　４０ｍＬ－４８ｈｒ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549003229 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　ハード　４０ｍＬ－７２ｈｒ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549003342 ディヴイン ＤＩＢカテーテルハード５０ｍＬ－１２ｈｒ－６　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549003465 ディヴイン ＤＩＢカテーテルハード５０ｍＬ－２４ｈｒ－６　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549003588 ディヴイン ＤＩＢカテーテルハードＥＸ５０ｍＬ４８ｈｒ６　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101549003731 ディヴイン ＤＩＢカテーテル　ハード　ＥＸ５０ｍＬ９６ｈｒ１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418377348 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセット　ＰＣＡＳ－４－３０Ｐ／３０３０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457675 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセット　ＰＣＡＳ１００４ＤＰ／１０１５　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457798 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセット　ＰＣＡＳ１００４ＤＰ／１０３０　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457439 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセット　ＰＣＡＭ１２３－１０Ｐ１０１５　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457552 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセット　ＰＣＡＭ１２３－１０Ｐ１０３０　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418396783 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－０５０２ＤＰ／０５３０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418381147 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－０５０４ＤＰ／０５１５　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418381260 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－０５０４ＤＰ／０５３０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418396813 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－１００１ＤＰ／２０３０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418396936 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－１００１ＤＰ／２０６０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418397186 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－１００１ＤＰ／３０６０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418377461 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－１００２ＤＰ／２０３０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418376945 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－１００２ＤＰ／２０６０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418397063 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－１００２ＤＰ／３０６０　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418397216 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－２－３０Ｐ／３０６０　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418397339 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－３－３０Ｐ／３０３０　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418397452 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－３－３０Ｐ／３０６０　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418381383 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－４－３０Ｐ／３０６０　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418397575 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－５－３０Ｐ／３０３０　　１個 高度管理（クラスⅢ）
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麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418397698 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－５－３０Ｐ／３０６０　　１個 高度管理（クラスⅢ）

追加分 麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418543262 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセット　ＰＣＡＳ０５－１０Ｐ／０５３０　　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418548113 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＭ－０１１－１０Ｐ０５１５　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418530071 ニプロ－Ｍ ＰＣＡセットＰＣＡＳ－０５－１０Ｐ／０５１５　　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418372015 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡＰＣＡＭ２３４５１０Ｐ２０１５ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418372138 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡＰＣＡＭ２３４５１０Ｐ２０３０ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418372251 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡＰＣＡＭ２３４５３０Ｐ３０３０ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418372374 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡＰＣＡＭ２３４５３０Ｐ３０６０ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418416276 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＬＦ－０５０１Ｄ　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418380980 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＬＦ－０５０２Ｄ　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418381024 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＬＦ－０５０３Ｄ　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418287333 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５０１Ｄ（Ｐ）１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418338936 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５０１Ｗ（Ｐ）１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418287456 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５０２Ｄ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418380744 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５０３Ｄ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418379793 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５０４ＨＲ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418302098 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５０５Ｄ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418287579 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１００１Ｄ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418287845 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１００１Ｗ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418287692 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１００２Ｄ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418287722 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１００３Ｄ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418346887 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１００５Ｄ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418313193 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１０３６ＨＲ（Ｐ１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418380867 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－２－２５（Ｐ）１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415637 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－２－３０（Ｐ）　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415750 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－３－３０（Ｐ）　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418377225 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－４－３０（Ｐ）１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418285360 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－５－２５（Ｐ）１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418379670 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－５－３０（Ｐ）　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418389358 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－６－３０（Ｐ）　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415873 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－８－３０（Ｐ）　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418240710 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－ＰＣＡ０３０　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418406864 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５０４Ｄ（Ｐ）１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418284066 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡＳＦＳ－０５０５ＨＲ（Ｐ）１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415248 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－０５１２ＨＲＰ　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415361 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１００５ＨＲＰ　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415484 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－１０１２ＨＲＰ　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415514 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＦＳ－５０－２５（Ｐ）１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418384650 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ－２３４５－３０Ｐ　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418415996 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ－１２３－１０Ｐ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418286664 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ２３４５－１０Ｐ　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418416030 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ－２３４５－２５Ｐ　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418332668 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ－２４６８－３０Ｐ　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418405171 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ－３４５６－２５Ｐ　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418416153 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ－３４５６－３０Ｐ　１ 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418384384 ニプロ－Ｍ シュアーフューザーＡ　ＳＭＡ－０１２３－１０Ｐ　１ 高度管理（クラスⅢ）
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麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457040 ニプロ－Ｍ シュアーフューザー　ＳＦＳ－１－１５（Ｐ）　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457163 ニプロ－Ｍ シュアーフューザー　ＳＦＳ－２－１５（Ｐ）　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457286 ニプロ－Ｍ シュアーフューザー　ＳＦＳ－３－１５（Ｐ）　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2100418457316 ニプロ－Ｍ シュアーフューザー　ＳＦＳ－３．５－１５（Ｐ）１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101223002920 バクスター インフューザーＳＶ１　　　　　　　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　ディスポ持続注入ポンプ 2101223007086 バクスター インフューザーＳＶ２　　　　　　　　　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　硬膜外麻酔カテーテル 2109486198480 トップ 硬膜外カテーテル　２１６０２　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　硬膜外麻酔カテーテル 2100486048027 トップ 硬膜外カテーテル　Ｍ　　　　　　　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　硬膜外麻酔カテーテル 2101520030299 八光 硬膜外麻酔セット　ＥＦ１７Ｉ－９５　　　　１セット 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　硬膜外麻酔針 2101520023376 八光 硬膜外針　１７ＧＸ８０㎜　曲　　　　　　　１セット 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　硬膜外麻酔針 2101520023529 八光 硬膜外針　１９ＧＸ８０㎜　曲　　　　　　　１セット 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　腰椎穿刺セット 2100486143135 トップ 腰椎穿刺セット用マノメーター３００㎜　　　１セット 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　腰椎穿刺セット 2100418157346 ニプロ－Ｍ ＦＦルンバールセット　ＬＢ１８８０　　　１セット 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　腰椎穿刺セット 2100418157469 ニプロ－Ｍ ＦＦルンバールセット　ＬＢ１９８０　　　１セット 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　腰椎穿刺セット 2100418232463 ニプロ－Ｍ ＦＦルンバールセット　ＬＢ１９９０　　　１セット 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　腰椎穿刺セット 2100418407410 ニプロ－Ｍ ＦＦルンバルセット　ＬＢ－１８９０　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100486237179 トップ ポール針　ＴＬ２０Ｇ　１４５－１０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100486237292 トップ ポール針　ＴＬ２１Ｇ　１００－５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100486237711 トップ ポール針　ＴＬ２２Ｇ　１００．５－１０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100486237445 トップ ポール針　ＴＬ２２Ｇ　１００．５－２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100486237568 トップ ポール針　ＴＬ２２Ｇ　１００．５－４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100486237681 トップ ポール針　ＴＬ２２Ｇ　１００．５－５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100486237322 トップ ポール針　ＴＬ２２Ｇ　５４－４　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100691023475 八光 神経ブロック針　２１ＧＸ１２０㎜　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2100691024267 八光 神経ブロック針　２３ＧＸ８０㎜　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
麻酔（麻酔器除く）　麻酔用穿刺針 2101520007444 八光 神経ブロック針ＰＭ　２２ＧＸ８０㎜　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
滅菌関連　生物学的インジケーター 2100408082139 Ｊ＆Ｊ ステラッドサイクルシュア２４バイオロジカルイン１本 その他
滅菌関連　生物学的インジケーター 2109104085345 スリーエム アテストインジケータ　１２６２　　　　　　１本 その他
滅菌関連　生物学的インジケーター 2109104084041 スリーエム アテストインジケータ　１２９１　　　　　　　１本 その他
滅菌関連　生物学的インジケーター 2109104073724 スリーエム アテストインジケータ　１２９２　　　　　　　１本 その他
滅菌関連　生物学的インジケーター 2109104073847 スリーエム アテストインジケータ　１２９４　　　　　　　１本 その他
滅菌関連　滅菌バッグ 2101072566314 アズワン ８－２６０１－０２　滅菌バッグ　　　　　　　　１枚 その他
滅菌関連　滅菌バッグ 2101072588095 アズワン ８－２６０１－０５　滅菌バッグ　　　　　　　　１枚 その他
滅菌関連　滅菌バッグ 2101072784077 アズワン ８－２６０１－１２　滅菌バッグ　　　　　　　　１枚 その他
滅菌関連　滅菌バッグ 2101072784190 アズワン ８－２６０１－１４　滅菌バッグ　　　　　　　　１枚 その他
輸液・輸血　－ 2100487033466 ＢＤ－ＭＥ ３０５２１１　ブラントフィルターニードル　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100487034258 ＢＤ－ＭＥ ＢＤブラントフィルニードル３０５１８０　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100253013135 Ｂブラウン コニカルフィルター　　ＰＦ２０００　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100407286088 ＪＭＳ シェルカバーＰＮプラグ用ＪＶ－ＰＮＰＣ　　　　５個 その他
輸液・輸血　－ 2100407425999 ＪＭＳ セーフミックＴＰＮバッグ　ＪＲ－ＮＢＰ０５　１コ 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100407426668 ＪＭＳ セーフミックＴＰＮバッグ　ＪＲ－ＮＢＰ２０　１コ 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100407373481 ＪＭＳ プラスチックカニューラＪＶ－ＰＣ１３Ｗ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100418250122 ニプロ－Ｍ プラスチック針　　　カテーテルイエロー　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100418458221 ニプロ－Ｍ プラスチック針ルアー　細径タイプ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100470038485 バイエアＭ ＩＮ８０００１２　インフューザー　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100470038515 バイエアＭ ＩＮ８０００２０　インフューザー　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
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輸液・輸血　－ 2100470038638 バイエアＭ ＩＮ９０００１２　インフューザー　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100470038751 バイエアＭ ＩＮ９０００２０　インフューザー　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　－ 2100470038874 バイエアＭ ＩＮ９５０００６　インフューザー　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401198288 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１４－１２－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401137041 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１４－１２ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401093149 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１４－２０－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401137164 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１４－２０ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401093262 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１４－２７－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401137287 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１４－２７ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401093385 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１６－０８－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401189781 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１６－１２－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401190077 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１６－１２ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401239844 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１６－２０－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401190190 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１６－２０ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401189811 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１６－２７－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401190220 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１６－２７ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401093774 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１８－０８－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401093897 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１８－１２－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401137676 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１８－１２ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401093927 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１８－２０－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401137799 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１８－２０ＷＰ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401094054 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７１８－２７－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401094177 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７２０－０８－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401256681 Ｎコヴィデ ＣＶカテーテルキット　１７２０－２７－Ｐ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401268219 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９３０－１８－Ｇ　　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401259958 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９３０－２３－Ｇ　　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401256292 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９３０－２３－Ｐ　　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401268332 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９４０－１８－Ｇ　　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401262064 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９４０－２３－Ｇ　　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401256322 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９４０－２３－Ｐ　　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401262453 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９４５－１８－ＷＧ　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401256445 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９４５－２３－ＷＰ　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401262330 Ｎコヴィデ ＰＩＣＣキット　１９４５－２３－ＷＧ　　　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401239219 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１３１２－８ＴＧ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401242349 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１３１８－１２Ｇ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284417 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１９１２－０８ＷＧＭ　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284653 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１９１２－２３ＷＧＭ　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284530 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１９１２－８ＷＧＭＪ　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284776 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１９１５－０５ＷＧＭ　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284899 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１９１５－０８ＷＧＭ　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284387 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　　　１９１６－０８ＧＭ　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401308328 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１２－０６ＷＧＭＺ　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401308441 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１２－０８ＷＧＭＺ　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401283625 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１５－５ＷＧＥＯ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401308298 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１６－０６ＧＭＺ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401297066 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１６－２３ＧＭ　　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
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輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401302449 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１６－２３ＧＭＺ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401283748 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１７－２ＷＧＥＯ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401283861 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１７－３ＷＧＥＯ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401283984 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１７－５ＷＧＥＯ　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284028 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１８－６ＧＥＯ　　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401284141 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９２０－６ＧＥＯ　　　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100401308175 Ｎコヴィデ ＳＭＡＣプラス　１９１２－２３ＷＧＭＺ　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448152557 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１４３ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153615 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１４３ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448152670 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１４５ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153738 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１４５ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448152793 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１４７ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153851 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１４７ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448152823 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６３ＳＡ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448152946 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６３ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153974 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６３ＷＡ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448154018 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６３ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448154131 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６５ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153196 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６７ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448154254 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６７ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153226 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８３ＳＡ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448154377 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８３ＷＡ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448154490 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８３ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153462 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８５ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448154520 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８５ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153585 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８７ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448154643 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８７ＷＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153073 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１６５ＳＳ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448153349 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＤＸ　ＬＧ－ＤＸ１８３ＳＳ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448178663 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＥＸ　ＬＧ－ＥＸ１２２ＴＣ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448178786 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＥＸ　ＬＧ－ＥＸ１２２ＷＣ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448189881 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＥＸ　ＬＧ－ＥＸ１２６ＷＣ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448185074 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＥＸ　ＬＧ－ＥＸ１６３ＳＤ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448160538 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１２２Ｔ　　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448174634 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１２２ＴＫ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448160262 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１２２Ｗ　　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448174757 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１２２ＷＫ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448160385 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１２６Ｗ　　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448175426 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１２６ＷＫ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448160651 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１５１Ｔ　　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448176331 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１５１ＴＫ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448160415 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１５１Ｗ　　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100448176454 テルモＭＥ ＣＶレガフォースＳＸ　ＬＧ－ＳＸ１５１ＷＫ　　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246569 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２５１５　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246682 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２５２０　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246712 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２５３０　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
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輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246835 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２５４０　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418429344 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２６２５　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246170 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２９０８　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246293 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２９１５　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246323 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２９２０　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246446 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＳ－２９２５　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418246958 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＷ－２５２０　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418429467 ニプロ－Ｍ ＰＮカテーテルキット　ＰＮＷ－２６２０　　１セット 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418429610 ニプロ－Ｍ シリコーンカテーテルキット　ＩＶＨ－１８Ｓ　　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418429733 ニプロ－Ｍ シリコーンカテーテルキット　ＩＶＨＳ－１８Ｓ　１本 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418430777 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＫＰ－１４５０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418430654 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＫＰ－１４７０－Ｓ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418430890 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＫＰ－１６５０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418430920 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１４２０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418431057 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１４３０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418431170 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１４５０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418431293 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１６２０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418431323 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１６３０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418431446 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１６５０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418431569 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１８３０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418431682 ニプロ－Ｍ セーフレットカテＰＵ　ＮＵＳＥ－１８５０－Ｗ　１個 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418344555 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１４３０－Ｓ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418251785 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１６３０－Ｓ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418301725 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１６３０－Ｗ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418254816 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１６５０－Ｓ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418251037 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１６７０－Ｓ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418300421 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１６７０－Ｗ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418252843 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１８３０－Ｓ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418301848 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１８３０－Ｗ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418254939 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１８５０－Ｓ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418252966 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１８７０－Ｓ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418300544 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＫＰ－１８７０－Ｗ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418250870 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＳＥ－１４３０－Ｓ　　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418250993 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＳＥ－１４５０－Ｓ　　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418289788 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＳＥ－１６３０－Ｓ　　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418349888 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＳＥ－１６５０－Ｓ　　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418364393 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＳＥ－１８３０－Ｓ　　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418333450 ニプロ－Ｍ セーフレットカテーテルＮＵＳＥ－１８５０－Ｓ　　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418430142 ニプロ－Ｍ マルチハイフローカテキット　ＭＨＦ－４０８－Ｔ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418429856 ニプロ－Ｍ マルチハイフローカテキット　ＭＨＦ－４０８－Ｗ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418429979 ニプロ－Ｍ マルチハイフローカテキット　ＭＨＦ－７２０－Ｗ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＣＶカテーテル 2100418430029 ニプロ－Ｍ マルチハイフローカテキット　ＭＨＦ－７３０－Ｗ　１ 高度管理（クラスⅣ）
輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2100407307929 ＪＭＳ セーフミックＴＰＮバッグ　ＪＲ－ＮＢＰ１０　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2100407308179 ＪＭＳ セーフミックＴＰＮバッグ　ＪＲ－ＮＢＰ３０　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2100070187866 テルモ ハイカリックバッグ　ＨＣ－Ｂ１００６Ａ　１セット 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2100070187989 テルモ ハイカリックバッグ　ＨＣ－Ｂ２００６Ａ　１セット 一般（クラスⅠ）
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輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2100070227852 テルモ ハイカリックバッグ　ＨＣ－Ｂ２００６Ｂ　　１セット 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2109070188026 テルモ ハイカリックバッグ　ＨＣ－Ｂ３００６Ａ　１セット 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2100070243937 テルモ ハイカリックバッグ　ＨＣ－Ｂ３００６Ｂ　　１セット 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　ＩＶＨ用バッグ 2100418528993 ニプロ－Ｍ アリメバッグα　ＡＢＣ－２０Ｓ　　　　　　　　１枚 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　その他 2100407344122 ＪＭＳ ＰＮカバー　ＪＶ－ＰＮＣ０５　　　　　　　５個／袋 その他
輸液・輸血　その他 2100407320584 ＪＭＳ セーフミック　Ｓキャップ　ＪＲ－ＢＰＣＲ　　１個 その他
輸液・輸血　その他 2100407320614 ＪＭＳ セーフミック　遮光カバーＪＲ－ＢＰＳＬ　　　１枚 その他
輸液・輸血　その他 2100407344092 ＪＭＳ セーフミック　遮光カバーＪＲ－ＢＰＳＳ　　　１枚 その他
輸液・輸血　エアー針 2109407081136 ＪＭＳ エアー針　　　　ＪＳ－Ｎ２０Ｆ　　　　５本／セット 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　エアー針 2109070197813 テルモ 通気針　ＸＸ－ＭＦＡ２０３８　　　　　５本／シート 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109407338230 ＪＭＳ アダプタキャップ　　ＪＶ－ＡＣＨＷ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109070402931 テルモ 三方活栓キャッＸＸＷＳ０１Ｋ００１　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　キャップ 2100070183059 テルモ 三方活栓キャップ　ＸＸＷＳ０１Ｋ＊　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　キャップ 2100070183172 テルモ 三方活栓混注　　　　ＸＸＷＳ０２Ｋ＊　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　キャップ 2109070331583 テルモ シリンジ用ルアーキャップ　ＳＳ－ＬＰ　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2100448135567 テルモＭＥ カテーテルチップシリンジキャップＥＤ－ＣＰ　　１コ 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109486141288 トップ 保護栓　　　　　　　ＥＤ－ＫＳ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109486144289 トップ 保護栓　　　　　　　Ｆタイプ　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109486087067 トップ 保護栓　　　　　　　ルアー　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109486095048 トップ 保護栓　　　　　　　ロック　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109486128623 トップ 保護栓　ＭＬ－ＫＳ　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　キャップ 2109418320415 ニプロ－Ｍ メス　ルアーキャップＮ　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100487018296 ＢＤ－ＭＥ ３０３３６９　ネジ式ロック　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407356255 ＪＭＳ アクセスアダプタ　ＪＶ－ＡＡＮＧ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109407164228 ＪＭＳ カテーテルジョイント　ＪＶ－ＡＪ０１ＥＮ　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407163792 ＪＭＳ コネクター　プラネクタ用ＪＶ－ＰＮＬ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407362898 ＪＭＳ コネクタキャップ　ホワイト　ハードケース　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109407223895 ＪＭＳ プラスチックカニューラＪＶ－ＰＣ３５Ｐ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109407184455 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＢ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350499 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＧＲ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407239336 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮ０３ＭＢ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350253 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＲ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407222741 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳ０１Ｂ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350918 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳ２０Ｂ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407272883 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳＣ１Ｂ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350529 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳＣ１Ｒ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350888 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳＣ１Ｗ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407298630 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳＣＢ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350642 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳＣＲ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350765 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＳＣＷ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100407350376 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＶ－ＰＮＷ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109407302569 ＪＭＳ プラネクタ　ＰＮプラグ　ブルー輸液用　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100401224055 Ｎコヴィデ セイフＡプラグ　　　１８８０－ＡＰＤ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109401249525 Ｎコヴィデ セイフＣカニューラ　１８８０－ＣＣＤＰ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100401287418 Ｎコヴィデ セイフＣカニューラ　１８８０－ＣＣＤＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100401287265 Ｎコヴィデ セイフＣカニューラ　１８８０－ＣＨＤＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100401256711 Ｎコヴィデ セイフバイアクセス　１８８０－ＢＩ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109401273827 Ｎコヴィデ セイフバイアクセス　１８８０－ＢＩＮ　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100070404635 テルモ ケモセーフバイアルアダプター　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109070061947 テルモ サフィードコネクターＸＸ－ＳＦ０１００　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109070062074 テルモ サフィードコネクターＸＸ－ＳＦ０２００　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109070228012 テルモ サフィードコネクターＸＸ－ＳＦ０３００　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100070450861 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－１Ｗ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2109070261057 テルモ プレフィルドシリンジホルダー　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100486114012 トップ ＣＦコネクター　　　　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100486138780 トップ セフィオフローコネクター　ＳＣ－２　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100486244368 トップ セフィオフローコネクターＳＣＳＣＭＰ－１　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100418418874 ニプロ－Ｍ ＣｈｅｍｏＣＬＡＶＥスピロス　ＣＨ３０３３　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100418349765 ニプロ－Ｍ ＣｈｅｍｏＣＬＡＶＥバッグスパイク　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100418409230 ニプロ－Ｍ インジェクションプラグ　ＩＰ－６　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　コネクタ・アダプタ 2100418528092 ニプロ－Ｍ セーフタッチプラグＰ　ＳＴ－Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407249376 ＪＭＳ シリンジ　　　　　　１ｍＬ　Ｍ　Ｒ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407020521 ＪＭＳ シリンジ　　１００ｍＬ　ルアー　ＳＦ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407122938 ＪＭＳ シリンジ　　１０ｍＬ　ＳＦ　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407002865 ＪＭＳ シリンジ　　１０ｍＬ　ルアー　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407002626 ＪＭＳ シリンジ　　２．５ｍＬ　ルアー　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407086223 ＪＭＳ シリンジ　　２０ｍＬ　ＳＦチップ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407028858 ＪＭＳ シリンジ　　２０ｍＬ　ルアー　ＳＦ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407013455 ＪＭＳ シリンジ　　３０ｍＬ　ルアー　ＳＦ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407009410 ＪＭＳ シリンジ　　５０ｍＬ　ルアー　ＳＦ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407002742 ＪＭＳ シリンジ　　５ｍＬ　ルアー　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407094560 ＪＭＳ シリンジ　１００ｍＬ　ＣＬルアーロック　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407094447 ＪＭＳ シリンジ　１００ｍＬ　カテーテルフィット　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407121368 ＪＭＳ シリンジ　１０ｍＬ　ＣＬ　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407194522 ＪＭＳ シリンジ　１０ｍＬ　ＣＬ　グリーン　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407157275 ＪＭＳ シリンジ　１０ｍＬ　ＳＦチップ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150245 ＪＭＳ シリンジ　１０ｍＬ　グリーン　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407157152 ＪＭＳ シリンジ　１０ｍＬ　チップ　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150122 ＪＭＳ シリンジ　１０ｍＬ　ピンク　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150368 ＪＭＳ シリンジ　１０ｍＬ　ブルー　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407249250 ＪＭＳ シリンジ　１ｍＬ　Ｍ　　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407149683 ＪＭＳ シリンジ　２．５ｍＬ　グリーン　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407149560 ＪＭＳ シリンジ　２．５ｍＬ　ピンク　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407149713 ＪＭＳ シリンジ　２．５ｍＬ　ブルー　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407080856 ＪＭＳ シリンジ　２．５ｍＬ　ロック　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407088678 ＪＭＳ シリンジ　２０ｍＬ　ＣＬ　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407258774 ＪＭＳ シリンジ　２０ｍＬ　ＣＬ　グリーン　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150511 ＪＭＳ シリンジ　２０ｍＬ　ＳＦ　グリーン　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150481 ＪＭＳ シリンジ　２０ｍＬ　ＳＦ　ピンク　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150634 ＪＭＳ シリンジ　２０ｍＬ　ＳＦ　ブルー　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407217917 ＪＭＳ シリンジ　３０ｍＬ　ＣＬ　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150870 ＪＭＳ シリンジ　３０ｍＬ　ＳＦ　グリーン　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
