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1 694 Ａｉｍｅｄｉｃ  ＭＭＴ ｹｰﾌﾞﾙ(ﾁﾀﾝ合金製) A11-18-700  700mm  φ 1.8mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-a-2 ¥40,000 ¥40,000 ¥40,000 ¥40,000 ¥35,150 カワニシ

2 696 Ａｉｍｅｄｉｃ  ＭＭＴ ﾋﾟﾝ付きｽﾘｰﾌﾞ(ﾁﾀﾝ合金製) A10-03-040  3.0mm×40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-b ¥122,000 ¥122,000 ¥123,000 ¥123,000 ¥108,240 カワニシ

3 15374 ALEX ｉ－ｇｅｌ R900N 8205000 ｻｲｽﾞ5 5 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥3,025 ¥605 ¥17,500 ¥3,500 ¥13,250 宇和島器械

4 10605 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ LIﾌﾟﾗｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ LI-6plus  370700  6Fr 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

5 10606 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ LIﾌﾟﾗｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ LI-7plus  370701  7Fr 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

6 10611 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｴﾄﾞﾗ  8-Ｔ  ProMRI Edora 8 DR-T ProMRI  407145  DDDR/IS-1 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥1,486,000 ¥1,486,000 ¥747,000 カワニシ

7 10612 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｴﾄﾘﾝｻﾞ8-T  ProMRI Etrinsa 8 DR-T ProMRI  394977  DDDR IS-1 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥1,486,000 ¥1,486,000 ¥747,000 カワニシ

8 10613 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｴﾄﾘﾝｻﾞ8-T  ProMRI Etrinsa 8 SR-T ProMRI  394978  SSIR IS-1 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ 標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥1,251,000 ¥1,251,000 ¥545,000 カワニシ

9 10614 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｴﾙｰﾅ  8-T  ProMRI Eluna 8 DR-T ProMRI  394969  DDDR/IS-1 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥1,486,000 ¥1,486,000 ¥747,000 カワニシ

10 10623 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｿﾘｱJT  ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ Solia JT 53  395134  53cm  双極  6Fr以上 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

11 10624 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｿﾘｱS  ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ Solia S 45  377176  45cm  双極  6Fr以上 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

12 10625 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｿﾘｱS  ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ Solia S 53  377177  53cm  双極  6Fr以上 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

13 10626 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ ｿﾘｱS  ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ Solia S 60  377179  60cm  双極  6Fr以上 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

14 7984 ＤＬＰ 静脈ｶﾆｭｰﾚ  ｼﾝｸﾞﾙｽﾃｰｼﾞ(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ) 68124  24Fr  38cm  ﾜｲﾔｰﾄﾞ  1/4"-3/8" 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･送脱血 ｼﾝｸﾞﾙ強化(生体適合性無) ¥67,800 ¥6,780 ¥70,000 ¥7,000 ¥6,100 カワニシ

15 7985 ＤＬＰ 静脈ｶﾆｭｰﾚ  ｼﾝｸﾞﾙｽﾃｰｼﾞ(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ) 68126  26Fr  38cm  ﾜｲﾔｰﾄﾞ  3/8" 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･送脱血 ｼﾝｸﾞﾙ強化(生体適合性無) ¥67,800 ¥6,780 ¥70,000 ¥7,000 ¥6,100 カワニシ

16 7986 ＤＬＰ 静脈ｶﾆｭｰﾚ  ｼﾝｸﾞﾙｽﾃｰｼﾞ(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ) 68128  28Fr  38cm  ﾜｲﾔｰﾄﾞ  3/8" 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･送脱血 ｼﾝｸﾞﾙ強化(生体適合性無) ¥67,800 ¥6,780 ¥70,000 ¥7,000 ¥6,100 カワニシ

17 7987 ＤＬＰ 静脈ｶﾆｭｰﾚ  ｼﾝｸﾞﾙｽﾃｰｼﾞ(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ) 68130  30Fr  38cm  ﾜｲﾔｰﾄﾞ  3/8" 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･送脱血 ｼﾝｸﾞﾙ強化(生体適合性無) ¥67,800 ¥6,780 ¥70,000 ¥7,000 ¥6,100 カワニシ

18 15359 GYRUS ルブリーフレックスオープンチップ 5556022 6.0Fr 22cm 1 個 / 個 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄ一般Ⅱ　条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥12,000 共和医理器

19 12242 HOYA ﾊﾞｲｵﾍﾟｯｸｽ-R(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  ﾌﾙｾｯﾄ) 6mlｾｯﾄ 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 人工骨補綴材 人工骨 非吸収型 形状賦形 AB-04(1mL当) ¥93,000 ¥93,000 ¥99,000 ¥99,000 ¥74,400 シーメック

20 15271 HOYA 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0356-002 左 ﾗｰｼﾞ ﾛﾝｸﾞ 全長57mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

21 15272 HOYA 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ　4穴 0356-004 左 ﾗｰｼﾞ 全長72mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

22 12169 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-011  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長11mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

23 12170 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-012  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

24 12171 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-013  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長13mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

25 12172 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-014  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

26 12173 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-015  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

27 12174 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-016  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

28 12175 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-018  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

29 12176 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 0212-020  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

30 12177 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-010  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

31 12178 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-011  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長11mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

32 12179 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-012  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

33 12180 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-013  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長13mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

34 12181 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-014  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

35 12182 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-015  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

36 12183 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-016  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

37 12184 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 2.6mmﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 0213-018  ﾍｸｽﾛｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ  ﾈｼﾞ長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

38 12185 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＥＭスクリュー 9007-003EM  φ 1.8×3.2  1本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,695 カワニシ

39 12186 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＥＭスクリュー 9007-004EM  φ 1.8×4.2  1本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,695 カワニシ

40 12187 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＥＭスクリュー 9010-004EM  φ 1.9×4.0  1本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,695 カワニシ

41 12188 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＳＤスクリュー 9005-003SD  φ 1.6×3.2  1本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,695 カワニシ

42 12189 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＳＤスクリュー 9005-003SD(4P)  φ 1.6×3.2  4本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a×4 ¥12,040 ¥12,040 ¥12,680 ¥12,680 ¥10,780 カワニシ

43 12190 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＳＤスクリュー 9005-004SD  φ 1.6×4.2  1本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,695 カワニシ

44 12191 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＳＤスクリュー 9005-004SD(4P)  φ 1.6×4.2  4本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a×4 ¥12,040 ¥12,040 ¥12,680 ¥12,680 ¥10,780 カワニシ

45 12192 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＳＤスクリュー 9009-004SD  φ 1.6×4.0  1本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,695 カワニシ

46 12193 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ＳＤスクリュー 9009-004SD(4P)  φ 1.6×4.0  4本入 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a×4 ¥12,040 ¥12,040 ¥12,680 ¥12,680 ¥10,780 カワニシ

47 12198 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ｱﾊﾟｾﾗﾑ  耳小骨 P 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨  人工耳小骨 AB-07 ¥11,500 ¥11,500 ¥11,600 ¥11,600 ¥10,380 カワニシ

48 12199 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ｱﾊﾟｾﾗﾑ  耳小骨 T 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨  人工耳小骨 AB-07 ¥11,500 ¥11,500 ¥11,600 ¥11,600 ¥10,380 カワニシ

49 12201 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ｱﾊﾟｾﾗﾑ  棘突起ｽﾍﾟｰｻ B-253-99-CN4(027)                      * 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎弓・棘間用 AB-13 ¥32,500 ¥32,500 ¥35,000 ¥35,000 ¥26,000 シーメック
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50 12202 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ｱﾊﾟｾﾗﾑ  棘突起ｽﾍﾟｰｻ L4-253-FP-012-C 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎弓・棘間用 AB-13 ¥32,500 ¥32,500 ¥35,000 ¥35,000 ¥26,000 シーメック

51 12203 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ｱﾊﾟｾﾗﾑ  棘突起ｽﾍﾟｰｻ L4-253-FP-024-CN 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎弓・棘間用 AB-13 ¥32,500 ¥32,500 ¥35,000 ¥35,000 ¥26,000 シーメック

52 12204 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ｱﾊﾟｾﾗﾑ  棘突起ｽﾍﾟｰｻ L4-253-FP-027-CN4 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎弓・棘間用 AB-13 ¥32,500 ¥32,500 ¥35,000 ¥35,000 ¥26,000 シーメック

53 12206 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ｸﾗﾆｵﾌｨｯﾄ  ｶｽﾀﾑ頭蓋骨 ZS010000 1 個 / 個 人工骨補綴材 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･CP-3 ¥792,000 ¥792,000 ¥813,000 ¥813,000 ¥673,200 シーメック

54 12216 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-010  ﾈｼﾞ長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

55 12217 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-012  ﾈｼﾞ長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

56 12218 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-014  ﾈｼﾞ長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

57 12219 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-016  ﾈｼﾞ長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

58 12220 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-017  ﾈｼﾞ長17mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

59 12221 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-018  ﾈｼﾞ長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

60 12222 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-019  ﾈｼﾞ長19mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

61 12223 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-020  ﾈｼﾞ長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

62 12224 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-022  ﾈｼﾞ長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

63 12225 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 0258-024  ﾈｼﾞ長24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

64 12226 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 0257-014  ﾈｼﾞ長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

65 12227 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 0257-016  ﾈｼﾞ長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

66 12228 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 0257-018  ﾈｼﾞ長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

67 12229 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 0257-020  ﾈｼﾞ長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

68 12230 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 0257-024  ﾈｼﾞ長24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

69 12231 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-010  ﾋﾟﾝ長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

70 12232 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-012  ﾋﾟﾝ長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

71 12233 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-014  ﾋﾟﾝ長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

72 12234 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-016  ﾋﾟﾝ長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

73 12235 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-017  ﾋﾟﾝ長17mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

74 12236 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-018  ﾋﾟﾝ長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

75 12237 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-019  ﾋﾟﾝ長19mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

76 12238 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-020  ﾋﾟﾝ長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

77 12239 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-022  ﾋﾟﾝ長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

78 12240 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ テーパーロックピン 0259-024  ﾋﾟﾝ長24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

79 12241 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ ﾊﾞｲｵﾍﾟｯｸｽ-R(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  ﾌﾙｾｯﾄ) 3mlｾｯﾄ 1 ST / ST 人工骨補綴材 人工骨 非吸収型 形状賦形 AB-04(1mL当) ¥46,500 ¥46,500 ¥49,500 ¥49,500 ¥39,525 シーメック

80 12245 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0351-001  右  ｽﾓｰﾙ  ｼｮｰﾄ  全長49mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

81 12246 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0351-002  右  ｽﾓｰﾙ  ﾛﾝｸﾞ  全長56.5mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

82 12247 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0352-001  左  ｽﾓｰﾙ  ｼｮｰﾄ  全長49mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

83 12248 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0352-002  左  ｽﾓｰﾙ  ﾛﾝｸﾞ  全長56.5mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

84 12249 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0353-001  右  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  ｼｮｰﾄ  全長49.5mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

85 12250 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0353-002  右  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  ﾛﾝｸﾞ  全長57mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

86 12251 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0353-004  右  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  4穴  全長72mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

87 12252 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0353-006  右  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  6穴  全長87mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

88 12253 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0354-001  左  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  ｼｮｰﾄ  全長49.5mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

89 12254 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0354-002  左  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  ﾛﾝｸﾞ  全長57mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

90 12255 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0354-004  左  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  4穴  全長72mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

91 12256 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0354-006  左  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  6穴  全長87mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

92 12257 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0355-001  右  ﾗｰｼﾞ  ｼｮｰﾄ  全長49.5mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

93 12258 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 掌側ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 0356-001  左  ﾗｰｼﾞ  ｼｮｰﾄ  全長49.5mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

94 12259 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 背側ﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ  ﾛｯｷﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 0301-124  ﾌｯｸ長12mm  全長36mm  4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

95 12260 ＨＯＹＡ  Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ 背側ﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ  ﾛｯｷﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 0301-154  ﾌｯｸ長15mm  全長36mm  4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥68,200 カワニシ

96 5537 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) J-VAC  ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｼｽﾃﾑ  ﾌﾞﾚｲｸｼﾘｺﾝﾄﾞﾚｲﾝ 11227  ﾊﾌﾞﾚｽﾗｳﾝﾄﾞ  外径3.3mm(10Fr) 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥0 ¥0 ¥41,000 サンメディカル

97 5538 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) J-VAC  ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｼｽﾃﾑ  ﾌﾞﾚｲｸｼﾘｺﾝﾄﾞﾚｲﾝ 11230 ﾊﾌﾞﾚｽﾗｳﾝﾄﾞ 外径6.3mm(19Fr) ﾄﾛｰｶｰﾅｼ 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥0 ¥0 ¥41,000 サンメディカル

98 5539 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) J-VAC  ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｼｽﾃﾑ  ﾌﾞﾚｲｸｼﾘｺﾝﾄﾞﾚｲﾝ 11232  ﾊﾌﾞﾚｽﾗｳﾝﾄﾞ  外径6.3mm(19Fr) ﾄﾛｰｶｰ 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥0 ¥0 ¥41,000 サンメディカル
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99 5540 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) J-VAC  ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｼｽﾃﾑ  ﾌﾞﾚｲｸｼﾘｺﾝﾄﾞﾚｲﾝ 11233  ﾊﾌﾞﾚｽﾗｳﾝﾄﾞ  外径5.0mm(15Fr) ﾄﾛｰｶｰ 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥0 ¥0 ¥41,000 サンメディカル

100 5541 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) J-VAC  ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｼｽﾃﾑ  ﾌﾞﾚｲｸｼﾘｺﾝﾄﾞﾚｲﾝ 11234  24Fr 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥0 ¥0 ¥41,000 サンメディカル

101 5543 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) インターシード 4350  7.6×10.2×1枚 10 袋 / 箱 心臓血管外科関連 合成吸収性癒着防止材(1c㎡当)  シート型 ¥131,000 ¥13,100 ¥0 ¥0 ¥12,400 サンメディカル

102 5544 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) インターシード 4350XL  12.7×15.2×1枚 10 袋 / 箱 心臓血管外科関連 合成吸収性癒着防止材(1c㎡当)  シート型 ¥326,230 ¥32,623 ¥319,230 ¥31,923 ¥29,700 サンメディカル

103 5545 Ｊ＆Ｊ(ウーンドマネージメント) ｽﾎﾟﾝｺﾞｽﾀﾝ  吸収性ｾﾞﾗﾁﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ 15170  3cm(直径)×8cm 20 個 / 箱 薬品 ゼラチンスポンジ止血材 ¥24,400 ¥1,220 ¥0 ¥0 ¥21,600 サンメディカル

104 5215 Ｊ＆Ｊ(エチコン) ｳﾙﾄﾗﾌﾟﾛﾍﾙﾆｱｼｽﾃﾑ UHSM 3 ﾊﾟｯｸ / 箱 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥57,300 ¥19,100 ¥0 ¥0 ¥53,400 サンメディカル

105 5224 Ｊ＆Ｊ(エチコン) バイクリルメッシュ VKMM  15cm×15cm 3 ﾊﾟｯｸ / 箱 消化器関連 繊維布･臓器欠損(1c㎡当) ¥110,700 ¥36,900 ¥0 ¥0 ¥100,500 サンメディカル

106 4038 J&J(ｺｰﾃﾞｨｽ Ｖｉｓｔａ　Brite Tip   ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ J70-045-00  AL1STSH  6F(2mm) 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,150 サンメディカル

107 4046 J&J(ｺｰﾃﾞｨｽ アビエータープラス　　PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 424-4020W  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.0mmx長20mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

108 4050 J&J(ｺｰﾃﾞｨｽ アビエータープラス　　PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 424-4530W  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.5mmx長30mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

109 4061 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) エクソシール EX600CE  6F 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 ¥27,900 ¥27,900 ¥27,900 ¥27,900 ¥24,200 サンメディカル

110 4062 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) エクソシール EX700CE  7F 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 ¥27,900 ¥27,900 ¥27,900 ¥27,900 ¥24,200 サンメディカル

111 4080 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾃﾝﾎﾟ4  血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ SRD5627  Vertebral  4F  有効長125cm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

112 4081 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾊﾟﾙﾏｯﾂｼﾞｪﾈｼｽｽﾃﾝﾄ PG1550PMW  腎動脈用  ｽﾃﾝﾄ径5mm  長さ15mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

113 4099 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾌﾞﾗｲﾄﾁｯﾌﾟ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 588-842P  MPAⅠ  97cm  径2.7mm/2.24mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,350 サンメディカル

114 4100 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾌﾞﾗｲﾄﾁｯﾌﾟ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 588-844P  STR  97cm  径2.7mm/2.24mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,350 サンメディカル

115 4101 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾌﾞﾗｲﾄﾁｯﾌﾟ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 588-845P  RDCⅠ  62cm  径2.7mm/2.24mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,350 サンメディカル

116 4103 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾌﾞﾗｲﾄﾁｯﾌﾟ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 670-210-55  RDCⅠ  62cm  径2mm/1.78mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,350 サンメディカル

117 4104 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾌﾞﾗｲﾄﾁｯﾌﾟ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 778-270-90  MPAⅠ  97cm  径2.3mm/1.98mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,350 サンメディカル

118 4105 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) ﾌﾞﾗｲﾄﾁｯﾌﾟ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ SM7504  JR4  117cm  径2.0mm/1.78mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,350 サンメディカル

119 4119 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) 浅大腿動脈用ｽﾏｰﾄｽﾃﾝﾄ C06150ML  ｽﾃﾝﾄ径6mm  長さ150mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

120 4154 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) 頸動脈用ﾌﾟﾘｻｲｽ(ﾌﾟﾘｻｲｽPRO  RX) PC0740RXC  径7×長さ40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

121 4156 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) 頸動脈用ﾌﾟﾘｻｲｽ(ﾌﾟﾘｻｲｽPRO  RX) PC0840RXC  径8×長さ40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

122 4157 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) 頸動脈用ﾌﾟﾘｻｲｽ(ﾌﾟﾘｻｲｽPRO  RX) PC0930RXC  径9×長さ30mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

123 4158 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) 頸動脈用ﾌﾟﾘｻｲｽ(ﾌﾟﾘｻｲｽPRO  RX) PC0940RXC  径9×長さ40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

124 4159 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) 頸動脈用ﾌﾟﾘｻｲｽ(ﾌﾟﾘｻｲｽPRO  RX) PC1030RXC  径10×長さ30mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

125 4160 Ｊ＆Ｊ(コーディスジャパン) 頸動脈用ﾌﾟﾘｻｲｽ(ﾌﾟﾘｻｲｽPRO  RX) PC1040RXC  径10×長さ40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

126 5290 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） L-Pｼｬﾝﾄﾊﾟｯｸ LP-2006  NS9008+701-JJ+707-1N×3 1 ST / ST 脳外インプラント 近Ⅰ+ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ+ﾊﾞﾙﾌﾞⅡ+遠Ⅰ+ｺﾈｸﾀⅠ+特殊 ¥319,190 ¥319,190 ¥344,000 ¥344,000 ¥290,500 サンメディカル

127 5291 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） L-Pｼｬﾝﾄﾊﾟｯｸ LP-2007  NS9009+701-JJ+707-1N×3 1 ST / ST 脳外インプラント 近位ｶﾃⅠ+ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ+ﾊﾞﾙﾌﾞⅡ+遠位ｶﾃⅠ+ｺﾈｸﾀⅠ ¥255,090 ¥255,090 ¥276,000 ¥276,000 ¥232,200 サンメディカル

128 5305 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ｺｯﾄﾞﾏﾝ  ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞVRD ENC452812  外径4.5mm  長さ28mm         * 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ留置用ｽﾃﾝﾄ ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000 ¥420,000 サンメディカル

129 5306 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ｺｯﾄﾞﾏﾝ  ﾊｷﾑ  ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙｺﾈｸﾀｰｲﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ 82-3832  ｻｲﾌｫﾝｶﾞｰﾄﾞ付 1 ST / ST 脳外インプラント 近Ⅰ+ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ+ﾊﾞﾙﾌﾞⅡ+遠Ⅰ+ｺﾈｸﾀⅠ×2+特殊 ¥326,680 ¥326,680 ¥344,000 ¥344,000 ¥300,500 サンメディカル

130 5308 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ｺｯﾄﾞﾏﾝ  ﾏｲｸﾛｾﾝｻｰ  ﾍﾞｰｼｯｸｷｯﾄ 82-6631  ﾄｰﾌｨｰ針付 1 個 / 個 脳外科関連 血管内手術用ｶﾃ 汎用型圧測定用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ ¥77,400 ¥77,400 ¥79,500 ¥79,500 ¥70,500 サンメディカル

131 5309 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） サイフォンガード 82-3090 1 個 / 個 脳外インプラント 脳ｼｬﾝﾄ  ｺﾈｸﾀⅠ+特殊機能 ¥71,590 ¥71,590 ¥75,500 ¥75,500 ¥63,000 サンメディカル

132 5310 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） シームデュラ SD-0210  20mm×100mm 1 枚 / 枚 脳外科関連 人工硬膜  吸収型(1c㎡当) ¥25,400 ¥25,400 ¥25,400 ¥25,400 ¥22,700 サンメディカル

133 5322 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ2  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 601-210  1ﾏｰｶｰ  75cm  外径0.95mm/0.75mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

134 5323 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ2  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 601-231  1ﾏｰｶｰ  140cm  外径0.95mm/0.75mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

135 5324 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ2  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 601-240  1ﾏｰｶｰ  105cm  外径0.95mm/0.75mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

136 5325 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ2  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 601-251  1ﾏｰｶｰ  155cm  外径0.95mm/0.75mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

137 5385 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾊｷﾑ  ﾁﾀﾆｳﾑｼｬﾝﾄｺﾈｸﾀｰ 82-3053 1 個 / 個 脳外インプラント 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 標準 ｺﾈｸﾀ ｽﾄﾚｰﾄ ¥7,490 ¥7,490 ¥8,200 ¥8,200 ¥6,990 サンメディカル

138 5386 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾊｷﾑ  圧可変式ﾊﾞﾙﾌﾞｼｬﾝﾄｼｽﾃﾑ 82-3101 ﾊﾞﾙﾌﾞ+ｶﾃ+ｱﾝｶｰ+ｺﾈｸﾀｰ+ｽﾀｲﾚｯﾄ+ｲﾝﾄﾛ 1 ST / ST 脳外インプラント 近位ｶﾃⅠ+ﾊﾞﾙﾌﾞⅡ+遠位ｶﾃⅠ+ｺﾈｸﾀⅠ×2 ¥242,180 ¥242,180 ¥279,500 ¥279,500 ¥231,000 サンメディカル

139 5387 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾊｷﾑ  腹腔ｶﾃｰﾃﾙ 82-3045  ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ  120cm  内径1.0mm 1 本 / 本 脳外インプラント 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ  脳ｼｬﾝﾄ･遠位ｶﾃⅠ ¥30,200 ¥30,200 ¥32,400 ¥32,400 ¥27,600 サンメディカル

140 5388 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾌﾟﾛｰﾗｰｾﾚｸﾄﾌﾟﾗｽ  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 606-S255X 2ﾏｰｶｰ STR 155cm径0.95/0.75mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

141 5420 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ｾﾚｻｲﾄ  ﾌﾟﾚｼﾃﾞｨｵ10 PC4100412-30  ﾙｰﾌﾟ直径4mm  ｺｲﾙ全長11.5cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

142 5422 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ｾﾚｻｲﾄ  ﾌﾟﾚｼﾃﾞｨｵ10 PC4100626-30  ﾙｰﾌﾟ直径6mm  ｺｲﾙ全長26cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

143 5423 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ｾﾚｻｲﾄ  ﾌﾟﾚｼﾃﾞｨｵ10 PC4100730-30  ﾙｰﾌﾟ直径7mm  ｺｲﾙ全長30cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

144 5433 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ｾﾚｻｲﾄ  ﾏｲｸﾗｽﾌｪｱ10 CSP100300-30  ﾙｰﾌﾟ直径3mm  ｺｲﾙ全長5.4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

145 5434 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ｾﾚｻｲﾄ  ﾏｲｸﾗｽﾌｪｱ10 CSP100350-30  ﾙｰﾌﾟ直径3.5mm ｺｲﾙ全長6.6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

146 5435 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ｾﾚｻｲﾄ  ﾏｲｸﾗｽﾌｪｱ10 CSP100400-30  ﾙｰﾌﾟ直径4mm  ｺｲﾙ全長7.5cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

147 5436 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ｾﾚｻｲﾄ  ﾏｲｸﾗｽﾌｪｱ10 CSP100500-30  ﾙｰﾌﾟ直径5mm  ｺｲﾙ全長9.7cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル
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148 5442 Ｊ＆Ｊ（コッドマン） ﾏｲｸﾛｺｲﾙ  ﾏｲｸﾗｽﾌｪｱ10 SPH100400-20  ﾙｰﾌﾟ直径4mm  ｺｲﾙ全長7.5cm* 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥107,000 サンメディカル

149 15362 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞSAIﾎﾟﾘｱｷｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 1797-04-865 径8.0x長65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

150 15363 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞSAIﾎﾟﾘｱｷｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 1797-04-870 径8.0x長70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

151 15364 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞSAIﾎﾟﾘｱｷｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 1797-04-965 径9.0x長65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

152 6184 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Concorde CFRP I/Fｹｰｼﾞﾌﾟﾚｯﾄ(ｳｴｯｼﾞ型)　5度 1878-27-411 幅9x高11x長27mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

153 15745 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｅｘｐｅｒｔﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ 　ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-449S  10mm-345mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

154 6520 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＰＦＮＡｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ 472-103S  125°12.0mm-170mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

155 15789 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＰＦＮＡスタンダード 473-110S  125°9.0mm-200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

156 6537 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＰＦＮＡスモール 472-116S  130°11.0mm-200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

157 15129 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ LCP  DHSﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 04-224-225S  135°5穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FF-3 ¥50,400 ¥50,400 ¥53,600 ¥53,600 ¥45,560 カワニシ

158 15804 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＬＣＰ　　ＤＨＳチューブプレート　つば付 04-120-204S  135°4穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

159 15262 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ 04-224-225SJ 135°ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ5穴 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

160 15785 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＬＣＰ　　ＰＴＰ　　３．５　　ローベンド 04-124-201S  4穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

161 6574 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＬＣＰ　　ＰＴＰ　　３．５　　ローベンド 04-124-205S  6穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

162 6575 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＬＣＰ　Superior  ｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ  ﾗﾃﾗﾙEx 04-112-093S  左用  7穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

163 6650 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＬＣＰディスタルフィブラプレート 04-112-144S  外側用  7穴  右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

164 15746 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＬＣＰディスタルフィブラプレート 04-112-148S  外側用  9穴  右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

165 15130 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾗﾃﾗﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 422-224S  9穴  右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

166 15807 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ SIｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞﾎﾟﾘｱｷｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 1867-60-045  径6.0x長45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

167 6745 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＴＡＮ　ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-405S  ﾈｼﾞ部16mm-長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

168 6746 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＴＡＮ　ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-407S  ﾈｼﾞ部16mm-長60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

169 6747 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＴＡＮ　ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-411S  ﾈｼﾞ部16mm-長80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

170 15805 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＴＡＮ　ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-413S  ﾈｼﾞ部16mm-長90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

171 15264 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ TFN-ADVANCEDﾌｪﾓﾗﾙﾈｯｸｽｸﾘｭｰ 04-038-090S  90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

172 15263 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ TFN-ADVANCEDﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ  左用 04-037-957S  130°9.0mm-360mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥166,000 ¥166,000 ¥136,800 カワニシ

173 6797 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｔｉ　ロッキングスクリュー　２．７ｍｍ 402-208S 8mm LCP ST ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

174 15767 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ TomoFixディスタルフェモラルプレート 04-120-550S   右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

175 15366 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＶＡ－ＬＣＰ　ＤＨＰ　外側 04-117-809S  右  9穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

176 15794 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＶＡ－ＬＣＰ　ＤＨＰ　外側 04-117-902S  左  2穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

177 6952 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＶＡ－ＬＣＰ　ＤＨＰ　後外側サポート付 04-117-003S  右  ｼｮｰﾄ  3穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

178 6955 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＶＡ－ＬＣＰ　ＤＨＰ　内側 04-117-402S  右  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  2穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

179 15273 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ VPR2  ｽﾄﾚｰﾄﾛｯﾄﾞ/ﾍｯｸｽ 1867-89-200  径5.5x長200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥37,330 カワニシ

180 15808 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ VPR2  ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄﾛｰﾄﾞｼｽﾛｯﾄﾞ/ﾗｳﾝﾄﾞ 1867-88-045  径5.5x長45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥37,330 カワニシ

181 15630 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ キャンセラススクリュー　　４．０ｍｍ 407-040S  ｼｮｰﾄ-40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

182 15267 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.0mm 401-808S  8mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

183 15268 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.0mm 401-810S  10mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

184 15801 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-828S  28mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

185 15797 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-830S  30mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

186 15786 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-834S  34mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

187 15802 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-836S  36mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

188 7085 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　４．５ｍｍ 414-030S  30mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

189 15265 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-832S  32mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

190 15266 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-852S  52mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

191 6153 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ スーパーフィクソーブスクリュー　皮質骨用 SA4560  4.5mmx60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 吸収性接合材･F9-a-1 ¥59,600 ¥59,600 ¥61,700 ¥61,700 ¥55,530 カワニシ

192 15795 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ロープロファイルメタフィジアルスクリュー 04-118-522S  径2.7mm  長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

193 15796 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ロープロファイルメタフィジアルスクリュー 04-118-540S  径2.7mm  長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

194 7230 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ 頚椎ロッキングプレート　　スモール 487-215  26mm  1Level 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S)  FO-S ¥38,600 ¥38,600 ¥39,500 ¥39,500 ¥33,570 カワニシ

195 6140 Ｊ＆Ｊ(デピュー) ZTTﾌﾟﾛｷｼﾏﾙｽﾘｰﾌﾞ 550513  16D-SML 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OH-1 ¥19,600 ¥19,600 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,760 カワニシ

196 6149 Ｊ＆Ｊ(デピュー) ｴﾝﾃﾞｭﾗﾝｽﾍｯﾄﾞ 1521-90-058  28mm/+0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥94,500 ¥94,500 ¥76,940 カワニシ
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197 6159 Ｊ＆Ｊ(デピュー) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｽﾃﾑ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾈｯｸ 9005-29-210  ﾈｯｸ長30mm  長さ130mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥500,000 ¥500,000 ¥399,600 カワニシ

198 6166 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-435  径4.35×長35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

199 6167 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-530  径5.0×長30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

200 6168 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-535  径5.0×長35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

201 6169 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-540  径5.0×長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

202 6170 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-630  径6.0×長30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

203 6171 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-635  径6.0×長35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

204 6172 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-640  径6.0×長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

205 6173 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-645  径6.0×長45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

206 6175 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-740  径7.0×長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

207 6176 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-745  径7.0×長45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

208 6177 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) 5.5ｶﾆｭﾚｰﾃｯﾄﾞｺｰﾃｨｶﾙﾌｨｯｸｽｽｸﾘｭｰ 1867-31-750  径7.0×長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

209 6178 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) Concorde  CFRP  I/Fｹｰｼﾞ  ﾌﾟﾚｯﾄ 1878-23-107  幅9×高7×長23mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

210 6179 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) Concorde  CFRP  I/Fｹｰｼﾞ  ﾌﾟﾚｯﾄ 1878-23-108  幅9×高8×長23mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

211 6180 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) Concorde  CFRP  I/Fｹｰｼﾞ  ﾌﾟﾚｯﾄ 1878-23-109  幅9×高9×長23mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

212 6181 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) Concorde  CFRP  I/Fｹｰｼﾞ  ﾌﾟﾚｯﾄ 1878-23-111  幅9×高11×長23mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

213 6182 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) Concorde  CFRP  I/Fｹｰｼﾞ  ﾌﾟﾚｯﾄ 1878-27-109  幅9×高9×長27mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

214 6183 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) Concorde  CFRP  I/Fｹｰｼﾞ  ﾌﾟﾚｯﾄ(ｳｴｯｼﾞ型) 1878-27-408  幅9×高8×長27mm/5度 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

215 6185 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-103  FIX-LATE  F3  5.5×20mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

216 6187 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-206  FIXED-MED  F6  5.5×27mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

217 6188 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-208  FIXED-MED  F8  5.5×33mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

218 6189 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-209  FIXED-MED  F9  5.5×36mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

219 6190 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-301  ADJ-LATE  A1  5.5×26-28mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

220 6191 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-302  ADJ-LATE  A2  5.5×28-32mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

221 6192 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-303  ADJ-LATE  A3  5.5×32-37mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

222 6193 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-404  ADJ-MED  A4  5.5×37-41mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

223 6194 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-405  ADJ-MED  A5  5.5×41-49mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

224 6195 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SFXｸﾛｽｺﾈｸﾀｰ 1894-01-406  ADJ-MED  A6  5.5×49-66mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

225 6196 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SIﾎﾟﾘｱｷｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 1797-12-040  径7.5×長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

226 6197 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) SIﾎﾟﾘｱｷｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 1797-12-045  径7.5×長45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

227 6198 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) VPR2  ｽﾄﾚｰﾄﾛｯﾄﾞ/ﾍｯｸｽ 1867-89-300  径5.5×長300mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥37,300 カワニシ

228 6207 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) ロッド 1755-69-080  径5.5×長80mm  ﾁﾀﾝ合金製 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥37,300 カワニシ

229 6208 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) ロッド 1797-62-120  径5.5×長120mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥37,300 カワニシ

230 6209 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) ロッド 1797-62-480  径5.5×長480mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥37,300 カワニシ

231 6210 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) ﾜｲﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞﾌｯｸ 1797-52-040  ﾌﾞﾚｰﾄ幅6.0/ｽﾛｰﾄ10.0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  椎体ﾌｯｸ  FP ¥66,500 ¥66,500 ¥70,900 ¥70,900 ¥61,570 カワニシ

232 6211 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) ﾜｲﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞﾌｯｸ 1797-52-046  ﾌﾞﾚｰﾄ幅6.0/ｽﾛｰﾄ6.5mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  椎体ﾌｯｸ  FP ¥66,500 ¥66,500 ¥70,900 ¥70,900 ¥61,570 カワニシ

233 6212 Ｊ＆Ｊ(デピュー･スパイン) ﾜｲﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞﾌｯｸ 1797-52-048  ﾌﾞﾚｰﾄ幅6.0/ｽﾛｰﾄ8.0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  椎体ﾌｯｸ  FP ¥66,500 ¥66,500 ¥70,900 ¥70,900 ¥61,570 カワニシ

234 6482 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ＤＨＳブレード 04-224-065S  65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

235 6483 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ＤＨＳブレード 04-224-075S  75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

236 6484 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ＤＨＳブレード 04-224-080S  80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

237 6485 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ＤＨＳブレード 04-224-085S  85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

238 6486 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ＤＨＳブレード 04-224-090S  90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

239 6487 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ＤＨＳブレード 04-224-095S  95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

240 6488 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ＤＨＳブレード 04-224-100S  100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

241 6489 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-244S  9.0mm-320mm  右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

242 6490 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-345S  10.0mm-320mm  左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

243 6491 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-348S  10.0mm-340mm  右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

244 6492 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-356S  10.0mm-380mm  右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

245 6493 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-357S  10.0mm-380mm  左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ



ＩＤ
商品コー

ド
メーカー名 商品名 規格 ｹｰｽ

入数
ﾊﾞﾗ
単位

ｹｰｽ
単位

分類名 償還記号 新償還価格
ｹｰｽ

新償還価格
ﾊﾞﾗ

ケース
定価

バラ
定価

ケース
見積額

バラ
見積額

H30年度納入業者

246 6494 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-360S  10.0mm-400mm  右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

247 6495 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-456S  11.0mm-380mm  右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

248 6496 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-457S  11.0mm-380mm  左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

249 6497 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-553S  12.0mm-360mm  左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

250 6498 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-560S  12.0mm-400mm  右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

251 6499 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expert  AFN  Japanese 04-009-648S  13.0mm-340mm  右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

252 6501 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ExpertR/AFNﾌｪﾓﾗﾙﾈｲﾙ 04-013-340S  9mm-300mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

253 6503 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-343S  9mm-315mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

254 6504 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-434S  10mm-270mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

255 6505 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-437S  10mm-285mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

256 6506 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-440S  10mm-300mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

257 6507 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-443S  10mm-315mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

258 6508 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-446S  10mm-330mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

259 6509 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-537S  11mm-285mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

260 6510 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-540S  11mm-300mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

261 6511 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-546S  11mm-330mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

262 6512 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Expertﾃｨﾋﾞｱﾙﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ 04-034-746S  13mm-330mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

263 6521 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ 472-104S  130°9.0mm-170mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

264 6522 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ 472-105S  130°10.0mm-170mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

265 6523 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ 472-106S  130°11.0mm-170mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

266 6524 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ 472-107S  130°12.0mm-170mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

267 6525 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-027-051S  80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

268 6526 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-027-052S  85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

269 6527 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-027-053S  90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

270 6528 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-027-054S  95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

271 6529 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-027-055S  100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

272 6530 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-027-056S  105mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

273 6531 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-027-057S  110mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

274 6532 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 473-800S  125°9.0mm-240mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

275 6533 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 473-804S  130°9.0mm-240mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

276 6534 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 473-805S  130°10.0mm-240mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

277 6539 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ 473-015S  125°10.0mm-300mm  右用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

278 6540 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ 473-033S  125°9.0mm-340mm  左用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

279 6541 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ 473-034S  130°9.0mm-340mm  左用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

280 6542 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ 473-036S  130°9.0mm-300mm  右用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

281 6543 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ 473-038S  130°9.0mm-340mm  右用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

282 6544 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Japanese  PFNAﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ 473-063S  130°9.0mm-280mm  右用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

283 6546 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-DCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-550  5穴                           * 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ

284 6547 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-DCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-560  6穴                           * 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ

285 6548 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-DCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-570  7穴                           * 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ

286 6549 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-DCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-580  8穴                           * 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･L） FC-1-L ¥26,900 ¥26,900 ¥28,900 ¥28,900 ¥24,460 カワニシ

287 6550 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-406S  ﾒﾀﾌｨｼﾞｱﾙ  6穴  86mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

288 6551 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-407S  ﾒﾀﾌｨｼﾞｱﾙ  7穴  99mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

289 6552 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-408S  ﾒﾀﾌｨｼﾞｱﾙ  8穴  112mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

290 6553 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-409S  ﾒﾀﾌｨｼﾞｱﾙ  9穴  125mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

291 6554 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-410S  ﾒﾀﾌｨｼﾞｱﾙ  10穴  138mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

292 6555 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-541S  4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ

293 6556 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-551S  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ

294 6557 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-561S  6穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ
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295 6558 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-571S  7穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ

296 6559 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-581S  8穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･L） FC-1-L ¥26,900 ¥26,900 ¥28,900 ¥28,900 ¥24,560 カワニシ

297 6560 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-591S  9穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･L） FC-1-L ¥26,900 ¥26,900 ¥28,900 ¥28,900 ¥24,560 カワニシ

298 6561 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 423-621S  12穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･L） FC-1-L ¥26,900 ¥26,900 ¥28,900 ¥28,900 ¥24,560 カワニシ

299 6562 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  Anterior  ｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-042S  8穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

300 6563 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 04-224-203S  130°3穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FF-3 ¥50,400 ¥50,400 ¥53,600 ¥53,600 ¥45,560 カワニシ

301 6564 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 04-224-222S  135°2穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FF-3 ¥50,400 ¥50,400 ¥53,600 ¥53,600 ¥45,560 カワニシ

302 6565 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 04-224-223S  135°3穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FF-3 ¥50,400 ¥50,400 ¥53,600 ¥53,600 ¥45,560 カワニシ

303 6566 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 04-224-224S  135°4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FF-3 ¥50,400 ¥50,400 ¥53,600 ¥53,600 ¥45,560 カワニシ

304 6567 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ  つば付 04-120-203S  135°3穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

305 6568 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ 04-224-204SC  130°ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ4穴 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

306 6569 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ 04-224-224SC  135°ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ4穴 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

307 6570 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ 04-224-224SJ  135°ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ4穴 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

308 6571 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ 04-224-225SC  135°ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ5穴 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

309 6572 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ  ｼｮｰﾄ 04-224-324SC  135°ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ4穴 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

310 6573 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ  ｼｮｰﾄ 04-224-324SJ  135°ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ4穴 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

311 6576 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  ｶｰﾌﾞﾄﾞﾌﾞﾛｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 426-622S  12穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･L） FC-1-L ¥26,900 ¥26,900 ¥28,900 ¥28,900 ¥24,560 カワニシ

312 6577 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP  ｶｰﾌﾞﾄﾞﾌﾞﾛｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 426-652S  15穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･L） FC-1-L ¥26,900 ¥26,900 ¥28,900 ¥28,900 ¥24,560 カワニシ

313 6581 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-T型ﾊﾞｯﾄﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 440-351S  5穴                          * 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

314 6582 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-T型ﾌﾟﾚｰﾄ 440-141S  4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

315 6583 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-T型ﾌﾟﾚｰﾄ 440-151S  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

316 6584 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-T型ﾌﾟﾚｰﾄ 440-161S  6穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

317 6585 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-T型ﾌﾟﾚｰﾄ 440-181S  8穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

318 6589 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-T型ﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 441-141S  ﾗｲﾄｱﾝｸﾞﾙ  ｼｬﾌﾄ4穴  ﾍｯﾄﾞ4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

319 6597 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｵﾚｸﾗﾉﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 436-502S  2穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

320 6598 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｵﾚｸﾗﾉﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 436-503S  2穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

321 6599 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｵﾚｸﾗﾉﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 436-504S  4穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

322 6600 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｵﾚｸﾗﾉﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 436-505S  4穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

323 6601 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｵﾚｸﾗﾉﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 436-508S  8穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

324 6609 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-008S  右用  6穴  ﾗﾃﾗﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

325 6610 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-026S  右用  6穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

326 6611 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-027S  左用  6穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

327 6612 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-028S  右用  7穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

328 6613 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-029S  左用  7穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

329 6614 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-030S  右用  8穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

330 6615 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-031S  左用  8穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

331 6616 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙｳﾙﾅﾌﾟﾚｰﾄ  2.0 442-531S 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

332 6624 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  ﾛｰﾍﾞﾝﾄﾞ 04-112-515S  6穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

333 6625 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  ﾛｰﾍﾞﾝﾄﾞ 04-112-519S  8穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

334 6627 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  ﾛｰﾍﾞﾝﾄﾞ 04-112-531S  14穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

335 6628 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-262S  3穴  右  外側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

336 6629 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-263S  3穴  左  外側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

337 6630 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-264S  5穴  右  外側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

338 6631 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-269S  9穴  左  外側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

339 6632 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-274S  5穴  R  外側  ｻﾎﾟｰﾄ付 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

340 6633 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-275S  5穴  L  外側  ｻﾎﾟｰﾄ付 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

341 6634 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-276S  7穴  R  外側  ｻﾎﾟｰﾄ付 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

342 6635 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-277S  7穴  L  外側  ｻﾎﾟｰﾄ付 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

343 6636 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-282S  3穴  右  内側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ



ＩＤ
商品コー

ド
メーカー名 商品名 規格 ｹｰｽ

入数
ﾊﾞﾗ
単位

ｹｰｽ
単位

分類名 償還記号 新償還価格
ｹｰｽ

新償還価格
ﾊﾞﾗ

ケース
定価

バラ
定価

ケース
見積額

バラ
見積額

H30年度納入業者

344 6637 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-283S  3穴  左  内側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

345 6638 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-284S  5穴  右  内側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

346 6639 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 441-285S  5穴  左  内側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

347 6640 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-107S  後外側  3穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

348 6641 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-108S  後外側  4穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

349 6642 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-136S  外側用  3穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

350 6643 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-137S  外側用  3穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

351 6644 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-138S  外側用  4穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

352 6645 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-139S  外側用  4穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

353 6646 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-140S  外側用  5穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

354 6647 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-141S  外側用  5穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

355 6649 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-143S  外側用  6穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

356 6651 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-145S  外側用  7穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

357 6652 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-149S  外側用  9穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

358 6653 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-250S  5穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

359 6654 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-251S  5穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

360 6655 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-252S  7穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

361 6656 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-253S  7穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

362 6657 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-254S  9穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

363 6658 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-255S  9穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

364 6659 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-256S  11穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

365 6660 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-257S  11穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

366 6661 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-258S  13穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

367 6662 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ 422-259S  13穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

368 6663 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ  2.4 442-464S  掌側用  4穴  右  EA 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

369 6664 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 439-934S  4穴  右  81mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

370 6665 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 439-935S  4穴  左  81mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

371 6666 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 439-936S  6穴  右  107mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

372 6667 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 439-937S  6穴  左  107mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

373 6668 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 439-939S  8穴  左  133mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

374 6669 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  4.5/5.0 440-037S  4穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

375 6670 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  4.5/5.0 440-038S  6穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

376 6671 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  4.5/5.0 440-039S  6穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

377 6672 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ  4.5/5.0 440-041S  8穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

378 6674 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾗﾃﾗﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 422-220S  5穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

379 6675 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾗﾃﾗﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 422-221S  5穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

380 6676 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾗﾃﾗﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 422-223S  7穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

381 6677 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾗﾃﾗﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 422-226S  11穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

382 6678 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾗﾃﾗﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 422-227S  11穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

383 6679 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾒﾃﾞｨｱﾙﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 439-955S  4穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

384 6680 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾒﾃﾞｨｱﾙﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾃｨﾋﾞｱﾌﾟﾚｰﾄ 439-957S  6穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

385 6681 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCPﾗﾃﾞｨｱﾙﾍｯﾄﾞﾘﾑﾌﾟﾚｰﾄ 441-683S  左  3穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

386 6682 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-051S  5穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

387 6683 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-061S  6穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

388 6684 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-071S  7穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

389 6685 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-081S  8穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

390 6687 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  4.5/5.0 429-361S  6穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

391 6689 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) LCP-ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  4.5/5.0 429-381S  8穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

392 6691 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixMandible  2.0mmｽｸﾘｭｰ 04-503-406-01S  6mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,390 ¥3,390 ¥2,780 カワニシ
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393 6692 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixMandible  2.0mmｽｸﾘｭｰ 04-503-408-01S  8mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,390 ¥3,390 ¥2,780 カワニシ

394 6693 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixMandible  2.0mmｽｸﾘｭｰ 04-503-410-01S  10mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,390 ¥3,390 ¥2,780 カワニシ

395 6694 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixMandible  ｱﾀﾞﾌﾟｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ 04-503-756S  12穴  1.25mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

396 6695 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰｽｸﾘｭｰ 04-503-114-01S  4mm  ｾﾙﾌﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,390 ¥3,390 ¥2,780 カワニシ

397 6696 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ｽｸﾘｭｰ 04-503-104-01S  4mm  ｾﾙﾌﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,390 ¥3,390 ¥2,780 カワニシ

398 6697 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ｽｸﾘｭｰ 04-503-104-04S  4mm  ｾﾙﾌﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ        * 4 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥12,040 ¥3,010 ¥14,440 ¥3,610 ¥11,120 カワニシ

399 6698 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾒｯｼｭ 04-503-083S  100×100mm  ｿﾌﾄ 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 標準 F2-a-2 ¥64,200 ¥64,200 ¥75,600 ¥75,600 ¥59,400 カワニシ

400 6699 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ 04-503-062S  2穴  12mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥13,300 ¥13,300 ¥11,110 カワニシ

401 6700 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ﾀﾞﾌﾞﾙY型ﾌﾟﾚｰﾄ 04-503-068S  6穴  18mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥13,300 ¥13,300 ¥11,110 カワニシ

402 6701 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ﾃﾝﾎﾟﾗｰﾙﾒｯｼｭ 04-503-057S 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 標準 F2-a-2 ¥64,200 ¥64,200 ¥75,600 ¥75,600 ¥59,400 カワニシ

403 6702 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ﾊﾞｰﾎｰﾙｶﾊﾞｰ 04-503-023S  17mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ﾊﾞｰﾎｰﾙ型F2-d-1 ¥14,400 ¥14,400 ¥16,900 ¥16,900 ¥13,330 カワニシ

404 6703 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ﾊﾞｰﾎｰﾙｶﾊﾞｰ 04-503-024S  24mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ﾊﾞｰﾎｰﾙ型F2-d-1 ¥14,400 ¥14,400 ¥16,900 ¥16,900 ¥13,330 カワニシ

405 6704 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ﾊﾞｰﾎｰﾙｶﾊﾞｰ 04-503-028S  17mm  ｼｬﾝﾄ用 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ﾊﾞｰﾎｰﾙ型F2-d-1 ¥14,400 ¥14,400 ¥16,900 ¥16,900 ¥13,330 カワニシ

406 6705 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MatrixNeuro  ﾎﾞｯｸｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-503-066S  16mm×16mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥13,300 ¥13,300 ¥11,110 カワニシ

407 6710 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MultiLocｽｸﾘｭｰ  4.5mm 04-019-034S  34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 特殊 F4-f-3 ¥17,000 ¥17,000 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,470 カワニシ

408 6711 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MultiLocｽｸﾘｭｰ  4.5mm 04-019-036S  36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 特殊 F4-f-3 ¥17,000 ¥17,000 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,470 カワニシ

409 6712 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MultiLocｽｸﾘｭｰ  4.5mm 04-019-038S  38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 特殊 F4-f-3 ¥17,000 ¥17,000 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,470 カワニシ

410 6717 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MultiLocﾋｭｰﾒﾗﾙﾈｲﾙ 04-016-035S  ｼｮｰﾄ  8mm-160mm  左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

411 6719 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) MultiLocﾋｭｰﾒﾗﾙﾈｲﾙ 04-017-240S  ﾛﾝｸﾞ  7.0mm-240mm  左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥132,000 カワニシ

412 6723 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) PFNﾋｯﾌﾟﾋﾟﾝ  6.5mm 434-074VSNG  70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

413 6724 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) PFNﾋｯﾌﾟﾋﾟﾝ  6.5mm 434-075VSNG  75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

414 6732 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) PFNﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 473-095VS  11mm-95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

415 6733 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) PFNﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 473-100VS  11mm-100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

416 6736 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) PHILOSﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾋｭｰﾒﾗｽﾌﾟﾚｰﾄ 441-901S  3穴  90mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

417 6737 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) PHILOSﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾋｭｰﾒﾗｽﾌﾟﾚｰﾄ 441-903S  5穴  114mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

418 6739 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) PHILOSﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾋｭｰﾒﾗｽﾌﾟﾚｰﾄ 441-922S  ﾛﾝｸﾞ9穴  214mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

419 6740 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAN  DHS/DCS  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 480-700S  径12.5mm-長70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

420 6741 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAN  DHS/DCS  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 480-800S  径12.5mm-長80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

421 6742 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAN  DHS/DCS  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 480-850S  径12.5mm-長85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

422 6743 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAN  DHS/DCS  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 480-900S  径12.5mm-長90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

423 6744 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAN  DHS/DCS  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 480-950S  径12.5mm-長95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,200 ¥29,200 ¥24,820 カワニシ

424 6748 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAN  ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰ 480-990S  3.9mm-36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FJ-3 ¥7,190 ¥7,190 ¥8,180 ¥8,180 ¥6,950 カワニシ

425 6750 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-250VS  20mm-50mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

426 6751 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-255VS  20mm-55mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

427 6752 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-260VS  20mm-60mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

428 6753 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-265VS  20mm-65mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

429 6754 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-270VS  20mm-70mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

430 6755 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-275VS  20mm-75mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

431 6756 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-280VS  20mm-80mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

432 6757 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-285VS  20mm-85mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

433 6758 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-290VS  20mm-90mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

434 6763 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-280VS  28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

435 6764 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-300VS  30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

436 6765 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-320VS  32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

437 6766 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-340VS  34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

438 6767 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-360VS  36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

439 6768 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-380VS  38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

440 6769 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-400VS  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

441 6770 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TAV  ﾛｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ  4.9mm 459-420VS  42mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ
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442 6779 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TFN-ADVANCEDｼｮｰﾄ 04-037-043S  130°10.0mm-200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

443 6780 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TFN-ADVANCEDﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-038-275S  75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

444 6782 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TFN-ADVANCEDﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-038-285S  85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

445 6783 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TFN-ADVANCEDﾌﾞﾚｰﾄﾞ 04-038-295S  95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

446 6785 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TFN-ADVANCEDﾐﾄﾞﾙﾈｲﾙ 04-037-045S  130°10.0mm-235mm  左用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

447 6786 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TFN-ADVANCEDﾐﾄﾞﾙﾈｲﾙ 04-037-115S  125°11.0mm-235mm  左用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

448 6788 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) TFN-ADVANCEDﾛﾝｸﾞﾈｲﾙ 04-037-951S  130°9.0mm-300mm  左用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥166,000 ¥166,000 ¥136,800 カワニシ

449 6789 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-810S  10mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

450 6790 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-812S  12mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

451 6791 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-814S  14mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

452 6792 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-816S  16mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

453 6793 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-818S  18mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

454 6794 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-820S  20mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

455 6795 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-822S  22mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

456 6796 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4mm 412-824S  24mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

457 6798 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-210S  10mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

458 6799 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-212S  12mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

459 6800 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-214S  14mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

460 6801 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-216S  16mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

461 6802 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-218S  18mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

462 6803 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-220S  20mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

463 6804 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-222S  22mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

464 6805 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-224S  24mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

465 6806 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-226S  26mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

466 6807 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-228S  28mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

467 6808 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-230S  30mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

468 6809 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-234S  34mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

469 6810 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-236S  36mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

470 6811 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-240S  40mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

471 6812 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-242S  42mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

472 6813 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-246S  46mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

473 6814 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-248S  48mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

474 6815 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-250S  50mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

475 6816 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-101S  10mm  LCP  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

476 6817 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-102S  12mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

477 6818 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-103S  14mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

478 6819 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-104S  16mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

479 6820 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-105S  18mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

480 6821 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-106S  20mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

481 6822 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-107S  22mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

482 6823 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-108S  24mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

483 6824 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-109S  26mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

484 6825 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-110S  28mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

485 6826 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-111S  30mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

486 6827 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-112S  32mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

487 6828 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-113S  34mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

488 6829 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-115S  36mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

489 6830 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-116S  38mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

490 6831 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-117S  40mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ
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491 6832 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-118S  42mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

492 6833 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-120S  48mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

493 6834 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-121S  50mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

494 6835 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-123S  55mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

495 6836 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-124S  60mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

496 6837 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-125S  65mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

497 6838 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-126S  70mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

498 6839 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-134S  44mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

499 6840 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-136S  46mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

500 6841 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-010S  10mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

501 6842 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-012S  12mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

502 6843 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-014S  14mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

503 6844 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-016S  16mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

504 6845 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-018S  18mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

505 6846 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-020S  20mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

506 6847 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-022S  22mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

507 6848 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-024S  24mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

508 6849 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-026S  26mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

509 6850 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-028S  28mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

510 6851 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-030S  30mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

511 6852 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-032S  32mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

512 6853 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-034S  34mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

513 6854 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-036S  36mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

514 6855 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-038S  38mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

515 6856 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-040S  40mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

516 6857 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-042S  42mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

517 6858 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-044S  44mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

518 6859 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-046S  46mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

519 6860 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-048S  48mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

520 6861 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-050S  50mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

521 6862 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-055S  55mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

522 6863 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-060S  60mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

523 6864 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-065S  65mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

524 6865 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 413-070S  70mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

525 6866 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-221-458S  ﾍﾟﾘﾌﾟﾛｽﾃﾃｨｯｸ8mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

526 6867 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-221-460S  ﾍﾟﾘﾌﾟﾛｽﾃﾃｨｯｸ10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

527 6868 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-221-462S  ﾍﾟﾘﾌﾟﾛｽﾃﾃｨｯｸ12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

528 6869 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-314S  14mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

529 6870 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-316S  16mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

530 6871 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-318S  18mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

531 6872 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-320S  20mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

532 6873 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-322S  22mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

533 6874 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-324S  24mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

534 6875 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-326S  26mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

535 6876 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-328S  28mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

536 6877 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-330S  30mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

537 6878 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-332S  32mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

538 6879 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-334S  34mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

539 6880 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-336S  36mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ
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540 6881 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-338S  38mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

541 6882 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-340S  40mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

542 6883 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-342S  42mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

543 6884 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-344S  44mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

544 6885 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-346S  46mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

545 6886 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-348S  48mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

546 6887 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-350S  50mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

547 6888 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-355S  55mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

548 6889 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-360S  60mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

549 6890 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-365S  65mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

550 6891 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-370S  70mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

551 6892 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-375S  75mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

552 6893 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-380S  80mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

553 6894 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-385S  85mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

554 6895 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 413-390S  90mm  LCP  ST 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

555 6896 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 422-402S  14mm  LISS  ﾌﾟﾚﾄﾞﾘﾙ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

556 6897 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 422-404S  18mm  LISS  ﾌﾟﾚﾄﾞﾘﾙ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

557 6899 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  頚椎ﾛｯｷﾝｸﾞｾﾙﾌﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 487-042  4.0mm-12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)  FQ-F ¥63,400 ¥63,400 ¥74,000 ¥74,000 ¥58,320 カワニシ

558 6900 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  頚椎ﾛｯｷﾝｸﾞｾﾙﾌﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 487-044  4.0mm-14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)  FQ-F ¥63,400 ¥63,400 ¥74,000 ¥74,000 ¥58,320 カワニシ

559 6901 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) Ti  頚椎ﾛｯｷﾝｸﾞｾﾙﾌﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 487-054  4.35mm-14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)  FQ-F ¥63,400 ¥63,400 ¥74,000 ¥74,000 ¥58,320 カワニシ

560 6909 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-521S  ｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ  2穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

561 6910 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-530S  ｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ  3穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

562 6911 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-531S  ｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ  3穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

563 6912 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-541S  ｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ  4穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

564 6913 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-550S  ｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ  5穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

565 6914 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-620S  ｽﾓｰﾙ  2穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

566 6915 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-621S  ｽﾓｰﾙ  2穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

567 6916 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-630S  ｽﾓｰﾙ  3穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

568 6917 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-640S  ｽﾓｰﾙ  4穴  右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

569 6918 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  TCPﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄ 04-111-731S  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  3穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

570 6919 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-110S  10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

571 6920 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-112S  12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

572 6921 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-114S  14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

573 6922 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-116S  16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

574 6923 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-118S  18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

575 6924 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-120S  20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

576 6925 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-122S  22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

577 6926 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.4 04-210-124S  24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

578 6927 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-010S  10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

579 6928 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-012S  12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

580 6929 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-014S  14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

581 6930 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-016S  16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

582 6931 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-018S  18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

583 6932 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-020S  20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

584 6933 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-022S  22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

585 6934 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-024S  24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

586 6935 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-026S  26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

587 6936 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-028S  28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

588 6937 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-030S  30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ
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589 6938 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-032S  32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

590 6939 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-034S  34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

591 6940 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-036S  36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

592 6941 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-038S  38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

593 6942 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-040S  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

594 6943 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-042S  42mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

595 6944 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-044S  44mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

596 6945 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-046S  46mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

597 6946 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-048S  48mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

598 6947 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-050S  50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

599 6948 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  2.7 04-211-054S  54mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

600 6950 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  Anterior  ｸﾗﾋﾞｸﾙﾌﾟﾚｰﾄ 04-112-047S  10穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

601 6951 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  外側 04-117-905S  左  ﾛﾝｸﾞ  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

602 6953 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  後外側ｻﾎﾟｰﾄ付 04-117-004S  右  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

603 6954 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  後外側ｻﾎﾟｰﾄ付 04-117-104S  左  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

604 6956 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  内側 04-117-501S  左  ｼｮｰﾄ  1穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

605 6957 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  内側 04-117-502S  左  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  2穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

606 6958 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  内側ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 04-117-601S  右  ｼｮｰﾄ  1穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

607 6959 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  内側ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 04-117-701S  左  ｼｮｰﾄ  1穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

608 6960 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  内側ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 04-117-702S  左  ﾐﾃﾞｨｱﾑ  2穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

609 6961 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  DHP  内側ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 04-117-704S  左  ﾛﾝｸﾞ  4穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

610 6962 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  Volar  Rim  DRP 04-115-750S  右  6穴  ｼｬﾌﾄ  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

611 6963 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  Volar  Rim  DRP 04-115-751S  左  6穴  ｼｬﾌﾄ  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

612 6964 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  Volar  Rim  DRP 04-115-850S  右  7穴  ｼｬﾌﾄ  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

613 6965 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) VA-LCP  Volar  Rim  DRP 04-115-851S  左  7穴  ｼｬﾌﾄ  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

614 6976 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｲﾘｱｯｸｺﾈｸﾀｰ 04-621-124S  ﾌｨｯｸｽﾄﾞ  24mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｺﾈｸﾀｰ  FS ¥41,400 ¥41,400 ¥44,900 ¥44,900 ¥38,160 カワニシ

615 6977 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｲﾘｱｯｸｺﾈｸﾀｰ 04-621-127S  ﾌｨｯｸｽﾄﾞ  27mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｺﾈｸﾀｰ  FS ¥41,400 ¥41,400 ¥44,900 ¥44,900 ¥38,160 カワニシ

616 6978 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｲﾘｱｯｸｺﾈｸﾀｰ 04-621-130S  ﾌｨｯｸｽﾄﾞ  30mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｺﾈｸﾀｰ  FS ¥41,400 ¥41,400 ¥44,900 ¥44,900 ¥38,160 カワニシ

617 6979 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｲﾘｱｯｸｺﾈｸﾀｰ 04-621-133S  ﾌｨｯｸｽﾄﾞ  33mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｺﾈｸﾀｰ  FS ¥41,400 ¥41,400 ¥44,900 ¥44,900 ¥38,160 カワニシ

618 6983 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｶｰﾌﾞﾄﾞﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-300  6穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

619 6984 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｶｰﾌﾞﾄﾞﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-300S  6穴  滅菌済 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

620 6985 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｶｰﾌﾞﾄﾞﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-310  8穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

621 6986 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｶｰﾌﾞﾄﾞﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-310S  8穴  滅菌済 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

622 6987 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｶｰﾌﾞﾄﾞﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-320  10穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

623 6988 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｶｰﾌﾞﾄﾞﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-320S  10穴  滅菌済 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

624 6989 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｶｰﾌﾞﾄﾞﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ  3.5 445-330S  12穴  滅菌済 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

625 7015 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｷｬﾝｾﾗｽﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-015-550S  60mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

626 7016 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｷｬﾝｾﾗｽﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-015-555S  65mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

627 7017 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｷｬﾝｾﾗｽﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-015-560S  70mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

628 7023 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.4mm 401-762S  12mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

629 7024 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.4mm 401-764S  14mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

630 7025 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.4mm 401-766S  16mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

631 7026 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.4mm 401-768S  18mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

632 7035 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-870S  10mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

633 7036 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-872S  12mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

634 7037 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-874S  14mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

635 7038 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-876S  16mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

636 7039 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-878S  18mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

637 7040 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-880S  20mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ
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638 7041 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-882S  22mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

639 7042 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  2.7mm 402-886S  26mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

640 7044 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-010S  10mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

641 7046 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-012S  12mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

642 7048 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-014S  14mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

643 7050 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-016S  16mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

644 7052 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-018S  18mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

645 7054 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-020S  20mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

646 7056 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-022S  22mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

647 7058 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-024S  24mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

648 7060 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-026S  26mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

649 7062 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-028S  28mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

650 7063 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-030S  30mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

651 7065 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-032S  32mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

652 7067 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-036S  36mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

653 7069 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-040S  40mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

654 7071 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-045S  45mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

655 7073 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-050S  50mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

656 7075 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-055S  55mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

657 7077 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-060S  60mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

658 7078 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-065S  65mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

659 7080 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  3.5mm 404-070S  70mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

660 7082 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-014S  14mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

661 7083 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-020S  20mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

662 7084 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-028S  28mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

663 7086 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-032S  32mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

664 7087 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-034S  34mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

665 7088 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-036S  36mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

666 7089 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-038S  38mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

667 7090 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-040S  40mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

668 7091 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-042S  42mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

669 7092 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-044S  44mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

670 7093 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-046S  46mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

671 7094 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-048S  48mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

672 7095 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-052S  52mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

673 7096 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-054S  54mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

674 7097 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-056S  56mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

675 7098 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-060S  60mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

676 7099 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-064S  64mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

677 7100 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-068S  68mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

678 7101 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-834S  34mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

679 7102 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-836S  36mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

680 7103 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-838S  38mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

681 7104 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-840S  40mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

682 7105 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-842S  42mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

683 7106 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-844S  44mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

684 7107 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｺｰﾃｯｸｽｽｸﾘｭｰ  4.5mm 414-846S  46mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

685 7108 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｻｰｸﾚｰｼﾞｹｰﾌﾞﾙ 611-105-01S  1.7mm  CoCr 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-a-2 ¥40,000 ¥40,000 ¥45,300 ¥45,300 ¥36,800 カワニシ

686 7114 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｽﾀｲﾝﾏﾝﾋﾟﾝ  ﾄﾛｶｰﾙ 293-400  4.0mm-150mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥30,000 ¥30,000 ¥25,500 カワニシ
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687 7116 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｽﾀｲﾝﾏﾝﾋﾟﾝ  ﾄﾛｶｰﾙ 293-500  5.0mm-150mm                   * 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥30,000 ¥30,000 ¥25,500 カワニシ

688 7119 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｽﾄﾚｰﾄﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ 445-020  12穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

689 7121 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｽﾄﾚｰﾄﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ 445-150  5穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

690 7122 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｽﾄﾚｰﾄﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ 445-190  9穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 下顎骨・骨盤再建 4F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥65,600 ¥65,600 ¥55,760 カワニシ

691 7123 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ストレートロッド 498-294S  6.0mm-400mm  TAN 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥32,600 カワニシ

692 7127 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｽﾓｰﾙDCPﾌﾟﾚｰﾄ  2.7 444-070S  8.0mm-60mm  7穴  滅菌済 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥13,300 ¥13,300 ¥11,110 カワニシ

693 7130 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｾﾙﾄﾞﾘﾙ  4.0mm  Ti 494-778S  径40mm-長150mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥31,700 ¥31,700 ¥26,770 カワニシ

694 7131 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｾﾙﾄﾞﾘﾙ  5.0mm  Ti 494-784S  径60mm-長150mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥31,700 ¥31,700 ¥26,770 カワニシ

695 7132 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｾﾙﾄﾞﾘﾙ  5.0mm  Ti 494-786S  径80mm-長200mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥31,700 ¥31,700 ¥26,770 カワニシ

696 7133 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ｾﾙﾄﾞﾘﾙ  6.0mm  Ti 494-795S  径60mm-長175mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥31,700 ¥31,700 ¥26,770 カワニシ

697 7136 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽｺﾈｸﾀｰ 04-633-347S  5.5mm/47mm-62mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

698 7139 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾅﾛｰLC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ 424-551S  5穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,260 カワニシ

699 7140 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾅﾛｰLC-LCPﾌﾟﾚｰﾄ 424-591S  9穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･L） FC-1-L ¥26,900 ¥26,900 ¥28,900 ¥28,900 ¥24,560 カワニシ

700 7141 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾊﾟﾝｼﾞｱ  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ 04-624-850S  8.0mm-50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥103,000 ¥103,000 ¥88,400 カワニシ

701 7142 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾊﾟﾝｼﾞｱ  ﾎﾟﾘｱｸｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 04-620-745S  7.0mm-45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥103,000 ¥103,000 ¥88,400 カワニシ

702 7143 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ  6.5mm 04-003-025S  Expert AFN Japanese用  75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

703 7144 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ  6.5mm 04-003-026S  Expert AFN Japanese用  80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

704 7146 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ  6.5mm 04-003-028S  Expert AFN Japanese用  90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

705 7147 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ  6.5mm 04-003-029S  Expert AFN Japanese用  95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥40,200 ¥40,200 ¥32,600 カワニシ

706 7153 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾋｭｰﾒﾗﾙｽﾊﾟｲﾗﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ 462-640S  7.5mm用  全長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

707 7154 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾋｭｰﾒﾗﾙｽﾊﾟｲﾗﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ 462-642S  7.5mm用  全長42mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

708 7162 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾌｪﾓﾗﾙﾈｲﾙ  16.5mm 473-133VS  130°10.0mm-170mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

709 7170 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞDRP  2.4  L型 442-501S  ﾛﾝｸﾞ  2穴  右用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

710 7172 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞDRP  2.4  L型 442-503S  ﾛﾝｸﾞ  2穴  左用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

711 7179 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｶﾙｶﾆｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ3.5 441-618S  右  ｴｸｽﾄﾗｼｮｰﾄ  64mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

712 7180 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｶﾙｶﾆｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ3.5 441-619S  左  ｴｸｽﾄﾗｼｮｰﾄ  64mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

713 7181 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｶﾙｶﾆｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ3.5 441-622S  右  ｼｮｰﾄ  69mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

714 7182 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｶﾙｶﾆｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ3.5 441-623S  左  ｼｮｰﾄ  69mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

715 7188 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-410S  20mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

716 7189 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-412S  22mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

717 7190 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-414S  24mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

718 7191 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-416S  26mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

719 7192 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-418S  28mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

720 7193 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-420S  30mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

721 7194 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-424S  34mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

722 7195 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-426S  36mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

723 7196 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-428S  38mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

724 7197 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-430S  40mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

725 7198 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-434S  44mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

726 7199 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-436S  46mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

727 7200 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-440S  50mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

728 7202 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  4.0mm 04-005-448S  58mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

729 7203 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-520S  30mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

730 7204 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-522S  32mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

731 7205 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-524S  34mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

732 7206 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-526S  36mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

733 7207 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-528S  38mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

734 7208 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-530S  40mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

735 7209 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-532S  42mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ
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736 7210 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-534S  44mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

737 7211 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-536S  46mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

738 7212 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-538S  48mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

739 7213 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-540S  50mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

740 7214 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-542S  52mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

741 7215 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-544S  54mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

742 7216 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-546S  56mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

743 7217 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-550S  60mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

744 7218 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-554S  64mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

745 7219 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-558S  68mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

746 7220 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-562S  72mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

747 7221 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-566S  76mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

748 7222 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  5.0mm 04-005-570S  80mm  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 カワニシ

