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院内売店医療雑貨取扱い品一覧 
 平成 2８年１０月現在 

１．入院用品  

品名 商品名・規格等 

ストロー付コップ ストローコップ 

薬呑器 ポリ薬呑器大型ＤＸ 

洗面器   

歯ブラシ 
タフト２４EX スーパー、２４ソフト、バトラー歯

ブラシ 

口腔ケアセット 
コンクールジュエルコートＦ、マウスジェル、マウ

スリンス 

入れ歯ケース   

スリッパ ディスポスリッパ、自販機用スリッパ 

タオル バスタオル、自販機用タオル 

ウェットティシュ—詰め替え用 スコッティウェット詰替 

術後保護メガネ メオガードネオ L、M、S 

眼帯セット   

2．介護用品   

品名 商品名・規格等 

経腸栄養システム ジェイフィード栄養セット、ボトル 

使い切り大判紙エプロン フェルラックエプロン 

シリンジ 10ｍｌ-10 本 

注入器 5ｍｌ-10 本、20ｍｌ-5 本 

おくすり当番 投薬カレンダー 

おくすり整理ケース   

入れ歯安定剤 ポリグリップ 

口腔ケア用ジェル（歯磨き粉） 
 

口腔内保湿剤  

マウスポンジ   

口腔ケアウエットティッシュ   

舌ブラシ 舌ブラシ、舌ブラシマウスピュア 

ハビナースドライシャン 泡タイプドライシャンプー 

サニーナ本体・つけかえ用 おしりの薬用洗浄剤（付け替え用） 

防水シーツ ニューフェルトンシーツ 

トイレに流せるパッとおしりふき   

ピタシート防水性シート   

プラスティック手袋 プラスティック手袋Ｌ、M、S 

エタノール含浸綿 アルウェッティ one2 

スキンケアクリーム リモイスバリア 

ノンアルコール保湿・保護剤 リモイスコート 

保湿剤  

保湿ローション セキューラ 

リード  

マスク サージカルマスク・自販機マスク 

点眼補助具 らくらく点眼 
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３．オムツ（大人用・赤ちゃん用） 