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輸液・輸血　シリンジ 2109407150757 ＪＭＳ シリンジ　３０ｍＬ　ＳＦ　ピンク　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150993 ＪＭＳ シリンジ　３０ｍＬ　ＳＦ　ブルー　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407174531 ＪＭＳ シリンジ　５０ｍＬ　ＣＬ　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407151150 ＪＭＳ シリンジ　５０ｍＬ　ＳＦ　グリーン　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407151037 ＪＭＳ シリンジ　５０ｍＬ　ＳＦ　ピンク　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407151273 ＪＭＳ シリンジ　５０ｍＬ　ＳＦ　ブルー　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407186039 ＪＭＳ シリンジ　５ｍＬ　　ＣＬ　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407150092 ＪＭＳ シリンジ　５ｍＬ　　ブルー　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407149959 ＪＭＳ シリンジ　５ｍＬ　グリーン　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407149836 ＪＭＳ シリンジ　５ｍＬ　ピンク　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252024 ＪＭＳ シリンジＧ　１０ｍＬ　２１ＧＸ１１／２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407251478 ＪＭＳ シリンジＧ　１０ｍＬ　２２ＧＸ１１／４　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407249765 ＪＭＳ シリンジＧ　１ｍＬ　Ｍ　２３ＧＸ１　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407249499 ＪＭＳ シリンジＧ　１ｍＬ　Ｍ　２５ＧＸ１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407249888 ＪＭＳ シリンジＧ　１ｍＬ　Ｍ　２５ＧＸ５／８　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407249529 ＪＭＳ シリンジＧ　１ｍＬ　Ｍ　２６ＧＸ１／２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407249642 ＪＭＳ シリンジＧ　１ｍＬ　Ｍ　２７ＧＸ１／２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252383 ＪＭＳ シリンジＧ　２．５ｍＬ　２１ＧＸ５／８　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407251867 ＪＭＳ シリンジＧ　２．５ｍＬ　２２ＧＸ１１／４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252895 ＪＭＳ シリンジＧ　２．５ｍＬ　２２ＧＸ５／８　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407251591 ＪＭＳ シリンジＧ　２．５ｍＬ　２３ＧＸ１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252260 ＪＭＳ シリンジＧ　２．５ｍＬ　２３ＧＸ１１／４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252413 ＪＭＳ シリンジＧ　２．５ｍＬ　２５ＧＸ１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407244791 ＪＭＳ シリンジＧ　２．５ｍＬ　ＣＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252147 ＪＭＳ シリンジＧ　２０ｍＬ　２２ＧＸ１１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252772 ＪＭＳ シリンジＧ　２０ｍＬ　１８ＧＸ１１／２ＳＢ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407251621 ＪＭＳ シリンジＧ　２０ｍＬ　２１ＧＸ１１／２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407251744 ＪＭＳ シリンジＧ　５ｍＬ　２１ＧＸ１１／２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407251355 ＪＭＳ シリンジＧ　５ｍＬ　２２ＧＸ１１／４　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407251980 ＪＭＳ シリンジＧ　５ｍＬ　２３ＧＸ１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109407252659 ＪＭＳ シリンジＧ　５ｍＬ　２３ＧＸ１１／４　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407352349 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＧ０１Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407342425 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＧ０５Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407352585 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＧ１０Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407340452 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＧ２０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407352462 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＧ２５Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407342661 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＧ３０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407342814 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＧ５０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407352738 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＲ２５Ｖ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407353018 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＲ３０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100407342784 ＪＭＳ 注入器　　　　　　　ＪＳ－ＳＲ５０Ｖ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070398736 テルモ ＦＮシリンジ　１ｍＬ　２７ＧＸ１／２　　　１４本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070416256 テルモ ＦＮシリンジ　１ｍＬ２９Ｇ１３㎜　　　　　１４本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070416911 テルモ ケモセーフシリンジ５ｍｌ　　ＫＳ－ＳＳ０５Ｐ　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070417048 テルモ ケモセーフシリンジ１０ｍＬ　ＫＳ－ＳＳ１０Ｐ　１Ｓ 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070417161 テルモ ケモセーフシリンジ２０ｍｌ　ＫＳ－ＳＳ２０Ｐ　１本 一般（クラスⅠ）
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輸液・輸血　シリンジ 2100070417284 テルモ ケモセーフシリンジ３０ｍｌ　ＫＳ－ＳＳ３０Ｐ　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070417314 テルモ ケモセーフシリンジ５０ｍｌ　ＫＳ－ＳＳ５０Ｐ　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070259976 テルモ シュアシールド　ＳＳ－Ｓ０２Ｓ２２３２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070259853 テルモ シュアシールド　ＳＳ－Ｓ０２Ｓ２１３８　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070260149 テルモ シュアシールド　ＳＳ－Ｓ０５Ｓ２１３８　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070260415 テルモ シュアシールド　ＳＳ－Ｓ１０Ｓ２２３２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070231026 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＥＳＺ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070424596 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＳＺ２１３８Ｐ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070232293 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＥＳＺ１０赤　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070232682 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＥＳＺ２０緑　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070316054 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＥＳＺ３０青　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070315412 テルモ シリンジ１０ｍｌ　　ＳＳ－１０ＥＳＺ４０黄　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070251881 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＬＺ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070230985 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＳＺ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070420321 テルモ シリンジ１０ｍＬ　ＳＳ－１０ＳＺ２２３２Ｐ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070315146 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ４０黄　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070012680 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｐ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070233471 テルモ シリンジ１ｍｌ　ＳＳ－０１Ｐ１０　赤　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070233594 テルモ シリンジ１ｍｌ　ＳＳ－０１Ｐ２０　緑　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070012441 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｐ２３２５０５　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070012564 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｐ２５２５　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070378083 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｐ２７２５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070419257 テルモ シリンジ１ｍｌ　ＳＳ－０１Ｐ３０　青　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070012291 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070233627 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ１０赤　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070233740 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ２０緑　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070011925 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ２５２５　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070011895 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ２６１３Ｓ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070378113 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ２７１９Ｓ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070371951 テルモ シリンジ１ｍＬ　ＳＳ－０１Ｔ３０青　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070410018 テルモ シリンジ２．５ｍｌ　ＳＳ－０２ＳＺ３０青　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070287552 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ０２ＳＺ２１３８　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070287672 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ０２ＳＺ２２３２　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070287795 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ０２ＳＺ２３２５　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070287160 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ－０２ＬＺ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070287047 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ－０２ＳＺ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070287286 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ－０２ＳＺ１０赤　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070287316 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ－０２ＳＺ２０緑　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070315269 テルモ シリンジ２．５ｍｌ　ＳＳ－０２ＳＺ４０黄　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070287439 テルモ シリンジ２．５ｍＬ　ＳＳ０２ＬＺ２１１６Ｖ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070305468 テルモ シリンジ２０ｍｌ　　ＳＳ－２０ＥＳＺ３０青　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070268237 テルモ シリンジ２０ｍＬ　ＳＳ－２０ＥＳＺ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070268353 テルモ シリンジ２０ｍＬ　ＳＳ－２０ＥＳＺ１０赤　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070268476 テルモ シリンジ２０ｍＬ　ＳＳ－２０ＥＳＺ２０緑　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070315535 テルモ シリンジ２０ｍｌ　　ＳＳ－２０ＥＳＺ４０黄　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070289768 テルモ シリンジ２０ｍＬ　ＳＳ－２０ＬＺ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
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輸液・輸血　シリンジ 2100070294236 テルモ シリンジ３０ｍｌ　　ＳＳ－３０ＥＳＺ３０青　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070293956 テルモ シリンジ３０ｍＬ　ＳＳ－３０ＥＳＺ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070294086 テルモ シリンジ３０ｍＬ　ＳＳ－３０ＥＳＺ１０赤　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070294116 テルモ シリンジ３０ｍＬ　ＳＳ－３０ＥＳＺ２０緑　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070323097 テルモ シリンジ３０ｍｌ　　ＳＳ－３０ＥＳＺ４０黄　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070294352 テルモ シリンジ３０ｍＬ　ＳＳ－３０ＬＺ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070356422 テルモ シリンジ５０ｍｌ　　ＳＳ－５０ＥＳＺ３０青　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070213879 テルモ シリンジ５０ｍＬ　ＳＳ－５０ＥＳＺ　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070233115 テルモ シリンジ５０ｍＬ　ＳＳ－５０ＥＳＺ１０赤　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070232958 テルモ シリンジ５０ｍＬ　ＳＳ－５０ＥＳＺ２０緑　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070323120 テルモ シリンジ５０ｍＬ　ＳＳ－５０ＥＳＺ４０黄　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070216481 テルモ シリンジ５０ｍＬ　ＳＳ－５０ＬＺ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070322960 テルモ シリンジ５ｍｌ　　　ＳＳ－０５ＳＺ３０青　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070252946 テルモ シリンジ５ｍＬ　ＳＳ－０５ＬＺ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070252793 テルモ シリンジ５ｍＬ　ＳＳ－０５ＳＺ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070252826 テルモ シリンジ５ｍＬ　ＳＳ－０５ＳＺ１０赤　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070253073 テルモ シリンジ５ｍＬ　ＳＳ－０５ＳＺ２１３８　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070253196 テルモ シリンジ５ｍＬ　ＳＳ－０５ＳＺ２２３２　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100070315382 テルモ シリンジ５ｍｌ　　　ＳＳ－０５ＳＺ４０黄　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109070256589 テルモ シリンジ５ｍＬ　ＳＳ－０５ＳＺ２０緑　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486190422 トップ シリンジ　５ｍＬ　Ｇ　針なし　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486104696 トップ ネオバクター１ｍＬ２段針付２７Ｇ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486019891 トップ プラシリンジ１０ｍＬ　２１Ｇ針付　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486198876 トップ プラシリンジ１０ｍＬ　Ｒ　針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486177195 トップ プラシリンジ１０ｍＬ　中口針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486137366 トップ プラシリンジ１０ｍＬ　針ナシ　グリーン　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486132156 トップ プラシリンジ１０ｍＬ　針ナシ　ブルー　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020699 トップ プラシリンジ１０ｍＬ　横口針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486133696 トップ プラシリンジ１０ｍＬ　ロック針ナシ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199033 トップ プラシリンジ１ｍＬ　Ｒ針ナシ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486183745 トップ プラシリンジ１ｍＬ　ツベル針付目盛　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020064 トップ プラシリンジ１ｍＬ　針付　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020187 トップ プラシリンジ１ｍＬ　針なし　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486169633 トップ プラシリンジ１ｍＬ　針ナシ　グリーン　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486180621 トップ プラシリンジ１ｍＬ　針ナシ　ブルー　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486191457 トップ プラシリンジ１ｍＬツベルクリン　メモリツキ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199545 トップ プラシリンジ２．５ｍＬ　Ｂ針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199934 トップ プラシリンジ２．５ｍＬ　Ｇ針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486128869 トップ プラシリンジ２．５ｍＬ　Ｒ　針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486019655 トップ プラシリンジ２．５ｍＬ　針付　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020453 トップ プラシリンジ２．５ｍＬ　針なし　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486114640 トップ プラシリンジ２．５ｍＬ　ロック針ナシ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486019921 トップ プラシリンジ２０ｍＬ　２１Ｇ針付　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486141431 トップ プラシリンジ２０ｍＬ　Ｒ　針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020729 トップ プラシリンジ２０ｍＬ　針なし　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486137489 トップ プラシリンジ２０ｍＬ　針ナシ　グリーン　　　１本 一般（クラスⅠ）
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輸液・輸血　シリンジ 2109486125745 トップ プラシリンジ２０ｍＬ　針ナシ　ブルー　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486139728 トップ プラシリンジ２０ｍＬ　ロック針ナシ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486104573 トップ プラシリンジ２ｍＬ　ツベルクリン針付　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020330 トップ プラシリンジ２ｍＬ　ツベルクリン針ナシ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486141677 トップ プラシリンジ３０ｍＬ　Ｂ　針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486200081 トップ プラシリンジ３０ｍＬ　Ｇ針ナシ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199392 トップ プラシリンジ３０ｍＬ　Ｒ針ナシ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020842 トップ プラシリンジ３０ｍＬ　針なし　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486198999 トップ プラシリンジ３０ｍＬ　ロック針ナシ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199811 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　Ｂカテーテルチップ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199781 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　Ｂ針ナシ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486200234 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　Ｇカテーテルチップ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486200111 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　Ｇ針ナシ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486141551 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　Ｒ　針ナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199422 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　Ｒカテーテルチップ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486021122 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　カテーテルチップ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486020962 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　針なし　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486182059 トップ プラシリンジ５０ｍＬ　ロック　針ナシ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199668 トップ プラシリンジ５ｍＬ　Ｂ針ナシ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486199156 トップ プラシリンジ５ｍＬ　Ｒ針ナシ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486019778 トップ プラシリンジ５ｍＬ　針付　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486020576 トップ プラシリンジ５ｍＬ　針なし　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109486141943 トップ プラシリンジ５ｍＬ　ロック針ナシ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100486131484 トップ プラシリンジ携帯ポンプ専用３ｍＬＰＤ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418412513 ニプロ－Ｍ ＶＡシリンジ１ｍＬ　２７ＧＸ１３㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418412636 ニプロ－Ｍ ＶＡシリンジ１ｍＬ　２９ＧＸ１３㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236379 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　２０ｍＬ　Ｂ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236256 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　２０ｍＬ　Ｐ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236881 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　３０ｍＬ　Ｂ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236911 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　３０ｍＬ　Ｇ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236768 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　３０ｍＬ　Ｐ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418237284 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　５０ｍＬ　Ｂ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418237314 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　５０ｍＬ　Ｇ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418237161 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ　５０ｍＬ　Ｐ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418235198 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ１０ｍＬ　Ｂ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418235228 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ１０ｍＬ　Ｇ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418235075 ニプロ－Ｍ シリンジ　ルアーチップ１０ｍＬ　Ｐ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418235733 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬ　　ルアーロック　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418234941 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬ　エキセントリック　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418234828 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬ　ルアーチップ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418235344 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬ２１Ｇ１　１／２ＲＢＧＡ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418235587 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬ２１Ｇ１　１／２ＳＢＧＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418235467 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬ２２Ｇ１　１／４ＲＢＧＡ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418235617 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬ２２Ｇ１　１／４ＳＢＧＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418324178 ニプロ－Ｍ シリンジ１０ｍＬＥＣＴ２２ＧＸ１１／４Ｒ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418412360 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　２３ＧＸ１　ＲＢ　ＬＤ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　シリンジ 2100418412483 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　２６ＧＸ１／２　ＳＢ　ＬＤ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418283397 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ＳＴ　２３ＧＸ１ＲＢ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418283932 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ＳＴ　２５ＧＸ１ＲＢ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418088988 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ＳＴ針ナシＰＰ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418384773 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　押し子バイオレット　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418161923 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ツベル　グリーン　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418230018 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ツベル　ピンク　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418202282 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ツベル　ブルー　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418412247 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　針なし　ＬＤ　Ｎ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418405959 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ　ロック　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418279355 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ２５ＧＸ１ＲＢツベル　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418280273 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ２５ＧＸ５／８ＲＢツベル　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418274893 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ２６Ｘ１／２ＳＢツベル　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418384896 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ２６Ｘ１／２ＳＢバイオレット　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418089657 ニプロ－Ｍ シリンジ１ｍＬ針ナシツベルクリンＰＰ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418267618 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬ２１ＧＸ１　１／２Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418267731 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬ２２ＧＸ１　１／４Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418268011 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬ２２ＧＸ１　１／４Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418278686 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬ２３ＧＸ１Ｒ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418274142 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬ２５ＧＸ１Ｒ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418267342 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬハリナシ　オシコピンク　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418267465 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬハリナシ　オシコブルー　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418267588 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬハリナシオシコグリーン　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418309660 ニプロ－Ｍ シリンジ２．５ｍＬ針ナシロック　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418235976 ニプロ－Ｍ シリンジ２０ｍＬ　　ルアーキャップ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418235853 ニプロ－Ｍ シリンジ２０ｍＬ　ルアーチップ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418243445 ニプロ－Ｍ シリンジ２０ｍＬ　ルアーロック　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418236013 ニプロ－Ｍ シリンジ２０ｍＬ２１Ｇ１　１／２ＲＢＧＡ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236133 ニプロ－Ｍ シリンジ２０ｍＬ２２Ｇ１　１／４ＲＢＧＡ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418380119 ニプロ－Ｍ シリンジ２０ｍＬ　横メモリ　ロックタイプ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236645 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬ　　ルアーロック　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418236522 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬ　ルアーチップ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418380232 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬ　横メモリ　ロックタイプ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418411332 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬ　ロック　オシコグリーン　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418411219 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬ　ロック　オシコピンク　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418334631 ニプロ－Ｍ シリンジ３０ｍＬロックブルー　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418237048 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬ　ルアーチップ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418243172 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬ　ルアーロック　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418380355 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬ　横メモリ　ロックタイプ　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418411578 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬ　ロック　オシコグリーン　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418411455 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬ　ロック　オシコピンク　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418334518 ニプロ－Ｍ シリンジ５０ｍＬロックブルー　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418281218 ニプロ－Ｍ シリンジ５ｍＬ　ハリナシグリーン　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418281065 ニプロ－Ｍ シリンジ５ｍＬ　ハリナシピンク　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418281188 ニプロ－Ｍ シリンジ５ｍＬ　ハリナシブルー　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418281577 ニプロ－Ｍ シリンジ５ｍＬ２１ＧＸ１　１／２Ｒ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　シリンジ 2109418281457 ニプロ－Ｍ シリンジ５ｍＬ２２ＧＸ１　１／４Ｓ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ 2109418318047 ニプロ－Ｍ シリンジ５ｍＬロック　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418267229 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ２．５ｍＬハリナシ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418280938 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ５ｍＬ　ハリナシ　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　シリンジ 2100418281331 ニプロ－Ｍ シリンジＤＳ５ｍＬ２２ＧＸ１　１／４Ｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100445012137 ＢＤ－ＣＯ プラスチパック１００Ｅ３０Ｇ３２６６７０　　７本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100445004668 ＢＤ－ＣＯ プラスチパック１００Ｅ２９Ｇ３２６６１１　　７本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100445005061 ＢＤ－ＣＯ ロードーズ　１００Ｅ２９Ｇ　３２６６３１　　７本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100445004811 ＢＤ－ＣＯ ロードーズ　１００Ｅ２９Ｇ　３２６６６６　　７本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100445012373 ＢＤ－ＣＯ ロードーズ　１００Ｅ３０Ｇ　３２６６３８　　７本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100445012250 ＢＤ－ＣＯ ロードーズ　１００Ｅ３０Ｇ　３２６６６８　　７本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2109407251119 ＪＭＳ インシュレット　　　１ｍＬ　Ｅ　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2109407251089 ＪＭＳ インシュレット　１ｍＬ　Ｅ　２６ＧＸ１／２　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2109407251232 ＪＭＳ インシュレット　１ｍＬ　Ｅ　２７ＧＸ１／２　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2109407250952 ＪＭＳ インシュレット　２７ＧＸ１／２　　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100070075774 テルモ マイジェクター　ＳＳ－１０Ｍ２７１３　　　１４本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100070322571 テルモ マイジェクター　ＳＳ－１０Ｍ２７１３Ａ　　１４本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100070166458 テルモ マイジェクター　ＳＳ－１０Ｍ２９１３　　　１４本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100070322694 テルモ マイジェクター　ＳＳ－１０Ｍ２９１３Ａ　　１４本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2109486125868 トップ プラシリンジ　インシュリン針付　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100418232616 ニプロ－Ｍ マイショット０．５ｍＬ／１００Ｕ　２８Ｇ　１４本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　シリンジ（インスリン・その他用） 2100418263436 ニプロ－Ｍ マイショット１ｍＬ／１００Ｕ　２７Ｇ　　　１４本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101331003864 エアウォー ウィングニードル　２２Ｇ１９㎜　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101331003987 エアウォー ウィングニードル　２２Ｇ１６㎜　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101427080298 クリエート フューバー２２Ｇ　００３１４５０２２０　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101427080328 クリエート フューバー２２Ｇ　００３１４６０２２０　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101427080564 クリエート フューバー２２Ｇ　００３１４７０２２０　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101427080717 クリエート フューバー２２Ｇ　００３１４９０２２０　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141023199 スミスＭＪ グリッパーニードル　２０ＧＸ１６ｍｍ　Ｙ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141023229 スミスＭＪ グリッパーニードル　２０ＧＸ１９ｍｍ　Ｙ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141023342 スミスＭＪ グリッパーニードル　２０ＧＸ２５ｍｍ　Ｙ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141010816 スミスＭＪ グリッパーニードル　２２ＧＸ１９㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141005171 スミスＭＪ グリッパーニードル　２２ＧＸ１９㎜　Ｙ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141023854 スミスＭＪ グリッパーニードル　２２ＧＸ２５ｍｍ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141023977 スミスＭＪ グリッパーニードル　２２ＧＸ３２ｍｍ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141005560 スミスＭＪ グリッパーニードル　２２ＧＸ１６㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141013664 スミスＭＪ グリッパーニードル　２２ＧＸ２５㎜　Ｙ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141013787 スミスＭＪ グリッパーニードル　２２ＧＸ３２㎜　Ｙ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141013930 スミスＭＪ グリッパーニードルＹ付　２２Ｇ１６㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141025162 スミスＭＪ グリッパープラス　２０ＧＸ１６ｍｍ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141024134 スミスＭＪ グリッパープラス　２０ＧＸ１６ｍｍ　　Ｙ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141025285 スミスＭＪ グリッパープラス　２０ＧＸ１９ｍｍ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141024257 スミスＭＪ グリッパープラス　２０ＧＸ１９ｍｍ　　Ｙ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141025315 スミスＭＪ グリッパープラス　２０ＧＸ２５ｍｍ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141024370 スミスＭＪ グリッパープラス　２０ＧＸ２５ｍｍ　　Ｙ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141024882 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ１６ｍｍ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141024011 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ１６ｍｍ　　Ｙ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141024912 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ１９ｍｍ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141017693 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ１９㎜　Ｙ付　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141017723 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ２５㎜　Ｙ付　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141025049 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ３２ｍｍ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141017846 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ３２㎜　Ｙ付　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141019420 スミスＭＪ グリッパープラス　２２ＧＸ２５㎜　Ｙナシ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101141019390 スミスＭＪ グリッパーマイクロ　２２ＧＸ１９㎜　Ｙ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101504005121 東レ・Ｍ ウイングドシュアカン２２ＧＸ１２㎜　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101504005244 東レ・Ｍ ウイングドシュアカン２２ＧＸ１５㎜　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101504005367 東レ・Ｍ ウイングドシュアカン２２ＧＸ２０㎜　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101504019197 東レ・Ｍ シュアカンセーフティⅡ　２２Ｇ×１５㎜　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2101504066870 東レ・Ｍ シュアカンセーフティ２　２２ＧＸ２０㎜　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219143 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２０ＧＸ１－１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219020 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２０ＧＸ３／４－１００１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219266 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２０ＧＸ３／４－４５０１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219655 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ１－１００　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219891 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ１－４５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418388054 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ１／２－４５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219532 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ３／４－１００　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418338547 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ３／４－２００１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418218986 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ３／４－４５０　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219419 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ５／８－１００　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418220699 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２２ＧＸ５／８－４５０　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418313582 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２４ＧＸ１－１００　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418313612 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２４ＧＸ１－４５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418295796 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２４ＧＸ３／４－１００　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418294645 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２４ＧＸ５／８－１００１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418300780 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ－２４ＧＸ５／８－４５０　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219778 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ２２Ｇ１　１／２－１００１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418219921 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ２２Ｇ１　１／２－４５０１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418351089 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ２２ＧＸ５／８－２００Ｙ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418293075 ニプロ－Ｍ コアレスセットＣＦＷ２４ＧＸ３／４－４５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418123136 ニプロ－Ｍ コアレスニードル　　ＣＮＧ－２２ＧＸ１　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418123259 ニプロ－Ｍ コアレスニードル　ＣＮＲ－２２ＧＸ１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418115391 ニプロ－Ｍ コアレスニードル　ＣＮＲ－２２ＧＸ３／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418127790 ニプロ－Ｍ コアレスニードルＣＮＧ－２２ＧＸ１　１／２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418352413 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２２ＧＸ１／２－４５０１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418370943 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２２ＧＸ３／４－１００１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418344043 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２２ＧＸ３／４－４５０１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418362849 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２２ＧＸ５／８－１００１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418333726 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２２ＧＸ５／８－４５０１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418376679 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２４ＧＸ３／４－１００１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418376792 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２４ＧＸ３／４－４５０１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418305990 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２４ＧＸ５／８－１００１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418376822 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス　２４ＧＸ５／８－４５０１個 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418466059 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス２２ＧＸ３／４－４５０ＳＰ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100418465922 ニプロ－Ｍ セーフタッチコアレス２２ＧＸ５／８－４５０ＳＰ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126630 メディコン ヒューバープラス　　８０１２００１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126517 メディコン ヒューバープラス　　８０１２０３４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126999 メディコン ヒューバープラス　　８０１２２０１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126753 メディコン ヒューバープラス　　８０１２２０５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126876 メディコン ヒューバープラス　　８０１２２３４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126487 メディコン ヒューバープラス　　８０１２００５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126128 メディコン ポートアクセスニードル　２２０５２２２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　ポート用注入針　フーバー針 2100403126098 メディコン ポートアクセスニードル　６０３３１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100487035675 ＢＤ－ＭＥ ３８５６１３－ＺＡＴ　延長チューブ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100487026932 ＢＤ－ＭＥ Ａ２Ｎ３３７２　Ｊループルアーロックナシ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407355463 ＪＭＳ エキステンション　ＪＶ－２ＹＮＤ１１５０ＦＣ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407355586 ＪＭＳ エキステンション　ＪＶ－２ＹＮＤ１１５０ＰＣ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407087258 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＥＴ３０２００４　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407337179 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＣ２０５０ＲＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407359881 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＣ３０５０Ｒ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407336653 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ１０１０ＰＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407329198 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ１０２０Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407330262 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ１０２０ＦＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407336387 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ１０５０ＰＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407333027 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ１１００ＰＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407330415 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ１１５０ＦＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407336417 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ１１５０ＰＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407336530 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ２０１０ＰＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407330538 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ２０２０ＦＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407336776 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ２０５０ＰＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407329587 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ２０７０Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407327132 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ２１００ＦＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407336899 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ２１００ＰＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407348274 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ３０２０Ａ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407348151 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ３０５０Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407348397 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ３０７０Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407363178 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ３０７０Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407347635 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ３１００Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407363291 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ３１００Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407333263 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＰＧ１１０ＦＣ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407271466 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＰＰＧ１１０ＦＣ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109407271582 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＰＰＧ１３０ＦＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407329853 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤ３０５０Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407413118 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤＨ１０５０Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407412715 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤＨ１０５０ＦＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407412838 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤＨ１１００ＦＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407413477 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤＨ２０５０Ａ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407412951 ＪＭＳ エキステンションＪＶ－ＮＤＨ２０５０ＦＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407361624 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＥＰＰ４１５０Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　延長チューブ 2100407358464 ＪＭＳ 延長チューブ　　　　ＪＶ－ＰＢ２０５０ＰＣ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407238278 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＥＴＰ１０２０ＦＬ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407203153 