749 7226 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) ワッシャー 419-990S  外径13.0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ類  ﾜｯｼｬｰ  FK-2 ¥3,200 ¥3,200 ¥2,740 ¥2,740 ¥2,560 カワニシ

750 7229 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) 頚椎ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 487-214  24mm  1Level 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S)  FO-S ¥38,600 ¥38,600 ¥39,500 ¥39,500 ¥33,570 カワニシ

751 7231 J＆J(ﾃﾞﾋﾟｭｰｼﾝｾｽ･ｽﾊﾟｲﾝ) 頚椎ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾓｰﾙ 487-222  28mm  1Level 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S)  FO-S ¥38,600 ¥38,600 ¥39,500 ¥39,500 ¥33,570 カワニシ

752 5468 Ｊ＆Ｊ(ﾊﾞｲｵｾﾝｽ  ｳｴﾌﾞｽﾀｰ) WEBSTER  ﾃﾞﾌﾚｸﾀﾌﾞﾙｶｰﾌﾞ  HALO  ｶﾃｰﾃﾙ 20極 D7T20282RT  7F  HALOXP  110cm ﾘｰﾃﾞﾙ10ﾋﾟﾝ 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅲ ¥177,000 ¥177,000 ¥191,000 ¥191,000 ¥159,300 カワニシ

753 5458 Ｊ＆Ｊ（マイテック） 4.5mmﾋｰﾘｯｸｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽBRｱﾝｶｰ 222296  ﾄﾘﾌﾟﾙ  2号ORTHOCORD3本付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 合成吸収性骨片接合材料  F9-d-1 ¥51,400 ¥51,400 ¥55,500 ¥55,500 ¥47,432 シーメック

754 5459 J&J(ﾏｲﾃｯｸ) ５．５ｍｍﾋｰﾘｯｸｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽBRｱﾝｶｰ 222298 ﾄﾘﾌﾟﾙ 2号ORTHOCORD3本付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 吸収性接合材･F9-d-1 ¥51,400 ¥51,400 ¥55,500 ¥55,500 ¥47,432 シーメック

755 5460 Ｊ＆Ｊ（マイテック） 6.5mmﾌｧｽﾃｨﾝRCｱﾝｶｰ  w/ｵｰｿｺｰﾄﾞ 222994 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,000 ¥36,000 ¥30,800 カワニシ

756 5463 J&J(ﾏｲﾃｯｸ) ＶｅｒｓａＬｏｋアンカー 210800 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子･F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,000 ¥36,000 ¥30,800 カワニシ

757 5464 Ｊ＆Ｊ（マイテック） ﾏｲｸﾛｸｲｯｸｱﾝｶｰﾌﾟﾗｽ 212865  3-0ETHIBOND付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,000 ¥36,000 ¥30,800 カワニシ

758 2154 ＯＤＣ 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 189-1326  26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

759 2155 ＯＤＣ 3.5mm  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1226  26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

760 2156 ＯＤＣ 3.5mm  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1228  28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

761 2157 ＯＤＣ 3.5mm  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1232  32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

762 2158 ＯＤＣ 3.5mm  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1236  36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

763 2159 ＯＤＣ 3.5mm  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1238  38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

764 2160 ＯＤＣ 3.5mm  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1240  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

765 2161 ＯＤＣ 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1736  36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,000 ¥19,000 ¥15,770 シーメック

766 2162 ＯＤＣ 4.8mm  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 189-1440  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

767 2163 ＯＤＣ ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ  ﾚﾌﾄ 181-1622  ﾅﾛｳ  3穴/全長92mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥84,300 ¥84,300 ¥69,969 シーメック

768 2553 Ｏｓｓｕｒ ﾘｿﾞﾙﾌﾞ  ﾊﾛｰﾍﾞｽﾄ 545700L  ｼｮｰﾄ  胸囲60～121cm 1 個 / 個 整形外科関連 副木 ハローベスト(ベスト部分) 副木･F10-c ¥253,000 ¥253,000 ¥276,000 ¥276,000 ¥227,000 シーメック

769 15225 Penumbra Penumbra  SMARTｺｲﾙ  Extra  Soft 400SMTXSFT0304 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥97,100 サンメディカル

770 15224 Penumbra Penumbra  SMARTｺｲﾙ  Soft 400SMTSFT0408 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥97,100 サンメディカル

771 15227 Penumbra Penumbra  SMARTｺｲﾙ  Wave  Extra  Soft 400SMTHXSFT0202 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥97,100 サンメディカル

772 15226 Penumbra Penumbra  SMARTｺｲﾙ  Wave  Extra  Soft 400SMTHXSFT1H02 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥97,100 サンメディカル

773 11170 Ｐｅｎｕｍｂｒａ Penumbra  ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ  3MAX 3MAXS 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血栓除去ｶﾃ･脳破砕吸引  単品請求不可 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥104,100 サンメディカル

774 11175 Ｐｅｎｕｍｂｒａ Penumbra  再灌流ｶﾃｰﾃﾙ PSC032  ※ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ別                    * 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･破砕吸引 ¥442,000 ¥442,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥306,900 サンメディカル

775 11179 Penumbra Penumbra  再灌流ｶﾃｰﾃﾙ  5MAX  ACE 5MAXACE132  ※ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ別 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･破砕吸引 ¥442,000 ¥442,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥306,900 サンメディカル

776 11104 ＰＭＴ ハローベスト 1220-2  ｴｱｰﾊﾞｯｸ式ﾊﾛｰﾍﾞｽﾄ(ﾗｲﾅｰ付)  L 1 個 / 個 整形外科関連 副木 ハローベスト(ベスト部分) 副木･F10-c ¥253,000 ¥253,000 ¥258,000 ¥258,000 ¥230,000 カワニシ

777 11105 ＰＭＴ ハローベスト 1220-2  ｴｱｰﾊﾞｯｸ式ﾊﾛｰﾍﾞｽﾄ(ﾗｲﾅｰ付)  M 1 個 / 個 整形外科関連 副木 ハローベスト(ベスト部分) 副木･F10-c ¥253,000 ¥253,000 ¥258,000 ¥258,000 ¥230,000 カワニシ

778 11106 ＰＭＴ ハローベスト 1220-2  ｴｱｰﾊﾞｯｸ式ﾊﾛｰﾍﾞｽﾄ(ﾗｲﾅｰ付)  S 1 個 / 個 整形外科関連 副木 ハローベスト(ベスト部分) 副木･F10-c ¥253,000 ¥253,000 ¥258,000 ¥258,000 ¥230,000 カワニシ

779 15163 S&N ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝCL  ULTRA 72200155  60mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 靱帯･F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥62,600 ¥62,600 ¥57,540 カワニシ

780 15162 S&N ﾂｲﾝﾌｨｯｸｽ  Ti  2.8mmｱﾝｶｰ 72200750  ULTRABRAID2号1本付 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子･F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥34,500 ¥34,500 ¥31,740 カワニシ

781 13761 S&N ロープロファイルキャプチャードスクリュー 7164-5032  φ 5.0mmx32.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥14,200 カワニシ

782 7846 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｺﾞｱﾃｯｸｽ  EPTFEﾊﾟｯﾁⅡ DM-01060  厚さ0.1mm  60mm×100mm 1 枚 / 枚 脳外科関連 人工硬膜  非吸収型(1c㎡当) ¥49,260 ¥49,260 ¥50,340 ¥50,340 ¥44,330 カワニシ

783 7850 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｺﾞｱﾃｯｸｽ人工硬膜  MVP MVP-03050  厚さ0.3mm  50×60mm 1 枚 / 枚 脳外科関連 人工硬膜  非吸収型(1c㎡当) ¥24,630 ¥24,630 ¥25,170 ¥25,170 ¥22,160 カワニシ

784 7851 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｺﾞｱﾃｯｸｽ人工硬膜  MVP MVP-03060  厚さ0.3mm  60×100mm 1 枚 / 枚 脳外科関連 人工硬膜  非吸収型(1c㎡当) ¥49,260 ¥49,260 ¥50,340 ¥50,340 ¥44,330 カワニシ
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785 7852 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｺﾞｱﾃｯｸｽ人工硬膜Ⅱ  PDX PDX03050  厚さ0.3mm  50×60mm 1 枚 / 枚 脳外科関連 人工硬膜  非吸収型(1c㎡当) ¥24,630 ¥24,630 ¥25,170 ¥25,170 ¥22,160 カワニシ

786 7853 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｺﾞｱﾃｯｸｽ人工硬膜Ⅱ  PDX PDX03060  厚さ0.3mm  60×100mm 1 枚 / 枚 脳外科関連 人工硬膜  非吸収型(1c㎡当) ¥49,260 ¥49,260 ¥50,340 ¥50,340 ¥44,330 カワニシ

787 7854 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ストレッチグラフト SGS-051L  5mm×10cm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｳｫｰﾙ 1 本 / 本 人工血管 人工血管 特殊型 ｻﾎﾟｰﾄなし(1cm当) ¥2,210 ¥2,210 ¥22,300 ¥22,300 ¥19,850 サンメディカル

788 7855 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ストレッチグラフト SGS-054L  5mm×40cm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｳｫｰﾙ 1 本 / 本 人工血管 人工血管 特殊型 ｻﾎﾟｰﾄなし(1cm当) ¥2,210 ¥2,210 ¥89,200 ¥89,200 ¥79,500 サンメディカル

789 7856 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ストレッチグラフト SGTW-064L  6mm×40cm  ｼﾝｳｫｰﾙ 1 本 / 本 人工血管 人工血管 特殊型 ｻﾎﾟｰﾄなし(1cm当) ¥2,210 ¥2,210 ¥89,200 ¥89,200 ¥79,500 サンメディカル

790 7857 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｽﾄﾚｯﾁｸﾞﾗﾌﾄ  ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞ付 SRGTWR-065040L  6mm×50cm  ｼﾝｳｫｰﾙ 1 本 / 本 人工血管 人工血管･特殊型･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥152,000 ¥152,000 ¥152,000 ¥152,000 ¥134,500 サンメディカル

791 7858 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｽﾄﾚｯﾁｸﾞﾗﾌﾄ  ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞ付 SRGTWR-067060L  6mm×70cm  ｼﾝｳｫｰﾙ 1 本 / 本 人工血管 人工血管･特殊型･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥212,800 ¥212,800 ¥212,800 ¥212,800 ¥188,300 サンメディカル

792 7860 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト ｽﾄﾚｯﾁｸﾞﾗﾌﾄ  ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞ付 SRGTWR-088070L  8mm×80cm  ｼﾝｳｫｰﾙ 1 本 / 本 人工血管 人工血管･特殊型･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥243,200 ¥243,200 ¥243,200 ¥243,200 ¥215,200 サンメディカル

793 7864 Ｗ．Ｌ．ゴア＆アソシエイト 心膜用シート PSM-01120  厚さ0.1mm  120mm×120mm 1 枚 / 枚 心臓血管外科関連 繊維布･心血管･心膜(1c㎡当) ¥55,728 ¥55,728 ¥57,600 ¥57,600 ¥50,150 カワニシ

794 516 アースレックス ﾐﾆﾀｲﾄﾛｰﾌﾟｷｯﾄ AR-8919DS  1.1mm  1個入 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ)F1-b-2-2+人工靭帯F8-b ¥96,700 ¥96,700 ¥120,000 ¥120,000 ¥118,903 シーメック

796 534 アキュメッド ｱｷｭﾄﾗｯｸ2  ﾏｲｸﾛｽｸﾘｭｰ AT2-C16-S  L16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

797 15104 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ ｱｷｭﾄﾗｯｸ2  ﾏｲｸﾛｽｸﾘｭｰ AT2-C18-S  L18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

798 15102 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ ｱｷｭﾄﾗｯｸ2  ﾐﾆｽｸﾘｭｰ AT2-M16-S  L16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

799 15103 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ ｱｷｭﾄﾗｯｸ2  ﾐﾆｽｸﾘｭｰ AT2-M20-S  L20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

800 533 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ アキュトラック２　マイクロスクリュー AT2-C14-S  L14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

801 15371 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ アキュトラック２　マイクロスクリュー AT2-C20-S L20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,400 ¥41,400 ¥32,880 カワニシ

802 535 アキュメッド ｱｷｭﾄﾗｯｸ4/5 AM-0025-S  L25.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

803 536 アキュメッド ｱｷｭﾄﾗｯｸ4/5 AM-0050-S  L50.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

804 537 アキュメッド ｱｷｭﾄﾗｯｸﾌﾟﾗｽ AP-0055-S  L55.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

805 538 アキュメッド ｱｷｭﾛｯｸ2ﾌﾟﾚｰﾄ  橈骨遠位端掌側用 70-0357-S  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ/右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥84,300 ¥84,300 ¥69,920 カワニシ

806 15714 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ アキュロック２プレート　橈骨遠位端掌側用 70-0356-S  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ/左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥84,300 ¥84,300 ¥69,920 カワニシ

807 539 アキュメッド ｱｷｭﾛｯｸ2ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾌﾟﾚｰﾄ  橈骨遠位端掌側用 70-0350-S  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ/左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥84,300 ¥84,300 ¥69,920 カワニシ

808 540 アキュメッド ｱｷｭﾛｯｸ2ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾌﾟﾚｰﾄ  橈骨遠位端掌側用 70-0351-S  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ/右 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥84,300 ¥84,300 ¥69,920 カワニシ

809 548 アキュメッド ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ CO-3120-S  D3.5mm/L12.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

810 549 アキュメッド ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ CO-3140-S  D3.5mm/L14.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

811 550 アキュメッド ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ CO-3160-S  D3.5mm/L16.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

812 556 アキュメッド ミニアキュトラック ATM-200-S  L20.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥41,100 ¥41,100 ¥32,880 カワニシ

813 561 アキュメッド ﾛｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ COL-3140-S  D3.5mm/L14.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

814 562 アキュメッド ﾛｯｷﾝｸﾞｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ COL-3160-S  D3.5mm/L16.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

815 563 アキュメッド ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ CO-T2312-S  D2.3mm/L12.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

816 564 アキュメッド ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ CO-T2316-S  D2.3mm/L16.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

817 565 アキュメッド ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ CO-T2318-S  D2.3mm/L18.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

818 566 アキュメッド ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ CO-T2320-S  D2.3mm/L20.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

819 15715 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ ロッキングスクリュー CO-T2322-S  D2.3mm/L22.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

820 567 アキュメッド ロッキングピン CO-S2314-S  D2.0mm/L14.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

821 568 アキュメッド ロッキングピン CO-S2316-S  D2.0mm/L16.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

822 569 アキュメッド ロッキングピン CO-S2318-S  D2.0mm/L18.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,345 シーメック

823 1211 アクシル ｱｸｼﾙ  ﾎﾞｲｽﾌﾟﾛｽ LPVP2022  全長2.2cm  20Fr 1 個 / 個 呼吸器関連 人工喉頭  音声補装具･一般 ¥9,630 ¥9,630 ¥10,700 ¥10,700 ¥8,650 エヒメ医療器

824 15772 ｱｺﾏ医科 ソルステープル 311-40-04 90°10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定釘･F5-a ¥16,100 ¥16,100 ¥16,800 ¥16,800 ¥14,800 カワニシ

825 1047 アステラス製薬 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材  ｾﾚｽｷｭｰ 2.5cm×2.5cm 60 枚 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内塞栓材  止血用 ¥534,600 ¥8,910 ¥534,600 ¥8,910 ¥8,100 よんやく

826 702 アトスメディカルジャパン ﾌﾟﾛｳﾞｫｯｸｽVega 8133  22.5Fr  10mm 1 組 / 組 呼吸器関連 人工喉頭  音声補装具･長期 ¥42,300 ¥42,300 ¥45,000 ¥45,000 ¥39,100 カワニシ

827 443 アトム ｱﾄﾑ栄養ｶﾃｰﾃﾙT 43550  3Fr/40cm  凹ﾛｯｸ付 50 本 / 袋 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻　乳児　非ＤＥＨＰ  条件付 ¥7,200 ¥144 ¥9,000 ¥180 ¥6,650 カワニシ

828 444 アトム ｱﾄﾑ栄養ｶﾃｰﾃﾙT 43551  4Fr/40cm  凹ﾛｯｸ付 50 本 / 袋 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻　乳児　非ＤＥＨＰ  条件付 ¥7,200 ¥144 ¥9,000 ¥180 ¥6,650 カワニシ

829 445 アトム ｱﾄﾑ栄養ｶﾃｰﾃﾙT 43552  5Fr/40cm  凹ﾛｯｸ付 50 本 / 袋 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻　乳児　非ＤＥＨＰ  条件付 ¥7,200 ¥144 ¥9,000 ¥180 ¥6,650 カワニシ

830 446 アトム ｱﾄﾑ栄養ｶﾃｰﾃﾙT 43553  6Fr/40cm  凹ﾛｯｸ付 50 本 / 袋 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻　乳児　非ＤＥＨＰ  条件付 ¥7,200 ¥144 ¥9,000 ¥180 ¥6,650 カワニシ

831 447 アトム ｱﾄﾑ栄養ｶﾃｰﾃﾙT 43555  7Fr/70cm  凹ﾛｯｸ付 50 本 / 袋 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻　乳児　非ＤＥＨＰ  条件付 ¥7,200 ¥144 ¥9,500 ¥190 ¥7,000 カワニシ

832 448 アトム ｱﾄﾑ栄養ｶﾃｰﾃﾙT 43556  8Fr/80cm  凹ﾛｯｸ付 50 本 / 袋 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻　乳児　非ＤＥＨＰ  条件付 ¥7,200 ¥144 ¥9,500 ¥190 ¥7,000 カワニシ

833 1212 アボット･バスキュラー･ジャパン AbsolutePro  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 1012530-100  φ 8.0mm×100mm  有効長80cm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

834 1224 アボット･バスキュラー･ジャパン DOC延長用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 22260  145cm  190cm/175cm  .014" .018" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥13,300 ¥13,300 ¥15,400 ¥15,400 ¥11,700 戸田医療器
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835 1231 アボット･バスキュラー･ジャパン HI-TORQUE  WIGGLE  MG 22299M-W2  190cm  2cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥13,300 ¥13,300 ¥15,400 ¥15,400 ¥11,700 戸田医療器

836 1232 アボット･バスキュラー･ジャパン HI-TORQUE  WIGGLE  MG 22299M-W30  190cm  30cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥13,300 ¥13,300 ¥15,400 ¥15,400 ¥11,700 戸田医療器

837 1236 アボット･バスキュラー･ジャパン NCﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013150-12  2.25mm×12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

838 1237 アボット･バスキュラー･ジャパン NCﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013155-12  3.5mm×12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

839 1286 アボット･バスキュラー･ジャパン Omnilink  Elite  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 1012624-39  φ 8.0mm×39mm  有効長80cm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

840 1319 アボット･バスキュラー･ジャパン ｸﾞﾗﾌﾄﾏｽﾀｰ  19mm 1012817-19  2.8mm×19mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  救急処置型 ¥291,000 ¥291,000 ¥298,000 ¥298,000 ¥258,990 戸田医療器

841 1345 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-08  2.5mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

842 1346 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-12  2.5mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

843 1347 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-15  2.5mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

844 1348 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-18  2.5mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

845 1349 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-23  2.5mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

846 1350 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-28  2.5mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

847 1351 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-33  2.5mm×33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

848 1352 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125275-08  2.75mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

849 1353 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125275-12  2.75mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

850 1354 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125275-15  2.75mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

851 1355 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125275-18  2.75mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

852 1356 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125275-23  2.75mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

853 1357 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125275-28  2.75mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

854 1358 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125275-33  2.75mm×33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

855 1360 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125300-08  3.0mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

856 1361 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125300-12  3.0mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

857 1362 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125300-15  3.0mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

858 1363 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125300-18  3.0mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

859 1364 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125300-23  3.0mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

860 1365 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125300-28  3.0mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

861 1366 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125300-33  3.0mm×33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

862 1367 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125325-08  3.25mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

863 1368 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125325-12  3.25mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

864 1369 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125325-15  3.25mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

865 1370 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125325-18  3.25mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

866 1372 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125325-28  3.25mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

867 1373 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125325-38  3.25mm×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

868 1374 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-08  3.5mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

869 1375 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-12  3.5mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

870 1376 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-15  3.5mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

871 1377 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-18  3.5mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

872 1378 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-23  3.5mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

873 1379 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-28  3.5mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

874 1380 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-33  3.5mm×33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

875 1381 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125350-38  3.5mm×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

876 1383 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125400-18  4.0mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

877 1384 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝSV 1125225-08  2.25mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

878 1385 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝSV 1125225-12  2.25mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

879 1386 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝSV 1125225-15  2.25mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

880 1387 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝSV 1125225-18  2.25mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

881 1388 アボット･バスキュラー･ジャパン ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝSV 1125225-28  2.25mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

882 1475 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013063-06  1.2mm×6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

883 1476 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013064-06  1.5mm×6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器



ＩＤ
商品コー

ド
メーカー名 商品名 規格 ｹｰｽ

入数
ﾊﾞﾗ
単位

ｹｰｽ
単位

分類名 償還記号 新償還価格
ｹｰｽ

新償還価格
ﾊﾞﾗ

ケース
定価

バラ
定価

ケース
見積額

バラ
見積額

H30年度納入業者

884 1477 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013064-12  1.5mm×12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

885 1479 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013065-08  2.0mm×8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

886 1480 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013065-15  2.0mm×15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

887 1481 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013065-20  2.0mm×20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

888 1482 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013065-30  2.0mm×30mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

889 1483 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013067-20  2.5mm×20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

890 1484 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013069-15  3.0mm×15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

891 1485 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013069-20  3.0mm×20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

892 1486 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013071-12  3.5mm×12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

893 1487 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾄﾗﾍﾞﾗｰ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 1013071-15  3.5mm×15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,900 戸田医療器

894 1508 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 1044588  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

895 1509 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾗｲﾄ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 1044586  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

896 1512 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾄﾗﾊﾞｰｽ 22349M-175  ｽﾄﾚｰﾄ  175cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥13,300 ¥13,300 ¥15,400 ¥15,400 ¥11,700 戸田医療器

897 1514 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾊﾟｲﾛｯﾄ  200 1010482-H  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

898 1515 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾊﾟｲﾛｯﾄ  50 1010480-H  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

899 1518 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾊﾞﾗﾝｽ  ﾐﾄﾞﾙｳｪｲﾄ  ｴﾘｰﾄⅡ 1013179  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

900 1519 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾊﾞﾗﾝｽ  ﾐﾄﾞﾙｳｪｲﾄ  ﾄﾚｯｸ  ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄ 1005162H  全長190cm                    * 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥20,600 ¥20,600 ¥15,660 戸田医療器

901 1521 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾊﾞﾗﾝｽ  ﾐﾄﾞﾙｳｪｲﾄ  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙⅡ 1009668  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

902 1522 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ40 1011836  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014/.012" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

903 1523 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾊｲﾄﾙｸ  ﾌﾟﾛﾀｰﾝ 1044596  ｽﾄﾚｰﾄ  190cm  3cm  .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

904 1524 アボット･バスキュラー･ジャパン ハイトルク  ユニコア 1008344H  MS  ｽﾄﾚｰﾄ  175cm  3cm   .014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

905 1548 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  12mm 1012376-12  2.5mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

906 1549 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  12mm 1012379-12  3.5mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

907 1550 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  12mm 1012380-12  4.0mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

908 1551 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  15mm 1012377-15  2.75mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

909 1552 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  15mm 1012378-15  3.0mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

910 1553 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  15mm 1012379-15  3.5mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

911 1554 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  15mm 1012380-15  4.0mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

912 1555 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  18mm 1012375-18  2.25mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

913 1556 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  18mm 1012377-18  2.75mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

914 1557 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  18mm 1012378-18  3.0mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

915 1558 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  18mm 1012379-18  3.5mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

916 1559 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  18mm 1012380-18  4.0mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

917 1560 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  23mm 1012377-23  2.75mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

918 1561 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  23mm 1012378-23  3.0mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

919 1562 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  23mm 1012379-23  3.5mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

920 1563 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  23mm 1012380-23  4.0mm×23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

921 1564 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  28mm 1012378-28  3.0mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

922 1565 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  28mm 1012380-28  4.0mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

923 1566 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  8mm 1012379-08  3.5mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

924 1567 アボット･バスキュラー･ジャパン ﾏﾙﾁﾘﾝｸ8  8mm 1012380-08  4.0mm×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥125,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥108,750 戸田医療器

925 1285 ｱﾎﾞｯﾄJPN Omnilink  Elite  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ　有効長80cm 1012623-19  φ 7.0mmx19mm 1 個 / 個 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ(一般型) ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

926 15288 ｱﾎﾞｯﾄJPN ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125250-38  2.5mmx38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

927 1359 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125275-38  2.75mmx38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

928 1371 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125325-23  3.25mmx23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

929 1382 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125400-08  4.0mmx8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

930 15289 ｱﾎﾞｯﾄJPN ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125400-12  4.0mmx12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

931 15287 ｱﾎﾞｯﾄJPN ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝSV 1125225-23  2.25mmx23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

932 529 アムテック エム･ケージ 21-1110  内径10mm  外径12.5mm  長さ11m 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥143,000 カワニシ
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933 15749 ｱﾗｶﾞﾝ ナトレル１３３ティッシュ・エキスパンダー J133MV-14 14.0cmx13.0cmx6.0cm 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器(乳房用) ¥64,800 ¥64,800 ¥88,000 ¥88,000 ¥80,900 カワニシ

934 582 アラガン ﾅﾄﾚﾙ133ﾃｨｯｼｭ･ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ｽﾀｲﾙ133MV J133MV-11  横11.0cm  高10.0cm  厚4.9cm 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器  乳房用 ¥64,800 ¥64,800 ¥88,000 ¥88,000 ¥80,900 カワニシ

935 583 アラガン ﾅﾄﾚﾙ133ﾃｨｯｼｭ･ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ｽﾀｲﾙ133MV J133MV-12  横12.0cm  高11.0cm  厚5.2cm 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器  乳房用 ¥64,800 ¥64,800 ¥88,000 ¥88,000 ¥80,900 カワニシ

936 584 アラガン ﾅﾄﾚﾙ133ﾃｨｯｼｭ･ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ｽﾀｲﾙ133MV J133MV-13  横13.0cm  高12.0cm  厚5.6cm 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器  乳房用 ¥64,800 ¥64,800 ¥88,000 ¥88,000 ¥80,900 カワニシ

937 15169 ｱﾗｶﾞﾝ ﾅﾄﾚﾙ133ﾃｨｯｼｭ･ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ｽﾀｲﾙ133MX J133MX-11  横11x高10x厚5.9cm 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器(乳房用) ¥64,800 ¥64,800 ¥88,000 ¥88,000 ¥80,900 カワニシ

938 15777 ｱﾗｶﾞﾝ ナトレル４１０ブレスト・インプラント JTF2-FL100-140 10.0cmx10.5cm 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 人工乳房 ¥71,300 ¥71,300 ¥98,000 ¥98,000 ¥93,100 カワニシ

939 15628 ｱﾗｶﾞﾝ ナトレル４１０ブレスト・インプラント JTF2-MM130-360 13.0cmx12.1cm 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 人工乳房 ¥71,300 ¥71,300 ¥98,000 ¥98,000 ¥93,100 カワニシ

940 588 アルケア アルフェンス 10161  1号  1.5mm×40mm×400mm  腕 6 枚 / 箱 ギブス関連 副木  形状賦形型  上肢用  F10-b-2 ¥2,418 ¥403 ¥4,170 ¥695 ¥2,290 カワニシ

941 589 アルケア アルフェンス 10162  2号  1.5mm×50mm×400mm  腕 6 枚 / 箱 ギブス関連 副木  形状賦形型  上肢用  F10-b-2 ¥2,418 ¥403 ¥4,170 ¥695 ¥2,290 カワニシ

942 590 アルケア アルフェンス 10173  10号  1.5mm×13mm×200mm  指 24 枚 / 箱 ギブス関連 副木  形状賦形型  手指･足指用  F10-b-1 ¥2,832 ¥118 ¥3,720 ¥155 ¥2,500 カワニシ

943 591 アルケア アルフェンス 10175  12号  1.5mm×18mm×400mm  指 12 枚 / 箱 ギブス関連 副木  形状賦形型  手指･足指用  F10-b-1 ¥1,416 ¥118 ¥1,860 ¥155 ¥1,300 カワニシ

944 592 アルケア アルフェンス 10176  13号  1.5mm×25mm×400mm  指 12 枚 / 箱 ギブス関連 副木  形状賦形型  手指･足指用  F10-b-1 ¥1,416 ¥118 ¥1,860 ¥155 ¥1,300 カワニシ

945 593 アルケア アルフェンス･ＮＳ 13551 2号 40×70×40mm 板1枚/保護剤2枚入 10 ST / 箱 ギブス関連 副木  形状賦形型  鼻骨用  F10-b-4 ¥50,500 ¥5,050 ¥7,000 ¥700 ¥4,600 カワニシ

946 649 アルケア ソーブサンフラット 13482  3号  10.0cm×10.0cm 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥10,000 ¥1,000 ¥12,000 ¥1,200 ¥8,500 カワニシ

947 573 アルファメディカル 鎖骨下静脈穿刺ｾｯﾄ DPX-6/T  6Fr 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥37,500 ¥7,500 ¥2,736 戸田医療器

948 574 アルファメディカル 鎖骨下静脈穿刺ｾｯﾄ DPX-7/G  7Fr 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥37,500 ¥7,500 ¥2,736 戸田医療器

949 575 アルファメディカル 鎖骨下静脈穿刺ｾｯﾄ DPX-9/G  9Fr 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥37,500 ¥7,500 ¥2,736 戸田医療器

950 15784 ｱﾙﾌﾚｯｻ ネスプロンケーブルシステム NCS3L-S100LP  針付  ｹｰﾌﾞﾙ幅3mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 金属線･F6-a-2 ¥40,000 ¥40,000 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,000 カワニシ

951 1007 アルフレッサ  ファーマ ﾈｽﾌﾟﾛﾝｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ NCS3-S70FBLP  針付  ｹｰﾌﾞﾙ幅3mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 固定用金属線  金属線  F6-a-2 ¥40,000 ¥40,000 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,000 カワニシ

952 1009 アルフレッサ  ファーマ ﾈｽﾌﾟﾛﾝｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ NCS5-S70FBLP  針付  ｹｰﾌﾞﾙ幅5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 固定用金属線  金属線  F6-a-2 ¥40,000 ¥40,000 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,000 カワニシ

953 1020 アルフレッサ  ファーマ 神経再生誘導ﾁｭｰﾌﾞ  ﾅｰﾌﾞﾘｯｼﾞ RN01550AFP 1 本 / 本 整形外科関連 神経再生誘導材 ¥399,000 ¥399,000 ¥399,000 ¥399,000 ¥360,000 シーメック

954 1174 イーヴィースリー AXIUM  PRIME  ES  3Dｺｲﾙ APB-2.5-4-3D-ES  2.5mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥96,120 サンメディカル

955 1175 イーヴィースリー AXIUM  PRIME  ES  3Dｺｲﾙ APB-2-2-3D-ES  2mm×2cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥96,120 サンメディカル

956 1177 イーヴィースリー AXIUM  PRIME  ES  3Dｺｲﾙ APB-3-4-3D-ES  3mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥96,120 サンメディカル

957 1178 イーヴィースリー AXIUM  PRIME  ES  3Dｺｲﾙ APB-3-6-3D-ES  3mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥96,120 サンメディカル

958 1176 ｲｰｳﾞｨｰｽﾘｰ ＡＸＩＵＭ　ＰＲＩＭＥ　ＥＳ　３Ｄコイル APB-2-3-3D-ES  2mmx3cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥96,120 サンメディカル

959 1179 イーヴィースリー AXIUM3Dｺｲﾙ QC-5-10-3D  5mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥96,120 サンメディカル

960 1180 イーヴィースリー AXIUM3Dｺｲﾙ QC-7-20-3D  7mm×20cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式 ¥108,000 ¥108,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥96,120 サンメディカル

961 1182 イーヴィースリー SKｽﾈｱ(ﾏｲｸﾛ)175-4  細血管用 SK400  ﾙｰﾌﾟ外径4mm  ｽﾈｱ全長175cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥90,200 ¥90,200 ¥79,650 カワニシ

962 1184 イーヴィースリー ｴｸｾﾚﾚｰﾀｰ10  ﾊｲﾄﾞﾛﾌｨﾘｯｸ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 103-0601-300  外径0.010"  長さ300cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 サンメディカル

963 1185 イーヴィースリー ｼﾙﾊﾞｰｽﾋﾟｰﾄﾞ10-200  ﾊｲﾄﾞﾛﾌｨﾘｯｸ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 103-0601-200  外径0.01"  長さ200cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 サンメディカル

964 1186 イーヴィースリー ｼﾙﾊﾞｰｽﾋﾟｰﾄﾞ14-200  ﾊｲﾄﾞﾛﾌｨﾘｯｸ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 103-0602-200  外径0.014"  長さ200cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 サンメディカル

965 1187 イーヴィースリー スパイダーＦＸ SPD2-060-190  ﾌｨﾙﾀｰ径6mm ﾜｲﾔｰ有効長190cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内血栓異物除去留置ｶﾃ頸動脈ｽﾃ併ﾌｨﾙﾀｰ ¥183,000 ¥183,000 ¥183,000 ¥183,000 ¥164,600 サンメディカル

968 1190 イーヴィースリー ﾊｲﾊﾟｰｸﾞﾗｲﾄﾞ  ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 104-4112  4mm×15mm  SYS 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ微細血管用+ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ特殊型 ¥123,200 ¥123,200 ¥126,000 ¥126,000 ¥113,300 サンメディカル

969 1191 イーヴィースリー ﾊｲﾊﾟｰｸﾞﾗｲﾄﾞ  ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 104-4113  4mm×10mm  SYS 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ微細血管用+ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ特殊型 ¥123,200 ¥123,200 ¥126,000 ¥126,000 ¥113,300 サンメディカル

970 1194 イーヴィースリー ﾊｲﾊﾟｰﾌｫｰﾑ  ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 104-4770  7mm×7mm  SYS 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ微細血管用+ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ特殊型 ¥123,200 ¥123,200 ¥126,000 ¥126,000 ¥113,300 サンメディカル

971 1195 ｲｰｳﾞｨｰｽﾘｰ プロテージＲＸ頚動脈用ステントセット SECX8-60-135  ｽﾃﾝﾄ径8mmx長60mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥194,000 ¥194,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥173,800 サンメディカル

972 15373 ｲｰｳﾞｨｰｽﾘｰ プロテージＲＸ頚動脈用ステントセット SECX9-40-135 ｽﾃﾝﾄ径9mm 長40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥194,000 ¥194,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥173,800 サンメディカル

973 1196 イーヴィースリー ﾌﾟﾛﾃｰｼﾞRX頚動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ SECX9-60-135  ｽﾃﾝﾄ径9mm  ｽﾃﾝﾄ長60mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥173,800 サンメディカル

974 1197 イーヴィースリー ﾏｰｸｽﾏﾝ  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ FA-55150-1030  外径3.2/2.8F  全長157cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  造影能強化型 ¥30,800 ¥30,800 ¥31,400 ¥31,400 ¥27,400 サンメディカル

975 1198 イーヴィースリー ﾏﾗｿﾝ  ﾌﾛｰﾀﾞｲﾚｸﾄ  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 105-5055  外径2.7-1.5F  長さ170cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾌﾛｰﾀﾞｲﾚｸﾄ ¥64,600 ¥64,600 ¥66,400 ¥66,400 ¥57,400 サンメディカル

976 1201 イーグルビジョン ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 3170  1.0mm 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥7,000 アーガス・ビー・エム・シー

977 1202 イーグルビジョン ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 3171  1.1mm 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥7,000 アーガス・ビー・エム・シー

978 1205 イーグルビジョン ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 3175  0.5mm 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥7,000 アーガス・ビー・エム・シー

979 1206 イーグルビジョン ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 3176  0.6mm 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥7,000 アーガス・ビー・エム・シー

980 1207 イーグルビジョン ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 3177  0.7mm 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥7,000 アーガス・ビー・エム・シー

981 1208 イーグルビジョン ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 3178  0.8mm 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥7,000 アーガス・ビー・エム・シー

982 1209 イーグルビジョン ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 3179  0.9mm 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥7,000 アーガス・ビー・エム・シー

983 15184 ｲﾝﾀｰｻｰｼﾞｶﾙ ｲﾝﾀｰｻｰｼﾞｶﾙ  i-gel R900I  8215000  ｻｲｽﾞ1.5 5 個 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥3,025 ¥605 ¥17,500 ¥3,500 ¥13,250 宇和島器械
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984 15185 ｲﾝﾀｰｻｰｼﾞｶﾙ ｲﾝﾀｰｻｰｼﾞｶﾙ  i-gel R900J  8202000  ｻｲｽﾞ2 5 個 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥3,025 ¥605 ¥17,500 ¥3,500 ¥13,250 宇和島器械

985 1083 インターサージカル ｲﾝﾀｰｻｰｼﾞｶﾙ  i-gel R900L  8203000  ｻｲｽﾞ3 5 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥3,025 ¥605 ¥17,500 ¥3,500 ¥13,250 宇和島器械

986 1084 インターサージカル ｲﾝﾀｰｻｰｼﾞｶﾙ  i-gel R900M  8204000  ｻｲｽﾞ4 5 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥3,025 ¥605 ¥17,500 ¥3,500 ¥13,250 宇和島器械

987 1086 インターテックメディカルズ 血管造影ｷｯﾄ  PCｷｯﾄ130  MC3 PC0130  MK40BG0.39E STA+MC3-140S-N STA 5 ST / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用マイクロカテ・OZ+血管造影用カテーテル一般型 ¥164,000 ¥32,800 ¥297,000 ¥59,400 ¥30,330 カワニシ

988 1087 インターテックメディカルズ 血管造影ｷｯﾄ  PCｷｯﾄ146  MC3(改) PC0146  MK40BG0.39E STA+MC3-140S-N STA 1 ST / ST 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ一般用+ﾏｲｸﾛｶﾃ･OZ ¥32,800 ¥32,800 ¥59,400 ¥59,400 ¥30,330 カワニシ

989 2015 インテグラ ﾃﾞｭﾗｼｰﾙﾌﾞﾙｰｽﾌﾟﾚｰ JDSD5001 1 個 / 個 脳外科関連 合成吸収性硬膜補強材 ¥63,900 ¥63,900 ¥85,000 ¥85,000 ¥60,610 カワニシ

990 1647 ウィリアムクック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-125-6-20  ｽﾃﾝﾄ直径6mmｽﾃﾝﾄ長20mm* 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥210,000 ¥210,000 ¥161,000 サンメディカル

991 1648 ウィリアムクック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-80-6-20  ｽﾃﾝﾄ直径6mm ｽﾃﾝﾄ長20mm* 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥210,000 ¥210,000 ¥161,000 サンメディカル

992 1634 ウォルターローレンツ 1.5mmﾙﾌｫｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ 01-6482 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥18,800 ¥18,800 ¥12,000 カワニシ

993 1640 ウォルターローレンツ プレートＬ型 01-7033  ﾐﾃﾞｨ右  100°3×3 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥18,800 ¥18,800 ¥12,000 カワニシ

994 2016 エーザイ ディーシービーズ 100～300μ m粒 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内塞栓材  動脈化学塞栓療法用 ¥101,000 ¥101,000 ¥0 ¥0 ¥91,600 よんやく

995 2017 エーザイ ディーシービーズ 300～500μ m粒 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内塞栓材  動脈化学塞栓療法用 ¥101,000 ¥101,000 ¥0 ¥0 ¥91,600 よんやく

996 2018 エーザイ ディーシービーズ 500～700μ m粒 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内塞栓材  動脈化学塞栓療法用 ¥101,000 ¥101,000 ¥0 ¥0 ¥91,600 よんやく

997 1886 エドワーズライフサイエンス ｳｼ心のう膜ﾊﾟｯﾁ 4700  150c㎡ 1 枚 / 枚 心臓血管外科関連 繊維布･心血管･ﾊﾟｯﾁ一般(1c㎡当) ¥190,500 ¥190,500 ¥264,000 ¥264,000 ¥176,300 カワニシ

998 1888 エドワーズライフサイエンス ｴﾄﾞﾜｰｽﾞMC3人工弁輪 4900T28  三尖弁用  28mm 1 個 / 個 心臓弁 人工弁輪  三尖弁用 ¥260,000 ¥260,000 ¥310,000 ¥310,000 ¥240,700 カワニシ

999 1892 エドワーズライフサイエンス ｴﾄﾞﾜｰｽﾞｵｷｼﾒﾄﾘｰCVｶﾃｰﾃﾙ X3820SJD  ﾄﾘﾌﾟﾙ  8.5F  20cm 1 本 / 本 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･ｵｷｼ ¥34,900 ¥34,900 ¥45,000 ¥45,000 ¥32,260 カワニシ

1000 1893 エドワーズライフサイエンス ｵｷｼﾒﾄﾘｰCCO/CEDV  ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 774F75  110cm 1 本 / 本 ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ用ｶﾃｰﾃﾙ  ｻｰﾓ(CCO･ｵｷｼ) ¥50,900 ¥50,900 ¥70,000 ¥70,000 ¥47,000 カワニシ

1001 1891 エドワーズライフサイエンス ｵｷｼﾒﾄﾘｰｶﾃｰﾃﾙCVｶﾃｰﾃﾙ Ｘ2720SJ  1 本 / 本 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･ｵｷｼ ¥34,900 ¥34,900 ¥45,000 ¥45,000 ¥32,260 カワニシ

1002 1905 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜生体弁 7300TFXJ23  23mm  ﾏｸﾞﾅﾏｲﾄﾗﾙEASE TFX 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,100,000 ¥1,100,000 ¥873,000 カワニシ

1003 1906 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜生体弁 7300TFXJ25  25mm  ﾏｸﾞﾅﾏｲﾄﾗﾙEASE TFX 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,100,000 ¥1,100,000 ¥873,000 カワニシ

1004 1909 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜生体弁ﾏｸﾞﾅEASE 3300TFX-19  19mm  TFX 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,100,000 ¥1,100,000 ¥873,000 カワニシ

1005 1910 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜生体弁ﾏｸﾞﾅEASE 3300TFX-21  21mm  TFX 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,100,000 ¥1,100,000 ¥873,000 カワニシ

1006 1911 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜生体弁ﾏｸﾞﾅEASE 3300TFX-23  23mm  TFX 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,100,000 ¥1,100,000 ¥873,000 カワニシ

1007 1912 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜生体弁ﾏｸﾞﾅEASE 3300TFX-25  25mm  TFX 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,100,000 ¥1,100,000 ¥873,000 カワニシ

1008 1914 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜僧帽弁ﾌﾟﾗｽ  TFX 6900PTFX-25  25mm 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,060,000 ¥1,060,000 ¥873,000 カワニシ

1009 1915 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜僧帽弁ﾌﾟﾗｽ  TFX 6900PTFX-27  27mm 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,060,000 ¥1,060,000 ¥873,000 カワニシ

1010 1916 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜僧帽弁ﾌﾟﾗｽ  TFX 6900PTFX-29  29mm 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,060,000 ¥1,060,000 ¥873,000 カワニシ

1011 1917 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜僧帽弁ﾌﾟﾗｽ  TFX 6900PTFX-31  31mm 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,060,000 ¥1,060,000 ¥873,000 カワニシ

1012 1918 エドワーズライフサイエンス ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜僧帽弁ﾌﾟﾗｽ  TFX 6900PTFX-33  33mm 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥1,060,000 ¥1,060,000 ¥873,000 カワニシ

1013 1924 エドワーズライフサイエンス ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ･ｶﾃｰﾃﾙ T173F6  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 1 本 / 本 ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ用ｶﾃｰﾃﾙ  ｻｰﾓ標準 ¥11,100 ¥11,100 ¥45,800 ¥45,800 ¥10,270 カワニシ

1014 1930 エドワーズライフサイエンス ｽﾜﾝｶﾞﾝﾂ短期ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ用ｶﾃｰﾃﾙ PE074F5 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･一時ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ型 ¥16,800 ¥16,800 ¥36,900 ¥36,900 ¥15,550 カワニシ

1015 1939 エドワーズライフサイエンス ﾌｫｶﾞﾃｨｰｵｸﾙｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ O-080-8/14F 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 標準型 ¥21,800 ¥21,800 ¥29,100 ¥29,100 ¥20,180 カワニシ

1016 1940 エドワーズライフサイエンス ﾌｫｶﾞﾃｨｰｵｸﾙｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ O-080-8/22F 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 標準型 ¥21,800 ¥21,800 ¥29,100 ¥29,100 ¥20,180 カワニシ

1017 1941 エドワーズライフサイエンス ﾌｫｶﾞﾃｨｰｶﾃｰﾃﾙ(動脈塞栓除去用) E-060-2F 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･ﾊﾞﾙｰﾝ極細 ¥15,100 ¥15,100 ¥26,400 ¥26,400 ¥13,980 カワニシ

1018 1945 エドワーズライフサイエンス ﾌﾛｰﾄﾗｯｸｾﾝｻｰ MHD180P 5 個 / 箱 患者監視関連 体外式連続心拍出量測定用ｾﾝｻｰ ¥182,500 ¥36,500 ¥185,000 ¥37,000 ¥163,750 カワニシ

1019 1956 エドワーズライフサイエンス 心筋保護用ﾚﾄﾛﾌﾟﾚｼﾞｱｶﾆｭｰﾚ  ｾﾙﾌｲﾝﾌﾚｰﾄ RC014  ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾀｲﾚｯﾄﾀｲﾌﾟ 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･心筋保護ｶﾆｭｰﾚ ﾚﾄﾛ(生体適合性無) ¥191,000 ¥19,100 ¥263,000 ¥26,300 ¥17,100 カワニシ

1020 1958 エドワーズライフサイエンス 短期ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ用ｶﾃｰﾃﾙ･ｷｯﾄ PEK074F5  先端ｽﾄﾚｰﾄ型 1 ST / ST 電極カテーテル カテーテル電極一時ペーシング+血管造影用シース蛇行血管用 ¥19,840 ¥19,840 ¥43,620 ¥43,620 ¥18,370 カワニシ

1021 1962 エドワーズライフサイエンス 二段静脈脱血用ｶﾆｭｰﾚ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ TR3240L 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環ｶﾆｭｰﾚ･送脱血 2段強化(生体適合性無) ¥82,800 ¥8,280 ¥115,000 ¥11,500 ¥7,620 カワニシ

1022 1963 エドワーズライフサイエンス 二段静脈脱血用ｶﾆｭｰﾚ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ TR3446L 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環ｶﾆｭｰﾚ･送脱血 2段強化(生体適合性無) ¥82,800 ¥8,280 ¥115,000 ¥11,500 ¥7,620 カワニシ

1023 1882 エムイーシステム Ｓピン SP13-2-33/12 4 本 / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥110,400 ¥27,600 ¥143,600 ¥35,900 ¥26,770 カワニシ

1024 15170 ｵｰｿﾌｨｯｸｽ ﾍﾟﾆｯﾋｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 99-35100  D3.3-3.0mm/L70-20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥41,000 ¥41,000 ¥27,640 カワニシ

1025 15171 ｵｰｿﾌｨｯｸｽ ﾍﾟﾆｯﾋｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 99-35101  D3.3-3.0mm/L80-35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥41,000 ¥41,000 ¥27,640 カワニシ

1026 2453 オートスーチャー ｴﾝﾄﾞGIAﾄﾗｲｽﾃｰﾌﾟﾙ45  TRS  AMT EGIATRS45AMT 6 個 / 箱 消化器関連 繊維布･自動縫合器(2枚1組) ¥103,800 ¥17,300 ¥331,200 ¥55,200 ¥44,300 カワニシ

1027 2454 オートスーチャー ｴﾝﾄﾞGIAﾄﾗｲｽﾃｰﾌﾟﾙ45  TRS  AXT EGIATRS45AXT 6 個 / 箱 消化器関連 繊維布･自動縫合器(2枚1組) ¥103,800 ¥17,300 ¥340,800 ¥56,800 ¥45,520 カワニシ

1028 2455 オートスーチャー ｴﾝﾄﾞGIAﾄﾗｲｽﾃｰﾌﾟﾙ60  TRS  AMT EGIATRS60AMT 6 個 / 箱 消化器関連 繊維布･自動縫合器(2枚1組) ¥103,800 ¥17,300 ¥349,200 ¥58,200 ¥46,580 カワニシ

1029 2456 オートスーチャー ｴﾝﾄﾞGIAﾄﾗｲｽﾃｰﾌﾟﾙ60  TRS  AXT EGIATRS60AXT 6 個 / 箱 消化器関連 繊維布･自動縫合器(2枚1組) ¥103,800 ¥17,300 ¥358,800 ¥59,800 ¥47,800 カワニシ

1030 1734 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 210-053-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長5mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1031 1735 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 210-103-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1032 1736 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 215-103-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器
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1033 1737 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 215-153-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1034 1738 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 220-103-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1035 1739 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 220-153-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1036 1740 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 222-103-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1037 1741 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 225-103-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1038 1742 オーバスネイチメディカル Sapphire 2 PRO  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 225-153-5UJ  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1039 1743 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-1010J  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1040 1744 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-1210J  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1041 1745 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-1215J  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1042 1746 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-1510J  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1043 1747 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-1515J  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1044 1748 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-1710J  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1045 1749 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-2010J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1046 1750 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-2015J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1047 1751 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-2210J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1048 1752 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-2215J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1049 1753 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-2510J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1050 1754 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-2515J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1051 1755 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-2710J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1052 1756 オーバスネイチメディカル Sapphire Ⅱ  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 234-R-3010J  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1053 1773 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 620-103-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1054 1774 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 620-153-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1055 1775 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 625-103-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1056 1776 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 625-153-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1057 1777 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 630-103-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1058 1778 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 630-153-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1059 1779 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 635-103-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1060 1780 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 635-153-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1061 1781 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 640-103-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1062 1782 オーバスネイチメディカル ScoreFlex  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 640-153-1J  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥39,400 戸田医療器

1063 2524 オーベクス ｽﾜﾝｴｸｾﾙﾜｲﾔｰ SWJA352003TH  ｽﾜﾝJ型  200cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,280 シーメック

1064 2526 オーベクス ｽﾜﾝｴｸｾﾙﾜｲﾔｰ SWMA351803TH  ﾏｲﾙﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ型  180cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,280 シーメック

1065 2527 オーベクス ｽﾜﾝｴｸｾﾙﾜｲﾔｰ SWMA352003TH  ﾏｲﾙﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ型  200cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,280 シーメック

1066 2405 オスコー PY2  ｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞ PY244ERU  心房･心室用  双極IS-1  44cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

1067 2406 オスコー PY2  ｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞ PY252ERU  心房･心室用  双極IS-1  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

1068 2407 オスコー PY2  ｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞ PY258ERU  心房･心室用  双極IS-1  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

1069 2408 オスコー スクリューバイン SCREWVINE44SEP 心房･心室用 双極IS-1 44cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

1070 2409 オスコー スクリューバイン SCREWVINE52SEP 心房･心室用 双極IS-1 52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

1071 2410 ｵｽｺｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ペティート　心房用 Petite44ERJB 双極IS-1  44cm 1 本 / 本 電極カテーテル 経静脈ﾘｰﾄﾞ 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

1072 2178 オリンパス ｳﾙﾄﾗｷｬｯﾁNT4wireﾊﾞｽｹｯﾄ NT4W18115  1.8Fr  115cm 1 本 / 本 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥31,600 ¥31,600 ¥27,100 共和医理器

1073 2208 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔG  VisiGlide2 G-260-2545A  4500mm ｱﾝｸﾞﾙ 0.63mm(0.025") 1 本 / 本 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥23,000 ¥23,000 ¥19,300 共和医理器

1074 2209 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔG  VisiGlide2 G-260-2545S  4500mm ｽﾄﾚｰﾄ 0.63mm(0.025") 1 本 / 本 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥23,000 ¥23,000 ¥19,300 共和医理器

1075 2211 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔG  VisiGlide2 G-260-3545S  4500mm ｽﾄﾚｰﾄ 0.63mm(0.035") 1 本 / 本 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥23,000 ¥23,000 ¥19,300 共和医理器

1076 2218 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾊﾞｽｹｯﾄ把持鉗子(経皮胆道用) FG-51D  1.2mm 1150mm ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾞｽｹｯﾄ型(4本) 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･採石ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥40,000 ¥40,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥31,150 共和医理器

1077 2219 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾊﾞｽｹｯﾄ把持鉗子(経皮胆道用) FG-52D  1.2mm 1150mm ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾞｽｹｯﾄ型(3本) 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･採石ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥40,000 ¥40,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥31,150 共和医理器

1078 2220 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾊﾞｽｹｯﾄ把持鉗子(経皮胆道用) FG-54D  1.2mm  1150mm  三本爪型 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･採石ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥40,000 ¥40,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥31,150 共和医理器

1079 2221 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾊﾞｽｹｯﾄ把持鉗子(経皮胆道用) FG-55D  1.2mm  1150mm  ﾊﾞｽｹｯﾄ型 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･採石ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥40,000 ¥40,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥31,150 共和医理器

1080 2222 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚﾛｰﾃﾞｯﾄﾞ胆管ｽﾃﾝﾄ(十二指腸) PBD-V631P-0705J  側方屈曲ﾀｲﾌﾟ  7Fr  50mm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥40,000 ¥40,000 ¥34,400 共和医理器

1081 2223 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚﾛｰﾃﾞｯﾄﾞ胆管ｽﾃﾝﾄ(十二指腸) PBD-V631P-0707J  側方屈曲ﾀｲﾌﾟ  7Fr  70mm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥40,000 ¥40,000 ¥34,400 共和医理器
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1082 2224 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚﾛｰﾃﾞｯﾄﾞ胆管ｽﾃﾝﾄ(十二指腸) PBD-V631P-0709J  側方屈曲ﾀｲﾌﾟ  7Fr  90mm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥40,000 ¥40,000 ¥34,400 共和医理器

1083 2245 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ採石ﾊﾞｽｹｯﾄ  V-system FG-V425PR  2.8mm  1900mm  ﾌﾗﾜｰ  回転式 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･採石ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥40,000 ¥40,000 ¥45,000 ¥45,000 ¥37,700 共和医理器

1084 2246 ｵﾘﾝﾊﾟｽ ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ採石ﾊﾞｽｹｯﾄ  V-system 1900mm FG-V435P 3.7mm ﾌﾗﾜｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ式 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･採石ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥40,000 ¥40,000 ¥45,000 ¥45,000 ¥37,700 共和医理器

1085 2248 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ砕石具  V-System BML-V232QR-30  3.2mm  1950mm  ｼｰｽｽﾗｲﾄﾞ式 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥46,000 ¥46,000 ¥38,000 共和医理器

1086 2249 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ砕石具  V-System BML-V237QR-30  3.7mm  1950mm  ｼｰｽｽﾗｲﾄﾞ式 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥46,000 ¥46,000 ¥38,000 共和医理器

1087 2250 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ砕石具  V-System BML-V437QR-30  3.7mm  1950mm  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ式 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥46,000 ¥46,000 ¥38,000 共和医理器

1088 2271 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ胆管ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｽﾃﾝﾄ  V-System PBD-V621R-1007 側方屈曲･ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 10Fr 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥40,000 共和医理器

1089 2272 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ胆管ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｽﾃﾝﾄ  V-System PBD-V621R-1009 側方屈曲･ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 10Fr 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥40,000 共和医理器

1090 2275 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注射針 NM-610L-0425  針径25G  針長4mm 5 本 / 箱 消化器内視鏡関連 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針 ¥19,800 ¥3,960 ¥27,500 ¥5,500 ¥15,500 共和医理器

1091 2276 オリンパス ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注射針 NM-610U-0325  針径25G  針長3mm 5 本 / 箱 消化器内視鏡関連 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針 ¥19,800 ¥3,960 ¥27,500 ¥5,500 ¥15,500 共和医理器

1092 15298 ｵﾘﾝﾊﾟｽ ﾃﾞｨｽﾎﾟﾌﾟﾚﾛｰﾃﾞｯﾄﾞ胆管ｽﾃﾝﾄ  側方屈曲 PBD-V631P-0807J  8.5Fr 70mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時 ¥44,800 ¥44,800 ¥40,000 ¥40,000 ¥34,400 共和医理器

1093 15301 ｵﾘﾝﾊﾟｽ ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝﾊﾞﾙｰﾝ  V-system ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ N3524110 B-V232P-B  2.8mm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾞﾙｰﾝ ¥37,500 ¥37,500 ¥37,000 ¥37,000 ¥28,500 共和医理器

1094 15305 ｵﾘﾝﾊﾟｽ ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝﾊﾞﾙｰﾝ  V-system ﾛﾝｸﾞ B-V233V-A  2.8mm  2400mm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾞﾙｰﾝ ¥37,500 ¥37,500 ¥37,000 ¥37,000 ¥33,000 共和医理器

1095 2531 オリンパス･テルモ･バイオマテリアル ﾃﾙﾀﾞｰﾐｽ真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ TD-A100S  10cm×10cm  ｼﾘｺｰﾝ膜付ﾀｲﾌﾟ 1 枚 / 枚 創傷被覆材 真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ（1c㎡当） ¥45,100 ¥45,100 ¥45,200 ¥45,200 ¥40,350 カワニシ

1096 2532 オリンパス･テルモ･バイオマテリアル ﾃﾙﾀﾞｰﾐｽ真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ TD-M025S  5cm×5cm  ﾒｯｼｭ補強ﾀｲﾌﾟ 1 枚 / 枚 創傷被覆材 真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ（1c㎡当） ¥11,275 ¥11,275 ¥11,300 ¥11,300 ¥10,080 カワニシ

1097 2537 オリンパス･テルモ･バイオマテリアル 骨補填材ｵｽﾌｪﾘｵﾝG2-5 β -TCP顆粒(φ 1.0～3.0mm5g入) 1 箱 / 箱 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 顆粒・ﾌｨﾗｰ AB-05(1g当) ¥66,500 ¥66,500 ¥66,500 ¥66,500 ¥61,100 カワニシ

1098 2798 カールツァイス 涙道･涙管ﾁｭｰﾌﾞ  N-ST 000000-2033-788  成人向け  105mm 1 本 / 本 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ  涙道ﾁｭｰﾌﾞ  条件付 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥16,500 アーガス・ビー・エム・シー

1099 2799 カールツァイス 涙道･涙管ﾁｭｰﾌﾞ  N-ST 000000-2033-789  小児向け  90mm 1 本 / 本 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ  涙道ﾁｭｰﾌﾞ  条件付 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥16,500 アーガス・ビー・エム・シー

1100 2611 カネカ 35ＹＯＲＯＩ  ＨＣ YR45-6020HC  φ 6.0×20mm  有効長450mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥34,800 サンメディカル

1101 2613 カネカ Crusade  K  ｶﾈｶ貫通ｶﾃｰﾃﾙ CK1414140S  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  2.9/3.2Fr  140cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,000 カワニシ

1102 2614 カネカ ＥＤコイル 350-1030R  Standard 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1103 2615 カネカ ＥＤコイル 350-1230R  Standard 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1104 2616 カネカ ＥＤコイル 353-01H2R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1105 2617 カネカ ＥＤコイル 353-0202R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1106 2618 カネカ ＥＤコイル 353-0203R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1107 2619 カネカ ＥＤコイル 353-0204R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1108 2620 カネカ ＥＤコイル 353-02H3R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1109 2621 カネカ ＥＤコイル 353-02H4R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1110 2622 カネカ ＥＤコイル 353-02H6R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1111 2623 カネカ ＥＤコイル 353-0306R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1112 2624 カネカ EDｺｲﾙ∞-10 353-1615R  Extra Soft 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1113 2632 カネカ IKAZUCHI  Rev  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ R7R-15-250  2.50mm×15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1114 2633 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-10-150  1.50mm×10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1115 2634 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-10-200  2.00mm×10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1116 2635 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-10-250  2.50mm×10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1117 2636 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-10-300  3.00mm×10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1118 2637 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-15-200  2.00mm×15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1119 2638 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-15-225  2.25mm×15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1120 2639 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-15-250  2.50mm×15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1121 2640 カネカ IKAZUCHI  Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-6-100P  1.00mm×6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1122 2643 カネカ LACRIFAST  LF2-R090(ｼｮｰﾄtype) 303-3064  φ 1.0mm  90mm  EY-N2 2 本 / 箱 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ  涙道ﾁｭｰﾌﾞ  条件付 ¥37,000 ¥18,500 ¥37,800 ¥18,900 ¥32,500 アーガス・ビー・エム・シー

1123 2645 カネカ LACRIFAST(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞtype) LF-R105  φ 1.0mm  105mm                * 2 本 / 箱 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ  涙道ﾁｭｰﾌﾞ  条件付 ¥37,000 ¥18,500 ¥37,800 ¥18,900 ¥32,500 アーガス・ビー・エム・シー

1127 2683 カネカ Ｒａｉｄｅｎ R5R-8-300  φ 3.00×8mm  有効長140cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1128 2684 カネカ Ｒａｉｄｅｎ R5R-8-350  φ 3.50×8mm  有効長140cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1129 2685 カネカ Ｒａｉｄｅｎ3 RD3-10-200  φ 2.00×10mm  有効長146cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1130 2686 カネカ Ｒａｉｄｅｎ3 RD3-10-250  φ 2.50×10mm  有効長146cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1131 2688 カネカ Ｒａｉｄｅｎ3 RD3-10-325  φ 3.25×10mm  有効長146cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1132 2689 カネカ Ｒａｉｄｅｎ3 RD3-10-350  φ 3.50×10mm  有効長146cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1133 2690 カネカ Ｒａｉｄｅｎ3 RD3-10-400  φ 4.00×10mm  有効長146cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ
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1134 2691 カネカ Ｒａｉｄｅｎ3 RD3-8-150  φ 1.50×8mm  有効長146cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1135 2692 カネカ Ryusei  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ R8-20-250  2.50mm×20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ﾊﾟｰﾌｭｰｼﾞｮﾝ型 ¥147,000 ¥147,000 ¥151,000 ¥151,000 ¥132,300 カワニシ

1136 2693 カネカ Ryusei  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ R8-20-350  3.50mm×20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ﾊﾟｰﾌｭｰｼﾞｮﾝ型 ¥147,000 ¥147,000 ¥151,000 ¥151,000 ¥132,300 カワニシ

1137 2694 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-15015  φ 1.5×15mm  有効長155cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1138 2696 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-25040  φ 2.5×40mm  有効長155cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1139 2697 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-30015  φ 3.0×15mm  有効長155cm     * 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥72,500 ¥72,500 ¥47,700 サンメディカル

1140 2698 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-30040  φ 3.0×40mm  有効長155cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1141 2699 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-40020  φ 4.0×20mm  有効長155cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1142 2700 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-40040  φ 4.0×40mm  有効長155cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1143 2701 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-60020  φ 6.0×20mm  有効長155cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1144 2702 カネカ ＳＨＩＤＥＮ SD-60040  φ 6.0×40mm  有効長155cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1145 2706 カネカ SHIRANUI EX  ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙ SE45-4020  φ 4.0×20mm  有効長45cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥43,600 サンメディカル

1146 2707 カネカ SHIRANUI EX  ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙ SE45-4040  φ 4.0×40mm  有効長45cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥43,600 サンメディカル

1147 2708 カネカ SHIRANUI EX  ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙ SE45-5020  φ 5.0×20mm  有効長45cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥43,600 サンメディカル

1148 2709 カネカ SHIRANUI EX  ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙ SE45-5040  φ 5.0×40mm  有効長45cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥43,600 サンメディカル

1149 2710 カネカ SHIRANUI EX  ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙ SE45-6020  φ 6.0×20mm  有効長45cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥43,600 サンメディカル

1150 2711 カネカ SHIRANUI EX  ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙ SE45-6040  φ 6.0×40mm  有効長45cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥43,600 サンメディカル

1151 2712 カネカ SHIRANUI EX  ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙ SE75-6040  φ 6.0×40mm  有効長75cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥43,600 サンメディカル

1152 2716 カネカ ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ  KUSABI KS-107  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm  ｶﾃｰﾃﾙ有効長1070mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 冠動脈ｶﾃｰﾃﾙ交換用ｶﾃｰﾃﾙ ¥18,900 ¥18,900 ¥19,400 ¥19,400 ¥17,010 カワニシ

1153 2717 カネカ ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ  KUSABI KS-117  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm  ｶﾃｰﾃﾙ有効長1170mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 冠動脈ｶﾃｰﾃﾙ交換用ｶﾃｰﾃﾙ ¥18,900 ¥18,900 ¥19,400 ¥19,400 ¥17,010 カワニシ

1154 2720 カネカ クルセード KMF0114A  標準  ｼｬﾌﾄ有効長1400mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,000 カワニシ

1155 2721 カネカ クルセード KMF0114H  ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ  ｼｬﾌﾄ有効長1400mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,000 カワニシ

1156 2725 カネカ ｼﾗｽｺﾝｽﾊﾟｲﾅﾙﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｷｯﾄ 791N 2 ST / 箱 脳外科関連 脳･脊髄腔用ｶﾆｭｰﾚ  脳･脊髄ｶﾆｭｰﾚ･Ⅲ 条件付 ¥24,800 ¥12,400 ¥24,800 ¥12,400 ¥22,800 エヒメ医療器

1157 2726 カネカ ｼﾗｽｺﾝ硬膜下ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ 785-4N 5 ST / 箱 脳外科関連 脳･脊髄腔用ｶﾆｭｰﾚ  脳･脊髄ｶﾆｭｰﾚ･Ⅱ 条件付 ¥30,900 ¥6,180 ¥31,200 ¥6,240 ¥27,500 エヒメ医療器

1158 2727 カネカ ｼﾗｽｺﾝ硬膜外ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｾｯﾄ 780-4N 5 ST / 箱 脳外科関連 脳･脊髄腔用ｶﾆｭｰﾚ  脳･脊髄ｶﾆｭｰﾚ･Ⅰ 条件付 ¥14,050 ¥2,810 ¥14,050 ¥2,810 ¥12,200 エヒメ医療器

1159 2728 カネカ ｼﾗｽｺﾝ脳室ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ 763-3N  E-3L-6  1.4mm  2.5mm  100cm  6穴 5 本 / 箱 脳外科関連 脳･脊髄腔用ｶﾆｭｰﾚ  脳･脊髄ｶﾆｭｰﾚ･Ⅱ 条件付 ¥30,900 ¥6,180 ¥31,200 ¥6,240 ¥26,500 エヒメ医療器

1160 2777 カネカ 血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾛﾝﾊﾞｽﾀｰⅡ T2R7SA4W  7Fｶﾞｲﾄﾞ用  ﾓﾉﾚｰﾙ  10mm 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1161 2778 カネカ 血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾛﾝﾊﾞｽﾀｰⅡ  Sﾀｲﾌﾟ T2O6NCNN  径6.0Fr  有効長750mm  0.035" 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1162 2780 カネカ 血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾛﾝﾊﾞｽﾀｰⅢGR TGR6MA4  高吸引量ﾀｲﾌﾟ  ｺｱﾜｲﾔｰ付き 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1163 2781 カネカ 血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾛﾝﾊﾞｽﾀｰⅢSL TSR6MA4N  高通過性ﾀｲﾌﾟ  ｺｱﾜｲﾔｰなし 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1164 2782 カネカ 血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾛﾝﾊﾞｽﾀｰⅢSL TSR7MA4N  高通過性ﾀｲﾌﾟ  ｺｱﾜｲﾔｰなし 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1165 2783 カネカ 血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾛﾝﾊﾞｽﾀｰⅢSL-a TSR6MA4NA  高通過性ﾀｲﾌﾟ  ｺｱﾜｲﾔｰなし 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1167 2612 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ ３５ＹＯＲＯＩ　ＨＣ　有効長450mm YR45-6040HC  φ 6.0x40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥34,800 サンメディカル

1168 15451 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ ＩＫＡＺＵＣＨＩ　Zero  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ZE-10-225  2.25mmx10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1169 2641 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ LACRIFAST  CL  LF2-CL090(ｼｮｰﾄtype) 303-3171  φ 1.0mm  90mm  EY-N2 2 ｾｯﾄ / 箱 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ ¥37,000 ¥18,500 ¥37,800 ¥18,900 ¥32,500 アーガス・ビー・エム・シー

1170 2642 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ LACRIFAST  CL  LF2-CL105(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞtype) 303-3170  φ 1.0mm  105mm EY-N2 2 ｾｯﾄ / 箱 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ ¥37,000 ¥18,500 ¥37,800 ¥18,900 ¥32,500 アーガス・ビー・エム・シー

1171 15455 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ Ｒａｉｄｅｎ３  有効長146cm RD3-8-175  φ 1.75x8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1172 15452 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ Ｒａｉｄｅｎ３　有効長146cm RD3-10-225  φ 2.25x10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1173 15453 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ Ｒａｉｄｅｎ３　有効長146cm RD3-10-275  φ 2.75x10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1174 2687 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ Ｒａｉｄｅｎ３　有効長146cm RD3-10-300  φ 3.00x10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1175 15454 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ Ｒａｉｄｅｎ３　有効長146cm RD3-10-375  φ 3.75x10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1176 15167 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ ＲＸジェニティ  有効長155cm RXGT-35040  φ 3.5x40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥45,400 サンメディカル

1177 15168 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ ＲＸジェニティ  有効長155cm RXGT-40020  φ 4.0x20mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥45,400 サンメディカル

1178 2695 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ ＳＨＩＤＥＮ  有効長155cm SD-20040  φ 2.0x40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥47,700 サンメディカル

1179 2776 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ 吸着型血漿浄化器　　リポソーバー LA-15 1 組 / 組 血液浄化器 ﾃﾞｨｽﾎﾟ選択的血漿成分吸着器劇症肝炎用以外 ¥82,100 ¥82,100 ¥88,900 ¥88,900 ¥77,900 カワニシ

1180 15456 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾛﾝﾊﾞｽﾀｰⅢSL-a  ｺｱﾜｲﾔｰ無 TSR7MA4NA  高通過性ﾀｲﾌﾟ 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1181 2785 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ 膜型血漿分離器　　サルフラックス FP-08  0.8㎡  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 回路なし 1 本 / 本 血液浄化器 血漿交換用血漿分離器 ¥29,000 ¥29,000 ¥25,100 ¥25,100 ¥22,500 カワニシ

1182 3345 ｸｯｸ AMPLATZ型  ｴｸｽﾄﾗｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSCF-35-145-3-AES-SGH 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 一般用 ¥0 ¥0 ¥2,210 ¥2,210 ¥1,980 サンメディカル