品名 商品名・規格等 

大人用紙おむつ（テープ止め） ＳフィットテープＬ、M、Ｓ 

大人用紙おむつ（テープ止め） ニューカーン Ｌ、Ｍ  ３枚入り 

大人用紙おむつ（パンツタイプ） スーパーＦパンツＬ、Ｍ 

大人用紙おむつ（パンツタイプ） ニューカーンパンツＬ、Ｍ  ２枚入り 

乳児用おむつ メリーズＳＳ ３ｋｇまで 

長時間安心パット 夜一枚安心パッド 

軟便パット   

尿取りパット   

平おむつ   

４．腹帯などのベルト、サポーター 

品名 商品名・規格等 

腕を吊るベルト アームホルダー、アームホルダーホワイト 

胸部固定帯 リブバンドＬ、Ｍ 

骨盤ベルト とこちゃんベルトＬＬ、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

腹帯 晒１０m 

腰部固定帯 マックスベルト ＬＬ、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

三角巾  

５．絆創膏、テープ  

品名 商品名・規格等 

かぶれにくいテープ カブレステープ 

経鼻チューブ固定テープ クリアホールド 

スキントーンサージカルテープ マイクロポア１．２５、２．５ 

透湿・防水性サージカルフィルム マルチフィックス 5 号、10 号 

白色テープ トランスポアＷ１．２５、２．５ 

肌に優しい救急絆 優肌パッド 10×125、10×16、5×8、6×10 

皮膚に優しいサージカルテープ メピタック 

皮膚保護テープ ビジターム 10×10、5×7 

フィルムドレッシング エアウォール UV25、UV50 

防水滅菌プラスター サージンプルーフ 50、80 

通気性の優れたかぶれにくいテー

プ 
優肌絆 12×7、25×7 

粘着性伸縮包帯 シルキーテックス 3 号、5 号 

包帯 ネット包帯、伸縮包帯 

６．ガーゼ、包帯、アトレスケア 

品名 商品名・規格等 

処置用ガーゼ ＯＳガーゼスポンジ 4 号、8 号 

清浄綿 クリーンコットンＡ 

脱脂綿 カット綿 

滅菌ウェットコットン モナリー 

滅菌ガーゼ 滅菌メディガーゼ 

粘着性伸縮ガーゼ包帯 シルキーポア 3、シルキーボア 5 

滅菌オーゼ 滅菌オーゼＴＳ６号 14ｃｍ×15ｃｍ 

滅菌ガーゼＬ 滅菌ガーゼＬ、M 

メロリンテープ  
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エラスコット・テンションガイド  

滅菌綿球＃14   

ガーゼハンカチ   

７．衣類  

品名 商品名・規格等 

術後弾性ストッキング レッグサイエンスＬL、L、M、S、SS 

弾性ストッキング アンシルク 2 ストッキングＬ、M 

弾性ストッキング アンシルク 2 ストッキングブラック 

弾性ストッキング アンシルク 2 ハイソックス LL、Ｌ、M、S 

弾性ストッキング アンシルク 2 パンスト L、M、S、ＳＳ 

弾性ストッキング アンシルク 3 ストッキングＬＬ、3 ハイソックス 

弾性ストッキング オペキュットＬL、L、M、S、SS 

Ｔ字帯 ネオホルダー伸縮Ｔ字帯、Ｔ字帯 

フルショーツ ピンク L、ピンク M、ベージュ L、ベージュ M 

男女ズボン下 L、M 

半そで肌着 前あき L、M 

半袖インナー ピンク L、ピンク M 

寝巻 紳士 LL、紳士 L、紳士 M、婦人 L、婦人 M 

パジャマ（男女） Ｌ、Ｍ 

やわらかソックス 片手ではけるソックス（男女） 

ケア帽子 ボーダー、無地、シルク 

８、とろみ剤、食品類  

品名 商品名・規格等 

とろみ剤 ソフティアボトル、分包 10 本、分包 50 本 

オブラート丸型   

水分補給用飲むゼリー ラクーナもも、りんご、白ぶどう 

経口補水液 ＯＳ－１ 

鉄ゼリー 鉄ゼリーぶどう、りんご、レモン 

検査食 ボンコロン 

低カロリージャム 
ジャムスティックブルーベリー、ストロベリー、マ

ーマレード 

低カロリージャム ジャムストロベリ瓶詰め、ジャムマーマレー瓶詰め 

甘味料 
マービー液状 620、甘味料スティック、甘味料粉

末 1500 

低塩ソース   

低塩醤油 ボトル、小袋 

シュガーレスキャンディ 
シュガーレスキャンディ 360、シュガーレスキャ

ンディ FM 

９．産婦人科関係  

品名 商品名・規格等 

テキスト本 こんにちは、赤ちゃん 

ナチュラルオイル ピアバーユ 

赤ちゃんお尻拭き ピジョンおしりナップ 

赤ちゃん石鹸 ピジョンベビーソープ 

ボディスポンジ   

お産用パット ソフトレーヌガードＬ、Ｍ、Ｓ 
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産褥ショーツ ラクパンＬ 

伸縮腹帯 ソフラグランゼＬＬ、Ｓ、フリー 

着圧ソックス 
ホットキュットＳＭ、Ｍ、Ｌ 

ホットキュット夜用ＳＭ、Ｍ、Ｌ 

腹帯 ソフラビレイ ＸＬ、フリー 

女性用胸帯 ソフトブレスタイ ＬＬ、Ｌ、Ｍ 

母乳パット dc マミーパット多 64、18 枚 

搾乳機 メデラ搾乳機、白薄膜 

母乳バック 100ｍｌ 100ml、50ml 

母乳相談室乳首ＳＳ   

母乳相談室哺乳器   

１０．泌尿器科・呼吸器外科関係 

品名 商品名・規格等 

呼吸訓練機 トライボール 

ストーマ装具 
バリケアナチュラソフト 38、バリケアナチュラフ

ランジ 57mm 

ストーマ装具 
ポスパック K110、ポスパックＯＰＫ70、ラパッ

クＳＰＧ100 

ストーマ袋 バリケアＮウロス 57M 

補正用皮膚保護材（ストーマ関

連） 
バリケアペースト 

カテーテル用キャップ DIB キャップ 

カテーテル用尿漏れ防止栓 カテーテルプラグ 

蓄尿用人工膀胱セット ユーリン MB セット 

ディスポーザブル蓄尿バッグ ベリーバッグ 

閉鎖式蓄尿バッグ ウロガードプラス 

採尿バッグ   

１１．その他   

品名 商品名・規格等 

透析用ベルト 結束バンド、アグリス 

電子体温計 テルモ 

※在庫数に限りがありますので、ご希望の数量をお渡しできない場合

がございます。お取り寄せも可能ですが、日数がかかりますのでお

早めにご注文いただきますようお願いいたします。 

 