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＥＴＰ１０５０ＦＬ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407213589 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＥＴＰ１１００ＦＬ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407212285 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＥＴＰ２０５０ＦＬ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407193225 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＥＴＰ２１００ＦＬ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407298517 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＢ１０５０ＰＣ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407271343 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＢ１１００ＰＣ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407337322 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＢ２１００ＰＣ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407230333 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＮＰ２０２５Ｌ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407321765 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＮＰ２０６０Ｌ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407220532 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＮＰ４０１０Ｌ１０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407240257 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＮＰ４０２０Ｌ１０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100407259716 ＪＭＳ 延長チューブ　ＪＶ－ＰＮＰ４０２０Ｌ１２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2101444011152 アトムメデ 延長チューブ６Ｆ６０　９４７００６００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070396886 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１５２ＥＬ２２　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070396640 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ３８２５Ｌ２２　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070205775 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ５５２７Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070068738 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ０５２５　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070111192 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ０５２５Ｌ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070362280 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ０５２５Ｌ２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070271483 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ０５３５Ｌ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070263020 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１０２０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070223437 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１０２０Ｌ２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070271636 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１０３０Ｌ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070068851 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１７２５　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070069370 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１７２５Ｌ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070069018 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ２０２２　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070068974 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ２５２７　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070467579 テルモ 延長チューブ　ＳＡ－ＥＴ２１５２０３Ｚ　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070271510 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ０５３０Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070297596 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１７２５Ｌ２２　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070393762 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ１７３５Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070069490 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ２０２２Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070213633 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ２５２７Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070370148 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ２５２７Ｌ２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070301941 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ３５２０　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070219515 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ３５２０Ｌ２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109070069134 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ３８２５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070069520 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ３８２５Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070069254 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ５５２７　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070396763 テルモ 延長チューブ　ＳＦ－ＥＴ５５２７Ｌ２２　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070462512 テルモ 延長チューブ　ＳＡ－ＥＴ２５０３００　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070091194 テルモ 三方活栓　　　ＴＳ－ＷＲ３８２５　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070440046 テルモ シュアプラグＡＤエンチＳＡ－ＥＴ２０３１００　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070438180 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ２０６１０１　１セット 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　延長チューブ 2100070438210 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ２１１１００　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070466664 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ２３８５０１Ｚ　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070457778 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ２４１１０２Ｚ　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070463427 テルモ シュアプラグＡＤ延チＳＡ－ＥＴ２４６１００　　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070450748 テルモ シュアプラグＡＤエンチＳＡ－ＥＴ１０３１００　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070458713 テルモ シュアプラグＣＬ延チＩＲ－ＥＫ５３０１１Ａ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070466930 テルモ シュアプラグＡＤ延チＳＡ－ＥＴ１５０１００　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070469399 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ２１１７００　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070456627 テルモ シュアプラグＡＤエンチＳＡ－ＥＴ２１６１０１　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070445379 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ２１６４０１　　　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070444730 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ２３８１０１　　　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100070467180 テルモ シュアプラグＡＤ延チＳＡ－ＥＴ２４６４００　　　１ 管理（クラスⅡ）

追加分 輸液・輸血　延長チューブ 2100070464189 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＥＴ１９５１００Ａ　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486118164 トップ Ｘテンションチューブ　２ＲＸ２－１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486040175 トップ Ｘテンションチューブ　２ＲＸ２－５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202443 トップ Ｘテンションチューブ　２ＲＸ２－Ｌ５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486040298 トップ Ｘテンションチューブ　Ｌ（３６０）Ｘ１－５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486040328 トップ Ｘテンションチューブ　Ｌ（３６０）Ｘ２－５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486104723 トップ Ｘテンションチューブ　Ｌ（３６０）Ｘ３－５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486174610 トップ ＸテンションチューブＬ３６０Ｘ２－ＦＬ５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486201651 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ１－１００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486039377 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ１－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486201897 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ１－ＦＬ５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486201774 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ１－Ｌ１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486142589 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ２－１００　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486034948 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ２－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486201927 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ２－Ｌ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202054 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ２－Ｌ５０（３６０）１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486173675 トップ Ｘテンションチューブ　ＬＸ３－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486201538 トップ Ｘテンションチューブ　Ｎ１－ＦＬ１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486119345 トップ Ｘテンションチューブ　Ｎ１－ＦＬ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486039643 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ１－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202320 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ１－Ｌ１２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202719 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ１－Ｌ１５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202290 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ１－Ｌ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202177 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ２－１００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202566 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ２－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486039766 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ２－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486140912 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ２－ＦＬ５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486190665 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ２－Ｌ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202832 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ２－Ｌ７５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486202689 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ３－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486039919 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ３－５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486119850 トップ Ｘテンションチューブ　ＲＸ３－ＦＬ７０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486150324 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＸ１－ＦＬＫ１５　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486150447 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＸ１－ＦＬＫ２５　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　延長チューブ 2109486107574 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－１００　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486105099 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－１２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486200357 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－２５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486110611 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－５０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486200470 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－７０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486133573 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－７５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486142612 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－ＦＬ１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486138394 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－ＦＬ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486127565 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－Ｌ１００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486114138 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－Ｌ１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486200623 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－Ｌ１５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486142735 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－Ｌ５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486131241 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－Ｌ７５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486142858 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－ＷＬ１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486133962 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－ＷＬ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486200746 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ１－ＷＬ７０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486108632 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－１００　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486171346 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－１２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486134099 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－２５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486109936 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－５０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486200593 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－７０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486142971 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－７５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486134129 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－ＦＬ１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486131753 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－ＦＬ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486134365 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－Ｌ１００　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486174859 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－Ｌ１２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486114251 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－Ｌ５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486143015 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－Ｌ７５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486158415 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－ＷＬ１００　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486117375 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ２－ＷＬ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486095949 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ３－２５　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486094379 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ３－５０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486171469 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ３－７０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486182953 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ３－Ｌ５０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486134488 トップ Ｘテンションチューブ　Ｘ３－ＷＬ５０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486119970 トップ Ｘテンションチューブ２Ｌ（３６０）Ｘ２－５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486176829 トップ Ｘテンションチューブ２ＬＸ２－ＦＬ５０　３６０　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486216662 トップ ＸテンションチューブＮＰ　２ＲＸ２５０ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486216150 トップ ＸテンションチューブＮＰ　ＬＸ１５０ＮＰ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486216273 トップ ＸテンションチューブＮＰ　ＬＸ２５０ＮＰ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486216396 トップ ＸテンションチューブＮＰ　ＬＸ２ＦＬ５０　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486216426 トップ ＸテンションチューブＮＰ　ＲＸ１５０ＮＰ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486216549 トップ ＸテンションチューブＮＰ　ＲＸ２５０ＮＰ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486176280 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ１－ＦＬ１００ＮＰ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486138271 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ１－ＦＬ５０ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486218093 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ１ＦＬ７５ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　延長チューブ 2109486171582 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ１ＷＬ１００ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486217843 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ１ＷＬ５０ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486217966 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ１ＷＬ７５ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486140496 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ２－ＷＬ５０ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486218369 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ２ＦＬ１００ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486218123 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ２ＦＬ５０ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486218246 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ２ＦＬ７５ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486171612 トップ ＸテンションチューブＮＰ　Ｘ２ＷＬ１００ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486177222 トップ Ｘテンションチューブ　Ｓ２ＲＸ２－ＦＬＫ５０　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486230149 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＦＬＸ２－ＦＬＫ７５　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486230026 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＦＲＸ２－ＦＬＫ７５　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229730 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＬＸ１－ＦＬ５０ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486223738 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＬＸ１－ＦＬＫ１００　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486160095 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＬＸ１－ＦＬＫ５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486180864 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＬＸ１－ＦＬＫ５０Ａ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229198 トップ ＸテンションチューブＳＬＸ１．５－ＦＬＫ２５Ａ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229853 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＬＸ２－ＦＬ５０ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229976 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＬＸ２－ＦＬＫ１００　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486150294 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＬＸ２－ＦＬＫ５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229341 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＲＸ１－ＦＬ５０ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229587 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＲＸ１－ＦＬＫ１００　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229228 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＲＸ１－ＦＬＫ５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486187023 トップ ＸテンションチューブＳＲＸ１．５－ＦＬＫ２５Ａ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229464 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＲＸ２－ＦＬ５０ＮＰ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486229617 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＲＸ２－ＦＬＫ１００　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486177345 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＲＸ２－ＦＬＫ５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486180741 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＲＸ２－ＦＬＫ５０Ａ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486230262 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＸ１Ｙ－ＦＬＫ５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486230385 トップ Ｘテンションチューブ　ＳＸ２Ｙ－ＦＬＫ５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486140250 トップ ネオフィードＸテンション１００㎝オレンジ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486219939 トップ ネオフィードＸテンション１００㎝イエロー　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486220225 トップ ネオフィードＸテンション１００㎝グリーン　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109486159719 トップ ネオフィードＸテンション５０㎝オレンジ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486219816 トップ ネオフィードＸテンション５０㎝イエロー　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486220195 トップ ネオフィードＸテンション５０㎝グリーン　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486220072 トップ ネオフィードＸテンション細５０㎝イエロー　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100486219786 トップ ネオフィードＸテンション細５０㎝オレンジ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418516860 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－１０ＰＦＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418518055 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－２０ＮＦＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418516624 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－２０ＰＦＰＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418516594 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－２０ＰＦＲＣＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418516983 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－２０ＰＦＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418516747 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－５０ＰＦＰＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418516471 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－５０ＰＦＲＣ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517027 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ１－５０ＰＦＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517652 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－１０ＰＦＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　延長チューブ 2100418517386 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－２０ＰＦＰＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517775 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－２０ＰＦＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517539 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－５０ＰＦＰＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517416 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－５０ＰＦＰＳ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517140 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－５０ＰＦＲＣ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418516235 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－５０ＰＦＲＣ２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517263 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－５０ＰＦＲＣＳ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418517898 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブ　ＳＴＥＸ３－５０ＰＦＳ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522489 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３５０ＮＦＲＣＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418525992 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＥＸ３－５０ＰＦＰ２Ｈ　　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522878 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－１０ＮＦＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523035 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－２０ＡＰＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523424 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－２０ＡＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418525633 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－２０ＮＦＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523394 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－５０ＡＰＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523158 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－５０ＡＲＣ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523660 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－５０ＡＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523547 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－５０ＮＦＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418519625 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－１０ＮＦＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418524452 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－２０ＡＰＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418524186 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－２０ＡＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522243 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－２０ＮＦＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522366 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＡＰＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523813 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＡＲＣ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418524339 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＡＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418524216 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＮＦＳ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522755 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－２０ＡＲＣＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522991 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－２０ＮＦＰＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523271 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－５０ＮＦＰＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522120 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１－５０ＮＦＲＣ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522632 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ１２０ＮＦＲＣＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418519595 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－２０ＮＦＰＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418522519 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＡＲＣＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418524063 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＮＦＰＨ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418519472 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＮＦＰＳ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418523783 ニプロ－Ｍ ＥＸチューブＴ　ＳＴＰＢ－ＥＸ３－５０ＮＦＲＣ１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418435116 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＰＢ－ＥＸ２－１００ＮＦＨ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418435239 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＰＢ－ＥＸ３－５０ＮＦＨ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418435352 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＰＢ－ＥＸ３－５０ＮＦＲＣ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434171 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ００－１０ＮＦＨ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434294 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ００－１０ＮＦＲ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418165054 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ１－１００ＡＨ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418329142 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ１－１００ＮＦＨ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418167898 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ１－５０ＡＨ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418343916 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ１－５０ＡＲ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418373289 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ１－５０ＡＲＣ　　１個 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　延長チューブ 2109418329029 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ１－５０ＮＦＨ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434324 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ１－５０ＮＦＲＣ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418329415 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ２－１００ＮＦＨ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418329774 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ２－２５ＮＦＨ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418330459 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ２－２５ＮＦＨＹ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418329262 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ２－２５ＮＦＲＣ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418329385 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ２－５０ＮＦＨ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418329897 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ２－５０ＮＦＨＹ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418329920 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ２－５０ＮＦＲＣ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418154345 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－１００ＡＨ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418330575 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－１００ＮＦＨ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434560 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－１００ＮＦＲ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434713 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－１００ＮＦＲＣ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418154225 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＡＨ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418338783 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＡＲ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418364812 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＡＲ２　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418337991 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＡＲＣ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418330063 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＮＦＨ　１コ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418329651 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＮＦＲ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434683 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＮＦＲ２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418329531 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－５０ＮＦＲＣ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434447 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ３－７５ＮＦＨ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418117753 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－１００ＡＣ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418330339 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－１００ＦＨ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418117517 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－１５ＡＣ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418117876 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－１５ＡＴ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418242530 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－１５ＦＨ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418117630 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－３０ＡＣ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418434836 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－３０ＦＨ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418114755 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－４５ＡＣ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418117992 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－４５ＡＴ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418260049 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－４５ＦＨ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418330183 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－４５ＦＲＣ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2109418116841 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－６０ＡＣ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418118033 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－６０ＡＴ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418282512 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－６０ＦＨ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418330213 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＥＸ５－６０ＦＲＣ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418435086 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＰＢ－ＥＸ１－５０ＮＦＨ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418392877 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＰＢＥＸ１１００ＮＦＨ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418380089 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＰＢＥＸ２－５０ＮＦＨ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418371223 ニプロ－Ｍ エクステンションチューブＰＢＥＸ３１００ＮＦＨ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　延長チューブ 2100418510622 ニプロ－Ｍ ケモクレーブ　ＩＢ－ＣＨ８０Ｓ　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　延長チューブ 2101504061424 フォルテグ エックステンションＴ　ＦＧＭ－ＥＴ－１５０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109407166161 ＪＭＳ コネクタプラス１　　１バーＢ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109407166284 ＪＭＳ コネクタプラス１　　１バーＲ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109407135730 ＪＭＳ コネクタプラス１　　１バーＷ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　活栓 2109407121481 ＪＭＳ コネクタプラス３　　３バーＢ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109407121870 ＪＭＳ コネクタプラス３　　３バーＲ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109407121634 ＪＭＳ コネクタプラス３　　３バーＷ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100407051730 ＪＭＳ 三方活栓　　　　　　Ｂ－Ｌ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100407000387 ＪＭＳ 三方活栓　　　　　　Ｂ－Ｒ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100407051853 ＪＭＳ 三方活栓　　　　　　Ｄ－Ｌ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100407051976 ＪＭＳ 三方活栓　　　　　　Ｄ－Ｒ　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100407034986 ＪＭＳ 三方活栓Ａ－Ｌ　　　ＪＶ－ＫＬ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100407000417 ＪＭＳ 三方活栓Ａ－Ｒ　　　ＪＶ－ＫＲ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100407358075 ＪＭＳ 三方活栓Ａ－Ｒ　ＪＶ－ＫＳＤＲ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070244064 テルモ 三方活栓　　ＴＳ－ＴＲ１Ｋ０１　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070367374 テルモ 三方活栓　　ＴＳ－ＴＲ２Ｋ０１　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070269029 テルモ 三方活栓　　　ＴＳ－ＷＲ１７３５Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070417550 テルモ 三方活栓　　　ＴＳ－ＷＲ２５２７Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070153024 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＴＬ１Ｋ　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070153147 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＴＬ２Ｋ　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070153260 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＴＲ１Ｋ　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070370414 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＴＲ２Ａ　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070401514 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＴＲ２Ａ０１　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070153383 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＴＲ２Ｋ　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070128565 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＷＲ０５２５　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070222256 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＷＲ０５２５Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070128838 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＷＲ１７２５　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070222376 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＷＲ１７２５Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070244333 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＷＲ２５２７　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109070088692 テルモ 三方活栓　ＴＳ－ＷＲ３８２５Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070404482 テルモ 三方活栓　　　ＴＳ－ＷＲ３８３５Ｌ０１　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070446796 テルモ シュアプラグＡＤ三活　ＳＡ－２ＴＲ３　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070129354 テルモ 多連活栓　２連　　　ＴＳ－ＷＳ２Ｒ２　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070244187 テルモ 多連活栓　２連　　　ＴＳ－ＷＳ２Ｒ２０１　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070115647 テルモ 多連活栓　３連　ＴＳ－ＷＳ３Ｒ２　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100070244217 テルモ 多連活栓　３連　　　ＴＳ－ＷＳ３Ｒ２０１　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486228160 トップ 三方活栓　Ｓ３Ｌ－ＦＬ　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486227767 トップ 三方活栓　Ｓ３Ｒ－ＦＬ　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486135666 トップ 三方活栓　　　　　　ＳＲ－ＦＬ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486228047 トップ 三方活栓　ＳＲ－ＦＬＡ　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486228283 トップ 三方活栓　Ｓ２ＰＬ－ＦＬ　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486227880 トップ 三方活栓　Ｓ２ＰＲ－ＦＬ　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486228313 トップ 三方活栓　Ｓ３ＰＬ－ＦＬ　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486227910 トップ 三方活栓　Ｓ３ＰＲ－ＦＬ　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486053120 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ－２　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486053243 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ－３　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486053489 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ２－Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486052215 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ－２　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486052338 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ－３　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486052574 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ２－Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　活栓 2100486052697 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ３－Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486173289 トップ 三方活栓　Ｌ（３６０）－ＦＬクリック　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486173043 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ（３６０°）１－Ｖ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486037314 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ－１　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486108120 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ１－３６０　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486104849 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ１－３６０ＦＬ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486142469 トップ 三方活栓　Ｌ１－３６０ＦＬ－ＬＰ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486122591 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ１－３６０Ｌ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486104337 トップ 三方活栓　　　　　　Ｌ１－Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486142346 トップ 三方活栓　Ｌ型３６０　クリック　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486135812 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ　クリック　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486025038 トップ 三方活栓　Ｒ－１　　　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486101213 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ－１　レッド　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486135935 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ－ＦＬ　クリック　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486107840 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ１－ＦＬ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486173166 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ１－ＦＬ－ＬＰ　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486104214 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ１－Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486172916 トップ 三方活栓　　　　　　Ｒ１－Ｖ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486218512 トップ 三方活栓　Ｒ型　ブルー　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486218482 トップ 三方活栓　Ｒ型　イエロー　Ｒ－１　　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486135543 トップ 三方活栓　ＳＬ（３６０゜）－ＦＬ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486172883 トップ 三方活栓　　　　　　ＳＬ（３６０°）－ＦＬＡ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486218994 トップ 三方活栓　ＶＲフラッシュロックレッド　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486218635 トップ 三方活栓　多流量型　　　　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486184261 トップ 三方活栓　多流量型ＦＬ　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486219038 トップ 三方活栓　多流量　三連式　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486174580 トップ 三方活栓Ｌ型２連式Ｓ２Ｌ－ＦＬ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486135789 トップ 三方活栓Ｒ型２連式Ｓ２Ｒ－ＦＬ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486172760 トップ 三方活栓ＳＬ（３６０）－ＦＬクリック　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486227644 トップ 三方活栓　ＳＲ－ＦＬクリックタイプ　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486218758 トップ 三方活栓ＶＬ３６０フラッシュロックＬ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109486185053 トップ 三方活栓ＶＲ型　Ｒ１－ＦＬ－Ｖ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486218871 トップ 三方活栓ＶＲ型レッドＲ１－ＶＲ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486053878 トップ 三方活栓板付　　　　ＰＬ－３　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486052840 トップ 三方活栓板付　　　　ＰＲ－２　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486036642 トップ 三方活栓板付　　　　ＰＲ－３　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486052963 トップ 三方活栓板付　　　　ＰＲ－４　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486053090 トップ 三方活栓板付　　　　ＰＲ－５　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486113978 トップ プレデューラＶ耐圧　活栓３６０゜　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486234444 トップ プレデューラ耐圧　活栓３．４ＭＰＡ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100486234321 トップ プレデューラ耐圧三方活栓　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418324328 ニプロ－Ｍ 三方活栓　　　　　　ＳＴ－ＲＣＰ　ロック　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418379311 ニプロ－Ｍ 三方活栓　ＳＴ－２ＲＣＰ　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418379434 ニプロ－Ｍ 三方活栓　ＳＴ－３ＲＣＰ　　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418366243 ニプロ－Ｍ 三方活栓　ＳＴ－ＴＲロック　　　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2109418016882 ニプロ－Ｍ 三方活栓　スリップ　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