1183 3346 クック AMPLATZ型  ｴｸｽﾄﾗｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSCF-35-145-3-AES-SGH-BH 1 本 / 本 ガイドワイヤー ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥2,020 ¥2,020 ¥2,210 ¥2,210 ¥1,980 サンメディカル
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1184 3347 クック AMPLATZ型  ｴｸｽﾄﾗｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSCF-35-260-3-AES-SGH-BH 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥2,640 ¥2,640 ¥3,020 ¥3,020 ¥2,370 サンメディカル

1185 3348 クック AMPLATZ型  ｴｸｽﾄﾗｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSCF-35-80-3-AES-SGH-BH 1 本 / 本 ガイドワイヤー ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥2,020 ¥2,020 ¥2,210 ¥2,210 ¥1,980 サンメディカル

1186 3349 クック AMPLATZ型  ｴｸｽﾄﾗｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSF-35-125-AES-SGH                    * 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 一般用 ¥0 ¥0 ¥2,410 ¥2,410 ¥1,980 サンメディカル

1187 3350 クック AMPLATZ型  ｴｸｽﾄﾗｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSF-35-145-AES-SGH 1 本 / 本 ガイドワイヤー ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥2,020 ¥2,020 ¥2,210 ¥2,210 ¥1,980 サンメディカル

1188 3351 クック AMPLATZ型  ｴｸｽﾄﾗｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSF-35-260-AES-SGH-BH 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥2,640 ¥2,640 ¥3,020 ¥3,020 ¥2,370 サンメディカル

1189 3352 クック BALKIN UP＆OVER  ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,400 サンメディカル

1190 3353 クック BALKIN UP＆OVER  ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,400 サンメディカル

1191 3354 クック Codaﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ CODA-10.0-35-100-32 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･血流遮断型 ¥61,800 ¥61,800 ¥64,000 ¥64,000 ¥56,200 サンメディカル

1192 3355 クック Codaﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ CODA-2-10.0-35-120-32 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･血流遮断型 ¥61,800 ¥61,800 ¥64,000 ¥64,000 ¥56,200 サンメディカル

1193 3358 クック COONSﾀﾞｲﾚｰﾀｰ JCD10.0-38-20-COONS 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,000 サンメディカル

1194 3359 クック COONSﾀﾞｲﾚｰﾀｰ JCD6.0-35-20-COONS 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

1195 3360 クック COONSﾀﾞｲﾚｰﾀｰ JCD7.0-38-20-COONS 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

1196 3361 クック COONSﾀﾞｲﾚｰﾀｰ JCD8.0-38-20-COONS 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

1197 3362 クック COONSﾀﾞｲﾚｰﾀｰ JCD9.0-38-20-COONS 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

1198 3373 クック CXIｻﾎﾟｰﾄｶﾃｰﾃﾙ CXI-2.6-18-150-P-NS-ANG 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥45,300 ¥45,300 ¥47,000 ¥47,000 ¥40,700 サンメディカル

1199 3372 クック CXIｻﾎﾟｰﾄｶﾃｰﾃﾙ CXI-2.6-18-150-P-NS-O 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥45,300 ¥45,300 ¥47,000 ¥47,000 ¥40,700 サンメディカル

1200 3375 クック CXIｻﾎﾟｰﾄｶﾃｰﾃﾙ CXI-2.6-18-90-P-NS-ANG 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥45,300 ¥45,300 ¥47,000 ¥47,000 ¥40,700 サンメディカル

1201 3374 クック CXIｻﾎﾟｰﾄｶﾃｰﾃﾙ CXI-2.6-18-90-P-NS-O 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥45,300 ¥45,300 ¥47,000 ¥47,000 ¥40,700 サンメディカル

1202 3378 クック CXIｻﾎﾟｰﾄｶﾃｰﾃﾙ CXI-4.0-35-90-P-NS-DAV 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥45,300 ¥45,300 ¥47,000 ¥47,000 ¥40,700 サンメディカル

1203 3377 クック CXIｻﾎﾟｰﾄｶﾃｰﾃﾙ CXI-4.0-35-90-P-NS-O 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥45,300 ¥45,300 ¥47,000 ¥47,000 ¥40,700 サンメディカル

1204 3384 クック Nｹﾞｰｼﾞﾅｲﾁﾉｰﾙ結石ｴｸｽﾄﾗｸﾀｰ NGE-017115  1.7Fr  115cm  8mm 1 本 / 本 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥55,000 ¥55,000 ¥29,700 サンメディカル

1205 3385 クック Nｻｰｸﾙﾁｯﾌﾟﾚｽ結石ｴｷｽﾄﾗｸﾀｰ NTSE-015115  1.5Fr  115cm 1 本 / 本 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥49,000 ¥49,000 ¥29,700 サンメディカル

1206 3386 クック Nｻｰｸﾙﾁｯﾌﾟﾚｽ結石ｴｷｽﾄﾗｸﾀｰ NTSE-030115-UDH  3.0Fr  115cm 1 本 / 本 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥49,000 ¥49,000 ¥29,700 サンメディカル

1207 3387 クック Nｻｰｸﾙﾁｯﾌﾟﾚｽ結石ｴｷｽﾄﾗｸﾀｰ NTSE-045065-UDH  4.5Fr  65cm  2cmﾊﾞｽｹｯﾄ 1 本 / 本 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥47,000 ¥47,000 ¥29,700 サンメディカル

1208 3393 クック Zilver635  経内視鏡的胆管用ﾒﾀﾘｯｸｽﾃﾝﾄ ZILBS-635-10-6 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1209 3394 クック Zilver635  経内視鏡的胆管用ﾒﾀﾘｯｸｽﾃﾝﾄ ZILBS-635-10-8 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1210 3395 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-125-7-40  ｽﾃﾝﾄ直径7mm ｽﾃﾝﾄ長40mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1211 3396 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-125-7-60  ｽﾃﾝﾄ直径7mm ｽﾃﾝﾄ長60mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1212 3397 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-125-8-60  ｽﾃﾝﾄ直径8mm ｽﾃﾝﾄ長60mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1213 3398 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-125-8-80  ｽﾃﾝﾄ直径8mm ｽﾃﾝﾄ長80mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1214 3399 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-125-9-40  ｽﾃﾝﾄ直径9mm ｽﾃﾝﾄ長40mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1215 3400 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-80-10-60 ｽﾃﾝﾄ直径10mmｽﾃﾝﾄ長60mm* 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1216 3401 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-80-7-80  ｽﾃﾝﾄ直径7mm ｽﾃﾝﾄ長80mm* 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1217 3402 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV5-18-80-8-80  ｽﾃﾝﾄ直径8mm ｽﾃﾝﾄ長80mm* 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1218 3403 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV6-35-125-6-80  ｽﾃﾝﾄ直径6mm ｽﾃﾝﾄ長80mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1219 3404 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV6-35-80-10-60 ｽﾃﾝﾄ直径10mm ｽﾃﾝﾄ長60mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1220 3405 クック Zilverﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ ZIV6-35-80-8-40  ｽﾃﾝﾄ直径8mm  ｽﾃﾝﾄ長40mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

1221 3406 クック ZIMMON型胆管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ZEBD-7-4  7Fr  4cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･一般･一時･ｽﾃﾝﾄ+ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ  条件付 ¥17,450 ¥17,450 ¥18,020 ¥18,020 ¥15,700 サンメディカル

1222 3407 クック ZIMMON型胆管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ZEBD-7-7  7Fr  7cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･一般･一時･ｽﾃﾝﾄ+ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ  条件付 ¥17,450 ¥17,450 ¥18,020 ¥18,020 ¥15,700 サンメディカル

1223 3412 クック ｱﾝｾﾙ  ﾌﾚｸｻｰﾄｰｲﾎﾞｰｽﾄｻｲﾄﾞｱｰﾑｼｰｽｾｯﾄ KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,300 サンメディカル

1224 3413 クック ｱﾝｾﾙ  ﾌﾚｸｻｰﾄｰｲﾎﾞｰｽﾄｻｲﾄﾞｱｰﾑｼｰｽｾｯﾄ KSAW-6.0-18/38-90-RB-ANL1-HC 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,300 サンメディカル

1225 3414 クック ｱﾝﾌﾟﾗｯﾂ  ｳﾙﾄﾗ  ｽﾃｨｯﾌ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ THSF-35-260-AUS2 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥2,640 ¥2,640 ¥6,360 ¥6,360 ¥2,370 サンメディカル

1226 3415 クック ｳﾙﾄﾗｻﾝ  AMPLATZ多目的ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｶﾃｰﾃﾙ ULT14.0-38-50-P-6S-AUDC-PIG 1 本 / 本 消化器関連 ドレナージカテーテル ¥5,600 ¥5,600 ¥11,000 ¥11,000 ¥8,800 サンメディカル

1227 3416 クック ｳﾙﾄﾗｻﾝ  ﾏﾚｺｯﾄﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｶﾃｰﾃﾙ ULT10.2-38-25-P-NS-ASM 1 本 / 本 消化器関連 ドレナージカテーテル ¥5,600 ¥5,600 ¥11,000 ¥11,000 ¥8,800 サンメディカル

1228 3417 クック ｳﾙﾄﾗｯｸｽﾈﾌﾛｽﾄﾐｰﾊﾞﾙｰﾝ UNBS-10-15-CS  30Fr 15cm ｸﾘｱｼｰｽ･ｲﾝﾌﾚｰﾀ付 1 本 / 本 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･腎瘻 ¥41,500 ¥41,500 ¥53,500 ¥53,500 ¥37,300 サンメディカル

1229 3418 クック ｳﾙﾄﾗｯｸｽﾈﾌﾛｽﾄﾐｰﾊﾞﾙｰﾝ UNBS-8-15-CS  24Fr  15cm ｸﾘｱｼｰｽ･ｲﾝﾌﾚｰﾀ付 1 本 / 本 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･腎瘻 ¥41,500 ¥41,500 ¥53,500 ¥53,500 ¥37,300 サンメディカル

1230 3424 クック ｷﾞｭﾝﾀｰﾁｭｰﾘｯﾌﾟ下大静脈ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ IGTCFS-65-JP-FEM-TULIP  大腿静脈ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 下大静脈留置ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ ¥163,000 ¥163,000 ¥172,000 ¥172,000 ¥146,600 サンメディカル

1231 3425 クック ｷﾞｭﾝﾀｰﾁｭｰﾘｯﾌﾟ下大静脈ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ IGTCFS-65-JP-JUG-TULIP  頸静脈ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 下大静脈留置ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ ¥163,000 ¥163,000 ¥172,000 ¥172,000 ¥146,600 サンメディカル

1232 3426 クック ｷﾞｭﾝﾀｰﾁｭｰﾘｯﾌﾟ下大静脈ﾌｨﾙﾀｰﾘﾄﾘｰﾊﾞﾙｾｯﾄ GTRS-200-RB 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 大血管 ¥42,900 ¥42,900 ¥44,000 ¥44,000 ¥38,600 サンメディカル
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1233 3427 クック コイルプッシャー CP-18-180 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ  ﾌﾟｯｼｬｰ ¥16,600 ¥16,600 ¥17,300 ¥17,300 ¥14,900 サンメディカル

1234 3428 クック ｼｰｷﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HNB5.0-38-40-P-NS-KMP  5Fr  40cm 1 本 / 本 消化器関連 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥2,150 サンメディカル

1235 3429 クック ｼｬﾄﾙﾌﾚｸｻｰﾄｰｲﾎﾞｰｽﾄｻｲﾄﾞｱｰﾑｼｰｽｾｯﾄ KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

1236 3430 クック ｼｬﾄﾙﾌﾚｸｻｰﾄｰｲﾎﾞｰｽﾄｻｲﾄﾞｱｰﾑｼｰｽｾｯﾄ KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

1237 3431 クック ｼｬﾄﾙﾌﾚｸｻｰﾄｰｲﾎﾞｰｽﾄｻｲﾄﾞｱｰﾑｼｰｽｾｯﾄ KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

1238 3432 クック ダイレーター JCD10.0-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,000 サンメディカル

1239 3433 クック ダイレーター JCD11.0-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,000 サンメディカル

1240 3434 クック ダイレーター JCD12.0-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,000 サンメディカル

1241 3435 クック ダイレーター JCD14.0-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,000 サンメディカル

1242 3436 クック ダイレーター JCD16.0-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,000 サンメディカル

1243 3437 クック ダイレーター JCD18.0-45-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,000 サンメディカル

1244 3438 クック ダイレーター JCD5.0-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

1245 3439 クック ダイレーター JCD6.0-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

1246 3440 クック ダイレーター JCD7.5-38-20 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

1247 3452 クック ﾄﾙﾈｰﾄﾞ血管塞栓ﾏｲｸﾛｺｲﾙ MWCE-18S-3/2-TORNADO-081800 4 個 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥44,800 ¥11,200 ¥47,200 ¥11,800 ¥10,300 サンメディカル

1248 3453 クック ﾄﾙﾈｰﾄﾞ血管塞栓ﾏｲｸﾛｺｲﾙ MWCE-18S-4/2-TORNADO-081800 4 個 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥44,800 ¥11,200 ¥47,200 ¥11,800 ¥10,300 サンメディカル

1249 3454 クック ﾄﾙﾈｰﾄﾞ血管塞栓ﾏｲｸﾛｺｲﾙ MWCE-18S-5/2-TORNADO-081800 4 個 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥44,800 ¥11,200 ¥47,200 ¥11,800 ¥10,300 サンメディカル

1250 3455 クック ﾄﾙﾈｰﾄﾞ血管塞栓用ﾏｲｸﾛｺｲﾙ MWCE-18S-6/2-TORNADO-081800 4 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥44,800 ¥11,200 ¥47,200 ¥11,800 ¥10,300 サンメディカル

1251 3456 クック ﾄﾙﾈｰﾄﾞ血管塞栓用ﾏｲｸﾛｺｲﾙ MWCE-18S-7/3-TORNADO-081800 4 個 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥44,800 ¥11,200 ¥47,200 ¥11,800 ¥10,300 サンメディカル

1252 3457 クック ﾄﾙﾈｰﾄﾞ血管塞栓用ﾏｲｸﾛｺｲﾙ MWCE-18S-8/4-TORNADO-081800 4 個 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥44,800 ¥11,200 ¥47,200 ¥11,800 ¥10,300 サンメディカル

1253 3458 クック ﾄﾞﾚﾄﾗｰ尿管鏡用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ(Sof-Flex) 025505-GRAD  4.7Fr  125cm  ﾏｰｷﾝｸﾞ 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  尿管ｽﾃﾝﾄ外瘻Ⅰ  条件付 ¥7,760 ¥7,760 ¥18,000 ¥18,000 ¥6,980 サンメディカル

1254 3459 クック ﾄﾞﾚﾄﾗｰ尿管鏡用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ(Sof-Flex) 025506-S4  6.0Fr  125cm  ﾏｰｷﾝｸﾞ 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  尿管ｽﾃﾝﾄ外瘻Ⅰ  条件付 ¥7,760 ¥7,760 ¥18,000 ¥18,000 ¥6,980 サンメディカル

1255 3460 クック ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｶﾃｰﾃﾙ P7.2-38-35-P-5S-O-HIRATA-011480 1 本 / 本 消化器関連 ＰＴＣＤカテ･ストレート  条件付 ¥4,520 ¥4,520 ¥6,000 ¥6,000 ¥4,000 サンメディカル

1256 3462 クック ﾋﾟｰﾙｱｳｪｰｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ C-PLI-14.0-38-X-1 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥10,000 ¥10,000 ¥7,800 サンメディカル

1257 3463 クック ﾋﾟｰﾙｱｳｪｰｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ C-PLI-18.0-38-X-1  18Fr  15cm 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥10,000 ¥10,000 ¥7,800 サンメディカル

1258 3464 クック ﾋﾟｰﾙｱｳｪｰｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ C-PLI-20.0-38-X-1                      * 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥10,000 ¥10,000 ¥7,800 サンメディカル

1259 3467 クック ﾌﾚｸｻｰBALKIN UP＆OVER  ｼｰｽｾｯﾄ KSAW-6.0-38-45-RB-BLKN-SI 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,400 サンメディカル

1260 3469 クック ﾌﾚｸｻｰ尿管ｱｸｾｽｼｰｽｾｯﾄ 076000-F120028  12.0Fr  28cm 1 ST / ST 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥55,000 ¥55,000 ¥35,000 サンメディカル

1261 3470 クック ﾌﾚｸｻｰ尿管ｱｸｾｽｼｰｽｾｯﾄ 076000-F120035  12.0Fr  35cm 1 ST / ST 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥55,000 ¥55,000 ¥35,000 サンメディカル

1262 3471 クック ﾌﾚｸｻｰ尿管ｱｸｾｽｼｰｽｾｯﾄ 076000-F120045  12.0Fr  45cm 1 ST / ST 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥55,000 ¥55,000 ¥35,000 サンメディカル

1263 3472 クック ﾌﾚｸｻｰ尿管ｱｸｾｽｼｰｽｾｯﾄ 076000-F140028  14.0Fr  28cm 1 ST / ST 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥55,000 ¥55,000 ¥35,000 サンメディカル

1264 3473 クック ﾌﾚｸｻｰ尿管ｱｸｾｽｼｰｽｾｯﾄ 076000-F140035  14.0Fr  35cm 1 ST / ST 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥55,000 ¥55,000 ¥35,000 サンメディカル

1265 15383 ｸｯｸ ﾏｲｸﾛﾌｪﾚｯﾄ用ﾏｲｸﾛｺｲﾙHILALｶｰﾙ型 MWCE-18S-1.0-3-HILAL 2個入 1 袋 / 袋 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥11,200 ¥11,200 ¥11,800 ¥11,800 ¥10,300 サンメディカル

1266 3474 クック ﾏｯｸﾛｯｸ  ｳﾙﾄﾗｻﾝ  ﾄﾞｳｿﾝﾐｭﾗｰ腎ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｶﾃｰﾃﾙ ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-WF-HC 1 本 / 本 消化器関連 PTCD関連 ドレナージカテーテル+穿刺針 ¥7,480 ¥7,480 ¥14,000 ¥14,000 ¥10,900 サンメディカル

1267 3475 クック ﾏｯｸﾛｯｸ  ｳﾙﾄﾗｻﾝ  ﾄﾞｳｿﾝﾐｭﾗｰ腎ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｶﾃｰﾃﾙ ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-WF-HC 1 本 / 本 消化器関連 PTCD関連 ドレナージカテーテル+穿刺針 ¥7,480 ¥7,480 ¥14,000 ¥14,000 ¥10,900 サンメディカル

1268 3476 クック ﾒﾄﾛﾀﾞｲﾚｸﾄｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ METII-35-480-A-J  0.035"  480cm 1 本 / 本 消化器内視鏡関連 ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥17,000 サンメディカル

1269 3477 クック ﾒﾓﾘｰ8線ﾊﾞｽｹｯﾄ MB5-2X4-8  5Fr  200cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･採石ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥40,000 ¥40,000 ¥39,400 ¥39,400 ¥35,300 サンメディカル

1270 3478 クック ﾒﾙｶｰ緊急用輪状甲状膜切開用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ C-TCCS-400 1 ST / ST 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  輪状甲状膜用 ¥3,750 ¥3,750 ¥13,000 ¥13,000 ¥9,500 サンメディカル

1271 3482 クック ﾛｰﾄﾞﾗﾝﾅｰPCｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ RLPC-35-180 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

1272 3483 クック ﾛｰﾄﾞﾗﾝﾅｰPCｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ RLPC-35-260 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

1273 3485 クック 筋膜ﾀﾞｲﾚｰﾀｰｾｯﾄ 072000  13本(6.0Fr～24.0Fr)  20cm 1 ST / ST 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･腎瘻 ¥41,500 ¥41,500 ¥45,800 ¥45,800 ¥37,300 サンメディカル

1274 3488 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-10.0-40  6Fr  径10.0mm  長さ40mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1275 3489 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-10.0-50  6Fr  径10.0mm  長さ50mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1276 3490 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-10.0-60  6Fr  径10.0mm  長さ60mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1277 3491 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-10.0-80  6Fr  径10.0mm  長さ80mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1278 3492 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-8.0-40  6Fr  径8.0mm  長さ40mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1279 3493 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-8.0-50  6Fr  径8.0mm  長さ50mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1280 3494 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-8.0-60  6Fr  径8.0mm  長さ60mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル

1281 3495 クック 経皮的胆管用ｼﾞﾙﾊﾞｰｽﾃﾝﾄ ZIB6-40-8.0-80  6Fr  径8.0mm  長さ80mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥194,300 サンメディカル
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1282 3500 クックメディカル Ｂａｋｒｉバルーン J-SOS-100500 1 本 / 本 産婦人科・新生児関連 子宮用止血バルーンカテーテル ¥18,400 ¥18,400 ¥29,000 ¥29,000 ¥25,200 サンメディカル

1283 3196 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH25008P  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1284 3197 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH25015P  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1285 3198 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH27508P  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1286 3199 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH27515P  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1287 3200 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH30008P  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1288 3201 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH30015P  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1289 3202 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH32508P  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1290 3203 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH35008P  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1291 3205 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH35015P  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1292 3206 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH40008P  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1293 3207 グッドマン Poweredﾗｸﾛｽ2  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH45008P  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1294 15457 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ Ｐｏｗｅｒｅｄラクロス２　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH32515P ﾊﾞﾙｰﾝ径3.25mmx長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1295 15458 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ Ｐｏｗｅｒｅｄラクロス２　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ LAH40015P ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mmx長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1296 3208 グッドマン TGV3 Next  PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ TGV3N-HFF  ﾊｲﾌﾚｯｸｽ  ﾌﾛｯﾋﾟｰ 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥89,000 ¥17,800 ¥97,000 ¥19,400 ¥16,000 カワニシ

1297 3210 グッドマン TGV3ﾏｰｶｰ Next  PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ TGV3N-MKW  ﾊｲﾌﾚｯｸｽ  ﾌﾛｯﾋﾟｰ 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥445,000 ¥89,000 ¥97,000 ¥19,400 ¥16,000 カワニシ

1298 3214 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL35SH  6Fr  形状:JL 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1299 3215 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL35ST  6Fr  形状:JL 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1300 3216 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL35STSH  6Fr  形状:JL 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1301 3217 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL40STSH  6Fr  形状:JL 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1302 15472 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JR35  6Fr JR3.5 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1303 15473 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JR35SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1304 15149 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JR40  6Fr  形状:JR 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1305 3219 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-RU  6Fr  形状:RU 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1306 3220 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SAL1  6Fr  形状:SAL 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1307 15150 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SS325SH  6Fr  形状:SS 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1308 15151 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SS375SH  6Fr  形状:SS 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1309 3223 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-AL15SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1310 3224 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-AL1SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1311 3225 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-AL1STSH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1312 3226 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-JL35SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1313 3227 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-JL35STSH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1314 3228 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-JL40SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1315 3229 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-JL40STSH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1316 3230 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-JR40SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1317 3231 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-RU 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1318 3232 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-SAL1SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1319 3233 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-SS35SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1320 3234 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF6-SS375SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1321 3235 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-AL1SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1322 3236 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-AL1STSH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1323 3237 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-JL35SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1324 3238 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-JL40SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1325 3239 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-JL40STSH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1326 3240 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-JR40SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1327 3241 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-SAL1SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1328 3242 グッドマン ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ2  ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH PF7-SS35SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1329 15459 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-AL075  6Fr  形状:AL0.75 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1330 15460 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-AL075SH  6Fr 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ
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1331 15461 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-AL1 6Fr AL1 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1332 15462 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-AL15 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1333 15464 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-AL1SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1334 15466 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL35 6Fr JL3.5 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1335 15467 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL40 6Fr 6Fr JL4.0 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1336 15469 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL40SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1337 15471 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JL40ST 6Fr JL4.0 ST 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1338 3218 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-JR40SH  6Fr  形状:JR 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1339 15474 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SAL15 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1340 15477 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SAL15SH 6Fr 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1341 3221 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SAL1SH  6Fr  形状:SAL 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1342 15479 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SS325 6Fr SS3.25 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1343 3222 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SS35  6Fr  形状:SS 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1344 15481 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SS35SH 6Fr 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1345 15482 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ ガイディングカテーテル２　ﾛｰﾄﾞﾏｽﾀｰTH P6P-SS375 6Fr SS3.75 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

1346 3255 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸ  HTｶﾃｰﾃﾙ HT5-JR40A 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1347 3261 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸ  Rebirth  Pro2 TM6-111F  6Fr 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1348 3262 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ グッドテック　Ｒｅｂｉｒｔｈ　Ｐｒｏ２ TM7-125F  7Fr 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1349 3267 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB4-APL15 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1350 3268 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB4-APL1SH 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1351 3269 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB4-APL2SH 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1352 3270 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB4-JR35SH 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1353 3271 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB4-STL180 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1354 3272 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB4-W180 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1355 3273 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB4-ZSK9L 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1356 3274 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB5-APL1 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1357 3275 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB5-CS 5 本 / 箱 動静脈留置ｶﾃｰﾃﾙ関連 冠状静脈洞内血液採取用ｶﾃｰﾃﾙ ¥18,300 ¥3,660 ¥20,900 ¥4,180 ¥3,290 カワニシ

1358 3276 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB5-CSF3 5 本 / 箱 動静脈留置ｶﾃｰﾃﾙ関連 冠状静脈洞内血液採取用ｶﾃｰﾃﾙ ¥18,300 ¥3,660 ¥20,900 ¥4,180 ¥3,290 カワニシ

1359 3277 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB5-JL50A 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1360 3278 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB5-JR40A 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1361 3279 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCBｼﾘｰｽﾞ GCB5-SK12 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1362 3280 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCSｼﾘｰｽﾞ GCS4-YUMIKO 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1363 3281 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸｶﾃｰﾃﾙ  GCSｼﾘｰｽﾞ GCS5-YUMIKO 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1364 15384 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ グッドテックカテーテル　ＧＣＢシリーズ GCB4-YUMIKO 1 本 / 本 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

1365 3282 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾏｽﾀｰ  Mogul AMOG130S  有効長130cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥30,550 カワニシ

1366 3283 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾏｽﾀｰ  Mogul AMOG150S  有効長150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥30,550 カワニシ

1367 3284 グッドマン ｸﾞｯﾄﾞﾏｽﾀｰ  Mogul MOG130S  有効長130cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,820 カワニシ

1368 3306 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX10005  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長5mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1369 3307 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX13010  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.30mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1370 3308 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX15012  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1371 3309 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX20010  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1372 3310 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX20012  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1373 3311 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX20015  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1374 3312 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX22512  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1375 3313 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX22515  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1376 3314 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX25010  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1377 3315 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX25012  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1378 3316 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX25015  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1379 3317 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX27512  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ
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1380 3318 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX27515  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1381 3319 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX30012  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1382 3320 グッドマン ﾗｸﾛｽ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  LAXA LAX30015  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

1383 3330 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA20009  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1384 3331 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA20013  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1385 3332 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA22509  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1386 3333 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA22513  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1387 3334 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA25009  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1388 3335 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA25013  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1389 3336 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA27509  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1390 3337 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA27513  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1391 3338 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA30013  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1392 3339 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA32513  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1393 3340 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA35013  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1394 3341 グッドマン ﾗｸﾛｽNSE  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  ALPHA NSA40013  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型 ¥110,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥119,000 ¥97,900 カワニシ

1395 3343 グッドマン 血栓吸引ｶﾃｰﾃﾙ  Dio DA5-ST124Y  1.51mm  OKAY  SS付 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

1396 3552 ｸﾘｴｰﾄ ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ 2ｳｪｲ 透明ﾀｲﾌﾟ　小児用 001-025-0060 6Fr  1ml  ｵﾚﾝｼﾞ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ 特定(Ⅱ) ¥20,500 ¥2,050 ¥23,000 ¥2,300 ¥12,300 サンメディカル

1397 3593 ｸﾘｴｰﾄ ディスポーザブル穿刺針　超音波穿刺針 003-010-0180  18G  ﾋﾟﾝｸ 5 本 / 箱 針類 腎瘻・膀胱瘻用材料(穿刺針)　 ¥9,400 ¥1,880 ¥20,000 ¥4,000 ¥16,000 サンメディカル

1398 3525 クリエートメディック PEG-Jｶﾃｰﾃﾙ  親水性ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 800-001-0966  20Fr  L-600  先端造影ﾀｲﾌﾟ 1 ST / ST 消化器内視鏡関連 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ  胃瘻ｶﾃⅢ  条件付 ¥15,500 ¥15,500 ¥30,000 ¥30,000 ¥16,300 サンメディカル

1399 3526 クリエートメディック ＰＴＣＤキット 003-420-2070  ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ  ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ型 1 ST / ST 消化器関連 PTCD関連 ドレナージカテーテル+ダイレーター(シース無)+ガイドワイヤー+穿刺針 ¥11,600 ¥11,600 ¥20,000 ¥20,000 ¥13,500 サンメディカル

1400 3527 クリエートメディック ＰＴＣＤキット 003-425-2070  ﾂｰｽﾃｯﾌﾟ  ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ型 1 ST / ST 消化器関連 PTCD関連 ドレナージカテーテル+ダイレーター(シース有・無)+ガイドワイヤー×2+穿刺針 ¥16,240 ¥16,240 ¥33,000 ¥33,000 ¥21,000 サンメディカル

1401 3531 クリエートメディック PTCDｷｯﾄ  US対応  ONE  STEP  穿刺ｶﾃｰﾃﾙ 003-421-2080  ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ  8Fr 2 本 / 箱 消化器関連 PTCD関連 ドレナージカテーテル+穿刺針 ¥14,960 ¥7,480 ¥26,000 ¥13,000 ¥17,200 サンメディカル

1402 3533 クリエートメディック PTCDｷｯﾄ  内瘻用ｶﾃｰﾃﾙ 003-040-0100  10Fr 5 本 / 箱 消化器関連 ドレナージカテーテル ¥28,000 ¥5,600 ¥45,000 ¥9,000 ¥28,000 サンメディカル

1403 3534 クリエートメディック PTCDｷｯﾄ  内瘻用ｶﾃｰﾃﾙ 003-040-0120  12Fr 5 本 / 箱 消化器関連 ドレナージカテーテル ¥28,000 ¥5,600 ¥45,000 ¥9,000 ¥28,000 サンメディカル

1404 3539 クリエートメディック RC-T字ﾄﾞﾚｰﾝ  標準ﾀｲﾌﾟ 003-062-0180  18Fr 3 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 胆膵用 胆管ﾁｭｰﾌﾞ 条件付 ¥5,880 ¥1,960 ¥15,000 ¥5,000 ¥5,400 サンメディカル

1405 3551 クリエートメディック ｲﾚｳｽﾁｭｰﾌﾞ  経肛門挿入ｾｯﾄ 002-380-0220  22Fr  L-1200mm 1 ST / ST 消化器関連 ｲﾚｳｽ用ﾛﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ  ｲﾚｳｽ経肛門  条件付 ¥41,500 ¥41,500 ¥72,000 ¥72,000 ¥38,100 サンメディカル

1406 3553 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-026-0080  小児用  8Fr  3ml  ﾚｯﾄﾞ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  特定(Ⅱ)  条件付 ¥20,500 ¥2,050 ¥23,000 ¥2,300 ¥12,300 サンメディカル

1407 3554 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-026-0100  小児用  10Fr  3ml  ｲｴﾛｰ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  特定(Ⅱ)  条件付 ¥20,500 ¥2,050 ¥23,000 ¥2,300 ¥12,300 サンメディカル

1408 3555 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-027-0120  成人用  12Fr  5ml  ﾎﾜｲﾄ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  2管一般(Ⅱ)標準  条件付 ¥5,640 ¥564 ¥11,300 ¥1,130 ¥2,800 サンメディカル

1409 3556 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-027-0140  成人用  14Fr  5ml  ｸﾞﾘｰﾝ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  2管一般(Ⅱ)標準  条件付 ¥5,640 ¥564 ¥11,300 ¥1,130 ¥2,800 サンメディカル

1410 3557 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-027-0160  成人用  16Fr  5ml  ｵﾚﾝｼﾞ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  2管一般(Ⅱ)標準  条件付 ¥5,640 ¥564 ¥11,300 ¥1,130 ¥2,800 サンメディカル

1411 3558 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-027-0180  成人用  18Fr  5ml  ﾚｯﾄﾞ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  2管一般(Ⅱ)標準  条件付 ¥5,640 ¥564 ¥11,300 ¥1,130 ¥2,800 サンメディカル

1412 3559 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-027-0200  成人用  20Fr  10ml  ｲｴﾛｰ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  2管一般(Ⅱ)標準  条件付 ¥5,640 ¥564 ¥11,300 ¥1,130 ¥2,800 サンメディカル

1413 3560 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-027-0220  成人用  22Fr  10ml ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  2管一般(Ⅱ)標準  条件付 ¥5,640 ¥564 ¥11,300 ¥1,130 ¥2,800 サンメディカル

1414 3562 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  2ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-027-0260  成人用  26Fr  10ml  ｵﾚﾝｼﾞ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  2管一般(Ⅱ)標準  条件付 ¥5,640 ¥564 ¥11,300 ¥1,130 ¥2,800 サンメディカル

1415 3566 クリエートメディック ｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  3ｳｪｲ  透明ﾀｲﾌﾟ 001-002-0220  22Fr  30ml  ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ  特定(Ⅱ)  条件付 ¥20,500 ¥2,050 ¥33,700 ¥3,370 ¥19,400 サンメディカル

1416 3569 クリエートメディック ｸﾘﾆｰ  ﾄﾗｷｵｽﾄﾐｰﾁｭｰﾌﾞ 800-001-0986  26Fr  内径6.0mm  長さ63mm 5 本 / 箱 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･一重管 ¥21,750 ¥4,350 ¥23,550 ¥4,710 ¥14,750 サンメディカル

1417 3570 クリエートメディック ｸﾘﾆｰ  ﾄﾗｷｵｽﾄﾐｰﾁｭｰﾌﾞ 800-001-0987  30Fr  内径7.0mm  長さ71mm 5 本 / 箱 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･一重管 ¥21,750 ¥4,350 ¥23,550 ¥4,710 ¥14,750 サンメディカル

1418 3571 クリエートメディック ｸﾘﾆｰ  ﾄﾗｷｵｽﾄﾐｰﾁｭｰﾌﾞ 800-001-0988  33Fr  内径8.0mm  長さ75mm 5 本 / 箱 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･一重管 ¥21,750 ¥4,350 ¥23,550 ¥4,710 ¥14,750 サンメディカル

1419 3572 クリエートメディック ｸﾘﾆｰ  ﾄﾗｷｵｽﾄﾐｰﾁｭｰﾌﾞ 800-001-1578  32Fr  内径7.5mm  長さ73mm 5 本 / 箱 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･一重管 ¥21,750 ¥4,350 ¥23,550 ¥4,710 ¥14,750 サンメディカル

1420 3576 クリエートメディック ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾚｰﾝ  歯車型 003-121-0050  M型  No.5                * 50 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ ﾌｨﾙﾑ･ﾁｭｰﾌﾞ　ﾌｨﾙﾑ型 条件付 ¥13,050 ¥261 ¥25,000 ¥500 ¥160 サンメディカル

1421 3577 クリエートメディック ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾚｰﾝ  歯車型 003-121-0100  M型  No.10               * 50 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ ﾌｨﾙﾑ･ﾁｭｰﾌﾞ　ﾌｨﾙﾑ型 条件付 ¥13,050 ¥261 ¥25,000 ¥500 ¥160 サンメディカル

1422 3578 クリエートメディック ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾚｰﾝ  歯車型 003-121-0120  M型  No.12               * 50 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ ﾌｨﾙﾑ･ﾁｭｰﾌﾞ　ﾌｨﾙﾑ型 条件付 ¥13,050 ¥261 ¥25,000 ¥500 ¥160 サンメディカル

1423 3592 クリエートメディック ダジュールワイヤー 800-001-1106  0.41mm(0.016") 165cm ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥18,900 ¥18,900 ¥12,750 サンメディカル

1424 3598 クリエートメディック バイオマリナーⅡ 800-001-0442 0.81mm 150cm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｱﾝｸﾞﾙ 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥10,100 ¥2,020 ¥28,500 ¥5,700 ¥4,560 サンメディカル

1425 3601 クリエートメディック バイオマリナーⅡ 800-001-0450 0.89mm 150cm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｽﾄﾚｰﾄ 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥10,100 ¥2,020 ¥28,000 ¥5,600 ¥4,560 サンメディカル

1426 3608 クリエートメディック レイリッシュ 800-001-1025  0.64mm(0.025")  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 消化器内視鏡関連 ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥23,000 ¥23,000 ¥17,000 サンメディカル

1427 3609 クリエートメディック レイリッシュ 800-001-1026  0.64mm(0.025")  ｱﾝｸﾞﾙ 1 本 / 本 消化器内視鏡関連 ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥23,000 ¥23,000 ¥17,000 サンメディカル

1428 3612 クリエートメディック 外科用ﾄﾞﾚｰﾝ  ﾃﾞｭｱﾙﾄﾞﾚｰﾝ 003-365-0008  接続ﾀｲﾌﾟ  24Fr(No.8) 8.2mm 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ ﾌｨﾙﾑ･ﾁｭｰﾌﾞ ﾁｭｰﾌﾞ型 条件付 ¥8,960 ¥896 ¥12,000 ¥1,200 ¥8,150 サンメディカル
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1429 3620 クリエートメディック 三管分離逆止弁付直腸ｶﾃｰﾃﾙ(Yﾁｭｰﾌﾞ) 800-000-4262  標準ﾀｲﾌﾟ 10 本 / 箱 造影用器材関連 3管分離逆止弁付ﾊﾞﾙｰﾝ直腸ｶﾃｰﾃﾙ ¥11,000 ¥1,100 ¥18,000 ¥1,800 ¥10,800 サンメディカル

1430 3633 クリエートメディック 親水性ｲﾚｳｽﾁｭｰﾌﾞ  ﾀｲﾌﾟCP-ES 800-001-0009  16Fr  3000mm 1 ST / ST 消化器関連 ｲﾚｳｽ用ﾛﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ  ｲﾚｳｽｽﾌﾟﾘﾝﾄ  条件付 ¥35,600 ¥35,600 ¥85,000 ¥85,000 ¥32,300 サンメディカル

1431 3637 クリエートメディック 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  Fﾀｲﾌﾟ 001-066-0120  12Fr  1.5ml  ﾎﾜｲﾄ 10 本 / 箱 泌尿器関連 腎瘻･膀胱瘻ｶﾃ腎孟ﾊﾞﾙｰﾝ  条件付 ¥22,500 ¥2,250 ¥38,000 ¥3,800 ¥20,000 サンメディカル

1432 3638 クリエートメディック 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  Fﾀｲﾌﾟ 001-066-0140  14Fr  2ml  ｸﾞﾘｰﾝ 10 本 / 箱 泌尿器関連 腎瘻･膀胱瘻ｶﾃ腎孟ﾊﾞﾙｰﾝ  条件付 ¥22,500 ¥2,250 ¥38,000 ¥3,800 ¥20,000 サンメディカル

1433 3639 クリエートメディック 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  Fﾀｲﾌﾟ 001-066-0160  16Fr  3ml  ｵﾚﾝｼﾞ 10 本 / 箱 泌尿器関連 腎瘻･膀胱瘻ｶﾃ腎孟ﾊﾞﾙｰﾝ  条件付 ¥22,500 ¥2,250 ¥38,000 ¥3,800 ¥20,000 サンメディカル

1434 3640 クリエートメディック 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  Fﾀｲﾌﾟ 001-066-0180  18Fr  5ml  ﾚｯﾄﾞ 10 本 / 箱 泌尿器関連 腎瘻･膀胱瘻ｶﾃ腎孟ﾊﾞﾙｰﾝ  条件付 ¥22,500 ¥2,250 ¥38,000 ¥3,800 ¥20,000 サンメディカル

1435 3642 クリエートメディック 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  Fﾀｲﾌﾟ 001-066-0220  22Fr  5ml  ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ 10 本 / 箱 泌尿器関連 腎瘻･膀胱瘻ｶﾃ腎孟ﾊﾞﾙｰﾝ  条件付 ¥22,500 ¥2,250 ¥38,000 ¥3,800 ¥20,000 サンメディカル

1436 3645 クリエートメディック 胆道ﾊﾞﾙｰﾝﾁｭｰﾌﾞ  ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ  Ⅰ型(胆道用) 003-025-0070  2.3mm(7Fr)  ﾌﾞﾗｳﾝ 5 本 / 箱 消化器関連 ドレナージカテーテル ¥28,000 ¥5,600 ¥50,000 ¥10,000 ¥35,000 サンメディカル

1437 3646 クリエートメディック 胆道ﾊﾞﾙｰﾝﾁｭｰﾌﾞ  ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ  Ⅰ型(胆道用) 003-025-0080  2.7mm(8Fr)  ﾚｯﾄﾞ 5 本 / 箱 消化器関連 ドレナージカテーテル ¥28,000 ¥5,600 ¥50,000 ¥10,000 ¥35,000 サンメディカル

1438 3647 クリエートメディック 胆道ﾊﾞﾙｰﾝﾁｭｰﾌﾞ  ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ  Ⅱ型(胆嚢用) 003-026-0070  2.3mm(7Fr)  ﾌﾞﾗｳﾝ 5 本 / 箱 消化器関連 ドレナージカテーテル ¥28,000 ¥5,600 ¥50,000 ¥10,000 ¥35,000 サンメディカル

1439 3510 グンゼ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｨｯｸｽ  ﾌﾗｯﾄBOX型ﾌﾟﾚｰﾄ FP-B4-18  4穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-c ¥53,600 ¥53,600 ¥54,100 ¥54,100 ¥48,200 サンメディカル

1440 3511 グンゼ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｨｯｸｽ  ﾌﾗｯﾄｽｸﾘｭｰ MS-F2204  径2.2mm-4mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥33,900 ¥33,900 ¥29,400 サンメディカル

1441 3512 グンゼ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｨｯｸｽ  ﾌﾗｯﾄｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ FP-2L-17  2穴  ﾛﾝｸﾞ 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥38,600 ¥38,600 ¥34,100 サンメディカル

1442 3515 グンゼ ﾈｵﾍﾞｰﾙ  ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ NV-L-015G  100×100×0.15mm  1枚入 5 箱 / ｹｰｽ 消化器関連 繊維布･臓器欠損(1c㎡当) ¥82,000 ¥16,400 ¥96,500 ¥19,300 ¥15,000 サンメディカル

1443 3516 グンゼ ﾈｵﾍﾞｰﾙ  ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ NV-M-015G  100×50×0.15mm  1枚入 5 箱 / ｹｰｽ 消化器関連 繊維布･臓器欠損(1c㎡当) ¥41,000 ¥8,200 ¥48,250 ¥9,650 ¥7,500 サンメディカル

1444 3517 グンゼ ﾈｵﾍﾞｰﾙ  ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ NV-M-03G  100×50×0.3mm  1枚入 1 箱 / 箱 消化器関連 繊維布･臓器欠損(1c㎡当) ¥8,200 ¥8,200 ¥9,650 ¥9,650 ¥7,500 サンメディカル

1445 3518 グンゼ ﾈｵﾍﾞｰﾙ  ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ NV-M-04G  100×50×0.4mm  1枚入 5 箱 / ｹｰｽ 消化器関連 繊維布･臓器欠損(1c㎡当) ¥41,000 ¥8,200 ¥48,250 ¥9,650 ¥7,500 サンメディカル

1447 3704 ケーシーアイ V.A.C.ｸﾞﾗﾆｭｰﾌｫｰﾑ  ｼﾝﾌﾟﾚｲｽEX  ｽﾓｰﾙｷｯﾄ M8275046/1  11.3×7.7cm  2個入         * 5 箱 / ｹｰｽ 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥19,142 ¥3,828 ¥27,500 ¥5,500 ¥4,900 カワニシ

1448 3710 ケーシーアイ V.A.C.ｸﾞﾗﾆｭｰﾌｫｰﾑ  ｽﾓｰﾙｷｯﾄ M8275051/1  10×7.5cm                  * 5 箱 / ｹｰｽ 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥8,250 ¥1,650 ¥27,500 ¥5,500 ¥4,900 カワニシ

1449 3711 ケーシーアイ V.A.C.ｸﾞﾗﾆｭｰﾌｫｰﾑ  ｽﾓｰﾙｷｯﾄ M8275051/1N.S  10×7.5cm 1 ST / ST 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥1,650 ¥1,650 ¥5,500 ¥5,500 ¥4,900 カワニシ

1450 3719 ｹｰｼｰｱｲ Ｖ．Ａ．Ｃ．グラニューフォーム　ﾗｰｼﾞｷｯﾄ M8275053/1N.S  26x15cm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥8,580 ¥8,580 ¥12,400 ¥12,400 ¥11,400 カワニシ

1451 3715 ｹｰｼｰｱｲ Ｖ．Ａ．Ｃグラニューフォーム　ﾐﾃﾞｨｱﾑｷｯﾄ M8275052/1N.S  18x12.5cm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥4,950 ¥4,950 ¥8,200 ¥8,200 ¥7,500 カワニシ

1452 3723 ｹｰｼｰｱｲ アダプティックドレッシング 2019JP  12.7cmx22.9cm 12 枚 / 箱 創傷被覆材 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ  ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ(平坦) ¥1,668 ¥139 ¥2,400 ¥200 ¥1,600 サンメディカル

1453 3677 ゲティンゲグループ･ジャパン ﾌｭｰｼﾞｮﾝ  ｴｸｽﾀｰﾅﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾃｯﾄﾞ 503041  径10mm  有効長40cm  ﾘﾝｸﾞ長37cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･特殊型･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥121,600 ¥121,600 ¥121,600 ¥121,600 ¥107,600 サンメディカル

1454 3678 ゲティンゲグループ･ジャパン ﾌｭｰｼﾞｮﾝ  ｴｸｽﾀｰﾅﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾃｯﾄﾞ 503047  径7mm  有効長40cm  ﾘﾝｸﾞ長37cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･特殊型･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥121,600 ¥121,600 ¥121,600 ¥121,600 ¥107,600 サンメディカル

1455 3679 ゲティンゲグループ･ジャパン ﾌｭｰｼﾞｮﾝ  ｴｸｽﾀｰﾅﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾃｯﾄﾞ 503048  径8mm  有効長40cm  ﾘﾝｸﾞ長37cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･特殊型･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥121,600 ¥121,600 ¥121,600 ¥121,600 ¥107,600 サンメディカル

1456 3680 ゲティンゲグループ･ジャパン ﾌｭｰｼﾞｮﾝ  ｴｸｽﾀｰﾅﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾃｯﾄﾞ 503066  径6mm  有効長60cm  ﾘﾝｸﾞ長57cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･特殊型･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥182,400 ¥182,400 ¥182,400 ¥182,400 ¥161,400 サンメディカル

1460 3686 ゲティンゲグループ･ジャパン ﾍﾏｼｰﾙﾄﾞ  ﾌﾟﾗﾁﾅ･ﾌﾟﾗｽ･ｳｰﾌﾞﾝ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞﾛｱ 166168J  Y字管  16×8mm  40cm 1 個 / 個 人工血管 人工血管･腹大動脈分岐用･標準型 ¥140,000 ¥140,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥125,900 サンメディカル

1461 3687 ゲティンゲグループ･ジャパン ﾍﾏｼｰﾙﾄﾞ  ﾌﾟﾗﾁﾅ･ﾌﾟﾗｽ･ｳｰﾌﾞﾝ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞﾛｱ 166189J  Y字管  18×9mm  40cm 1 個 / 個 人工血管 人工血管･腹大動脈分岐用･標準型 ¥140,000 ¥140,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥125,900 サンメディカル

1462 3692 ゲティンゲグループ･ジャパン 血液濃縮器  BC PLUS NEW BC140 PLUS KIT  1.35㎡ 1 箱 / 箱 その他体外循環 人工心肺回路  心肺回路･濃縮f ¥25,900 ¥25,900 ¥29,400 ¥29,400 ¥23,900 カワニシ

1463 3693 ゲティンゲグループ･ジャパン 血液濃縮器  BC PLUS NEW BC60 PLUS KIT  0.65㎡ 1 箱 / 箱 その他体外循環 人工心肺回路  心肺回路･濃縮f ¥25,900 ¥25,900 ¥29,400 ¥29,400 ¥23,900 カワニシ

1464 3695 ゲティンゲグループ･ジャパン 補強ﾜｲﾔｰ入り大動脈ﾊﾟｰﾌｭｰｼﾞｮﾝｶﾆｭｰﾗ ASR16V  16Fr  ﾘﾝｸﾞ付  ｽﾄﾚｰﾄﾁｯﾌﾟ 5 本 / 箱 その他体外循環 小児用･送脱血  ｼﾝｸﾞﾙ強化(生体適合性無) ¥34,300 ¥6,860 ¥36,250 ¥7,250 ¥6,300 カワニシ

1465 3696 ゲティンゲグループ･ジャパン 補強ﾜｲﾔｰ入り大動脈ﾊﾟｰﾌｭｰｼﾞｮﾝｶﾆｭｰﾗ ASR18V  18Fr  ﾘﾝｸﾞ付  ｽﾄﾚｰﾄﾁｯﾌﾟ 5 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･送脱血 ｼﾝｸﾞﾙ強化(生体適合性無) ¥33,900 ¥6,780 ¥36,250 ¥7,250 ¥6,300 カワニシ

1466 3697 ゲティンゲグループ･ジャパン 補強ﾜｲﾔｰ入り大動脈ﾊﾟｰﾌｭｰｼﾞｮﾝｶﾆｭｰﾗ ASR21V  21Fr  ﾘﾝｸﾞ付  ｽﾄﾚｰﾄﾁｯﾌﾟ 5 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･送脱血 ｼﾝｸﾞﾙ強化(生体適合性無) ¥33,900 ¥6,780 ¥36,250 ¥7,250 ¥6,300 カワニシ

1467 3698 ゲティンゲグループ･ジャパン 膜型人工肺  QUADROX-i HMO70000  Adult  単体 1 個 / 個 人工肺 人工肺･体外･Rなし･一般用 ¥93,900 ¥93,900 ¥105,000 ¥105,000 ¥88,200 カワニシ

1468 15096 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ｼｬｲﾘｰ気管切開ﾁｭｰﾌﾞ  PDL  小児用ﾛﾝｸﾞ型 5.5PDL  5.5mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開･ｶﾌなし ¥4,120 ¥4,120 ¥8,000 ¥8,000 ¥3,550 エヒメ医療器

1469 15095 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ｼｬｲﾘｰ気管切開ﾁｭｰﾌﾞ  PDL  小児用ﾛﾝｸﾞ型 6.0PDL  6.0mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開･ｶﾌなし ¥4,120 ¥4,120 ¥8,000 ¥8,000 ¥3,550 エヒメ医療器

1470 12711 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ﾚｲ･小児用気管内ﾁｭｰﾌﾞ(経口用､ｶﾌなし) 113-40  ﾏｰﾌｨ型  4.0mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥6,050 ¥605 ¥10,800 ¥1,080 ¥7,200 エヒメ医療器

1471 12712 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ﾚｲ･小児用気管内ﾁｭｰﾌﾞ(経口用､ｶﾌなし) 113-45  ﾏｰﾌｨ型  4.5mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥6,050 ¥605 ¥10,800 ¥1,080 ¥7,200 エヒメ医療器

1472 12713 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ﾚｲ･小児用気管内ﾁｭｰﾌﾞ(経口用､ｶﾌなし) 113-50  ﾏｰﾌｨ型  5.0mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥6,050 ¥605 ¥10,800 ¥1,080 ¥7,200 エヒメ医療器

1473 12714 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ﾚｲ･小児用気管内ﾁｭｰﾌﾞ(経口用､ｶﾌなし) 113-55  ﾏｰﾌｨ型  5.5mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥6,050 ¥605 ¥10,800 ¥1,080 ¥7,200 エヒメ医療器

1474 12715 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ﾚｲ･小児用気管内ﾁｭｰﾌﾞ(経口用､ｶﾌなし) 113-60  ﾏｰﾌｨ型  6.0mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし ¥6,050 ¥605 ¥10,800 ¥1,080 ¥7,200 エヒメ医療器

1475 3947 コヴィディエンジャパン PillCam SB 3 400600089                              * 5 ST / 箱 消化器内視鏡関連 カプセル型内視鏡  小腸用 ¥375,500 ¥75,100 ¥440,000 ¥88,000 ¥365,000 宇和島器械

1476 3956 コヴィディエンジャパン ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ3 18765S3MG  18765S(内径6.5mm)+350-005-000 10 ST / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥11,500 エヒメ医療器

1477 3957 コヴィディエンジャパン ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ3 18770S3MG  18770S(内径7.0mm)+350-005-000 10 ST / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥11,500 エヒメ医療器

1478 3958 コヴィディエンジャパン ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ3 18775S3MG  18775S(内径7.5mm)+350-005-000 10 ST / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥11,500 エヒメ医療器

1479 3959 コヴィディエンジャパン ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ4 18765S4MG  18765S(内径6.5mm)+350-013-000 10 ST / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥11,500 エヒメ医療器

1480 3960 コヴィディエンジャパン ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ4 18770S4MG  18770S(内径7.0mm)+350-013-000 10 ST / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥11,500 エヒメ医療器

1481 3961 コヴィディエンジャパン ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ4 18775S4MG  18775S(内径7.5mm)+350-013-000 10 ST / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥11,500 エヒメ医療器
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1482 3962 コヴィディエンジャパン 市立宇和島ｱﾌﾞｿｰﾊﾞML M404104001  市立宇和島病院型           * 1 ﾊﾟｯｸ / ﾊﾟｯｸ 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥0 ¥0 ¥58,160 宇和島器械

1483 3963 コヴィディエンジャパン 市立宇和島ｱﾌﾞｿｰﾊﾞMR M404104002  市立宇和島病院型           * 1 ﾊﾟｯｸ / ﾊﾟｯｸ 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥0 ¥0 ¥58,160 宇和島器械

1484 3965 ゴールドクレストメディック 血管内診断治療用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  ｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾚｽﾄ KCV29S1S-OM  2.9/2.2Fr  有効長110cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

1485 3859 コスモテック Gekira  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ GPTA10-40-800  ﾊﾞﾙｰﾝ径10mm×長40mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥37,200 サンメディカル

1486 3860 コスモテック Gekira  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ GPTA16-30-800  ﾊﾞﾙｰﾝ径16mm×長30mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥37,200 サンメディカル

1488 3904 コロプラスト ｺﾑﾌｨｰﾙｱﾙｶｽﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 3225  10cm×10cm 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥5,000 ¥1,000 ¥5,000 ¥1,000 ¥3,700 ムトウ四国

1489 3916 コロプラスト ｼｽﾄﾄﾞﾚｲﾝ  ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ  膀胱瘻造設ｾｯﾄ CD1010  ﾊﾞﾙｰﾝﾀｲﾌﾟ  10Fr 5 ST / 箱 泌尿器関連 腎瘻・膀胱瘻用材料 カテーテル(膀胱瘻用)+穿孔針 ¥47,550 ¥9,510 ¥107,000 ¥21,400 ¥9,550 共和医理器

1490 3917 コロプラスト ｼｽﾄﾄﾞﾚｲﾝ  ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ  膀胱瘻造設ｾｯﾄ CD1012  ﾊﾞﾙｰﾝﾀｲﾌﾟ  12Fr 5 ST / 箱 泌尿器関連 腎瘻・膀胱瘻用材料 カテーテル(膀胱瘻用)+穿孔針 ¥47,550 ¥9,510 ¥107,000 ¥21,400 ¥9,550 共和医理器

1491 6384 コンバテック ジャパン アクアセルＡｇ 00453  00453  10cm×10cm 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥10,000 ¥1,000 ¥10,000 ¥1,000 ¥8,600 カワニシ

1492 6386 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAg  BURN 00419  17×15cm 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥7,650 ¥1,530 ¥7,650 ¥1,530 ¥6,800 カワニシ

1493 6387 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAg  BURN 00420  23×30cm 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥20,700 ¥4,140 ¥20,700 ¥4,140 ¥18,400 カワニシ

1494 6388 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAg  BURN 00421  54×45cm 3 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥43,740 ¥14,580 ¥43,740 ¥14,580 ¥38,840 カワニシ

1495 6389 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAg  BURN 00422  23×100cm 3 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥41,400 ¥13,800 ¥41,400 ¥13,800 ¥37,310 カワニシ

1496 6390 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAgﾌｫｰﾑ 09675  粘着式  8×8cm  30.25c㎡ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥3,025 ¥303 ¥3,030 ¥303 ¥2,424 カワニシ

1497 6391 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAgﾌｫｰﾑ 09676  粘着式  10×10cm  49c㎡ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥4,900 ¥490 ¥4,900 ¥490 ¥3,920 カワニシ

1498 6392 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAgﾌｫｰﾑ 09677  粘着式  12.5×12.5cm  72.25c㎡ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥7,225 ¥723 ¥7,230 ¥723 ¥5,784 カワニシ

1499 6393 コンバテック ジャパン ｱｸｱｾﾙAgﾌｫｰﾑ 09678  粘着式  17.5×17.5cm  182.25c㎡ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥18,225 ¥1,823 ¥18,230 ¥1,823 ¥14,584 カワニシ

1500 6398 コンバテック ジャパン ﾃﾞｭｵｱｸﾃｨﾌﾞCGF CGF1010  00526  10cm×10cm 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥5,000 ¥1,000 ¥5,000 ¥1,000 ¥3,895 カワニシ

1501 6400 コンバテック ジャパン ﾃﾞｭｵｱｸﾃｨﾌﾞET ET10101  00533  10cm×10cm 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥6,000 ¥600 ¥6,000 ¥600 ¥4,900 カワニシ

1502 6401 コンバテック ジャパン ﾃﾞｭｵｱｸﾃｨﾌﾞETｽﾎﾟｯﾄ ETS20  00536  3.8cm×4.4cm 20 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥2,000 ¥100 ¥1,920 ¥96 ¥1,500 カワニシ

1503 4229 サーンズ 1/2"×1/2"ｷｭｰﾍﾞｯﾄ CV-6912 20 個 / 箱 その他体外循環 人工心肺回路  心肺回路･個別n-1 ¥188,400 ¥9,420 ¥246,000 ¥12,300 ¥8,710 カワニシ

1504 4439 サイネチャー ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞPCO PCO12FX  円型  12cm(113c㎡)  糸付き 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥45,765 ¥45,765 ¥52,500 ¥52,500 ¥42,000 宇和島器械

1505 4440 サイネチャー ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞPCO PCO1510FX  15×10cm(150c㎡)  糸付き 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥60,750 ¥60,750 ¥69,700 ¥69,700 ¥55,760 宇和島器械

1506 4441 サイネチャー ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞPCO PCO1510OSX  ｵｰﾌﾟﾝｽｶｰﾄ  15×10cm(149c㎡) 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥60,345 ¥60,345 ¥69,700 ¥69,700 ¥55,500 宇和島器械

1507 4442 サイネチャー ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞPCO PCO15FX  円型  15cm(177c㎡)  糸付き 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥71,685 ¥71,685 ¥82,300 ¥82,300 ¥65,840 宇和島器械

1508 4443 サイネチャー ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞPCO PCO2015FX  20×15cm(268c㎡)  糸付き 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥108,540 ¥108,540 ¥124,600 ¥124,600 ¥99,680 宇和島器械

1509 4444 サイネチャー ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞPCO PCO2520FX  25×20cm(469c㎡)  糸付き 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥189,945 ¥189,945 ¥218,000 ¥218,000 ¥174,400 宇和島器械

1510 4445 サイネチャー ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｽﾞﾄﾞPCO PCO2520OSX  ｵｰﾌﾟﾝｽｶｰﾄ  25×20cm(469c㎡) 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥189,945 ¥189,945 ¥218,000 ¥218,000 ¥174,400 宇和島器械

1511 15771 ｻｲﾈﾁｬｰ パリテックコンポジットメッシュ PCOPM15  円型  15cm(177c㎡) 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥71,685 ¥71,685 ¥82,300 ¥82,300 ¥65,840 宇和島器械

1512 4455 サイネチャー ﾊﾟﾘﾃｯｸｽ  ｱﾅﾄﾐｶﾙﾒｯｼｭ TECT1309AL  Mｻｲｽﾞ  左用  13×9cm 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥22,500 ¥22,500 ¥17,570 宇和島器械

1513 4456 サイネチャー ﾊﾟﾘﾃｯｸｽ  ｱﾅﾄﾐｶﾙﾒｯｼｭ TECT1309AR  Mｻｲｽﾞ  右用  13×9cm 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥22,500 ¥22,500 ¥17,570 宇和島器械

1514 4457 サイネチャー ﾊﾟﾘﾃｯｸｽ  ｱﾅﾄﾐｶﾙﾒｯｼｭ TECT1510AL  Lｻｲｽﾞ  左用  15×10cm 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥22,500 ¥22,500 ¥17,570 宇和島器械

1515 6470 サノフィ セプラフィルム CSﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬﾊﾟｯｸ  12.7cm×7.35cm  2枚入 5 ﾊﾟｯｸ / 箱 心臓血管外科関連 合成吸収性癒着防止材(1c㎡当)  シート型 ¥157,750 ¥31,550 ¥0 ¥0 ¥27,650 ムトウ四国

1516 6471 サノフィ セプラフィルム ｸｫｰﾀｰﾊﾟｯｸ  7.35cm×6.35cm  4枚入 10 ﾊﾟｯｸ / 箱 心臓血管外科関連 合成吸収性癒着防止材(1c㎡当)  シート型 ¥315,500 ¥31,550 ¥0 ¥0 ¥27,650 ムトウ四国

1517 6472 サノフィ セプラフィルム ﾚｷﾞｭﾗ-ｻｲｽﾞ  12.7cm×14.7cm 10 枚 / 箱 心臓血管外科関連 合成吸収性癒着防止材(1c㎡当)  シート型 ¥315,500 ¥31,550 ¥0 ¥0 ¥27,650 ムトウ四国

1518 4544 ジェイエムエス JMS人工心肺回路 JK-AC17400  PCPS回路  180  CF 1 ST / ST その他体外循環 人工心肺回路  遠心ﾎﾟﾝﾌﾟc+補助c ¥138,900 ¥138,900 ¥144,900 ¥144,900 ¥127,700 カワニシ

1519 4556 ジェイエムエス JMS膜型人工肺  ｵｷｼｱAC-N JK-JMOXACLC  MO-AC-LC 1 個 / 個 人工肺 人工肺･体外･Rなし･一般用 ¥93,900 ¥93,900 ¥98,000 ¥98,000 ¥86,900 カワニシ

1520 4582 ジェイエムエス ｵｷｼｱ  ﾊｰﾄﾞｼｪﾙﾘｻﾞｰﾊﾞｰ40LC JK-RCVOX40LC 1 個 / 個 その他体外循環 人工心肺回路  心肺回路･個別j ¥28,100 ¥28,100 ¥30,500 ¥30,500 ¥26,000 カワニシ

1522 4585 ジェイエムエス ｵｷｼｱ人工心肺回路  市立宇和島病院型 JK-MKL31001  ﾌﾟﾚｺﾈ回路L310-01  CF 1 ST / ST その他体外循環 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟc+ﾒｲﾝa+濃縮f+個別(j+l+m+n-1+p) ¥278,520 ¥278,520 ¥301,010 ¥301,010 ¥244,000 カワニシ

1523 4604 ジェイエムエス ｼﾞｪｲﾌｨｰﾄﾞ栄養ｶﾃｰﾃﾙ JF-C06060QMP  6Fr  60cm  造影ﾗｲﾝ入  MP 25 本 / 箱 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻　乳児　非ＤＥＨＰ  条件付 ¥3,600 ¥144 ¥6,000 ¥240 ¥2,875 カワニシ

1524 4614 ジェイエムエス ﾅﾃﾞｼｺ血管内診断治療用JMSﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ JX-M31113025  2.4Fr  110cm  50mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥36,570 カワニシ

1525 4633 ジェイエムエス ﾍﾞｽﾄﾗｯｸⅡ血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ JX-1501015F00  ｼﾞｬﾄﾞｷﾝｽ左35  5Fr  100cm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,850 カワニシ

1526 4634 ジェイエムエス ﾍﾞｽﾄﾗｯｸⅡ血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ JX-1501025F00  ｼﾞｬﾄﾞｷﾝｽ左40  5Fr  100cm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,850 カワニシ

1527 4635 ジェイエムエス ﾍﾞｽﾄﾗｯｸⅡ血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ JX-1503515F00  ｱﾝﾌﾟﾗｯﾂ左1  5Fr  100cm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,850 カワニシ

1528 4649 ジェイエムエス ミクスフローＮ JK-MFP-SD-LC 1 個 / 個 その他体外循環 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟc ¥70,300 ¥70,300 ¥74,000 ¥74,000 ¥65,000 カワニシ

1529 4652 ジェイエムエス 心筋保護回路  HIPEX  310 JK-CP422300  市立宇和島病院型 2 ST / 箱 その他体外循環 人工心肺回路  保護e+個別k+個別m+個別o ¥81,000 ¥40,500 ¥90,080 ¥45,040 ¥40,000 カワニシ

1530 5550 ジェイルメディカル ﾃﾞｭｱﾙ･ﾄｯﾌﾟ  ｵｰﾄｽｸﾘｭｰⅡ 20-BH-008  ｽｸﾘｭｰ径2.0mm×長さ8mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,780 カワニシ

1531 5551 ジェイルメディカル ﾃﾞｭｱﾙ･ﾄｯﾌﾟ  ｵｰﾄｽｸﾘｭｰⅡ 20-BH-010  ｽｸﾘｭｰ径2.0mm×長さ10mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,780 カワニシ

1532 5552 ジェイルメディカル ﾃﾞｭｱﾙ･ﾄｯﾌﾟ  ｵｰﾄｽｸﾘｭｰⅡ 20-BH-012  ｽｸﾘｭｰ径2.0mm×長さ12mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,780 カワニシ
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1533 5554 ジムロ アダカラム 614517  60mm×206mm  220g 5 本 / 箱 血液浄化器 白血球吸着用材料  一般用 ¥615,000 ¥123,000 ¥615,000 ¥123,000 ¥108,000 カワニシ

1535 5471 シルックス ENBD･ENPDｶﾃｰﾃﾙ(CX-PTCDｷｯﾄ) PD-PD5F(31C)260C12  5F  260cm 5 本 / 箱 消化器関連 ＰＴＣＤ経鼻カテ  条件付 ¥36,000 ¥7,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥13,000 サンメディカル

1536 5472 シルックス ENBD･ENPDｶﾃｰﾃﾙ(CX-PTCDｷｯﾄ) PD-PD5F(31SC)260C12  5F  260cm 5 本 / 箱 消化器関連 ＰＴＣＤ経鼻カテ  条件付 ¥36,000 ¥7,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥13,000 サンメディカル

1537 5474 シルックス ENBDｶﾃｰﾃﾙ(CX-PTCDｷｯﾄ) PD-SS6F(ST)240CD  6Fr  240cm 5 本 / 箱 消化器関連 ＰＴＣＤ経鼻カテ  条件付 ¥36,000 ¥7,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥13,000 サンメディカル

1538 4675 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-10  全長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1539 4676 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-18  全長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1540 4677 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-24  全長24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1541 4678 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-30  全長30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1542 4680 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-34  全長34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1543 4681 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-38  全長38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1544 4682 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-42  全長42mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1545 4683 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-44  全長44mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1546 4684 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-46  全長46mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1547 4689 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135018  18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1548 4690 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135028  28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1549 4691 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135030  30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1550 4692 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135032  32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1551 4693 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135034  34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1552 4694 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135038  38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1553 4695 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135040  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1554 4696 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135042  42mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1555 4697 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135044  44mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1556 4698 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135052  52mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1557 4699 ジンマー･バイオメット 3.5mm  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰﾛｯｷﾝｸﾞ 856135054  54mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,450 カワニシ

1558 4716 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-26  全長26mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1559 4717 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-28  全長28mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1560 4718 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-30  全長30mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1561 4719 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-32  全長32mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1562 4720 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-34  全長34mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1563 4721 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-36  全長36mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1564 4722 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-38  全長38mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1565 4723 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-40  全長40mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1566 4724 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-42  全長42mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1567 4725 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-44  全長44mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1568 4726 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-46  全長46mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1569 4727 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-48  全長48mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1570 4728 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-50  全長50mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1571 4729 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-55  全長55mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1572 4730 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-60  全長60mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1573 4731 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-65  全長65mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1574 4732 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14370-70  全長70mm  16mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1575 4733 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14372-45  全長45mm  32mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1576 4734 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14372-50  全長50mm  32mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1577 4735 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14372-55  全長55mm  32mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1578 4736 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14372-60  全長60mm  32mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1579 4737 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14372-65  全長65mm  32mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1580 4738 ジンマー･バイオメット 4.0mm  ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14372-70  全長70mm  32mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1581 4754 ジンマー･バイオメット 4.8mm  ｿﾘｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ  ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 1818-48-050  50mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,280 ¥16,280 ¥13,880 カワニシ

1582 4755 ジンマー･バイオメット 4.8mm  ｿﾘｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ  ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 1818-48-054  54mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,280 ¥16,280 ¥13,880 カワニシ
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1583 4759 ジンマー･バイオメット 5.0mm  ｷｬﾆｭﾚｨﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14225-65  全長65mm  20mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1584 4761 ジンマー･バイオメット 5.0mm  ｷｬﾆｭﾚｨﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14225-75  全長75mm  20mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1585 4786 ジンマー･バイオメット DVR  ｱﾅﾄﾐｯｸ  ﾌﾟﾚｰﾄ 1312-12-005  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  ｼｮｰﾄ  ﾗｲﾄ 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,380 ¥81,380 ¥70,300 カワニシ

1586 4787 ジンマー･バイオメット DVR  ｱﾅﾄﾐｯｸ  ﾌﾟﾚｰﾄ 1312-12-006  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  ｼｮｰﾄ  ﾚﾌﾄ 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,380 ¥81,380 ¥70,300 カワニシ

1587 4795 ジンマー･バイオメット ＧＴＲケーブル 00-2232-004-18  ｻｲｽﾞ:1.8×635mmCC 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-a-2 ¥40,000 ¥40,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥34,000 カワニシ

1588 4796 ジンマー･バイオメット GTR遠位ｹｰﾌﾞﾙ 00-2232-005-18  ｻｲｽﾞ:1.8×635mmCC 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-a-2 ¥40,000 ¥40,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥34,000 カワニシ

1589 4798 ジンマー･バイオメット JuggerKnot  ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ 912082  1.0mm  MINI  #3-0 MB針付(ﾄﾞﾘﾙ付) 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,300 ¥36,300 ¥31,570 カワニシ

1590 4799 ジンマー･バイオメット ＬＣプレート 816608001  ｽﾓｰﾙ  ﾚﾌﾄ 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,380 ¥81,380 ¥70,300 カワニシ

1591 4803 ジンマー･バイオメット NCB  Periprosthetic  Distal  Femur Plate 02.02264.112  左用  12H  大腿骨遠位用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,380 ¥81,380 ¥70,300 カワニシ

1592 4809 ジンマー･バイオメット NCB  ｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 02.02152.060  ｻｲｽﾞ:5.0×60mm  PT32 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1593 4817 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.038  ｻｲｽﾞ:5.0×38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1594 4818 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.040  ｻｲｽﾞ:5.0×40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1595 4819 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.042  ｻｲｽﾞ:5.0×42mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1596 4820 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.044  ｻｲｽﾞ:5.0×44mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1597 4821 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.050  ｻｲｽﾞ:5.0×50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1598 4822 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.055  ｻｲｽﾞ:5.0×55mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1599 4823 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.060  ｻｲｽﾞ:5.0×60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1600 4824 ジンマー･バイオメット NCB  ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 02.02150.080  ｻｲｽﾞ:5.0×80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1601 4840 ジンマー･バイオメット NexGen  LCCK  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5994-030-10  CD/3-4  ｲｴﾛｰ  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥60,500 ¥60,500 ¥50,100 カワニシ

1602 4841 ジンマー･バイオメット NexGen  LCCK  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5994-030-12  CD/3-4  ｲｴﾛｰ  12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥60,500 ¥60,500 ¥50,100 カワニシ

1603 4842 ジンマー･バイオメット NexGen  LCCK  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 00-5994-013-91  ｻｲｽﾞ:C  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥274,200 ¥274,200 ¥227,200 カワニシ

1604 4843 ジンマー･バイオメット NexGen  LCCK  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 00-5994-013-92  ｻｲｽﾞ:C  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥274,200 ¥274,200 ¥227,200 カワニシ

1605 4849 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS/LPS-Flex  ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｪﾓﾗﾙ 00-5764-013-51  ｻｲｽﾞ:C  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1606 4850 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS/LPS-Flex  ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｪﾓﾗﾙ 00-5764-013-52  ｻｲｽﾞ:C  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1607 4851 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS/LPS-Flex  ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｪﾓﾗﾙ 00-5764-014-51  ｻｲｽﾞ:D  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1608 4852 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS/LPS-Flex  ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｪﾓﾗﾙ 00-5764-014-52  ｻｲｽﾞ:D  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1609 4853 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS/LPS-Flex  ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｪﾓﾗﾙ 00-5764-015-51  ｻｲｽﾞ:E  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1610 4854 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS/LPS-Flex  ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｪﾓﾗﾙ 00-5764-015-52  ｻｲｽﾞ:E  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1611 4855 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌｨｸｽﾄ  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5960-020-10  AB/1-2  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1612 4856 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌｨｸｽﾄ  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5960-022-10  CD/1-2  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1613 4857 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌｨｸｽﾄ  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5960-040-10  EF/5-6  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1614 4858 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-011-51  ｻｲｽﾞ:A  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1615 4859 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-012-51  ｻｲｽﾞ:B  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1616 4860 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-012-52  ｻｲｽﾞ:B  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1617 4861 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-013-51  ｻｲｽﾞ:C  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1618 4862 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-013-52  ｻｲｽﾞ:C  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1619 4863 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-014-51  ｻｲｽﾞ:D  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1620 4864 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-014-52  ｻｲｽﾞ:D  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1621 4865 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-015-51  ｻｲｽﾞ:E  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1622 4866 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-015-52  ｻｲｽﾞ:E  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1623 4867 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-016-51  ｻｲｽﾞ:F  左用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1624 4868 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙ 00-5960-016-52  ｻｲｽﾞ:F  右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥259,400 ¥259,400 ¥227,200 カワニシ

1625 4906 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F ﾓｰﾋﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 00-5946-010-03  ｻｲｽﾞ:1 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1626 4907 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F ﾓｰﾋﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 00-5946-020-03  ｻｲｽﾞ:2 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1627 4908 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F ﾓｰﾋﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 00-5946-030-01  ｻｲｽﾞ:3 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1628 4909 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F ﾓｰﾋﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 00-5946-040-01  ｻｲｽﾞ:4 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1629 4910 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F ﾓｰﾋﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 00-5946-050-01  ｻｲｽﾞ:5 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1630 4911 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F ﾓｰﾋﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 00-5946-060-01  ｻｲｽﾞ:6 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1631 4912 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-F ﾓｰﾋﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 00-5946-070-01  ｻｲｽﾞ:7 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ
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1632 4913 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-Flex  ﾓﾊﾞｲﾙXL  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5947-030-10  C/234  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1633 4914 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-Flex  ﾓﾊﾞｲﾙXL  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5947-040-10  D/345  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1634 4915 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-Flex  ﾓﾊﾞｲﾙXL  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5947-040-12  D/345  12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1635 4916 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-Flex  ﾓﾊﾞｲﾙXL  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5947-050-10  E/456  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1636 4917 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-Flex  ﾓﾊﾞｲﾙXL  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5947-050-12  E/456  12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1637 4918 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-Flex  ﾓﾊﾞｲﾙXL  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5947-060-10  F/567  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1638 4919 ジンマー･バイオメット NexGen  LPS-Flex  ﾓﾊﾞｲﾙXL  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5947-060-12  F/567  12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1639 4920 ジンマー･バイオメット NexGen  Prolong  LPS-Flex  Fixed  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5962-022-12  CD/12  12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1640 4921 ジンマー･バイオメット NexGen  Prolong  LPS-Flex  Fixed  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5962-030-10  CD/34  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1641 4922 ジンマー･バイオメット NexGen  Prolong  LPS-Flex  Fixed  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5962-030-12  CD/34  12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1642 4923 ジンマー･バイオメット NexGen  Prolong  LPS-Flex  Fixed  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5962-032-10  EF/34  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1643 4924 ジンマー･バイオメット NexGen  Prolong  LPS-Flex  Fixed  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5962-040-10  EF/56  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1644 4925 ジンマー･バイオメット NexGen  Prolong  LPS-Flex  Fixed  ｻｰﾌｪｲｽ 00-5962-041-10  CD/56  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥57,300 ¥57,300 ¥50,100 カワニシ

1645 4926 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵｰﾙﾎﾟﾘ  ﾊﾟﾃﾗ 00-5972-065-26  26mm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥37,900 ¥37,900 ¥33,200 カワニシ

1646 4927 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵｰﾙﾎﾟﾘ  ﾊﾟﾃﾗ 00-5972-065-29  29mm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥37,900 ¥37,900 ¥33,200 カワニシ

1647 4928 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵｰﾙﾎﾟﾘ  ﾊﾟﾃﾗ 00-5972-065-32  32mm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥37,900 ¥37,900 ¥33,200 カワニシ

1648 4929 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵｰﾙﾎﾟﾘ  ﾊﾟﾃﾗ 00-5972-065-35  35mm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥37,900 ¥37,900 ¥33,200 カワニシ

1649 4930 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵｰﾙﾎﾟﾘ  ﾊﾟﾃﾗ 00-5972-065-38  38mm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥37,900 ¥37,900 ¥33,200 カワニシ

1650 4931 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵｰﾙﾎﾟﾘ  ﾊﾟﾃﾗ 00-5972-065-41  41mm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥37,900 ¥37,900 ¥33,200 カワニシ

1651 4932 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵﾌｾｯﾄｽﾃﾑ 00-5988-020-11  11×145mm(ｽﾃﾑ実長100mm) 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1652 4933 ジンマー･バイオメット NexGen  ｵﾌｾｯﾄｽﾃﾑ 00-5988-020-12  12×145mm(ｽﾃﾑ実長100mm) 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1653 4935 ジンマー･バイオメット NexGen  ｽﾄﾚｰﾄｽﾃﾑ 00-5988-010-12  12×145mm(ｽﾃﾑ実長100mm) 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1654 4936 ジンマー･バイオメット NexGen  ｽﾄﾚｰﾄｽﾃﾑ 00-5988-010-13  13×145mm(ｽﾃﾑ実長100mm) 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1655 4937 ジンマー･バイオメット NexGen  ｽﾄﾚｰﾄｽﾃﾑ 00-5988-010-15  15×145mm(ｽﾃﾑ実長100mm) 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1656 4938 ジンマー･バイオメット NexGen  ｽﾄﾚｰﾄｽﾃﾑ 00-5988-012-15  15×75mm(ｽﾃﾑ実長30mm) 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1657 4940 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾃｨﾋﾞｱﾌﾞﾛｯｸ 00-5988-002-29 ｻｲｽﾞ:2 20mm 右外側/左内側 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1658 4941 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾃｨﾋﾞｱﾌﾞﾛｯｸ 00-5988-003-26  ｻｲｽﾞ:3  ﾊｰﾌ  5mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1659 4942 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾌｪﾓﾗﾙﾌﾞﾛｯｸ 00-5990-033-10  ﾃﾞｨｽﾀﾙ  ｻｲｽﾞ:C  5mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OK-2 ¥64,500 ¥64,500 ¥72,400 ¥72,400 ¥59,900 カワニシ

1660 4943 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 00-5950-037-01  MIS  ﾐﾆｷｰﾙﾀｲﾌﾟ  ｻｲｽﾞ:3 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1661 4944 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 00-5980-027-01  ｽﾃﾑﾀｲﾌﾟ  ﾀｲﾌﾟ:1 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1662 4945 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 00-5980-027-02  ｽﾃﾑﾀｲﾌﾟ  ﾀｲﾌﾟ:2 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1663 4946 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 00-5980-037-01  ｽﾃﾑﾀｲﾌﾟ  ﾀｲﾌﾟ:3 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1664 4947 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 00-5980-037-02  ｽﾃﾑﾀｲﾌﾟ  ﾀｲﾌﾟ:4 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1665 4948 ジンマー･バイオメット NexGen  ﾌﾟﾚｺｰﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 00-5980-047-01  ｽﾃﾑﾀｲﾌﾟ  ﾀｲﾌﾟ:5 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥132,400 カワニシ

1666 4962 ジンマー･バイオメット SP30ﾐｿﾞﾂｷﾋﾟﾝ TA-SP30-060-0G  3.0×60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 合成吸収性骨片接合材料  F9-h-1 ¥38,900 ¥38,900 ¥41,790 ¥41,790 ¥36,000 カワニシ

1667 4963 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 48-2306-024-01  ｻｲｽﾞ:4.5×24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1668 4964 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 48-2306-038-01  ｻｲｽﾞ:4.5×38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1669 4965 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 48-2306-040-01  ｻｲｽﾞ:4.5×40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1670 4966 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 48-2306-046-01  ｻｲｽﾞ:4.5×46mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1671 4967 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 48-2306-050-01  ｻｲｽﾞ:4.5×50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1672 4968 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 48-2306-052-01  ｻｲｽﾞ:4.5×52mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1673 4970 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 48-2319-032-00  ﾀｲﾌﾟ:4.6×32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1674 4971 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 48-2319-034-00  ﾀｲﾌﾟ:4.6×34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1675 4972 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 48-2319-036-00  ﾀｲﾌﾟ:4.6×36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1676 4973 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 48-2319-038-00  ﾀｲﾌﾟ:4.6×38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1677 4974 ジンマー･バイオメット Ti ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 48-2319-040-00  ﾀｲﾌﾟ:4.6×40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,200 カワニシ

1678 4977 ジンマー･バイオメット TI-VFXⅡﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 48-1201-135-03  ﾀｲﾌﾟ:135°3穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FF-3 ¥50,400 ¥50,400 ¥56,180 ¥56,180 ¥46,600 カワニシ

1679 4981 ジンマー･バイオメット TI-VFXⅡﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 48-1201-065-00  ｻｲｽﾞ:12.0×65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥30,560 ¥30,560 ¥25,600 カワニシ

1680 4985 ジンマー･バイオメット TI-ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰ 48-1200-001-00  ｻｲｽﾞ:5.0×30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FJ-3 ¥7,190 ¥7,190 ¥7,940 ¥7,940 ¥6,600 カワニシ
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1681 4986 ジンマー･バイオメット ＶＥＲＳＹＳヘッド 00-8018-026-02  ｻｲｽﾞ:0×26mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥92,000 ¥92,000 ¥80,590 カワニシ

1682 4987 ジンマー･バイオメット ＶＥＲＳＹＳヘッド 00-8018-026-03  ｻｲｽﾞ:+3.5×26mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥92,000 ¥92,000 ¥80,590 カワニシ

1683 4991 ジンマー･バイオメット ZipTight  ﾃﾞﾊﾞｲｽ 904759  ｱﾝｸﾙ用  ﾁﾀﾝ製 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ)F1-b-2-2+人工靭帯F8-b ¥96,700 ¥96,700 ¥110,700 ¥110,700 ¥96,700 カワニシ

1684 4992 ジンマー･バイオメット ZipTight  ﾃﾞﾊﾞｲｽ 904834  ACｼﾞｮｲﾝﾄ用 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ)F1-b-2-2+人工靭帯F8-b ¥96,700 ¥96,700 ¥110,700 ¥110,700 ¥96,700 カワニシ

1685 4993 ジンマー･バイオメット ZMR  ｺｰﾝ  A  ﾎﾞﾃﾞｨｰ 00-9996-017-35  ｻｲｽﾞ:40×35mm  ﾈｯｸ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ﾈｯｸ HB-8-3 ¥94,600 ¥94,600 ¥106,600 ¥106,600 ¥93,200 カワニシ

1686 4994 ジンマー･バイオメット ZMR  ﾃｰﾊﾟｰｽﾃﾑ 00-9982-016-13  ｻｲｽﾞ:16mm×135mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑ（直接）標準 HF-4 ¥305,000 ¥305,000 ¥348,600 ¥348,600 ¥288,800 カワニシ

1687 4997 ジンマー･バイオメット アパセラム顆粒 ZH-GL10-005-00  5g×1 1 袋 / 袋 人工骨補綴材 人工骨 非吸収型 顆粒・ﾌｨﾗｰ AB-01(1g当) ¥31,350 ¥31,350 ¥32,920 ¥32,920 ¥28,840 カワニシ

1688 5013 ジンマー･バイオメット ｵｽﾃｵﾄﾗﾝｽﾌﾟﾗｽ中空ﾊﾟｰｼｬﾙｽﾚｯﾄﾞ TA-SH45-060-0C  4.5×60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-3 ¥69,500 ¥69,500 ¥72,980 ¥72,980 ¥63,000 カワニシ

1689 5014 ジンマー･バイオメット ｵｽﾃｵﾄﾗﾝｽﾌﾟﾗｽ中空ﾊﾟｰｼｬﾙｽﾚｯﾄﾞ TA-SH45-070-0C  4.5×70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-3 ¥69,500 ¥69,500 ¥72,980 ¥72,980 ¥63,000 カワニシ

1690 5016 ジンマー･バイオメット カップワッシャー 14461 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ類  ﾜｯｼｬｰ  FK-2 ¥3,200 ¥3,200 ¥2,780 ¥2,780 ¥2,420 カワニシ

1691 5018 ジンマー･バイオメット ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ LC-2610-000-00  25mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1692 5019 ジンマー･バイオメット ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ LC-2611-000-00  30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1693 5020 ジンマー･バイオメット ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ LC-2612-000-00  35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1694 5021 ジンマー･バイオメット ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ LC-2613-000-00  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1695 5022 ジンマー･バイオメット ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ LC-2614-000-00  45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1696 5023 ジンマー･バイオメット ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ LC-2615-000-00  50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1697 5024 ジンマー･バイオメット ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ LC-2616-000-00  55mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1698 5028 ジンマー･バイオメット ｹｰﾌﾞﾙﾚﾃﾞｨ  ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ  GTR 00-2232-002-04  ﾀｲﾌﾟ:S(ｼｮｰﾄ)  ｹｰﾌﾞﾙ2本付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 金属線  F6-a-2×2+F6-b ¥202,000 ¥202,000 ¥213,150 ¥213,150 ¥186,700 カワニシ

1699 5029 ジンマー･バイオメット ｹｰﾌﾞﾙﾚﾃﾞｨ  ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ  GTR 00-2232-002-05  ﾀｲﾌﾟ:L(ﾛﾝｸﾞ)  ｹｰﾌﾞﾙ4本付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 金属線  F6-a-2×4+F6-b ¥282,000 ¥282,000 ¥297,150 ¥297,150 ¥260,300 カワニシ

1700 5030 ジンマー･バイオメット ｹｰﾌﾞﾙﾚﾃﾞｨ  ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ  GTRXL 00-2232-002-06  ﾌﾟﾚｰﾄ:4H  ｹｰﾌﾞﾙ4本付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 金属線  F6-a-2×4+F6-b ¥282,000 ¥282,000 ¥297,150 ¥297,150 ¥260,300 カワニシ

1701 5031 ジンマー･バイオメット ｹｰﾌﾞﾙﾚﾃﾞｨ  ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ  GTRXL 00-2232-002-07  ﾌﾟﾚｰﾄ:5H  ｹｰﾌﾞﾙ4本付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 金属線  F6-a-2×4+F6-b ¥282,000 ¥282,000 ¥297,150 ¥297,150 ¥260,300 カワニシ

1702 5032 ジンマー･バイオメット ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ LC-2830-000-00  30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1703 5033 ジンマー･バイオメット ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ LC-2834-000-00  34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1704 5034 ジンマー･バイオメット ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ LC-2836-000-00  36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,300 ¥6,300 ¥5,200 カワニシ

1705 5053 ジンマー･バイオメット ｼﾞﾝﾏｰﾎﾞｰﾝｾﾒﾝﾄ 00-1102-012-00  40g/20ml 1 箱 / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 骨ｾﾒﾝﾄ  人工関節固定用  ｾﾒﾝﾄ･F11-b(1g当) ¥12,080 ¥12,080 ¥13,400 ¥13,400 ¥11,150 カワニシ

1706 5054 ジンマー･バイオメット ステイタック 00-2344-050-00  2.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,230 ¥36,230 ¥27,490 カワニシ

1707 5055 ジンマー･バイオメット ステイタック 00-2344-062-00  5.0mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,230 ¥36,230 ¥27,490 カワニシ

1708 5056 ジンマー･バイオメット ステイタック 00-2344-072-00  3.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,230 ¥36,230 ¥27,490 カワニシ

1709 5057 ジンマー･バイオメット ステイタック 00-2344-075-00  5.2mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,230 ¥36,230 ¥27,490 カワニシ

1710 5058 ジンマー･バイオメット スパイク  ワッシャー LC-2630-000-00  14mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 座金型 F1-b-3 ¥21,200 ¥21,200 ¥22,500 ¥22,500 ¥19,200 カワニシ

1711 5059 ジンマー･バイオメット ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ  ｽﾃｰﾌﾟﾙ 8141-00-002  16mm  ｽﾓｰﾙ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 座金型 F1-b-3 ¥21,200 ¥21,200 ¥22,580 ¥22,580 ¥19,200 カワニシ

1712 5079 ジンマー･バイオメット ﾊﾞｰｻﾈｲﾙ  ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙ  ﾋｭｰﾒﾗﾙ 1818-08-015  8mm×15cm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥154,350 ¥154,350 ¥125,000 カワニシ

1713 5097 ジンマー･バイオメット フラット  ワッシャー 14260 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ類  ﾜｯｼｬｰ  FK-2 ¥3,200 ¥3,200 ¥2,780 ¥2,780 ¥2,420 カワニシ

1714 5095 ジンマー･バイオメット フラット  ワッシャー 00-8814-S00-00  ｻｲｽﾞ:14mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 座金型 F1-b-3 ¥21,200 ¥21,200 ¥22,500 ¥22,500 ¥19,200 カワニシ

1715 5096 ジンマー･バイオメット フラット  ワッシャー 00-8817-S00-00  ｻｲｽﾞ:17mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 座金型 F1-b-3 ¥21,200 ¥21,200 ¥22,500 ¥22,500 ¥19,200 カワニシ

1716 5098 ジンマー･バイオメット フラットワッシャー 14460 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ類  ﾜｯｼｬｰ  FK-2 ¥3,200 ¥3,200 ¥2,780 ¥2,780 ¥2,420 カワニシ

1717 5109 ジンマー･バイオメット ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾗ  ｶｯﾌﾟ 00-5001-047-00  ｻｲｽﾞ:47mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥79,100 ¥79,100 ¥67,000 カワニシ

1718 5111 ジンマー･バイオメット ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾗ  ﾗｲﾅｰ 00-5001-047-26  ｻｲｽﾞ:47/48/49×26mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HB-8付属品 ¥0 ¥0 ¥39,600 ¥39,600 ¥33,000 カワニシ

1719 5118 ジンマー･バイオメット ﾜｸﾞﾅｰｺｰﾝｽﾃﾑ135° 01.00561.320  ｻｲｽﾞ:20 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥441,200 ¥441,200 ¥377,200 カワニシ

1720 5119 ジンマー･バイオメット ﾜｸﾞﾅｰｺｰﾝｽﾃﾑ135° 01.00561.322  ｻｲｽﾞ:22 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥441,200 ¥441,200 ¥377,200 カワニシ

1721 5120 ジンマー･バイオメット 骨頭ﾈｯｸ  6°ﾃｰﾊﾟｰ 00-9026-032-35  ｻｲｽﾞ:+3.5×32mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥92,000 ¥92,000 ¥80,590 カワニシ

1722 5129 ジンマー･バイオメット 腸骨ｽﾍﾟｰｻｰ  A ZH-B61H-A15-00  ｻｲｽﾞ:15mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 骨盤 腸骨稜用 AB-16 ¥61,200 ¥61,200 ¥67,830 ¥67,830 ¥56,400 カワニシ

1723 5131 ジンマー･バイオメット 腸骨ｽﾍﾟｰｻｰ  A ZH-B61H-A40-00  ｻｲｽﾞ:40mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 骨盤 腸骨稜用 AB-16 ¥61,200 ¥61,200 ¥67,830 ¥67,830 ¥56,400 カワニシ

1724 15387 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ 3.5mm ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ ｺｰﾃｨｶﾙ ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14375-50 全長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1725 15389 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ 4.5mm ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ ｺｰﾃｨｶﾙ ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14200-46 全長46mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1726 15391 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ 4.5mm ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ ｺｰﾃｨｶﾙ ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14200-50 全長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1727 15392 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ 4.5mm ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞ ｺｰﾃｨｶﾙ ｽｸﾘｭｰ ﾌﾙｽﾚｯﾄﾞ 14200-55 全長55mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1728 4757 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ５．０ｍｍ　　ｷｬﾆｭﾚｨﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14225-55  全長55mm  20mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ

1729 4758 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ５．０ｍｍ　　ｷｬﾆｭﾚｨﾃｯﾄﾞ  ｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 14225-60  全長60mm  20mmｽﾚｯﾄﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥19,110 ¥19,110 ¥16,100 カワニシ
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1730 15339 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＮＣＢ　　キャンセラススクリュー 02.02152.070 ｻｲｽﾞ5.0x70mm PT32 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1731 15340 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＮＣＢ　　コーティカルスクリュー 02.02150.024 ｻｲｽﾞ5.0x24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1732 15341 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＮＣＢ　　コーティカルスクリュー 02.02150.026 ｻｲｽﾞ5.0x26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1733 15342 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＮＣＢ　　コーティカルスクリュー 02.02150.028 ｻｲｽﾞ5.0x28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1734 15343 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＮＣＢ　　コーティカルスクリュー 02.02150.034 ｻｲｽﾞ5.0x34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1735 15344 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＮＣＢ　　コーティカルスクリュー 02.02150.046 ｻｲｽﾞ5.0x46mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,400 カワニシ

1736 15395 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ NCB Periprosthetic Proximal Femur Plate 02.02263.112 左用 12H 大腿 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,380 ¥81,380 ¥70,300 カワニシ

1737 15737 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5000-060-01 ﾅﾛｰ 6 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

1738 15398 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-058-01 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

1739 15711 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-058-02 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

1740 15787 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-060-02 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 6 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

1741 15764 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-062-01 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 7 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

1742 15399 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-062-02 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 7 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

1743 15631 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5124-004-10 CD/3-5 10mm 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1744 15401 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5124-004-11 CD/3-5 11mm 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1745 15736 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5124-005-10 CD/6-9 10mm 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1746 15766 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5124-007-10 EF/6-9 10mm 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1747 15713 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5224-004-10 CD/3-5 10mm 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1748 15806 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5224-004-124 CD/3-5 12mm 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1749 15788 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5224-005-14 CD/6-9 14mm 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1750 15402 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5224-007-10 EF/6-9 10mm 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

1751 15404 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＶＩＶＡＣＩＴ－Ｅパテラ 42-5402-000-29 29mm 8.0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KP-10-2 ¥47,300 ¥47,300 ¥53,200 ¥53,200 ¥43,500 カワニシ

1752 15405 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＶＩＶＡＣＩＴ－Ｅパテラ 42-5402-000-32 32mm 8.5mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KP-10-2 ¥47,300 ¥47,300 ¥53,200 ¥53,200 ¥43,500 カワニシ

1753 15406 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　セメントティビア 42-5320-067-01 D 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

1754 15712 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　セメントティビア 42-5320-067-02 D 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

1755 15407 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　セメントティビア 42-5320-071-02 E 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

1756 15765 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　セメントティビア 42-5320-075-01 F 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

1757 15409 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＶｅｒＳｙｓ　ＣＲＣステム 00-7871-013-61 ｻｲｽﾞ:13x210mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節･HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥309,700 ¥309,700 ¥256,600 カワニシ

1758 15411 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ アーレンボーンプラグキット 00-8011-010-01 ｻｲｽﾞ:12/16mm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OH-1 ¥19,600 ¥19,600 ¥21,500 ¥21,500 ¥18,140 カワニシ

1759 15159 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ 骨頭ﾈｯｸ  6°ﾃｰﾊﾟｰ 00-9026-033-00  ｻｲｽﾞ:+7x32mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥92,000 ¥92,000 ¥76,940 カワニシ

1760 15803 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ 腸骨スペーサー　Ａ ZH-B61H-A30-00  ｻｲｽﾞ:30mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 骨盤 腸骨稜用 AB-16 ¥61,200 ¥61,200 ¥67,830 ¥67,830 ¥56,400 カワニシ

1761 5609 ストライカー Durationｾﾝﾄﾗｯｸｽﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ 6226-2-651  内径26mm  外径51mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥118,700 ¥118,700 ¥94,760 カワニシ

1764 5682 ストライカー Lｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ 57-13105  5穴  厚さ1.3mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,040 カワニシ

1765 5685 ストライカー Mﾌﾟﾚｰﾄ  Ｔ型 57-10140  90°6穴  厚さ1.0mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,040 カワニシ

1766 5687 ストライカー Ｓプレート  Ｔ型 57-05260  90°7穴  厚さ0.55mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,040 カワニシ

1767 5688 ストライカー T2  GTN  大腿骨 18501236S  左  径12mm  全長360mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1768 5689 ストライカー T2  GTN  大腿骨 18510836S  右  径8mm  全長360mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1769 5690 ストライカー T2  GTN  大腿骨 18510932S  右  径9mm  全長320mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1770 5698 ストライカー T2ｽｰﾌﾟﾗｺﾝﾃﾞｨﾗｰﾈｲﾙ(ｼｮｰﾄ) 1826-1120S  径11mm  全長200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1771 5703 ストライカー T2ｽｰﾌﾟﾗｺﾝﾃﾞｨﾗｰﾈｲﾙ(ﾛﾝｸﾞ) 1826-1026S  径10mm  全長260mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1772 5708 ストライカー T2ｽｰﾌﾟﾗｺﾝﾃﾞｨﾗｰﾈｲﾙ(ﾛﾝｸﾞ) 1826-1232S  径12mm  全長320mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1773 5711 ストライカー T2ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾈｲﾙ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 18976095S  径6.5mm  全長95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥37,400 ¥37,400 ¥30,720 カワニシ

1774 5712 ストライカー T2ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾈｲﾙ  ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 18976100S  径6.5mm  全長100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥37,400 ¥37,400 ¥30,720 カワニシ

1775 5713 ストライカー T2ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾈｲﾙ(R1500) 18450934S  径9mm  全長340mm  右用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1776 5717 ストライカー T2ﾘｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾈｲﾙ(R1500) 18451140S  径11mm  全長400mm  右用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1777 5721 ストライカー T2上腕骨ﾈｲﾙ 1830-0828S  径8mm  全長280mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1778 5724 ストライカー T2上腕骨ﾈｲﾙ  3×4 1830-1820S  径8mm  全長200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1779 5725 ストライカー T2上腕骨ﾈｲﾙ  3×4 1830-1822S  径8mm  全長220mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1780 5729 ストライカー T2上腕骨ﾈｲﾙ  近位骨折用  ｼｮｰﾄ 18321035S  左  中空 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ



ＩＤ
商品コー

ド
メーカー名 商品名 規格 ｹｰｽ

入数
ﾊﾞﾗ
単位

ｹｰｽ
単位

分類名 償還記号 新償還価格
ｹｰｽ

新償還価格
ﾊﾞﾗ

ケース
定価

バラ
定価

ケース
見積額

バラ
見積額

H30年度納入業者

1781 5733 ストライカー T2大腿骨ﾈｲﾙA/R  1500R 18280834S  径8mm  全長340mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1782 5734 ストライカー T2大腿骨ﾈｲﾙA/R  1500R 18280838S  径8mm  全長380mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1783 5739 ストライカー T2大腿骨ﾈｲﾙA/R  1500R 1828-1232S  径12mm  全長320mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1784 5742 ストライカー T2大腿骨ﾈｲﾙA/R  1500R 1828-1332S  径13mm  全長320mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1785 5747 ストライカー T2脛骨ﾈｲﾙ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1822-1027S  径10mm  全長270mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1786 5748 ストライカー T2脛骨ﾈｲﾙ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1822-1028S  径10mm  全長285mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1787 5751 ストライカー T2脛骨ﾈｲﾙ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1822-1033S  径10mm  全長330mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1788 5752 ストライカー T2脛骨ﾈｲﾙ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1822-1125S  径11mm  全長255mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1789 5754 ストライカー T2脛骨ﾈｲﾙ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1822-1130S  径11mm  全長300mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1790 5755 ストライカー T2脛骨ﾈｲﾙ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1822-1131S  径11mm  全長315mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1791 5756 ストライカー T2脛骨ﾈｲﾙ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1822-1228S  径12mm  全長285mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥152,600 ¥152,600 ¥124,200 カワニシ

1792 5757 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5050S  径5mm  全長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1793 5758 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5055S  径5mm  全長55mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1794 5759 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5060S  径5mm  全長60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1795 5760 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5065S  径5mm  全長65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1796 5761 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5070S  径5mm  全長70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1797 5762 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5075S  径5mm  全長75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1798 5763 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5080S  径5mm  全長80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1799 5764 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ 1895-5085S  径5mm  全長85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,800 カワニシ

1800 5765 ストライカー T2顆部ｽｸﾘｭｰ用ﾅｯﾄ 1895-5001S 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 ﾅｯﾄ F4-j ¥19,800 ¥19,800 ¥19,900 ¥19,900 ¥17,900 カワニシ

1801 5767 ストライカー Target  360  Nano  Coils 542152  1.5mm×2cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1802 5768 ストライカー Target  360  Nano  Coils 542153  1.5mm×3cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1803 5769 ストライカー Target  360  Nano  Coils 544203  2mm×3cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1804 5770 ストライカー Target  360  Nano  Coils 544204  2mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1805 5771 ストライカー Target  360  Nano  Coils 544254  2.5mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1806 5772 ストライカー Target  360  Nano  Coils 544304  3mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1807 5774 ストライカー Target  360  Soft 547306  3mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1808 5775 ストライカー Target  360  Soft 547308  3mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1809 5776 ストライカー Target  360  Soft 547351  3.5mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1810 5777 ストライカー Target  360  Soft 547406  4mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1811 5778 ストライカー Target  360  Soft 547408  4mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1812 5779 ストライカー Target  360  Soft 547415  4mm×15cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1813 5780 ストライカー Target  360  Soft 547451  4.5mm×12cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1814 5781 ストライカー Target  360  Soft 547510  5mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1815 5782 ストライカー Target  360  Soft 547520  5mm×20cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1816 5783 ストライカー Target  360  Soft 547610  6mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1817 5784 ストライカー Target  360  Soft 547620  6mm×20cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1818 5785 ストライカー Target  360  Soft 547730  7mm×30cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1819 5786 ストライカー Target  360  Standard 546515  5mm×15cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1820 5789 ストライカー Target  360  Standard 546930  9mm×30cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1821 5790 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542203  2mm×3cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1822 5791 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542204  2mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1823 5792 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542254  2.5mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1824 5793 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542304  3mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1825 5794 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542306  3mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1826 5795 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542308  3mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1827 5796 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542310  3mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1828 5797 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542358  3.5mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1829 5798 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542406  4mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル
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1830 5799 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542408  4mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1831 5800 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542415  4mm×15cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1832 5801 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542451  4.5mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1833 5802 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542510  5mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1834 5803 ストライカー Target  360  ｳﾙﾄﾗ 542515  5mm×15cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1835 5806 ストライカー Target  XL  360  Soft 612620  6mm×20cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1836 5807 ストライカー Target  XL  360  Soft 612720  7mm×20cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1837 5808 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543201  2mm×1cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1838 5809 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543202  2mm×2cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1839 5810 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543203  2mm×3cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1840 5811 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543204  2mm×4cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1841 5812 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543206  2mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1842 5813 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543208  2mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1843 5814 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543253  2.5mm×3cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1844 5815 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543306  3mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1845 5816 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543308  3mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1846 5817 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543310  3mm×10cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1847 5818 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543406  4mm×6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1848 5819 ストライカー Target  ﾍﾘｶﾙ  ｳﾙﾄﾗ 543408  4mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

1849 5824 ストライカー ウイングスパン WE045020  4.5×20 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  脳血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥492,000 ¥492,000 ¥492,000 ¥492,000 ¥452,000 サンメディカル

1850 5825 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  1018  2TM 144189  2.0F/0.019"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1851 5826 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  1018  ﾌﾟﾘｼｪｲﾌﾟﾄﾞ45  2TM 144190  2.0F/0.019"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1852 5827 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  1018  ﾌﾟﾘｼｪｲﾌﾟﾄﾞ90  2TM 144191  2.0F/0.019"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1853 5828 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  1018  ﾌﾟﾘｼｪｲﾌﾟﾄﾞJ  2TM 144192  2.0F/0.019"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1854 5829 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  SL-10  2TM 168189  1.7F/0.0165"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1855 5830 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  SL-10  ﾌﾟﾘｼｪｲﾌﾟﾄﾞ45  2TM 168190  1.7F/0.0165"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1856 5831 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  SL-10  ﾌﾟﾘｼｪｲﾌﾟﾄﾞ90  2TM 168191  1.7F/0.0165"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1857 5832 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  SL-10  ﾌﾟﾘｼｪｲﾌﾟﾄﾞC  2TM 168193  1.7F/0.0165"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1858 5833 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  SL-10  ﾌﾟﾘｼｪｲﾌﾟﾄﾞJ  2TM 168192  1.7F/0.0165"  150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

1859 5835 ストライカー ｴｸｾﾙｼｵ  XT-27  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ XT275092  Flex Pre-Shaped 先端柔軟長18cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  造影能強化型 ¥30,800 ¥30,800 ¥31,400 ¥31,400 ¥27,700 サンメディカル

1860 5836 ストライカー ｵﾒｶﾞﾌﾟﾗｽTiｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ(滅菌品) 3368-1-103S  ｷｰﾀｲﾌﾟ  135°3穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FF-3 ¥50,400 ¥50,400 ¥53,500 ¥53,500 ¥46,360 カワニシ

1861 5838 ストライカー カーブドプレート 40-15014S  6穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥69,500 カワニシ

1865 5850 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0075S  径10.5mm  全長75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1866 5851 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0080S  径10.5mm  全長80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1867 5852 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0085S  径10.5mm  全長85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1868 5853 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0090S  径10.5mm  全長90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1869 5854 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0095S  径10.5mm  全長95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1870 5855 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0100S  径10.5mm  全長100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1871 5856 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0105S  径10.5mm  全長105mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1872 5857 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3U-ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3066-0110S  径10.5mm  全長110mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥30,720 カワニシ

1873 5858 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾄﾛｷｬﾝﾃﾘｯｸﾈｲﾙｷｯﾄ 3125-0170S  径10mm  全長170mm  125° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1874 5859 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾄﾛｷｬﾝﾃﾘｯｸﾈｲﾙｷｯﾄ 3125-2170S  径12mm  全長170mm  125° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1875 5860 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾄﾛｷｬﾝﾃﾘｯｸﾈｲﾙｷｯﾄ 3130-0170S  径10mm  全長170mm  130° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1876 5861 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾄﾛｷｬﾝﾃﾘｯｸﾈｲﾙｷｯﾄ 3130-2170S  径12mm  全長170mm  130° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1877 5870 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾈｲﾙ用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3060-0090S  径10.5mm  全長90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥37,400 ¥37,400 ¥30,720 カワニシ

1878 5871 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾈｲﾙ用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3060-0095S  径10.5mm  全長95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥37,400 ¥37,400 ¥30,720 カワニシ

1879 5872 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾈｲﾙ用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3060-0100S  径10.5mm  全長100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥37,400 ¥37,400 ¥30,720 カワニシ

1880 5874 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾈｲﾙ用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 3060-0110S  径10.5mm  全長110mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥37,400 ¥37,400 ¥30,720 カワニシ

1881 5880 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3425-0300S  径10mm  全長300mm  125°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ
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1882 5881 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3425-0340S  径10mm  全長340mm  125°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1883 5882 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3425-0360S  径10mm  全長360mm  125°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1884 5883 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3430-0260S  径10mm  全長260mm  130°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1885 5884 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3430-0300S  径10mm  全長300mm  130°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1886 5885 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3430-0320S  径10mm  全長320mm  130°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1887 5886 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3430-0340S  径10mm  全長340mm  130°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1888 5887 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3430-0360S  径10mm  全長360mm  130°右 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1889 5888 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3525-0340S  径10mm  全長340mm  125°左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1890 5890 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3530-0260S  径10mm  全長260mm  130°左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1891 5891 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3530-0280S  径10mm  全長280mm  130°左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1892 5892 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3530-0320S  径10mm  全長320mm  130°左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1893 5893 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3530-0340S  径10mm  全長340mm  130°左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1894 5894 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3530-0360S  径10mm  全長360mm  130°左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1895 5895 ストライカー ｶﾞﾝﾏ3ﾛﾝｸﾞﾈｲﾙｷｯﾄ 3530-0380S  径10mm  全長380mm  130°左 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

1896 5896 ストライカー ｹﾞｰﾄｳｪｲ  ﾓﾉﾚｰﾙ  血管拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 20721-1240  全長12mm  外径4.00mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 経皮的脳血管形成術 閉鎖型 ¥134,000 ¥134,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,500 サンメディカル

1897 5897 ストライカー ｹﾞｰﾄｳｪｲ  血管拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 20720-0915  全長9mm  外径1.50mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 経皮的脳血管形成術 閉鎖型 ¥134,000 ¥134,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,500 サンメディカル

1898 5898 ストライカー ｹﾞｰﾄｳｪｲ  血管拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 20720-1220  全長12mm  外径2.00mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 経皮的脳血管形成術 閉鎖型 ¥134,000 ¥134,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,500 サンメディカル

1899 5899 ストライカー ｹﾞｰﾄｳｪｲ  血管拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 20720-1225  全長12mm  外径2.50mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 経皮的脳血管形成術 閉鎖型 ¥134,000 ¥134,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,500 サンメディカル

1900 5900 ストライカー ｹﾞｰﾄｳｪｲ  血管拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 20720-1230  全長12mm  外径3.00mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 経皮的脳血管形成術 閉鎖型 ¥134,000 ¥134,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,500 サンメディカル

1901 5901 ストライカー ｹﾞｰﾄｳｪｲ  血管拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 20720-1235  全長12mm  外径3.50mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 経皮的脳血管形成術 閉鎖型 ¥134,000 ¥134,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,500 サンメディカル

1902 5902 ストライカー ｻｰｼﾞｶﾙｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ骨ｾﾒﾝﾄ 6191-0-002(6191-0-001:小箱)  40g 2 個 / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 骨ｾﾒﾝﾄ  人工関節固定用  ｾﾒﾝﾄ･F11-b(1g当) ¥24,160 ¥12,080 ¥26,700 ¥13,350 ¥22,300 カワニシ

1903 5908 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12005  径1.2mm  全長5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1904 5909 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12006  径1.2mm  全長6mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1905 5910 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12007  径1.2mm  全長7mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1906 5911 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12008  径1.2mm  全長8mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1907 5912 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12009  径1.2mm  全長9mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1908 5913 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12010  径1.2mm  全長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1909 5914 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12011  径1.2mm  全長11mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1910 5915 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-12012  径1.2mm  全長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1911 5917 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17006  径1.7mm  全長6mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1912 5918 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17007  径1.7mm  全長7mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1913 5919 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17008  径1.7mm  全長8mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1914 5920 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17009  径1.7mm  全長9mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1915 5921 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17010  径1.7mm  全長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1916 5922 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17011  径1.7mm  全長11mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1917 5923 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17012  径1.7mm  全長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1918 5924 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17013  径1.7mm  全長13mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1919 5925 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17014  径1.7mm  全長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1920 5926 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17015  径1.7mm  全長15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1921 5927 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17016  径1.7mm  全長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1922 5928 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17017  径1.7mm  全長17mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1923 5929 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17018  径1.7mm  全長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1924 5930 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17019  径1.7mm  全長19mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1925 5931 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-17020  径1.7mm  全長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1926 5932 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23007  径2.3mm  全長7mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1927 5933 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23009  径2.3mm  全長9mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1928 5934 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23010  径2.3mm  全長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1929 5935 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23011  径2.3mm  全長11mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1930 5936 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23012  径2.3mm  全長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ



ＩＤ
商品コー

ド
メーカー名 商品名 規格 ｹｰｽ

入数
ﾊﾞﾗ
単位

ｹｰｽ
単位

分類名 償還記号 新償還価格
ｹｰｽ

新償還価格
ﾊﾞﾗ

ケース
定価

バラ
定価

ケース
見積額

バラ
見積額

H30年度納入業者

1931 5937 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23013  径2.3mm  全長13mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1932 5938 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23014  径2.3mm  全長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1933 5939 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23015  径2.3mm  全長15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1934 5940 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23016  径2.3mm  全長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1935 5941 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23017  径2.3mm  全長17mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1936 5942 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23018  径2.3mm  全長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1937 5943 ストライカー ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾍｯﾄﾞ) 59-23022  径2.3mm  全長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1938 5944 ストライカー ﾁﾀﾝ製ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 52-27214  径2.7mm  全長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1939 5945 ストライカー ﾁﾀﾝ製ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 52-27216  径2.7mm  全長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1940 5946 ストライカー ﾁﾀﾝ製ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 52-27218  径2.7mm  全長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1941 5947 ストライカー ﾁﾀﾝ製ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 52-27222  径2.7mm  全長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1942 5949 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾂｲﾝﾌｯｸ(滅菌品) 694580S  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  全長80mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FH-3 ¥27,700 ¥27,700 ¥29,100 ¥29,100 ¥25,640 カワニシ

1943 5950 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  ｼｬﾌﾄ型 1891-5035S  径5mm  全長35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1944 5951 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  ｼｬﾌﾄ型 1891-5040S  径5mm  全長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1945 5952 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  ｼｬﾌﾄ型 1891-5050S  径5mm  全長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1946 5953 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4020S  径4mm  全長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1947 5954 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4022S  径4mm  全長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1948 5955 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4024S  径4mm  全長24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1949 5956 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4026S  径4mm  全長26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1950 5957 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4028S  径4mm  全長28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1951 5958 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4030S  径4mm  全長30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1952 5959 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4032S  径4mm  全長32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1953 5960 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4034S  径4mm  全長34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1954 5961 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4036S  径4mm  全長36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1955 5962 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4038S  径4mm  全長38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1956 5963 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4040S  径4mm  全長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1957 5964 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4045S  径4mm  全長45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1958 5965 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4050S  径4mm  全長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1959 5966 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-4060S  径4mm  全長60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1960 5967 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5030S  径5mm  全長30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1961 5968 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5032S  径5mm  全長32.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1962 5969 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5035S  径5mm  全長35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1963 5970 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5037S  径5mm  全長37.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1964 5971 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5040S  径5mm  全長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1965 5972 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5042S  径5mm  全長42.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1966 5973 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5045S  径5mm  全長45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1967 5974 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5047S  径5mm  全長47.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1968 5975 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5050S  径5mm  全長50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1969 5976 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5052S  径5mm  全長52.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1970 5977 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5055S  径5mm  全長55mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1971 5978 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5060S  径5mm  全長60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1972 5979 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5065S  径5mm  全長65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1973 5980 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5070S  径5mm  全長70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1974 5981 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5075S  径5mm  全長75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1975 5982 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  全ｽﾚｯﾄﾞ型 1896-5080S  径5mm  全長80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥15,500 ¥13,880 カワニシ

1976 5983 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾋﾟﾝ) 53-23016S  2.3mm×16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,329 シーメック

1977 5984 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾋﾟﾝ) 53-23018S  2.3mm×18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,329 シーメック

1978 5985 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾋﾟﾝ) 53-23022S  2.3mm×22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,329 シーメック

1979 5986 ストライカー ﾁﾀﾝ製ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(ｸﾛｽﾋﾟﾝ) 53-23026S  2.3mm×26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,329 シーメック
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1980 5987 ストライカー ﾁﾀﾝ製皮質骨ｽｸﾘｭｰ  ｾﾙﾌﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ(滅菌品) 601030S  径4.5×全長30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1981 5988 ストライカー ﾁﾀﾝ製皮質骨ｽｸﾘｭｰ  ｾﾙﾌﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ(滅菌品) 601038S  径4.5×全長38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1982 5989 ストライカー ﾁﾀﾝ製皮質骨ｽｸﾘｭｰ  ｾﾙﾌﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ(滅菌品) 601040S  径4.5×全長40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1983 5993 ストライカー ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾑｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ESC0407  SuperCompliant  4mm×7mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥98,000 サンメディカル

1984 6020 ストライカー ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27012S  2.7mm×12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1985 6021 ストライカー ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27014S  2.7mm×14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1986 6028 ストライカー ﾊﾞﾘｱｯｸｽﾛｯｷﾝｸﾞMC5ﾌﾟﾚｰﾄ 57-15324S  M  5穴  左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥69,105 シーメック

1987 6077 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27312  径2.7mm  全長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1988 6078 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27314  径2.7mm  全長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1989 6079 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27316  径2.7mm  全長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1990 6080 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27318  径2.7mm  全長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1991 6081 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27320  径2.7mm  全長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1992 6082 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27322  径2.7mm  全長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1993 6083 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27324  径2.7mm  全長24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1994 6084 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 52-27326  径2.7mm  全長26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1995 6105 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35612S  3.5mm×12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1996 6106 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35614S  3.5mm×14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1997 6110 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27610S  2.7mm×10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1998 6111 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27612S  2.7mm×12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

1999 6112 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27614S  2.7mm×14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

2000 6113 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27616S  2.7mm×16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

2001 6114 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27618S  2.7mm×18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

2002 6116 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27628S  2.7mm×28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

2003 6117 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27632S  2.7mm×32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

2004 6118 ストライカー ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27636S  2.7mm×36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,350 カワニシ

2005 6122 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694070S  径6.5mm×70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2006 6123 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694075S  径6.5mm×75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2007 6124 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694080S  径6.5mm×80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2008 6125 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694085S  径6.5mm×85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2009 6126 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694090S  径6.5mm×90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2010 6127 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694095S  径6.5mm×95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2011 6128 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694100S  径6.5mm×100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2012 6129 ストライカー 滅菌ﾊﾝｿﾝﾋﾟﾝ(ﾁﾀﾝ製) 694105S  径6.5mm×105mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥81,110 カワニシ

2013 6134 ストライカー 橈骨遠位用ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ(ﾏﾄﾘｯｸｽｽﾏｰﾄﾛｯｸ) 54-25288  ｽﾓｰﾙ  ｼｮｰﾄ  遠位掌側用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥69,500 カワニシ

2014 13676 スミス･アンド･ネフュー FAST-FIX360ｶｰﾌﾞ 72202468  1ﾊﾟｯｸｱﾝｶｰ2個入  滅菌済 1 箱 / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2×2 ¥68,200 ¥68,200 ¥69,000 ¥69,000 ¥60,000 カワニシ

2015 13679 スミス･アンド･ネフュー FAST-FIX360ﾘﾊﾞｰｽｶｰﾌﾞ 72202469  1ﾊﾟｯｸｱﾝｶｰ2個入  滅菌済 1 箱 / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2×2 ¥68,200 ¥68,200 ¥69,000 ¥69,000 ¥60,000 カワニシ

2016 13681 スミス･アンド･ネフュー InterTANｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 7651-5310  0mm  ｲﾝﾀｰﾅﾙﾍｯｸｽ  ﾛﾝｸﾞﾉｰｽﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘  F4-c  付属品 ¥0 ¥0 ¥5,000 ¥5,000 ¥3,900 カワニシ

2017 13682 スミス･アンド･ネフュー InterTANｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾈｲﾙ 7167-5202  φ 11.5mm×18cm  125° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥167,200 ¥167,200 ¥138,320 カワニシ

2018 13683 スミス･アンド･ネフュー InterTANｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾈｲﾙ 7167-5203  φ 13mm×18cm  125° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥167,200 ¥167,200 ¥138,320 カワニシ

2019 13684 スミス･アンド･ネフュー InterTANｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾈｲﾙ 7167-5208  φ 11.5mm×18cm  130° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥167,200 ¥167,200 ¥138,320 カワニシ

2020 13685 スミス･アンド･ネフュー InterTANｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾈｲﾙ 7167-5209  φ 13mm×18cm  130° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥167,200 ¥167,200 ¥138,320 カワニシ

2021 13686 スミス･アンド･ネフュー InterTANｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾈｲﾙ 7167-5383  φ 10mm×18cm  125° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥167,200 ¥167,200 ¥138,320 カワニシ

2022 13687 スミス･アンド･ネフュー InterTANｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾈｲﾙ 7167-5384  φ 10mm×18cm  130° 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥167,200 ¥167,200 ¥138,320 カワニシ

2023 13690 スミス･アンド･ネフュー InterTANﾗｸﾞ/ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰｷｯﾄ 7167-7085  φ 11×85mm/φ 7×80mm  各1本入 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部 F4-f-2×2 ¥66,800 ¥66,800 ¥79,400 ¥79,400 ¥61,450 カワニシ

2024 13691 スミス･アンド･ネフュー InterTANﾗｸﾞ/ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰｷｯﾄ 7167-7090  φ 11×90mm/φ 7×85mm  各1本入 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部 F4-f-2×2 ¥66,800 ¥66,800 ¥79,400 ¥79,400 ¥61,450 カワニシ

2025 13692 スミス･アンド･ネフュー InterTANﾗｸﾞ/ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰｷｯﾄ 7167-7095  φ 11×95mm/φ 7×90mm  各1本入 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部 F4-f-2×2 ¥66,800 ¥66,800 ¥79,400 ¥79,400 ¥61,450 カワニシ

2026 13693 スミス･アンド･ネフュー InterTANﾗｸﾞ/ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰｷｯﾄ 7167-7100  φ 11×100mm/φ 7×95mm 各1本入 1 ST / ST 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部 F4-f-2×2 ¥66,800 ¥66,800 ¥79,400 ¥79,400 ¥61,450 カワニシ

2027 13706 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801356  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(244c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥24,768 ¥24,768 ¥44,370 ¥44,370 ¥35,496 カワニシ

2028 13707 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801357  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(496c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥30,312 ¥30,312 ¥51,980 ¥51,980 ¥41,584 カワニシ
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2029 13708 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801358  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(168c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥23,096 ¥23,096 ¥40,280 ¥40,280 ¥32,224 カワニシ

2030 13709 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801359  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(280c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥25,560 ¥25,560 ¥43,520 ¥43,520 ¥34,816 カワニシ

2031 13710 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801360  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(392c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥28,024 ¥28,024 ¥46,760 ¥46,760 ¥37,408 カワニシ

2032 13711 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801361  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(200c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥23,800 ¥23,800 ¥41,210 ¥41,210 ¥32,968 カワニシ

2033 13712 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801362  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(300c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥26,000 ¥26,000 ¥44,100 ¥44,100 ¥35,280 カワニシ

2034 13713 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801363  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(500c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥30,400 ¥30,400 ¥49,890 ¥49,890 ¥39,912 カワニシ

2035 13714 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801364  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(450c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥29,300 ¥29,300 ¥48,440 ¥48,440 ¥38,752 カワニシ

2036 13715 スミス･アンド･ネフュー PICO  創傷治療ｼｽﾃﾑ 66801365  陰圧維持管理装置+ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ2枚 1 箱 / 箱 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置材料(800c㎡)+陰圧ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥37,000 ¥37,000 ¥62,040 ¥62,040 ¥48,832 カワニシ

2037 13718 スミス･アンド･ネフュー RENASYS  ﾌｫｰﾑﾌｨﾗｰｷｯﾄL 66801090  25×15×3cm  375c㎡ 1 個 / 個 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥8,250 ¥8,250 ¥12,400 ¥12,400 ¥11,400 カワニシ

2038 13719 スミス･アンド･ネフュー RENASYS  ﾌｫｰﾑﾌｨﾗｰｷｯﾄM 66801089  20×12.5×3cm  250c㎡ 1 個 / 個 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥5,500 ¥5,500 ¥8,200 ¥8,200 ¥7,500 カワニシ

2039 13720 スミス･アンド･ネフュー RENASYS  ﾌｫｰﾑﾌｨﾗｰｷｯﾄS 66801088  10×8×3cm  80c㎡ 1 個 / 個 創傷被覆材 局所陰圧閉鎖処置用材料 (1㎠当) ¥1,760 ¥1,760 ¥5,500 ¥5,500 ¥4,900 カワニシ

2040 13721 スミス･アンド･ネフュー SURESHOT  ﾄﾞﾘﾙ 7169-2810  ｼｮｰﾄ  AOｺﾈｸﾀｰ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘  髄内釘･F4-k  単品請求不可 ¥0 ¥0 ¥7,000 ¥7,000 ¥6,180 カワニシ

2041 13722 スミス･アンド･ネフュー SURESHOT  ﾈｲﾙﾌﾟﾛｰﾌﾞ 7169-2814  META ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ用 ﾄﾞﾘﾙ別 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 位置情報表示装置 F4-k ¥23,000 ¥23,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥14,400 シーメック

2042 13723 スミス･アンド･ネフュー TRIGENｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 7651-8024  0mm  ｲﾝﾀｰﾅﾙﾍｯｸｽ  ﾛﾝｸﾞﾉｰｽﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘  F4-b  付属品 ¥0 ¥0 ¥5,000 ¥5,000 ¥4,400 シーメック

2043 13726 スミス･アンド･ネフュー TRIGENﾒﾀﾈｲﾙ  ﾃｨﾋﾞｱﾙ 7165-5129  φ 10mm×29cm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-a ¥135,000 ¥135,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥120,530 シーメック

2044 13732 スミス･アンド･ネフュー エンド･ボタン 013186  4mm×12mm  滅菌済 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊固定用ｱﾝｶｰ  F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥34,500 ¥34,500 ¥29,770 カワニシ

2045 13734 スミス･アンド･ネフュー ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝCL  BTB 7210082  30mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥70,900 ¥70,900 ¥57,540 カワニシ

2046 13741 スミス･アンド･ネフュー ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝCL  ULTRA 72203331 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥70,900 ¥70,900 ¥57,540 カワニシ

2047 13737 スミス･アンド･ネフュー ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝCL  ULTRA 72200147  20mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥70,900 ¥70,900 ¥57,540 カワニシ

2048 13738 スミス･アンド･ネフュー ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝCL  ULTRA 72200148  25mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥70,900 ¥70,900 ¥57,540 カワニシ

2049 13739 スミス･アンド･ネフュー ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝCL  ULTRA 72200149  30mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥70,900 ¥70,900 ¥57,540 カワニシ

2050 13740 スミス･アンド･ネフュー ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾀﾝCL  ULTRA 72200151  40mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥70,900 ¥70,900 ¥57,540 カワニシ

2051 13753 スミス･アンド･ネフュー ﾊｲﾄﾞﾛｻｲﾄADﾌﾟﾗｽ<ﾍﾞﾝﾄ型> 66800674  7.5×7.5cm  ﾊﾟｯﾄﾞ:25c㎡ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥2,500 ¥250 ¥2,500 ¥250 ¥2,250 カワニシ

2052 13755 スミス･アンド･ネフュー ﾍﾟﾙﾅｯｸ<ﾒｯｼｭ補強ﾀｲﾌﾟ> PN-F82120  L  82mm×120mm  98.4c㎡ 1 枚 / 枚 創傷被覆材 真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ（1c㎡当） ¥44,379 ¥44,379 ¥44,477 ¥44,477 ¥40,400 カワニシ

2053 13759 スミス･アンド･ネフュー ﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｷｬﾌﾟﾁｬｰﾄﾞｽｸﾘｭｰ 7164-5027  φ 5.0mm×27.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 シーメック

2054 13760 スミス･アンド･ネフュー ﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｷｬﾌﾟﾁｬｰﾄﾞｽｸﾘｭｰ 7164-5030  φ 5.0mm×30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 シーメック

2055 13762 スミス･アンド･ネフュー ﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｷｬﾌﾟﾁｬｰﾄﾞｽｸﾘｭｰ 7164-5035  φ 5.0mm×35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 シーメック

2056 13763 スミス･アンド･ネフュー ﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｷｬﾌﾟﾁｬｰﾄﾞｽｸﾘｭｰ 7164-5037  φ 5.0mm×37.5mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 シーメック

2057 13765 スミス･アンド･ネフュー ﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｷｬﾌﾟﾁｬｰﾄﾞｽｸﾘｭｰ 7164-5045  φ 5.0mm×45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 シーメック

2058 13766 スミス･アンド･ネフュー ﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｷｬﾌﾟﾁｬｰﾄﾞｽｸﾘｭｰ 7164-5065  φ 5.0mm×65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止めｽｸﾘｭｰ 標準 F4-f-1 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,200 ¥16,200 ¥13,770 シーメック

2059 6281 ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ カフなし気管切開チューブ 100/506/035  3.5mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開･ｶﾌなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,420 ¥4,420 ¥3,400 カワニシ

2060 6282 ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ カフなし気管切開チューブ 100/506/040  4.0mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開･ｶﾌなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,420 ¥4,420 ¥3,400 カワニシ

2061 6283 ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ カフなし気管切開チューブ 100/506/045  4.5mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開･ｶﾌなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,420 ¥4,420 ¥3,400 カワニシ

2062 6284 ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ カフなし気管切開チューブ 100/506/050  5.0mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開･ｶﾌなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,420 ¥4,420 ¥3,400 カワニシ

2063 6286 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/020  2.0mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2064 6287 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/025  2.5mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2065 6288 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/030  3.0mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2066 6289 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/035  3.5mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2067 6290 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/040  4.0mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2068 6291 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/045  4.5mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2069 6292 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/050  5.0mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2070 6293 スミスメディカル ｶﾌなし気管内ﾁｭｰﾌﾞ･ｼﾘｺﾅｲｽﾞﾄﾞPVC 100/111/055  5.5mm  経口/経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌなし  条件付 ¥6,050 ¥605 ¥8,000 ¥800 ¥5,700 カワニシ

2071 6307 スミスメディカル ｻｾｯﾄ気管内ﾁｭｰﾌﾞ 100/189/070  内径7.0mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能あり 条件付 ¥25,600 ¥2,560 ¥35,000 ¥3,500 ¥23,700 カワニシ

2072 6308 スミスメディカル ｻｾｯﾄ気管内ﾁｭｰﾌﾞ 100/189/075  内径7.5mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能あり 条件付 ¥25,600 ¥2,560 ¥35,000 ¥3,500 ¥23,700 カワニシ

2073 6309 スミスメディカル ｼﾞｪﾙｺ(ｸﾘｱｰ) 18520  24G×3/4"(19mm) 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 標準型 条件付 ¥4,450 ¥89 ¥15,000 ¥300 ¥3,350 カワニシ

2074 6329 スミスメディカル ﾉｰｽﾎﾟｰﾗｰ気管内ﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾌ付)･ｱｲﾎﾞﾘｰPVC 100/133/060  6.0mm  経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥23,430 カワニシ

2075 6330 スミスメディカル ﾉｰｽﾎﾟｰﾗｰ気管内ﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾌ付)･ｱｲﾎﾞﾘｰPVC 100/133/065  6.5mm  経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥23,430 カワニシ

2076 6331 スミスメディカル ﾉｰｽﾎﾟｰﾗｰ気管内ﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾌ付)･ｱｲﾎﾞﾘｰPVC 100/133/070  7.0mm  経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥23,430 カワニシ

2077 6332 スミスメディカル ﾉｰｽﾎﾟｰﾗｰ気管内ﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾌ付)･ｱｲﾎﾞﾘｰPVC 100/133/075  7.5mm  経鼻用 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥35,000 ¥3,500 ¥23,430 カワニシ
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2078 6350 スミスメディカル ﾎﾟｰﾃｯｸｽ･ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ気管支内ﾁｭｰﾌﾞ(右用) 197-35R  35Fr 1 本 / 本 呼吸器関連 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥562 ¥562 ¥22,000 ¥22,000 ¥17,200 カワニシ

2079 6351 スミスメディカル ﾎﾟｰﾃｯｸｽ･ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ気管支内ﾁｭｰﾌﾞ(左用) 198-28L  28Fr 1 本 / 本 呼吸器関連 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥562 ¥562 ¥17,800 ¥17,800 ¥13,200 カワニシ

2080 6352 スミスメディカル ﾎﾟｰﾃｯｸｽ･ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ気管支内ﾁｭｰﾌﾞ(左用) 198-32L  32Fr 1 本 / 本 呼吸器関連 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥562 ¥562 ¥17,800 ¥17,800 ¥13,200 カワニシ

2081 6353 スミスメディカル ﾎﾟｰﾃｯｸｽ･ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ気管支内ﾁｭｰﾌﾞ(左用) 198-35L  35Fr 1 本 / 本 呼吸器関連 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥562 ¥562 ¥17,800 ¥17,800 ¥13,200 カワニシ

2082 6354 スミスメディカル ﾎﾟｰﾃｯｸｽ･ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ気管支内ﾁｭｰﾌﾞ(左用) 198-37L  37Fr 1 本 / 本 呼吸器関連 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥562 ¥562 ¥17,800 ¥17,800 ¥13,200 カワニシ

2083 6381 スルザーオスピカ ｵｽﾋﾟｶ  ﾊｰﾄﾜｲﾔｰ TME66TC-5  T型  双極直列  5mm  60cm 5 本 / 箱 電極カテーテル 体外式ペースメーカー用心臓植込ワイヤー･双極以上 ¥31,900 ¥6,380 ¥37,900 ¥7,580 ¥5,966 カワニシ

2084 7249 ゼオンメディカル ｴｸｽﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙﾌﾟﾗｽ  ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EXP71820D  2.4mm(7F)  ﾊﾞﾙｰﾝ径18mm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾞﾙｰﾝ ¥37,500 ¥37,500 ¥37,500 ¥37,500 ¥29,200 サンメディカル

2085 7252 ゼオンメディカル ｾﾞｵﾝ胆石除去用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙB 133-127-3  全長3m  外径2.3mm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾙｰﾝ ¥32,100 ¥32,100 ¥35,000 ¥35,000 ¥25,600 サンメディカル

2086 7253 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  IABPﾊﾞﾙｰﾝﾌﾟﾗｽ BPGL-3060  30ml  6.0Fr  0.014ｲﾝﾁ 1 ST / ST ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ末梢循環温存型 ¥144,000 ¥144,000 ¥160,000 ¥160,000 ¥128,200 サンメディカル

2087 7254 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA0440BBA(S)  4Fr  4cm  ﾚｷﾞｭﾗｰ  ｼｮｰﾄ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

2088 7255 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA1140ABA(N)  4Fr  11cm ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

2089 7257 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA1150ABA(N)  5Fr  11cm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

2090 7259 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA1160ABA(S)  6Fr  11cm ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

2091 7260 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA1180ABA(N)  8Fr  11cm ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

2092 7261 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA1180ABA(S)  8Fr  11cm ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

2093 7262 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA1190ABA(N)  9Fr  11cm ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,250 サンメディカル

2094 7263 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISA1190ABA(S)  9Fr  11cm ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,250 サンメディカル

2095 7264 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISB2540ABA(S)  4Fr  25cm  耐ｷﾝｸ  ﾛﾝｸﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,800 サンメディカル

2096 7265 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISB2590ABA(S)  9Fr  25cm  耐ｷﾝｸ  ﾛﾝｸﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥3,200 サンメディカル

2097 7266 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISB3050ABA(N)  5Fr  30cm  耐ｷﾝｸ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,800 サンメディカル

2098 7267 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISB3060ABA(N)  6Fr  30cm  耐ｷﾝｸ  ﾛﾝｸﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,800 サンメディカル

2099 7268 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISB3070ABA(N)  7Fr  30cm 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,800 サンメディカル

2100 7269 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ ISB3080ABA(N)  8Fr  30cm  耐ｷﾝｸ  ﾛﾝｸﾞ 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,800 サンメディカル

2101 7271 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ TZB416090AS  6Fr  41cm  90°ｱﾝｸﾞﾙ 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,500 カワニシ

2102 7272 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ TZB98501JAS  5Fr  98cm  Jｶｰﾌﾞ 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,500 カワニシ

2103 7273 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ TZB985090AS  5Fr  98cm  90°ｱﾝｸﾞﾙ 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,500 カワニシ

2104 7274 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ TZB986090AS  6Fr  98cm  90°ｱﾝｸﾞﾙ 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,500 カワニシ

2105 7275 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ TZB987090AS  7Fr  98cm  90°ｱﾝｸﾞﾙ 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,500 カワニシ

2106 7276 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｸﾗｯｼｬｰｶﾃｰﾃﾙ LBGT-7320S  標準ｾｯﾄ  ﾀｲｺ型3線 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥41,900 ¥41,900 ¥36,200 サンメディカル

2107 7277 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｸﾗｯｼｬｰｶﾃｰﾃﾙ LBGT-7425S  標準ｾｯﾄ  ﾀｲｺ型4線 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥48,000 ¥48,000 ¥36,200 サンメディカル

2108 7278 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｸﾗｯｼｬｰｶﾃｰﾃﾙM LBMT320  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｱｼｽﾄ  ﾀｲｺ型3線 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥41,900 ¥41,900 ¥36,200 サンメディカル

2109 7279 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｸﾗｯｼｬｰｶﾃｰﾃﾙM LBMT420  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｱｼｽﾄ  ﾀｲｺ型4線 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥41,900 ¥41,900 ¥36,200 サンメディカル

2110 7280 ゼオンメディカル ｾﾞﾒｯｸｽ  ｸﾗｯｼｬｰｶﾃｰﾃﾙM LBMT620  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｱｼｽﾄ  ﾀｲｺ型6線 1 ST / ST 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥41,900 ¥41,900 ¥36,200 サンメディカル

2111 15720 ｾﾞｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ ゼメックス　ｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ　耐ｷﾝｸ ISB2590ABA(N)  9Fr  25cm ﾛﾝｸﾞ 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥3,200 サンメディカル

2112 7321 ゼリア新薬工業 ｱﾋﾞﾃﾝ  ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ 70mm×35mm×1mm(0.8g) 3 枚 / 箱 心臓血管外科関連 微線維性コラーゲン(１g当） ¥38,400 ¥12,800 ¥0 ¥0 ¥34,000 よんやく

2113 7322 ゼリア新薬工業 ｱﾋﾞﾃﾝ  ﾌﾗﾜｰﾀｲﾌﾟ 1g 2 袋 / 箱 心臓血管外科関連 微線維性コラーゲン(１g当） ¥25,600 ¥12,800 ¥0 ¥0 ¥23,000 よんやく

2114 7388 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  ComViｽﾃﾝﾄ(ｶﾊﾞｰﾄﾞ) BC0806  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm  長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有  条件付 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,800 サンメディカル

2115 7389 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  ComViｽﾃﾝﾄ(ｶﾊﾞｰﾄﾞ) BC1005  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ5cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有  条件付 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,800 サンメディカル

2116 7390 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  ComViｽﾃﾝﾄ(ｶﾊﾞｰﾄﾞ) BC1006  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有  条件付 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,800 サンメディカル

2117 7391 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  ComViｽﾃﾝﾄ(ｶﾊﾞｰﾄﾞ) BC1008  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有  条件付 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,800 サンメディカル

2118 7392 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  ComViｽﾃﾝﾄ(ｶﾊﾞｰﾄﾞ) TC1008X  経皮  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有  条件付 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,800 サンメディカル