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輸液・輸血　活栓 2109418016912 ニプロ－Ｍ 三方活栓　ルアーロック付　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418429221 ニプロ－Ｍ 三方活栓　ＳＴ－ＲＣＰロックグリーン　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418429191 ニプロ－Ｍ 三方活栓　ＳＴ－ＲＣＰロックブルー　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418429078 ニプロ－Ｍ 三方活栓　ＳＴ－ＲＣＰロックレッド　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418465779 ニプロ－Ｍ セーフタッチ多連活栓　ＳＴ－２ＴＲＮ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418465892 ニプロ－Ｍ セーフタッチ多連活栓　ＳＴ－３ＴＲＮ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　活栓 2100418083140 ニプロ－Ｍ 多連活栓　３Ｗ－２Ｒ型　ロック　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418082235 ニプロ－Ｍ 多連活栓　３ＷＸ３Ｒ　ロック　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418166591 ニプロ－Ｍ ニプロＥＤ活栓　Ｓロック　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418435598 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－ＲＣスリップ　Ｇ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418435628 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－ＲＣスリップ　Ｙ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418435741 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－ＲＣロック　ブルー　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418361781 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－Ｒ型　ロック　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2109418266430 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－Ｒ型　スリップ　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2109418136320 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓３Ｗ－ＲＣ型　ロック　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2109418136832 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓３Ｗ－ＲＣ型スリップ　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418361811 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓３Ｗ－ＲＣ型ロックグリーン　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418206853 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－ＲＣスリップブルー　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418183857 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－ＲＣスリップレッド　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100418181259 ニプロ－Ｍ ニプロ活栓　３Ｗ－ＲＣロック　レッド　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　活栓 2100426247152 村中医療器 Ｇ４５９９９９９ロペツバルブ　Ｍ９０００Ｒ　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　逆流防止弁 2101520021792 八光 チェックバルブＰＰ　　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　血液バッグ 2100418356329 ニプロ－Ｍ 瀉血バッグ（ＨＫフレボバッグ）　　　　　　　　１枚 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401181068 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８－１６ＮＥ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401195676 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８－１６ＳＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401181181 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８－１７ＮＥ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401195799 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８－１７ＳＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401280082 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８１６ＳＮＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401280235 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８１６ＹＮＥ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401280358 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８１６ＹＳＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401246910 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８１７Ｓ１ＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401280112 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８１７ＳＮＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401251747 コヴィデ クランピングメディカット１０８８１７ＹＳＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401280471 コヴィデ クランピングＬＬＣＮ　１０８８１７ＹＮＥ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401261661 コヴィデ クランピングツキカニューラ１０７７Ｋ１６ＮＢ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401259446 コヴィデ クランピングツキカニューラ１０７７Ｋ１６ＹＮ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401259682 コヴィデ クランピングツキカニューラ１０７７Ｋ１６ＹＳＮ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401259569 コヴィデ クランピングツキカニューラ１０７７Ｋ１７ＹＮ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401259712 コヴィデ クランピングツキカニューラ１０７７Ｋ１７ＹＳＮ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230964 コヴィデ クランピングメディカット１００８Ｈ１６ＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401261272 コヴィデ クランピングメディカット１０７７Ｋ１５Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401267939 コヴィデ クランピングメディカット１０７７Ｋ１５ＳＮ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2109401254987 コヴィデ クランピングメディカット１０７７Ｋ１６ＳＮ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2109401255021 コヴィデ クランピングメディカット１０７７Ｋ１７ＳＮ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401261784 コヴィデ クランピングメディカット１０８８－１５ＮＥ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2109401261817 コヴィデ クランピングメディカット１０８８１６ＮＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　穿刺針 2109401246883 コヴィデ クランピングメディカット１０８８１６Ｓ１ＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2109401261930 コヴィデ クランピングメディカット１０８８１７ＮＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230575 コヴィデ クランピングメディカット１０８８Ｈ１６ＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230698 コヴィデ クランピングメディカット１０８８Ｈ１６ＳＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230728 コヴィデ クランピングメディカット１０８８Ｈ１７ＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230841 コヴィデ クランピングメディカット１０８８Ｈ１７ＳＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401253178 コヴィデ クランピングメディカット１００８－１６ＮＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401282444 コヴィデ メディカットカニューラ１００４Ｈ１７ＡＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401282710 コヴィデ メディカットカニューラ　１００７Ｋ１６Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401282321 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１８－ＳＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401228985 コヴィデ メディカットカニューラ１００４Ｈ１５－ＡＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229388 コヴィデ メディカットカニューラ１００４Ｈ１６－ＳＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229142 コヴィデ メディカットカニューラ１００４Ｈ１６ＡＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229418 コヴィデ メディカットカニューラ１００４Ｈ１７－ＡＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401239721 コヴィデ メディカットカニューラ１００４Ｈ１８－ＳＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230186 コヴィデ メディカットカニューラ１００６Ｈ１６ＡＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230339 コヴィデ メディカットカニューラ１００６Ｈ１６ＭＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229029 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１５－ＡＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2109401196614 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１６－ＡＥ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230063 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１６－ＭＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229654 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１６－ＳＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229531 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１６ＡＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229890 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１７－ＡＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401229777 コヴィデ メディカットカニューラ１０４４Ｈ１７ＡＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230216 コヴィデ メディカットカニューラ１０６６Ｈ１６ＡＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401230452 コヴィデ メディカットカニューラ１０６６Ｈ１６ＭＢＥ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401283236 コヴィデ メディカットクランピング１０７７Ｋ１５ＹＳＮ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401282956 コヴィデ メディカットクランピング１０７７Ｋ１６ＳＮＢ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401282833 コヴィデ メディカットクランピング　１０７７Ｋ１７ＮＢ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401283083 コヴィデ メディカットクランピング１０７７Ｋ１７ＳＮＢ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100401283113 コヴィデ メディカットクランピング　１０７７Ｋ１５ＹＮ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2109401255922 コヴィデ メディカットクランピング　１０７７Ｋ１６Ｎ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2109401256059 コヴィデ メディカットクランピング　１０７７Ｋ１７Ｎ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418306423 ニプロ－Ｍ ＡＶＦニードルＡＶＦ＊１６Ｘ１ＨＣ３０ＲＧＡ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418324717 ニプロ－Ｍ セーフタッチカニューラＧＡ　１６Ｇ　２５ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418324564 ニプロ－Ｍ セーフタッチカニューラＧＡ　１６Ｇ　３２ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418311915 ニプロ－Ｍ セーフタッチカニューラＧＡ　１６Ｇ　３８ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418324830 ニプロ－Ｍ セーフタッチカニューラＧＡ　１７Ｇ　２５ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418324687 ニプロ－Ｍ セーフタッチカニューラＧＡ　１７Ｇ　３２ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418324441 ニプロ－Ｍ セーフタッチカニューラＧＡ　１７Ｇ　３８ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418374736 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１６Ｇ　２５ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418374613 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１６Ｇ　３２ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418364669 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１６Ｇ　３８ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418277891 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１６Ｇ　３８ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418374859 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１７Ｇ　２５ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418282093 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１７Ｇ　３２ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　穿刺針 2100418011945 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１７Ｇ　３８ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418280815 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡ　１７Ｇ　３８ｍｍ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100418296199 ニプロ－Ｍ セーフレットカニューラＧＡＮＳＬ－１６Ｓ０５０　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100426284768 村中医療器 Ｋ０７００４０３ＴＳＫ骨髄穿刺針　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　穿刺針 2100426284881 村中医療器 Ｋ０７００４０７ＴＳＫ骨髄穿刺針　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100445013318 ＢＤ－ＣＯ マイクロファインプラス４㎜　３２０１３６　　１４本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100445012885 ＢＤ－ＣＯ マイクロファインプラス５㎜　３２０１２９　　１４本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100445011581 ＢＤ－ＣＯ マイクロファインプラス８㎜　３２０１０２　　１４本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253298 ＪＭＳ 注射針　１９ＧＸ１１／２ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100407396596 ＪＭＳ 注射針　１９ＧＸ３／４ＲＢ　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253441 ＪＭＳ 注射針　２０ＧＸ１１／２ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253564 ＪＭＳ 注射針　２０ＧＸ１１／２ＳＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253830 ＪＭＳ 注射針　２２ＧＸ１１／２ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253953 ＪＭＳ 注射針　２２ＧＸ１１／２ＳＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254080 ＪＭＳ 注射針　２２ＧＸ１１／４ＳＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254356 ＪＭＳ 注射針　２３ＧＸ１１／４ＳＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254233 ＪＭＳ 注射針　２３ＧＸ１ＲＢ　　　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254479 ＪＭＳ 注射針　２４ＧＸ１１／４ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254622 ＪＭＳ 注射針　２５ＧＸ１ＲＢ　　　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253175 ＪＭＳ 注射針　１８ＧＸ１１／２ＳＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407252925 ＪＭＳ 注射針　２３ＧＸ１１／４ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254745 ＪＭＳ 注射針　２６ＧＸ１／２ＲＢ　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254868 ＪＭＳ 注射針　２６ＧＸ１／２ＳＢ　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407255025 ＪＭＳ 注射針　２７ＧＸ１／２ＲＢ　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253052 ＪＭＳ 注射針　１８ＧＸ１１／２ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253687 ＪＭＳ 注射針　２１ＧＸ１１／２ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407253717 ＪＭＳ 注射針　２１ＧＸ１１／２ＳＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254110 ＪＭＳ 注射針　２２ＧＸ１１／４ＲＢ　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254592 ＪＭＳ 注射針　２４ＧＸ１ＲＢ　　　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109407254981 ＪＭＳ 注射針　２７ＧＸ３／４ＳＢ　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100407396626 ＪＭＳ 注射針　２０ＧＸ５／８ＲＢ　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100407255268 ＪＭＳ 注射針　２１ＧＸ５／８ＲＢ　　　　　　５本／セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070006948 テルモ ＲＢ針ネオラス　１８ＧＸ１　１／２　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007075 テルモ ＲＢ針ネオラス　１９ＧＸ１　１／２　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007198 テルモ ＲＢ針ネオラス　２０ＧＸ１　１／２　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007228 テルモ ＲＢ針ネオラス　２１ＧＸ１　１／２　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008256 テルモ ＲＢ針ネオラス　２１ＧＸ５／８　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007341 テルモ ＲＢ針ネオラス　２２ＧＸ１　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007464 テルモ ＲＢ針ネオラス　２２ＧＸ１　１／２　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007587 テルモ ＲＢ針ネオラス　２２ＧＸ１　１／４　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007617 テルモ ＲＢ針ネオラス　２３ＧＸ１　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007730 テルモ ＲＢ針ネオラス　２３ＧＸ１　１／４　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007853 テルモ ＲＢ針ネオラス　２４ＧＸ１　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070007976 テルモ ＲＢ針ネオラス　２４ＧＸ１　１／４　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008133 テルモ ＲＢ針ネオラス　２５ＧＸ１　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070296172 テルモ ＲＢ針ネオラス　２５ＧＸ１　１／２　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　注射針 2109070008010 テルモ ＲＢ針ネオラス　２５ＧＸ５／８　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008379 テルモ ＳＢ針　１８ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008492 テルモ ＳＢ針　１９ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008522 テルモ ＳＢ針　２０ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008645 テルモ ＳＢ針　２１ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008768 テルモ ＳＢ針　２２ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008881 テルモ ＳＢ針　２２ＧＸ１　１／４　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070008911 テルモ ＳＢ針　２３ＧＸ１　１／４　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070009048 テルモ ＳＢ針　２６ＧＸ１／２　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070009161 テルモ ＳＢ針　２７ＧＸ３／４　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100070434786 テルモ シュアガードⅢ　ＳＧ３－２１３８Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100070434816 テルモ シュアガードⅢ　ＳＧ３－２２３２Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100070434939 テルモ シュアガードⅢ　ＳＧ３－２３２５Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100070415341 テルモ ナノパスニードルⅡ　ＴＮ－３４０４　　　１４本／袋 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070313053 テルモ ネオラス　２７Ｇ　ＮＮ－２７２５Ｒ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109070326510 テルモ ネオラス　２７Ｇ　ＮＮ－２７３８Ｒ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486006464 トップ ＲＢ針　１８ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486006587 トップ ＲＢ針　１９ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486006617 トップ ＲＢ針　２０ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486006730 トップ ＲＢ針　２１ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007911 トップ ＲＢ針　２１ＧＸ１／２　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007881 トップ ＲＢ針　２１ＧＸ５／８　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486006976 トップ ＲＢ針　２２ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486006853 トップ ＲＢ針　２２ＧＸ１　１／４　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007010 トップ ＲＢ針　２３ＧＸ１　　　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007133 トップ ＲＢ針　２３ＧＸ１　１／４　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007256 トップ ＲＢ針　２４ＧＸ１　　　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007379 トップ ＲＢ針　２４ＧＸ１　１／４　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007492 トップ ＲＢ針　２５ＧＸ１　　　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007522 トップ ＲＢ針　２５ＧＸ５／８　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007645 トップ ＲＢ針　２６ＧＸ１／２　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486007768 トップ ＲＢ針　２７ＧＸ３／４　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008048 トップ ＳＢ針　１８ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008161 トップ ＳＢ針　１９ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008284 トップ ＳＢ針　２０ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486122744 トップ ＳＢ針　２１ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008550 トップ ＳＢ針　２２ＧＸ１　１／２　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008437 トップ ＳＢ針　２２ＧＸ１　１／４　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008673 トップ ＳＢ針　２３ＧＸ１　１／４　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008796 トップ ＳＢ針　２７ＧＸ１／２　　　　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100486249721 トップ 注射針　２７Ｇ　４０㎜　Ｒ．Ｂ　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109486008826 トップ 二段針　２７ＧＸ１／２　ＳＢ　　　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100418384148 ニプロ－Ｍ ディスポ針２５ＧＸ１・１／２　ジオンＮ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418154973 ニプロ－Ｍ フローマックス　１８ＧＸ５／８　ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418001123 ニプロ－Ｍ フローマックス　２０ＧＸ１／２　ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418002816 ニプロ－Ｍ フローマックス　２０ＧＸ１／２　ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　注射針 2109418001369 ニプロ－Ｍ フローマックス　２１ＧＸ１／２　ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418001482 ニプロ－Ｍ フローマックス　２１ＧＸ５／８　ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418309038 ニプロ－Ｍ フローマックス　２２ＧＸ１　ＲＢ　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418273117 ニプロ－Ｍ フローマックス　２３ＧＸ１　ＲＢ　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418270741 ニプロ－Ｍ フローマックス　２４ＧＸ１　ＲＢ　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418273476 ニプロ－Ｍ フローマックス　２５ＧＸ１　ＲＢ　　　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418273599 ニプロ－Ｍ フローマックス　２５ＧＸ５／８　ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418275951 ニプロ－Ｍ フローマックス　２６ＧＸ１／２　ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418273629 ニプロ－Ｍ フローマックス　２６ＧＸ１／２　ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418002540 ニプロ－Ｍ フローマックス　２７ＧＸ１／２　ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418003578 ニプロ－Ｍ フローマックス　２７ＧＸ１／２　ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418003691 ニプロ－Ｍ フローマックス　２７ＧＸ３／４　ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418000966 ニプロ－Ｍ フローマックス１８ＧＸ１　１／２ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418002663 ニプロ－Ｍ フローマックス１８ＧＸ１　１／２ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418275838 ニプロ－Ｍ フローマックス１９ＧＸ１　１／２ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418277535 ニプロ－Ｍ フローマックス１９ＧＸ１　１／２ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418001246 ニプロ－Ｍ フローマックス２０ＧＸ１　１／２ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418002939 ニプロ－Ｍ フローマックス２０ＧＸ１　１／２ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418001512 ニプロ－Ｍ フローマックス２１ＧＸ１　１／２ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418003066 ニプロ－Ｍ フローマックス２１ＧＸ１　１／２ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418001758 ニプロ－Ｍ フローマックス２２ＧＸ１　１／２ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418003219 ニプロ－Ｍ フローマックス２２ＧＸ１　１／２ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418001635 ニプロ－Ｍ フローマックス２２ＧＸ１　１／４ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418003189 ニプロ－Ｍ フローマックス２２ＧＸ１　１／４ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418271380 ニプロ－Ｍ フローマックス２３ＧＸ１　１／４ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418273230 ニプロ－Ｍ フローマックス２３ＧＸ１　１／４ＳＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418319198 ニプロ－Ｍ フローマックス２３ＧＸ５／８ＲＢＧＡ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418273353 ニプロ－Ｍ フローマックス２４ＧＸ１　１／４ＲＢ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109418346378 ニプロ－Ｍ フローマックス３０ＧＸ１／２ＲＢＧＡ　５本／シート 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2109057003830 ノボ・Ｎ ペンニードル　３０Ｇ　８㎜　　　　　　　　７本／袋 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　注射針 2100057019128 ノボ・Ｎ ペンニードル　プラス　３２Ｇ　４㎜　　　　　１４本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407410742 ＪＭＳ アイフューザーＪＥ－ＩＦＰ１５０ＦＣＷＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407383169 ＪＭＳ アイフューザー　ＪＥ－ＩＦＰＦＢ３００ＦＴ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407338985 ＪＭＳ ニトログリセリン用輸液セット微量　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407351946 ＪＭＳ プラネクタ　ＪＹ－ＮＳ８２１Ｆ７　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407352196 ＪＭＳ プラネクタ　ＪＹ－ＮＳ８２２Ｐ７　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407352073 ＪＭＳ プラネクタ　ＪＹ－ＮＳ８６１Ｆ７　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407352226 ＪＭＳ プラネクタ　ＪＹ－ＮＳ８６２Ｐ７　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407351793 ＪＭＳ プラネクタ　ＪＹ－ＮＷＰ３６１Ｐ７Ｅ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407351823 ＪＭＳ プラネクタ　ＪＹ－ＮＷＰ８６２Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407312367 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＹ－ＮＤ２２３ＰＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407323226 ＪＭＳ プラネクタ　　　　　ＪＹ－ＮＤ２６３ＰＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407380045 ＪＭＳ プラネクタ輸液セットＪＰ－ＰＢ３２３ＰＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407346577 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＰ－ＮＦＰ２６２Ｆ７２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407357160 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＤ３２３ＰＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407356767 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＦＰ２２２Ｐ７２　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2100407356910 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＦＰ２２４Ｐ７　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407356880 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＦＰ２６２Ｐ７２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407357047 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＦＰ２６４Ｐ７　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407357313 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＳ２２２Ｆ７　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407356378 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＷＰ２２１Ｐ７　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407356521 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＷＰ２２２Ｆ７　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407356491 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＷＰ２６１Ｐ７　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407356644 ＪＭＳ 輸液セット　　　　ＪＰ－ＮＷＰ２６２Ｆ７　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407332082 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＮＦＰ３２２Ｆ７２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407353520 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＦＰ３４１Ｆ７６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407354794 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＦＰ３４２Ｐ７Ｈ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407272760 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＰ－ＰＦＣ３４１Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407370244 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＰ－ＰＦＰ３４１Ｐ７　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407396350 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＰ－ＰＦＰ３４２Ｐ７　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407308445 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＭＮＤ３２３ＦＬ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407314965 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＭＮＤ３６３ＦＬ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407322311 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ２１３Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407349721 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＮＤ２２３Ｌ２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407298367 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ２４３Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407318096 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ３２３Ａ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407337957 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ３２３ＣＮ２０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407313152 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ３２３Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407312995 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ３６３Ａ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407313275 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ３６３Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407328160 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ８１１ＰＬ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407315634 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ８２１Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407328040 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ８４１ＰＬ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407318638 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤ８６１Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407327644 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤＴ１６３ＦＬ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407349967 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤＴ１６３ＦＬ２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407350017 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤＴ１６３ＦＬＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407350130 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤＴ１６３ＹＬ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407349844 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤＴ２６３ＦＬ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407328559 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＤＴ２６３ＦＬＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407357559 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＦＣ２２２Ｆ７２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407335236 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＦＣ３２１Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407333928 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＦＣ３２２Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407334833 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＦＣ３６２Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407334055 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＦＰ３２２Ｐ７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407334291 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＦＰ３２４Ｐ７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407338749 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＦＰ３６２Ｐ７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407334178 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＦＰ３６４Ｐ７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407331290 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＰ８２１Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407322946 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＷＰ３２１Ｆ７Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407347362 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＮＷＰ３２１Ｐ７Ｅ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407323349 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＷＰ３２２Ｆ７Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2100407332358 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＷＰ３２２Ｐ７Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407324766 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＷＰ３６１Ｆ７Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407324643 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＷＰ３６２Ｆ７Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407332235 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＷＰ３６２Ｐ７Ｅ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407334710 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＷＰ８２１ＭＰ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407333775 ＪＭＳ 輸液セット　　ＪＹ－ＮＷＰ８２２Ｆ７　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407285053 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＢ２１３Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407351168 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＰＢ２２３Ｌ２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407287658 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＰＢ２４３Ｌ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407270551 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＢ８１１Ｌ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407389550 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＢ８２１ＰＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407282561 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＰＢ８４１Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407351045 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＰＢ８４１ＦＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407264420 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＰＢ８４１Ｌ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407389673 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＢ８６１ＰＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407260095 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＢＴ１１３ＦＬ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407321130 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＢＴ１１３ＹＬ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407351281 ＪＭＳ 輸液セット　　　　　ＪＹ－ＰＢＴ２１３ＦＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407268336 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＰＦＣ３４１Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407265574 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－Ｓ３４３Ｃ２１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407262214 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－Ｓ３４３Ｃ２２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407332986 ＪＭＳ 輸液セット側注　ＪＹ－ＮＤ３２３ＰＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109407332740 ＪＭＳ 輸液セット側注　ＪＹ－ＮＤ３６３ＰＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100407335359 ＪＭＳ 輸液セット　ＪＹ－ＮＦＣ３６１Ｆ７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100401287142 Ｎコヴィデ セイフアクセス輸液Ｓ１８８ＰＰ６０－１Ｃ　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100401225236 Ｎコヴィデ セイフアクセスユエキセット１８８ＰＣ６０－１Ｃ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100401286985 Ｎコヴィデ セイフアクセスユエキセット１８８ＰＰ６０－５Ｃ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100401257350 Ｎコヴィデ セイフアクセス輸液セット１８８ＰＰＬ２０１Ｃ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100401250320 Ｎコヴィデ セイフアクセス輸液セット１８ＢＰＰＬ２００Ｃ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100401303088 Ｎコヴィデ セイフアクセス輸液セット１８ＭＰＡ６０－１　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100401279284 Ｎコヴィデ セイフアクセスユケツセット１８ＭＸ２ＡＸ－１Ｌ　１ 管理（クラスⅡ）

追加分 輸液・輸血　輸液セット 2101331006353 エアウォー ポンプ用チューブセット（フィルター付）　　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070465759 テルモ ケモセーフＬ　輸液　ＫＬ－ＰＦ３Ｈ０１Ｙ　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070405397 テルモ ケモセーフインフュージョンＳフィルター付　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070405274 テルモ ケモセーフインフュージョンＳ　フィルターナシ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070438692 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＮＣ３５１０ＭＮ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070439361 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＣＤ３２０ＮＮ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070439484 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＣＦ３２０ＮＮ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070451264 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＴＤ３０２ＵＭ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070451141 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＴＦ３０２ＵＭ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070437787 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＮＤ３５２０ＵＮ　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070461720 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＮＤ３５３０ＵＮ　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070468637 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＮＦ３５２０ＵＮ　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070468361 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＰＣＣ３１０ＭＭ　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070467845 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＣＦ３１０ＵＭＺ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070468750 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＰＣＴ３２０ＭＮ　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2100070467722 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＰＮＤ３３０ＵＮ　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070469276 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＰＮＦ３２０ＵＮ　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070438333 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＴＣ３５０１ＭＮ　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070438722 テルモ シュアプラグＡＤ三活　ＳＡ－ＴＲ１３　　　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070439873 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＣＣ３２０ＹＮ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070443047 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＴＣ３０２ＭＭ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070445768 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＴＦ３０２ＮＭ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070445522 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＴＴ３０２ＹＭ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070446550 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡＴＴ３５０１ＭＮＡ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070451387 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡＴＴ３５０２ＭＮ　　１コ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070440435 テルモ シュアプラグＡＤユエＳＡ－ＮＴ３５１０ＭＮＺ　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070445881 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡ－ＰＴＤ３０２ＮＭ　　１ 管理（クラスⅡ）