2119 7393 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00805  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm  長さ5cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2120 7394 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00806  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm  長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2121 7395 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00807  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm  長さ7cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2122 7396 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00808  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm  長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2123 7397 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD01005  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ5cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2124 7398 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD01006  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2125 7399 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD01007  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ7cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2126 7400 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD01008  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径10mm  長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル
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2127 7401 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  ﾗｰｼﾞｾﾙD-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00807-5  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm 長さ7cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2128 7402 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  ﾗｰｼﾞｾﾙD-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD01008-5  経内視鏡 ｽﾃﾝﾄ直径10mm 長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2129 7403 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  胃十二指腸用ｽﾃﾝﾄ DDT2206  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm  長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2130 7404 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  胃十二指腸用ｽﾃﾝﾄ DDT2208  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm  長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2131 7405 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  胃十二指腸用ｽﾃﾝﾄ DDT2210  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm 長さ10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2132 7406 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  胃十二指腸用ｽﾃﾝﾄ DDT2212  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm 長さ12cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2133 7407 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  拡張力強化型D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00806-8  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm 長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2134 7408 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  拡張力強化型D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00808-8  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径8mm 長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2135 7409 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  拡張力強化型D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD01006-8  経内視鏡 ｽﾃﾝﾄ直径10mm 長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2136 7410 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  拡張力強化型D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD01010-8 経内視鏡 ｽﾃﾝﾄ直径10mm 長さ10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2137 7411 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  食道用ｼﾘｺｰﾝｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ EST1810F  TTS  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2138 7412 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  大腸用ｽﾃﾝﾄ CDT2206  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm  長さ6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2139 7413 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  大腸用ｽﾃﾝﾄ CDT2208  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm  長さ8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2140 7414 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  大腸用ｽﾃﾝﾄ CDT2210  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm 長さ10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2141 7415 ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾅｲﾁｴｽ  大腸用ｽﾃﾝﾄ CDT2212  経内視鏡  ｽﾃﾝﾄ直径22mm 長さ12cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2142 7421 セント･ジュード･メディカル Assurity MRI DR/Merlin.netｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ PM2272+EX1150 1 ST / ST ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥1,236,000 ¥1,236,000 ¥747,900 シーメック

2154 7570 セント･ジュード･メディカル ｱｼｭﾘﾃｨDR  植込み型心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶ PM2240  DDDR/双極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥747,900 シーメック

2155 7571 セント･ジュード･メディカル ｱｼｭﾘﾃｨMRI  DR  植込み型ﾍﾟｰｽﾒｰｶ PM2272  DDDR/双極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥986,000 ¥986,000 ¥747,900 シーメック

2158 8190 セント･ジュード･メディカル アンジオシール 610120  6Fr 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 ¥27,900 ¥27,900 ¥46,200 ¥46,200 ¥26,500 カワニシ

2159 8191 セント･ジュード･メディカル アンジオシール 610122  8Fr 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 ¥27,900 ¥27,900 ¥46,200 ¥46,200 ¥26,500 カワニシ

2161 7581 セント･ジュード･メディカル ｶﾃｰﾃﾙｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻ 405104  6F 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,790 シーメック

2162 7583 セント･ジュード･メディカル ｶﾃｰﾃﾙｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻ 405116  9F 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,790 シーメック

2163 7584 セント･ジュード･メディカル ｶﾃｰﾃﾙｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻ 405154  7F 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,790 シーメック

2165 7590 セント･ジュード･メディカル ｺﾝﾌｧｰﾑ  植込み型心電用ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ DM2100 1 台 / 台 生理検査用器材関連 植込型心電図記録計(標準型) ¥387,000 ¥387,000 ¥422,000 ¥422,000 ¥348,300 シーメック

2166 7620 セント･ジュード･メディカル ｾﾞﾌｧｰDR  植込み型ﾍﾟｰｽﾒｰｶ 5820  (DDDR/双極) 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥747,900 シーメック

2167 7621 セント･ジュード･メディカル ｾﾞﾌｧｰSR  植込み型ﾍﾟｰｽﾒｰｶ 5620  (SSIR/双極) 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ  標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥558,000 ¥558,000 ¥533,280 シーメック

2168 7624 セント･ジュード･メディカル テンドリルＭＲＩ LPA1200M/46  双極/IS-1  ｽｸﾘｭｰｲﾝ  46cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 シーメック

2169 7625 セント･ジュード･メディカル テンドリルＭＲＩ LPA1200M/52  双極/IS-1  ｽｸﾘｭｰｲﾝ  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 シーメック

2170 7635 セント･ジュード･メディカル テンドリルＳＴＳ 2088TC/52  双極/IS-1  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 シーメック

2171 7644 セント･ジュード･メディカル ﾌﾟﾚｯｼｬﾜｲﾔ  ｱｴﾘｽ  G8 C12058  0.014"  有効長175cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用圧ｾﾝｻｰ付ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥151,000 ¥151,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥135,000 カワニシ

2172 7652 セント･ジュード･メディカル リードキャップ 4033A  IS-1/DF-1/DF4 1 個 / 個 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ ｱｸｾｻﾘｰ ¥4,170 ¥4,170 ¥4,610 ¥4,610 ¥3,800 シーメック

2173 8017 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙｼｰｽｾｯﾄ  MAXIMUM  TRIO S861K  406963  10F ACT  27cm 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,760 戸田医療器

2175 8023 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ﾋﾟｰﾙｱｳｪｲｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻ S497B  DPX-6  6F  14cm 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

2176 8024 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 体外用ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ  ﾊﾞﾙｰﾝなし心室用 H896B  401674  TL-510R  5F  PIN  ﾗｲﾄﾊｰﾄ 5 本 / 箱 電極カテーテル ｶﾃ電極･一時ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ型 ¥84,000 ¥16,800 ¥92,000 ¥18,400 ¥15,350 カワニシ

2177 8025 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 体外用ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ  ﾊﾞﾙｰﾝ付心室用 H892A  401616  TLB-510  5F  PIN  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･一時ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ型 ¥16,800 ¥16,800 ¥18,400 ¥18,400 ¥15,350 カワニシ

2178 8026 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 体外用ﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ  ﾊﾞﾙｰﾝ付心室用 H892B  401624  TLB-510R  5F  PIN  ﾗｲﾄﾊｰﾄ 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･一時ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ型 ¥16,800 ¥16,800 ¥18,400 ¥18,400 ¥15,350 カワニシ

2179 8027 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 電極ｶﾃｰﾃﾙLIVEWIRE H400L  401648  4極  5F  L-Curl 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥48,300 戸田医療器

2180 8028 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 電極ｶﾃｰﾃﾙLIVEWIRE H998I  402022  5極  5F  L-Curl  CRD-2 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥48,300 戸田医療器

2181 8029 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 電極ｶﾃｰﾃﾙLIVEWIRE H998K  402024  5極  5F  L-Curl 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥48,300 戸田医療器

2182 8030 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 電極ｶﾃｰﾃﾙLIVEWIRE H999N  402048  10極  5F  M-Sweep  CSL 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅱ ¥79,500 ¥79,500 ¥87,800 ¥87,800 ¥69,900 戸田医療器

2183 8031 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 電極ｶﾃｰﾃﾙSUPREME H985C  401443  4極  5F  JSN 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥48,300 戸田医療器

2184 8032 ｾﾝﾄｼﾞｭｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾃﾞｲｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 電極ｶﾃｰﾃﾙSUPREME H997A  401890  4極  4F  JSN 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥48,300 戸田医療器

2185 7869 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞMX1.0mmﾌﾟﾚｰﾄ SC4NE  C型  4穴ﾛﾝｸﾞ  28×6×1.0mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-c ¥53,600 ¥53,600 ¥53,900 ¥53,900 ¥47,700 サンメディカル

2186 7870 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞMX1.0mmﾌﾟﾚｰﾄ SC4NM  C型  4穴ﾐﾃﾞｨｱﾑ  25×6×1.0mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-c ¥53,600 ¥53,600 ¥53,900 ¥53,900 ¥47,700 サンメディカル

2187 7871 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞMX1.0mmﾌﾟﾚｰﾄ SC6S  C型  6穴  34×7×1.0mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-c ¥53,600 ¥53,600 ¥53,900 ¥53,900 ¥47,700 サンメディカル

2188 7876 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞMX1.0mmﾌﾟﾚｰﾄ SS4E  ｽﾄﾚｰﾄ型  4穴ﾛﾝｸﾞ  28×4.5×1.0mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥38,500 ¥38,500 ¥34,100 サンメディカル

2189 7877 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞMX1.0mmﾌﾟﾚｰﾄ SS4S  ｽﾄﾚｰﾄ型  4穴  22×4.5×1.0mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥38,500 ¥38,500 ¥34,100 サンメディカル

2190 7878 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞMX1.0mmﾌﾟﾚｰﾄ SS6S  ｽﾄﾚｰﾄ型  6穴  34×4.5×1.0mm 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥38,500 ¥38,500 ¥34,100 サンメディカル

2191 7882 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞ-MXｽｸﾘｭｰ S2006  山径2.0mm  谷径1.6mm  全長6mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥33,700 ¥33,700 ¥29,400 サンメディカル
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2192 7884 タキロン ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞ-MXｽｸﾘｭｰ S2061  山径2.0mm  谷径1.6mm  全長6mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥33,700 ¥33,700 ¥29,400 サンメディカル

2193 15370 ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾙｺﾞｱ ゴア　プロパテンバスキュラーグラフト H050040J 5mmx40cm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｳｫｰﾙ 1 本 / 本 人工血管 人工血管 ヘパリン使用型 サポートなし(1cm当) ¥106,400 ¥106,400 ¥106,400 ¥106,400 ¥95,700 サンメディカル

2194 7862 ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾙｺﾞｱ 心膜用シート PSM-01060 厚0.1mm 60mmx120mm 1 枚 / 枚 心臓血管外科関連 繊維布･心血管･心膜(1c㎡当) ¥27,864 ¥27,864 ¥28,800 ¥28,800 ¥25,910 カワニシ

2195 7863 ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾙｺﾞｱ 心膜用シート PSM-01080 厚0.1mm  80mmx160mm 1 枚 / 枚 心臓血管外科関連 繊維布･心血管･心膜(1c㎡当) ¥49,536 ¥49,536 ¥51,200 ¥51,200 ¥46,070 カワニシ

2196 7989 ディヴインターナショナル DIB-PCAｼｽﾃﾑ(ﾜﾝﾃﾞｨｳﾞPCA) 004001  D-1P  1ml/hr  1ml  ｽﾗｲﾄﾞｼｪﾙﾀｲﾌﾟ 10 本 / 箱 薬液注入ｼｽﾃﾑ(ＰＣＡ) 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ  PCA型 ¥44,300 ¥4,430 ¥70,000 ¥7,000 ¥28,000 カワニシ

2197 7990 ディヴインターナショナル DIB-PCAｼｽﾃﾑ(ﾜﾝﾃﾞｨｳﾞPCA) 016082  D-820W  4ml/hr  3ml ｽﾗｲﾄﾞｼｪﾙﾀｲﾌﾟ 10 本 / 箱 薬液注入ｼｽﾃﾑ(ＰＣＡ) 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ  PCA型 ¥44,300 ¥4,430 ¥70,000 ¥7,000 ¥28,000 カワニシ

2198 8011 ディスポメディカ ｴﾝﾎﾞﾚｸﾄﾐｰｶﾃｰﾃﾙ(動脈血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ) 9/300W  3Fr  80cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･ﾊﾞﾙｰﾝ一般 ¥11,700 ¥11,700 ¥12,100 ¥12,100 ¥10,500 サンメディカル

2199 8012 ディスポメディカ ｴﾝﾎﾞﾚｸﾄﾐｰｶﾃｰﾃﾙ(動脈血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ) 9/301X  4Fr  80cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･ﾊﾞﾙｰﾝ一般 ¥11,700 ¥11,700 ¥12,100 ¥12,100 ¥10,500 サンメディカル

2200 8013 ディスポメディカ ｴﾝﾎﾞﾚｸﾄﾐｰｶﾃｰﾃﾙ(動脈血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ) 9/303Z  6Fr  80cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･ﾊﾞﾙｰﾝ一般 ¥11,700 ¥11,700 ¥12,100 ¥12,100 ¥10,500 サンメディカル

2201 8014 ディスポメディカ ｴﾝﾎﾞﾚｸﾄﾐｰｶﾃｰﾃﾙ(動脈血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ) 9/305B 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･ﾊﾞﾙｰﾝ一般 ¥11,700 ¥11,700 ¥12,100 ¥12,100 ¥10,500 サンメディカル

2202 8015 ディスポメディカ ｴﾝﾎﾞﾚｸﾄﾐｰｶﾃｰﾃﾙ(動脈血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ) 9/306C 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･ﾊﾞﾙｰﾝ一般 ¥11,700 ¥11,700 ¥12,100 ¥12,100 ¥10,500 サンメディカル

2203 15111 ﾃﾞｰﾀｽｺｰﾌﾟ IABｶﾃｰﾃﾙ  TRANS-RAY  PLUS　ｲﾝｻｰｼｮﾝｷｯﾄ付 TRP3546  7.5Fr 35cc 6ｲﾝﾁｼｰｽ 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃｾﾝｻｰ内蔵型 ¥190,000 ¥190,000 ¥206,000 ¥206,000 ¥167,200 戸田医療器

2204 15750 ﾃﾞｰﾀｽｺｰﾌﾟ IABｶﾃｰﾃﾙ  TRANS-RAY  PLUS　ｲﾝｻｰｼｮﾝｷｯﾄ付 TRP4046  7.5Fr 40cc 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃｾﾝｻｰ内蔵型 ¥190,000 ¥190,000 ¥206,000 ¥206,000 ¥167,200 戸田医療器

2205 8005 データスコープ IABｶﾃｰﾃﾙ  YAMATO  PLUS YMT30N-01  7.5F  Nﾀｲﾌﾟ30cc 1 ST / ST ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ標準型 ¥164,000 ¥164,000 ¥180,000 ¥180,000 ¥144,320 戸田医療器

2206 8006 データスコープ IABｶﾃｰﾃﾙ  YAMATO  PLUS YMT35N-01  7.5F  Nﾀｲﾌﾟ35cc 1 ST / ST ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ標準型 ¥164,000 ¥164,000 ¥180,000 ¥180,000 ¥144,320 戸田医療器

2207 8007 データスコープ IABｶﾃｰﾃﾙ  YAMATO  PLUS YMT40N-01  7.5F  Nﾀｲﾌﾟ40cc 1 ST / ST ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ標準型 ¥164,000 ¥164,000 ¥180,000 ¥180,000 ¥144,320 戸田医療器

2208 8008 データスコープ 大動脈ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ  YAMATO IAB3064  7.5Fr 30cc 6ｲﾝﾁｼｰｽ､ｲﾝｻｰｼｮﾝｷｯﾄ付 1 ST / ST ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ末梢循環温存型 ¥144,000 ¥144,000 ¥173,000 ¥173,000 ¥126,720 戸田医療器

2209 8010 データスコープ 大動脈ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ  YAMATO IAB4064  7.5Fr 40cc 6ｲﾝﾁｼｰｽ､ｲﾝｻｰｼｮﾝｷｯﾄ付 1 ST / ST ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ末梢循環温存型 ¥144,000 ¥144,000 ¥173,000 ¥173,000 ¥126,720 戸田医療器

2210 8035 テクレス ｾﾒｯｸｽ  RX  ﾎﾞｰﾝｾﾒﾝﾄ 1200/A  40g入 1 箱 / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 骨ｾﾒﾝﾄ  人工関節固定用  ｾﾒﾝﾄ･F11-b(1g当) ¥12,080 ¥12,080 ¥12,120 ¥12,120 ¥10,680 カワニシ

2211 8042 テルモ CDI500ｼｬﾝﾄｾﾝｻｰ CV-510H1 20 個 / 箱 その他体外循環 人工心肺回路 ｶﾞｽ分圧ｾﾝｻｰ付 個別n-2 ¥276,000 ¥13,800 ¥342,000 ¥17,100 ¥12,696 カワニシ

2212 8043 テルモ Destination  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ GS-F5ST1C45F  5Fr  45cm  ｽﾄﾚｰﾄ 5 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ガイディングカテ その他血管用+ダイレーター ¥114,200 ¥22,840 ¥122,200 ¥24,440 ¥20,590 カワニシ

2213 8044 テルモ Destination  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ GS-F6ST1C45F  6Fr  45cm  ｽﾄﾚｰﾄ 5 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ガイディングカテ その他血管用+ダイレーター ¥114,200 ¥22,840 ¥122,200 ¥24,440 ¥20,590 カワニシ

2214 8045 テルモ Destination  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ GS-K5ST1C90F  5Fr  90cm  ｽﾄﾚｰﾄ 5 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ガイディングカテ その他血管用+ダイレーター ¥114,200 ¥22,840 ¥122,200 ¥24,440 ¥20,590 カワニシ

2215 8046 テルモ Destination  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ GS-K6ST1C90B  6Fr  90cm  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ+ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  腹部四肢 ¥22,840 ¥22,840 ¥24,440 ¥24,440 ¥20,590 カワニシ

2216 15172 ﾃﾙﾓ Hiryu  Plus  PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL2706HSW  6mm  φ 2.75mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2217 15173 ﾃﾙﾓ Hiryu  Plus  PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL3215HHW  15mm  φ 3.25mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2218 8049 テルモ Hiryu  Plus  PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL3508HSW  8mm  φ 3.50mm 5 本 / 箱 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥1,135,000 ¥227,000 ¥296,000 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2219 8050 テルモ Hiryu  Plus  PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL4506HSW  6mm  φ 4.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2244 8048 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL2206HSW  6mm  φ 2.25mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2245 15484 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL2508HSW 8mm φ 2.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2246 15485 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL3006HSW 6mm φ 3.0mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2247 15487 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL3506HSW 6mm φ 3.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2248 15490 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL3706HSW 6mm φ 3.75mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2249 15492 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL3708HSW 8mm φ 3.75mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2250 15494 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL4006HSW 6mm φ 4.00mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2251 15496 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL4008HSW 8mm φ 4.00mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2252 15499 ﾃﾙﾓ Ｈｉｒｙｕ　Ｐｌｕｓ　PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RL5006HSW 6mm φ 5.00mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2265 8130 テルモ PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  ﾗﾝｽﾙｰNS TW-AS418FAZ  0.014"  180cm  ｽﾄﾚｰﾄ ﾌﾛｯﾋﾟｰ 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥13,300 ¥13,300 ¥15,400 ¥15,400 ¥11,970 カワニシ

2266 8132 テルモ PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  ﾗﾝｽﾙｰNS TW-AS418XAZ  0.014"  ｽﾄﾚｰﾄ  ｴｸｽﾄﾗﾌﾛｯﾋﾟｰ 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥13,300 ¥13,300 ¥15,400 ¥15,400 ¥11,970 カワニシ

2267 8133 テルモ PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  ﾗﾝｽﾙｰNS TW-DS418FHZ  0.014" ｽﾄﾚｰﾄ ﾊｲﾊﾟｰｺｰﾄﾌﾛｯﾋﾟｰ 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,000 カワニシ

2268 8134 テルモ PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  ﾗﾝｽﾙｰNS TW-DS418IAZ  0.014"  ｽﾄﾚｰﾄ  ｲﾝﾀﾒﾃﾞｨｴｲﾄ 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,000 カワニシ

2269 8135 テルモ PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  ﾗﾝｽﾙｰNS TW-JJ415Z                              * 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥66,500 ¥13,300 ¥77,000 ¥15,400 ¥11,970 カワニシ

2270 8137 テルモ Ryujin  Plus  OTW  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ DC-PH1210LH  10mm  φ 1.25mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2271 8159 テルモ Tazuna  PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RK2010EH  10mm  φ 2.00mm 5 本 / ｹｰｽ ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥227,000 ¥45,400 ¥296,000 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2272 8160 テルモ Tazuna  PTCA拡張ｶﾃｰﾃﾙ DC-RK2015EHW  15mm  φ 2.00mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2283 8156 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK1210EH  10mm  φ 1.25mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2284 8157 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK1510EH  10mm  φ 1.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2285 8158 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK1515EH  15mm  φ 1.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2286 15503 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK2020EHW  20mm  φ 2.0mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ
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2287 8161 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK2210EH  10mm  φ 2.25mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2288 8162 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK2215EHW  15mm  φ 2.25mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2289 8163 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK2510EHW  10mm  φ 2.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2290 8164 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK2515EHW  15mm  φ 2.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2291 15504 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK2520EHW  20mm  φ 2.50mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2292 8165 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK2715EHW  15mm  φ 2.75mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2293 8166 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK3010EHW  10mm  φ 3.00mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2294 8167 ﾃﾙﾓ Ｔａｚｕｎａ　ＰＴＣＡ拡張カテーテル DC-RK3015EHW  15mm  φ 3.00mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2295 8192 テルモ ｲﾝﾄﾗﾌｫｰｶｽⅡ  ﾋﾞｭｰｲｯﾄ TU-40P2613L  40MHz  2.6Fr/3.2Fr  135cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ  標準  細径 ¥89,500 ¥89,500 ¥100,000 ¥100,000 ¥80,000 カワニシ

2296 8202 テルモ オプチフラッシュ RQ-4AP55JP  4Fr  130cm  ｱﾝｸﾞﾙﾄﾞﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2297 8203 テルモ オプチフラッシュ RQ-4DVB009  4Fr  90cm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2298 8204 テルモ オプチフラッシュ RQ-4MCGC0LV  4Fr  ﾏﾙﾁｶｰﾌﾞ 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2299 8205 テルモ オプチフラッシュ RQ-4MCPA6RT  4Fr  140cm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2300 8206 テルモ オプチフラッシュ RQ-4SP0A01  4Fr  110cm  側孔数0 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2301 8208 テルモ オプチフラッシュ RQ-5MCGC0LV  5Fr  115cm  ｽﾄﾚｰﾄ 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2302 8209 テルモ オプチフラッシュ RQ-5MCPA6RT  5Fr  140cm  ﾏﾙﾁｶｰﾌﾞ 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2303 8210 テルモ ｵﾌﾟﾁﾌﾗｯｼｭ  心臓用 RQ-4AP55J1  4Fr  110cm  ｱﾝｸﾞﾙﾄﾞﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2304 8213 テルモ ｵﾌﾟﾁﾌﾗｯｼｭ  心臓用 RQ-5APRBJ1  5Fr  110cm  ｱﾝｸﾞﾙﾄﾞﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2305 8215 テルモ ｵﾌﾟﾁﾌﾗｯｼｭXL RV-4JL3500  4Fr  100cm  JL-3.5(3.5cm) 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2306 8216 テルモ ｵﾌﾟﾁﾌﾗｯｼｭXL RV-4JL4000  4Fr  100cm  JL-4.0(4.0cm) 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2307 8217 テルモ ｵﾌﾟﾁﾌﾗｯｼｭXL RV-4JL5000  4Fr  100cm  JL-5.0(5.0cm) 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2308 8218 テルモ ｵﾌﾟﾁﾌﾗｯｼｭXL RV-4JR4000  4Fr  100cm  JR-4.0(4.0cm) 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2309 8219 テルモ ｵﾌﾟﾁﾌﾗｯｼｭXL RV-4MT0220  4Fr  100cm  側孔2 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

2310 8220 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA18053  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.018"  50cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ガイドワイヤー ¥10,100 ¥2,020 ¥11,050 ¥2,210 ¥1,818 カワニシ

2311 8221 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA25153  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.025"  150cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ガイドワイヤー ¥10,100 ¥2,020 ¥11,050 ¥2,210 ¥9,900 宇和島器械

2312 8222 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA25403  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.025"  400cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥107,000 ¥21,400 ¥17,100 宇和島器械

2313 8223 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA32153  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.032"  150cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ガイドワイヤー ¥10,100 ¥2,020 ¥11,050 ¥2,210 ¥9,900 宇和島器械

2314 8224 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA35153  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.035"  150cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ガイドワイヤー ¥10,100 ¥2,020 ¥11,050 ¥2,210 ¥9,900 宇和島器械

2315 8225 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA35183  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.035"  180cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,370 カワニシ

2316 8226 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA35223  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.035"  220cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,370 カワニシ

2317 8227 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-GA35263  ｱﾝｸﾞﾙ型  0.035"  260cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,370 カワニシ

2318 8232 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-PA25153 ｱﾝｸﾞﾙ型(ｽﾃｨｯﾌﾀｲﾌﾟ)0.025"150cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ガイドワイヤー ¥10,100 ¥2,020 ¥11,050 ¥2,210 ¥1,818 カワニシ

2319 8233 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-PA32153 ｱﾝｸﾞﾙ型(ｽﾃｨｯﾌﾀｲﾌﾟ)0.032"150cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ガイドワイヤー ¥10,100 ¥2,020 ¥11,050 ¥2,210 ¥1,818 カワニシ

2320 8234 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-PA35153 ｱﾝｸﾞﾙ型(ｽﾃｨｯﾌﾀｲﾌﾟ)0.035"150cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー ガイドワイヤー ¥10,100 ¥2,020 ¥11,050 ¥2,210 ¥1,818 カワニシ

2321 8235 テルモ ガイドワイヤーＭ RF-PA35303 ｱﾝｸﾞﾙ型(ｽﾃｨｯﾌﾀｲﾌﾟ)0.035"300cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,370 カワニシ

2322 8240 テルモ ｶﾃｰﾃﾙM  腹部用 RF-XD4500G  5Fr  65cm  JｶｰﾌﾞRC1 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,850 カワニシ

2323 8241 テルモ ｶﾃｰﾃﾙM  腹部用 RF-XI75008  5Fr  80cm  ﾛﾝｸﾞﾃｰﾊﾟｰ 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,850 カワニシ

2324 8254 テルモ ｷｬﾋﾟｵｯｸｽ経皮ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ(X) CX-EB15ASX  送血用ｶﾃｰﾃﾙ  15Fr 1 ST / ST その他体外循環 経皮的挿入用カニューレ(成人用・一般型)(生体適合性無)+生体適合性付加(加算) ¥43,200 ¥43,200 ¥42,000 ¥42,000 ¥38,880 カワニシ

2325 8255 テルモ ｷｬﾋﾟｵｯｸｽ経皮ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ(X) CX-EB16ASX  送血用ｶﾃｰﾃﾙ  16.5Fr 1 ST / ST その他体外循環 経皮的挿入用カニューレ(成人用・一般型)(生体適合性無)+生体適合性付加(加算) ¥43,200 ¥43,200 ¥42,000 ¥42,000 ¥38,880 カワニシ

2326 8256 テルモ ｷｬﾋﾟｵｯｸｽ経皮ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ(X) CX-EB18VSX  脱血用ｶﾃｰﾃﾙ  18Fr 1 ST / ST その他体外循環 経皮的挿入用カニューレ(成人用・一般型)(生体適合性無)+生体適合性付加(加算) ¥43,200 ¥43,200 ¥42,000 ¥42,000 ¥38,880 カワニシ

2327 8257 テルモ ｷｬﾋﾟｵｯｸｽ経皮ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ(X) CX-EB19VSX  脱血用ｶﾃｰﾃﾙ  19.5Fr 1 ST / ST その他体外循環 経皮的挿入用カニューレ(成人用・一般型)(生体適合性無)+生体適合性付加(加算) ¥43,200 ¥43,200 ¥42,000 ¥42,000 ¥38,880 カワニシ

2328 8258 テルモ ｷｬﾋﾟｵｯｸｽ経皮ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ(X) CX-EB21VSX  脱血用ｶﾃｰﾃﾙ  21Fr 1 ST / ST その他体外循環 経皮的挿入用カニューレ(成人用・一般型)(生体適合性無)+生体適合性付加(加算) ¥43,200 ¥43,200 ¥42,000 ¥42,000 ¥38,880 カワニシ

2329 8265 テルモ ｸﾞﾗｲﾄﾞｼｰｽｽﾚﾝﾀﾞｰ SQ-AS5D16H  5Fr  16cm  Mｺｰﾄあり 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,125 カワニシ

2330 8266 テルモ ｸﾞﾗｲﾄﾞｼｰｽｽﾚﾝﾀﾞｰ SQ-AS5J16H  5Fr  16cm  Mｺｰﾄあり 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,125 カワニシ

2331 8267 テルモ ｸﾞﾗｲﾄﾞｼｰｽｽﾚﾝﾀﾞｰ SQ-AS6J16H  6Fr  16cm  Mｺｰﾄあり 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,125 カワニシ

2332 8275 テルモ サーフローＦ＆Ｆ SR-FF1864  18G×2 1/2"(1.3×64mm)  深緑 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 標準型 条件付 ¥4,450 ¥89 ¥10,500 ¥210 ¥4,200 宇和島器械

2333 8276 テルモ サーフローＶ3 SR-FVP1832  18G×1 1/4"(1.3×32mm) 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 条件付き ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械

2334 8277 テルモ サーフローＶ3 SR-FVP2032  20G×1 1/4"(1.1×32mm) 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 条件付き ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械

2335 8278 テルモ サーフローＶ3 SR-FVP2225  22G×1"(0.9×25mm) 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 条件付き ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械
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2336 8279 テルモ サーフローＶ3 SR-FVP2419  24G×3/4"(0.7×19mm) 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 条件付き ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械

2337 8293 テルモ スナイパー2 CC-MHX13SY 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  造影能強化型 ¥30,800 ¥30,800 ¥37,780 ¥37,780 ¥27,720 カワニシ

2338 8294 テルモ セプターＸＣ MV-BX041115 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥98,000 サンメディカル

2342 8379 テルモ ナビフォーカスＷＲ TU-40N2515  40MHz  2.5Fr/3.2Fr  ﾕﾆｯﾄｶﾊﾞｰ 5 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ  標準  細径 ¥447,500 ¥89,500 ¥500,000 ¥100,000 ¥80,000 カワニシ

2343 8384 テルモ ハートレール GC-H5ST012NQ  5Fr  ｽﾄﾚｰﾄ  120cm  側孔0 5 本 / 箱 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥62,000 ¥12,400 ¥73,000 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2344 8385 テルモ ﾊｰﾄﾚｰﾙ  RadiguideⅡ GC-D6BL350N  6Fr  BL3.5  100cm  側孔0 5 本 / 箱 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥62,000 ¥12,400 ¥73,000 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2345 8386 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F4ST012NK  4Fr  ｽﾄﾚｰﾄ 120cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2346 8388 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F5AL1S0N  5Fr  AL1.0S 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2347 8393 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6AL010N  6Fr  AL1.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2348 8399 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6AL1S0N  6Fr  AL1.0S 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2349 8400 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6BLMQ0N  6Fr  BL3.5M 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2350 8401 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6BLMR0N  6Fr BL3.75M 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2351 15507 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6HH3Z0N  6Fr100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2352 8403 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6IL350N  6Fr  IL3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2353 15512 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6IL400N  6Fr100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2354 8405 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6IR0G0N  6Fr  IR0.75 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2355 8407 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6IR100N  6Fr  IR1.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2356 8409 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6IR150N  6Fr  IR1.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2357 8412 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6JL350N  6Fr  JL3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2358 8414 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6JL400N  6Fr  JL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2359 8418 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6JR400N  6Fr  JR4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2360 8420 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6SL350N  6Fr  SL3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2361 8422 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F6SL400N  6Fr  SL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2362 8427 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7AL020N  7Fr  AL2.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2363 8436 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7BLMQ0N  7Fr  BL3.5M 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2364 8438 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7BLMR0N  7Fr BL3.75M 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2365 8445 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7JL350N  7Fr  JL3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2366 8448 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7JL400N  7Fr  JL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2367 8453 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7JR400N  7Fr  JR4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2368 15521 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7SL350N  7Fr100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2369 15523 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F7SL400N  7Fr100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2370 8392 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6AL010A  6Fr  AL1.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2371 8398 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6AL1S0A  6Fr  AL1.0S 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2372 15174 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ 側孔2 GC-F6BLMQ0A 6Fr BL3.5M 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2373 8402 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6IL350A  6Fr  IL3.5 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2374 15510 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6IL400A  6Fr100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2375 8404 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6IR0G0A  6Fr  IR0.75 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2376 8406 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6IR100A  6Fr  IR1.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2377 8408 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6IR150A  6Fr  IR1.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2378 8411 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6JL350A  6Fr  JL3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2379 8413 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6JL400A  6Fr  JL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2380 8415 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6JR350A  6Fr  JR3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2381 8417 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6JR400A  6Fr  JR4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2382 8419 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6SL350A  6Fr  SL3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2383 8421 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F6SL400A  6Fr  SL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2384 8426 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7AL020A  7Fr  AL2.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2385 8428 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7AL0G0A  7Fr  AL0.75 100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2386 8434 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7BL35RA  7Fr  BL3.5  85cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2387 8435 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7BLMQ0A  7Fr  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ
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2388 8437 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7BLMR0A  7Fr  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2389 15515 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7IL400A  7Fr100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2390 8440 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7IR100A  7Fr  IR1.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2391 8447 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7JL400A  7Fr  JL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2392 8449 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7JL40RA  7Fr  JL4.0  85cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2393 8450 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7JR350A  7Fr  JR3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2394 8452 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7JR400A  7Fr  JR4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2395 15518 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7SL350A  7Fr100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2396 8455 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔2 GC-F7SL400A  7Fr  SL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

2397 8460 テルモ ファインクロスＧＴ NC-F863B 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,550 カワニシ

2398 8461 テルモ ファインクロスＧＴ NC-F865B 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,550 カワニシ

2399 8462 テルモ ファインクロスＭＧ NC-F863A 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,550 カワニシ

2400 8463 テルモ ファインクロスＭＧ NC-F865A 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,550 カワニシ

2403 8515 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A40G10A  4Fr  100mm  Mｺｰﾄなし 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,079 カワニシ

2404 8516 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A40J10A  4Fr  100mm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,079 カワニシ

2405 8517 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A50K10A  5Fr  100mm  Mｺｰﾄなし 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,079 カワニシ

2406 8518 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A60G10A  6Fr  100mm  Mｺｰﾄなし 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,079 カワニシ

2407 8519 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A60K10A  6Fr  100mm  Mｺｰﾄなし 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,079 カワニシ

2408 8520 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A60K10S  6Fr  100mm  Mｺｰﾄなし 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,079 カワニシ

2409 8521 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A70G10A  7Fr  100mm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,079 カワニシ

2410 8522 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A70K40AL  7Fr  400mm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,736 カワニシ

2411 8523 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A70K45A  7Fr  450mm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,736 カワニシ

2412 8524 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RR-A80K40AL  8Fr  400mm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,736 カワニシ

2413 8525 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RS-A70K35AL  7Fr  350mm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,736 カワニシ

2414 8526 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰⅡH RS-A80K35AL  8Fr  350mm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,736 カワニシ

2415 8527 テルモ ﾗｼﾞﾌｫｰｶｽｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰM RF-PR35263  15mmJ型(ｽﾃｨｯﾌﾀｲﾌﾟ)  260cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,370 カワニシ

2416 15175 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2209KSS  2.25mmx9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2417 15526 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2212KSS  2.25mmx12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2418 15528 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2215KSS  2.25mmx15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2419 15531 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2218KSS  2.25mmx18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2420 15533 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2224KSS  2.25mmx24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2421 15176 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2228KSS  2.25mmx28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2422 8552 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2233KSS  2.25mmx33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2423 8553 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2238KSS  2.25mmx38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2424 8554 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2509KSS  2.5mm×9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2425 8555 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2512KSS  2.5mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2426 8556 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2515KSS  2.5mmx15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2427 8557 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2518KSS  2.5mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2428 8558 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2524KSS  2.5mm×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2429 15536 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2528KSS  2.5mmx28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2430 8559 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2533KSS  2.5mm×33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2431 8560 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2538KSS  2.5mm×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2432 8561 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2709KSS  2.75mm×9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2433 8562 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2712KSS  2.75mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2434 15538 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2715KSS  2.75mmx15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2435 8563 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2718KSS  2.75mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2436 8564 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2724KSS  2.75mm×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2437 8565 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2728KSS  2.75mm×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2438 8566 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2733KSS  2.75mmx33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ
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2439 8567 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD2738KSS  2.75mm×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2440 8568 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3009KSS  3.0mm×9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2441 8569 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3012KSS  3.0mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2442 8570 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3015KSS  3.0mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2443 8571 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3018KSS  3.0mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2444 8572 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3024KSS  3.0mm×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2445 8573 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3028KSS  3.0mmx28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2446 8574 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3033KSS  3.0mm×33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2447 8575 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3038KSS  3.0mm×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2448 8576 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3509KSS  3.5mm×9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2449 8577 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3512KSS  3.5mm×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2450 8578 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3515KSS  3.5mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2451 8579 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3518KSS  3.5mm×18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2452 8580 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3524KSS  3.5mm×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2453 15540 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3528KSS  3.5mmx28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2454 15542 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3533KSS  3.5mmx33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2455 15545 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD3538KSS  3.5mmx38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2456 8581 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4009KSS  4.0mmx9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2457 15547 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4012KSS  4.0mmx12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2458 8582 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4015KSS  4.0mm×15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2459 15550 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4018KSS  4.0mmx18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2460 8583 テルモ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4024KSS  4.0mm×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2461 15551 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4028KSS  4.0mmx28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2462 15552 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4033KSS  4.0mmx33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2463 15553 ﾃﾙﾓ 冠動脈ｽﾃﾝﾄ  Ultimaster(ｱﾙﾁﾏｽﾀｰ) DE-RD4038KSS  4.0mmx38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2464 8590 テルモ 頭部血管用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  Traxcess MV-WS21420J  0.012"  200cm  ｽﾄﾚｰﾄ 10 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥142,000 ¥14,200 ¥150,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

2465 7903 テルモ･クリニカルサプライ エリミネート  プラス EL-G1701 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

2466 7904 テルモ･クリニカルサプライ エリミネート  プラス EL-G1702 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

2467 7905 テルモ･クリニカルサプライ エリミネート  プラス EL-G1752 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

2472 7942 テレフレックス ＬＭＡスプリーム 175010  ｻｲｽﾞ1 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥32,000 ¥3,200 ¥2,800 カワニシ

2473 7943 テレフレックス ＬＭＡスプリーム 175020  ｻｲｽﾞ2 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥32,000 ¥3,200 ¥2,800 カワニシ

2474 7944 テレフレックス ＬＭＡスプリーム 175030  ｻｲｽﾞ3 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥32,000 ¥3,200 ¥2,800 カワニシ

2475 7946 テレフレックス ＬＭＡスプリーム 175050  ｻｲｽﾞ5 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥32,000 ¥3,200 ¥2,800 カワニシ

2476 7949 テレフレックス RUSCH  ﾗﾘﾝｺﾞﾌﾚｯｸｽ 121181-70R  内径7.0mm  外径10.4mm 2 本 / 箱 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引なし･一重管 ¥14,920 ¥7,460 ¥28,000 ¥14,000 ¥19,100 エヒメ医療器

2477 7950 テレフレックス RUSCH  ﾗﾘﾝｺﾞﾌﾚｯｸｽ 121181-80R  内径8.0mm  外径11.4mm 2 本 / 箱 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引なし･一重管 ¥14,920 ¥7,460 ¥28,000 ¥14,000 ¥19,100 エヒメ医療器

2478 7951 テレフレックス ｱﾛｰｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ AJ-9886  8.5Fr×10cm 10 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥23,100 ¥2,310 ¥52,300 ¥5,230 ¥34,000 カワニシ

2479 7952 テレフレックス ｱﾛｰｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ AK-04150-E-S  20G×12cm 5 ST / 箱 動静脈留置ｶﾃｰﾃﾙ関連 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅰ ¥9,100 ¥1,820 ¥27,500 ¥5,500 ¥9,000 カワニシ

2480 7954 テレフレックス ｱﾛｰﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ CS-14402  4Fr×13cm 5 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥35,400 ¥7,080 ¥44,350 ¥8,870 ¥33,050 カワニシ

2481 7956 テレフレックス ｱﾛｰﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ CS-16402  4Fr×30cm 5 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥35,400 ¥7,080 ¥44,350 ¥8,870 ¥33,050 カワニシ

2482 7959 テレフレックス ｱﾛｰﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ SA-17702-J  7Fr×20cm 5 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥35,400 ¥7,080 ¥65,000 ¥13,000 ¥33,050 カワニシ

2483 7960 テレフレックス ｱﾛｰﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ SA-17752-J  7Fr×60cm 5 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥35,400 ¥7,080 ¥65,000 ¥13,000 ¥33,050 カワニシ

2484 7962 テレフレックス ｱﾛｰﾊﾞｰﾏﾝｱﾝｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸｶﾃｰﾃﾙ AI-7136  6Fr×90cm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  ﾊﾞﾙｰﾝ型(Ⅰ) ¥66,500 ¥13,300 ¥82,500 ¥16,500 ¥12,000 カワニシ

2485 7965 テレフレックス ｱﾛｰ大動脈内ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ IAB-06830U  UltraFlex  30ml 1 本 / 本 ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ末梢循環温存型 ¥144,000 ¥144,000 ¥173,000 ¥173,000 ¥129,600 カワニシ

2486 7966 テレフレックス ｱﾛｰ大動脈内ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ IAB-06840U  UltraFlex  40ml 1 本 / 本 ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ末梢循環温存型 ¥144,000 ¥144,000 ¥173,000 ¥173,000 ¥129,600 カワニシ

2487 7889 デンバー･バイオメディカル ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾟｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) 42-2050 1 ST / ST 排液関連 ｼｰｽ蛇行血管用×2+胸水･腹水ｼｬﾝﾄ ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ ¥178,080 ¥178,080 ¥220,000 ¥220,000 ¥170,000 サンメディカル

2488 8697 トーメーコーポレーション パンクタルプラグ 100450  SSｻｲｽﾞ･S2-3652t 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥6,670 アーガス・ビー・エム・シー

2489 8698 トーメーコーポレーション パンクタルプラグ 100451  Sｻｲｽﾞ･S2-3672t 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥6,670 アーガス・ビー・エム・シー

2490 8699 トーメーコーポレーション パンクタルプラグ 100452  Mｻｲｽﾞ･S2-3422t 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥6,670 アーガス・ビー・エム・シー

2491 8700 トーメーコーポレーション パンクタルプラグ 100453  Lｻｲｽﾞ･S2-3122t 2 個 / 箱 眼科関連 涙点プラグ ¥7,880 ¥3,940 ¥7,880 ¥3,940 ¥6,670 アーガス・ビー・エム・シー
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2492 8851 トップ バリクサー 01920　21G　Cﾀｲﾌﾟ 1 本 / 本 消化器内視鏡関連 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針 ¥3,960 ¥3,960 ¥8,000 ¥8,000 ¥3,660 共和医理器

2493 8852 トップ バリクサー 01922  23G  Cﾀｲﾌﾟ 1 本 / 本 消化器内視鏡関連 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針 ¥3,960 ¥3,960 ¥8,000 ¥8,000 ¥3,660 共和医理器

2494 8858 トップ ﾍﾞﾆｭｰﾗ静脈留置針 01151  V-1  16G(1.2mm)×75mm  灰色 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 標準型 条件付 ¥4,450 ¥89 ¥10,000 ¥200 ¥80 エヒメ医療器

2495 8859 トップ ﾍﾞﾆｭｰﾗ静脈留置針 01152  V-2  17G(0.9mm)×70mm  白 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 標準型 条件付 ¥4,450 ¥89 ¥10,000 ¥200 ¥80 エヒメ医療器

2496 8872 トップ 栄養ｶﾃｰﾃﾙ(不透過ﾗｲﾝ入り) 20934  14Fr  120cm  ｲｴﾛｰ 25 本 / 箱 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻･一般型  条件付 ¥4,500 ¥180 ¥6,500 ¥260 ¥3,750 エヒメ医療器

2497 8909 トライメド Berryﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ BRY-125  0.027"  有効長125cm  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  造影能強化型 ¥30,800 ¥30,800 ¥31,400 ¥31,400 ¥27,720 シーメック

2498 8911 トライメド ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ血管内異物回収用ﾊﾞｽｹｯﾄﾜｲﾔｰ TMDP-0519  0.014inch  190cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥90,200 ¥90,200 ¥79,650 シーメック

2499 8912 トライメド ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ血管内異物回収用ﾊﾞｽｹｯﾄﾜｲﾔｰ TMDP-0530  0.014inch  270cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥90,200 ¥90,200 ¥79,650 シーメック

2500 8913 トライメド ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ血管内異物回収用ﾊﾞｽｹｯﾄﾜｲﾔｰ TMDP-0830  0.014inch  270cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥90,200 ¥90,200 ¥79,650 シーメック

2502 9119 ニプロ ＡＢＹＳＳ  5 64-787  外径0.014"  有効長190cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥89,000 ¥17,800 ¥103,000 ¥20,600 ¥16,000 サンメディカル

2503 9121 ニプロ BA/UKｶﾃｰﾃﾙTHF 40-456  BA/UK  UB-1215-THJF  12Fr  15cm 1 ST / ST 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,000 ¥24,000 ¥13,300 エヒメ医療器

2504 9122 ニプロ BA/UKｶﾃｰﾃﾙTHF 40-459  BA/UK  UB-1225-THF  12Fr  25cm 1 ST / ST 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,000 ¥24,000 ¥13,300 エヒメ医療器

2505 9123 ニプロ BA/UKｶﾃｰﾃﾙWH 40-387  BA/UK  UB-0813-WH  8Fr  13cm 2 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥29,600 ¥14,800 ¥43,200 ¥21,600 ¥26,600 エヒメ医療器

2506 15152 ﾆﾌﾟﾛ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-554  5022205  径2.0x長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2507 9130 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-555  5022206  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.5mm×長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2508 9131 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-557  5022208  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.0mm×長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2509 9132 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-559  5022210  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.5mm×長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2510 9133 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-568  5022220  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.0mm×長20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2511 9134 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-569  5022221  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.5mm×長20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2512 9135 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-571  5022223  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.0mm×長20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2513 9136 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-573  5022225  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.5mm×長20mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2514 9137 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-581  5022240  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.5mm×長30mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2515 9138 ニプロ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-582  5022242  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.0mm×長30mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2516 9139 ﾆﾌﾟﾛ SeQuent Please ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 27-583  5022243  径3.5x長30mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  再狭窄抑制型 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥154,700 カワニシ

2517 9140 ニプロ ＳＴＪキット 22-825  JK(P)-8S(PW)  ｵｰﾌﾟﾝ 10 ST / 箱 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ  栄養ｶﾃ･腸瘻型  条件付 ¥44,700 ¥4,470 ¥46,400 ¥4,640 ¥39,000 サンメディカル

2518 9144 ニプロ UKｶﾃｰﾃﾙ/ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰS 40-348  UA-1612-SG  16G  30cm 10 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･抗血栓 ¥22,500 ¥22,500 ¥29,700 ¥2,970 ¥20,000 サンメディカル

2519 9145 ニプロ UKｶﾃｰﾃﾙ/ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰS 40-349  UA-1620-SG  16G  50cm 10 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･抗血栓 ¥22,500 ¥22,500 ¥29,700 ¥2,970 ¥20,000 サンメディカル

2520 9146 ニプロ ＵＴフィルター 63-415  UT-1100S 2 本 / 箱 血液浄化器 持続緩徐式血液濾過器  標準型 ¥53,000 ¥26,500 ¥0 ¥0 ¥33,600 ムトウ四国

2521 9187 ニプロ ｱﾋﾞｽ  EXCEED 64-788  外径0.013/0.014"  有効長190cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥445,000 ¥89,000 ¥103,000 ¥20,600 ¥16,000 サンメディカル

2522 9188 ニプロ ｱﾋﾞｽ  EXCEED  FF 64-789  外径0.014"  有効長190cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥20,600 ¥20,600 ¥16,000 サンメディカル

2523 9189 ニプロ ｱﾋﾞｽ(R)  Intermediate 64-784  外径0.014/0.011"  有効長190cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥445,000 ¥89,000 ¥103,000 ¥20,600 ¥16,000 サンメディカル

2524 9192 ニプロ ｲﾝﾀｰﾌﾚｯｸｽCVｶﾃｰﾃﾙ 22-873  CVSE-1650-S  16G  50cm ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰ* 10 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･抗血栓 ¥22,500 ¥2,250 ¥35,500 ¥3,550 ¥23,800 サンメディカル

2525 9222 ニプロ ﾄﾘｱｾﾃｰﾄﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ FB-Uβ ecoｼﾘｰｽﾞ 65-430  1.5㎡  FB-150Uβ eco 24 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  Ⅰa型(膜面積1.5㎡以上) ¥36,480 ¥1,520 ¥36,720 ¥1,530 ¥23,760 サンメディカル

2526 9236 ニプロ ﾊﾞｲｵｷｭｰﾌﾞ  TNCｺｰﾃｨﾝｸﾞ  6000(ﾎﾟｰﾄ付) 00-171  BIOCUBE C 6000P 1 個 / 個 人工肺 人工肺･補助･一般用 ¥139,000 ¥139,000 ¥144,000 ¥144,000 ¥128,000 カワニシ

2527 9240 ニプロ ﾌｨﾙﾄﾗｯﾌﾟ  血栓捕捉ｶﾃｰﾃﾙ 26-654  FTD-50-18  5.0mm×1800mm       * 5 ST / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内血栓異物除去用留置ｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥595,000 ¥119,000 ¥620,000 ¥124,000 ¥107,000 戸田医療器

2528 9242 ニプロ ﾌｨﾙﾄﾗｯﾌﾟ  血栓捕捉ｶﾃｰﾃﾙ 26-660  FTD-80-18  8.0mm×1800mm 5 ST / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内血栓異物除去用留置ｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥595,000 ¥119,000 ¥620,000 ¥124,000 ¥107,000 戸田医療器

2529 9243 ニプロ ﾌｨﾙﾄﾗｯﾌﾟ  血栓捕捉ｶﾃｰﾃﾙ 26-662  FTS-35-18S  3.5mm×1800mm 5 ST / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内血栓異物除去用留置ｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥595,000 ¥119,000 ¥620,000 ¥124,000 ¥107,000 戸田医療器

2530 9244 ニプロ ﾌｨﾙﾄﾗｯﾌﾟ  血栓捕捉ｶﾃｰﾃﾙ 26-664  FTS-50-18S                     * 5 ST / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内血栓異物除去用留置ｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥595,000 ¥119,000 ¥625,000 ¥125,000 ¥107,000 戸田医療器

2531 9259 ニプロ ベスキチンＦ 40-810  BC-F  N  2×30cm  ｶﾞｰｾﾞ付ｽﾎﾟﾝｼﾞ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･筋骨用(1c㎡当) ¥15,000 ¥1,500 ¥25,000 ¥2,500 ¥12,800 エヒメ医療器

2532 9260 ニプロ ベスキチンＷ 40-801  BC-W-M  M  10×12cm  和紙状ｼｰﾄ 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥3,600 ¥720 ¥15,000 ¥3,000 ¥3,240 エヒメ医療器

2533 9261 ニプロ ベスキチンＷ 40-802  BC-W-L  L  12×24cm  和紙状ｼｰﾄ 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥8,640 ¥1,728 ¥36,000 ¥7,200 ¥7,780 エヒメ医療器

2534 9262 ニプロ ベスキチンＷ 40-803  BC-W-T  T型  5cm×5cm  特殊薄膜 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥3,750 ¥750 ¥10,000 ¥2,000 ¥5,750 エヒメ医療器

2535 9284 ニプロ 血栓吸引ｶﾃｰﾃﾙ  E-VAC  60600S 24-478 5 ST / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥204,000 ¥40,800 ¥228,000 ¥45,600 ¥36,700 サンメディカル

2536 9285 ニプロ 血栓吸引ｶﾃｰﾃﾙ  TVAC  SOFT  TYPE 24-101  TVAC-S6-VSN  ｼﾘﾝｼﾞ付 5 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥204,000 ¥40,800 ¥228,000 ¥45,600 ¥36,700 サンメディカル

2537 9286 ニプロ 血栓吸引ｶﾃｰﾃﾙ  TVAC  SOFT  TYPE 24-103  TVAC-S7-VSN  ｼﾘﾝｼﾞ付 5 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥204,000 ¥40,800 ¥228,000 ¥45,600 ¥36,700 サンメディカル

2538 9287 ニプロ 血栓吸引ｶﾃｰﾃﾙ  TVAC  SOFT  TYPE 24-105  TVAC-S8-VSN  ｼﾘﾝｼﾞ付 5 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥204,000 ¥40,800 ¥228,000 ¥45,600 ¥36,700 サンメディカル

2539 10345 ネクスメッドインターナショナル Mｼｪｲﾌﾟﾄﾞ･ﾄﾗﾝｽｲﾘｱｯｸ･ﾌﾟﾚｰﾄ 6800-003S  Lｻｲｽﾞ  滅菌済 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(プレート) F2-b ¥61,400 ¥61,400 ¥62,200 ¥62,200 ¥36,700 サンメディカル

2540 10351 ネクスメッドインターナショナル ｷｬﾝｾﾗｽ  ｽｸﾘｭｰ 3300-050S  径6.5mm  長さ50mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,074 シーメック

2541 10352 ネクスメッドインターナショナル ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ 2502-030S  径4.5mm  長さ30mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,074 シーメック
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2542 10353 ネクスメッドインターナショナル ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ 2502-032S  径4.5mm  長さ32mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,074 シーメック

2543 10354 ネクスメッドインターナショナル ｺｰﾃｨｶﾙ  ｽｸﾘｭｰ 2502-034S  径4.5mm  長さ34mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,074 シーメック

2544 10540 ハーマックメディカルプロダクツ ｳｪｯｼﾞﾌﾟﾚｯｼｬｰｶﾃｰﾃﾙ CI-216  6Fr  110cm 5 本 / 箱 動静脈留置ｶﾃｰﾃﾙ関連 動脈圧測定用ｶﾃｰﾃﾙ  動脈圧ﾓﾆﾀｰｶﾃ肺動脈用 ¥70,500 ¥14,100 ¥92,000 ¥18,400 ¥12,690 カワニシ

2546 15561 ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸ エドラ　８－Ｔ　ＰｒｏＭＲＩ 407157 Edora 8 SR-T ProMRI 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ 標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥1,251,000 ¥1,251,000 ¥545,000 カワニシ

2548 15274 ﾊﾟｲｵﾗｯｸｽ BILE  RUSH  ｾﾚｸﾃｨﾌﾞ BSL08-60  ｽﾃﾝﾄ径8mm  全長60mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2549 10456 パイオラックス BILE  RUSH  ｾﾚｸﾃｨﾌﾞ BSL08-80  ｽﾃﾝﾄ径8mm  ｽﾃﾝﾄ全長80mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2550 10457 パイオラックス BILE  RUSH  ｾﾚｸﾃｨﾌﾞ BSL10-80  ｽﾃﾝﾄ径10mm  ｽﾃﾝﾄ全長80mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2551 10458 パイオラックス Buddy  ﾏｲｸﾛｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ BUD18-100A30  30°ｱﾝｸﾞﾙ  0.018"  100cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,100 サンメディカル

2552 15126 ﾊﾟｲｵﾗｯｸｽ C-ｽﾄｯﾊﾟｰ  ｺｲﾙ(塞栓ｺｲﾙ)　ｱﾝｶｰ無 CSC140-03S  全長140mm S字幅3mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 標準型 ¥11,200 ¥11,200 ¥11,800 ¥11,800 ¥10,000 サンメディカル

2553 10462 パイオラックス SIRABE  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ MC16-S110  ｽﾄﾚｰﾄ  2.2/2.8Fr  110cm 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

2554 10463 パイオラックス SIRABE  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ MC18-S110  ｽﾄﾚｰﾄ  2.2/2.8Fr  110cm 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

2555 10469 パイオラックス ﾊﾟｲｵﾗｯｸｽ親水性ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ GNHA-3518  ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ  ｱﾝｸﾞﾙ  180cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥11,050 ¥3,020 ¥2,400 サンメディカル

2556 10470 パイオラックス ﾊﾟｲｵﾗｯｸｽ親水性ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ GNHA-3530  ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ  ｱﾝｸﾞﾙ  300cm      * 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥17,150 ¥3,430 ¥2,400 サンメディカル

2557 10471 パイオラックス ﾊﾟｲｵﾗｯｸｽ親水性ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ GSHA-2522  ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ  ｱﾝｸﾞﾙ  220cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,400 サンメディカル

2559 10474 パイオラックス ﾚﾎﾞｳｪｰﾌﾞ内視鏡用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ RWHJ-2545SJ  0.025"  450cm  ﾊｰﾄﾞ ｽﾓｰﾙJ型 1 本 / 本 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥23,000 ¥23,000 ¥18,500 サンメディカル

2561 10478 パイオラックス ロゴス LG14-105S  ｼｮｰﾄﾁｯﾌﾟ  105cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥98,000 サンメディカル

2562 10584 ハイレックスコーポレーション ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  ﾌﾟﾛﾒｯｻ TMGC-135HF  0.028"  有効長135cm  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  造影能強化型 ¥30,800 ¥30,800 ¥31,400 ¥31,400 ¥27,720 シーメック

2563 10396 バクスター CAPDUVﾌﾗｯｼｭｾｯﾄ  UVﾌﾗｯｼｭﾃﾞｨｽｺﾈｸﾄYｾｯﾄ JIC8328 30 ST / 箱 透析関連 腹膜透析液交換ｾｯﾄ  回路  Yｾｯﾄ ¥26,040 ¥868 ¥26,190 ¥873 ¥23,700 よんやく

2564 10398 バクスター CAPDﾁﾀﾆｳﾑｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ATC4510 1 個 / 個 透析関連 腹膜透析用ｶﾃｰﾃﾙ付属品  単品請求不可 ¥0 ¥0 ¥40,000 ¥40,000 ¥28,000 よんやく

2565 10400 バクスター H12ﾍﾓﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ H12-3400  105205 6 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  特定積層型 ¥34,680 ¥5,780 ¥35,220 ¥5,870 ¥29,250 カワニシ

2566 10402 バクスター UVﾌﾗｯｼｭﾃﾞｨｽｺﾈｸﾄｷｯﾄ JPC4222 30 ST / 箱 透析関連 腹膜透析液交換ｾｯﾄ  交換ｷｯﾄ ¥16,320 ¥544 ¥16,320 ¥544 ¥14,688 よんやく

2567 10403 バクスター UVﾌﾗｯｼｭﾃﾞｨｽｺﾈｸﾄ接続ﾁｭｰﾌﾞ T5C4326 2 本 / 箱 透析関連 腹膜透析用接続チューブ ¥25,600 ¥12,800 ¥26,000 ¥13,000 ¥22,630 よんやく

2568 10404 バクスター UVﾌﾗｯｼｭ接続ﾁｭｰﾌﾞ T5C4325 2 本 / 箱 透析関連 腹膜透析用接続チューブ ¥25,600 ¥12,800 ¥26,000 ¥13,000 ¥22,630 よんやく

2569 10414 バクスター ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾌｭｰｻﾞｰSV2.5 J2C1711 12 個 / 箱 薬液注入ｼｽﾃﾑ(ＰＣＡ) 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ  化学療法用 ¥47,280 ¥3,940 ¥56,400 ¥4,700 ¥30,960 カワニシ

2570 10417 ﾊﾞｸｽﾀｰ バクスターカテーテル BCP  ｽﾄﾚｰﾄ型小児用 1 本 / 本 透析関連 腹膜透析用ｶﾃｰﾃﾙ 長期留置型 ¥94,400 ¥94,400 ¥63,400 ¥63,400 ¥62,600 よんやく

2571 10418 バクスター ﾊﾞｸｽﾀｰｶﾃｰﾃﾙ BCS5A  ｽﾜﾝﾈｯｸ仙台型1  補強付 1 本 / 本 透析関連 腹膜透析用カテーテル 長期留置型 ¥94,400 ¥94,400 ¥110,000 ¥110,000 ¥62,600 よんやく

2572 10419 バクスター ﾊﾞｸｽﾀｰｶﾃｰﾃﾙ BCSP  ｽﾜﾝﾈｯｸ仙台型小児用 1 本 / 本 透析関連 腹膜透析用カテーテル 長期留置型 ¥94,400 ¥94,400 ¥110,000 ¥110,000 ¥62,600 よんやく

2573 10420 バクスター ﾎｰﾑAPDｼｽﾃﾑゆめｾｯﾄ T5C4500P  UVﾌﾗｯｼｭ5ﾊﾞｯｸﾞ用ｾｯﾄ 10 ST / 箱 透析関連 腹膜透析液交換ｾｯﾄ  回路  APDｾｯﾄ ¥53,700 ¥5,370 ¥53,700 ¥5,370 ¥49,000 よんやく

2574 15276 ﾊﾞｸｽﾀｰ ﾎｰﾑPDｼｽﾃﾑつなぐｾｯﾄ  ｷｬｯﾌﾟｷｯﾄ JPC4222K 30 ｾｯﾄ / 箱 透析関連 腹膜透析液交換ｾｯﾄ  交換ｷｯﾄ ¥16,320 ¥544 ¥16,320 ¥544 ¥14,850 よんやく

2575 15215 ﾊﾞｽｷｭﾗｰｿﾘｭ GuideLiner  V3  貫通ｶﾃｰﾃﾙ 5572(V3)  024307  7Fr 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,000 カワニシ

2576 10535 バスキュラーソリューションズ GuideLiner  V3  貫通ｶﾃｰﾃﾙ 5570(V3)  024305  5.5Fr 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,000 カワニシ

2577 10536 バスキュラーソリューションズ GuideLiner  V3  貫通ｶﾃｰﾃﾙ 5571(V3)  024306  6Fr 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,000 カワニシ

2578 10508 バスクテック ｾﾞﾙｼｰﾙ  ｾﾞﾙｿﾌﾄERS人工血管 SO-690807B  Y字管  直径8mm  90×40cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･ｻﾎﾟｰﾄあり(1cm当) ¥330,200 ¥330,200 ¥379,600 ¥379,600 ¥297,180 カワニシ

2579 10509 バスクテック ｾﾞﾙｼｰﾙ  ｾﾞﾙｿﾌﾄﾌﾟﾗｽ人工血管 SO-631407P  Y字管  直径14×7mm  45cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

2580 10510 バスクテック ｾﾞﾙｼｰﾙ  ｾﾞﾙｿﾌﾄﾌﾟﾗｽ人工血管 SO-631608P  Y字管  直径16×8mm  45cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

2582 10527 ハナコメディカル ＵＳ穿刺針 USA-18-200  18G  200mm  ｺﾈｸﾀｰ:ﾋﾟﾝｸ 20 本 / 箱 針類 ＰＴＣＤ 穿刺針 ¥37,600 ¥1,880 ¥40,000 ¥2,000 ¥1,690 サンメディカル

2583 10528 ハナコメディカル ﾊﾅｺ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ･ﾄﾙｸｶﾃｰﾃﾙ 261-50-T-700-2P-SH0  5Fr  700mm 2 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥4,000 ¥2,000 ¥4,600 ¥2,300 ¥1,960 サンメディカル

2584 10529 ハナコメディカル ﾊﾅｺ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ･ﾄﾙｸｶﾃｰﾃﾙ RAV1-50-T-660-2P-SH2  5Fr  660mm 2 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥4,000 ¥2,000 ¥4,600 ¥2,300 ¥1,960 サンメディカル

2585 10530 ハナコメディカル ﾊﾅｺ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ･ﾄﾙｸｶﾃｰﾃﾙ RAV1-65-T-660-2P-SH2  6.5Fr  660mm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,960 サンメディカル

2586 10531 ハナコメディカル ﾊﾅｺ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ･ﾄﾙｸｶﾃｰﾃﾙ RAV2-65-T-660-2P-SH2  6.5Fr  660mm 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,960 サンメディカル

2587 10532 ハナコメディカル ﾊﾅｺ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ･ﾄﾙｸｶﾃｰﾃﾙ RAV3-65-T-660-2P-SH2  6.5Fr  660mm 2 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥4,000 ¥2,000 ¥4,600 ¥2,300 ¥1,960 サンメディカル

2588 10533 ハナコメディカル ﾊﾅｺ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ･ﾄﾙｸｶﾃｰﾃﾙ RAV4-65-T-660-2P-SH2  6.5Fr  660mm 2 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥4,000 ¥2,000 ¥4,600 ¥2,300 ¥1,960 サンメディカル

2589 10566 ハヤシデラ CAPDｽﾜﾝﾈｯｸｶﾃｰﾃﾙ SN-C-CA2 60  ｺｲﾙ型 1 本 / 本 透析関連 腹膜透析用ｶﾃｰﾃﾙ  長期留置型 ¥94,400 ¥94,400 ¥0 ¥0 よんやく

2591 10649 ビー･ブラウンエースクラップ proGAV2.0ｺﾝﾄﾛｰﾙﾘｻﾞｰﾊﾞｰｼｬﾝﾄｼｽﾃﾑｼｬﾝﾄｱｼｽﾀﾝﾄ FX434T  開放圧20cmH2O  腹腔･脳室ｶﾃｰﾃﾙL付 1 ST / ST 脳外インプラント 近Ⅰ+ﾘｻﾞｰﾊﾞ+ﾊﾞﾙﾌﾞⅡ+遠Ⅰ+ｺﾈｸﾀⅠ×5+特殊 ¥349,150 ¥349,150 ¥371,800 ¥371,800 ¥317,700 サンメディカル

2592 10650 ビー･ブラウンエースクラップ proGAV2.0ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾘｻﾞｰﾊﾞｰｼｬﾝﾄ  ｼｬﾝﾄｱｼｽﾀﾝﾄ FX441T  開放圧20cmH2O  腹腔･脳室ｶﾃｰﾃﾙL付 1 ST / ST 脳外インプラント 近Ⅰ+ﾘｻﾞｰﾊﾞ+ﾊﾞﾙﾌﾞⅡ+遠Ⅰ+ｺﾈｸﾀⅠ×5+特殊 ¥349,150 ¥349,150 ¥371,800 ¥371,800 ¥317,700 サンメディカル

2593 10651 ビー･ブラウンエースクラップ ｲﾝｻｲﾄｶｯﾄ(弁切開刀) 5521106  2.0mm                         * 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 静脈弁ｶｯﾀｰ 切開径固定型 ¥24,300 ¥24,300 ¥25,000 ¥25,000 ¥22,300 サンメディカル

2594 10653 ビー･ブラウンエースクラップ ｸﾗﾆｵﾌｨｯｸｽ2  頭蓋骨固定用ﾁﾀﾝｸﾗﾝﾌﾟ FF490T  11mm  滅菌済 12 個 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｸﾗﾝﾌﾟ型 F2-d-2 ¥229,200 ¥19,100 ¥283,200 ¥23,600 ¥12,600 カワニシ

2595 10654 ビー･ブラウンエースクラップ ｸﾗﾆｵﾌｨｯｸｽ2  頭蓋骨固定用ﾁﾀﾝｸﾗﾝﾌﾟ FF491T  ﾊﾞｰﾎｰﾙ用  16mm  滅菌済 6 個 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｸﾗﾝﾌﾟ型 F2-d-2 ¥114,600 ¥19,100 ¥141,600 ¥23,600 ¥12,600 カワニシ

2596 10759 ビー･ブラウンエースクラップ 脳動脈瘤ｸﾘｯﾌﾟ FE748K  ﾔｻｰｷﾞﾙ  ﾌｨﾉｯｸｽ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ 1 個 / 個 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥20,500 ¥20,500 ¥17,600 カワニシ
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2597 10760 ビー･ブラウンエースクラップ 脳動脈瘤ｸﾘｯﾌﾟ FE751K  ﾔｻｰｷﾞﾙ  ﾌｨﾉｯｸｽ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ 1 個 / 個 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥20,500 ¥20,500 ¥17,600 カワニシ

2598 10761 ビー･ブラウンエースクラップ 脳動脈瘤ｸﾘｯﾌﾟ FE781K  ﾔｻｰｷﾞﾙ  ﾌｨﾉｯｸｽ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ 1 個 / 個 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥20,500 ¥20,500 ¥17,600 カワニシ

2599 10762 ビー･ブラウンエースクラップ 脳動脈瘤ｸﾘｯﾌﾟ FE791K  ﾔｻｰｷﾞﾙ  ﾌｨﾉｯｸｽ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ 1 個 / 個 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥20,500 ¥20,500 ¥17,600 カワニシ

2600 10136 ファイバーテック 血管内視鏡ｶﾃｰﾃﾙ  ﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙ 100-0513 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内視鏡カテーテル ¥163,000 ¥163,000 ¥163,000 ¥163,000 ¥144,000 カワニシ

2601 10819 フィリップス SMARTﾊﾟｯﾄﾞⅡ 989803139261  ﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRx用 1 組 / 組 電極カテーテル 体表面ペーシング用電極 ¥4,400 ¥4,400 ¥10,000 ¥10,000 ¥7,800 カワニシ

2602 10831 フィリップス ﾊｰﾄｽﾀｰﾄDPﾊﾟｯﾄﾞ 989803158221  DP5 5 ST / 箱 電極カテーテル 体表面ペーシング用電極 ¥22,000 ¥4,400 ¥29,000 ¥5,800 ¥19,950 カワニシ

2603 10825 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾚｽ アンジオスカルプトPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 2105-5040  ﾊﾞﾙｰﾝφ 5x40mm 50cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止 ¥102,000 ¥102,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥91,700 サンメディカル

2604 11022 フィルメック Aguru  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ V02-1418S  Aguru/014/180/Support 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

2605 11050 フレゼニウス ｽﾃｲｾｰﾌｷｬｯﾌﾟⅡ JP20168 40 本 / 箱 透析関連 腹膜透析液交換ｾｯﾄ  交換ｷｯﾄ ¥21,760 ¥544 ¥21,760 ¥544 ¥19,600 よんやく

2606 11051 フレゼニウス ｽﾃｲｾｰﾌ排液専用ﾊﾞｯｸﾞⅡ F00005995 10 枚 / 箱 透析関連 腹膜透析液交換ｾｯﾄ  回路  Yｾｯﾄ ¥8,680 ¥868 ¥8,730 ¥873 ¥7,800 よんやく

2607 11056 フレゼニウス ﾌﾚｾﾞﾆｳｽﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  FXｼﾘｰｽﾞ FX100  1.0㎡ 24 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  Ⅰa型(膜面積1.5㎡未満) ¥36,240 ¥1,510 ¥35,040 ¥1,460 ¥21,600 カワニシ

2608 11060 フレゼニウス ﾌﾚｾﾞﾆｳｽﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  FXｼﾘｰｽﾞ FX60  0.6㎡ 24 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  Ⅰa型(膜面積1.5㎡未満) ¥36,240 ¥1,510 ¥35,040 ¥1,460 ¥21,600 カワニシ

2609 11066 フレゼニウスメディカルケアジャパン ﾌﾚｾﾞﾆｳｽﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  FX-CorDiaxｼﾘｰｽﾞ FX CorDiax 140J  膜面積1.4㎡ 24 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  Ⅱa型(膜面積1.5㎡未満) ¥34,560 ¥1,440 ¥38,400 ¥1,600 ¥24,000 カワニシ

2610 11067 フレゼニウスメディカルケアジャパン ﾌﾚｾﾞﾆｳｽﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  FX-CorDiaxｼﾘｰｽﾞ FX CorDiax 180J  膜面積1.8㎡ 24 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  Ⅱa型(膜面積1.5㎡以上) ¥36,960 ¥1,540 ¥40,080 ¥1,670 ¥24,200 カワニシ