追加分 輸液・輸血　輸液セット 2100070444587 テルモ シュアプラグＡＤ　ＳＡ－ＴＤ３５０２ＵＮ　　　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070446048 テルモ シュアプラグＡＤユエキＳＡＴＦ３５０２ＵＮ　　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070387518 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｊ３５１Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070390013 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｊ３５３Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070386962 テルモ 輸液セット　ＴＩ－ＰＥ３００Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070404093 テルモ 輸液セット　ＴＩ－ＰＪ３００ＬＹ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070388157 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５５Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070388270 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５７Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070393649 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５７Ｐ１１　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070244576 テルモ 輸液セット　ＴＳ－ＥＭ３７４Ｌ４１　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070383213 テルモ 輸液セット　ＴＳ－Ｍ３７０ＬＫ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070378745 テルモ 輸液セット　ＴＳ－ＰＭ３７４ＬＹ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070467456 テルモ 輸液セット　ＳＡ－ＣＣ３５２０ＭＮＺ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070467210 テルモ 輸液セット　ＳＡ－ＴＣ３５０２ＭＮ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070467692 テルモ 輸液セット　ＳＡ－ＴＤ３５０３ＵＮＺ　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070387481 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｊ３５０Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070387634 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｊ３５２Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070387092 テルモ 輸液セット　ＴＩ－ＰＪ３００Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070409572 テルモ 輸液セット　ＴＩ－ＰＪ３００ＬＮ０１　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070387129 テルモ 輸液セット　ＴＩ－ＰＪ３５２Ｐ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070384098 テルモ 輸液セット　ＴＩ－ＰＵ３００Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070396131 テルモ 輸液セット　ＴＩ－ＰＵ３００ＬＹ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070390648 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ２００Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070392345 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ２００Ｌ０７　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070405427 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ２５０Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070407094 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ２５０Ｐ０７　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070390495 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ２５１Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070383848 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５０Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070387870 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５０Ｐ０１　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070387993 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５０Ｐ０２　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070388037 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５０Ｐ０３　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070392614 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５０Ｐ０４　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070391287 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５０Ｐ０５　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070391679 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５０Ｐ０６　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2109070387757 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ３５１Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070383964 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ７０１Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070383728 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ７０１Ｗ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070385668 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ７５０Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070390917 テルモ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ７５１Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070306017 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｊ２５１ＰＫ０２７　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070306130 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｊ３５１ＰＫ０２７　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070399887 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｕ２００Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070405543 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｕ２５０Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070396377 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｕ３５０Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070396490 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｕ３５１Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070373771 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｕ７５０Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109070376027 テルモ 輸液セット　ＴＫ－Ｕ７５１Ｐ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070221348 テルモ 輸液セット　ＴＳ－Ｍ３７０ＬＫ１０　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070380458 テルモ 輸液セット　ＴＳ－ＰＭ３７０Ｌ４１７　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070319717 テルモ 輸液セット　ＴＳ－ＰＭ３７４Ｌ１０－　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100070147525 テルモ 輸液セット　ＴＳ－Ｍ２７０ＬＫ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486221499 トップ 定量筒付輸液Ｓ　ＴＩＳ－５６ＭＬ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486221376 トップ 定量筒付輸液Ｓ　ＴＩＳ－５６ＭＳ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486221253 トップ 定量筒付輸液Ｓ　ＴＩＳ－５ＭＬ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486221130 トップ 定量筒付輸液Ｓ　ＴＩＳ－５ＭＳ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486137878 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－０２６ＷＰ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486198630 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－０２６ＷＰ－ＮＰ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486143763 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－０２ＷＢＰ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486217454 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－５２６ＡＰ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486217577 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－５２６ＭＰ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486139698 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－５２６Ｐ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486154479 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－５２Ｐ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486125087 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－Ｆ３Ｐ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486125117 トップ 輸液セット　ＴＩＳ－Ｆ４Ｐ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486216938 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２５８Ｗ－１　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486156329 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２６　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486175372 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２６ＥＨ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486159686 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２６Ｈ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486155926 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２６Ｗ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486188686 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２６Ｗ－Ｈ－ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486175495 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２６ＷＥＨ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486169517 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２６ＷＨ－２２０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486160637 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２７Ｈ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486155384 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２７Ｗ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486159443 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２Ｗ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486158538 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－０２ＷＮＴ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486159297 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－２Ｒ５２９Ｅ１００　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486217331 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－２Ｒ５２９Ｅ７５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486158651 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486174736 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２５　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2100486217065 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２５８　２１Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486217188 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２５８　２２Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486217218 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２５８　２３Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486155650 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２６　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486155773 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２６Ａ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486220584 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２６Ａ－ＥＨ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486220348 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２６Ａ－Ｈ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486176164 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２６Ａ－Ｈ－ＮＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486220614 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２６ＡＥＨＮＰ２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486182564 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２６Ｍ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486180598 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２７　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486158774 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２８－２１Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486158897 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２８－２２Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486158927 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２８－２３Ｇ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109486155896 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－５２ＮＴ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486216785 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－Ｆ１　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486216815 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－Ｆ４　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486220461 トップ 輸液セット　ＴＩＳ２－Ｆ６Ｈ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486256910 トップ 輸液セットＳＩＳＡ－５２－ＦＲ－Ｈ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100486217690 トップ 輸液セット　ＳＩＳＰ－５２－ＬＦＬ－Ｈ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418470124 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーＳ　ＣＰＣ－３０１ＦＣＺＹＩ２　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418305877 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバー　　　ＣＰＣ－３０１ＦＣＺ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418332545 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバー　ＣＰＣ－３０１ＦＣＺＹ－Ｎ３　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418306150 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセット　ＣＰＣ－３０１ＦＣＺＹ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418304214 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＣＰＣ－３０１ＦＣＺＹ－Ｎ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418303545 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＣＰＣ－３０１ＦＣＺＹ２　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418058445 ニプロ－Ｍ ＳＰセット　２７Ｇ針付　ＳＰ－Ｎ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418058568 ニプロ－Ｍ ＳＰセット　アダプター付　ＳＰ－Ａ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418439657 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＢ－ＩＴ３０Ｎ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418347044 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＢ－ＩＴＳ３０Ｎ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418315043 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＢ－ＺＳＮＰ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418439923 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＩＴ１５３ＰＬ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418439893 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＩＴ１５３ＰＮ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418409117 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＩＴ３０Ｎ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418411691 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＩＴ３０ＹＮ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418439534 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＩＴＳ３０Ｎ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418439770 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＩＴＳ３０ＹＮ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418409087 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＰＳＮ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418439381 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＰＳＹ１Ｎ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418409865 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＺＳＮ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418439411 ニプロ－Ｍ アイセット　ＩＩＳ－ＺＳＮＰ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418472692 ニプロ－Ｍ ニプロＣＡＰ専用セット　ＣＡＰＳ－１００　　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418395991 ニプロ－Ｍ パル輸液セット　ＰＩＣ－１ＣＳ－５０８　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418396035 ニプロ－Ｍ パル輸液セット　ＰＩＣ－１ＣＳ－５１８　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418316224 ニプロ－Ｍ フィルターセット　　ＦＧ－２０ＡＹＣ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418312431 ニプロ－Ｍ フィルターセット　　ＦＧ－２０ＺＹ（２）Ｐ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2100418277778 ニプロ－Ｍ フィルターセット　　ＦＩ－０２ＢＹＥＬ　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418157582 ニプロ－Ｍ フィルターセット　　ＦＧ－２０ＢＳ１２（３）　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418102988 ニプロ－Ｍ フィルターセット　　ＦＧ－２０ＢＳ１２（４）　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418307574 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧ－２０ＺＳ１２（５）　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418303781 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧ－２０ＺＹ　ＳＴ－Ｂ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418441483 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧＭ－２０ＡＴ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418441513 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧＭ－２０ＡＹ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418436380 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＡＹＥＬ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418436410 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＡＹＥＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418436656 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＢＹＥＬ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418436892 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＢＹＦＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437561 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＢＹＧＬ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437059 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＢＹＧＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437325 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＢＹＨＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437448 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＺＹＥＬ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418436533 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＺＹＥＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418436779 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＺＹＦＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437684 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＺＹＧＬＰ　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418436922 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＺＹＧＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437172 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＺＹＧＮＰ　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437295 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩ－０２ＺＹＨＮ　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418437714 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＩＢ－０２ＢＹＧＬ　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345859 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧ－２０ＢＰＧ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418346252 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧ－２０ＢＰＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345460 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧ－２０ＢＲＣＧ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418346139 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧ－２０ＺＰＨ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345347 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧ－２０ＺＲＣＧ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345613 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧＰ－２０ＢＰＧ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418346016 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧＰ－２０ＢＰＨ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345224 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧＰ－２０ＢＲＣＧ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345583 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧＰ－２０ＺＰＧ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345972 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧＰ－２０ＺＰＨ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345194 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧＰ－２０ＺＲＣＧ　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418261975 ニプロ－Ｍ フィルターセットＦ　　ＦＧ－１２０ＡＴ－Ｂ　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345071 ニプロ－Ｍ フィルターセットＳＴＦＧＰ－２０ＢＲＣＧ－Ｂ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418344944 ニプロ－Ｍ フィルターセットＳＴＦＧＰ－２０ＺＲＣＧ－Ｂ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418345736 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧ－２０ＺＰＧ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418292439 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＦＰＣ－５００３Ｚ　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418289931 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００Ａ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418290586 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００Ａ２１Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418295826 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００ＡＰＳＶ２２Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418297915 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００ＡＰＳＶ２３Ｚ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418293856 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００Ｃ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418297493 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００Ｃ２１Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418294522 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００ＣＰ２１Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418295553 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００ＣＰ２３Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2100418288514 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１００Ｄ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418312318 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－１１０Ａ２１Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418289276 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００Ａ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418292948 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００Ａ２１Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418299971 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００Ｃ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418294495 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００ＣＰ２１ＳＴＺ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418289811 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００ＣＰ２１Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418303661 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００ＣＰ２２ＳＴＺ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418294133 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００ＣＰ２２Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418325472 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００ＣＰ２３ＳＴＺ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418290739 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００ＣＰ２３Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418300660 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００Ｄ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418292672 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２００Ｅ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418390422 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２０１Ｅ２２ＳＴＺ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418293580 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２０１Ｇ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418295430 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－３００Ａ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418302876 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－３００Ａ２１Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418285636 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－３００Ｄ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418291255 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－３００Ｅ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418413787 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－３０１Ｅ００　Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418300813 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６００Ａ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418297526 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６００Ａ２１Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418302367 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６００ＡＰＳＶ２１Ｚ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418304330 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６００ＡＰＳＶ２２Ｚ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418302480 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６００ＡＰＳＶ２３Ｚ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418302510 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６００Ｃ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418413930 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６００Ｄ００　Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418349133 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６０１Ｄ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418293730 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－６０１Ｅ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418177849 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－１０２Ｅ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418177729 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－１０２Ｈ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418223218 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－１０３Ｅ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418321955 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－２０１Ｅ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418414579 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－２０１Ｅ００２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418414456 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－２０１Ｅ００Ｃ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418353567 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－２０２Ｅ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418323147 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－２０２Ｈ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418325359 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－６０１Ｅ００Ｐ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418182553 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＰ－６０２Ｈ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418314919 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＭＩＳ－ＴＮＧ－２０２ＮＨＰ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418362450 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＮＩＡ－２０１Ｅ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418294379 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＮＩＡ－６００Ａ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418304849 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＮＩＡ－６０１Ｅ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418362573 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＮＩＰ－２０１Ｅ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418347167 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２１１Ｒ００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418346641 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２２１Ｉ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸液セット 2100418420976 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２２１Ｒ００　Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418421133 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２２１Ｒ００Ｂ　Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418422048 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－６１１Ｉ００　Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418422826 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－６１１Ｒ００　Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423199 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３１１Ｉ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423342 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３１１Ｉ００Ｂ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423229 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３１１Ｉ００Ｂ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423977 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３１１Ｒ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423854 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３１１Ｒ００　Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418424134 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３１１Ｒ００Ｂ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418424011 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３１１Ｒ００Ｂ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423588 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３２１Ｉ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423465 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３２１Ｉ００　Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423731 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３２１Ｉ００Ｂ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418423618 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３２１Ｉ００Ｂ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418424257 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３２１Ｒ００　Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418424493 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３２１Ｒ００Ｂ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418424370 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＦＰ－３２１Ｒ００Ｂ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418416429 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２１１Ｉ００Ｂ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418347280 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２１１Ｒ００　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418420853 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２１１Ｒ００Ｂ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418416788 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２２１Ｉ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418420464 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２２１Ｉ００Ｂ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418420617 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２２１Ｉ００Ｄ７０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418421010 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２２１Ｒ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418421256 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２２１Ｒ００Ｂ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418422161 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－６１１Ｉ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418422314 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－６１１Ｉ００Ｄ７０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418422949 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－６１１Ｒ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418350297 ニプロ－Ｍ 輸液セットｅｃｏＩＳＥ－２００ＳＴ２２Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418377072 ニプロ－Ｍ 輸液セットｅｃｏＩＳＥ－２００ＳＴ２３Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418414692 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＦＰＣ－ＰＢ５００３　Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418290852 ニプロ－Ｍ 輸液セットＩＳＡ－１００ＡＰＳＶ２１Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418293464 ニプロ－Ｍ 輸液セットＩＳＡ－１００ＣＰ２２Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418414210 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２０１Ｅ００　Ｃ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418414180 ニプロ－Ｍ 輸液セットＩＳＡ－２０１Ｅ００　Ｆ　ＭＩ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418413541 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２０１Ｅ２１ＳＴ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418413664 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＩＳＡ－２０１Ｅ２３ＳＴ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418335393 ニプロ－Ｍ 輸液セットＩＳＡ－３００Ｄ００スリップＺ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2109418361937 ニプロ－Ｍ 輸液セットＩＳＡ２０１Ｅ００　２０－Ｄ２００Ｚ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418414333 ニプロ－Ｍ 輸液セットＩＳＡ－２０１Ｅ００　２Ｃ　Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418416399 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２１１Ｉ００Ｂ　Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418416542 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２１１Ｉ００Ｄ７０Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418338271 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２１１Ｉ００Ｚ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418420730 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２１１Ｒ００Ｂ　Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418416818 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２２１Ｉ００Ｂ　Ｚ　　　　１本 管理（クラスⅡ）



採用品目データは随時更新しますので、ご発注の際は必ず検索サイトにて最新の情報をご確認ください。 2021年4月1日現在

カテゴリ 分割ＪＡＮｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ名 商品名 クラス分類
輸液・輸血　輸液セット 2100418420587 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－２２１Ｉ００Ｄ７０Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418422284 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＡ－６１１Ｉ００Ｄ７０　Ｚ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418388955 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２１１Ｉ００　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418416665 ニプロ－Ｍ 輸液セット　ＳＴＰ－２１１Ｉ００Ｄ７０　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418326025 ニプロ－Ｍ 輸液セットｅｃｏ　ＩＳＥ－２００Ｚ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液セット 2100418338158 ニプロ－Ｍ 輸液ポンプセットＳＴＦＰ－３１１Ｉ００Ｚ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407343729 ＪＭＳ 輸液フィルター　　ＪＲ－ＮＦ０４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407343842 ＪＭＳ 輸液フィルター　　ＪＲ－ＰＦ０４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407355616 ＪＭＳ 輸液フィルター　ＪＲ－ＰＦ０５　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407355739 ＪＭＳ 輸液フィルター　ＪＲ－ＰＦ０６　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407355852 ＪＭＳ 輸液フィルター　ＪＲ－ＰＦ５０２ＰＳ２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407355975 ＪＭＳ 輸液フィルター　ＪＲ－ＰＦ５０２ＰＳ２Ｇ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407356019 ＪＭＳ 輸液フィルター　ＪＲ－ＰＦ５０２ＰＳ４Ｇ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407356132 ＪＭＳ 輸液フィルター　ＪＲ－ＰＦ５５２ＰＰ２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100407379995 ＪＭＳ 輸液フィルターセットＪＲ－ＮＦ４１２Ｆ１　　　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2101504009785 日本ポール ファーマシュアーシリンジフィルタＨＰ１００８　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100614142078 池田理化 ＳＬＧＳＪ３３ＳＳ　マイレクス　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100614141828 池田理化 ＳＬＧＶＪ３３ＲＳ　マイレクスＧＶ　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100070037499 テルモ ファイナルフィルターＰＳ　ＴＦＳＬ０４２５Ｖ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100070108960 テルモ ファイナルフィルターＰＳ　ＴＦＳＳ４３０ＨＹ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100070425265 テルモ ファイナルフィルターＰＳ　ＴＦ－ＮＷ２３１ＨＹ　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2109070065587 テルモ ファイナルフィルターＰＳ　ＴＦＳＬ０２２５Ｖ　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2109070109090 テルモ ファイナルフィルターＰＳ　ＴＦＳＳ４３０Ｈ　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100418466295 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＣＰＣ－３０１ＦＣＺＹＩ　　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100418531641 ニプロ－Ｍ ＣＰチャンバーセットＳＴＣＰＣ３０１ＦＣＺＰ２　１ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2109418324291 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧ－１２０ＢＴ－Ｂ　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2109418041075 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧ－２０ＡＹ　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2109418311642 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧ－２０ＢＹ　Ｐ　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100418320924 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧ－２０ＢＹ－Ｎ　Ｐ　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2109418311499 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＦＧ－２０ＢＹＣＰ　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸液フィルタ 2100418407779 ニプロ－Ｍ フィルターセット　ＳＴＦＧ－２０ＺＰＧ－Ｂ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100407345815 ＪＭＳ 輸血セット　　　　　ＪＢ－Ｃ１３ＳＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100407358228 ＪＭＳ 輸血セット　　　　　ＪＢ－Ｕ３３ＰＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100407358198 ＪＭＳ 輸血セット　　　　　ＪＢ－ＵＰＷ１３Ｌ１１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100407357795 ＪＭＳ 輸血セット　ＪＢ－Ｙ２３ＰＬ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100407280086 ＪＭＳ 輸血セット　　　　　ＪＢ－Ｃ１３ＲＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2109407265215 ＪＭＳ 輸血セット　ＪＢ－Ｕ１３Ｃ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2109407265062 ＪＭＳ 輸血セット　ＪＢ－Ｕ１３Ｌ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100407293666 ＪＭＳ 輸血セット　　　　　ＪＢ－Ｕ１３ＰＬ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100407266875 ＪＭＳ 輸血セット　　　　　ＪＢ－Ｕ３３Ｌ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2109070426173 テルモ 血小板輸血セットＴＨ－Ｕ７０１Ｌ　　　　　　１コ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2109070387245 テルモ 輸血セット　ＴＢ－ＰＵ３００Ｌ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2109070403693 テルモ 輸血セット　ＴＢ－Ｕ２００Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100070387365 テルモ 輸血セット　ＴＢ－Ｕ３００Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2109070394045 テルモ 輸血セット　ＴＢ－Ｕ８００Ｂ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2109070390764 テルモ 輸血セット　ＴＢ－Ｕ８００Ｌ　　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　輸血セット 2109418291135 ニプロ－Ｍ 輸血セット　ＴＦ－４Ａ１Ｚ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　輸血セット 2100418294256 ニプロ－Ｍ 輸血セット　ＴＦ－４Ａ１ＬＺ　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407247792 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ１８Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407247822 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ１９Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248348 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２０Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407247945 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２１Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248850 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２１Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248461 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２２Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248225 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２２Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407247679 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２３Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248737 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２３Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248584 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２４Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248072 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２５Ｌ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248195 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２５Ｓ　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407248614 ＪＭＳ スカルプベインセット　ＪＶ－ＳＶ２７　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407289082 ＪＭＳ セーフティＳＶセット　ＪＶ－ＳＶ２１ＬＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407294062 ＪＭＳ セーフティＳＶセット　ＪＶ－ＳＶ２１ＬＳＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100407289980 ＪＭＳ セーフティＳＶセット　ＪＶ－ＳＶ２２ＬＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407294185 ＪＭＳ セーフティＳＶセット　ＪＶ－ＳＶ２２ＬＳＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100407288051 ＪＭＳ セーフティＳＶセット　ＪＶ－ＳＶ２３ＬＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407289594 ＪＭＳ セーフティＳＶセット　ＪＶ－ＳＶ２３ＬＳＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109407301029 ＪＭＳ セーフティＳＶセット　ＪＶ－ＳＶ２５ＬＳ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100070414795 テルモ シュアシールドＳＶセット　ＳＶ－Ｓ１８ＢＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100070404246 テルモ シュアシールドＳＶセット　ＳＶ－Ｓ１９ＢＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100070377687 テルモ シュアシールドＳＶセット　ＳＶ－Ｓ２１ＢＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070414828 テルモ シュアシールドＳＶセットＳＶ－Ｓ２１ＥＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070377710 テルモ シュアシールドＳＶセットＳＶ－Ｓ２２ＢＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070414941 テルモ シュアシールドＳＶセットＳＶ－Ｓ２２ＥＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070396018 テルモ シュアシールドＳＶセットＳＶ－Ｓ２３ＢＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070377833 テルモ シュアシールドＳＶセットＳＶ－Ｓ２３ＥＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100070415075 テルモ シュアシールドＳＶセット　ＳＶ－Ｓ２５ＥＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100070415198 テルモ シュアシールドＳＶセット　ＳＶ－Ｓ２７ＥＬ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100070044442 テルモ 翼付静注針　　　ＳＶ－２７ＤＬ　　　　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070096437 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－１８ＣＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070096550 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－１９ＣＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070076446 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－２１ＣＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070076682 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－２１ＤＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070076569 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－２２ＣＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070076712 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－２２ＤＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070205020 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－２３ＣＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070076835 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－２３ＤＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109070076958 テルモ 翼付静注針　ＳＶ－２５ＤＬＫ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486249332 トップ ファインガード翼状針　２１ＧＸ１９㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486246843 トップ ファインガード翼状針　２２ＧＸ１９㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486249219 トップ ファインガード翼状針　２３ＧＸ１９㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486023065 トップ 翼状針　　　　　　　１８ＧＸ３／４　　　　１本 管理（クラスⅡ）



採用品目データは随時更新しますので、ご発注の際は必ず検索サイトにて最新の情報をご確認ください。 2021年4月1日現在

カテゴリ 分割ＪＡＮｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ名 商品名 クラス分類