2611 11068 フレゼニウスメディカルケアジャパン ﾌﾚｾﾞﾆｳｽﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  FX-CorDiaxｼﾘｰｽﾞ FX CorDiax 220J  膜面積2.2㎡ 24 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  Ⅱa型(膜面積1.5㎡以上) ¥36,960 ¥1,540 ¥40,080 ¥1,670 ¥26,400 カワニシ

2612 15428 ﾍﾞｱｰﾒﾃﾞｨｯｸ ストレートプレート 36302-ST 4穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥10,750 サンメディカル

2613 11124 ベアーメディック ストレートプレート 51101-S  2孔  滅菌済 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥10,750 サンメディカル

2614 11126 ベアーメディック チタンスクリュー D1634  十字ﾍｯﾄﾞ  φ 1.6mm×3mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,700 サンメディカル

2615 11127 ベアーメディック チタンスクリュー D1644  十字ﾍｯﾄﾞ  φ 1.6mm×4mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,700 サンメディカル

2616 11128 ベアーメディック チタンスクリュー D1654  十字ﾍｯﾄﾞ  φ 1.6mm×5mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,700 サンメディカル

2617 15350 ﾍﾞｱｰﾒﾃﾞｨｯｸ バーホールプレート 30616-ST φ 16mm用 6穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ﾊﾞｰﾎｰﾙ型F2-d-1 ¥14,400 ¥14,400 ¥15,500 ¥15,500 ¥12,950 サンメディカル

2618 11151 ベアーメディック 直型プレート 54052-S  8孔  滅菌済 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥10,750 サンメディカル

2619 15728 ﾎﾞｽﾄﾝ Ｊｕｐｉｔｅｒ　　ＦＣ　　ガイドワイヤー N02-142333 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

2620 15436 ﾎﾞｽﾄﾝ イノーバ　バスキュラーステント 39293-06123 6-120/130 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ(一般型) ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2621 15107 ﾎﾞｽﾄﾝ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ十二指腸用ｽﾃﾝﾄ  ｿﾌﾄ 5588  ｽﾃﾝﾄ外径22mmx長120mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2622 15742 ﾎﾞｽﾄﾝ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ﾌﾙｶﾊﾞｰ 8029 ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,700 サンメディカル

2623 11550 ﾎﾞｽﾄﾝ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ﾌﾙｶﾊﾞｰ 8031  ｽﾃﾝﾄ外径10mm  ｽﾃﾝﾄ長4cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,700 サンメディカル

2624 15768 ﾎﾞｽﾄﾝ エンドビブボタンⅡ 2044　16FrX3.5cm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 消化器内視鏡関連 胃瘻ｶﾃⅠ-1 ¥21,700 ¥21,700 ¥25,900 ¥25,900 ¥16,200 エヒメ医療器

2625 15782 ﾎﾞｽﾄﾝ エンドビブボタンⅡ 2048　20FrX3.0cm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 消化器内視鏡関連 胃瘻ｶﾃⅠ-1 ¥21,700 ¥21,700 ¥25,900 ¥25,900 ¥16,200 エヒメ医療器

2626 15754 ﾎﾞｽﾄﾝ エンドビブボタンⅡ 2050　20FrX4.0cm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 消化器内視鏡関連 胃瘻ｶﾃⅠ-1 ¥21,700 ¥21,700 ¥25,900 ¥25,900 ¥16,200 エヒメ医療器

2627 15755 ﾎﾞｽﾄﾝ エンドビブボタンⅡ 2051　20FrX4.5cm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 消化器内視鏡関連 胃瘻ｶﾃⅠ-1 ¥21,700 ¥21,700 ¥25,900 ¥25,900 ¥16,200 エヒメ医療器

2628 15231 ﾎﾞｽﾄﾝ ｵﾌﾟﾃｨｸﾛｽ  超音波ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  2.4/3.0F 51808-012 135cm 40MHz 0.014in 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ  標準  細径 ¥89,500 ¥89,500 ¥100,000 ¥100,000 ¥80,000 カワニシ

2629 15730 ﾎﾞｽﾄﾝ ｺﾖｰﾃES  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔﾀｲﾌﾟ) 39134-20401 2.0mmx40mm 144cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

2630 15729 ﾎﾞｽﾄﾝ コヨーテＦＣ　　ＰＴＡバルーンカテーテル 39281-12151 1.2mmx15mm 142cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

2631 15725 ﾎﾞｽﾄﾝ コヨーテＰＴＡバルーンカテーテル 39185-40221 150cm  4mmx220mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

2632 11706 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　　ステントシステム 39262-1640  MR  4.00x16mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2633 15539 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　ステントシステム 39262-2440 MR  4.0x24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2634 15541 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　ステントシステム 39262-2822 MR 2.25x28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2635 15543 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　ステントシステム 39262-2835 MR 3.5x28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2636 15544 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　ステントシステム 39262-2840 MR 4.0x28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2637 15546 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　ステントシステム 39262-3235 MR 3.5x32mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2638 15548 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　ステントシステム 39262-3240 MR 4.0x32mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2639 15549 ﾎﾞｽﾄﾝ シナジー　ステントシステム 39262-3840 MR 4.0x38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2640 11759 ﾎﾞｽﾄﾝ スターリングPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-30301 MR/3.0-30/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

2641 11761 ﾎﾞｽﾄﾝ スターリングPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-30601 MR/3.0-60/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

2642 15437 ﾎﾞｽﾄﾝ スターリングPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-50111 MR/5.0-100/3.8T 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

2643 15726 ﾎﾞｽﾄﾝ スターリングPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-50221 5x220mm 150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

2644 11872 ﾎﾞｽﾄﾝ ﾊﾅﾛｽﾃﾝﾄ(HANAROSTENT)食道用ｽﾃﾝﾄ 2382  ﾌﾙｶﾊﾞｰ  溝加工あり 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ｽﾃﾝﾄ ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2645 15727 ﾎﾞｽﾄﾝ ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ BP905020B 5.0x20mm 90cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ¥135,000 ¥135,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥121,400 サンメディカル
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2646 12030 ﾎﾞｽﾄﾝ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-125-09  5F  30cm  0.035 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2647 12035 ﾎﾞｽﾄﾝ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-134-09  6F  28cm  0.035 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2648 12073 ﾎﾞｽﾄﾝ ムスタングＰＴＡバルーンカテーテル 39171-08027  8-20/5.3/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2649 11397 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Amplatz Super Stiffｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 46-526  APSS/035/260/7/BX5 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥13,200 ¥2,640 ¥15,100 ¥3,020 ¥2,710 サンメディカル

2650 11414 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ CRE胆道拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 5868  10/11/12mm  5.5cm  7.5Fr  240cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･EPBDﾊﾞﾙｰﾝ ¥64,500 ¥64,500 ¥65,300 ¥65,300 ¥58,000 サンメディカル

2651 11415 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ CRE胆道拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 5869  12/13.5/15mm  5.5cm  7.5Fr  240cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･EPBDﾊﾞﾙｰﾝ ¥64,500 ¥64,500 ¥65,300 ¥65,300 ¥58,000 サンメディカル

2652 11416 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ CRE胆道拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 5870  15/16.5/18mm  5.5cm  7.5Fr  240cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･EPBDﾊﾞﾙｰﾝ ¥64,500 ¥64,500 ¥65,300 ¥65,300 ¥58,000 サンメディカル

2653 11417 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ CRE胆道拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 5871  18/19/20mm  5.5cm  7.5Fr  240cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･EPBDﾊﾞﾙｰﾝ ¥64,500 ¥64,500 ¥65,300 ¥65,300 ¥58,000 サンメディカル

2654 11419 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ FINELINEⅡ  Sterox  EZ  PU 4469  644469  IS-1  双極  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2655 11420 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ FINELINEⅡ  Sterox  EZ  PU 4470  644470  IS-1  双極  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2656 11421 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ FINELINEⅡ  Sterox  EZ  PU 4471  644471  IS-1  双極  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2657 11422 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ FINELINEⅡ  Sterox  PU 4456  644456  IS-1  双極  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2658 11423 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ FINELINEⅡ  Sterox  PU 4457  644457  IS-1  双極  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2659 11424 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ FINELINEⅡ  Sterox  PU  J 4479  644479  IS-1  双極  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2660 11425 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ FINELINEⅡ  Sterox  PU  J 4480  644480  IS-1  双極  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2661 11427 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Guidezilla  ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 39242-1505  5-in-6  6F  有効長145cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,000 カワニシ

2662 11429 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ INGEVITY  Active 7741  IS-1  双極  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2663 11430 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ INGEVITY  Passive  J 7735  IS-1  双極  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2664 11431 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Interlock  Fibered-IDC  2D 36-154  5mm×8cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 機械式 ¥57,000 ¥57,000 ¥58,300 ¥58,300 ¥51,200 サンメディカル

2665 11434 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Jupiter  FC  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ N02-142331 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

2666 11435 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Jupiter  MAX  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ N02-14193100  Jupiter MAX/014/190cm/3cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

2667 11436 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Jupiter  Tapered  45 N02-1419545T  0.014"  全長190cm ｺｲﾙ長5cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

2668 11490 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ RXﾃﾞｨﾗﾃｰｼｮﾝﾊﾞﾙｰﾝ 4594  8mm  4cm  最高耐圧162/11 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･EPBDﾊﾞﾙｰﾝ ¥64,500 ¥64,500 ¥65,300 ¥65,300 ¥58,000 サンメディカル

2669 11491 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ RXﾃﾞｨﾗﾃｰｼｮﾝﾊﾞﾙｰﾝ 4596  10mm  4cm  最高耐圧118/8 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･EPBDﾊﾞﾙｰﾝ ¥64,500 ¥64,500 ¥65,300 ¥65,300 ¥58,000 サンメディカル

2670 11494 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Virtus  2ﾏｰｶｰ 18-466 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥53,600 ¥53,600 ¥55,400 ¥55,400 ¥48,200 サンメディカル

2671 11496 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｱｺﾚｰﾄﾞ  MRI  DR  EL L331  IS-1 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥986,000 ¥986,000 ¥749,000 戸田医療器

2672 11507 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｱﾝﾌﾟﾗｯﾂｽｰﾊﾟｰｽﾃｨｯﾌｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 46-525  APSS  .035/180/6               * 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  交換用 ¥2,640 ¥2,640 ¥5,340 ¥5,340 ¥2,710 サンメディカル

2673 11510 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾉｰﾊﾞ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39293-06153  6-150/130 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2674 11511 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾉｰﾊﾞ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39293-06183  6-180/130 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2675 11512 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾉｰﾊﾞ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39293-07103  7-100/130 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2676 11518 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾏｰｼﾞ  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39193-1220  Monorail  12/2.00mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

2677 11528 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾝｼﾞｪﾆｵ  MRI  DR  EL J177  IS-1  MRI対応 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥986,000 ¥986,000 ¥749,000 戸田医療器

2678 11529 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾝｼﾞｪﾆｵ  MRI  DR  SL J176  IS-1  MRI対応 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥986,000 ¥986,000 ¥749,000 戸田医療器

2679 11531 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾝｼﾞｪﾆｵ  SL  DR J173  IS-1 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥749,000 戸田医療器

2680 11535 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ十二指腸用ｽﾃﾝﾄ 6501  ｽﾃﾝﾄ外径22mm  ｽﾃﾝﾄ長60mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2681 11536 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ十二指腸用ｽﾃﾝﾄ 6502  ｽﾃﾝﾄ外径22mm  ｽﾃﾝﾄ長90mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2682 11537 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ十二指腸用ｽﾃﾝﾄ 6503  ｽﾃﾝﾄ外径22mm  ｽﾃﾝﾄ長120mm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2683 11538 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ大腸用ｽﾃﾝﾄ 6504  25mm×60mm  ﾌﾚｱ30mm  有効長230cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2684 11539 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ大腸用ｽﾃﾝﾄ 6510  22mm×60mm  ﾌﾚｱ27mm  有効長230cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2685 11540 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ大腸用ｽﾃﾝﾄ 6511  22mm×90mm  ﾌﾚｱ27mm  有効長230cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2686 11541 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ大腸用ｽﾃﾝﾄ 6512  22mm×120mm  ﾌﾚｱ27mm  有効長230cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  ｶﾊﾞｰなし ¥244,000 ¥244,000 ¥252,000 ¥252,000 ¥216,500 サンメディカル

2687 11542 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ｱﾝｶﾊﾞｰ 8000  ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長4cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2688 11543 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ｱﾝｶﾊﾞｰ 8001  ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2689 11544 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ｱﾝｶﾊﾞｰ 8002  ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2690 11545 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ｱﾝｶﾊﾞｰ 8004  ｽﾃﾝﾄ外径10mm  ｽﾃﾝﾄ長4cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2691 11546 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ｱﾝｶﾊﾞｰ 8005  ｽﾃﾝﾄ外径10mm  ｽﾃﾝﾄ長6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2692 11547 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ｱﾝｶﾊﾞｰ 8006  ｽﾃﾝﾄ外径10mm  ｽﾃﾝﾄ長8cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無  条件付 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

2693 11551 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳｫｰﾙﾌﾚｯｸｽ胆道用ｽﾃﾝﾄ  ﾌﾙｶﾊﾞｰ 8032  ｽﾃﾝﾄ外径10mm  ｽﾃﾝﾄ長6cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ有  条件付 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,800 サンメディカル

2694 11553 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗ-ｼﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 16-497  UDT/8-20/5.8/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル
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2695 11554 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗ-ｼﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 16-505  UDT/8-40/5.8/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2696 11564 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ 1410  ｶﾊﾞｰ長7cm  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2697 11565 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ 1415  ｶﾊﾞｰ長12cm  ｽﾃﾝﾄ長15cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2698 11566 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ(ﾃﾞｨｽﾀﾙ) 1373  ｶﾊﾞｰ長7cm  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2699 11567 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ(ﾃﾞｨｽﾀﾙ) 1375  ｶﾊﾞｰ長12cm  ｽﾃﾝﾄ長15cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2700 11568 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ(ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙ) 1384  ｶﾊﾞｰ長7cm  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2701 11569 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ(ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙ) 1386  ｶﾊﾞｰ長12cm  ｽﾃﾝﾄ長15cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2702 11570 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｽﾃﾝﾄ(ﾃﾞｨｽﾀﾙﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ) 1303  外径18mm  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2703 11571 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｽﾃﾝﾄ(ﾃﾞｨｽﾀﾙﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ) 1371  外径18mm  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2704 11572 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｽﾃﾝﾄ(ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ) 1381  外径18mm  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2705 11573 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｽﾃﾝﾄ(ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ) 1403  外径18mm  ｽﾃﾝﾄ長10cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2706 11574 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用ｽﾃﾝﾄ(ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ) 1407  外径18mm  ｽﾃﾝﾄ長7cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2707 11575 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾙﾄﾗﾌﾚｯｸｽ食道用大口径ｶﾊﾞｰﾄﾞｽﾃﾝﾄ 1465  ｶﾊﾞｰ長9cm  ｽﾃﾝﾄ長12cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2708 11576 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｳﾛﾏｯｸｽ  ｳﾙﾄﾗ  ﾊﾞﾙｰﾝﾀﾞｲﾚｰﾀｷｯﾄ  (20ATM) 225-121  15F/5mm  4cm  6F/2mm  75cm 1 個 / 個 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,600 サンメディカル

2709 11614 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾄﾗｸﾀｰﾌﾟﾛXLﾘﾄﾘｰﾊﾞﾙﾊﾞﾙｰﾝ(Above) 4712  XL  15-18mm  ABOVE 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾞﾙｰﾝ ¥37,500 ¥37,500 ¥37,500 ¥37,500 ¥33,300 サンメディカル

2710 11621 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-10407  ｽﾃﾝﾄ外径10mm  ｽﾃﾝﾄ長37mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2711 11622 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-72013  ｽﾃﾝﾄ外径7mm  ｽﾃﾝﾄ長17mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2712 11623 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-72075  ｽﾃﾝﾄ外径7mm  ｽﾃﾝﾄ長17mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2713 11624 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-73013  ｽﾃﾝﾄ外径7mm  ｽﾃﾝﾄ長27mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2714 11625 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-73075  ｽﾃﾝﾄ外径7mm  ｽﾃﾝﾄ長27mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2715 11626 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-74075  ｽﾃﾝﾄ外径7mm  ｽﾃﾝﾄ長37mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2716 11627 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-76075  ｽﾃﾝﾄ外径7mm  ｽﾃﾝﾄ長57mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2717 11628 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-82013  ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長17mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2718 11629 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-82075  ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長17mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2719 11630 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-83075  ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長27mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2720 11631 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ  LD  血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 38162-84075  ｽﾃﾝﾄ外径8mm  ｽﾃﾝﾄ長37mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2721 11632 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰ SD 腎動脈拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 37917-41515  ｽﾃﾝﾄ外径4mm  ｽﾃﾝﾄ長15mm 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2722 11637 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-08407  8-40/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2723 11638 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-08607  8-60/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2724 11639 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-08807  8-80/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2725 11640 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-09407  9-40/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2726 11641 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-09607  9-60/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2727 11642 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-10107  10-100/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2728 11643 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-10402  10-40/120 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2729 11644 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-10407  10-40/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2730 11645 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-10602  10-60/120 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2731 11646 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-10607  10-60/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2732 11647 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-10807  10-80/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2733 11648 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴﾋﾟｯｸ  ﾊﾞｽｷｭﾗｰｽﾃﾝﾄ 39200-12607  12-60/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

2734 11657 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｵﾌﾟﾃｨｸﾛｽ  超音波ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 51808  2.4/3.0F  135cm  40MHz  0.014inch 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ  標準  細径 ¥89,500 ¥89,500 ¥100,000 ¥100,000 ¥80,000 カワニシ

2735 11670 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｷﾈﾃｨｯｸｽ  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 39122-01  185cm  2cm  0.014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,000 カワニシ

2736 11679 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃES  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔﾀｲﾌﾟ) 39134-15201  OTW/1.5-20/3.4T/142 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2737 11680 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃES  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39135-15201  MR/1.5-20/2.3T/143 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2738 11681 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃES  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39135-20201  MR/2.0-20/2.3T/143 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2739 11683 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃES  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39135-25201  MR/2.5-20/2.4T/144 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2740 11684 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃES  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39135-30201  MR/3.0-20/2.4T/144 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2741 11685 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃFC  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39283-12151  OTW  1.2-15/3.2T/141 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2742 11687 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39185-30221  CoyoteMR  150cm  3mm×220mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2743 11688 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｺﾖｰﾃPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39185-40151  CoyoteMR  150cm  4mm×150mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル
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2744 11693 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-0830  MR  3.00×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2745 11694 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-0835  MR  3.50×8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2746 11695 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1222  MR  2.25×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2747 11696 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1225  MR  2.50×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2748 11697 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1227  MR  2.75×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2749 11698 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1230  MR  3.00×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2750 11699 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1235  MR  3.50×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2751 11700 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1240  MR  4.00×12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2752 11701 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1622  MR  2.25×16mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2753 11702 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1625  MR  2.50×16mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2754 11703 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1627  MR  2.75×16mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2755 11704 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1630  MR  3.00×16mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2756 11705 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-1635  MR  3.50×16mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2757 11707 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2022  MR  2.25×20mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2758 11708 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2025  MR  2.50×20mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2759 11709 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2027  MR  2.75×20mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2760 11710 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2030  MR  3.00×20mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2761 11711 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2035  MR  3.50×20mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2762 11712 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2040  MR  4.00×20mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2763 11713 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2422  MR  2.25×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2764 11714 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2425  MR  2.50×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2765 11715 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2427  MR  2.75×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2766 11716 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2430  MR  3.00×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2767 11717 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2435  MR  3.50×24mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2768 11718 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2825  MR  2.50×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2769 11719 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2827  MR  2.75×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2770 11720 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-2830  MR  3.00×28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2771 11721 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3222  MR  2.25×32mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2772 11722 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3225  MR  2.50×32mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2773 11723 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3227  MR  2.75×32mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2774 11724 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3230  MR  3.00×32mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2775 11725 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3822  MR  2.25×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2776 11726 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3825  MR  2.50×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2777 11727 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3827  MR  2.75×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2778 11728 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3830  MR  3.00×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2779 11729 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾅｼﾞｰ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39262-3835  MR  3.50×38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2780 11734 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬｸﾞﾜｲﾔｰ  ﾌﾟﾗｽ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼｬﾌﾄ) 5656  0.025"  450cm  ｽﾄﾚｰﾄ 2 本 / 箱 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥37,000 ¥18,500 ¥46,000 ¥23,000 ¥36,000 サンメディカル

2781 11735 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬｸﾞﾜｲﾔｰ  ﾌﾟﾗｽ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼｬﾌﾄ) 5658  0.035"  450cm  ｽﾄﾚｰﾄ 2 本 / 箱 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥37,000 ¥18,500 ¥46,000 ¥23,000 ¥36,000 サンメディカル

2782 11736 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬｸﾞﾜｲﾔｰ  ﾌﾟﾗｽ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼｬﾌﾄ) 5662  0.038"  260cm  ｽﾄﾚｰﾄ 2 本 / 箱 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥37,000 ¥18,500 ¥46,000 ¥23,000 ¥36,000 サンメディカル

2783 11738 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬｸﾞﾜｲﾔｰ  ﾌﾟﾗｽ(ｽﾃｨｯﾌｼｬﾌﾄ) 5660  0.035"  450cm  ｽﾄﾚｰﾄ 2 本 / 箱 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥37,000 ¥18,500 ¥46,000 ¥23,000 ¥36,000 サンメディカル

2784 11744 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞﾝﾛｳ  ﾋﾟｯｸﾞﾃｲﾙ型腎瘻用造設ｷｯﾄ 420-202  8Fr  25cm 1 ST / ST 泌尿器関連 腎瘻・膀胱瘻ドレナージカテ+ダイレーター(シース無)×6+ガイドワイヤー+穿刺針×2 ¥23,980 ¥23,980 ¥24,600 ¥24,600 ¥21,500 サンメディカル

2785 11745 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-40204  OTW/4.0-20/3.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2786 11746 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-40208  OTW/4.0-20/3.8/80 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2787 11747 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-40401  OTW/4.0-40/3.8/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2788 11748 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-50204  OTW/5.0-20/3.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2789 11749 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-50404  OTW/5.0-40/3.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2790 11750 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-50408  OTW/5.0-40/3.8/80 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2791 11751 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-60204  OTW/6.0-20/3.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2792 11752 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-60208  OTW/6.0-20/3.8/80 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル
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2793 11753 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-60404  OTW/6.0-40/3.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2794 11754 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-70204  OTW/7.0-20/3.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2795 11755 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-80204  OTW/8.0-20/3.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2796 11756 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-80208  OTW/8.0-20/3.8/80 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2797 11757 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ) 39032-90408  OTW/9.0-40/4.8/80 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥60,500 ¥60,500 ¥54,600 サンメディカル

2798 11758 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-30201  MR/3.0-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2799 11760 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-30401  MR/3.0-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2800 11762 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-35201  MR/3.5-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2801 11763 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-35401  MR/3.5-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2802 11764 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-40201  MR/4.0-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2803 11765 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-40301  MR/4.0-30/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2804 11766 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-40401  MR/4.0-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2805 11767 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-40601  MR/4.0-60/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2806 11768 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-45201  MR/4.5-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2807 11769 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-45301  MR/4.5-30/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2808 11770 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-45401  MR/4.5-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2809 11771 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-50161  MR/5.0-150/3.8T/150 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2810 11772 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-50201  MR/5.0-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2811 11773 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-50401  MR/5.0-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2812 11774 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-50601  MR/5.0-60/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2813 11775 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-55201  MR/5.5-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2814 11776 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-60201  MR/6.0-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2815 11777 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-60401  MR/6.0-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2816 11778 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-60601  MR/6.0-60/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2817 11779 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-70201  MR/7.0-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2818 11780 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-70401  MR/7.0-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2819 11781 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-70601  MR/7.0-60/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2820 11782 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-80201  MR/8.0-20/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2821 11783 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-80401  MR/8.0-40/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2822 11784 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39031-80601  MR/8.0-60/3.8T/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2823 11785 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞSL  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39147-30101  MR/3.0-100/3.8T/150 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2824 11786 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞSL  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39147-40101  MR/4.0-100/3.8T/150 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2825 11787 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾘﾝｸﾞSL2  PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39147-20151  MR/2.0-150/3.8T/150 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,600 サンメディカル

2826 11788 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ストーンコーン 390-310  3.0F  有効長115cm  外径7mm 1 個 / 個 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥34,000 ¥34,000 ¥29,600 サンメディカル

2827 11789 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ストーンコーン 390-320  3.0F  有効長115cm  外径10mm 1 個 / 個 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥34,000 ¥34,000 ¥29,600 サンメディカル

2828 11790 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾄｰﾝﾄｰﾑﾃﾞｨｽﾀﾙﾀｲﾌﾟ 3511  20mm  1.8mm/5.5F  20mm  200cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ESTﾊﾞﾙｰﾝ ¥63,500 ¥63,500 ¥67,200 ¥67,200 ¥55,900 サンメディカル

2829 11791 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｽﾄｰﾝﾄｰﾑﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾀｲﾌﾟ 3515  20mm  1.8mm/5.5F  5mm  200cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ESTﾊﾞﾙｰﾝ ¥63,500 ¥63,500 ¥67,200 ¥67,200 ¥55,900 サンメディカル

2830 11796 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｾﾞﾛﾁｯﾌﾟﾊﾞｽｹｯﾄ 390-105  4ﾜｲﾔｰﾁｯﾌﾟﾚｽ  12mm  1.9F  120cm 1 個 / 個 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥34,000 ¥34,000 ¥29,700 サンメディカル

2831 11848 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ タンジェント  150 18-437  150cm  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

2832 11853 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞRX砕石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ 1088  4  25mm/5cm  3.2mm/180cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥46,000 ¥46,000 ¥37,300 サンメディカル

2833 11854 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞRX砕石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ 1089  4  30mm/6cm  3.2mm/180cm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･砕石ﾊﾞｽｹ･全ﾃﾞｨｽﾎﾟ ¥41,700 ¥41,700 ¥46,000 ¥46,000 ¥37,300 サンメディカル

2834 11857 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰHD  尿管ｱｸｾｽｼｰｽ/ﾀﾞｲﾚｰﾀｾｯﾄ 250-222  11F/13F  36cm 1 個 / 個 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,200 サンメディカル

2835 11858 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰHD  尿管ｱｸｾｽｼｰｽ/ﾀﾞｲﾚｰﾀｾｯﾄ 250-224  12F/14F  28cm 1 個 / 個 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,200 サンメディカル

2836 11859 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰHD  尿管ｱｸｾｽｼｰｽ/ﾀﾞｲﾚｰﾀｾｯﾄ 250-225  12F/14F  36cm 1 個 / 個 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,200 サンメディカル

2837 11860 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰHD  尿管ｱｸｾｽｼｰｽ/ﾀﾞｲﾚｰﾀｾｯﾄ 250-228  13F/15F  36cm 1 個 / 個 泌尿器関連 尿路拡張ｶﾃ･尿管 ¥40,700 ¥40,700 ¥42,500 ¥42,500 ¥36,200 サンメディカル

2838 11864 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾊﾟｰｷｭﾌﾚｯｸｽ  ﾕﾘﾅﾘｰﾃﾞｨﾊﾞｰｼﾞｮﾝｽﾃﾝﾄｾｯﾄ 160-325  ｵｰﾌﾟﾝﾁｯﾌﾟ  6F  80cm 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ 外瘻 腎盂留置型 標準 条件付 ¥7,760 ¥7,760 ¥8,010 ¥8,010 ¥6,980 サンメディカル

2839 11865 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾊﾟｰｷｭﾌﾚｯｸｽ  ﾕﾘﾅﾘｰﾃﾞｨﾊﾞｰｼﾞｮﾝｽﾃﾝﾄｾｯﾄ 160-330  ｵｰﾌﾟﾝﾁｯﾌﾟ  7F  80cm 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ 外瘻 腎盂留置型 標準 条件付 ¥7,760 ¥7,760 ¥8,010 ¥8,010 ¥6,980 サンメディカル

2840 11869 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾊﾟｽｺｰｽｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ 5698  0.025"  450cm  ｱﾝｸﾞﾙ 1 本 / 本 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥18,500 ¥18,500 ¥23,000 ¥23,000 ¥17,700 サンメディカル

2841 11870 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾊﾟｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 5159  0.018"  450cm  ｽﾄﾚｰﾄ 2 本 / 箱 ガイドワイヤー ＰＴＣＤワイヤー ¥37,000 ¥18,500 ¥42,000 ¥21,000 ¥36,000 サンメディカル
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2842 11871 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾊﾅﾛｽﾃﾝﾄ(HANAROSTENT)食道用ｽﾃﾝﾄ 2379  ﾌﾙｶﾊﾞｰ  溝加工あり 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2843 11873 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾊﾅﾛｽﾃﾝﾄ(HANAROSTENT)食道用ｽﾃﾝﾄ 2395  ﾊﾟｰｼｬﾙｶﾊﾞｰ  溝加工有  逆流防止弁付 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 食道用ステント ¥126,000 ¥126,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥113,300 サンメディカル

2844 11874 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌｨﾙﾀｰﾜｲﾔｰEZ 39142-190  3.2F  3.5-5.5mm  190cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内血栓異物除去留置ｶﾃ頸動脈ｽﾃ併ﾌｨﾙﾀｰ ¥183,000 ¥183,000 ¥183,000 ¥183,000 ¥162,800 サンメディカル

2845 11877 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾞﾙｰﾏｯｸｽ20  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 12-506  BMQ/4-4/5.8/40                 * 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥50,300 ¥50,300 ¥36,800 サンメディカル

2846 11878 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾞﾙｰﾏｯｸｽ20  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 12-518  BMQ/5-4/5.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2847 11879 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾞﾙｰﾏｯｸｽ20  ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 12-530  BMQ/6-4/5.8/40 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2848 11880 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾚｷｼﾏENBDｶﾃｰﾃﾙ(ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ付ｾｯﾄ) 4066  7.5F  250cm  ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ型 1 ST / ST 消化器内視鏡関連 ＰＴＣＤワイヤー+ＰＴＣＤ経鼻カテ 条件付 ¥25,700 ¥25,700 ¥28,000 ¥28,000 ¥23,000 サンメディカル

2849 11890 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2344  7Fr  7cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2850 11891 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2345  7Fr  10cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2851 11892 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2346  7Fr  12cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2852 11893 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2347  7Fr  15cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2853 11894 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2349  8.5Fr  7cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2854 11895 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2350  8.5Fr  10cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2855 11896 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2351  8.5Fr  12cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2856 11897 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ フレキシマプラス 2352  8.5Fr  15cm 1 ST / ST 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･一時  条件付 ¥44,800 ¥44,800 ¥45,000 ¥45,000 ¥36,300 サンメディカル

2857 11899 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾚｯｸｽﾄｰﾑｺﾛﾅﾘｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ RB430010  3.00mm×10mm  142cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｶｯﾃｨﾝｸﾞ型 ¥126,000 ¥126,000 ¥133,000 ¥133,000 ¥113,400 カワニシ

2858 11901 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾚｯｸｽﾄｰﾑｺﾛﾅﾘｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ RB440010  4.00mm×10mm  142cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  ｶｯﾃｨﾝｸﾞ型 ¥126,000 ¥126,000 ¥133,000 ¥133,000 ¥113,400 カワニシ

2859 11903 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾚｯｸｽﾄｰﾑﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ BPM3015140F  3.0mm×15mm  140cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ¥135,000 ¥135,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,900 サンメディカル

2860 11904 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾚｯｸｽﾄｰﾑﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ BPM4015140F  4.0mm×15mm  140cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ¥135,000 ¥135,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,900 サンメディカル

2861 11954 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  LV  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1240  ｽﾃﾝﾄ長12mm  ｽﾃﾝﾄ径4.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2862 11955 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  LV  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2440  ｽﾃﾝﾄ長24mm  ｽﾃﾝﾄ径4.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2863 11956 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-0830  ｽﾃﾝﾄ長8mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2864 11957 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-0835  ｽﾃﾝﾄ長8mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2865 11958 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1222  ｽﾃﾝﾄ長12mm  ｽﾃﾝﾄ径2.25mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2866 11959 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1225  ｽﾃﾝﾄ長12mm  ｽﾃﾝﾄ径2.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2867 11960 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1230  ｽﾃﾝﾄ長12mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2868 11961 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1235  ｽﾃﾝﾄ長12mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2869 11962 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1622  ｽﾃﾝﾄ長16mm  ｽﾃﾝﾄ径2.25mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2870 11963 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1625  ｽﾃﾝﾄ長16mm  ｽﾃﾝﾄ径2.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2871 11964 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1627  ｽﾃﾝﾄ長16mm  ｽﾃﾝﾄ径2.75mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2872 11965 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1630  ｽﾃﾝﾄ長16mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2873 11966 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-1635  ｽﾃﾝﾄ長16mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2874 11967 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2022  ｽﾃﾝﾄ長20mm  ｽﾃﾝﾄ径2.25mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2875 11968 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2025  ｽﾃﾝﾄ長20mm  ｽﾃﾝﾄ径2.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2876 11969 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2027  ｽﾃﾝﾄ長20mm  ｽﾃﾝﾄ径2.75mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2877 11970 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2030  ｽﾃﾝﾄ長20mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2878 11971 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2035  ｽﾃﾝﾄ長20mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2879 11972 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2422  ｽﾃﾝﾄ長24mm  ｽﾃﾝﾄ径2.25mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2880 11973 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2425  ｽﾃﾝﾄ長24mm  ｽﾃﾝﾄ径2.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2881 11974 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2427  ｽﾃﾝﾄ長24mm  ｽﾃﾝﾄ径2.75mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2882 11975 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2430  ｽﾃﾝﾄ長24mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2883 11976 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2435  ｽﾃﾝﾄ長24mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2884 11977 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2825  ｽﾃﾝﾄ長28mm  ｽﾃﾝﾄ径2.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2885 11978 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2827  ｽﾃﾝﾄ長28mm  ｽﾃﾝﾄ径2.75mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2886 11979 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2830  ｽﾃﾝﾄ長28mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2887 11980 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-2835  ｽﾃﾝﾄ長28mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2888 11981 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-3225  ｽﾃﾝﾄ長32mm  ｽﾃﾝﾄ径2.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2889 11982 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-3227  ｽﾃﾝﾄ長32mm  ｽﾃﾝﾄ径2.75mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2890 11983 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-3230  ｽﾃﾝﾄ長32mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ



ＩＤ
商品コー

ド
メーカー名 商品名 規格 ｹｰｽ

入数
ﾊﾞﾗ
単位

ｹｰｽ
単位

分類名 償還記号 新償還価格
ｹｰｽ

新償還価格
ﾊﾞﾗ

ケース
定価

バラ
定価

ケース
見積額

バラ
見積額

H30年度納入業者

2891 11984 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-3235  ｽﾃﾝﾄ長32mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2892 11985 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-3825  ｽﾃﾝﾄ長38mm  ｽﾃﾝﾄ径2.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2893 11986 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-3830  ｽﾃﾝﾄ長38mm  ｽﾃﾝﾄ径3.00mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2894 11987 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾌﾟﾛﾏｽ  ﾌﾟﾚﾐｱ  ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 39251-3835  ｽﾃﾝﾄ長38mm  ｽﾃﾝﾄ径3.50mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

2895 12012 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾍﾟｰｽﾒｰｶﾘｰﾄﾞ  ﾃﾞｸｽﾄﾗｽ 4135  IS-1  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2896 12013 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾍﾟｰｽﾒｰｶﾘｰﾄﾞ  ﾃﾞｸｽﾄﾗｽ 4136  IS-1  53cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2897 12014 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾍﾟｰｽﾒｰｶﾘｰﾄﾞ  ﾃﾞｸｽﾄﾗｽ 4137  IS-1  60cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥90,000 戸田医療器

2898 12016 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ BP505020B  PCB2cm  OTW/5.0-20/4.2/50 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ¥135,000 ¥135,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥121,400 サンメディカル

2899 12017 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ BP506020B  PCB2cm  OTW/6.0-20/4.2/50 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ¥135,000 ¥135,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥121,400 サンメディカル

2900 12022 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-111-09  5F  10cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  尿管ｽﾃﾝﾄ一般Ⅱ  条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2901 12023 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-112-09  5F  12cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  尿管ｽﾃﾝﾄ一般Ⅱ  条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2902 12024 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-113-09  5F  14cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  尿管ｽﾃﾝﾄ一般Ⅱ  条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2903 12025 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-114-09  5F  16cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2904 12026 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-115-09  5F  18cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2905 12027 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-121-09  5F  22cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  尿管ｽﾃﾝﾄ一般Ⅱ  条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2906 12028 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-122-09  5F  24cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2907 12029 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-123-09  5F  26cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2908 12031 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-130-09  6F  20cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2909 12032 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-131-09  6F  22cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2910 12033 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-132-09  6F  24cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2911 12034 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-133-09  6F  26cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2912 12036 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-135-09  6F  30cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2913 12037 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-140-09  7F  20cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2914 12038 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-141-09  7F  22cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2915 12039 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-142-09  7F  24cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2916 12040 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-143-09  7F  26cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2917 12041 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-150-09  8F  20cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2918 12042 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-151-09  8F  22cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2919 12043 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-152-09  8F  24cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2920 12044 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾎﾟﾗﾘｽｳﾙﾄﾗｽﾃﾝﾄ/ｾﾝｻｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾｯﾄ 192-153-09  8F  26cm  0.035" 1 ST / ST 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅰ 条件付 ¥15,000 ¥15,000 ¥23,600 ¥23,600 ¥12,000 サンメディカル

2921 12052 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ポリフォーム 840-241  15cm×20cm 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･一般 (1㎠当) ¥22,200 ¥22,200 ¥25,000 ¥25,000 ¥22,200 サンメディカル

2922 12064 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾏｯｸﾜﾝ  ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 19-662  Mach1/6/LIMA/55 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,300 サンメディカル

2923 12065 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾏｯｸﾜﾝ  ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 19-696  Mach1/6/RDC(1)/55 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  その他血管用 ¥20,400 ¥20,400 ¥22,000 ¥22,000 ¥18,300 サンメディカル

2924 12067 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞ2PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-04151  Mustang/4-150/5.3/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2925 12068 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-04027  Mustang/4-20/5.3/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2926 12069 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-05021  Mustang/5-20/5.3/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2927 12070 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-06027  Mustang/6-20/5.3/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2928 12071 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-07047  Mustang/7-40/5.3/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2929 12072 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-07107  Mustang/7-100/5.3/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2930 12074 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-09021  Mustang/9-20/5.8/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2931 12075 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾑｽﾀﾝｸﾞPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 39171-10047  Mustang/10-40/5.8/75 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･標準 ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

2932 12077 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾓｽｷｰﾄｶﾃｰﾃﾙｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ GP40IAD25  4Fr  4cm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,050 サンメディカル

2933 12079 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ﾓｽｷｰﾄｶﾃｰﾃﾙｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ GP60IAD25  6F  4cm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥11,550 ¥2,310 ¥13,000 ¥2,600 ¥2,050 サンメディカル

2934 12154 ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ 頸動脈用ｳｫｰﾙｽﾃﾝﾄ  ﾓﾉﾚｰﾙ 39150-829  CWS/8-29/5.0/135 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥189,000 ¥189,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

2935 15776 ﾎﾑｽﾞ技研 ＳＢフィックス H801-0075  75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥77,770 シーメック

2936 12156 ホムズ技研 ＳＢフィックス H801-0080  80mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥77,770 シーメック

2937 12157 ホムズ技研 ＳＢフィックス H801-0085  85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥77,770 シーメック

2938 15629 ﾎﾑｽﾞ技研 ＳＢフィックス H801-0090  90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥77,770 シーメック

2939 12158 ホムズ技研 ＳＢフィックス H801-0095  95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥77,770 シーメック
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2940 12159 ﾎﾑｽﾞ技研 ＳＢフィックス H801-0100  100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥77,770 シーメック

2941 12160 ホムズ技研 ＳＢフィックス H801-0110  110mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥103,000 ¥103,000 ¥77,770 シーメック

2942 10821 ボルケーノ ｱﾝｼﾞｵｽｶﾙﾌﾟﾄPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 2076-5020  ﾊﾞﾙｰﾝφ 5.0×20mm  137cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止 ¥102,000 ¥102,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥91,700 サンメディカル

2943 10822 ボルケーノ ｱﾝｼﾞｵｽｶﾙﾌﾟﾄPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 2076-5040  ﾊﾞﾙｰﾝφ 5.0×40mm  137cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止 ¥102,000 ¥102,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥91,700 サンメディカル

2944 10826 ボルケーノ ｱﾝｼﾞｵｽｶﾙﾌﾟﾄPTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 2105-6040  ﾊﾞﾙｰﾝφ 6.0×40mm  50cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止 ¥102,000 ¥102,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥91,700 サンメディカル

2945 10833 ボルケーノ ﾌﾟﾗｲﾑﾜｲﾔ  ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ  Verrata(ﾍﾞﾗｰﾀ) 10185  0.014"  SG  ｽﾄﾚｰﾄ型  185cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用圧ｾﾝｻｰ付ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥151,000 ¥151,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥132,000 カワニシ

2949 10838 ボルケーノ 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾞPV.018 86700J  ｼｬﾌﾄ径3.4Fr/3.5Fr  有効長135cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ  標準  細径 ¥89,500 ¥89,500 ¥100,000 ¥100,000 ¥80,500 サンメディカル

2953 12598 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰｽｸﾘｭｰ 25-652-05  径2.0mm  5mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2954 12599 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰｽｸﾘｭｰ 25-652-07  径2.0mm  7mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2955 12600 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ 25-350-04  ｽﾄﾚｰﾄ  4穴S 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2956 12601 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ 25-350-08  ｽﾄﾚｰﾄ  8穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2957 12602 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ 25-350-16  ｽﾄﾚｰﾄ  16穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2958 12603 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ 25-352-04  ｽﾄﾚｰﾄ  4穴L 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2959 12605 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰ変形ﾌﾟﾚｰﾄ 25-365-04  L型  右向L 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2960 12606 マーチン ｼｬﾝﾋﾟｰ変形ﾌﾟﾚｰﾄ 25-366-04  L型  左向ﾚｷﾞｭﾗｰ 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2961 12608 マーチン ｾﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭｰ(緊急用) 25-663-07  径2.3mm  7mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2962 12618 マーチン ﾐﾆｾﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭｰ 25-662-05  径2.0mm  5mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2963 12619 マーチン ﾐﾆｾﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭｰ 25-662-07  径2.0mm  7mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2964 12620 マーチン ﾐﾆｾﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭｰ 25-662-09  径2.0mm  9mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2965 12621 マーチン ﾐﾆｾﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭｰ 25-662-11  径2.0mm  11mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2966 12622 マーチン ﾐﾆｾﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭｰ 25-662-13  径2.0mm  13mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2967 12623 マーチン ﾐﾆｾﾝﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭｰ 25-662-15  径2.0mm  15mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 標準 小型  F1-a ¥3,010 ¥3,010 ¥3,170 ¥3,170 ¥2,910 カワニシ

2968 12624 マーチン ミニプレート 25-550-04  ｽﾄﾚｰﾄ  4穴S 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2969 12625 マーチン ミニプレート 25-550-06  ｽﾄﾚｰﾄ  6穴S 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2970 12626 マーチン ミニプレート 25-551-04  ｽﾄﾚｰﾄ  4穴M 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2971 12627 マーチン ミニプレート 25-552-04  ｽﾄﾚｰﾄ  4穴L 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2972 12629 マーチン ﾘﾝﾄﾞﾙﾌﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ 50-280-00  ﾙﾌｫｰﾙⅠ用  左 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2973 12630 マーチン ﾘﾝﾄﾞﾙﾌﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ 50-282-00  ﾙﾌｫｰﾙⅠ用  右 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ｽﾄﾚｰﾄ･異形 F2-a-1 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,680 カワニシ

2974 12663 マリンクロット ｼｬｲﾘｰ気管切開ﾁｭｰﾌﾞ  PED  小児用､ｶﾌなし 3.0PED  3.0mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥7,800 ¥7,800 ¥3,550 エヒメ医療器

2975 12668 マリンクロット ｼｬｲﾘｰ気管切開ﾁｭｰﾌﾞ  PED  小児用､ｶﾌなし 5.5PED  5.5mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥7,800 ¥7,800 ¥3,550 エヒメ医療器

2976 12670 マリンクロット ｿﾌﾄ･ﾘﾝﾌｫｰｽ気管内ﾁｭｰﾌﾞ  ｺﾈｸﾀ非接着型 117150Z  内径5.0mm×外径6.9mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥72,000 ¥7,200 ¥52,000 エヒメ医療器

2977 12671 マリンクロット ｿﾌﾄ･ﾘﾝﾌｫｰｽ気管内ﾁｭｰﾌﾞ  ｺﾈｸﾀ非接着型 117155Z  内径5.5mm×外径7.5mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥72,000 ¥7,200 ¥52,000 エヒメ医療器

2978 12672 マリンクロット ｿﾌﾄ･ﾘﾝﾌｫｰｽ気管内ﾁｭｰﾌﾞ  ｺﾈｸﾀ非接着型 117160Z  内径6.0mm×外径8.4mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥72,000 ¥7,200 ¥52,000 エヒメ医療器

2979 12673 マリンクロット ｿﾌﾄ･ﾘﾝﾌｫｰｽ気管内ﾁｭｰﾌﾞ  ｺﾈｸﾀ非接着型 117165Z  内径6.5mm×外径8.9mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥72,000 ¥7,200 ¥52,000 エヒメ医療器

2980 12674 マリンクロット ｿﾌﾄ･ﾘﾝﾌｫｰｽ気管内ﾁｭｰﾌﾞ  ｺﾈｸﾀ非接着型 117170Z  内径7.0mm×外径9.7mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥72,000 ¥7,200 ¥52,000 エヒメ医療器

2981 12675 マリンクロット ｿﾌﾄ･ﾘﾝﾌｫｰｽ気管内ﾁｭｰﾌﾞ  ｺﾈｸﾀ非接着型 117175Z  内径7.5mm×外径10.3mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥72,000 ¥7,200 ¥52,000 エヒメ医療器

2982 12688 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18750S  内径5.0mm  外径6.9mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2983 12689 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18755S  内径5.5mm  外径7.5mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2984 12690 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18760S  内径6.0mm  外径8.2mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2985 12691 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18765S  内径6.5mm  外径8.9mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2986 12692 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18770S  内径7.0mm  外径9.5mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2987 12693 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18775S  内径7.5mm  外径10.2mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2988 12694 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18780S  内径8.0mm  外径10.8mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2989 12695 マリンクロット ﾃｰﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞ気管ﾁｭｰﾌﾞ(ｽﾀｲﾚｯﾄ) 18785S  内径8.5mm  外径11.4mm 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥25,000 ¥2,500 ¥6,500 エヒメ医療器

2990 12742 ミクロ ﾁﾀﾝ製ﾘﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(胸骨縫合用ﾜｲﾔｰ) TW10-BR206  ﾜｲﾔｰ(80cm)×6本 ﾎﾞｰﾝﾗﾝﾅｰ2本 12 ST / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-a-1(1cm当) ¥92,160 ¥7,680 ¥102,800 ¥8,567 ¥85,330 カワニシ

2991 12744 ミクロ ﾁﾀﾝ製ﾘﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(胸骨縫合用ﾜｲﾔｰ) TW10-BR207  ﾜｲﾔｰ(80cm)×7本 ﾎﾞｰﾝﾗﾝﾅｰ2本 12 ST / 箱 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-a-1(1cm当) ¥120,960 ¥10,080 ¥117,600 ¥9,800 ¥99,550 カワニシ

2992 12746 ミズホ ＣＢＨブロック 17-122-01  B01-A(10×10×10:1.0ml) 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 多孔体 一般 AB-06(1mL当) ¥14,400 ¥14,400 ¥14,400 ¥14,400 ¥8,000 シーメック

2993 12747 ミズホ ＣＢＨブロック 17-122-03  B01-C(20×10×10:2.0ml) 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 多孔体 一般 AB-06(1mL当) ¥28,800 ¥28,800 ¥28,800 ¥28,800 ¥16,000 シーメック

2994 12749 ミズホ ＣＢＨ顆粒 17-121-01  G01-S  2g 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 顆粒・ﾌｨﾗｰ AB-05(1g当) ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥15,000 シーメック
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2995 12751 ミズホ ＣＢＨ顆粒 17-121-03  G01-M  2g 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 顆粒・ﾌｨﾗｰ AB-05(1g当) ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥15,000 シーメック

2996 12753 ミズホ ＣＢＨ顆粒 17-121-05  G01-L  2g 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 顆粒・ﾌｨﾗｰ AB-05(1g当) ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥15,000 シーメック

2997 12755 ミズホ ＣＢＨ顆粒 17-121-07  G01-G  2g 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 顆粒・ﾌｨﾗｰ AB-05(1g当) ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥26,600 ¥15,000 シーメック

2998 12756 ミズホ ＣＢＨ顆粒 17-121-08  G01-G  5g 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 吸収型 顆粒・ﾌｨﾗｰ AB-05(1g当) ¥66,500 ¥66,500 ¥66,500 ¥66,500 ¥37,500 シーメック

2999 12757 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線 01-132-10  両尖  0.8mm×150mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3000 12758 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線 01-132-80  両尖片穴  0.7mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3001 12759 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線 01-132-85  両尖片穴  1.5mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3002 12760 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線  両尖 01-065-11  SMO製  A  1.0mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3003 12761 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線  両尖 01-065-12  SMO製  B  1.2mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3004 12762 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線  両尖 01-065-13  SMO製  C  1.5mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3005 12763 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線  両尖 01-065-14  SMO製  D  1.8mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3006 12764 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線  両尖 01-065-15  SMO製  E  2.0mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3007 12765 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線  両尖 01-065-16  SMO製  F  2.4mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3008 12766 ミズホ ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線  両尖 01-065-17  SMO製  G  3.0mm×300mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3009 12767 ミズホ スーチャーワイヤー 01-226-20  #20  0.91mm  5m巻 1 巻 / 巻 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属線  金属線  F6-a-1(1cm当) ¥8,000 ¥8,000 ¥8,500 ¥8,500 ¥5,400 カワニシ

3010 12770 ミズホ ｾﾗﾌｫｰﾑﾊﾞｰﾎｰﾙﾎﾞﾀﾝBS 17-110-02  C03-5 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨  開頭穿孔術 AB-10 ¥9,140 ¥9,140 ¥9,470 ¥9,470 ¥8,250 エヒメ医療器

3011 12771 ミズホ ｾﾗﾌｫｰﾑﾊﾞｰﾎｰﾙﾎﾞﾀﾝCS 17-110-06  C03-14 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨  開頭穿孔術 AB-10 ¥9,140 ¥9,140 ¥9,470 ¥9,470 ¥8,250 エヒメ医療器

3012 12772 ミズホ ｿﾘｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  皮質骨用  全ﾈｼﾞ 11-815-18  φ 3.5×18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,280 カワニシ

3013 12773 ミズホ ｿﾘｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  皮質骨用  全ﾈｼﾞ 11-815-20  φ 3.5×20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,280 カワニシ

3014 12781 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-01  No.1 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3015 12782 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-02  No.2 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3016 12783 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-03  No.3 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3017 12784 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-04  No.4 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3018 12785 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-05  No.5 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3019 12786 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-06  No.6 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3020 12787 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-07  No.7 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3021 12788 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-08  No.8 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3022 12789 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-09  No.9 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3023 12790 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-10  No.10 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3024 12791 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-11  No.11 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3025 12792 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-12  No.12 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3026 12793 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-13  No.13 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3027 12794 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-14  No.14 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3028 12795 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-15  No.15 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3029 12796 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-16  No.16 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3030 12797 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-17  No.17 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3031 12798 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-18  No.18 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3032 12799 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-20  No.20 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3033 12800 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-21  No.21 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3034 12801 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-22  No.22 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3035 12802 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-23  No.23 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3036 12803 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-24  No.24 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3037 12804 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-25  No.25 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3038 12805 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-26  No.26 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3039 12806 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-27  No.27 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3040 12807 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-28  No.28 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3041 12808 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-29  No.29 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3042 12809 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-30  No.30 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3043 12810 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-31  No.31 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ
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3044 12811 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-32  No.32 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3045 12812 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-33  No.33 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3046 12813 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-34  No.34 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3047 12814 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-35  No.35 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3048 12815 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-36  No.36 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3049 12816 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-37  No.37 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3050 12817 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-38  No.38 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3051 12818 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-39  No.39 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3052 12819 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-40  No.40 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3053 12820 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-41  No.41 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3054 12821 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-42  No.42 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3055 12822 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-43  No.43 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ

3056 12823 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-47  No.47 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3057 12824 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-48  No.48 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3058 12825 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-49  No.49 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3059 12826 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-50  No.50 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3060 12827 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-52  No.52 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3061 12828 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-60  No.60 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3062 12829 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-61  No.61 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3063 12830 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-62  No.62 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3064 12831 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-63  No.63 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3065 12832 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-64  No.64(4B) 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3066 12833 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-65  No.65 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3067 12834 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-66  No.66 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3068 12835 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-68  No.68(8B) 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3069 12836 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-69  No.69 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3070 12837 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-73  No.73 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3071 12838 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-80  No.80 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3072 12839 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-81  No.81 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3073 12840 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-83  No.83 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3074 12841 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-84  No.84 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3075 12842 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-85  No.85 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3076 12843 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-86  No.86 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3077 12844 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-87  No.87 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3078 12845 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-88  No.88 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3079 12846 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-89  No.89 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3080 12847 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-95  No.95 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3081 12848 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-96  No.96 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3082 12849 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-97  No.97 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3083 12850 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-98  No.98 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3084 12851 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-001-99  No.99 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3085 12852 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-002-15  No.100 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3086 12853 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-002-16  No.101 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3087 12854 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-002-17  No.102 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3088 12855 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-002-18  No.103 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3089 12856 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-002-19  No.104 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3090 12857 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-002-20  No.105 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3091 12858 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-002-21  No.106 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  標準型 ¥17,400 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥15,640 カワニシ

3092 12859 ミズホ 杉田ﾁﾀﾝｸﾘｯﾌﾟⅡ 17-006-38  No.144 1 本 / 本 脳外インプラント 脳動脈瘤手術クリップ  特殊型 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥17,800 カワニシ
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3093 12863 ミズホ 田島式ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線 03-001-81  0.7×100mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3094 12864 ミズホ 田島式ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線 03-001-82  1.0×120mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3095 12865 ミズホ 田島式ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線 03-001-83  1.2×120mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3096 12866 ミズホ 田島式ｷﾙｼｭﾅｰ鋼線 03-001-84  1.5×120mm 10 本 / 袋 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用金属ﾋﾟﾝ  一般用 標準型 F7-c-1 ¥4,960 ¥496 ¥4,960 ¥496 ¥3,950 カワニシ

3097 12867 ミズホ 脳血管吻合ｸﾘｯﾌﾟ 07-096-14  低圧  直  5mm 1 個 / 個 脳外インプラント 脳血流遮断用クリップ ¥7,870 ¥7,870 ¥7,890 ¥7,890 ¥7,090 カワニシ

3098 12869 ミズホ 脳血管吻合ｸﾘｯﾌﾟ 07-096-24  高圧  直  5mm 1 個 / 個 脳外インプラント 脳血流遮断用クリップ ¥7,870 ¥7,870 ¥7,890 ¥7,890 ¥7,090 カワニシ

3099 12874 ミニメド エンライトセンサ MMT-7008A 5 個 / 箱 採血用器材関連 皮下ｸﾞﾙｺｰｽ測定電極 疼痛軽減･針刺事故防止 ¥31,550 ¥6,310 ¥30,350 ¥6,070 ¥27,920 カワニシ

3100 8917 メイラ 3.0mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-008-014  14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3101 8918 メイラ 3.0mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-008-018  18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3102 8919 メイラ 3.0mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-008-024  24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3103 8920 メイラ 3.0mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-008-030  30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3104 8921 メイラ 3.0mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-008-032  32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3105 8922 メイラ 3.0mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-008-036  36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3106 8924 ﾒｲﾗ ３．０ｍｍﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-008-040  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3107 15719 ﾒｲﾗ ３．５ｍｍﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-022  22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3108 8926 メイラ 3.5mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-028  28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3109 15179 ﾒｲﾗ ３．５ｍｍﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-030 30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3110 8927 メイラ 3.5mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-032  32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3111 8928 メイラ 3.5mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-034  34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3112 8929 メイラ 3.5mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-038  38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3113 8930 メイラ 3.5mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-040  40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3114 8931 ﾒｲﾗ ３．５ｍｍﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-045  45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3115 8932 メイラ 3.5mmﾐﾆｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 005A-009-050  50mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3116 15120 ﾒｲﾗ 5.0mmGTSｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ M020A-009-025  25mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,300 カワニシ

3117 8936 メイラ 5.5mmｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ 005A-013-090  90mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3118 8937 メイラ 5.5mmｷｬﾆｭﾚｲﾃｨﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ 005A-013-095  95mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,570 カワニシ

3119 8938 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-016  3.2mm､4.0mm×16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3120 8939 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-020  3.2mm､4.0mm×20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3121 8940 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-022  3.2mm､4.0mm×22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3122 8941 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-023  3.2mm､4.0mm×23mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3123 8942 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-024  3.2mm､4.0mm×24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3124 8943 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-025  3.2mm､4.0mm×25mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3125 8944 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-026  3.2mm､4.0mm×26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3126 8945 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-028  3.2mm､4.0mm×28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3127 8946 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-030  3.2mm､4.0mm×30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3128 8947 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-032  3.2mm､4.0mm×32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3129 8948 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-034  3.2mm､4.0mm×34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3130 8949 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-036  3.2mm､4.0mm×36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3131 8950 メイラ ＤＴＪスクリュー 030A-032-038  3.2mm､4.0mm×38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3132 8951 メイラ DTJﾐﾆｽｸﾘｭｰ(滅菌済) M036A-027-012  2.7mm  3.4mm×12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3133 8952 メイラ DTJﾐﾆｽｸﾘｭｰ(滅菌済) M036A-027-015  2.7mm  3.4mm×15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3134 8953 メイラ DTJﾐﾆｽｸﾘｭｰ(滅菌済) M036A-027-016  2.7mm  3.4mm×16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3135 8954 メイラ DTJﾐﾆｽｸﾘｭｰ(滅菌済) M036A-027-017  2.7mm  3.4mm×17mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3136 8955 メイラ DTJﾐﾆｽｸﾘｭｰ(滅菌済) M036A-027-018  2.7mm  3.4mm×18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3137 8956 メイラ DTJﾐﾆｽｸﾘｭｰ(滅菌済) M036A-027-020  2.7mm  3.4mm×20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3138 8957 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-030  4.2mm､5.2mm×30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3139 8958 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-035  4.2mm､5.2mm×35mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3140 8959 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-040  4.2mm､5.2mm×40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3141 8960 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-045  4.2mm､5.2mm×45mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ
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3142 8961 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-060  4.2mm､5.2mm×60mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3143 8962 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-065  4.2mm､5.2mm×65mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3144 8963 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-070  4.2mm､5.2mm×70mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3145 8964 メイラ DTJﾗｰｼﾞｽｸﾘｭｰ 033A-042-075  4.2mm､5.2mm×75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥34,300 ¥34,300 ¥27,270 カワニシ

3146 8965 メイラ ｽﾊﾟｲｸ付きﾜｯｼｬｰ 005A-016-06 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ類  ﾜｯｼｬｰ  FK-2 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥2,740 カワニシ

3147 15178 ﾒｲﾗ ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ(DSP) M020A-010  ｽﾓｰﾙｻｲｽﾞ  滅菌済 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) その他 座金型 F1-b-3 ¥21,200 ¥21,200 ¥21,400 ¥21,400 ¥19,080 カワニシ

3148 15717 ﾒｲﾗ フラットワッシャー 017A-001-08004 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ類  ﾜｯｼｬｰ  FK-2 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200 ¥2,740 カワニシ

3149 13142 メディカルＵ＆Ａ 1.5mmｽｸﾘｭｰ(Hexﾍｯﾄﾞ) 915-2316  1.5mm×5mm 2 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥65,400 ¥32,700 ¥73,800 ¥36,900 ¥60,140 カワニシ

3150 13143 メディカルＵ＆Ａ 1.5mmｽｸﾘｭｰ(Hexﾍｯﾄﾞ) 915-2317  1.5mm×6mm 2 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥65,400 ¥32,700 ¥73,800 ¥36,900 ¥60,140 カワニシ

3151 13144 メディカルＵ＆Ａ 1.5mmプレート 915-2413  直列  4穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3152 13145 メディカルＵ＆Ａ 1.5mmプレート 915-2414  直列  4穴  ｴｸｽﾃﾝﾄﾞ 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3153 13146 メディカルＵ＆Ａ 1.5mmプレート 915-2415  直列  6穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3154 13147 メディカルＵ＆Ａ 1.5mmプレート 915-2417  直列  8穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3155 13149 メディカルＵ＆Ａ 1.5mmプレート 915-2427  曲  6穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-c ¥53,600 ¥53,600 ¥59,300 ¥59,300 ¥49,290 カワニシ

3156 13150 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmｽｸﾘｭｰ(Hexﾍｯﾄﾞ) 915-2300  2.0mm×5mm 2 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥65,400 ¥32,700 ¥73,800 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3157 13151 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmｽｸﾘｭｰ(Hexﾍｯﾄﾞ) 915-2301  2.0mm×7mm 2 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥65,400 ¥32,700 ¥73,800 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3158 13154 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmプレート 915-2103  曲  6穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-c ¥53,600 ¥53,600 ¥59,300 ¥59,300 ¥49,290 カワニシ

3159 13155 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmプレート 915-2108  直列  8穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3160 13156 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmプレート 915-2109  直列  6穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3161 13157 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmプレート 915-2110  直列  4穴 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3162 13158 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmプレート 915-2111  直列  4穴  ｴｸｽﾃﾝﾄﾞ 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3163 13159 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmプレート 915-2113  直列  8穴  ｴｸｽﾃﾝﾄﾞ 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-b ¥37,900 ¥37,900 ¥42,700 ¥42,700 ¥34,850 カワニシ

3164 13160 メディカルＵ＆Ａ 2.0mmプレート 915-2114  曲  6穴  ｴｸｽﾃﾝﾄﾞ 1 個 / 個 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-c ¥53,600 ¥53,600 ¥59,300 ¥59,300 ¥49,290 カワニシ

3165 13163 メディカルＵ＆Ａ 2.5mmｽｸﾘｭｰ(Hexﾍｯﾄﾞ) 915-2307  2.5mm×5mm  ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰｽｸﾘｭｰ 2 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥65,400 ¥32,700 ¥73,800 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3166 13164 メディカルＵ＆Ａ 2.5mmｽｸﾘｭｰ(Hexﾍｯﾄﾞ) 915-2308  2.5mm×7mm  ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰｽｸﾘｭｰ 2 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥65,400 ¥32,700 ¥73,800 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3167 13165 メディカルＵ＆Ａ 2.5mmｽｸﾘｭｰ(Hexﾍｯﾄﾞ) 915-2309  2.5mm×9mm  ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰｽｸﾘｭｰ 2 本 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥65,400 ¥32,700 ¥73,800 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3168 13168 メディカルＵ＆Ａ ﾗｸﾄｿｰﾌﾞ  Hexﾍｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ 915-2300-EA  2.0mm×5mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥36,900 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3169 13169 メディカルＵ＆Ａ ﾗｸﾄｿｰﾌﾞ  Hexﾍｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ 915-2301-EA  2.0mm×7mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥36,900 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3170 13170 メディカルＵ＆Ａ ﾗｸﾄｿｰﾌﾞ  Hexﾍｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ 915-2307-EA  2.5mm×5mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥36,900 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3171 13171 メディカルＵ＆Ａ ﾗｸﾄｿｰﾌﾞ  Hexﾍｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ 915-2308-EA  2.5mm×7mm  ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰｽｸﾘｭｰ 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥36,900 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3172 13172 メディカルＵ＆Ａ ﾗｸﾄｿｰﾌﾞ  Hexﾍｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ 915-2316-EA  1.5mm×5mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 合成吸収性骨片接合材料  F9-a-2 ¥32,700 ¥32,700 ¥36,900 ¥36,900 ¥30,070 カワニシ

3173 13001 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾎﾟ ﾍﾓ･ｷｬｾ  ｼﾘｺﾝ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ  ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ SL28PC(Ⅱ)  12.5Fr  28cm 1 ｷｯﾄ / ｷｯﾄ 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥41,600 ¥41,600 ¥60,000 ¥60,000 ¥37,000 サンメディカル

3174 15793 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾎﾟ ﾍﾓ･ｷｬｾ  ｼﾘｺﾝ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ  ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ SL32PC(Ⅱ)  12.5Fr  32cm 1 ｷｯﾄ / ｷｯﾄ 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥41,600 ¥41,600 ¥60,000 ¥60,000 ¥37,000 サンメディカル

3175 15285 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾘｰﾀﾞ タイレーン  メッシュ 6000844 ﾗｲﾄ 10cmx15cm 35g/㎡ 3 枚 / 箱 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･一般 (1㎠当) ¥33,300 ¥11,100 ¥32,400 ¥10,800 ¥29,670 サンメディカル

3177 13177 メディキット ｲﾝｻｰﾄｽｰﾊﾟｰｼｰｽ IS0463  IS30Z25PSM  AR2502C  3Fr  25cm 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 サンメディカル

3178 15131 ﾒﾃﾞｨｷｯﾄ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ OB1108  AO60BG0.17G(M)  STA 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

3179 13192 メディキット スーパーシース JS0802  CR50P11TSM  AR3500C 10 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥23,100 ¥2,310 ¥26,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

3180 13193 メディキット スーパーシース JS0806  CR60P11TSM  AR3500C 10 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥23,100 ¥2,310 ¥26,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

3181 13194 メディキット スーパーシース JS0810  CR70P11TSM  AR3500C 10 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥23,100 ¥2,310 ¥26,000 ¥2,600 ¥2,070 サンメディカル

3182 13196 メディキット スーパーシース JS2076  CR60P17TSMTSA  AR250AC 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥21,050 ¥4,210 ¥2,730 サンメディカル

3183 13197 メディキット スーパーシース JS2077  CR50P17TSMTSA  AR250AC 5 本 / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥21,050 ¥4,210 ¥2,730 サンメディカル

3184 13198 メディキット スーパーシース JS2078  CR40P17TSMTSA  AR250AC 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥4,210 ¥4,210 ¥2,730 サンメディカル

3185 13199 メディキット ｽﾘｯﾄｽｰﾊﾟｰｼｰｽ JS2405  CR60P17TSMTSR  AR250AC  6Fr 17cm 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥5,010 ¥5,010 ¥3,040 サンメディカル

3186 13200 メディキット ｽﾘｯﾄｽｰﾊﾟｰｼｰｽ JS2769  CR40P17TSMTSR  AR250AC 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥5,010 ¥5,010 ¥3,040 サンメディカル

3187 13204 メディキット ﾋﾟｰﾙｵﾌｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ PI0017  PI60Z25TSM  AR3502C  6Fr  25cm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,730 サンメディカル

3188 13205 メディキット ﾋﾟｰﾙｵﾌｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ PI0018  PI70Z25TSM  AR3502C  7Fr  25cm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,730 サンメディカル

3189 13206 メディキット ﾋﾟｰﾙｵﾌｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ PI0019  PI80Z25TSM  AR3502C  8Fr  25cm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,730 サンメディカル

3190 13207 メディキット ﾋﾟｰﾙｵﾌｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ PI0020  PI90Z25TSM  AR3502C  9Fr  25cm 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,730 サンメディカル

3191 13209 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ MB0103  MK50BH0.04  CKF 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  ｻｲｼﾞﾝｸﾞ機能付加型 ¥21,050 ¥4,210 ¥140,000 ¥28,000 ¥16,000 サンメディカル
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3192 13210 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ SB0102  ST50BH0.33  RC2 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3193 13211 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ SB0181  ST50BH0.36  JB-2 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3194 13212 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ SB0317  ST50BH0.33  SHA 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3195 13214 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ SZ1712  ST40BG0.13  210 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3196 13215 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ SZ3427  ST40BG0.18N  JB2 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3197 13217 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ SZ4492  ST33BG0.14N  2H 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3198 13218 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ SZ4590  ST50BH0.19N(M)  MS-K 1 本 / 本 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3199 13219 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙ  ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｶﾃｰﾃﾙ西矢ﾌﾟﾗｽ SZ4394  ST33BG0.13NH  2H 1 本 / 本 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3200 13220 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙMH AB0387  AT40BH0.05  STA 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3201 13221 メディキット 血管造影ｶﾃｰﾃﾙMH SZ3481  ST40BG0.14B  MS2 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

3202 13223 メディキット 血管造影ｷｯﾄ GS0085  GS4.5Fｷｯﾄ3 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ+ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  腹部四肢 ¥22,840 ¥22,840 ¥24,440 ¥24,440 ¥20,550 サンメディカル

3203 13224 メディキット 血管造影ｷｯﾄ RG0002  RGｷｯﾄBLK3.5(M) 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,600 ¥17,600 ¥12,300 サンメディカル

3204 13226 メディキット 血管造影ｷｯﾄ RG0004  RGｷｯﾄALST1.0 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,600 ¥17,600 ¥12,300 サンメディカル

3205 13227 メディキット 血管造影ｷｯﾄ RG0006  RGｷｯﾄJL3.5 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,600 ¥17,600 ¥12,300 サンメディカル

3206 13228 メディキット 血管造影ｷｯﾄ RG0007  RGｷｯﾄJL4.0 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,600 ¥17,600 ¥12,300 サンメディカル

3207 13229 メディキット 血管造影ｷｯﾄ RG0010  RGｷｯﾄJR4.0 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,600 ¥17,600 ¥12,300 サンメディカル

3208 13230 メディキット 血管造影ｷｯﾄ RG0011  RGｷｯﾄBLK4.0(M) 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,600 ¥17,600 ¥12,300 サンメディカル

3209 13231 メディキット 血管造影ｷｯﾄ RG0013  RGｷｯﾄAL1.0 1 ST / ST ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,600 ¥17,600 ¥12,300 サンメディカル

3210 13236 メディキット 血管造影ｷｯﾄ  Parent  Plus30 GS0091  GS3Fｷｯﾄ7 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ガイディングカテ その他血管用+ダイレーター ¥22,840 ¥22,840 ¥24,440 ¥24,440 ¥19,400 サンメディカル

3211 13238 メディキット 血管造影ｷｯﾄ  ｱｸｾﾙｶﾞｲﾄﾞ GS0102  GS6Fｷｯﾄ61 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ+ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥24,440 ¥24,440 ¥32,920 ¥32,920 ¥19,400 サンメディカル

3212 13239 メディキット 血管造影ｷｯﾄ  ｱｸｾﾙｶﾞｲﾄﾞ GS0107  GS6Fｷｯﾄ52 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ガイディングカテ 脳血管用+血管造影カテ一般用+ダイレーター ¥26,440 ¥26,440 ¥27,340 ¥27,340 ¥22,600 サンメディカル

3213 13028 メディコン Bard  ﾒｯｼｭ  ﾗｲﾄﾊﾟｰﾌｨｯｸｽﾌﾟﾗｸﾞ 0117070  Lｻｲｽﾞ  H4.1cm/D4.8cm 2 枚 / 箱 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥38,200 ¥19,100 ¥46,200 ¥23,100 ¥33,600 共和医理器

3218 13052 メディコン バード  アリスタＡＨ SM0005  MPH入りｱﾌﾟﾘｹｰﾀ  1g 5 個 / 箱 心臓血管外科関連 デンプン由来吸収性局所止血材(1g当) ¥63,000 ¥12,600 ¥64,000 ¥12,800 ¥11,350 カワニシ

3219 13060 メディコン ﾊﾞｰﾄﾞ  ｲﾝﾚｲｵﾌﾟﾃｨﾏｽﾃﾝﾄｾｯﾄ 889724  7Fr  24cm 1 本 / 本 尿道･尿管ステント 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  尿管ｽﾃﾝﾄ一般Ⅱ  条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥40,000 ¥40,000 ¥20,000 エヒメ医療器

3220 15155 ﾒﾃﾞｨｺﾝ ﾊﾞｰﾄﾞ  ｵﾝﾌﾚｯｸｽ  ｵﾘｼﾞﾅﾙﾀｲﾌﾟ 0115410  Mｻｲｽﾞ 8.6x14.2cm 1 個 / 個 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥23,100 ¥23,100 ¥17,350 サンメディカル

3221 15156 ﾒﾃﾞｨｺﾝ ﾊﾞｰﾄﾞ  ｵﾝﾌﾚｯｸｽ ﾓﾃﾞｨﾌｧｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 0115610  Mｻｲｽﾞ 8.6x14.2cm 1 個 / 個 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥23,100 ¥23,100 ¥17,350 サンメディカル

3224 13109 メディコン ﾊﾞｰﾄﾞ  ｼﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞﾘｼﾙﾌｫｰﾘｰﾄﾚｲ 6610J14C  10ml  14Fr  ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｹｱﾊﾞｯｸﾞ 10 個 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ 2管一般(Ⅲ) ② 条件付き ¥16,900 ¥1,690 ¥40,000 ¥4,000 ¥15,500 エヒメ医療器

3225 13111 メディコン ﾊﾞｰﾄﾞ  ｼﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞﾘｼﾙﾌｫｰﾘｰﾄﾚｲ 6610J16C  10ml  16Fr  ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｹｱﾊﾞｯｸﾞ 10 個 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ 2管一般(Ⅲ) ② 条件付き ¥16,900 ¥1,690 ¥40,000 ¥4,000 ¥15,500 エヒメ医療器

3226 15443 ﾒﾃﾞｨｺﾝ バード  ｼﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞﾘｼﾙﾌｫｰﾘｰﾄﾚｲ  18Fr 6610J18C 10ml ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｹｱﾊﾞｯｸﾞ 10 個 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ 2管一般(Ⅲ) ② ¥16,900 ¥1,690 ¥40,000 ¥4,000 ¥15,500 エヒメ医療器

3228 13119 メディコン ﾊﾞｰﾄﾞ  ﾀﾞｲﾚｸﾄ  ｸｰｹﾞﾙﾊﾟｯﾁ 0115808  円形  Sｻｲｽﾞ  直径7.6cm 2 枚 / 箱 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥38,200 ¥19,100 ¥46,200 ¥23,100 ¥35,000 共和医理器

3229 13120 メディコン ﾊﾞｰﾄﾞ  ﾀﾞｲﾚｸﾄ  ｸｰｹﾞﾙﾊﾟｯﾁ 0115814  楕円形  Sｻｲｽﾞ  8.0cm×12.0cm 2 枚 / 箱 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥38,200 ¥19,100 ¥46,200 ¥23,100 ¥35,000 共和医理器

3230 13124 メディコン ﾊﾞｰﾄﾞ  ﾍﾞﾝﾄﾗﾚｯｸｽ 0010302  円形  Mｻｲｽﾞ  直径6.4cm 2 枚 / 箱 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥33,177 ¥16,589 ¥35,000 ¥17,500 ¥30,000 共和医理器

3231 13125 メディコン ﾊﾞｰﾄﾞ  ﾍﾞﾝﾄﾗﾚｯｸｽST 5950007  4.3×4.3cm 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･形状付加 ¥19,100 ¥19,100 ¥23,100 ¥23,100 ¥19,500 共和医理器

3232 15434 ﾒﾃﾞｨｺﾝ バード　ベントラライトＳＴ 5954450 直径11.4cm 円形 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥41,318 ¥41,318 ¥41,000 ¥41,000 ¥36,000 サンメディカル

3233 15426 ﾒﾃﾞｨｺﾝ バード　ベントラライトＳＴ 5954680 15.2cm×20.3cm 楕円形 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥98,099 ¥98,099 ¥101,240 ¥101,240 ¥86,300 サンメディカル

3234 15741 ﾒﾃﾞｨｺﾝ バード　ベントラライトＳＴ 5954810 2.3cm×25.4cm 楕円形 1 枚 / 枚 消化器関連 繊維布･ﾍﾙﾆｱ･腹膜欠損(1c㎡当) ¥163,928 ¥163,928 ¥169,190 ¥169,190 ¥145,800 サンメディカル

3235 13137 メディコン ﾊﾞｽｷｬｽｶﾃｰﾃﾙ(ｿﾌﾄｾﾙ)<ﾌﾟﾚｶｰﾌﾞﾀｲﾌﾟｷｯﾄ> 5533190  右鎖骨下静脈  19cm 5 本 / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥208,000 ¥41,600 ¥236,500 ¥47,300 ¥37,000 サンメディカル

3236 13138 メディコン ﾊﾞｽｷｬｽｶﾃｰﾃﾙ(ｿﾌﾄｾﾙ)<ﾌﾟﾚｶｰﾌﾞﾀｲﾌﾟｷｯﾄ> 5533230  左鎖骨下静脈  23cm 5 本 / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥208,000 ¥41,600 ¥236,500 ¥47,300 ¥37,000 サンメディカル

3237 13139 メディコン ﾊﾞｽｷｬｽｶﾃｰﾃﾙ(ｿﾌﾄｾﾙ)<ﾌﾟﾚｶｰﾌﾞﾀｲﾌﾟｷｯﾄ> 5534190  右頸静脈､鎖骨下静脈  19cm 5 本 / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥208,000 ¥41,600 ¥236,500 ¥47,300 ¥37,000 サンメディカル

3238 13141 メディコン ﾊﾞｽｷｬｽｶﾃｰﾃﾙ(ﾅｲｱｶﾞﾗｽﾘﾑ) 5504150  右内頸静脈､左内頸静脈  15cm 5 本 / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥74,000 ¥14,800 ¥100,500 ¥20,100 ¥13,600 エヒメ医療器

3239 12999 メドコンプ(メディカルコンポーネンツ) ｽﾌﾟﾘｯﾄ  ｽﾄﾘｰﾑ  ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ SST28  4.6×5.1mm  23cm 5 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥208,000 ¥41,600 ¥350,000 ¥70,000 ¥37,000 サンメディカル

3240 13000 メドコンプ(メディカルコンポーネンツ) ｽﾌﾟﾘｯﾄ  ｽﾄﾘｰﾑ  ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ SST32  4.6×5.1mm  27cm 5 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥208,000 ¥41,600 ¥350,000 ¥70,000 ¥37,000 サンメディカル

3241 13248 メドス ﾒﾄﾞｽ体外循環ｶﾆｭｰﾚ(冠灌流) ME P 1130  外径3.0mm  ｺﾈｸﾀLL 5 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･心筋保護 ｺﾛﾅﾘｰ(生体適合性無) ¥30,750 ¥6,150 ¥31,500 ¥6,300 ¥5,530 カワニシ

3242 13249 メドス ﾒﾄﾞｽ体外循環ｶﾆｭｰﾚ(冠灌流) ME P 2130  外径3.0mm  ｺﾈｸﾀLL 5 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･心筋保護 ｺﾛﾅﾘｰ(生体適合性無) ¥30,750 ¥6,150 ¥31,500 ¥6,300 ¥5,530 カワニシ

3243 13259 メドトロニック(ＥＮＴ) NIM  TriVantage  EMG気管内ﾁｭｰﾌﾞ 8229706  内径6.0mm  外径8.2mm 1 本 / 本 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥562 ¥562 ¥28,000 ¥28,000 ¥23,800 エヒメ医療器

3244 13260 メドトロニック(ＥＮＴ) NIM  TriVantage  EMG気管内ﾁｭｰﾌﾞ 8229707  内径7.0mm  外径9.5mm 1 本 / 本 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥562 ¥562 ¥28,000 ¥28,000 ¥23,800 エヒメ医療器

3245 13284 メドトロニック(ＥＮＴ) グットＴ-チューブ 1016010  内径:1.14mm  長さ12mm  ｼﾘｺﾝ 5 個 / 箱 耳鼻咽喉科関連 経鼓膜換気チューブ  長期留置型  条件付 ¥11,400 ¥2,280 ¥11,650 ¥2,330 ¥10,300 エヒメ医療器

3246 13251 メドトロニック(ﾆｭｰﾛﾃｸﾉﾛｼﾞｰ) CSF-心房/腹腔ｶﾃｰﾃﾙ 21004  ｽﾓｰﾙ  ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ  ﾊﾞﾘｳﾑ  90cm 1 本 / 本 脳外インプラント 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ  脳ｼｬﾝﾄ･遠位ｶﾃⅠ ¥30,200 ¥30,200 ¥33,200 ¥33,200 ¥27,400 サンメディカル

3247 13255 メドトロニック(ﾆｭｰﾛﾃｸﾉﾛｼﾞｰ) ｽﾄﾚｰﾄｺﾈｸﾀｰ  ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 25027 1 個 / 個 脳外インプラント 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 標準 ｺﾈｸﾀ ｽﾄﾚｰﾄ ¥7,490 ¥7,490 ¥8,260 ¥8,260 ¥7,000 サンメディカル
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3248 12954 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2990622  6×22mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3249 12955 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2990726  7×26mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3250 12956 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2990822  8×22mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3251 12957 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2990922  9×22mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3252 12958 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2990926  9×26mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3253 12959 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2991022  10×22mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3254 12960 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2991026  10×26mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3255 12961 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2991126  11×26mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3256 12962 メドトロニックソファモアダネック CAPSTONE  PEEK 2991226  12×26mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥138,600 カワニシ

3257 12964 メドトロニックソファモアダネック CP  TI  ﾌﾟﾚﾍﾞﾝﾄﾞﾛｯﾄﾞ G8690040  5.5mm×40mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥45,500 ¥45,500 ¥32,300 カワニシ

3258 12996 メドトロニックソファモアダネック TI  ﾛｯﾄﾞ  HEX  LINED G869H021  5.5mm×50cm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥45,500 ¥45,500 ¥32,300 カワニシ

3262 13327 メドライン･ジャパン ｼﾘｺﾝﾗｳﾝﾄﾞﾄﾞﾚｲﾝ  ﾄﾛｰｶｰ付 JP-HUR101  10Fr(3.2mm)×30cm 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥90,000 ¥9,000 ¥38,800 カワニシ

3263 13328 メドライン･ジャパン ｼﾘｺﾝﾗｳﾝﾄﾞﾄﾞﾚｲﾝ  ﾄﾛｰｶｰ付 JP-HUR151  15Fr(4.7mm)×30cm 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥90,000 ¥9,000 ¥38,800 カワニシ

3264 13329 メドライン･ジャパン ﾊﾌﾞﾚｽﾁｬﾈﾙｼﾘｺﾝﾗｳﾝﾄﾞﾄﾞﾚｲﾝ  ﾄﾛｰｶｰ付 JP-2227  10Fr(3.4mm)×20cm 10 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥85,000 ¥8,500 ¥38,800 カワニシ

3265 12929 メリットメディカル ｴﾝ  ｽﾈｱ  ｼｽﾃﾑ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) EN2006010  ｽﾈｱｻｲｽﾞ6-10mm  有効長100cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 大血管 ¥42,900 ¥42,900 ¥53,000 ¥53,000 ¥38,600 戸田医療器

3266 12930 メリットメディカル ｴﾝ  ｽﾈｱ  ｼｽﾃﾑ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) EN2006015  ｽﾈｱｻｲｽﾞ9-15mm  有効長100cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 大血管 ¥42,900 ¥42,900 ¥53,000 ¥53,000 ¥38,600 戸田医療器

3267 12931 メリットメディカル ｴﾝ  ｽﾈｱ  ｼｽﾃﾑ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) EN2006020  ｽﾈｱｻｲｽﾞ12-20mm  有効長100cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 大血管 ¥42,900 ¥42,900 ¥53,000 ¥53,000 ¥38,600 戸田医療器

3268 12932 メリットメディカル ｴﾝ  ｽﾈｱ  ｼｽﾃﾑ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) EN2007030  ｽﾈｱｻｲｽﾞ18-30mm  有効長100cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 大血管 ¥42,900 ¥42,900 ¥53,000 ¥53,000 ¥38,600 戸田医療器

3269 12938 メリットメディカル ﾌｧｳﾝﾃﾝ  ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑ/5F FIS5-135-10SQ-A  135cm  ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ長10cm 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥68,500 ¥68,500 ¥38,700 サンメディカル

3270 12939 メリットメディカル ﾌｧｳﾝﾃﾝ  ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑ/5F FIS5-135-20SQ-A  135cm  ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ長20cm 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥68,500 ¥68,500 ¥38,700 サンメディカル

3271 12940 メリットメディカル ﾌｧｳﾝﾃﾝ  ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑ/5F FIS5-135-5SQ-A  135cm  ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ長5cm 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥68,500 ¥68,500 ¥38,700 サンメディカル

3272 12942 メリットメディカル ﾍﾟﾘｶｰﾃﾞｨｵｾﾝﾃｼｽｷｯﾄ PC101  ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ  6Fr 1 ST / ST 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ  吸引留置ｶﾃ･穿刺型  条件付 ¥15,200 ¥15,200 ¥28,000 ¥28,000 ¥14,800 戸田医療器

3273 12943 メリットメディカル ﾐﾆ  ｴﾝ  ｽﾈｱ  ｼｽﾃﾑ EN1003004  ｽﾈｱｻｲｽﾞ2-4mm  有効長150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥121,000 ¥121,000 ¥79,600 戸田医療器

3274 13012 メンリッケ メピレックスライト 284100  10.0×10.0cm  100c㎡ 5 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥3,000 ¥600 ¥3,500 ¥700 ¥2,700 カワニシ

3275 13013 メンリッケ メピレックスライト 284500  20.0×50.0cm  1000c㎡ 4 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材 真皮に至る創傷用(1㎠当) ¥24,000 ¥6,000 ¥28,000 ¥7,000 ¥21,600 カワニシ

3276 13381 ユニークメディカル 頭蓋内電極(硬膜下電極) UZN-C1-16-04-10-1-B  16極 1 本 / 本 脳外科関連 脳波測定用頭蓋内電極  硬膜下電極(11極以 ¥87,600 ¥87,600 ¥87,900 ¥87,900 ¥80,500 宇和島器械

3277 13396 ユフ精器 Leeds-KeioⅡ  補強用ﾒｯｼｭ LK2-10  10mm×50cm  ﾃｰﾌﾟ状 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-a ¥56,600 ¥56,600 ¥64,100 ¥64,100 ¥52,070 カワニシ

3278 13397 ユフ精器 Leeds-KeioⅡ  補強用ﾒｯｼｭ LK2-15  15mm×50cm  ﾃｰﾌﾟ状 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-a ¥56,600 ¥56,600 ¥64,100 ¥64,100 ¥52,070 カワニシ

3279 13398 ユフ精器 Leeds-KeioⅡ  補強用ﾒｯｼｭ LK2-20  20mm×50cm  ﾃｰﾌﾟ状 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-a ¥56,600 ¥56,600 ¥64,100 ¥64,100 ¥52,070 カワニシ

3280 13399 ユフ精器 Leeds-KeioⅡ  補強用ﾒｯｼｭ LK2-DT  16mm×60cm  筒状 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯  靱帯  F8-a ¥56,600 ¥56,600 ¥69,100 ¥69,100 ¥52,400 カワニシ

3281 13400 ﾕﾌ精器 スパイク付ステープル LKT-8  足関節用  8mmx10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定釘･F5-a ¥16,100 ¥16,100 ¥16,800 ¥16,800 ¥14,900 カワニシ

3282 10034 リヴァノヴァ Ｂｅｆｌｅｘリード RF45D  IS-1双極  ｽﾃﾛｲﾄﾞ溶出型  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

3283 10035 リヴァノヴァ Ｂｅｆｌｅｘリード RF46D  IS-1双極  ｽﾃﾛｲﾄﾞ溶出型  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

3284 13475 リヴァノヴァ COBEﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 050-300-000  血液ﾎﾟｰﾄｻｲｽﾞ3/8           * 1 個 / 個 その他体外循環 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟc ¥70,300 ¥70,300 ¥83,400 ¥83,400 ¥66,600 カワニシ

3285 10036 リヴァノヴァ CROWN  PRT  生体弁 CNA19  ｻｲｽﾞ19 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥953,000 ¥953,000 ¥848,000 カワニシ

3286 10037 リヴァノヴァ CROWN  PRT  生体弁 CNA21  ｻｲｽﾞ21 1 個 / 個 心臓弁 生体弁  異種心膜弁(Ⅱ) ¥943,000 ¥943,000 ¥953,000 ¥953,000 ¥848,000 カワニシ

3287 10113 リヴァノヴァ ｺｰﾗ  100(DRﾓﾃﾞﾙ) KORA100DR 1 台 / 台 ペースメーカー ペースメーカー デュアルチャンバ(Ⅳ型） ¥831,000 ¥831,000 ¥986,000 ¥986,000 ¥747,000 カワニシ

3288 10114 リヴァノヴァ ｺｰﾗ  100(SRﾓﾃﾞﾙ) KORA100SR 1 台 / 台 ペースメーカー ペースメーカー シングルチャンバ ¥666,000 ¥666,000 ¥751,000 ¥751,000 ¥545,000 カワニシ

3289 10115 リヴァノヴァ ｺｰﾗ  100-J(DRﾓﾃﾞﾙ) KORA100DR-J  専用ﾘｰﾄﾞなし  非MRI対応 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥739,000 ¥739,000 ¥747,000 カワニシ

3290 10116 リヴァノヴァ ｺｰﾗ  100-J(SRﾓﾃﾞﾙ) KORA100SR-J  専用ﾘｰﾄﾞなし  非MRI対応 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ  標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥558,000 ¥558,000 ¥545,000 カワニシ

3291 10117 リヴァノヴァ コーラ  250 KORA250DR 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥986,000 ¥986,000 ¥747,000 カワニシ

3292 13481 リヴァノヴァ ｿｰﾘﾝ冠動脈ｶﾆｭｰﾚ P616-30/J 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･心筋保護 ｺﾛﾅﾘｰ(生体適合性無) ¥61,500 ¥6,150 ¥63,000 ¥6,300 ¥5,530 カワニシ

3293 13482 リヴァノヴァ ｿｰﾘﾝ冠動脈ｶﾆｭｰﾚ P618-30/J 10 本 / 箱 その他体外循環 体外循環･心筋保護 ｺﾛﾅﾘｰ(生体適合性無) ¥61,500 ¥6,150 ¥63,000 ¥6,300 ¥5,530 カワニシ

3294 10118 リヴァノヴァ ﾊﾞｲｶｰﾎﾞﾝ3G  ｽﾘﾑﾗｲﾝ  大動脈弁 ART17LSA  17mm 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,000 カワニシ

3295 10121 リヴァノヴァ ﾘﾌﾟﾗｲ  200(DRﾓﾃﾞﾙ) REPLY200DR 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥747,000 カワニシ

3296 10122 リヴァノヴァ ﾘﾌﾟﾗｲ  200(SRﾓﾃﾞﾙ) REPLY200SR 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ  標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥558,000 ¥558,000 ¥545,000 カワニシ

3297 13486 リヴァノヴァ ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 050300000J  血液ﾎﾟｰﾄｻｲｽﾞ3/8            * 1 個 / 個 その他体外循環 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟc ¥70,300 ¥70,300 ¥74,000 ¥74,000 ¥66,600 カワニシ

3300 1021 旭化成メディカル イムソーバ TR-350 3 本 / 箱 血液浄化器 血漿交換用選択的血漿成分吸着器(以外) ¥246,300 ¥82,100 ¥261,000 ¥87,000 ¥76,000 カワニシ

3301 1023 旭化成メディカル カスケードフロー EC-20W 3 本 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿成分分離器 ¥71,100 ¥23,700 ¥79,800 ¥26,600 ¥21,800 カワニシ
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3302 1024 旭化成メディカル カスケードフロー EC-30W 3 本 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿成分分離器 ¥71,100 ¥23,700 ¥79,800 ¥26,600 ¥21,800 カワニシ

3303 1025 旭化成メディカル カスケードフロー EC-40W 3 本 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿成分分離器 ¥71,100 ¥23,700 ¥79,800 ¥26,600 ¥21,800 カワニシ

3304 1026 旭化成メディカル カスケードフロー EC-50W 3 本 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿成分分離器 ¥71,100 ¥23,700 ¥79,800 ¥26,600 ¥21,800 カワニシ

3305 1028 旭化成メディカル セルソーバＥＸ CS-EX 6 本 / 箱 血液浄化器 白血球吸着用材料  一般用 ¥738,000 ¥123,000 ¥720,000 ¥120,000 ¥110,000 カワニシ

3306 1029 旭化成メディカル プラズマフロー OP-05W 3 本 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿分離器 ¥87,000 ¥29,000 ¥74,700 ¥24,900 ¥20,000 カワニシ

3307 1030 旭化成メディカル プラズマフロー OP-08W 3 本 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿分離器 ¥87,000 ¥29,000 ¥74,700 ¥24,900 ¥20,000 カワニシ

3308 1040 旭化成メディカル 中空糸型透析器  旭ﾋﾞﾀﾌﾞﾚﾝ VPS-18HA  膜面積1.8㎡ 12 本 / 箱 血液浄化器 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ  Ⅰa型(膜面積1.5㎡以上) ¥18,240 ¥1,520 ¥28,200 ¥2,350 ¥16,080 カワニシ

3309 1043 旭化成メディカル 腹水濃縮器 AHF-UP 6 本 / 箱 血液浄化器 腹水濾過器付属品  単体請求不可 ¥0 ¥0 ¥87,000 ¥14,500 ¥11,200 カワニシ

3310 1044 旭化成メディカル 腹水濾過器 AHF-MO-W 3 本 / 箱 血液浄化器 腹水濾過器､濃縮再静注用濃縮器(回路含む) ¥192,300 ¥64,100 ¥130,800 ¥43,600 ¥34,000 カワニシ

3311 15421 京ｾﾗ １２１４　ＡＺＵＬボール　３２：＋０ AMH04-400062 骨頭径32mm ﾈｯｸ0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) HF-6-2 ¥115,000 ¥115,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥106,400 カワニシ

3312 15140 京ｾﾗ 910  AZULﾎﾞｰﾙ  32:+3 CMT21033  骨頭径32mm ﾈｯｸ長+3mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) HF-6-2 ¥115,000 ¥115,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥106,400 カワニシ

3313 2896 京ｾﾗ ９１０　　ＡＺＵＬボール　　３２：＋６ CMT21034  骨頭径32mm ﾈｯｸ長+6mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) HF-6-2 ¥115,000 ¥115,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥106,400 カワニシ

3314 15417 京ｾﾗ ９１０　メタルボール　２６：＋６ CMT90934 骨頭径26mm ﾈｯｸ長+6m 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3315 15142 京ｾﾗ 910PFXAGHAﾌﾙDC  14-15 CMT91255  ﾐﾃﾞｨｱﾑﾈｯｸ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 股関節(大腿骨側材･大腿骨ｽﾃﾑ(直)･特(2))指 ¥584,600 ¥584,600 ¥518,000 ¥518,000 ¥541,200 カワニシ

3316 15153 京ｾﾗ AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR2 SAHT-NAR-2 全長143mm 下端径8mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3317 15154 京ｾﾗ AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR3 SAHT-NAR-3 全長148mm 下端径9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3318 2930 京ｾﾗ ＡＳＳＯＣＩＡ　ＰＢ２－ＲＯＤ　０４５Ａ CMS05842 φ =5.5mm R=200 L=45mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥42,600 ¥42,600 ¥33,020 カワニシ

3319 2931 京ｾﾗ ＡＳＳＯＣＩＡ　ＰＢ２－ＲＯＤ　０４５Ｂ CMS05862 φ =5.5mm R=200 L=45mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥42,600 ¥42,600 ¥33,020 カワニシ

3320 2932 京ｾﾗ ＡＳＳＯＣＩＡ　ＰＢ２－ＲＯＤ　１２０Ｂ CMS05875 φ =5.5mm R=200L=120mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥42,600 ¥42,600 ¥33,020 カワニシ

3321 2933 京ｾﾗ ＡＳＳＯＣＩＡ　ＰＰＳ－Ｃ６．５－４０ CMS05044  φ =6.5mm  L=40mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥100,000 ¥100,000 ¥89,900 カワニシ

3322 2934 京ｾﾗ ＡＳＳＯＣＩＡ　Ｒ－ＰＰＳ５．５－２５ CMS05071  φ =5.5mm  L=25mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥100,000 ¥100,000 ¥89,900 カワニシ

3323 2935 京ｾﾗ ＡＳＳＯＣＩＡ　Ｒ－ＰＰＳ５．５－３０ CMS05072  φ =5.5mm  L=30mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥100,000 ¥100,000 ¥89,900 カワニシ

3324 2936 京ｾﾗ ＡＳＳＯＣＩＡ　Ｒ－ＰＰＳ６．５－４０ CMS05084  φ =6.5mm  L=40mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥100,000 ¥100,000 ¥89,900 カワニシ

3325 15141 京ｾﾗ EXL  GPｿｹｯﾄ  FL  32-46 CMT71266  内径32mm  外径46mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅱ) HA-2-2 ¥75,600 ¥75,600 ¥87,900 ¥87,900 ¥70,000 カワニシ

3326 15748 京ｾﾗ INITIA  STEM  HO  #4 AMH02-500038  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3327 15414 京ｾﾗ INITIA  STEM  HO  #4.5 AMH02-500039  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3328 15637 京ｾﾗ INITIA  STEM  HO  #5 AMH02-500040  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3329 2963 京ｾﾗ Ｊ－ＴＡＰＥＲ　　ＨＯ　　＃０７ CMT26207  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3330 15139 京ｾﾗ J-TAPER  STD  #11 CMT26111  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3331 15116 京ｾﾗ KTﾌﾟﾚｰﾄ  52-10-15  3H　ﾌｯｸ延長部10mm SKTPT521015  ﾄﾞｰﾑ内径52mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) ｵﾌﾟｼｮﾝ部品･OH-1-2 ¥26,200 ¥26,200 ¥60,000 ¥60,000 ¥38,000 カワニシ

3332 15114 京ｾﾗ ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ  4.5-48 S008A011048  径4.5mm  長さ48mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

3333 15115 京ｾﾗ ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ  4.5-52 S008A011052  径4.5mm  長さ52mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

3334 15099 京ｾﾗ ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  26-46　骨頭用 SCLDC2646  φ 26mm  外径46mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3335 15612 京ｾﾗ デュアルカップ　ＣＬＤＣＳ　２６－４１ SCLDC2641 φ 26mm骨頭用外径41mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3336 3127 京ｾﾗ デュアルカップ　ＣＬＤＣＳ　２６－４３ SCLDC2643 φ 26mm骨頭用外径43mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3337 3131 京ｾﾗ デュアルカップ　ＣＬＤＣＳ　２６－４８ SCLDC2648 φ 26mm骨頭用外径48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3338 15773 京ｾﾗ デュアルカップ　ＣＬＤＣＳ　２６－４９ SCLDC26 φ 26mm骨頭用外径53mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3339 3132 京ｾﾗ デュアルカップ　ＣＬＤＣＳ　２６－４９ SCLDC2649 φ 26mm骨頭用外径49mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3340 3133 京ｾﾗ デュアルカップ　ＣＬＤＣＳ　２６－５１ SCLDC2651 φ 26mm骨頭用外径51mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3341 3134 京ｾﾗ デュアルカップ　ＣＬＤＣＳ　２６－５２ SCLDC2652 φ 26mm骨頭用外径52mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 人工骨頭用 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3342 2897 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  22:+0 CMT90922  骨頭径22mm  ﾈｯｸ長+0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3343 2898 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  22:+3 CMT90923  骨頭径22mm  ﾈｯｸ長+3mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3344 2899 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  22:+6 CMT90924  骨頭径22mm  ﾈｯｸ長+6mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3345 2900 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  26:+0 CMT90932  骨頭径26mm  ﾈｯｸ長+0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3346 2901 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  26:+3 CMT90933  骨頭径26mm  ﾈｯｸ長+3mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3347 2902 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  28:+0 CMT90942  骨頭径28mm  ﾈｯｸ長+0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3348 2903 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  32:+0 CMT90952  骨頭径32mm  ﾈｯｸ長+0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3349 2904 京セラメディカル 910  ﾒﾀﾙﾎﾞｰﾙ  32:+3 CMT90953  骨頭径32mm  ﾈｯｸ長+3mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3350 2912 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR  ｶﾗｰﾄﾞ2 SAHTC-NAR-2  全長143mm  下端径8mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ
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3351 2913 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR  ｶﾗｰﾄﾞ3 SAHTC-NAR-3  全長148mm  下端径9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3352 2914 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR  ｶﾗｰﾄﾞ4 SAHTC-NAR-4  全長153mm  下端径10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3353 2915 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR  ｶﾗｰﾄﾞ5 SAHTC-NAR-5  全長158mm  下端径11mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3354 2916 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR  ｶﾗｰﾄﾞ6 SAHTC-NAR-6  全長163mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3355 2917 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR  ｶﾗｰﾄﾞ7 SAHTC-NAR-7  全長168mm  下端径13mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3356 2918 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR  ｶﾗｰﾄﾞ8 SAHTC-NAR-8  全長173mm  下端径14mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3357 2919 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR4 SAHT-NAR-4  全長153mm  下端径10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3358 2920 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR5 SAHT-NAR-5  全長158mm  下端径11mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3359 2921 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR6 SAHT-NAR-6  全長163mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3360 2922 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  NAR7 SAHT-NAR-7  全長168mm  下端径13mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3361 2923 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  STD3 SAHT-STD-3  全長148mm  下端径9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3362 2924 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  STD4 SAHT-STD-4  全長153mm  下端径10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3363 2925 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  STD5 SAHT-STD-5  全長158mm  下端径11mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3364 2926 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  STD6 SAHT-STD-6  全長163mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3365 2927 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  STD7 SAHT-STD-7  全長168mm  下端径13mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3366 2928 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  STD8 SAHT-STD-8  全長173mm  下端径14mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3367 2929 京セラメディカル AHFIX  Qｽﾃﾑ  STD9 SAHT-STD-9  全長178mm  下端径15mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3368 2941 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  1 SHS32-1M  全長139mm  下端径8mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3369 2942 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  2 SHS32-2M  全長140mm  下端径8mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3370 2943 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  2.5 SHS32-25M  全長145mm  下端径9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3371 2944 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  3 SHS32-3M  全長150mm  下端径10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3372 2945 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  4 SHS32-4M  全長150mm  下端径10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3373 2946 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  4.5 SHS32-45M  全長150mm  下端径10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3374 2947 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  5 SHS32-5M  全長150mm  下端径11mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3375 2948 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  6 SHS32-6M  全長160mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3376 2949 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-3  7 SHS32-7M  全長160mm  下端径13mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥357,000 ¥357,000 ¥253,000 カワニシ

3377 2951 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ1 SHS52C-1M  全長140mm  下端径8mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3378 2952 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ2 SHS52C-2M  全長140mm  下端径8mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3379 2953 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ3 SHS52C-3M  全長150mm  下端径9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3380 2954 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ4 SHS52C-4M  全長155mm  下端径9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3381 2955 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ5 SHS52C-5M  全長160mm  下端径10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3382 2956 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ6 SHS52C-6M  全長165mm  下端径11mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3383 2957 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ7 SHS52C-7M  全長170mm  下端径11mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3384 2958 京セラメディカル HIP  ｽﾃﾑ  HS-5  ｶﾗｰﾂｷ8 SHS52C-8M  全長80mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3385 2959 京セラメディカル J-TAPER  HO  #03 CMT26203  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3386 2960 京セラメディカル J-TAPER  HO  #04 CMT26204  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3387 2961 京セラメディカル J-TAPER  HO  #05 CMT26205  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3388 2962 京セラメディカル J-TAPER  HO  #06 CMT26206  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3389 2964 京セラメディカル J-TAPER  STD  #01 CMT26101  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3390 2965 京セラメディカル J-TAPER  STD  #02 CMT26102  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3391 2966 京セラメディカル J-TAPER  STD  #03 CMT26103  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3392 2967 京セラメディカル J-TAPER  STD  #04 CMT26104  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3393 2968 京セラメディカル J-TAPER  STD  #05 CMT26105  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3394 2969 京セラメディカル J-TAPER  STD  #06 CMT26106  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3395 2970 京セラメディカル J-TAPER  STD  #07 CMT26107  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3396 2971 京セラメディカル J-TAPER  STD  #08 CMT26108  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3397 2972 京セラメディカル J-TAPER  STD  #09 CMT26109  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3398 2975 京セラメディカル MOD-C  PF  35#23 CMT41003  補綴部長35mm  ｽﾃﾑ径23mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3399 2984 京セラメディカル Q3  STD  ﾗｲﾅｰ  CP22-44 SCLQ3-24400  φ 22mm骨頭用  適合ｼｪﾙ44mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 標準 HA-3-7 ¥47,100 ¥47,100 ¥56,100 ¥56,100 ¥43,600 カワニシ
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3400 2985 京セラメディカル Q3  STD  ﾗｲﾅｰ  CP26-46 SCLQ3-64600  φ 26mm骨頭用  適合ｼｪﾙ46mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 標準 HA-3-7 ¥47,100 ¥47,100 ¥56,100 ¥56,100 ¥43,600 カワニシ

3401 2986 京セラメディカル Q3  STD  ﾗｲﾅｰ  CP28-48 SCLQ3-84800  φ 28mm骨頭用  適合ｼｪﾙ48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 標準 HA-3-7 ¥47,100 ¥47,100 ¥56,100 ¥56,100 ¥43,600 カワニシ

3402 2987 京セラメディカル Q3  STD  ﾗｲﾅｰ  CP28-50 SCLQ3-85000  φ 28mm骨頭用  適合ｼｪﾙ50mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 標準 HA-3-7 ¥47,100 ¥47,100 ¥56,100 ¥56,100 ¥43,600 カワニシ

3403 2988 京セラメディカル Q3  STD  ﾗｲﾅｰ  CP28-52 SCLQ3-85200  φ 28mm骨頭用  適合ｼｪﾙ52mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 標準 HA-3-7 ¥47,100 ¥47,100 ¥56,100 ¥56,100 ¥43,600 カワニシ

3404 2990 京セラメディカル S-LOCK  ｾﾐﾛﾝｸﾞ  #12-165 SLHS181H-1M  全長197mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3405 2992 京セラメディカル S-LOCK  ﾌﾙﾎﾟｰﾗｽ  #12-165 SLHS181F-1M  全長197mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3406 2993 京セラメディカル S-LOCK  ﾌﾙﾎﾟｰﾗｽ  #13-175 SLHS181F-2M  全長208mm  下端径13mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3407 2994 京セラメディカル S-LOCK  ﾛﾝｸﾞ  #12-200 SLHS181H-3M  全長200mm  下端径12mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料  HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

3408 2995 京セラメディカル SQRUM  HA  ｼｪﾙ  46-7H SQRUMHA-467  46mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）標準 HA-1 ¥129,000 ¥129,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥119,400 カワニシ

3409 2996 京セラメディカル SQRUM  HA  ｼｪﾙ  48-7H SQRUMHA-487  48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）標準 HA-1 ¥129,000 ¥129,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥119,400 カワニシ

3410 2997 京セラメディカル SQRUM  HA  ｼｪﾙ  50-7H SQRUMHA-507  50mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）標準 HA-1 ¥129,000 ¥129,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥119,400 カワニシ

3411 2998 京セラメディカル SQRUM  HA  ｼｪﾙ  52-7H SQRUMHA-527  52mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）標準 HA-1 ¥129,000 ¥129,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥119,400 カワニシ

3412 2999 京セラメディカル SQRUM  HA  ｼｪﾙ  54-7H SQRUMHA-547  54mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）標準 HA-1 ¥129,000 ¥129,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥119,400 カワニシ

3413 3000 京セラメディカル SQRUM  HA  ｼｪﾙ  58-7H SQRUMHA-587  58mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）標準 HA-1 ¥129,000 ¥129,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥119,400 カワニシ

3414 3001 京セラメディカル SQRUM  TT  ｼｪﾙ  46-7H SQRUMTT-467  46mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）特殊 HA-1-2 ¥182,000 ¥182,000 ¥193,000 ¥193,000 ¥165,000 カワニシ

3415 3002 京セラメディカル SQRUM  TT  ｼｪﾙ  48-7H SQRUMTT-487  48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）特殊 HA-1-2 ¥182,000 ¥182,000 ¥193,000 ¥193,000 ¥165,000 カワニシ

3416 3003 京セラメディカル SQRUM  TT  ｼｪﾙ  52-7H SQRUMTT-527  52mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（直接）特殊 HA-1-2 ¥182,000 ¥182,000 ¥193,000 ¥193,000 ¥165,000 カワニシ

3417 3022 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  HO  32-48 AQSQHO-3248  内径32mm  外径48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3418 3023 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  MX  32-48 AQSQMX-3248  内径32mm  外径48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3419 3024 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  MX  32-50 AQSQMX-3250  内径32mm  外径50mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3420 3025 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  MX  32-52/54 AQSQMX-3252  内径32mm  外径52/54mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3421 3026 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  STD  28-46 AQSQSTD-2846  内径28mm  外径46mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3422 3027 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  STD  32-48 AQSQSTD-3248  内径32mm  外径48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3423 3028 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  STD  32-50 AQSQSTD-3250  内径32mm  外径50mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3424 3029 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  STD  32-52/54 AQSQSTD-3252  内径32mm  外径52/54mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3425 3030 京セラメディカル ｱｸｱﾗSQ  STD  36-56/58 AQSQSTD-3656  内径36mm  外径56/58mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾗｲﾅｰ 特殊 HA-3-8 ¥71,700 ¥71,700 ¥87,500 ¥87,500 ¥66,300 カワニシ

3426 3060 京セラメディカル ｺﾂﾄｳ  HH  ｷﾝｿﾞｸ  22+0 SHH22+0 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3427 3061 京セラメディカル ｺﾂﾄｳ  HH  ｷﾝｿﾞｸ  22-4 SHH22-4 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3428 3069 京セラメディカル ｺﾂﾄｳ  HH  ｷﾝｿﾞｸ  28+0 SHH28+0 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3429 3074 京セラメディカル ｺﾂﾄｳ  HH  ｷﾝｿﾞｸ  32-9+0 SHH932+0  骨頭径32mm  ﾈｯｸ長±0mm       * 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

3430 3086 京セラメディカル ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ  6.5-15 CMT21515  ﾈｼﾞ山径6.5mm  全長15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OF-3 ¥11,800 ¥11,800 ¥13,700 ¥13,700 ¥10,900 カワニシ

3431 3087 京セラメディカル ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ  6.5-20 CMT21520  ﾈｼﾞ山径6.5mm  全長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OF-3 ¥11,800 ¥11,800 ¥13,700 ¥13,700 ¥10,900 カワニシ

3432 3088 京セラメディカル ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ  6.5-25 CMT21525  ﾈｼﾞ山径6.5mm  全長25mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OF-3 ¥11,800 ¥11,800 ¥13,700 ¥13,700 ¥10,900 カワニシ

3433 3089 京セラメディカル ﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ  6.5-30 CMT21530  ﾈｼﾞ山径6.5mm  全長30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OF-3 ¥11,800 ¥11,800 ¥13,700 ¥13,700 ¥10,900 カワニシ

3434 3106 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-38 SCLDCS238N  φ 22mm骨頭用  外径38mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3435 3107 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-39 SCLDCS239N  φ 22mm骨頭用  外径39mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3436 3108 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-40 SCLDCS240N  φ 22mm骨頭用  外径40mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3437 3109 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-41 SCLDCS241N  φ 22mm骨頭用  外径41mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3438 3110 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-42 SCLDCS242N  φ 22mm骨頭用  外径42mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3439 3111 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-43 SCLDCS243N  φ 22mm骨頭用  外径43mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3440 3112 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-44 SCLDCS244N  φ 22mm骨頭用  外径44mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3441 3113 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-45 SCLDCS245N  φ 22mm骨頭用  外径45mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3442 3114 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-46 SCLDCS246N  φ 22mm骨頭用  外径46mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3443 3115 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-47 SCLDCS247N  φ 22mm骨頭用  外径47mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3444 3116 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-48 SCLDCS248N  φ 22mm骨頭用  外径48mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3445 3117 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-49 SCLDCS249N  φ 22mm骨頭用  外径49mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3446 3118 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-50 SCLDCS250N  φ 22mm骨頭用  外径50mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3447 3119 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-51 SCLDCS251N  φ 22mm骨頭用  外径51mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3448 3120 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-52 SCLDCS252N  φ 22mm骨頭用  外径52mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ
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3449 3121 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-53 SCLDCS253N  φ 22mm骨頭用  外径53mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3450 3122 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-54 SCLDCS254N  φ 22mm骨頭用  外径54mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3451 3123 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-56 SCLDCS256N  φ 22mm骨頭用  外径56mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3452 3124 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-58 SCLDCS258N  φ 22mm骨頭用  外径58mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3453 3125 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  22-60 SCLDCS260N  φ 22mm骨頭用  外径60mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3454 3126 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  26-40 SCLDC2640  φ 26mm骨頭用  外径40mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3455 3128 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  26-44 SCLDC2644  φ 26mm骨頭用  外径44mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3456 3129 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  26-45 SCLDC2645  φ 26mm骨頭用  外径45mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3457 3130 京セラメディカル ﾃﾞｭｱﾙｶｯﾌﾟ  CLDCS  26-47 SCLDC2647  φ 26mm骨頭用  外径47mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥127,000 ¥127,000 ¥95,300 カワニシ

3458 3748 高研 インテグラン 49800-9  1g  綿状 2 個 / 箱 心臓血管外科関連 微線維性コラーゲン(１g当） ¥25,600 ¥12,800 ¥25,600 ¥12,800 ¥23,600 サンメディカル

3459 3749 高研 ｺｰｹﾝｼﾘｺｰﾝｶﾆｭｰﾚP型 #3936  PSL  内径5.5mm 外径7.7mm 長さ46mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,580 ¥4,580 ¥3,410 カワニシ

3460 3750 高研 ｺｰｹﾝﾃｨｼｭｰｴｸｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ R-1406  11cm×6cm×18cm  310ml  滅菌済 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器  一般用 ¥32,000 ¥32,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥29,000 カワニシ

3461 3751 高研 ｺｰｹﾝﾃｨｼｭｰｴｸｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ R-1407  12cm×6cm×20cm  390ml  滅菌済 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器  一般用 ¥32,000 ¥32,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥29,000 カワニシ

3462 3752 高研 ｺｰｹﾝﾃｨｼｭｰｴｸｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ R-1408  15cm×5cm×19cm  480ml  滅菌済 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器  一般用 ¥32,000 ¥32,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥29,000 カワニシ

3463 3753 高研 ｺｰｹﾝﾃｨｼｭｰｴｸｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ  ﾚｸﾀﾝｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟ A-1425  5cm×9cm×5cm  150ml 1 個 / 個 口腔・形成外科関連 組織拡張器  一般用 ¥32,000 ¥32,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥29,000 カワニシ

3464 3754 高研 コーケンネオブレス #3261  8mm  ｽﾋﾟｰﾁﾀｲﾌﾟ 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･二重管 ¥5,870 ¥5,870 ¥6,200 ¥6,200 ¥4,625 カワニシ

3465 3755 高研 コーケンネオブレス #3262  9mm  ｽﾋﾟｰﾁﾀｲﾌﾟ 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･二重管 ¥5,870 ¥5,870 ¥6,200 ¥6,200 ¥4,625 カワニシ

3466 3756 高研 コーケンネオブレス #3263  10mm  ｽﾋﾟｰﾁﾀｲﾌﾟ 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･二重管 ¥5,870 ¥5,870 ¥6,200 ¥6,200 ¥4,625 カワニシ

3467 3757 高研 コーケンネオブレス #3264  11mm  ｽﾋﾟｰﾁﾀｲﾌﾟ 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･二重管 ¥5,870 ¥5,870 ¥6,200 ¥6,200 ¥4,625 カワニシ

3468 3758 高研 コーケンネオブレス #3265  12mm  ｽﾋﾟｰﾁﾀｲﾌﾟ 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･二重管 ¥5,870 ¥5,870 ¥6,200 ¥6,200 ¥4,625 カワニシ

3469 3765 高研 レティナ #3709-12  外径9mm  長さ12mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3470 3766 高研 レティナ #3709-24  外径9mm  長さ24mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3471 3767 高研 レティナ #3711-14  外径11mm  長さ14mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3472 3768 高研 レティナ #3711-16  外径11mm  長さ16mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3473 3769 高研 レティナ #3711-18  外径11mm  長さ18mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3474 3770 高研 レティナ #3711-20  外径11mm  長さ20mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3475 3771 高研 レティナ #3711-22  外径11mm  長さ22mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3476 3772 高研 レティナ #3711-24  外径11mm  長さ24mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3477 3773 高研 レティナ #3711-26  外径11mm  長さ26mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3478 3774 高研 レティナ #3711-28  外径11mm  長さ28mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3479 3775 高研 レティナ #3711-30  外径11mm  長さ30mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3480 3776 高研 レティナ #3711-32  外径11mm  長さ32mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,000 ¥7,000 ¥5,180 カワニシ

3481 3778 高研 開口部ﾚﾃｨﾅ #3665  外径11mm  長さ16mm 1 個 / 個 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  保持用 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,460 ¥7,460 ¥5,500 カワニシ

3482 3780 高研 鼓膜ドレイン #1542  Bﾀｲﾌﾟ 10 個 / 箱 耳鼻咽喉科関連 経鼓膜換気チューブ  長期留置型  条件付 ¥22,800 ¥2,280 ¥26,800 ¥2,680 ¥19,560 カワニシ

3483 3782 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ単管 #3629  9mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,770 ¥4,770 ¥3,480 カワニシ

3484 3783 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ複管 #3637  7mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,640 ¥4,640 ¥3,360 カワニシ

3485 3784 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ複管 #3638  8mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,640 ¥4,640 ¥3,360 カワニシ

3486 3785 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ複管 #3639  9mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,640 ¥4,640 ¥3,360 カワニシ

3487 3786 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ複管 #3640  10mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,640 ¥4,640 ¥3,360 カワニシ

3488 3787 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ複管 #3641  11mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,640 ¥4,640 ¥3,360 カワニシ

3489 3788 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ複管 #3642  12mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,640 ¥4,640 ¥3,360 カワニシ

3490 3789 高研 高研式気管ｶﾆｭｰﾚ複管 #3643  13mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,640 ¥4,640 ¥3,360 カワニシ

3491 15164 住友ﾍﾞｰｸ ｸﾘｵﾄﾞﾚｰﾝﾊﾞｯｸ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(先端ｽﾘｯﾄ) MD-43608S  外径8mm 10 個 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃ･創部用 Ⅰ ¥45,700 ¥4,570 ¥73,000 ¥7,300 ¥41,000 エヒメ医療器

3492 6255 住友ﾍﾞｰｸ ニューモ・アクティベイトＥＶＬデバイス MD-48720U 内視鏡径φ 9~11mm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 消化器関連 内視鏡的食道静脈瘤結紮ｾｯﾄ(単発式) ¥15,100 ¥15,100 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,800 エヒメ医療器

3493 6270 住友ﾍﾞｰｸ 内視鏡装着用カフ　約３０ｍｌ MD-47410  内径10mm ﾊﾞﾙｰﾝ長40mm 2 本 / 箱 消化器関連 食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用ﾊﾞﾙｰﾝ ¥14,140 ¥7,070 ¥19,200 ¥9,600 ¥6,500 エヒメ医療器

3494 15408 住友ﾍﾞｰｸ 膵管チューブ MD-41513 4Frx65cm ｺﾌﾞ下3cm 3 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃ･胆膵用 Ⅲ ¥17,970 ¥5,990 ¥23,400 ¥7,800 ¥15,900 エヒメ医療器

3495 6220 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ) MD-46102  12Fr  115cm  ﾊﾞﾙｰﾝ付 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器

3496 6221 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ) MD-46104  15Fr  90cm  ﾊﾞﾙｰﾝ無 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器

3497 6222 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾎﾞﾀﾝﾀｲﾌﾟ) MD-46113  30cm･ｽﾀｲﾚｯﾄ付 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器
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3498 6223 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾎﾞﾀﾝﾀｲﾌﾟ) MD-46115  45cm･ｽﾀｲﾚｯﾄ付 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器

3499 6224 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾎﾞﾀﾝﾀｲﾌﾟ) MD-46163  30cm･GW付 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器

3500 6225 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾎﾞﾀﾝﾀｲﾌﾟ) MD-46165  45cm･GW付 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器

3501 6226 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾎﾞﾀﾝﾀｲﾌﾟ) MD-46167  70cm･GW付 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器

3502 6227 住友ベークライト PTEGｷｯﾄ(留置ｶﾃｰﾃﾙ/ﾎﾞﾀﾝﾀｲﾌﾟ) MD-46169  90cm･GW付 1 ST / ST 消化器関連 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,900 ¥16,900 ¥19,600 ¥19,600 ¥15,200 エヒメ医療器

3503 6230 住友ベークライト RTBDﾁｭｰﾌﾞ(逆行性経肝胆道ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞﾁｭｰﾌﾞ) MD-41225  誘導針  ｱﾙﾐﾆｳﾑ棒  2.5mm×65cm 5 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 胆膵用 胆管ﾁｭｰﾌﾞ 条件付 ¥9,800 ¥1,960 ¥15,000 ¥3,000 ¥8,600 エヒメ医療器

3504 6231 住友ベークライト RTBDﾁｭｰﾌﾞ(逆行性経肝胆道ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞﾁｭｰﾌﾞ) MD-41230  誘導針  ｱﾙﾐﾆｳﾑ管  3mm×65cm 5 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 胆膵用 胆管ﾁｭｰﾌﾞ 条件付 ¥9,800 ¥1,960 ¥15,000 ¥3,000 ¥8,600 エヒメ医療器

3505 6232 住友ベークライト RTBDﾁｭｰﾌﾞ(逆行性経肝胆道ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞﾁｭｰﾌﾞ) MD-41240  誘導針  ｱﾙﾐﾆｳﾑ管  4mm×65cm 5 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 胆膵用 胆管ﾁｭｰﾌﾞ 条件付 ¥9,800 ¥1,960 ¥15,000 ¥3,000 ¥8,600 エヒメ医療器

3506 6235 住友ベークライト SBﾊﾞｯｸ(塩ﾋﾞﾁｭｰﾌﾞｾｯﾄ) MD-53331  ﾌﾙｾｯﾄ  φ 3.0mm 10 個 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅱ 条件付 ¥39,900 ¥3,990 ¥58,000 ¥5,800 ¥3,500 エヒメ医療器

3507 6245 住友ベークライト ｸﾘｵﾄﾞﾚｰﾝﾊﾞｯｸ  ｸﾛｰﾊﾞｰｼｽﾃﾑ MD-43705  ｸﾛｰﾊﾞｰﾄﾞﾚｰﾝﾁｭｰﾌﾞ  外径5.0mm 10 個 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥73,000 ¥7,300 ¥41,000 エヒメ医療器

3508 6246 住友ベークライト ｸﾘｵﾄﾞﾚｰﾝﾊﾞｯｸ  ｸﾛｰﾊﾞｰｼｽﾃﾑ MD-43706  ｸﾛｰﾊﾞｰﾄﾞﾚｰﾝﾁｭｰﾌﾞ  外径6.5mm 10 個 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･創部用Ⅰ 条件付 ¥45,700 ¥4,570 ¥73,000 ¥7,300 ¥41,000 エヒメ医療器

3509 6249 住友ベークライト ｿﾗｼｯｸｴｯｸﾞ(携帯型気胸ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｷｯﾄ) MD-86209  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾｯﾄ 5 ST / 箱 排液関連 套管針ｶﾃｰﾃﾙ ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ 細径穿刺針型 条件付 ¥25,800 ¥5,160 ¥33,500 ¥6,700 ¥4,700 エヒメ医療器

3510 6254 住友ベークライト ﾆｭｰﾓ･ｱｸﾃｨﾍﾞｲﾄEVLﾃﾞﾊﾞｲｽ MD-48709U  適用内視鏡径φ 9～10.5mm 3 ST / 箱 消化器関連 内視鏡的食道静脈瘤結紮ｾｯﾄ(単発式) ¥45,300 ¥15,100 ¥43,500 ¥14,500 ¥30,000 エヒメ医療器

3512 6273 住友ベークライト 膵管チューブ MD-41515  5Fr×65cm  ｺﾌﾞ下3cm 3 本 / 箱 排液関連 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ 吸引留置ｶﾃ･胆膵用Ⅲ 条件付 ¥17,970 ¥5,990 ¥23,400 ¥7,800 ¥15,900 エヒメ医療器

3513 12572 松田医科工業 滅菌済ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾌｪﾙﾄ FPX-300  30×150mm  1本入 10 袋 / 箱 心臓血管外科関連 繊維布･心血管･ﾌｪﾙﾄ(1c㎡当) ¥58,950 ¥5,895 ¥0 ¥0 ¥53,800 カワニシ

3514 7419 生化学工業 内視鏡用粘膜下注入材  ﾑｺｱｯﾌﾟ 1919  1ﾊﾞｲｱﾙ(20ml) 10 本 / 箱 内視鏡下手術関連 内視鏡用粘膜下注入材 ¥76,800 ¥7,680 ¥77,000 ¥7,700 ¥71,000 サンメディカル

3515 2807 川澄化学工業 エバキュアープラス EC-1A10  1.0㎡  膜型血漿分離器 6 個 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿分離器 ¥174,000 ¥29,000 ¥149,400 ¥24,900 ¥21,000 宇和島器械

3516 2808 川澄化学工業 エバキュアープラス EC-2A10  1.0㎡  膜型血漿分離器 6 個 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿分離器 ¥174,000 ¥29,000 ¥149,400 ¥24,900 ¥21,000 宇和島器械

3517 2809 川澄化学工業 エバキュアープラス EC-3A10  1.0㎡  膜型血漿分離器 6 個 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿分離器 ¥174,000 ¥29,000 ¥149,400 ¥24,900 ¥21,000 宇和島器械

3518 2810 川澄化学工業 エバキュアープラス EC-4A10  1.0㎡  膜型血漿分離器 6 個 / 箱 血液浄化器 血漿交換用血漿分離器 ¥174,000 ¥29,000 ¥149,400 ¥24,900 ¥21,000 宇和島器械

3519 2812 川澄化学工業 ｶﾘｳﾑ吸着ﾌｨﾙﾀｰ KPF-4  大容量用  4単位用 6 本 / 箱 輸血・輸液関連 輸血用血液ﾌｨﾙﾀｰ(ｶﾘｳﾑ除去用) ¥30,060 ¥5,010 ¥36,000 ¥6,000 ¥27,300 サンメディカル

3520 2822 川澄化学工業 メディソーバＢＬ BL-300　血漿成分吸着器 3 個 / 箱 血液浄化器 血漿交換用選択的血漿成分吸着器 ¥212,100 ¥70,700 ¥223,800 ¥74,600 ¥65,000 宇和島器械

3521 2823 川澄化学工業 ﾒﾃﾞｨｿｰﾊﾞDHP DHP-1  吸着式血液浄化用浄化器 1 個 / 個 血液浄化器 吸着式血液浄化(肝性昏睡･薬物) ¥131,000 ¥131,000 ¥135,300 ¥135,300 ¥120,500 宇和島器械

3522 2831 川澄化学工業 血液浄化用血液回路 KHP-87CF  KM-8700用(CHDF CHF CHD) 6 本 / 箱 透析関連 血漿交換用血漿分離器用回路  単品請求不可 ¥0 ¥0 ¥48,000 ¥8,000 ¥5,200 宇和島器械

3523 2832 川澄化学工業 血漿交換用血液回路 KPD-80DF  KPS-8800Ce用 6 個 / 箱 透析関連 血漿交換用血漿分離器用回路  単品請求不可 ¥0 ¥0 ¥48,000 ¥8,000 ¥7,000 宇和島器械

3524 2833 川澄化学工業 血漿交換用血液回路 KPD-80PP  KPS-8800Ce用 6 個 / 箱 透析関連 血漿交換用血漿分離器用回路  単品請求不可 ¥0 ¥0 ¥48,000 ¥8,000 ¥7,000 宇和島器械

3525 2835 川澄化学工業 血漿交換用血液回路 KPE-80PE  KPS-8800Ce用 6 個 / 箱 透析関連 血漿交換用血漿分離器用回路  単品請求不可 ¥0 ¥0 ¥48,000 ¥8,000 ¥7,000 宇和島器械

3526 2841 川澄化学工業 腹水処理用回路 KMT-8001  KPS-8800Ce用(外圧) 6 個 / 箱 透析関連 腹水濾過器付属品  単体請求不可 ¥0 ¥0 ¥84,000 ¥14,000 ¥11,900 宇和島器械

3527 2844 川澄化学工業 輸血ﾌｨﾙﾀｰSQ40s SQ40s-KJ  20滴≒1ml 25 個 / 箱 輸血・輸液関連 輸血用血液ﾌｨﾙﾀｰ(微小凝集塊除去用） ¥61,250 ¥2,450 ¥63,000 ¥2,520 ¥55,000 カワニシ

3528 7334 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝｻｰﾄ 0501005100  1TI1/9  1  9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥56,900 ¥56,900 ¥49,020 カワニシ

3529 7335 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝｻｰﾄ 0501006200  1TI2/10  2  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥56,900 ¥56,900 ¥49,020 カワニシ

3530 7336 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝｻｰﾄ 0501007100  1TI3/9  3  9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥56,900 ¥56,900 ¥49,020 カワニシ

3531 7338 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝｻｰﾄ 0501008100  1TI4/9  4  9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥56,900 ¥56,900 ¥49,020 カワニシ

3532 7339 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝｻｰﾄ 0501008200  1TI4/10  4  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥56,900 ¥56,900 ¥49,020 カワニシ

3533 7340 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝｻｰﾄ 0501009100  1TI5/9  5  9mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥56,900 ¥56,900 ¥49,020 カワニシ

3534 7341 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝｻｰﾄ 0501010200  1TI6/10  6  10mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KI-11 ¥51,600 ¥51,600 ¥56,900 ¥56,900 ¥49,020 カワニシ

3535 7342 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501003100  1TC1N  1 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥135,850 カワニシ

3536 7343 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501003200  1TC2N  2 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥135,850 カワニシ

3537 7344 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501003300  1TC3N  3 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥135,850 カワニシ

3538 7345 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501003400  1TC4N  4 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥135,850 カワニシ

3539 7346 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501003500  1TC5N  5 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥135,850 カワニシ

3540 7347 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾃｨﾋﾞｱﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501003600  1TC6N  6 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥135,850 カワニシ

3541 7348 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾊﾟﾃﾗｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 0501012100  1PC26  26mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥38,400 ¥38,400 ¥32,000 カワニシ

3542 7349 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾊﾟﾃﾗｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 0501012200  1PC29  29mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥38,400 ¥38,400 ¥32,000 カワニシ

3543 7350 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾊﾟﾃﾗｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 0501012300  1PC32  32mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KP-9 ¥33,500 ¥33,500 ¥38,400 ¥38,400 ¥32,000 カワニシ

3544 7351 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501000100  1FC1NL  左1 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥257,000 ¥257,000 ¥228,950 カワニシ

3545 7352 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501000200  1FC2NL  左2 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥257,000 ¥257,000 ¥228,950 カワニシ

3546 7353 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501000300  1FC3NL  左3 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥257,000 ¥257,000 ¥228,950 カワニシ

3547 7354 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501000400  1FC4NL  左4 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥257,000 ¥257,000 ¥228,950 カワニシ
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3548 7355 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501000500  1FC5NL  左5 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥257,000 ¥257,000 ¥228,950 カワニシ

3549 7356 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501001300  1FC3NR  右3 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥257,000 ¥257,000 ¥228,950 カワニシ

3550 7357 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｸｴｽﾄ  ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(ｾﾒﾝﾄ) 0501001400  1FC4NR  右4 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥257,000 ¥257,000 ¥228,950 カワニシ

3551 7358 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｿﾌｨｯﾄ  気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 0043022300  D-7CS  (ｶﾌ､吸引付) 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引あり･二重管 ¥5,870 ¥5,870 ¥7,020 ¥7,020 ¥5,200 カワニシ

3552 7359 泉工医科工業 ﾒﾗ  ｿﾌｨｯﾄ  気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 0043027300  D-7NC  (ｶﾌ､窓なし) 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  カフなし ¥4,120 ¥4,120 ¥4,410 ¥4,410 ¥3,400 カワニシ

3553 7381 泉工医科工業 メラ人工心肺用回路  分離体外循環 0337704300  市立宇和島病院型 1 組 / 組 その他体外循環 人工心肺回路  分離g+個別l ¥56,600 ¥56,600 ¥61,500 ¥61,500 ¥52,000 カワニシ

3554 7775 大研医器 60mlｼﾘﾝｼﾞｪｸﾀｰPCAｾｯﾄ ISJ6-E05-IP1-E1006  0.5ml/h  1.0ml  10分 10 ST / 箱 薬液注入ｼｽﾃﾑ(ＰＣＡ) 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ  PCA型 ¥44,300 ¥4,430 ¥60,000 ¥6,000 ¥41,000 カワニシ

3555 64 朝日インテック Agosal  XS  0.8 PAGH146000  0.014"×175cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3556 65 朝日インテック Agosal  XS  0.8  300cm PAGH146300  0.014"×300cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3557 66 朝日インテック ASAHI  Caravel(ｶﾗﾍﾞﾙ) CRV135-19P  0.016-0.022" 1.4-2.6Fr 135cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,820 シーメック

3558 67 朝日インテック ASAHI  Caravel(ｶﾗﾍﾞﾙ) CRV150-19P  1.4-2.6Fr  150cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,820 シーメック

3559 68 朝日インテック ASAHI  CHIKAI(誓) AIN-CKI-200  外径0.014"  全長200cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3560 69 朝日インテック ASAHI  CHIKAI(誓)  315EXC AIN-CKI-315-EXC 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3561 15135 朝日ｲﾝﾃｯｸ ASAHI  CHIKAI(誓)  Blacksofttip　200cm AIN-CKI-200-B-SFT  外径0.014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3562 71 朝日インテック ASAHI  CHIKAI(誓)10 AIN-CKI-10-200  外径0.010"  全長200cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3563 15315 朝日ｲﾝﾃｯｸ ASAHI  Corsair  Pro　150cm CSR150-26P  0.014inch  2.6Fr 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥36,600 カワニシ

3564 75 朝日インテック ASAHI  Corsair(ｺﾙｾｱ) CSR135-26N  0.014"  2.6Fr  135cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥36,600 カワニシ

3565 76 朝日インテック ASAHI  Corsair(ｺﾙｾｱ) CSR150-26N  0.014"  2.6Fr  150cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥36,600 カワニシ

3566 77 朝日インテック ASAHI  Corsair(ｺﾙｾｱ)  PV CSRP135-26N  0.014"  2.6Fr  135cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥45,300 ¥45,300 ¥47,000 ¥47,000 ¥40,300 シーメック

3567 79 朝日インテック ASAHI  EXTENSION  NV AIN-ENV  外径0.014"  全長165cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3568 82 朝日インテック ASAHI  FUBUKI AIN-FBK-6S  6Fr  全長90cm  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

3569 84 朝日インテック ASAHI  FUBUKI(ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ付) AIN-FBK-6SD  6Fr  全長90cm  ｽﾄﾚｰﾄ 1 ST / ST 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ+ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥24,440 ¥24,440 ¥25,040 ¥25,040 ¥21,500 サンメディカル

3570 85 朝日インテック ASAHI  Meister AMS-165-16WA  ｼｬﾌﾄ外径0.016" 有効長165cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3571 86 朝日インテック ASAHI  Meister AMS-180-16WA  ｼｬﾌﾄ外径0.016" 有効長180cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3572 88 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AG141002  Grand  Slam                  * 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  一般用 ¥66,500 ¥13,300 ¥95,500 ¥19,100 ¥11,040 シーメック

3573 98 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AGH143090  Conquest  Pro               * 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥89,000 ¥17,800 ¥112,500 ¥22,500 ¥16,200 シーメック

3574 106 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AGP140001  Fielder FC                  * 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥89,000 ¥17,800 ¥112,500 ¥22,500 ¥16,200 シーメック

3575 112 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AH14R007P  ASAHI Gaia First  0.014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,380 シーメック

3576 113 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AH14R008P  ASAHI Gaia Second  0.014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,380 シーメック

3577 114 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AH14R011P  ASAHI Gaia Third  0.014" 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,380 シーメック

3578 116 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AH14R013P  ASAHI SUOH 03  Pre-Shape 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,200 シーメック

3579 117 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AH14R101S  ASAHI SION 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,200 シーメック

3580 118 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AH14R104S  ASAHI SION blue 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,200 シーメック

3581 119 朝日インテック ASAHI  PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ AH14S003S  ASAHI ULTIMATEbros 3        * 5 本 / 箱 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥89,000 ¥17,800 ¥112,500 ¥22,500 ¥16,200 シーメック

3582 121 朝日インテック ASAHI  SASUKE SA145-33N  0.014"  2.5/3.3Fr  145cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,820 シーメック

3583 122 朝日インテック ASAHI  Tellus  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ TLS105-16Y 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥33,600 サンメディカル

3584 115 朝日ｲﾝﾃｯｸ ＡＳＡＨＩ　ＰＴＣＡガイドワイヤー AH14R012P ASAHI Miracle Neo 3 1 本 / 本 ガイドワイヤー 経皮的冠動脈形成ｶﾃ用GW 複合･高度狭窄部位 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,380 シーメック

3585 135 朝日インテック Ａｓｔａｔｏ PAGH18M071  0.018"/0.013"×175cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3586 136 朝日インテック Astato  XS  9-12 PAGH143091  0.014"/0.009"×175cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3587 197 朝日インテック Ｃｒｕｉｓｅ PAGP140000  0.014"×175cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥71,000 ¥14,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3588 198 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV12509K  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3589 199 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV15009K  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3590 200 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV20009K  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3591 201 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV20015K  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3592 203 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV25009K  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3593 204 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV25015K  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3594 205 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV27509K  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3595 206 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV27515K  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3596 207 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV30009K  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック
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3597 208 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV30015K  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3598 209 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV32515K  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3599 210 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV35009K  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長9mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3600 211 朝日インテック Douvan  Kamui  血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ DV35015K  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3601 217 朝日インテック Extension  PV PAG149001  0.014"×165cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥71,000 ¥14,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3602 226 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ60JL350P10000  JL3.5  6Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3603 227 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ60JL350P10001  JL3.5ST  6Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3604 229 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ60JL400P10000  JL4.0  6Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3605 230 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ60JL400P10001  JL4.0ST  6Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3606 238 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ60SP350P10000  SPB3.5  6Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3607 241 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ60SP370P10000  SPB3.75  6Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3608 246 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ70JL350P10001  JL3.5ST  7Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3609 249 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ70JL400P10000  JL4.0  7Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3610 250 朝日インテック Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ HJ70JL400P10001  JL4.0ST  7Fr×100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3611 15317 朝日ｲﾝﾃｯｸ Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ　JL4.0STSH HJ60JL402P10021  6Frx100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3612 15316 朝日ｲﾝﾃｯｸ Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ　JR4.0 HJ60JR400P10020  6Frx100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3613 15320 朝日ｲﾝﾃｯｸ Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ　JR4.0SH HJ60JR402P10020  6Frx100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3614 15318 朝日ｲﾝﾃｯｸ Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ　SPB3.0SH HJ60SP302P10020  6Frx100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3615 15319 朝日ｲﾝﾃｯｸ Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ　SPB3.75SH HJ60SP372P10020  6Frx100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3616 15781 朝日ｲﾝﾃｯｸ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ　６Ｆｒ×１００ｃｍ HJ60AL102P10022 SAL1.0SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3617 232 朝日ｲﾝﾃｯｸ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ　６Ｆｒ×１００ｃｍ HJ60JL402P10001 JL4.0STSH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3618 236 朝日ｲﾝﾃｯｸ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ　６Ｆｒ×１００ｃｍ HJ60SP300P10000 SPB3.0 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3619 240 朝日ｲﾝﾃｯｸ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ　６Ｆｒ×１００ｃｍ HJ60SP352P10020 SPB3.5SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3620 243 朝日ｲﾝﾃｯｸ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ　６Ｆｒ×１００ｃｍ HJ60SP400P10000 SPB4.0 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3621 256 朝日ｲﾝﾃｯｸ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ　７Ｆｒ×１００ｃｍ HJ70SP352P10000 SPB3.5SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

3622 258 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN25008  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3623 259 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN27508  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3624 261 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN32508  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3625 262 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN32513  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3626 263 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN35008  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3627 264 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN37508  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3628 265 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN40008  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3629 266 朝日インテック KUNAI  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ KN40013  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長13mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,860 シーメック