輸液・輸血　翼状針 2109486023188 トップ 翼状針　　　　　　　１９ＧＸ３／４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486023218 トップ 翼状針　２０ＧＸ３／４　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486022662 トップ 翼状針　２１ＧＸ３／４　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486114763 トップ 翼状針　　　　　　　２１ＧＸ５／８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486022785 トップ 翼状針　２２ＧＸ３／４　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486111137 トップ 翼状針　２２ＧＸ５／８　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486022815 トップ 翼状針　２３ＧＸ３／４　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486111250 トップ 翼状針　２３ＧＸ５／８　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486023331 トップ 翼状針　　　　　　　２４ＧＸ３／４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486023454 トップ 翼状針　　　　　　　２５ＧＸ３／４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486023690 トップ 翼状針　　　　　　　２７ＧＸ１／２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486132818 トップ 翼状針　携帯ポンプ　１３６３３　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486239029 トップ 翼状針　携帯ポンプ　１３６３４　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486239142 トップ 翼状針　携帯ポンプ　１３６５１　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486239265 トップ 翼状針　携帯ポンプ　１３６５３　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486158149 トップ 翼状針　スライドプロテクター付２１Ｇ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486144319 トップ 翼状針　スライドプロテクター付２２Ｇ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109486144432 トップ 翼状針　スライドプロテクター付２３Ｇ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486238350 トップ 留置針　Ａ３０　１６．５㎜　６０㎝　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486238473 トップ 留置針　Ａ３０　１６．５㎜１００㎝　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486238626 トップ 留置針　Ａ９０　６㎜　１００㎝　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486238596 トップ 留置針　Ａ９０　６㎜　６０㎝　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486238862 トップ 留置針　Ａ９０　９㎜　１００㎝　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100486238749 トップ 留置針　Ａ９０　９㎜　６０㎝　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418004995 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　　　　　　　１８ＧＸ３／４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418005817 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　　　　　　　２７ＧＸ３／４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418274265 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　　　　　　　１９ＧＸ３／４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418271141 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　　　　　　　２５ＧＸ３／４　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418280037 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　　　　　　　２５ＧＸ５／８　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418005152 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２０ＧＸ３／４　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418005272 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２１ＧＸ３／４　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418005398 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２１ＧＸ５／８　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418005425 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２２ＧＸ３／４　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418102742 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２２ＧＸ５／８　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418274388 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２３ＧＸ３／４　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418271417 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２３ＧＸ５／８　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418270864 ニプロ－Ｍ ＰＳＶ　２４ＧＸ３／４　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418282638 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ　１９ＧＸ３／４ハード　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418206221 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ　２１ＧＸ３／４ハード　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418436021 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ　２１ＧＸ５／８ハード　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418206467 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ　２２ＧＸ３／４ハード　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418442428 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ　２２ＧＸ５／８ハード　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418280429 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ　２５ＧＸ３／４ハード　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418271656 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ２３ＧＸ３／４ハード　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418245893 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２１Ｇ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418349256 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２１ＧＬホルダー付　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　翼状針 2109418137112 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２１ＧＸ３／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418266164 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２１Ｇホルダ付　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418245923 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２２Ｇ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418333330 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２２ＧＬホルダー付　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418307843 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２２Ｇホルダー付　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418281723 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２３Ｇ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418349379 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２３ＧＬホルダー付　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2109418282126 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶセット２３Ｇホルダ付　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418394338 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶミニ　２３ＧＸ５／８ハード　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418394451 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶミニ　２３ＧＸ５／８ハード１５０ 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418394574 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶミニ　２５ＧＸ５／８ハード　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418394697 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶミニ２７ＧＸ１／２ハード　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　翼状針 2100418454162 ニプロ－Ｍ セーフタッチＰＳＶ　２３ＧＸ５／８ハード　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487027697 ＢＤ－ＭＥ ３８１０１２　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487027724 ＢＤ－ＭＥ ３８１０２３　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487027847 ＢＤ－ＭＥ ３８１０３３　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487027960 ＢＤ－ＭＥ ３８１０３４　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487028097 ＢＤ－ＭＥ ３８１０３７　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487028127 ＢＤ－ＭＥ ３８１０４４　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487028240 ＢＤ－ＭＥ ３８１０４７　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487028363 ＢＤ－ＭＥ ３８１０５４　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487028486 ＢＤ－ＭＥ ３８１０５７　インサイトＢＣ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487007224 ＢＤ－ＭＥ ３８１１１２　アンジオカット２４Ｇ１９㎜　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487007071 ＢＤ－ＭＥ ３８１１２３　アンジオカット２２Ｇ２５㎜　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487007979 ＢＤ－ＭＥ ３８１１３４　アンジオカット２０Ｇ３０㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006941 ＢＤ－ＭＥ ３８１１３７　アンジオカット２０Ｇ４８㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487007856 ＢＤ－ＭＥ ３８１１４４　アンジオカット１８Ｇ３０㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006828 ＢＤ－ＭＥ ３８１１４７　アンジオカット１８Ｇ４８㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487007733 ＢＤ－ＭＥ ３８１１５４　アンジオカット１６Ｇ３０㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487007191 ＢＤ－ＭＥ ３８１１５７　アンジオカット１６Ｇ４８㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487007344 ＢＤ－ＭＥ ３８１１６７　アンジオカット１４Ｇ４８㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487024211 ＢＤ－ＭＥ ３８１８３４　インサイト２０Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487033190 ＢＤ－ＭＥ ３８１８１１　インサイト－Ｎ２４Ｇ１４㎜　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487023931 ＢＤ－ＭＥ ３８１８１２　インサイト２４Ｇ１９㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487024061 ＢＤ－ＭＥ ３８１８２３　インサイト２２Ｇ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487024181 ＢＤ－ＭＥ ３８１８３３　インサイト２０Ｇ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487024337 ＢＤ－ＭＥ ３８１８４４　インサイト１８Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487032315 ＢＤ－ＭＥ ３８１８４７　インサイト１８Ｇ４８㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487032438 ＢＤ－ＭＥ ３８１８５４　インサイト１６Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487032551 ＢＤ－ＭＥ ３８１８５７　インサイト１６Ｇ４５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487032674 ＢＤ－ＭＥ ３８１８６７　インサイト１４Ｇ４５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487024457 ＢＤ－ＭＥ ３８１９１２　インサイト２４Ｇ１９㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487024570 ＢＤ－ＭＥ ３８１９２３　インサイト２２Ｇ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487024723 ＢＤ－ＭＥ ３８１９３４　インサイト２０Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487032797 ＢＤ－ＭＥ ３８１９３７　インサイト２０Ｇ４８㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487024846 ＢＤ－ＭＥ ３８１９４４　インサイト１８Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　留置針 2100487032827 ＢＤ－ＭＥ ３８１９４７　インサイト１８Ｇ４８㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487032940 ＢＤ－ＭＥ ３８１９５４　インサイト１６Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487033077 ＢＤ－ＭＥ ３８１９５７　インサイト１６Ｇ４５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487010986 ＢＤ－ＭＥ ３８２２５８　アンジオカット１６Ｇ８３㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487011143 ＢＤ－ＭＥ ３８２２５９　アンジオカット１６Ｇ１３３㎜　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487010863 ＢＤ－ＭＥ ３８２２６８　アンジオカット１４Ｇ８３㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487011020 ＢＤ－ＭＥ ３８２２６９　アンジオカット１４Ｇ１３３㎜　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487010740 ＢＤ－ＭＥ ３８２２７７　アンジオカット１２Ｇ７６㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487010627 ＢＤ－ＭＥ ３８２２８７　アンジオカット１０Ｇ７６㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487009822 ＢＤ－ＭＥ ３８８４１１　インサイトＮ２４Ｇ１４㎜　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487005015 ＢＤ－ＭＥ ３８８４１２　インサイト２４Ｇ１９㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487013867 ＢＤ－ＭＥ ３８８４２３　インサイト２２Ｇ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487010597 ＢＤ－ＭＥ ３８８４２４　インサイト２２Ｇ３２㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005135 ＢＤ－ＭＥ ３８８４３３　インサイト２０Ｇ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487005251 ＢＤ－ＭＥ ３８８４３４　インサイト２０Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005371 ＢＤ－ＭＥ ３８８４３７　インサイト２０Ｇ４８㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005494 ＢＤ－ＭＥ ３８８４４４　インサイト１８Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005524 ＢＤ－ＭＥ ３８８４４７　インサイト１８Ｇ４８㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005647 ＢＤ－ＭＥ ３８８４５４　インサイト１６Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005760 ＢＤ－ＭＥ ３８８４５７　インサイト１６Ｇ４５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005883 ＢＤ－ＭＥ ３８８４６７　インサイト１４Ｇ４５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487009945 ＢＤ－ＭＥ ３８８５１１　インサイトＮ２４Ｇ１４㎜　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487005913 ＢＤ－ＭＥ ３８８５１２　インサイト２４Ｇ１９㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006040 ＢＤ－ＭＥ ３８８５２３　インサイト２２Ｇ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487020817 ＢＤ－ＭＥ ３８８５２４　インサイト２２Ｇ３２㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006163 ＢＤ－ＭＥ ３８８５３３　インサイト２０Ｇ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109487006289 ＢＤ－ＭＥ ３８８５３４　インサイト２０Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006316 ＢＤ－ＭＥ ３８８５３７　インサイト２０Ｇ４８㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006439 ＢＤ－ＭＥ ３８８５４４　インサイト１８Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006552 ＢＤ－ＭＥ ３８８５４７　インサイト１８Ｇ４８㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006675 ＢＤ－ＭＥ ３８８５５４　インサイト１６Ｇ３０㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100487006798 ＢＤ－ＭＥ ３８８５５７　インサイト１６Ｇ４５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109407316276 ＪＭＳ アンジオカットプラス　２０Ｇ　３０㎜　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109407316030 ＪＭＳ アンジオカットプラス　２２Ｇ　２５㎜　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109407315996 ＪＭＳ アンジオカットプラス　２４Ｇ　１９㎜　　　　１個 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109407331958 ＪＭＳ セーフウィングキャス　ＪＶ－ＳＷＣ２０１９　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109407338117 ＪＭＳ セーフウィングキャス　ＪＶ－ＳＷＣ２２１９　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109407317457 ＪＭＳ セーフウィングキャス　ＪＶ－ＳＷＣ２４１９　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2108141001653 スミスＭＪ ジェルコＩＶカテーテル１８３２０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2101141002170 スミスＭＪ ジェルコＩＶカテーテル１８５１８　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2108141002292 スミスＭＪ ジェルコＩＶカテーテル１８５２０　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2108141000595 スミスＭＪ ジェルコプラスＩＶカテーテル　１９１１６　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2101141000749 スミスＭＪ ジェルコプラスＩＶカテーテル　１９１１８　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2108141000861 スミスＭＪ ジェルコプラスＩＶカテーテル　１９１２０　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070385392 テルモ サーフローⅡ　　　ＳＲ－ＳＦＡ２０５１　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070399917 テルモ サーフローⅡフラッシュＳＲ－ＳＦＦ１８３２　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　留置針 2100070400064 テルモ サーフローⅡフラッシュＳＲ－ＳＦＦ１８５１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070400217 テルモ サーフローⅡフラッシュＳＲ－ＳＦＦ２０５１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070400330 テルモ サーフローⅡフラッシュＳＲ－ＳＦＦ２２２５　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070271872 テルモ サーフロー　１４Ｇ　ＳＲ－ＦＳ１４６４　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070083632 テルモ サーフロー　１４Ｇ　ＳＲ－ＯＴ１４５１Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070089757 テルモ サーフロー　１４Ｇ　ＳＲ－ＯＴ１４６４Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070046415 テルモ サーフロー　１８Ｇ　ＳＲ－ＯＴ１８６４Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070083369 テルモ サーフロー　１６Ｇ　ＳＲ－ＯＴ１６５１Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070059180 テルモ サーフロー　１６Ｇ　ＳＲ－ＯＴ１６６４Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070077238 テルモ サーフロー　１８Ｇ　ＳＲ－ＯＴ１８５１Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070048238 テルモ サーフロー　２０Ｇ　ＳＲ－ＯＴ２０５１Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070081037 テルモ サーフロー　２２Ｇ　ＳＲ－ＯＴ２２３２Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070092917 テルモ サーフロー　２４Ｇ　ＳＲ－ＯＴ２４１９Ｃ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070093167 テルモ サーフロー１８Ｇ　ＳＲ－ＯＴ１８３２Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070383339 テルモ サーフローⅡ　ＳＲ－ＳＦＡ１８３２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070385272 テルモ サーフローⅡ　ＳＲ－ＳＦＡ１８５１　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070383452 テルモ サーフローⅡ　ＳＲ－ＳＦＡ２０３２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070385159 テルモ サーフローⅡ　ＳＲ－ＳＦＡ２２２５　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070383575 テルモ サーフローⅡ　ＳＲ－ＳＦＡ２２３２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070383698 テルモ サーフローⅡ　ＳＲ－ＳＦＡ２４１９　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070054120 テルモ サーフロー２０Ｇ　ＳＲ－ＯＴ２０３２Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070048471 テルモ サーフロー２２Ｇ　ＳＲ－ＯＴ２２２５Ｃ　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070054755 テルモ サーフロー２４Ｇ　ＳＲ－ＯＴ２４１９ＣＷ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070400180 テルモ サーフローⅡフラッシュＳＲ－ＳＦＦ２０３２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070400456 テルモ サーフローⅡフラッシュＳＲ－ＳＦＦ２２３２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070400579 テルモ サーフローⅡフラッシュＳＲ－ＳＦＦ２４１９　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070286378 テルモ サーフローＦ＆Ｆ　１４Ｇ　ＳＲ－ＦＦ１４５１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070286491 テルモ サーフローＦ＆Ｆ　１４Ｇ　ＳＲ－ＦＦ１４６４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070258313 テルモ サーフローＦ＆Ｆ　１６Ｇ　ＳＲ－ＦＦ１６５１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070258436 テルモ サーフローＦ＆Ｆ　１６Ｇ　ＳＲ－ＦＦ１６６４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070258552 テルモ サーフローＦ＆Ｆ１８Ｇ　ＳＲ－ＦＦ１８３２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070258672 テルモ サーフローＦ＆Ｆ　１８Ｇ　ＳＲ－ＦＦ１８５１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070258795 テルモ サーフローＦ＆Ｆ　１８Ｇ　ＳＲ－ＦＦ１８６４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070224229 テルモ サーフローＦ＆Ｆ２０Ｇ　ＳＲ－ＦＦ２０３２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070224342 テルモ サーフローＦ＆Ｆ２０Ｇ　ＳＲ－ＦＦ２０５１　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070224462 テルモ サーフローＦ＆Ｆ２２Ｇ　ＳＲ－ＦＦ２２２５　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070224585 テルモ サーフローＦ＆Ｆ２２Ｇ　ＳＲ－ＦＦ２２３２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070224615 テルモ サーフローＦ＆Ｆ２４Ｇ　ＳＲ－ＦＦ２４１９　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070224731 テルモ サーフローＦ＆Ｆ２４Ｇ　ＳＲ－ＦＦ２４１９Ｗ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070271756 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ１４５１　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070257883 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ１６５１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070257910 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ１６６４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070258040 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ１８３２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070258163 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ１８５１　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070258286 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ１８６４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070216750 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ２０３２　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　留置針 2100070280017 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ２０５１　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070216873 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ２２２５　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109070216996 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ２２３２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070243814 テルモ サーフローフラッシュ　ＳＲ－ＦＳ２４１９　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070207748 テルモ サーフローフラッシュＳＲ－ＦＳ２４１９Ｗ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070319052 テルモ シュアシールドⅡＨ　ＳＲ－ＳＯＳ１４５１Ｌ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100070319175 テルモ シュアシールドⅡＨ　ＳＲ－ＳＯＳ１６５１Ｌ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486183233 トップ ベニューラ針　Ｖ１　　　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486184025 トップ ベニューラ針　Ｖ２　　　　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486184148 トップ ベニューラ針　Ｖ３　０１１５３　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486010539 トップ ベニューラ針ＳＳ－１　１６ＧＸ５１㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486132422 トップ ベニューラ針ＳＳ－１　１６ＧＸ６５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486011178 トップ ベニューラ針ＳＳ－２　１８ＧＸ３２㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486010652 トップ ベニューラ針ＳＳ－２　１８ＧＸ５１㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486142070 トップ ベニューラ針ＳＳ－２　１８ＧＸ６５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486011321 トップ ベニューラ針ＳＳ－５　２０ＧＸ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486111014 トップ ベニューラ針ＳＳ－５　２０ＧＸ３２㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486010898 トップ ベニューラ針ＳＳ－５　２０ＧＸ５１㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486010928 トップ ベニューラ針ＳＳ－６　２２ＧＸ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486111373 トップ ベニューラ針ＳＳ－６　２２ＧＸ３２㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486119225 トップ ベニューラ針ＳＳ－７　２４ＧＸ１３㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486137519 トップ ベニューラ針ＳＳ－７　２４ＧＸ１６㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486137632 トップ ベニューラ針ＳＳ－７　２４ＧＸ１９㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486011055 トップ ベニューラ針ＳＳ－７　２４ＧＸ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486012359 トップ ベニューラ針ＳＷ－５　２０ＧＸ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486124052 トップ ベニューラ針ＳＷ－５　２０ＧＸ３２㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486011956 トップ ベニューラ針ＳＷ－６　２２ＧＸ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486124175 トップ ベニューラ針ＳＷ－６　２２ＧＸ３２㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486124328 トップ ベニューラ針ＳＷ－７　２４ＧＸ１６㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486124298 トップ ベニューラ針ＳＷ－７　２４ＧＸ１９㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109486012083 トップ ベニューラ針ＳＷ－７　２４ＧＸ２５㎜　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100486215511 トップ ベニューラ針Ｖ５翼付　２０ＧＸ３５㎜　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418353953 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　１４Ｇ　５０㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418259484 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　１６Ｇ　３２㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418259514 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　１６Ｇ　５０㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418317917 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　１８Ｇ　３２㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418259361 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　１８Ｇ　４５㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418353830 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　２０Ｇ　２５㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418291019 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　２０Ｇ　３２㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418284844 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　２２Ｇ　２５㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418353717 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　２４Ｇ　１４㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418286152 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ　２４Ｇ　１９㎜　Ｎ　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418368219 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ３　１８Ｇ３２㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418368332 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ３　１８Ｇ４５㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418368066 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ３　２０Ｇ２５㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418368189 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ３　２０Ｇ３２㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
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輸液・輸血　留置針 2109418367939 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ３　２２Ｇ２５㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418367816 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティ３　２４Ｇ１９㎜　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418354356 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　１４Ｇ　５０㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418259996 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　１８Ｇ　３２㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418354233 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　１８Ｇ　４５㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418354110 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　２０Ｇ　２５㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418352772 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　２０Ｇ　３２㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418285247 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　２２Ｇ　２５㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418354080 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　２４Ｇ　１４㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418284219 ニプロ－Ｍ イントロカンセーフティＷ　２４Ｇ　１９㎜　Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418304696 ニプロ－Ｍ セーフタッチキャスＮＩＣＳ１８Ｘ１　１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418284967 ニプロ－Ｍ セーフタッチキャスＮＩＣＳ２０Ｘ１　１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418283151 ニプロ－Ｍ セーフタッチキャスＮＩＣＳ２２Ｘ１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418283274 ニプロ－Ｍ セーフタッチキャスＮＩＣＳ２２Ｘ１　１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418286398 ニプロ－Ｍ セーフタッチキャスＮＩＣＳ２４Ｘ　３／４　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418278058 ニプロ－Ｍ セーフタッチキャスＮＩＣＳ２４Ｘ１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418280785 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ－２２Ｘ１Ｗ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418284455 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ１６Ｘ１　１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418275057 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ１６Ｘ２　１／２　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418275173 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ１８Ｘ１　１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418275293 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ１８Ｘ２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418272056 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ１８Ｘ２　１／２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418275323 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２０Ｘ１　１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418280662 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２０Ｘ２　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418365188 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２０Ｘ３／４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418272179 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２２Ｘ１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418272292 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２２Ｘ１　１／４　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418272322 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２４Ｘ１　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418272445 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２４Ｘ１Ｗ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418272568 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２４Ｘ３／４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418272684 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＮＩＣ２６Ｘ３／４　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418283540 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵ　ＮＵＣ－１８Ｘ２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418436267 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵ　ＮＵＣ１８Ｘ２１／２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418272714 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵ　ＮＵＣ２０Ｘ２　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418275449 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵ　ＮＵＣ２２Ｘ１　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418272837 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵ　ＮＵＣ２４Ｘ１　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2109418272950 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵ　ＮＵＣ２４Ｘ３／４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418275569 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵＮＵＣ１６Ｘ２　１／２　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418310345 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵＮＵＣ１８Ｘ１　１／４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418275682 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵＮＵＣ２０Ｘ１　１／４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2100418275712 ニプロ－Ｍ セーフレットキャスＰＵＮＵＣ２２Ｘ１　１／４　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　留置針 2101520013452 八光 エラスターＦ　２４ＧＸ３／４　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　連結管 2109407335086 ＪＭＳ 連結管　　　　　　　ＪＶ－ＮＴ３３４５Ｃ　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2100407358341 ＪＭＳ 連結管　　　　　　　ＪＶ－ＮＴ３３８０Ｃ　　１個 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2109407328439 ＪＭＳ 連結管　プラ＋プラ　ＪＶ－ＮＴ３３４５　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2100070404512 テルモ ケモセーフバッグアクセス　　　　　　　　１セット 一般（クラスⅠ）



採用品目データは随時更新しますので、ご発注の際は必ず検索サイトにて最新の情報をご確認ください。 2021年4月1日現在

カテゴリ 分割ＪＡＮｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ名 商品名 クラス分類
輸液・輸血　連結管 2100070083755 テルモ 連結管　ＴＣ－００５０１Ｋ　　　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　連結管 2109070329870 テルモ 連結管　ＴＣ－００５０３Ｂ　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　連結管 2100070360344 テルモ 連結管　ＴＣ－００５０６Ｂ　　　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　連結管 2100070200954 テルモ 連結管　ＴＣ－００５０７Ｋ　　　　　　　１セット 管理（クラスⅡ）
輸液・輸血　連結管 2101549011682 ディヴイン ＤＩＢセット　　　　　　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2101549011712 ディヴイン ＤＩＢセット　Ｌ－７００　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2109486160241 トップ トップ連結管　　　　ＣＴ－５２Ｃ　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2100418203074 ニプロ－Ｍ 連結管　　　　　　　三叉タイプ　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2100418353328 ニプロ－Ｍ 連結管　４５０㎜　１５－００５　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2100418350327 ニプロ－Ｍ 連結管　プラスチック針４５０クランプ　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
輸液・輸血　連結管 2109418362064 ニプロ－Ｍ 連結管プラスチック針　４５０㎜　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
肛門　結紮　痔核 2100426518634 村中医療器 Ｈ７６００２０８痔核結紮リング　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
膀胱　－　－ 2100407075514 ＪＭＳ 膀胱洗浄セット　　　ＪＵ－Ｗ００２　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
膀胱　－　－ 2100407357825 ＪＭＳ 膀胱洗浄セット　ＪＵ－Ｗ００２０２　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
膀胱　－　－ 2100407091446 ＪＭＳ 膀胱洗浄セット　　　ＪＵ－Ｗ００３　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
膀胱　－　－ 2100407183813 ＪＭＳ 膀胱洗浄セット　　　ＪＵ－Ｗ０１６　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
膀胱　吸引・排液　－ 2109401224683 Ｎコヴィデ フォーリーストッパー　４７５０－Ｌ　　　　　　１個 その他
膀胱　吸引・排液　－ 2101504002120 ディヴイン ＤＩＢキャップ（Ｂ）　ブルー　　　　　　　　　１個 その他
膀胱　吸引・排液　－ 2101549008941 ディヴイン ＤＩＢキャップ（Ｈ）　肌色　　　　　　　　　　１個 その他
膀胱　吸引・排液　－ 2101549010265 ディヴイン シリコンアタッチメント　　　　　　　　　　　　１個 その他
膀胱　吸引・排液　－ 2101549010142 ディヴイン バッグ用アタッチメント　　　　　　　　　　　　１個 その他
膀胱　吸引・排液　－ 2100486024632 トップ カテーテルプラグ　　　　　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
膀胱　吸引・排液　－ 2101427194117 富士システ ファイコン　カテーテルプラグ　　　　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）
膀胱　吸引・排液　－ 2100403106014 メディコン ディスポ－ザバッグ交換用ベルト　　　　　　　１個 その他
膀胱　吸引・排液　－ 2100403015064 メディコン バルーンカテーテルプラグ　　００００７６　　　１個 その他
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109407211014 ＪＭＳ ネラトンカテーテル　１０Ｆｒ４０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109407211137 ＪＭＳ ネラトンカテーテル　１２Ｆｒ４０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109407211250 ＪＭＳ ネラトンカテーテル　１４Ｆｒ４０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109407211373 ＪＭＳ ネラトンカテーテル　１６Ｆｒ４０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109407211496 ＪＭＳ ネラトンカテーテル　１８Ｆｒ４０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109407211526 ＪＭＳ ネラトンカテーテル　２０Ｆｒ４０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109407210970 ＪＭＳ ネラトンカテーテル　８Ｆｒ４０㎝　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504007842 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１０３Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504007965 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１０４Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504007729 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１０５Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008092 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１０６Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008122 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１０７Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008245 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１０８Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008368 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１０９Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008481 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１１０Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008511 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１１１Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008634 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１１２Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008757 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１１３Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008870 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１１４Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504008993 イズモヘル ザヘルスネラトンカテ標準ＨＡＮＳ１１５Ｎ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504069369 イズモヘル ザヘルスロートネラトンカテＨ－ＡＲＳ３１４Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101504069482 イズモヘル ザヘルスロートネラトンカテＨ－ＡＲＳ３１６Ｎ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101427017584 クリエート ネラトンカテ　１０Ｆｒ　００１１４１０１００　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101427017614 クリエート ネラトンカテ　１２Ｆｒ　００１１４１０１２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101427017737 クリエート ネラトンカテ　１４Ｆｒ　００１１４１０１４０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2101427017850 クリエート ネラトンカテ　１６Ｆｒ　００１１４１０１６０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070128449 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ０８１０　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070062347 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ０８１３ＯＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070049778 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ０８１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070038949 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１０１０　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070207475 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１０１１Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070062460 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１０１３ＯＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070051518 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１０１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070223673 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１０３２Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070038673 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１２１０　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070062586 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１２１３ＯＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070047320 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１２１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070038284 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１４１０　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070207628 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１４１１Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070056575 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１４１３ＯＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070045593 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１４１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070223823 テルモ ネラトンカテーテル　　ＳＦ－ＮＤ１４３２Ｓ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070067670 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１６１０　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070065976 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１６１３ＯＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070051631 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１６１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070127022 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１８１０　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070151713 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１８１３ＯＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070051754 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ１８１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070049652 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ２０１０　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070052393 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ２０１３ＯＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070052423 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ２０１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070272937 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ２２１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070284282 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ２４１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070286521 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＤ２６１３Ｓ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070069643 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＴ２２１３０Ｓ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109070064948 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＴ２４１３０Ｓ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070196875 テルモ ネラトンカテーテル　ＳＦ－ＮＴ２６１３０Ｓ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070207359 テルモ ネラトンカテーテルＳＦ－ＮＤ０８１１Ｓ　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070223557 テルモ ネラトンカテーテルＳＦ－ＮＤ０８３２Ｓ　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070207595 テルモ ネラトンカテーテルＳＦ－ＮＤ１２１１Ｓ　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100070223793 テルモ ネラトンカテーテルＳＦ－ＮＤ１２３２Ｓ　　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109486110857 トップ ネラトンカテーテル１２Ｆｒ２孔開３３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109486115043 トップ ネラトンカテーテル１６Ｆｒ２孔封３３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486262898 トップ ネラトンカテテルマルチ　８Ｆｒ２孔開３３　　　１本 管理（クラスⅡ）

追加分 膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486264083 トップ ネラトンカテテルマルチ　８Ｆｒ２孔封４０　　　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486262928 トップ ネラトンカテテルマルチ１０Ｆｒ２孔開３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486262386 トップ ネラトンカテテルマルチ１０Ｆｒ２孔封３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
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追加分 膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486262416 トップ ネラトンカテテルマルチ１２Ｆｒ２孔開３３　　　　１ 管理（クラスⅡ）

膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486263567 トップ ネラトンカテテルマルチ１２Ｆｒ２孔封３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486264236 トップ ネラトンカテテルマルチ１２ＦＲ２孔封４０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486263055 トップ ネラトンカテテルマルチ１４Ｆｒ２孔開３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486263680 トップ ネラトンカテテルマルチ１４Ｆｒ２孔封３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486264359 トップ ネラトンカテテルマルチ１４Ｆｒ２孔封４０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486263178 トップ ネラトンカテテルマルチ１６Ｆｒ２孔開３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486264472 トップ ネラトンカテテルマルチ１６Ｆｒ２孔封４０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486263291 トップ ネラトンカテテルマルチ１８Ｆｒ２孔開３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486263833 トップ ネラトンカテテルマルチ１８Ｆｒ２孔封３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486264595 トップ ネラトンカテテルマルチ１８Ｆｒ２孔封４０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486263956 トップ ネラトンカテテルマルチ２０Ｆｒ２孔封３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486264625 トップ ネラトンカテテルマルチ２０Ｆｒ２孔封４０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486262652 トップ ネラトンカテテルマルチ２４Ｆｒ１孔開３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100486262775 トップ ネラトンカテテルマルチ２６Ｆｒ１孔開３３　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109418143090 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－０８２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418410151 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－０８２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418184915 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－０８３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109418143120 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１０２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418305129 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１０２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418151580 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１０３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109418101717 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１２２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418228428 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１２２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418097994 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１２３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109418143243 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１４２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418151610 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１４２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418114516 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１４３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109418180859 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１６２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418284721 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１６２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418167536 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１６３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2109418200229 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１８２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418411066 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１８２Ｃ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418207010 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－１８３　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418323895 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－２０２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418410939 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－２２２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418376167 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－２４２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　ネラトンカテーテル 2100418352536 ニプロ－Ｍ ネラトンカテーテル　ＮＮＴ－２６２　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407391928 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ　３ｍＬ８Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392178 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ　５ｍＬ１２Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392291 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１０ｍＬ１４Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392321 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１０ｍＬ１６Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392444 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１０ｍＬ１８Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392567 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１０ｍＬ２０Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392956 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ３０ｍＬ１６Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407393359 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ３０ｍＬ２４Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407393472 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ３０ｍＬ２６Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392055 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ　３ｍＬ１０Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407391898 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１．５ｍＬ６Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392680 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１０ｍＬ２２Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392710 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１０ｍＬ２４Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407392833 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ１０ｍＬ２６Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407393083 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ３０ｍＬ１８Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407393113 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ３０ｍＬ２０Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100407393236 ＪＭＳ シリコーンフォーリーカテ２Ｗ３０ｍＬ２２Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100401200035 Ｎコヴィデ ハイドロジェルコートフォーリー　６１５５ＭＦ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100401200158 Ｎコヴィデ ハイドロジェルコートフォーリー　６１５６ＭＦ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100401199971 Ｎコヴィデ ハイドロジェルコートフォーリー　６１６２ＭＦ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100401242585 Ｎコヴィデ ハイドロジェルコートフォーリー　８９４４ＭＦ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100401242615 Ｎコヴィデ ハイドロジェルコートフォーリー　８９４６ＭＦ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100401244824 Ｎコヴィデ ハイドロジェルコートフォーリー　８９４８ＭＦ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100401300988 Ｎコヴィデ ハイドロジェルコートフォーリー　８９５０ＭＦ　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987021540 エフスリィ ＣＯＭＦウロシステム３　８０６４２１２１０　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987021663 エフスリィ ＣＯＭＦウロシステム３　８０６４２１４１０　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987021786 エフスリィ ＣＯＭＦウロシステム３　８０６４２１６１０　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987021816 エフスリィ ＣＯＭＦウロシステム３　８０６４２１８１０　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987021939 エフスリィ ＣＯＭＦウロシステム３　８０６４２２０１０　　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987022578 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１０Ｆｒ３ｍＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987024817 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１２Ｆｒ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987022691 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987024930 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１４Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987022455 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１６Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987022721 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１６Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987022844 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１８Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025067 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ１８Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987022967 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２０Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026484 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２０Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023094 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２２Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025180 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２２Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026514 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025210 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２４Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025333 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２６Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025456 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ２６Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025579 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ６Ｆｒ１．５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987024152 エフスリィ オールシリコーン３　２ｗａｙ８ＦＲ３ｍＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023124 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ１４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025692 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ１４Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025722 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ１６Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025845 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ１８Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023360 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ１８Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987025968 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２０Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026095 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２０Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026637 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２２Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026125 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２２Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026248 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023483 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２４Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026361 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２６Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987026750 エフスリィ オールシリコーン３　３ｗａｙ２６Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023636 エフスリィ コンファフォーリーキット　８０６５２１４１０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023759 エフスリィ コンファフォーリーキット　８０６５２１６１０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023872 エフスリィ コンファフォーリーキット　８０６５２１８１０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023995 エフスリィ コンファフォーリーキット　８０６５２２０１０　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101987023513 エフスリィ コンファフォーリーキット　８０６５２１２１０　１Ｓ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427003099 クリエート フォーリーカテ透明２４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427002696 クリエート チーマンバルーンカテーテル　１８Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427002726 クリエート チーマンバルーンカテーテル　２０Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427001668 クリエート フォーリーカテ透明１６Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427002849 クリエート フォーリーカテ透明１８Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427001781 クリエート フォーリーカテ透明２０Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427001545 クリエート フォーリーカテ透明２０Ｆｒ３ＷＡＹ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427001811 クリエート フォーリーカテ透明２２Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）

追加分 膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427198412 クリエート フォーリートレイキット（ＢＣ液付）１２Ｆｒ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427183760 クリエート フォーリートレイキット（ＢＣ液付）１８Ｆｒ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427188857 クリエート フォーリートレイキット精密尿量計付　１６Ｆｒ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427001279 クリエート チーマンバルーンカテーテル　１０Ｆｒ３ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427001392 クリエート チーマンバルーンカテーテル　１２Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427000517 クリエート チーマンバルーンカテーテル　１６Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427017461 クリエート チーマンバルーンカテーテル　２２Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427001156 クリエート チーマンバルーンカテーテル　１４Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014071 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド１２Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013678 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド　１２Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014194 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド１４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014859 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド１４Ｆｒ１５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013791 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド　１４Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014224 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド１６Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014972 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド１６Ｆｒ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013821 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド　１６Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014347 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド１８Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015016 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド１８Ｆｒ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013944 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド　１８Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014460 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド２０Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015139 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド２０Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014583 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド２２Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015252 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド２２Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014613 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド２４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015375 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド２４Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427014736 クリエート フォーリーカテＣＵクローズド２６Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504015823 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１２Ｆ１０ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504015434 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１２Ｆｒ５ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504015946 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１４Ｆ１０ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504015557 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１４Ｆｒ５ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504016073 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１６Ｆ１０ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504015670 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１６Ｆｒ５ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504016196 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１８Ｆ１０ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504015793 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット１８Ｆｒ５ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504001574 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット２０Ｆ１０ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504016226 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット２２Ｆ１０ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504016349 クリエート フォーリーカテーテルトレイキット２４Ｆ１０ｍＬ１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427008841 クリエート フォーリーカテグリーン１０Ｆｒ３ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427008964 クリエート フォーリーカテグリーン１２Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009633 クリエート フォーリーカテグリーン１４Ｆｒ１５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009091 クリエート フォーリーカテグリーン１４Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009756 クリエート フォーリーカテグリーン１６Ｆｒ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012916 クリエート フォーリーカテグリーン１６Ｆｒ３ＷＡＹ２０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009121 クリエート フォーリーカテグリーン１６Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009879 クリエート フォーリーカテグリーン１８Ｆｒ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013043 クリエート フォーリーカテグリーン１８Ｆｒ３ＷＡＹ２０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009244 クリエート フォーリーカテグリーン１８Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009367 クリエート フォーリーカテグリーン２０Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009992 クリエート フォーリーカテグリーン２０Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013166 クリエート フォーリーカテグリーン２０Ｆｒ３ＷＡＹ２０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009480 クリエート フォーリーカテグリーン２２Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010042 クリエート フォーリーカテグリーン２２Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013289 クリエート フォーリーカテグリーン２２Ｆｒ３ＷＡＹ２０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427009510 クリエート フォーリーカテグリーン２４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010165 クリエート フォーリーカテグリーン２４Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427013319 クリエート フォーリーカテグリーン２４Ｆｒ３ＷＡＹ２０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427008698 クリエート フォーリーカテグリーン６Ｆｒ１ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427008728 クリエート フォーリーカテグリーン８Ｆｒ３ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010431 クリエート フォーリーカテ透明１０Ｆｒ３ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010943 クリエート フォーリーカテ透明１２Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010554 クリエート フォーリーカテ透明１２Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427011070 クリエート フォーリーカテ透明１４Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427011612 クリエート フォーリーカテ透明１４Ｆｒ１５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012374 クリエート フォーリーカテ透明１４Ｆｒ３ＷＡＹ１５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010677 クリエート フォーリーカテ透明１４Ｆｒ５ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427177363 クリエート フォーリーカテ透明１６Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427011735 クリエート フォーリーカテ透明１６Ｆｒ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012497 クリエート フォーリーカテ透明１６Ｆｒ３ＷＡＹ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427011193 クリエート フォーリーカテ透明１８Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427011858 クリエート フォーリーカテ透明１８Ｆｒ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012527 クリエート フォーリーカテ透明１８Ｆｒ３ＷＡＹ２０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427011971 クリエート フォーリーカテ透明２０Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012015 クリエート フォーリーカテ透明２２Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012763 クリエート フォーリーカテ透明２２Ｆｒ３ＷＡＹ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012138 クリエート フォーリーカテ透明２４Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012886 クリエート フォーリーカテ透明２４Ｆｒ３ＷＡＹ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427011582 クリエート フォーリーカテ透明２６Ｆｒ１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427012251 クリエート フォーリーカテ透明２６Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010288 クリエート フォーリーカテ透明６Ｆｒ１ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427010318 クリエート フォーリーカテ透明８Ｆｒ３ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427183494 クリエート フォーリートレイキット（ＢＣ液付）１４Ｆｒ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427183524 クリエート フォーリートレイキット（ＢＣ液付）１６Ｆｒ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427184163 クリエート フォーリートレイキット（ＢＣ液付）２０Ｆｒ　　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427016433 クリエート ヘマチュリアカテＡＮホイッスル１８Ｆｒ５０ｍＬ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427016556 クリエート ヘマチュリアカテＡＮホイッスル２０Ｆｒ６０ｍＬ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427016679 クリエート ヘマチュリアカテＡＮホイッスル２２Ｆｒ６０ｍＬ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427016792 クリエート ヘマチュリアカテＡＮホイッスル２４Ｆｒ７０ｍＬ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015887 クリエート ヘマチュリアカテＡＮラウンド２０Ｆｒ６０ｍＬ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015917 クリエート ヘマチュリアカテＡＮラウンド２２Ｆｒ６０ｍＬ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427016167 クリエート ヘマチュリアカテＳＴホイッスル２０Ｆｒ６０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427016280 クリエート ヘマチュリアカテＳＴホイッスル２２Ｆｒ６０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015498 クリエート ヘマチュリアカテＳＴラウンド１８Ｆｒ５０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015528 クリエート ヘマチュリアカテＳＴラウンド２０Ｆｒ６０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015641 クリエート ヘマチュリアカテＳＴラウンド２２Ｆｒ６０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427015764 クリエート ヘマチュリアカテＳＴラウンド２４Ｆｒ７０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070168391 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ０８０３Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070168421 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ１００３Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070168544 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ１２０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070168667 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ１４１０Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070168780 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ１６１０Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070168810 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ１８１０Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070168933 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ２０１０Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070169060 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ２２１０Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070169183 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ２４１０Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070169213 テルモ ＥＬバルーンカテーテルＳＦＢＥ２６１０Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070105068 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ０８０３Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070093280 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１００３Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070093310 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１２０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070111465 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１４０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070095765 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１４０５ＤＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070116439 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１６０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070095888 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１６０５ＤＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070091460 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１８０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070095918 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ１８０５ＤＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070116552 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２００５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070096045 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２００５ＤＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070116675 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２２０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070096168 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２２０５ＤＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070121532 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２４０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070096281 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２４０５ＤＳ　１個 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070121419 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２６０５Ｄ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100070096311 テルモ シリコンバルーンカテＳＦ－ＢＳ２６０５ＤＳ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109010547 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＣ１２１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109010660 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＣ１４１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109010783 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＣ１６１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109010813 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＣ１８１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109010936 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＣ２０１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109008292 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ１２１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109008445 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ１４１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109008568 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ１４３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109008681 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ１６１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109008711 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ１６３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109008834 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ１８１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109008957 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ１８３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109009084 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ２０１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109009114 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ２０３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109009237 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ２２１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109009350 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ２２３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109009473 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ２４１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109009596 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＡ２４３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109066445 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＢ０６０３　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109010394 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＢ０８０５　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109010424 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＢ１００５　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109011841 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ１６１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109011964 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ１６３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012091 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ１８１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012121 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ１８３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012244 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ２０１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012367 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ２０３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012480 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ２２１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012510 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ２２３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012633 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ２４１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100109012756 テルモＢＳ シリコナイズ　　ＪＵ－ＬＥ２４３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101549011057 ディヴイン ＤＩＢダブルバルーンカテーテル　１６Ｆｒ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101549011170 ディヴイン ＤＩＢダブルバルーンカテーテル　１８Ｆｒ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486146013 トップ ＳＣラテックスバルーン　１６Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486157231 トップ ＳＣラテックスバルーン　１８Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486157354 トップ ＳＣラテックスバルーン　２０Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486204652 トップ ＳＣラテックスバルーン　１０Ｆｒ３㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205321 トップ ＳＣラテックスバルーン　１２Ｆｒ３０㏄　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486204775 トップ ＳＣラテックスバルーン　１２Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205444 トップ ＳＣラテックスバルーン　１４Ｆｒ３０㏄　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486204898 トップ ＳＣラテックスバルーン　１４Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205567 トップ ＳＣラテックスバルーン　１６Ｆｒ３０㏄　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205680 トップ ＳＣラテックスバルーン　１８Ｆｒ３０㏄　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205710 トップ ＳＣラテックスバルーン　２０Ｆｒ３０㏄　　　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205833 トップ ＳＣラテックスバルーン　２２Ｆｒ３０㏄　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486204928 トップ ＳＣラテックスバルーン　２２Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205956 トップ ＳＣラテックスバルーン　２４Ｆｒ３０㏄　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205055 トップ ＳＣラテックスバルーン　２４Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205178 トップ ＳＣラテックスバルーン　２６Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486205291 トップ ＳＣラテックスバルーン　２８Ｆｒ５㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486204539 トップ ＳＣラテックスバルーン　８Ｆｒ３㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170674 トップ オールシリコンフォーリートウメイ８Ｆ３ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170797 トップ オールシリコンフォーリートウメイ１０Ｆ３ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170827 トップ オールシリコンフォーリートウメイ１２Ｆ５ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170940 トップ オールシリコンフォーリートウメイ１４Ｆ５ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486160484 トップ オールシリコンフォーリートウメイ１６Ｆ５ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486157620 トップ オールシリコンフォーリートウメイ１８Ｆ５ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486157590 トップ オールシリコンフォーリートウメイ２０Ｆ５ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486171077 トップ オールシリコンフォーリートウメイ２２Ｆ５ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486171190 トップ オールシリコンフォーリートウメイ２４Ｆ５ｍＬＮ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486169999 トップ オールシリコンフォーリーブルー１２Ｆ５ｍＬＮ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170049 トップ オールシリコンフォーリーブルー１４Ｆ５ｍＬＮ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170162 トップ オールシリコンフォーリーブルー１６Ｆ５ｍＬＮ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209862 トップ オールシリコンフォーリーブルー１６Ｆｒ２０ｍＬＮ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170285 トップ オールシリコンフォーリーブルー１８Ｆ５ｍＬＮ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170315 トップ オールシリコンフォーリーブルー２０Ｆ５ｍＬＮ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170438 トップ オールシリコンフォーリーブルー２２Ｆ５ｍＬＮ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486170551 トップ オールシリコンフォーリーブルー２４Ｆ５ｍＬＮ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486089938 トップ ラテックスバルーン　１０Ｆｒ３㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486024519 トップ ラテックスバルーン　１２Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486024489 トップ ラテックスバルーン　１４Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486024366 トップ ラテックスバルーン　１６Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486024243 トップ ラテックスバルーン　１８Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486024120 トップ ラテックスバルーン　２０Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486024090 トップ ラテックスバルーン　２２Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486023963 トップ ラテックスバルーン　２４Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486024755 トップ ラテックスバルーン　２６Ｆｒ５㏄　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486089815 トップ ラテックスバルーン　８Ｆｒ３㏄　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486145191 トップ ラテックスバルーン親水１２Ｆｒ５㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209114 トップ ラテックスバルーン親水１４Ｆｒ３０㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486145221 トップ ラテックスバルーン親水１４Ｆｒ５㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209237 トップ ラテックスバルーン親水１６Ｆｒ３０㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486145344 トップ ラテックスバルーン親水１６Ｆｒ５㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209350 トップ ラテックスバルーン親水１８Ｆｒ３０㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486145467 トップ ラテックスバルーン親水１８Ｆｒ５㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209473 トップ ラテックスバルーン親水２０Ｆｒ３０㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486145580 トップ ラテックスバルーン親水２０Ｆｒ５㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209596 トップ ラテックスバルーン親水２２Ｆｒ３０㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486208711 トップ ラテックスバルーン親水２２Ｆｒ５㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209626 トップ ラテックスバルーン親水２４Ｆｒ３０㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486208834 トップ ラテックスバルーン親水２４Ｆｒ５㏄　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100486209749 トップ ラテックスバルーン親水２６Ｆｒ３０㏄　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418381772 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１０－３　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418381895 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１２－５　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418409988 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１４－１０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418382687 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１４－３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418486439 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１４－Ｋ１　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418432597 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１６－１０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418382717 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１６－３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418486552 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１６－Ｋ１　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418467599 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１８－１０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418382830 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１８－３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418486675 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－１８－Ｋ１　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418456258 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－２０－１０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418382953 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－２０－３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418486798 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－２０－Ｋ１　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418383080 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－２２－３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418383110 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－２４－３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418383233 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－２６－３０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418381659 ニプロ－Ｍ 抗菌フォーリーカテＡＢＦＳ２－８－３　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418464598 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－１０－３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418464628 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－１２－５　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418435475 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－１４－３０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418438629 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－１６－３０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418439145 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－１８－３０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418439268 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－２０－３０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418459495 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－２２－３０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418464864 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－２４－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418464987 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－２６－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418464352 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－６－１．５　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418464475 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ２－８－３　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418465021 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ３－１４－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418454285 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ３－１６－３０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418465144 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ３－２２－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418465267 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ３－２４－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418465380 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ３－２６－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418458344 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ３－１８－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418456883 ニプロ－Ｍ シリコーンフォーリー　ＳＢ３－２０－３０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418496117 ニプロ－Ｍ シリコンフォーリーカテ　ＳＢ２－１４－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418495172 ニプロ－Ｍ シリコンフォーリーカテ　ＳＢ２－１６－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418496353 ニプロ－Ｍ シリコンフォーリーカテ　ＳＢ２－１８－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418496476 ニプロ－Ｍ シリコンフォーリーカテ　ＳＢ２－２０－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418496599 ニプロ－Ｍ シリコンフォーリーカテ　ＳＢ２－２２－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418496629 ニプロ－Ｍ シリコンフォーリーカテ　ＳＢ２－２４－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418496742 ニプロ－Ｍ シリコンフォーリーカテ　ＳＢ２－２６－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418030243 ニプロ－Ｍ バルーンカテーテル　１４Ｆｒ　３０ｍＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418030991 ニプロ－Ｍ バルーンカテーテル　２８Ｆｒ　３０ｍＬ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418029179 ニプロ－Ｍ バルーンカテーテル　８Ｆｒ　３ｍＬ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418029322 ニプロ－Ｍ バルーンカテーテル　１２Ｆｒ　５－１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418029957 ニプロ－Ｍ バルーンカテーテル　２４Ｆｒ　５－１０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418102230 ニプロ－Ｍ バルーンカテーテル　３ＷＡＹ１８Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418102353 ニプロ－Ｍ バルーンカテーテル　３ＷＡＹ２０Ｆｒ３０ｍＬ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418499231 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６０５－１２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418498951 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６０５－１４０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418499088 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６０５－１６０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418499354 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６０５－２００　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418505376 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－１２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418505499 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－１４０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418505529 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－２００　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418505642 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－２２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418505765 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－２４０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418505888 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－２６０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418505918 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－２８０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418506045 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６３０－３００　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418499118 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＲＪ１８０６０５－１８０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418548472 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－１０－５　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418548748 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－１２－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418544177 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－１４－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418544054 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－１６－１０　　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418543385 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－１６－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418545112 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－１８－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418539616 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－１８－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418541688 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－２０－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418548861 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－２０－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418548595 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－２２－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418548984 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－２２－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418549776 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－２４－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418548625 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－２６－１０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418549028 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－２６－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418549141 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－３０－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418548359 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ２－６－３　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418544320 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ３－１６－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418546140 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ３－２２－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418549264 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ３－２４－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100418549387 ニプロ－Ｍ フォーリーカテーテルＳ　ＬＦ３－２６－３０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004546 富士システ シリコーンフォーリーカテ　１０Ｆ２ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004669 富士システ シリコーンフォーリーカテ　１２Ｆ２ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427006090 富士システ シリコーンフォーリーカテ　１４Ｆ３ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427006120 富士システ シリコーンフォーリーカテ　１６Ｆ３ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427006243 富士システ シリコーンフォーリーカテ　２０Ｆ３ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427006366 富士システ シリコーンフォーリーカテ　２２Ｆ３ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427006489 富士システ シリコーンフォーリーカテ　２４Ｆ３ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427006519 富士システ シリコーンフォーリーカテ　２６Ｆ３ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004393 富士システ シリコーンフォーリーカテ　６Ｆ２ＷＡＹ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004423 富士システ シリコーンフォーリーカテ　８Ｆ２ＷＡＹ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004782 富士システ シリコーンフォーリーカテ１４Ｆ２ＷＡＹ１０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005338 富士システ シリコーンフォーリーカテ１４Ｆ２ＷＡＹ３０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004812 富士システ シリコーンフォーリーカテ１６Ｆ２ＷＡＹ１０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005451 富士システ シリコーンフォーリーカテ１６Ｆ２ＷＡＹ３０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004270 富士システ シリコーンフォーリーカテ１８Ｆ２ＷＡＹ１０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005574 富士システ シリコーンフォーリーカテ１８Ｆ２ＷＡＹ３０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427004935 富士システ シリコーンフォーリーカテ２０Ｆ２ＷＡＹ１０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005697 富士システ シリコーンフォーリーカテ２０Ｆ２ＷＡＹ３０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005062 富士システ シリコーンフォーリーカテ２２Ｆ２ＷＡＹ１０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005727 富士システ シリコーンフォーリーカテ２２Ｆ２ＷＡＹ３０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005185 富士システ シリコーンフォーリーカテ２４Ｆ２ＷＡＹ１０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005840 富士システ シリコーンフォーリーカテ２４Ｆ２ＷＡＹ３０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005215 富士システ シリコーンフォーリーカテ２６Ｆ２ＷＡＹ１０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427005963 富士システ シリコーンフォーリーカテ２６Ｆ２ＷＡＹ３０ｍＬ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101427000630 富士システ シリコーンフォーリーカテ　１８Ｆ３ＷＡＹ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100426595567 村中医療器 ５１４１０１２６バルーンカテ２２Ｆｒ　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403110561 メディコン ９９５００１４ＬバードＩＣフォーリートレイＢ　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403110684 メディコン ９９５００１６ＬバードＩＣフォーリートレイＢ　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403091471 メディコン ９９６００１２ＬＲ　バードＩＣトレイＢ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403091594 メディコン ９９６００１４ＬＲ　バードＩＣトレイＢ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403091624 メディコン ９９６００１６ＬＲ　バードＩＣトレイＢ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403091747 メディコン ９９６００１８ＬＲ　バードＩＣトレイＢ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403091860 メディコン ９９６００２０ＬＲ　バードＩＣトレイＢ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403091983 メディコン ９９６００２２ＬＲ　バードＩＣトレイＢ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403092027 メディコン ９９６００２４ＬＲ　バードＩＣトレイＢ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403099958 メディコン ９９６０３１６ＬＲＴバードＩＣフォーリートレイＢ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403106526 メディコン ９９６０３１８ＬＲＴバードＩＣフォーリートレイＢ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403109527 メディコン ９９６０３２０ＬＲＴバードＩＣフォーリートレイＢ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403094083 メディコン ９９６０３２２ＬＲＴバードＩＣフォーリートレイ　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403109640 メディコン ９９６０３２４ＬＲＴバードＩＣフォーリートレイＢ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403109763 メディコン ９９６８０１４ＬＲバードＩＣフォーリートレイＢ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403109886 メディコン ９９６８０１６ＬＲバードＩＣフォーリートレイＢ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403068626 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ７７５００１４Ｌ　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403073187 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０００１６Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111087 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０００１２Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111117 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０００１４Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111230 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０００１８Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111353 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０００２０Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111476 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０００２２Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111599 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０００２４Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111629 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０３０１２Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111742 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０３０１４Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111865 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０３０１６Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403111988 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ９０３０１８Ｊ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403112268 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ７７５００１６Ｌ　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403112381 メディコン ＩＣシルバーフォーリートレイＢ７７５００１８Ｌ　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403121789 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ１２Ｃ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403121819 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ１４Ｃ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403121932 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ１６Ｃ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403121666 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ１８Ｃ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403121543 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ２０Ｃ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403122069 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ２２Ｃ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403131856 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ１４ＣＳ　　１セット 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403131733 メディコン シルバールブリシル　６６１０Ｊ１６ＣＳ　　１セット 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100135 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８１２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100258 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８１４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100371 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８１６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100494 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８１８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403072425 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100524 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100647 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100760 メディコン バーダムフォーリーカテーテル　１２４８２６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403043159 メディコン バーディア　バイオキャス　１２０４１２　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403043661 メディコン バーディア　バイオキャス　１２０４２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403043272 メディコン バーディア　バイオキャス　１２０４１４　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403043395 メディコン バーディア　バイオキャス　１２０４１６　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403043425 メディコン バーディア　バイオキャス　１２０４１８　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403043548 メディコン バーディア　バイオキャス　１２０４２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403043784 メディコン バーディア　バイオキャス　１２０４２４　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403100913 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５１２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403065083 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５１６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403065113 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５１８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101040 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101163 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101286 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５２６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101439 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５３０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101675 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６１４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101798 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６１６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101828 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６１８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403101941 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403102078 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403102191 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403102221 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６２６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403102344 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３６２８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113050 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２３３Ｔ１６　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403047065 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２３３Ｔ１８　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113173 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２３３Ｔ２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113296 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２３３Ｔ２２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113326 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２３３Ｔ２４　　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113449 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２３３Ｔ２６　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403064956 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５１４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403073064 メディコン バーディアシリコンフォーリー　１２３５２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113562 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２４７Ｔ１６　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403046549 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２４７Ｔ１８　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113685 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２４７Ｔ２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113715 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２４７Ｔ２２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403113838 メディコン バーディアシリコンフォーリー１２４７Ｔ２４　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403065748 メディコン バーディア　バイオキャス　１２４３Ｔ１６　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403065861 メディコン バーディア　バイオキャス　１２４３Ｔ１８　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403065984 メディコン バーディア　バイオキャス　１２４３Ｔ２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403070728 メディコン バーディア　バイオキャス　１２４３Ｔ２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403019871 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６５８１２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403019994 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６５８１４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020044 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６５８１６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020167 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６５８１８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020280 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６５８２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020310 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６５８２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020433 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６５８２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020556 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６６８１６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020792 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６６８２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020822 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６６８２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020945 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６６８２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403075785 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７１２　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403075426 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７１４　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403075549 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７１６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403075815 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７１８　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403075938 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７２０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403076065 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７２２　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403076188 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７２４　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403076218 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０７２６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403076690 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０８１８　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403076720 メディコン バーデックスシルバールブリ　１２０８２０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403068749 メディコン バーデックスシルバールブリ　１７１５Ｊ１２　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403068862 メディコン バーデックスシルバールブリ　１７１５Ｊ１４　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403068985 メディコン バーデックスシルバールブリ　１７１５Ｊ１６　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403069029 メディコン バーデックスシルバールブリ　１７１５Ｊ１８　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403084947 メディコン バーデックスシルバールブリ　１７１５Ｊ２０　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403001081 メディコン バーデックステフロン　２６３５０８　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403001111 メディコン バーデックステフロン　２６３５１０　　　　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403028019 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１３４Ｌ１８　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403028132 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１３４Ｌ２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403028255 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１３４Ｌ２２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403028378 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１３４Ｌ２４　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403028491 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１３４Ｌ２６　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403007984 メディコン バーデックスバイオキャス　０１６８Ｌ１２　　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403008028 メディコン バーデックスバイオキャス　０１６８Ｌ１４　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403005898 メディコン バーデックスバイオキャス　０１６８Ｌ１６　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403005928 メディコン バーデックスバイオキャス　０１６８Ｌ１８　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403006055 メディコン バーデックスバイオキャス　０１６８Ｌ２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403006178 メディコン バーデックスバイオキャス　０１６８Ｌ２２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403006291 メディコン バーデックスバイオキャス　０１６８Ｌ２４　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403032443 メディコン バーデックスバイオキャス　０１２３７５２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403032566 メディコン バーデックスバイオキャス　０１２３７５２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403067568 メディコン バーデックスバイオキャス　０１２６７５２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403078663 メディコン バーデックスバイオキャス　０１２６７５２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403102467 メディコン バーデックスバイオキャス　０１２６７５２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403070216 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６５ＬＪ１２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403070339 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６５ＬＪ１４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403071091 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６５ＬＪ１６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107318 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６５ＬＪ１８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107431 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６５ＬＪ２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107554 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６５ＬＪ２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403054131 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６７ＬＴ１６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403054254 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６７ＬＴ１８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403054377 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６７ＬＴ２０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403054490 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６７ＬＴ２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403054520 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６７ＬＴ２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403054643 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１６７ＬＴ２６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107790 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１９６Ｌ１６　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107820 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１９６Ｌ１８　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107943 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１９６Ｌ２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403108070 メディコン バーデックス　バイオキャス　０１９６Ｌ２２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403052823 メディコン バーデックスバイオキャス２５５０Ｈ２０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403048758 メディコン バーデックスバイオキャス２５５０Ｈ２２　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403048871 メディコン バーデックスバイオキャス２５５０Ｈ２４　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403052793 メディコン バーデックスバイオキャス２５５１ＨＴ２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403048994 メディコン バーデックスバイオキャス２５５１ＨＴ２２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403049038 メディコン バーデックスバイオキャス２５５１ＨＴ２４　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403116051 メディコン バーデックスシルバールブリ　１７１５Ｊ２２　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403063416 メディコン バーデシルバールブリ０１６５ＳＩＪ１２　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403055794 メディコン バーデックスシルバールブリ０１６５ＳＩＪ１４　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403044842 メディコン バーデックスシルバールブリ０１６５ＳＩＪ１６　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403054919 メディコン バーデックスシルバールブリ０１６５ＳＩＪ１８　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403063539 メディコン バーデシルバールブリ０１６５ＳＩＪ２０　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403063652 メディコン バーデシルバールブリ０１６５ＳＩＪ２２　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403063775 メディコン バーデシルバールブリ０１６５ＳＩＪ２４　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403063898 メディコン バーデシルバールブリ０１６５ＳＩＪ２６　　　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403104164 メディコン バーデシルバールブリキャス０１６６ＳＩＪ１２　　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403104287 メディコン バーデシルバールブリキャス０１６６ＳＩＪ１４　　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403104317 メディコン バーデシルバールブリキャス０１６６ＳＩＪ１６　　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403086255 メディコン バーデシルバールブリキャス０１６６ＳＩＪ１８　１本 高度管理（クラスⅢ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403086378 メディコン バーデシルバールブリキャス０１６６ＳＩＪ２０　１本 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403104430 メディコン バーデシルバールブリキャス０１６６ＳＩＪ２２　　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403104553 メディコン バーデシルバールブリキャス０１６６ＳＩＪ２４　　１ 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403079455 メディコン バーデシルバールブリ　２７５８Ｊ１２　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403079578 メディコン バーデシルバールブリ　２７５８Ｊ１４　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403079691 メディコン バーデシルバールブリ　２７５８Ｊ１６　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403079721 メディコン バーデシルバールブリ　２７５８Ｊ１８　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403079844 メディコン バーデシルバールブリ　２７５８Ｊ２０　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403079967 メディコン バーデシルバールブリ　２７５８Ｊ２２　　　　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403020679 メディコン バーデックスシリコンフォーリー１６６８１８　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403015842 メディコン バード　バイオキャス　２２６１１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403017938 メディコン バード　バイオキャス　２２６１１４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018065 メディコン バード　バイオキャス　２２６１１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018188 メディコン バード　バイオキャス　２２６１１８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018218 メディコン バード　バイオキャス　２２６１２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018331 メディコン バード　バイオキャス　２２６１２２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018454 メディコン バード　バイオキャス　２２６１２４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018577 メディコン バード　バイオキャス　２２６１２６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018690 メディコン バード　バイオキャス　２２６１２８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403018720 メディコン バード　バイオキャス　２２６１３０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403015729 メディコン バード　バイオキャス　２２６２１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016122 メディコン バード　バイオキャス　２２６２１４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016245 メディコン バード　バイオキャス　２２６２１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016368 メディコン バード　バイオキャス　２２６２１８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016481 メディコン バード　バイオキャス　２２６２２０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016511 メディコン バード　バイオキャス　２２６２２２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016634 メディコン バード　バイオキャス　２２６２２４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016757 メディコン バード　バイオキャス　２２６２２６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016870 メディコン バード　バイオキャス　２２６２２８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403016993 メディコン バード　バイオキャス　２２６２３０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403086521 メディコン バードＩＣシルバー　７７６００１２ＬＲ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403085463 メディコン バードＩＣシルバー　７７６００１４ＬＲ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403085586 メディコン バードＩＣシルバー　７７６００１６ＬＲ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403085616 メディコン バードＩＣシルバー　７７６００１８ＬＲ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403086132 メディコン バードＩＣシルバー　７７６００２０ＬＲ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403086644 メディコン バードＩＣシルバー　７７６００２２ＬＲ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403086767 メディコン バードＩＣシルバー　７７６００２４ＬＲ　　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403058313 メディコン バードＩＣフォーリートレイ７７６４０１２Ｌ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403058436 メディコン バードＩＣフォーリートレイ７７６４０１４Ｌ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403058559 メディコン バードＩＣフォーリートレイ７７６４０１６Ｌ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403058672 メディコン バードＩＣフォーリートレイ７７６４０１８Ｌ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403058795 メディコン バードＩＣフォーリートレイ７７６４０２０Ｌ　１個 高度管理（クラスⅢ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403104829 メディコン バードＩＣフォーリートレイ９９６４０１２Ｌ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403096292 メディコン バードＩＣフォーリートレイ９９６４０１４Ｌ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403067322 メディコン バードＩＣフォーリートレイ９９６４０１６Ｌ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403067445 メディコン バードＩＣフォーリートレイ９９６４０１８Ｌ　１個 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403104942 メディコン バードＩＣフォーリートレイ９９６４０２０Ｌ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403105079 メディコン バードＩＣフォーリートレイ９９６４０２２Ｌ　１個 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403106649 メディコン バードバイオキャスマテック　１２６５Ｈ１２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403106762 メディコン バードバイオキャスマテック　１２６５Ｈ１４　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403106885 メディコン バードバイオキャスマテック　１２６５Ｈ１６　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403106915 メディコン バードバイオキャスマテック　１２６５Ｈ１８　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107042 メディコン バードバイオキャスマテック　１２６５Ｈ２０　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107165 メディコン バードバイオキャスマテック　１２６５Ｈ２２　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403107288 メディコン バードバイオキャスマテック　１２６５Ｈ２４　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403109374 メディコン バイオキャス　フォーリーカテ　０１３６Ｌ２２　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403109138 メディコン バイオキャス　フォーリーカテ　１２４３Ｔ２４　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2100403109251 メディコン バイオキャス　フォーリーカテ　１２４３Ｔ２６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101402002345 ユーシンＭ ２－ＷＡＹフォーリー　ユニバル　１４Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101402002468 ユーシンＭ ２－ＷＡＹフォーリー　ユニバル　２０Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504009037 ユーシンＭ ２－ＷＡＹフォーリーカテ　チーマン１２Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504011917 ユーシンＭ ２－ＷＡＹフォーリーカテ　ユニバル１６Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504041822 ユーシンＭ ユーシントレイキット１４Ｆｒ３ＷＡＹ標準　１セット 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504041945 ユーシンＭ ユーシントレイキット１６Ｆｒ３ＷＡＹ標準　１セット 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504042072 ユーシンＭ ユーシントレイキット１８Ｆｒ３ＷＡＹ標準　１セット 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504044793 ユーシンＭ ユーシントレイキット　低床１４Ｆユニバル　１セット 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504044823 ユーシンＭ ユーシントレイキット　低床１６Ｆユニバル　１セット 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504044946 ユーシンＭ ユーシントレイキット　低床１８Ｆユニバル　１セット 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504041310 ユーシンＭ ユーシントレイキット１８Ｆｒ１０ｍＬ２ＷＡＹユニ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504013614 ユーシンＭ ユーシントレイキット１４Ｆｒ１０ｍＬ２ＷＡＹユニ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504013737 ユーシンＭ ユーシントレイキット１６Ｆｒ１０ｍＬ２ＷＡＹユニ１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　バルーンカテーテル 2101504041433 ユーシンＭ ユーシントレイキット　２０Ｆｒユニバル　　　　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427007424 クリエート セフティカテ　男性用　１２Ｆｒ　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033423 クリエート セフティカテＣＵＲ１４Ｆ　００１３６５０１４０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034727 クリエート セフティカテＣＵＲ１４Ｆ　００１３７５０１４０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033546 クリエート セフティカテＣＵＲ１６Ｆ　００１３６５０１６０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034840 クリエート セフティカテＣＵＲ１６Ｆ　００１３７５０１６０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033669 クリエート セフティカテＣＵＲ１８Ｆ　００１３６５０１８０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034963 クリエート セフティカテＣＵＲ１８Ｆ　００１３７５０１８０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033782 クリエート セフティカテＣＵＲ２０Ｆ　００１３６５０２００　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427035090 クリエート セフティカテＣＵＲ２０Ｆ　００１３７５０２００　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034185 クリエート セフティカテ男１０Ｆｒ　００１３７１０１００　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427000364 クリエート セフティカテ男１２Ｆｒ　００１３７１０１２０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034338 クリエート セフティカテ男１４Ｆｒ　００１３７１０１４０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427001422 クリエート セフティカテ男１４Ｆｒ　００１３６１０１４０　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427000487 クリエート セフティカテ男Ｌ１２Ｆｒ００１３７２０１２０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033157 クリエート セフティカテ男Ｌ１２Ｆｒ　００１３６２０１２０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427032365 クリエート セフティカテ男Ｌ１４Ｆｒ　８０００００５４７８　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427032518 クリエート セフティカテ女１０Ｆｒ　００１３６００１００　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033812 クリエート セフティカテ女１０Ｆｒ　００１３７００１００　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033935 クリエート セフティカテ女１２Ｆｒ　００１３７００１２０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427032631 クリエート セフティカテ女１２Ｆｒ　００１３６００１２０　　１ 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034062 クリエート セフティカテ女１４Ｆｒ　００１３７００１４０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427032754 クリエート セフティカテ女１４Ｆｒ　００１３６００１４０　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034574 クリエート セフティカテ小９Ｆｒ　００１３７３００９０　　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033270 クリエート セフティカテ小９Ｆｒ　００１３６３００９０　　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427033393 クリエート セフティカテチーマン１２Ｆ００１３６４０１２０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427034697 クリエート セフティカテチーマ１２Ｆ　００１３７４０１２０　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427032129 クリエート セフティカテチーマン１４Ｆ８０００００５３７５　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427032488 クリエート セフティカテチーマン１４Ｆ８０００００５４７９　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427035120 クリエート セフティカテピュー女９Ｆ８０００００９９１３　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427035243 クリエート セフティカテピュ女１２Ｆ８０００００９９１５　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427035366 クリエート セフティカテピュ女１２Ｆ８００００１１３２３　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427035489 クリエート セフティカテピュ女１４Ｆ８０００００９９１６　　１ 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192021 クリエート フローキャスクイック　１０Ｆｒ　２０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192892 クリエート フローキャスクイック　１０Ｆｒ　４０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192144 クリエート フローキャスクイック　１２Ｆｒ　２０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192533 クリエート フローキャスクイック　１２Ｆｒ　４０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192267 クリエート フローキャスクイック　１４Ｆｒ　２０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192656 クリエート フローキャスクイック　１４Ｆｒ　４０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192380 クリエート フローキャスクイック　１６Ｆｒ　２０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192779 クリエート フローキャスクイック　１６Ｆｒ　４０㎝　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427191987 クリエート フローキャスクイック　８Ｆｒ　２０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427192410 クリエート フローキャスクイック　８Ｆｒ　４０㎝　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053317 コロプラス スピ－ディカテ　２８４０８　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053041 コロプラス スピ－ディカテ　２８４１０　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053164 コロプラス スピ－ディカテ　２８４１２　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053287 コロプラス スピ－ディカテ　２８４１４　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435052884 コロプラス スピ－ディカテ　２８４９０　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435052914 コロプラス スピ－ディカテ　２８４９２　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435052648 コロプラス スピ－ディカテ　２８５０６　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435052761 コロプラス スピ－ディカテ　２８５０８　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435052372 コロプラス スピ－ディカテ　２８５１０　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435052495 コロプラス スピ－ディカテ　２８５１２　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435052525 コロプラス スピ－ディカテ　２８５１４　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053676 コロプラス スピ－ディカテコンパクト　２８５８４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435065440 コロプラス スピーディカテ３０　ネラトン　２８６０８　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435065563 コロプラス スピーディカテ３０　ネラトン　２８６１０　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435065686 コロプラス スピーディカテ３０　ネラトン　２８６１２　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053799 コロプラス スピ－ディカテコンパクト　２８５７８　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053430 コロプラス スピ－ディカテコンパクト　２８５８０　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435053553 コロプラス スピ－ディカテコンパクト　２８５８２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100435080733 コロプラス スピーディカテコンパクトＭ　２８６９２　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005049 ディヴイン ＤＩＢ間欠式バルーンカテ４０１１１６　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101504017766 ディヴイン ＤＩＢ間欠式バルーンカテ４０１１１２　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101504000782 ディヴイン ＤＩＢ間欠式バルーンカテ４０１１１４　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101504000546 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテーテル　男性１２Ｆｒ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005827 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテーテル　女性１２Ｆｒ　　　１本 管理（クラスⅡ）
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膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005940 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテーテル　女性１４Ｆｒ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005674 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテーテル　男性１４Ｆｒ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005797 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテーテル　男性１８Ｆｒ　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549007135 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハード　男１２Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549007258 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハード　男１４Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549007371 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハード　女１２Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101504013584 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハード　女１４Ｆｒ　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549006978 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハード　女Ｌ１２Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549007012 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハード　女Ｌ１４Ｆｒ　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549007524 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハードチーマン１２Ｆｒ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549007647 ディヴイン ＤＩＢマイセルフカテセミハードチーマン１４Ｆｒ１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005162 ディヴイン 間欠式バルーンカテ１２Ｆｒ　Ｄタイプ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005315 ディヴイン 間欠式バルーンカテ１２Ｆｒチーマン　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005285 ディヴイン 間欠式バルーンカテ１４Ｆｒ　Ｄタイプ　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101549005438 ディヴイン 間欠式バルーンカテ１４Ｆｒチーマン　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427122646 富士システ セルフカテ１２Ｆｒ女子　０１５１３０６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427122882 富士システ セルフカテ１２Ｆｒ女子　０１５１３５６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427002337 富士システ セルフカテ１２Ｆｒ男子　０１５１４０６　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2100426209266 富士システ セルフカテ１２Ｆｒ男子Ｌ　０１５２００６　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427124077 富士システ セルフカテ１２Ｆｒチーマン男　０１５３１０６　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427122769 富士システ セルフカテ１４Ｆｒ女子太　０１５１３０７　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427122912 富士システ セルフカテ１５Ｆｒ男子　０１５１４０８　　　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　自己導尿用品 2101427003242 富士システ セルフカテ１５Ｆｒ男子太Ｌ　０１５２００７　　１本 管理（クラスⅡ）
膀胱　吸引・排液　排尿チューブ 2101549010654 ディヴイン レッグバッグ接続５００ｍＬ延長チューブ　　　　１本 その他
膀胱　吸引・排液　排尿チューブ 2109486082123 トップ 排尿チューブ　　　　　　　　　　　　　　　　１本 一般（クラスⅠ）
膀胱　吸引・排液　排尿チューブ 2100403058160 メディコン バード　接続チューブ　４Ａ４１９４　　　　　　１個 その他
　－　その他　多用途チューブ 2108502002336 アトムメデ 多用途チューブ　４Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
　－　その他　多用途チューブ 2108502002459 アトムメデ 多用途チューブ　６Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
　－　その他　多用途チューブ 2101444011817 アトムメデ 多用途チューブ　７Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
　－　その他　多用途チューブ 2108502002695 アトムメデ 多用途チューブ　８Ｆｒ　　　　　　　　　　１本 管理（クラスⅡ）
―　その他　－ 2100070297749 テルモ テルパック用コネクター　ＸＸ－ＴＰ００１　　１個 一般（クラスⅠ）
―　その他　潤滑剤 2100113040790 カイゲン スループロゼリー　　　　　　　　１５０ｇ　　　１本 その他
―　その他　潤滑剤 2100403068350 メディコン カテゼリー　ＰＫ１２２　　　　　　　　　　　　１個 その他
その他　カテーテル等固定用品 2100426263985 村中医療器 コーケンカニューレホルダーＳＴＤ９９１２－５　１本 その他
その他　コネクタ 2100330005336 アイエスケ アダプター（洗浄・注入用）№８　　　　　　　　１個 その他
その他　スポイト 2101072133110 アズワン ０－１９１９－１１採尿用スポイト　　　　　　　１個 その他
その他　スポイト 2100452010652 シンリョウ ７９０５　滅菌済スポイト　３ｍＬ　　　　　１０本 その他
その他　ディスポカバー 2101181047377 シグマック ニーカバーディスポ　５６１１２６　　　　　　１枚 その他
その他　ディスポカバー 2101181041252 シグマック パッドカバー　５６１１２２　　　　　　　　　１枚 その他
その他　ディスポカバー 2101181024651 シグマック ホースカバー　５６１１２１　　　　　　　　　１枚 その他
その他　ドレープ 2109144094758 イワツキ メディカルドレープ　ＤＱＡＴ６０６０６　済　１枚 一般（クラスⅠ）
その他　フィルター 2101072223873 アズワン ２－５３２２－０２　ミニザルト１６５５５Ｋ　　１コ その他
その他　懸濁ボトル 2100638106179 エムアイケ けんだくん（茶）　　　　　　　　　　　　　　　１個 その他
その他　懸濁ボトル 2100452018986 シンリョウ ３０７２３１　ケンダクボトル１００ｍＬ　　　　１本 一般（クラスⅠ）
その他　呼吸センサ 2101402002192 フィリップ 鼻カニューレ　ＰＭＰ３００用　６０㎝　　　　１コ 一般（クラスⅠ）
その他　止血用スポンジ 2109408040576 Ｊ＆Ｊ スポンゴスタン　１５１７０　　　　　　　　　１個 高度管理（クラスⅣ）
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その他　潤滑剤 2101008014278 日立製作所 エコーゼリーＧＥＬ－ＳＣＡＮ－ＫＡ　３００ｇ　１本 その他
その他　潤滑剤 2100691025561 朋友 潤滑ゼリー　　　　　Ｊ－５Ｇ　　　　　　　　　１個 その他
その他　女性器組合せ 2101504003783 アトムメデ キウイ娩出吸引　プロカップ　１６０３１　　　　１個 管理（クラスⅡ）
その他　対極板 2109198013842 アムコ ネッシーオメガ対極板　　２０１９３－０８３　１枚 管理（クラスⅡ）
その他　保護栓 2108504004697 イマムラ カテータープラグ　バルーンＣ用止栓　　　　　　１個 一般（クラスⅠ）