3631 284 朝日インテック Spindle  XS  0.7  300cm PAG141302  0.014"×300cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3632 285 朝日インテック Ｔｒｅａｓｕｒｅ PAGH18M070  0.018"×175cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥71,000 ¥14,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3633 286 朝日インテック Treasure  Floppy PAGH18M072  0.018"×190cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥71,000 ¥14,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3634 287 朝日インテック Treasure  Floppy  300cm PAGH18M372  0.018"×300cm 5 本 / 箱 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥71,000 ¥14,200 ¥75,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3635 288 朝日インテック Treasure  XS  12 PAG14M070  0.014"×175cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,640 シーメック

3636 314 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42AL0100H10000  AL01-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3637 317 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42B03501H10000  BT35-4.2F-S-SH1-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3638 321 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42B33002H10004 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3639 325 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42IM0000H10000  IM00-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3640 326 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42JL1000H10000  JL10-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3641 330 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42JL4000H1000G  JL40-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3642 331 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42JL5000H10000  JL50-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3643 332 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42JL5000H1000G  JL50-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3644 333 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42JR3500H10000  JR35-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3645 334 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42JR4000H10000  JR40-4.2F-S-SH0-1000 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3646 335 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42LT0000M11005 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック
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3647 336 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A42P54012G11000  PIG155-4.2F-R-SH12-1100 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3648 338 朝日インテック UNITE(ﾕﾅｲﾄ)ｱﾝｷﾞｵｶﾃｰﾃﾙ A60NS0110J11000  NS01-6F-R-SH10-1100 5 本 / 箱 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥10,000 ¥2,000 ¥11,500 ¥2,300 ¥1,740 シーメック

3649 339 朝日インテック X-treme  PV  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ PX9419-Z8PS  ｼｬﾌﾄ外径0.014"  190cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,780 カワニシ

3650 340 朝日インテック X-treme  XT-A  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ A0419-01PS  ｼｬﾌﾄ外径0.014"  190cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,380 シーメック

3651 341 朝日インテック X-treme  XT-R  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ R0419-Z6PS  ｼｬﾌﾄ外径0.014"  190cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,190 カワニシ

3652 342 朝日インテック X-treme  ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ X9419-Z8PS  ｼｬﾌﾄ外径0.014"  190cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  複合･高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,190 カワニシ

3653 346 朝日インテック ｴｺﾞｲｽﾄ  ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ  ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ EGU35-3J260J 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3654 347 朝日インテック ｴｺﾞｲｽﾄ  ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ EGS35-3J260D 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3655 348 朝日インテック ｴｺﾞｲｽﾄ  ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ EGS35-ST260B 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3656 349 朝日インテック ｴｺﾞｲｽﾄ  ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ EGS35-ST260M 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

3657 350 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL0700L10000  AL0.75 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3658 351 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL0700L10001 AL0.75STﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3659 352 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL1000L10000  AL1.0  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3660 353 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL1000L10001 AL1.0ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3661 354 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL1500L10000  AL1.5  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3662 355 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL1500L10001 AL1.5ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3663 356 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL2000L10000  AL2.0  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3664 357 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60AL2000L10001 AL2.0ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3665 358 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60HS0000L10000  HS  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3666 359 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JL3500L10000  JL3.5  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3667 360 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JL3500L10001 JL3.5ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3668 361 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JL4000L10000  JL4.0  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3669 362 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JL4000L10001 JL4.0ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3670 363 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JR3500L10000  JR3.5  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3671 364 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JR3500L10001 JR3.5ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3672 365 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JR4000L10000  JR4.0  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3673 366 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60JR4000L10001 JR4.0ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3674 367 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60SP3000L10000  SPB3.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3675 368 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60SP3500L10000  SPB3.5 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3676 369 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60SP3700L10000  SPB3.7 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3677 370 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60SP4000L10000  SPB4.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3678 371 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G60TM0000L10000  TM  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(6.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3679 372 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL0700L10000  AL0.75 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3680 373 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL0700L10001 AL0.75STﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3681 374 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL0702L10000 AL0.75SH ﾀﾞｲﾚｰﾀ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3682 375 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL0702L10001AL0.75STSHﾀﾞｲﾚｰﾀ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3683 376 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL1000L10000 AL1.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3684 377 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL1000L10001 AL1.0ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3685 378 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL1002L10000 AL1.0SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3686 379 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL1002L10001 AL1.0STSHﾀﾞｲﾚｰﾀ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3687 380 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL2000L10000 AL2.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3688 381 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70AL2002L10000 AL2.0SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3689 382 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JL3500L10000  JL3.5  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3690 383 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JL3502L10000 JL3.5SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3691 384 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JL4000L10000 JL4.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3692 385 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JL4000L10001 JL4.0ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3693 386 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JL4002L10000 JL4.0SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3694 387 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JL4002L10001 JL4.0STSHﾀﾞｲﾚｰﾀ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3695 388 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JR3500L10000 JR3.5 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック
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3696 389 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JR3502L10000 JR3.5SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3697 390 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JR4000L10000 JR4.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3698 391 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JR4000L10001 JR4.0ST ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3699 392 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JR4002L10000 JR4.0SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3700 393 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70JR4002L10001 JR4.0STSHﾀﾞｲﾚｰﾀ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3701 394 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP3000L10000  SPB3.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3702 395 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP3002L10000 SPB3.0SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5F)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3703 396 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP3500L10000  SPB3.5 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3704 397 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP3502L10000 SPB3.5SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5F)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3705 398 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP3700L10000  SPB3.7 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3706 399 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP3702L10000 SPB3.75SHﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5F)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3707 400 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP4000L10000  SPB4.0 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3708 401 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70SP4002L10000 SPB4.0SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5F)含 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3709 402 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70TM0000L10000  TM  ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3710 403 朝日インテック ｼｰｽﾚｽｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ G70TM0002L10000 TM SH ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ(7.5Fr)含む 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥17,040 ¥17,040 ¥11,160 シーメック

3711 405 朝日インテック ｽｰﾃﾆｰﾙ  ﾏｲｸﾛﾊﾞｽｹｯﾄ STN180-03  有効長1780mm  φ 3mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥90,200 ¥90,200 ¥79,650 シーメック

3712 406 朝日インテック ｽｰﾃﾆｰﾙ  ﾏｲｸﾛﾊﾞｽｹｯﾄ STN180-05  有効長1780mm  φ 5mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥90,200 ¥90,200 ¥79,650 シーメック

3713 407 朝日インテック ｽｰﾃﾆｰﾙ  ﾏｲｸﾛﾊﾞｽｹｯﾄ STN180-07  有効長1780mm  φ 7mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血管内異物除去用ｶﾃ 細血管 ¥88,500 ¥88,500 ¥90,200 ¥90,200 ¥79,650 シーメック

3714 409 朝日インテック トルナス AT24135  0.014"  2.1-1.8Fr  135cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥36,600 カワニシ

3715 410 朝日インテック ﾄﾙﾅｽ  88ﾌﾚｯｸｽ AT35135  0.014"  3.0-2.1Fr  135cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥36,600 カワニシ

3716 411 朝日インテック ﾄﾙﾅｽ  Pro  2.1Fr ATP21135  0.014"  2.1-1.9Fr  135cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥36,600 カワニシ

3717 8604 帝人ナカシマメディカル IP人工橈骨頭 DE032200  φ 22-φ 10/12mm  γ 線滅菌 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工肘関節用材料  人工肘関節･ER-3 ¥153,000 ¥153,000 ¥153,000 ¥153,000 ¥140,760 カワニシ

3718 8608 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310012  12mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3719 8609 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310014  14mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3720 8610 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310018  18mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3721 8611 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310020  20mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3722 8612 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310022  22mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3723 8613 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310024  24mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3724 8614 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310026  26mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3725 8615 帝人ナカシマメディカル φ 3.5ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ KK310028  28mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3726 8617 帝人ナカシマメディカル φ 3.7ｺﾝﾃﾞｨﾗｰｽｸﾘｭｰ KK300042  42mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3727 8618 帝人ナカシマメディカル φ 3.7ｺﾝﾃﾞｨﾗｰｽｸﾘｭｰ KK300046  46mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3728 8619 帝人ナカシマメディカル φ 3.7ｺﾝﾃﾞｨﾗｰｽｸﾘｭｰ KK300048  48mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,450 カワニシ

3729 8622 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330026  26mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3730 8623 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330030  30mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3731 8624 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330034  34mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3732 8625 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330038  38mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3733 8626 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330042  42mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3734 8627 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330046  46mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3735 8628 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330050  50mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3736 8629 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330055  55mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3737 8630 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330060  60mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3738 8631 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330065  65mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3739 8632 帝人ナカシマメディカル φ 4.0ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ KK330070  70mm  γ 線滅菌 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ･S FB-1-S ¥17,400 ¥17,400 ¥18,200 ¥18,200 ¥15,900 カワニシ

3740 8640 帝人ナカシマメディカル プレート(4穴) KK104ML0  左  γ 線滅菌 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥71,300 カワニシ

3741 8641 帝人ナカシマメディカル プレート(4穴) KK104MR0  右  γ 線滅菌 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥77,500 ¥77,500 ¥71,300 カワニシ

3742 8643 帝人ナカシマメディカル ワッシャー KK400400  φ 4用 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ類  ﾜｯｼｬｰ  FK-2 ¥3,200 ¥3,200 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 カワニシ

3743 8712 東レメディカル PFｶﾃｰﾃﾙ  Soft＆Short PF009025SN  φ 1.0mm  φ 0.6mm  9cm 1 本 / 本 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ  涙道ﾁｭｰﾌﾞ  条件付 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥16,700 アーガス・ビー・エム・シー

3744 8713 東レメディカル PFｶﾃｰﾃﾙ  Soft＆Short PF011030SN  φ 1.0mm  φ 0.6mm  11cm 1 本 / 本 眼科関連 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ  涙道ﾁｭｰﾌﾞ  条件付 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥16,700 アーガス・ビー・エム・シー
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3745 8720 東レメディカル ﾄﾚﾌｭｰｻﾞｰ(化学療法専用) FUC100-D2  2日間用  容量100ml 6 個 / 箱 薬液注入ｼｽﾃﾑ(ＰＣＡ) 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ  化学療法用 ¥23,640 ¥3,940 ¥27,000 ¥4,500 ¥15,600 エヒメ医療器

3746 8721 東レメディカル トレミキシン PMX-20R 2 本 / 箱 血液浄化器 吸着式血液浄化(ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ) ¥712,000 ¥356,000 ¥750,800 ¥375,400 ¥326,000 カワニシ

3747 8732 東レメディカル ヘモフィールＣＨ CH-1.0N  1.0㎡ 3 本 / 包 血液浄化器 持続緩徐式血液濾過器  標準型 ¥79,500 ¥26,500 ¥86,700 ¥28,900 ¥20,500 カワニシ

3748 8652 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ LUMINE  狭窄部通過用ｶﾃｰﾃﾙ IM30W  3.0F/2.7F  144cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥38,200 カワニシ

3749 8653 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ LUMINE  狭窄部通過用ｶﾃｰﾃﾙ IM60W  3.3F/2.8F  144cm  014" 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥38,200 カワニシ

3750 8655 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ LUMINE TL  狭窄部通過用ｶﾃｰﾃﾙ IM60J  3.0F/2.8F  144cm  0.014" 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥38,760 カワニシ

3751 8664 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ TMP PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｽﾌｨｱ ｸﾛｽ 0431454000  ｶｰﾌﾞ  4cm×4mm  40cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥108,000 ¥108,000 ¥47,050 ムトウ四国

3752 8665 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ TMP PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｽﾌｨｱ ｸﾛｽ 0431454500  ｶｰﾌﾞ  4cm×4.5mm  40cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥108,000 ¥108,000 ¥47,050 ムトウ四国

3753 8666 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ TMP PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｽﾌｨｱ ｸﾛｽ 0431455000  ｶｰﾌﾞ  4cm×5mm  40cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥108,000 ¥108,000 ¥47,050 ムトウ四国

3754 8667 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ TMP PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｽﾌｨｱ ｸﾛｽ 0431455500  ｶｰﾌﾞ  4cm×5.5mm  40cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥108,000 ¥108,000 ¥47,050 ムトウ四国

3755 8674 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｵﾌﾟﾃｨﾓﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝ BG870L  ｵﾌﾟﾃｨﾓ8  100cm  8Fr  ｽﾄﾚｰﾄ     * 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥123,000 ¥123,000 ¥91,700 サンメディカル

3756 8675 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｵﾌﾟﾃｨﾓﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝ BG880S  90cm  8Fr  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥91,700 サンメディカル

3757 8676 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｵﾌﾟﾃｨﾓﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝ BG988S  ｵﾌﾟﾃｨﾓ9  90cm  9Fr  ｽﾄﾚｰﾄ      * 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥91,700 サンメディカル

3758 8677 東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｵﾌﾟﾃｨﾓﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝ BG990S  90cm  9Fr  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥91,700 サンメディカル

3759 8680 東機貿 TOKIBO-Ambuﾗﾘﾝｹﾞﾙﾏｽｸ  ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ TKB-S100  ｻｲｽﾞ1 10 個 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥19,800 ¥1,980 ¥16,800 サンメディカル

3760 8681 東機貿 TOKIBO-Ambuﾗﾘﾝｹﾞﾙﾏｽｸ  ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ TKB-S150  ｻｲｽﾞ1.5 10 個 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥19,800 ¥1,980 ¥16,800 サンメディカル

3761 8682 東機貿 TOKIBO-Ambuﾗﾘﾝｹﾞﾙﾏｽｸ  ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ TKB-S200  ｻｲｽﾞ2 10 個 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥19,800 ¥1,980 ¥16,800 サンメディカル

3762 8683 東機貿 TOKIBO-Ambuﾗﾘﾝｹﾞﾙﾏｽｸ  ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ TKB-S250  ｻｲｽﾞ2.5 10 個 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｶﾌあり 上部吸引機能なし  条件付 ¥5,620 ¥562 ¥19,800 ¥1,980 ¥16,800 サンメディカル

3765 9319 日本アルコン SILIKON1000  ﾎﾟﾘｼﾞﾒﾁﾙｼﾛｷｻﾝ 8065601185  1ﾊﾞｲｱﾙ(8.5ml) 1 本 / 本 眼科関連 網膜硝子体手術用材料 ¥32,600 ¥32,600 ¥32,600 ¥32,600 ¥29,350 アーガス・ビー・エム・シー

3766 9457 日本アルコン パーフルオロン 8065900113  5ml 1 本 / 本 眼科関連 網膜硝子体手術用材料 ¥32,600 ¥32,600 ¥32,600 ¥32,600 ¥29,350 アーガス・ビー・エム・シー

3767 15348 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ ＰＩＣＣキットⅡ（セルジンガータイプ） 1930-18GS 3Frx45cm 1 本 / 本 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 末梢留置中心静脈カテ・標準・Ⅰ ¥1,670 ¥1,670 ¥18,700 ¥18,700 ¥14,500 エヒメ医療器

3768 15190 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ PICCｷｯﾄⅡ(ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰﾀｲﾌﾟ) 1945-18WGS  4.5Fr  45cm 1 本 / 本 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 末梢留置中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥7,190 ¥7,190 ¥19,500 ¥19,500 ¥16,000 エヒメ医療器

3769 15191 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ PICCｷｯﾄⅡ(ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰﾀｲﾌﾟ) 1945-23WGS  4.5Fr  60cm 1 本 / 本 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 末梢留置中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥7,190 ¥7,190 ¥19,500 ¥19,500 ¥16,000 エヒメ医療器

3770 10153 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ ＳＭＡＣプラス 1316-12G  1.5mm(16G)  30cm 5 ｾｯﾄ / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅰ ¥9,100 ¥1,820 ¥12,450 ¥2,490 ¥8,400 エヒメ医療器

3771 10154 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ ＳＭＡＣプラス 1316-23G  1.5mm(16G)  60cm 5 ｾｯﾄ / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅰ ¥9,100 ¥1,820 ¥12,450 ¥2,490 ¥8,400 エヒメ医療器

3772 10155 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ ＳＭＡＣプラス 1316-8G  1.5mm(16G)  20cm 5 ｾｯﾄ / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅰ ¥9,100 ¥1,820 ¥12,450 ¥2,490 ¥8,400 エヒメ医療器

3773 15192 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ SMACﾌﾟﾗｽ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ) 1315-8WG  1.7mm(15G)  20cm 5 ｾｯﾄ / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥35,400 ¥7,080 ¥46,500 ¥9,300 ¥32,700 エヒメ医療器

3774 15188 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ SMACﾌﾟﾗｽ(ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ) 1315-5TG  1.7mm(15G)  13cm 5 ｾｯﾄ / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥35,400 ¥7,080 ¥46,500 ¥9,300 ¥32,700 エヒメ医療器

3777 15189 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ バルーンボタン 37BBS2035  外径20Fr ｼｬﾌﾄ長35mm 1 本 / 本 消化器内視鏡関連 胃瘻ｶﾃⅡ ¥7,340 ¥7,340 ¥10,600 ¥10,600 ¥6,750 エヒメ医療器

3778 10229 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ  硬度傾斜ﾀｲﾌﾟ ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ 6512-13WF  13cm  18G ﾌﾙｷｯﾄ 1 本 / 本 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,600 エヒメ医療器

3779 10231 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ  硬度傾斜ﾀｲﾌﾟ ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ 6512-16WF 16cm 18G ﾌﾙｷｯﾄ 1 本 / 本 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,600 エヒメ医療器

3780 10145 日本コヴィディエン PIｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ  新生児用 1928-05-NP  28G  14cm                  * 10 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･極細 ¥73,500 ¥7,350 ¥86,600 ¥8,660 ¥74,500 エヒメ医療器

3781 10146 日本コヴィディエン PIｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ  新生児用 1928-08-NP  28G  20cm 10 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･極細 ¥73,500 ¥7,350 ¥86,600 ¥8,660 ¥74,500 エヒメ医療器

3782 10147 日本コヴィディエン PIｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ  新生児用 1928-12-NP  28G  30cm 10 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･極細 ¥73,500 ¥7,350 ¥86,600 ¥8,660 ¥74,500 エヒメ医療器

3783 10148 日本コヴィディエン PIｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ  新生児用(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ) 1927-8-NWP  27G  20cm 5 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ  中心静脈ｶﾃ･極細 ¥36,750 ¥7,350 ¥46,450 ¥9,290 ¥37,250 エヒメ医療器

3784 10156 日本コヴィディエン SMACﾌﾟﾗｽ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ)(ﾌﾙｾｯﾄ) 131223WGFC  2.5mm(12G)  60cm 6 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥42,480 ¥7,080 ¥72,000 ¥12,000 ¥39,240 エヒメ医療器

3785 10157 日本コヴィディエン SMACﾌﾟﾗｽ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ)(ﾌﾙｾｯﾄ) 13128WGFC  2.5mm(12G)  20cm 6 ST / 箱 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル 中心静脈カテ・標準・Ⅱ ¥42,480 ¥7,080 ¥72,000 ¥12,000 ¥39,240 エヒメ医療器

3792 10207 日本コヴィディエン ｾｲﾗﾑｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ 210  3.3mm(10Fr)  88cm 50 本 / 箱 消化器関連 胃管ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ･標準型  条件付 ¥24,800 ¥496 ¥27,100 ¥542 ¥455 エヒメ医療器

3793 10208 日本コヴィディエン ｾｲﾗﾑｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ 212  4.0mm(12Fr)  120cm 50 本 / 箱 消化器関連 胃管ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ･標準型  条件付 ¥24,800 ¥496 ¥27,100 ¥542 ¥455 エヒメ医療器

3794 10209 日本コヴィディエン ｾｲﾗﾑｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ 214  4.7mm(14Fr)  120cm 50 本 / 箱 消化器関連 胃管ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ･標準型  条件付 ¥24,800 ¥496 ¥27,100 ¥542 ¥455 エヒメ医療器

3795 10210 日本コヴィディエン ｾｲﾗﾑｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ 216  5.3mm(16Fr)  120cm 50 本 / 箱 消化器関連 胃管ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ･標準型  条件付 ¥24,800 ¥496 ¥27,100 ¥542 ¥455 エヒメ医療器

3796 10211 日本コヴィディエン ｾｲﾗﾑｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ 218  6.0mm(18Fr)  120cm 50 本 / 箱 消化器関連 胃管ｶﾃｰﾃﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ･標準型  条件付 ¥24,800 ¥496 ¥27,100 ¥542 ¥455 エヒメ医療器

3797 10214 日本コヴィディエン ﾄﾛｯｶｰｶﾃｰﾃﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ) 5610E14W  4.9mm(14Fr)  28cm 5 本 / 箱 排液関連 套管針ｶﾃｰﾃﾙ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ  条件付 ¥12,450 ¥2,490 ¥14,600 ¥2,920 ¥2,240 エヒメ医療器

3798 10215 日本コヴィディエン ﾄﾛｯｶｰｶﾃｰﾃﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ) 5610E16W  5.6mm(16Fr)  30cm 5 本 / 箱 排液関連 套管針ｶﾃｰﾃﾙ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ  条件付 ¥12,450 ¥2,490 ¥14,600 ¥2,920 ¥2,240 エヒメ医療器

3799 10216 日本コヴィディエン ﾄﾛｯｶｰｶﾃｰﾃﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ) 5610E18W  6.4mm(18Fr)  30cm 5 本 / 箱 排液関連 套管針ｶﾃｰﾃﾙ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ  条件付 ¥12,450 ¥2,490 ¥14,600 ¥2,920 ¥2,240 エヒメ医療器

3800 10217 日本コヴィディエン ﾄﾛｯｶｰｶﾃｰﾃﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ) 5610E20W  7.2mm(20Fr)  40cm 5 本 / 箱 排液関連 套管針ｶﾃｰﾃﾙ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ  条件付 ¥12,450 ¥2,490 ¥14,600 ¥2,920 ¥2,240 エヒメ医療器

3801 10218 日本コヴィディエン ﾄﾛｯｶｰｶﾃｰﾃﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ) 5610E22W  7.8mm(22Fr)  40cm 5 本 / 箱 排液関連 套管針ｶﾃｰﾃﾙ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ  条件付 ¥12,450 ¥2,490 ¥14,600 ¥2,920 ¥2,240 エヒメ医療器

3802 10221 日本コヴィディエン ﾆｭｰｴﾝﾃﾗﾙﾌｨｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ(誤接続防止ﾀｲﾌﾟ) 3372-10 3.4mm(10Fr) 120cm Yﾎﾟｰﾄ､ｽﾀｲﾚｯﾄ付 10 本 / 箱 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻 経腸栄養用 条件付 ¥16,000 ¥1,600 ¥17,500 ¥1,750 ¥14,300 エヒメ医療器

3803 10222 日本コヴィディエン ﾆｭｰｴﾝﾃﾗﾙﾌｨｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ(誤接続防止ﾀｲﾌﾟ) 3376-5-S  1.7mm(5Fr) 80cm ｼﾝｸﾞﾙ､ｽﾀｲﾚｯﾄ付 10 本 / 箱 消化器関連 栄養ｶﾃｰﾃﾙ 経鼻 経腸栄養用 条件付 ¥16,000 ¥1,600 ¥17,500 ¥1,750 ¥14,300 エヒメ医療器
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3804 10226 日本コヴィディエン ﾊﾟﾘﾝﾄﾞﾛｰﾑ  ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 8888145039P 5 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥208,000 ¥41,600 ¥236,500 ¥47,300 ¥37,000 エヒメ医療器

3805 10227 日本コヴィディエン ﾊﾟﾘﾝﾄﾞﾛｰﾑ  ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 8888145040P 5 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  Dｶﾌ ¥208,000 ¥41,600 ¥236,500 ¥47,300 ¥37,000 エヒメ医療器

3806 10228 日本コヴィディエン ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ  硬度傾斜ﾀｲﾌﾟ 6512-13T  13cm  18G  ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ:通常ｷｯﾄ 2 本 / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥29,600 ¥14,800 ¥44,000 ¥22,000 ¥13,600 エヒメ医療器

3807 10230 日本コヴィディエン ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ  硬度傾斜ﾀｲﾌﾟ 6512-16TF  16cm  18G  ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ:ﾌﾙｷｯﾄ 1 本 / 本 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,600 エヒメ医療器

3808 10233 日本コヴィディエン ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ  硬度傾斜ﾀｲﾌﾟ 6512-20WF  20cm  18G  ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ:ﾌﾙｷｯﾄ 1 本 / 本 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,600 エヒメ医療器

3809 10234 日本コヴィディエン ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ  硬度傾斜ﾀｲﾌﾟ 6512-25TF  25cm  18G  ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ:ﾌﾙｷｯﾄ 1 本 / 本 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,600 エヒメ医療器

3810 10241 日本コヴィディエン ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ"ｼﾞｪﾝﾄﾙｷｬｽ"(ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ) 6312-20GTF  4.0mm(12Fr)  20cm  ﾌﾙｷｯﾄ   * 1 ST / ST 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,600 エヒメ医療器

3811 10242 日本コヴィディエン ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ"ｼﾞｪﾝﾄﾙｷｬｽ"(ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ) 6312-25GTF  4.0mm(12Fr)  25cm  ﾌﾙｷｯﾄ   * 1 ST / ST 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥14,800 ¥14,800 ¥24,500 ¥24,500 ¥13,600 エヒメ医療器

3812 10243 日本コヴィディエン ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ"ﾄﾙﾈｰﾄﾞﾌﾛｰ"(小児用) 6307-10EW  2.3mm(7Fr)  10cm 2 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥29,600 ¥14,800 ¥40,200 ¥20,100 ¥13,600 エヒメ医療器

3813 10244 日本コヴィディエン ﾍﾓﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ"ｽﾗｲﾄﾞｱｸｾｽ" 6312-15SW  4.0mm(12Fr)  15cm 2 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥29,600 ¥14,800 ¥48,000 ¥24,000 ¥13,600 エヒメ医療器

3814 10245 日本コヴィディエン ﾍﾓﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ"ｽﾗｲﾄﾞｱｸｾｽ" 6312-25SW  4.0mm(12Fr)  25cm 2 ST / 箱 透析関連 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃ  D一般 ¥29,600 ¥14,800 ¥48,000 ¥24,000 ¥13,600 エヒメ医療器

3815 10252 日本コヴィディエン ﾚﾌﾄﾍﾞﾝﾄｶﾃｰﾃﾙ 6901E14  4.5mm(14Fr)  34cm 5 本 / 箱 その他体外循環 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ ﾍﾞﾝﾄｶﾃ  一般型(生体適合性無) ¥16,850 ¥3,370 ¥21,450 ¥4,290 ¥3,300 エヒメ医療器

3816 10253 日本コヴィディエン ﾚﾌﾄﾍﾞﾝﾄｶﾃｰﾃﾙ 6901E18  6.1mm(18Fr)  34cm 5 本 / 箱 その他体外循環 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ ﾍﾞﾝﾄｶﾃ  一般型(生体適合性無) ¥16,850 ¥3,370 ¥21,450 ¥4,290 ¥3,300 エヒメ医療器

3817 9479 日本シグマックス ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨｯｸ  ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 514015  2019  12.7cm×22.9cm           * 12 枚 / 箱 創傷被覆材 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ  ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ(平坦) ¥1,668 ¥139 ¥2,400 ¥200 ¥1,600 サンメディカル

3818 5716 日本ｽﾄﾗｲｶｰ Ｔ２リコンストラクションネイルＲ１５００ 18451132S 径11mm全長320mm 右用 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

3819 15747 日本ｽﾄﾗｲｶｰ Ｔ２脛骨ネイル　　スタンダード 1822-0930S  径9mm  全長300mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥141,800 ¥141,800 ¥124,200 カワニシ

3820 5773 日本ｽﾄﾗｲｶｰ Ｔａｒｇｅｔ　３６０　ＮａｎｏＣｏｉｌｓ 544306  3mmx6cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 塞栓用ｺｲﾙ ｺｲﾙ 電気式 ¥119,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥107,000 サンメディカル

3821 15415 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ウイングスパン WE030015 3.0x15 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 脳血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥492,000 ¥492,000 ¥492,000 ¥492,000 ¥452,000 サンメディカル

3822 5849 日本ｽﾄﾗｲｶｰ カルカニールメッシュプレート 40-10102S  ｽﾓｰﾙ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,750 カワニシ

3823 5869 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ガンマ３ネイル用ラグスクリュー 3060-0085S  径10.5mm  全長85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥35,100 ¥35,100 ¥30,720 カワニシ

3824 5873 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ガンマ３ネイル用ラグスクリュー 3060-0105S  径10.5mm 全長105mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 横止め 大腿骨頸部F4-f-2 ¥33,400 ¥33,400 ¥35,100 ¥35,100 ¥30,720 カワニシ

3825 5889 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ガンマ３ロングネイルキット　１２５°　左 3525-0360S  径10mm  全長360mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥162,000 ¥137,700 カワニシ

3826 15416 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ゲートウェイ　ﾓﾉﾚｰﾙ　血管拡張ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 20721-1225 全長12mm 外径2.50mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 経皮的脳血管形成術用ｶﾃｰﾃﾙ(先端閉鎖型) ¥134,000 ¥134,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥120,500 サンメディカル

3827 15608 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-17010S 1.7mmx10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

3828 5948 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-17013S 1.7mmx13mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

3829 15624 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-17015S 1.7mmx15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

3830 15625 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-17018S 1.7mmx18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

3831 15611 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-23013S 2.3mmx13mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

3832 15615 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-23014S 2.3mmx14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

3833 15616 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-23015S 2.3mmx15mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

3834 5994 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾑｵｸﾙｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ESC0305  SuperCompliant 3x5mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 特殊型 ¥109,000 ¥109,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥98,000 サンメディカル

3835 15110 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾄﾚﾎﾞﾌﾟﾛ  14  ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ  1ﾏｰｶｰ 90231  157cm  2.4F/2.0F/.017 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ﾏｲｸﾛｶﾃ･OSB ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

3836 15109 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾄﾚﾎﾞﾌﾟﾛ  ｸﾛｯﾄﾘﾄﾘｰﾊﾞｰ 90183  3x20mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血栓除去ｶﾃ･脳血栓除去　自己拡張 ¥379,000 ¥379,000 ¥379,000 ¥379,000 ¥344,800 サンメディカル

3837 15250 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35012S  3.5mmx12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3838 15251 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35020S  3.5mmx20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3839 15252 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35036S  3.5mmx36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3840 15248 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27026S  2.7mmx26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3841 15247 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾊﾞﾘｱｯｸｽﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 4020904S  4穴  全長89mm 滅菌品 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

3842 15242 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾊﾞﾘｱｯｸｽ鎖骨ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 628008S  ｽｰﾍﾟﾘｱﾛｰﾍﾞﾝﾄﾞ8穴/左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

3843 6029 日本ｽﾄﾗｲｶｰ バリアックス鎖骨ロッキングプレート 628010S  ｽｰﾍﾟﾘｱﾛｰﾍﾞﾝﾄﾞ10穴/左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

3844 15419 日本ｽﾄﾗｲｶｰ バリアックス鎖骨ロッキングプレート 628205S ｽｰﾍﾟﾘｱﾗﾃﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ5穴/左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

3845 15718 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾊﾞﾘｱｯｸｽ鎖骨ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 628223S  ｽｰﾍﾟﾘｱﾗﾃﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ3穴/右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

3846 15244 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾊﾞﾘｱｯｸｽ鎖骨ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 628224S  ｽｰﾍﾟﾘｱﾗﾃﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ4穴/右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

3847 15245 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾊﾞﾘｱｯｸｽ鎖骨ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 628310S ｱﾝﾃﾘｱﾐｯﾄﾞｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｰﾄ10穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

3848 15236 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ボーンスクリュー 614720S  径2.7mmx全長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3849 15237 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ボーンスクリュー 614812S  径3.5mmx全長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3850 15238 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ボーンスクリュー 614814S  径3.5mmx全長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3851 15239 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ボーンスクリュー 614816S  径3.5mmx全長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3852 15240 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ボーンスクリュー 614818S  径3.5mmx全長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ
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3853 15241 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ボーンスクリュー 614826S  径3.5mmx全長26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3854 15233 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリュー 614612S  径3.5mmx全長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3855 15234 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリュー 614614S  径3.5mmx全長14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3856 15235 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリュー 614616S  径3.5mmx全長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3857 6101 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリュー 614618S  径3.5mmx全長18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3858 6102 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリュー 614620S  径3.5mmx全長20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3859 15420 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリューＴ１０ 40-35610S 3.5mmx10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3860 15253 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35616S  3.5mmx16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3861 15254 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35624S  3.5mmx24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3862 15255 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35626S  3.5mmx26mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3863 15256 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35628S  3.5mmx28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3864 15257 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35630S  3.5mmx30mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3865 6107 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリューＴ１０ 40-35632S  3.5mmx32mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3866 6108 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリューＴ１０ 40-35634S  3.5mmx34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3867 15258 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35636S  3.5mmx36mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3868 15259 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35638S  3.5mmx38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3869 15249 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT7 40-27638S  2.7mmx38mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

3870 9546 日本ﾍﾞｸﾄﾝ･ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ ＢＤアンジオカット 381123  22G  25mm 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 標準型 条件付 ¥4,450 ¥89 ¥15,000 ¥300 ¥4,130 カワニシ

3871 9547 日本ﾍﾞｸﾄﾝ･ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ ＢＤアンジオカット 381137  20G  48mm 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 標準型 条件付 ¥4,450 ¥89 ¥15,000 ¥300 ¥4,130 カワニシ

3872 9548 日本ﾍﾞｸﾄﾝ･ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ ＢＤアンジオカット 382269  14G  133mm  特殊用途用 10 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 標準型 条件付 ¥890 ¥89 ¥5,700 ¥570 ¥3,100 カワニシ

3873 15569 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP1512X ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mmx長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3874 9647 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP2012X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mmx長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3875 9648 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP2015X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mmx長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3876 15574 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP22512X ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mmx長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3877 15385 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP2512X ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mmx長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3878 9651 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP2515X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mmx長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3879 15757 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｍｉｃｒａ　経　ペースメーカ MC1VR01 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ　ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ　ﾘｰﾄﾞ一体型 ¥1,040,000 ¥1,040,000 ¥1,040,000 ¥1,040,000 ¥956,800 カワニシ

3880 15716 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ Ｍｉｃｒａインロトデューサ MI2355A 23Fr 55.7cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ用 ¥29,400 ¥29,400 ¥29,400 ¥29,400 ¥27,000 カワニシ

3881 15203 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP22506X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25x長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3882 15577 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ＮＣ　Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP3512X ﾊﾞﾙｰﾝ径3.5mmx長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3883 15579 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ＮＣ　Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP4012X ﾊﾞﾙｰﾝ径4.0mmx長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3884 15580 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　６Ｆ LA6EBU30SH  6Fr EBU3.0SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3885 15581 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　６Ｆ LA6EBU325SH  6Fr EBU3.25SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3886 15583 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　６Ｆ LA6EBU375SH  6Fr EBU3.75SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3887 15586 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　６Ｆ LA6EBU45SH  6Fr EBU4.5SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3888 15588 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　６Ｆ LA6JL50SH  6Fr JL5.0SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3889 9896 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　７Ｆ LA7AL10SH  AL1.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3890 9902 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　７Ｆ LA7AL75SH  AL7.5SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3891 15204 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー  7Ｆ LA7EBU375SHD  EBU3.75SH  90cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3892 9913 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　７Ｆ LA7EBU50SH  EBU5.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3893 9923 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　７Ｆ LA7JL40SHD  JL4.0SH  90cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3894 15590 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　７Ｆ LA7JL50SH  7Fr JL5.0SH 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3895 9930 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　７Ｆ LA7SAL10SH  SAL1.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3896 9935 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ランチャー　　７Ｆ LA7SAL75SH  SAL.7.5SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

3897 15592 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22508JX  径2.25mmx長8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3898 15593 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22508JX 径2.25mmx長8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3899 15596 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22514JX 径2.25mmx長14mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3900 15598 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22518JX 径2.25mmx長18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3901 15599 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22526JX 径2.25mmx長26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ
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3902 15602 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22530JX 径2.25mmx長30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3903 15604 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT25008JX 径2.5mmx長8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3904 15205 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT27508JX 拡張径2.75x長8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3905 9990 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT27522JX  径2.75mmx長22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3906 15607 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT27526JX 径2.75mmx長26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3907 15606 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30026JX 径3.00mmx長26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3908 15605 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35034JX 径3.50mmx長34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3909 15603 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35038JX 径3.50mmx長38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3910 15601 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40018JX 径4.00mmx長18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3911 15600 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40022JX 径4.00mmx長22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3912 15597 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40030JX 径4.00mmx長30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3913 15595 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40034JX 径4.00mmx長34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3914 15594 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40038JX 径4.00mmx長38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3915 15661 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX22508JX 2.25x8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3916 15564 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX22512JX 2.25x12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3917 15206 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX22515JX 拡張径2.25x長15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3918 15566 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX22518JX 2.25x18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3919 15567 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX22522JX 2.25x22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3920 15568 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX22526JX 2.25x26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3921 15570 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX22530JX 2.25x30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3922 15663 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25008JX 2.5x8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3923 15207 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25012JX 拡張径2.50x長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3924 15208 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25015JX 拡張径2.50x長15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3925 15571 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25018JX 2.5x18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3926 15209 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25022JX 拡張径2.50x長22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3927 15210 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25026JX 拡張径2.50x長26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3928 15572 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25030JX 2.5x30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3929 15573 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25034JX 2.5x34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3930 15665 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX25038JX 2.5x38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3931 15666 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27508JX 2.75x8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3932 15669 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27512JX 2.75x12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3933 15675 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27515JX 2.75x15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3934 15677 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27518JX 2.75x18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3935 15679 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27522JX 2.75x22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3936 15681 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27526JX 2.75x26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3937 15683 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27530JX 2.75x30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3938 15685 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27534JX 2.75x34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3939 15687 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX27538JX 2.75x38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3940 15690 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30008JX 3.0x8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3941 15211 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30012JX 拡張径3.00x長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3942 15212 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30015JX 拡張径3.00x長15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3943 15381 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30018JX 3.00mm ｽﾃﾝﾄ長18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3944 15575 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30022JX 3.0x22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3945 15576 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30026JX 3.0x26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3946 15578 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30030JX 3.0x30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3947 15213 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30034JX 拡張径3.00x長34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3948 15347 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX30038JX 3.00mm ｽﾃﾝﾄ長38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3949 15692 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35008JX 3.5x8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3950 15379 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35012JX 3.50mmx12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ
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3951 15582 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35015JX 3.5mmx15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3952 15584 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35018JX 3.5mmx18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3953 15585 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35022JX 3.5mmx22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3954 15587 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35026JX 3.5mmx26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3955 15589 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35030JX 3.5mmx30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3956 15591 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35034JX 3.5mmx34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3957 15694 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX35038JX 3.5x38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3958 15695 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40008JX 4.0x8mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3959 15696 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40012JX 4.0x12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3960 15697 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40015JX 4.0x15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3961 15698 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40018JX 4.0x18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3962 15699 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40022JX 4.0x22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3963 15700 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40026JX 4.0x26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3964 15701 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40030JX 4.0x30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3965 15702 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40034JX 4.0x34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3966 15703 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｵﾆｷｽ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RONYX40038JX 4.0x38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

3967 9590 日本メドトロニック Adapta  DR  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ(ｽﾓｰﾙﾀｲﾌﾟ) ADDRS1  IS-1  双極/単極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥747,000 カワニシ

3968 9591 日本メドトロニック Adapta  DR  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ(ﾐﾃﾞｨｱﾑﾀｲﾌﾟ) ADDR01  IS-1  双極/単極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥747,000 カワニシ

3969 9594 日本メドトロニック Adapta  DR  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ(ﾗｰｼﾞﾀｲﾌﾟ) ADDRL1  IS-1  双極/単極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥747,000 カワニシ

3970 9595 日本メドトロニック Adapta  SR  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ ADSR01  IS-1  双極/単極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ  標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥558,000 ¥558,000 ¥545,000 カワニシ

3971 9596 日本メドトロニック Adapta  SR  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ ADSR03  3.2mmLP双極/単極  IS-1双極/単極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ  標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥558,000 ¥558,000 ¥545,000 カワニシ

3972 9597 日本メドトロニック Adapta  SR  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ ADSR06  5/6mm  単極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ  標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥558,000 ¥558,000 ¥545,000 カワニシ

3973 9602 日本メドトロニック Advisa  DR  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ A5DR01  IS-1  双極/単極 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型)  標準型 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥831,000 ¥747,000 カワニシ

3974 9603 日本メドトロニック Advisa  MRI  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ A3DR01 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥831,000 ¥831,000 ¥986,000 ¥986,000 ¥747,000 カワニシ

3975 9604 日本メドトロニック Advisa  SR  MRI  ﾍﾟｰｽﾒｰｶ A3SR01 1 台 / 台 ペースメーカー ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ  ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ 標準型 ¥606,000 ¥606,000 ¥751,000 ¥751,000 ¥545,000 カワニシ

3976 9624 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1610C124EJ  16×10×124mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3977 9625 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1610C93EJ  16×10×93mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3978 9626 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1613C93EJ  16×13×93mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3979 9627 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1616C124EJ  16×16×124mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3980 9628 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1616C93EJ  16×16×93mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3981 9629 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1620C124EJ  16×20×124mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3982 9630 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1624C124EJ  16×24×124mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3983 9632 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(対側ﾘﾑ) ETLW1628C93EJ  16×28×93mm 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 腹部大動脈用(補助部分) ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥294,000 ¥271,000 サンメディカル

3984 9633 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2313C145EJ 23×13×145mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3985 9634 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2513C124EJ 25×13×124mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3986 9635 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2513C145EJ 25×13×145mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3987 9636 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2516C166EJ 25×16×166mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3988 9637 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2816C145EJ 28×16×145mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3989 9638 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2816C166EJ 28×16×166mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3990 9639 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2820C145EJ 28×20×145mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3991 9640 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF2820C166EJ 28×20×166mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3992 9641 日本メドトロニック ENDURANTⅡｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ(分岐型/ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ) ETBF3216C124EJ 32×16×124mm ※ﾚｯｸﾞ1本別 1 本 / 本 人工血管 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ  腹部(ﾒｲﾝ部分)  標準型 ¥1,300,000 ¥1,300,000 ¥1,016,000 ¥1,016,000 ¥944,800 サンメディカル

3993 9645 日本メドトロニック Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP1510X  ﾊﾞﾙｰﾝ径1.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3994 9646 日本メドトロニック Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP2010X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3995 9649 日本メドトロニック Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP22510X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3996 9650 日本メドトロニック Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP2510X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3997 9652 日本メドトロニック Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EUP3010X  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長10mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

3998 9654 日本メドトロニック Evera  XT  ICD  DR  IS1/DF4 DDBB2D4  IS-1双極(1)､DF4(1) 1 台 / 台 ペースメーカー 植込型除細動器(Ⅴ型)  標準型 ¥3,040,000 ¥3,040,000 ¥2,890,000 ¥2,890,000 ¥2,686,000 カワニシ

3999 9713 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP2006X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ
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4000 9714 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP2506X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4001 9715 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP2508X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4002 9716 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP2512X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4003 9717 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP27506X  ﾊﾞﾙｰﾝ径2.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4004 9718 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP3006X  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4005 9719 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP3008X  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4006 9720 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP3012X  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4007 9721 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP32506X  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.25mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4008 9722 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP3506X  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.50mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4009 9723 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP37506X  ﾊﾞﾙｰﾝ径3.75mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4010 9724 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP4006X  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長6mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4011 9725 日本メドトロニック NC  Euphora  PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP4008X  ﾊﾞﾙｰﾝ径4.00mm  ﾊﾞﾙｰﾝ長8mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4013 9746 日本メドトロニック Select  Secureﾘｰﾄﾞ 383069 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4014 9747 日本メドトロニック SENTRANTｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｼｰｽ SENSH1628W  16F  28cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ用 ¥29,400 ¥29,400 ¥29,400 ¥29,400 ¥27,000 サンメディカル

4015 9748 日本メドトロニック Sprint  ｸｱﾄﾛｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞ 694765  DF-1(2)/IS-1  双極  65cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥788,000 ¥788,000 ¥829,000 ¥829,000 ¥717,000 カワニシ

4016 9749 日本メドトロニック Sprint  ｸｱﾄﾛｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞ 6947M  DF4  双極  62cm                 * 1 本 / 本 電極カテーテル 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥788,000 ¥788,000 ¥928,000 ¥928,000 ¥717,000 カワニシ

4017 9750 日本メドトロニック Sprint  ｸｱﾄﾛｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞS 6935M-55  DF4  双極  55cm              * 1 本 / 本 電極カテーテル 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥788,000 ¥788,000 ¥928,000 ¥928,000 ¥717,000 カワニシ

4018 9753 日本メドトロニック Viva  Quad  XT  CRT-D(IS4/DF4) DTBA2QQ  IS-1双極(1)､IS4(1)､DF4(1) 1 台 / 台 ペースメーカー 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ付植込除細動 4極 自動調整機能 ¥4,600,000 ¥4,600,000 ¥4,620,000 ¥4,620,000 ¥4,186,000 カワニシ

4019 9754 日本メドトロニック Viva  S  CRT-D  IS1/DF4 DTBB2D4  IS-1双極(2)､DF4(1) 1 台 / 台 ペースメーカー 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付植込型除細動器 単双標準 ¥3,630,000 ¥3,630,000 ¥3,630,000 ¥3,630,000 ¥3,267,000 カワニシ

4020 9759 日本メドトロニック ｱﾃｲﾝ  ｱﾋﾞﾘﾃｨ  OTWﾘｰﾄﾞ 419688  IS-1  双極  88cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4021 9763 日本メドトロニック ｱﾃｲﾝ  ｺﾏﾝﾄﾞ  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙMPX 6250MPX02                              * 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,600 ¥16,600 ¥13,500 カワニシ

4022 9765 日本メドトロニック ｱﾃｲﾝ  ﾊﾟﾌｫｰﾏｽﾄﾚｰﾄﾘｰﾄﾞ 439878  IS4  78cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 4極 ¥136,000 ¥136,000 ¥139,000 ¥139,000 ¥122,400 カワニシ

4023 9766 日本メドトロニック ｱﾃｲﾝ  ﾊﾟﾌｫｰﾏｽﾄﾚｰﾄﾘｰﾄﾞ 439888  IS4  88cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 4極 ¥136,000 ¥136,000 ¥139,000 ¥139,000 ¥122,400 カワニシ

4024 9767 日本メドトロニック ｱﾃｲﾝ  ﾊﾟﾌｫｰﾏﾘｰﾄﾞ 429878  IS4  78cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 4極 ¥136,000 ¥136,000 ¥139,000 ¥139,000 ¥122,400 カワニシ

4025 9768 日本メドトロニック ｱﾃｲﾝ  ﾊﾟﾌｫｰﾏﾘｰﾄﾞ 429888  IS4  88cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 4極 ¥136,000 ¥136,000 ¥139,000 ¥139,000 ¥122,400 カワニシ

4026 9769 日本メドトロニック ｴｸｽﾎﾟｰﾄXT  ｱｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ EXPORTXTJ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ  血栓除去ｶﾃ･経皮 ¥40,800 ¥40,800 ¥45,600 ¥45,600 ¥36,000 カワニシ

4027 9771 日本メドトロニック ｶﾒｰﾀﾞｱﾌｨﾆﾃｨNT人工肺 CB511 1 個 / 個 人工肺 人工肺･体外･Rなし･一般用 ¥93,900 ¥93,900 ¥98,000 ¥98,000 ¥69,660 カワニシ

4028 9775 日本メドトロニック ｶﾛﾁﾄﾞ･ｶﾞｰﾄﾞﾜｲﾔ200EXA GEZC6200JADV 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血栓異物除去留置ｶﾃ　頸動脈ｽﾃ併用 遠位ﾊﾞﾙｰﾝ ¥188,000 ¥188,000 ¥189,000 ¥189,000 ¥169,100 サンメディカル

4029 9776 日本メドトロニック ｶﾛﾁﾄﾞ･ｶﾞｰﾄﾞﾜｲﾔ300EXA GEZC6300JADV 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血栓異物除去留置ｶﾃ　頸動脈ｽﾃ併用 遠位ﾊﾞﾙｰﾝ ¥188,000 ¥188,000 ¥189,000 ¥189,000 ¥169,100 サンメディカル

4032 9779 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰEpiﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾘｰﾄﾞ 4968-35  IS-1  双極  35cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 心筋用 双極 ¥120,000 ¥120,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥108,000 カワニシ

4033 9780 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰEpiﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾘｰﾄﾞ 4968-60  IS-1  双極  60cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 心筋用 双極 ¥120,000 ¥120,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥108,000 カワニシ

4034 9781 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰFIX MRIﾘｰﾄﾞ 5086MRI45  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4035 9782 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰFIX MRIﾘｰﾄﾞ 5086MRI52  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4036 9783 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰFIX MRIﾘｰﾄﾞ 5086MRI58  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4037 9784 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰFixNOVUSﾘｰﾄﾞ 5076-45  IS-1  双極  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4038 9785 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰFixNOVUSﾘｰﾄﾞ 5076-52  IS-1  双極  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4039 9786 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰFixNOVUSﾘｰﾄﾞ 5076-58  IS-1  双極  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4040 9787 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰSense MRIﾘｰﾄﾞ 407452  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4041 9788 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰSense MRIﾘｰﾄﾞ 407458  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4042 9789 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰSense MRIﾘｰﾄﾞ 457445  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4043 9790 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰSense MRIﾘｰﾄﾞ 457453  53cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4044 9794 日本メドトロニック ｷｬﾌﾟｼｭｱｰZ  NOVUS  ｼﾘｺﾝﾘｰﾄﾞ 5554-45  IS-1  双極  ﾀｲﾝ  7F  45cm 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 経静脈 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4050 9827 日本メドトロニック ｿﾛﾄﾗｯｸKRｾｯﾄ KIT6208BTK-1  8･9Fr 1 ST / ST ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

4051 9828 日本メドトロニック ｿﾛﾄﾗｯｸ-KRﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄﾘｰﾄﾞｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 6207BTK-1  7F 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

4052 9829 日本メドトロニック ｿﾛﾄﾗｯｸ-KRﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄﾘｰﾄﾞｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 6209BTK-1  9F 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

4054 9878 日本メドトロニック ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ  Reveal  LINQ LNQ11 1 個 / 個 生理検査用器材関連 植込型心電図記録計(特殊型) ¥443,000 ¥443,000 ¥443,000 ¥443,000 ¥398,700 カワニシ

4055 9879 日本メドトロニック ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ  ﾃﾞｨﾌﾚｸﾀﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ C304L6906 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

4056 9881 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6AL10SH  AL1.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4057 9882 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6EBU35  EBU3.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ
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4058 9883 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6EBU35SH  EBU3.5SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4059 9884 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6EBU50  EBU5.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4060 9885 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6JL40  JL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4061 9886 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6JL40SH  JL4.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4062 9887 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6JR40  JR4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4063 9888 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6JR40SH  JR4.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4064 9889 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6SAL10  SAL1.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4065 9890 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6SAL10SH  SAL1.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4066 9891 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6SAL75  SAL7.5  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4067 9892 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6SAL75SH  SAL7.5SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4068 9893 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6SL40  SL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4069 9894 日本メドトロニック ランチャー  6Ｆ LA6SL40SH  SL4.0SH  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4070 9974 日本メドトロニック ﾗﾝﾁｬｰ  ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙ  6F LA6CAD  90cm  Angled 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

4071 9975 日本メドトロニック ﾗﾝﾁｬｰ  ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙ  6F LA6STRD  90cm  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

4072 9976 日本メドトロニック ﾗﾝﾁｬｰ  ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙ  7F LA7STR1D  Straight  90cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

4073 9977 日本メドトロニック ﾗﾝﾁｬｰ  ﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙ  8F LA8STR1D  90cm  ｽﾄﾚｰﾄ 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  脳血管 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,600 ¥22,600 ¥19,700 サンメディカル

4074 9979 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22512JX  拡張径2.25mm  ｽﾃﾝﾄ長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4075 9980 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT22522JX  拡張径2.25mm  ｽﾃﾝﾄ長22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4076 9981 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT25012JX  拡張径2.50mm  ｽﾃﾝﾄ長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4077 9982 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT25014JX  拡張径2.50mm  ｽﾃﾝﾄ長14mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4078 9983 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT25018JX  拡張径2.50mm  ｽﾃﾝﾄ長18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4079 9984 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT25022JX  拡張径2.50mm  ｽﾃﾝﾄ長22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4080 9985 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT25026JX  拡張径2.50mm  ｽﾃﾝﾄ長26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4081 9986 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT25030JX  拡張径2.50mm  ｽﾃﾝﾄ長30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4082 9987 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT27512JX  拡張径2.75mm  ｽﾃﾝﾄ長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4083 9988 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT27514JX  拡張径2.75mm  ｽﾃﾝﾄ長14mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4084 9989 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT27518JX  拡張径2.75mm  ｽﾃﾝﾄ長18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4085 9991 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT27530JX  拡張径2.75mm  ｽﾃﾝﾄ長30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4086 9992 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30009JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4087 9993 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30012JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4088 9994 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30015JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4089 9995 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30018JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4090 9996 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30022JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4091 9997 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30030JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4092 9998 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30034JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長34mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4093 9999 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT30038JX  拡張径3.00mm  ｽﾃﾝﾄ長38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4094 10000 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35009JX  拡張径3.50mm  ｽﾃﾝﾄ長9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4095 10001 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35012JX  拡張径3.50mm  ｽﾃﾝﾄ長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4096 10002 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35015JX  拡張径3.50mm  ｽﾃﾝﾄ長15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4097 10003 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35018JX  拡張径3.50mm  ｽﾃﾝﾄ長18mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4098 10004 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35022JX  拡張径3.50mm  ｽﾃﾝﾄ長22mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4099 10005 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35026JX  拡張径3.50mm  ｽﾃﾝﾄ長26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4100 10006 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT35030JX  拡張径3.50mm  ｽﾃﾝﾄ長30mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4101 10007 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40009JX  拡張径4.00mm  ｽﾃﾝﾄ長9mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4102 10008 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40012JX  拡張径4.00mm  ｽﾃﾝﾄ長12mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4103 10009 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40015JX  拡張径4.00mm  ｽﾃﾝﾄ長15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4104 10010 日本メドトロニック ﾘｿﾞﾘｭｰﾄｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ  冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ RSINT40026JX  拡張径4.00mm  ｽﾃﾝﾄ長26mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥171,770 カワニシ

4106 15216 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ Ｂｅｆｌｅｘリード　 ｽﾃﾛｲﾄﾞ溶出型 VEGA R52  IS-1双極  52cm 1 本 / 本 電極カテーテル 経静脈ﾘｰﾄﾞ 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ

4107 15217 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ Ｂｅｆｌｅｘリード　ｽﾃﾛｲﾄﾞ溶出型 VEGA R58  IS-1双極  58cm 1 本 / 本 電極カテーテル 経静脈ﾘｰﾄﾞ 標準型 ¥100,000 ¥100,000 ¥114,000 ¥114,000 ¥89,000 カワニシ
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4108 15475 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ｃａｎＰａｓｓ CP15015A ﾊﾞﾙｰﾝ1.50mmx15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4109 15476 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ｃａｎＰａｓｓ CP20012A ﾊﾞﾙｰﾝ2.0mmx12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4110 15478 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ｃａｎＰａｓｓ CP20015A ﾊﾞﾙｰﾝ2.0mmx15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4111 15480 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ｃａｎＰａｓｓ CP25012A ﾊﾞﾙｰﾝ2.5mmx12mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4112 15483 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ｃａｎＰａｓｓ CP25015A ﾊﾞﾙｰﾝ2.5mmx15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4113 10040 日本ライフライン ＥＰスター 5555HIS-120R  5極  ｶｰﾌﾞ:His  有効長120cm 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥49,400 カワニシ

4114 10041 日本ライフライン ＥＰスター 5555M-120R  5極  ｶｰﾌﾞ:Multi  120cm 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥49,400 カワニシ

4115 15214 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ＥＰスター  2Ｆ 4552M  4極  ｶｰﾌﾞ:Multi  90cm 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥49,400 カワニシ

4116 10042 日本ライフライン ＥＰスター  Ｆｉｘ F13445HV-120R  13極  ｶｰﾌﾞ:His-RV  120cm 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅱ ¥79,500 ¥79,500 ¥87,800 ¥87,800 ¥71,500 カワニシ

4117 10043 日本ライフライン ＥＰスター  Ｆｉｘ F5555RV-120R  5極  ｶｰﾌﾞ:RV  120cm 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥49,400 カワニシ

4118 15486 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ＥＰスター　Ｆｉｘ　５極 F5554J-120R 4Fr 120cm 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥49,400 カワニシ

4119 15488 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ＥＰスター　Ｆｉｘ　５極 F5555J-120R 5Fr 120cm 1 本 / 本 電極カテーテル ｶﾃ電極･機能付加型･Ⅰ ¥54,900 ¥54,900 ¥61,000 ¥61,000 ¥49,400 カワニシ

4120 15218 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ MPX  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ 3W5-54  5F  54cm  40° 1 本 / 本 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  選択的導入用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,900 ¥15,900 ¥13,500 カワニシ

4121 10047 日本ライフライン Myoporeﾘｰﾄﾞ 511211  心筋用  ｽｰﾁｬﾚｽ  ｼﾘｺｰﾝ 双極(35cm) 1 本 / 本 電極カテーテル 植込心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ 心筋用 双極 ¥120,000 ¥120,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥108,000 カワニシ

4129 10101 日本ライフライン ｶｰﾎﾞﾒﾃﾞｨｸｽ弁 A5-016  大動脈弁  Standard 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4130 10103 日本ライフライン ｶｰﾎﾞﾒﾃﾞｨｸｽ弁 M7-025　僧帽弁  Standard 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4131 10104 日本ライフライン ｶｰﾎﾞﾒﾃﾞｨｸｽ弁 M7-027  僧帽弁  Standard 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4132 10105 日本ライフライン ｶｰﾎﾞﾒﾃﾞｨｸｽ弁 M7-029　僧帽弁  Standard 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4133 10106 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ カーボメディクス弁 M7-031 僧帽弁  Standard 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4134 10108 日本ライフライン ｶｰﾎﾞﾒﾃﾞｨｸｽ弁 R5-019  大動脈弁  R-Series 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4135 10109 日本ライフライン ｶｰﾎﾞﾒﾃﾞｨｸｽ弁 R5-021  大動脈弁  R-Series 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4136 10110 日本ライフライン ｶｰﾎﾞﾒﾃﾞｨｸｽ弁 R5-023  大動脈弁  R-Series 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4137 10111 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ カーボメディクス弁 R5-025  大動脈弁  R-Series 1 個 / 個 心臓弁 機械弁 ¥773,000 ¥773,000 ¥791,000 ¥791,000 ¥695,700 カワニシ

4138 10119 日本ライフライン ﾋﾟｰﾙｵﾌｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ PI0124  PI70Z17TSM-JLL(MICRO-TYPE) 5 ST / 箱 ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥15,200 ¥3,040 ¥17,050 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

4139 10120 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ ピールオフイントロデューサー　AR3502C PI0126 PI70Z17TSM-JLL-SEMI/7V 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  蛇行血管用 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,410 ¥3,410 ¥2,730 カワニシ

4140 10124 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ 持続緩徐式血液濾過器　　フロースター FS-11DP  膜面積1.1㎡ 1 本 / 本 血液浄化器 持続緩徐式血液濾過器  標準型 ¥26,500 ¥26,500 ¥26,500 ¥26,500 ¥14,800 ムトウ四国

4141 10126 日本ライフライン 人工血管  J GRAFTｼｰﾙﾄﾞﾈｵ JNS-3040  021214  ｽﾄﾚｰﾄ(S管)  30mm  40cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･ｽﾄﾚｰﾄ･Ⅰ ¥121,000 ¥121,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥108,000 カワニシ

4142 10127 日本ライフライン 人工血管  J GRAFTｼｰﾙﾄﾞﾈｵ JNY-1608  021218  Y字(Y管)  16×8mm 40cm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

4143 15465 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ 人工血管  J GRAFTｼｰﾙﾄﾞﾈｵ　 Y字(Y管) JNY-1407 14x7mm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

4144 15468 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ 人工血管  J GRAFTｼｰﾙﾄﾞﾈｵ　 Y字(Y管) JNY-1809 18x9mm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

4145 15470 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ 人工血管  J GRAFTｼｰﾙﾄﾞﾈｵ　 Y字(Y管) JNY-2010 20x10mm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

4146 10125 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ 人工血管　Ｊ　ＧＲＡＦＴシールド JNAY-1611  Y字(Y管)  16x11mm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

4147 15463 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ 人工血管　Ｊ　ＧＲＡＦＴシールド JNAY-1811 Y字(Y管) 18x11mm 1 本 / 本 人工血管 人工血管･Y字･Ⅰ ¥140,000 ¥140,000 ¥146,000 ¥146,000 ¥126,000 カワニシ

4148 9296 日本化薬 血管内塞栓促進用補綴材  ｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾄ 1mm粒  1ﾊﾞｲｱﾙ(80mg) 1 箱 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 肝動脈塞栓材 ¥15,200 ¥15,200 ¥15,200 ¥15,200 ¥13,900 よんやく

4149 9297 日本化薬 血管内塞栓促進用補綴材  ｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾄ 2mm粒  1ﾊﾞｲｱﾙ(80mg) 1 箱 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 肝動脈塞栓材 ¥15,200 ¥15,200 ¥15,200 ¥15,200 ¥13,900 よんやく

4150 9298 日本化薬 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材ｴﾝﾎﾞｽﾌｨｱ 300-500μ m  総容量9ml 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内塞栓材  動脈塞栓療法用 ¥27,200 ¥27,200 ¥27,200 ¥27,200 ¥24,650 よんやく

4151 10311 日本光電 使い捨てﾊﾟｯﾄﾞP-511 H327  大人用 10 組 / 箱 電極カテーテル 体表面ペーシング用電極 ¥44,000 ¥4,400 ¥54,000 ¥5,400 ¥4,610 宇和島器械

4152 10979 富士システムズ ｴｸｽﾊﾟﾝｻｰﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  SI 0224003  L型  有効長8mm  全長655mm 1 本 / 本 脳外科関連 脳手術用カテーテル ¥38,700 ¥38,700 ¥48,300 ¥48,300 ¥37,400 サンメディカル

4153 10980 富士システムズ ｴｸｽﾊﾟﾝｻｰﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ  SI 0224004  M型  有効長6mm  全長655mm 1 本 / 本 脳外科関連 脳手術用カテーテル ¥38,700 ¥38,700 ¥48,300 ¥48,300 ¥37,400 サンメディカル

4154 15444 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ シリコーン抗菌フォーリーカテーテル 0210414 14Fr 2WAY 10ml 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟ ｶﾃ2管一般(Ⅲ) 標準 ¥16,200 ¥1,620 ¥20,000 ¥2,000 ¥9,500 エヒメ医療器

4155 15445 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ シリコーン抗菌フォーリーカテーテル 0210416 16Fr 2WAY 10ml 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟ ｶﾃ2管一般(Ⅲ) 標準 ¥16,200 ¥1,620 ¥20,000 ¥2,000 ¥9,500 エヒメ医療器

4156 15446 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ シリコーン抗菌フォーリーカテーテル 0210418 18Fr 2WAY 10ml 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟ ｶﾃ2管一般(Ⅲ) 標準 ¥16,200 ¥1,620 ¥20,000 ¥2,000 ¥9,500 エヒメ医療器

4157 15447 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ シリコーン抗菌フォーリーカテーテル 0210420 20Fr 2WAY 10ml 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟ ｶﾃ2管一般(Ⅲ) 標準 ¥16,200 ¥1,620 ¥20,000 ¥2,000 ¥9,500 エヒメ医療器

4158 15448 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ シリコーン抗菌フォーリーカテーテル 0210422 22Fr 2WAY 10ml 10 本 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置ﾃﾞｨｽﾎﾟ ｶﾃ2管一般(Ⅲ) 標準 ¥16,200 ¥1,620 ¥20,000 ¥2,000 ¥9,500 エヒメ医療器

4159 10987 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ ﾄﾚｯｸｽ-C(非固着性ｼﾘｺｰﾝｶﾞｰｾﾞ) 0171170  No.7  285mmx360mm 10 枚 / 箱 創傷被覆材 ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ 広範囲熱傷型 ¥10,600 ¥1,060 ¥12,400 ¥1,240 ¥9,500 エヒメ医療器

4160 10988 富士システムズ ﾊｲﾌﾛｰSPｽﾀｯﾄﾞｶﾃｰﾃﾙ 0181812  FR-12 Ⅱ型(1/4ｺﾈｸﾀｰ)/体外循環用 2 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 標準型 ¥43,600 ¥21,800 ¥57,000 ¥28,500 ¥37,000 カワニシ

4161 10989 富士システムズ ﾊｲﾌﾛｰSPｽﾀｯﾄﾞｶﾃｰﾃﾙ 0181814  FR-14 Ⅱ型(1/4ｺﾈｸﾀｰ)/体外循環用 2 本 / 箱 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 標準型 ¥43,600 ¥21,800 ¥57,000 ¥28,500 ¥37,000 カワニシ

4162 10965 富士フイルム 富士ﾄﾞﾗｲ画像記録用ﾌｨﾙﾑ DI-HL  26×36cm  B4  150枚入 5 箱 / ｹｰｽ Ｘ線フィルム 画像記録用ﾌｨﾙﾑ  B4(1枚当） ¥113,250 ¥22,650 ¥398,900 ¥79,780 ¥20,500 宇和島器械

4163 10967 富士フイルム 富士ﾄﾞﾗｲ画像記録用ﾌｨﾙﾑ DI-HL  35×35cm  大角  100枚入 5 箱 / ｹｰｽ Ｘ線フィルム 画像記録用ﾌｨﾙﾑ  大角(1枚当） ¥92,500 ¥18,500 ¥336,550 ¥67,310 ¥17,000 宇和島器械
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4164 10968 富士フイルム 富士ﾄﾞﾗｲ画像記録用ﾌｨﾙﾑ DI-HL  35×43cm  半切  100枚入 5 箱 / ｹｰｽ Ｘ線フィルム 画像記録用ﾌｨﾙﾑ  半切(1枚当） ¥111,000 ¥22,200 ¥405,500 ¥81,100 ¥20,000 宇和島器械

4165 10972 富士フイルム 富士ﾄﾞﾗｲ画像記録用ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨﾌｨﾙﾑ DI-ML  26×36cm  B4  150枚入 5 箱 / ｹｰｽ Ｘ線フィルム 画像記録用ﾌｨﾙﾑ  B4(1枚当） ¥113,250 ¥22,650 ¥418,850 ¥83,770 ¥20,500 宇和島器械

4166 10973 富士フイルム 富士ﾄﾞﾗｲ画像記録用ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨﾌｨﾙﾑ DI-ML3  26×36cm  B4  150枚入          * 5 箱 / ｹｰｽ Ｘ線フィルム 画像記録用ﾌｨﾙﾑ  B4(1枚当） ¥113,250 ¥22,650 ¥418,850 ¥83,770 ¥20,500 宇和島器械

4167 15812 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-832S  32mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4168 15813 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｃｏｎｃｏｒｄｅ　CFRP  I/Fｹｰｼﾞ  ﾌﾟﾚｯﾄ 1878-27-108  幅9x高8x長27mm 1 個 / 個 人工骨補綴材 人工骨 椎体固定用 １椎体 AB-14 ¥154,000 ¥154,000 ¥164,000 ¥164,000 ¥142,590 カワニシ

4169 15814 ﾃﾙﾓ グライドシーススレンダー SQ-AS7J16H  7Fr  16cm Mｺｰﾄあり 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ  一般用 ¥2,310 ¥2,310 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,125 カワニシ

4170 15815 日本ﾒﾄﾞﾄﾛ ＮＣ　Ｅｕｐｈｏｒａ　PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ NCEUP3515X ﾊﾞﾙｰﾝ径3.5mmx長15mm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 PTCAｶﾃｰﾃﾙ  一般型 ¥45,400 ¥45,400 ¥59,200 ¥59,200 ¥40,400 カワニシ

4171 15817 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製ロッキングスクリュー　クロスピン 53-17014S  1.7mmx14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4172 15818 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ LCP  DHSﾄﾛｷｬﾝﾀｰｾｯﾄ 04-224-224SL 135°4穴 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 大腿骨外側固定用内副子  FG-3 ¥90,800 ¥90,800 ¥98,100 ¥98,100 ¥83,380 カワニシ

4173 15819 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-23024S 2.3mmx24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4174 15821 ﾃﾙﾓ オプチフラッシュ RQ-4JL40000  4Fr 100cm 1 本 / 本 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

4175 15822 日本ｽﾄﾗｲｶｰ Ｔ２脛骨ネイル　　スタンダード 1822-1232S  径12mm  全長330mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 標準 F4-b ¥135,000 ¥135,000 ¥141,800 ¥141,800 ¥124,200 カワニシ

4176 15823 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ スタインマンピン　　トロカール 293-740  5.0mm-200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 金属ﾋﾟﾝ･F7-a ¥27,600 ¥27,600 ¥30,000 ¥30,000 ¥26,770 カワニシ

4177 15824 ﾒﾃﾞｨｷｯﾄ 血管造影カテーテル SZ4605  ST60BG0.18N  JB2 1 本 / 本 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

4178 15825 Penumbra Penumbra  再灌流ｶﾃｰﾃﾙ  5MAX  ACE 5MAXACE068  ※ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ別 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用ｶﾃ 血栓除去ｶﾃ･脳血栓除去　破砕吸収 ¥442,000 ¥442,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥306,900 サンメディカル

4179 15826 ﾍﾞｱｰﾒﾃﾞｨｯｸ スカルフィット頭蓋骨用人工骨 51043-010M　市立宇和島病院型 1 個 / 個 人工骨補綴材 ｶｽﾀﾑ人工骨･CP-2M ¥842,000 ¥842,000 ¥873,000 ¥873,000 ¥724,000 サンメディカル

4180 15828 京ｾﾗ １２１４　ＡＺＵＬボール　３２：－３．５ AMH04-400061 骨頭径32mm -3.5mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) HF-6-2 ¥115,000 ¥115,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥106,400 カワニシ

4181 15831 ｹﾞﾃｨﾝｹﾞJPN 膜型人工肺　ＱＵＡＤＲＯＸ－ｉ HM071000 1 個 / 個 人工肺 人工股関節 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) HF-6-2 ¥115,000 ¥115,000 ¥120,800 ¥120,800 ¥101,300 カワニシ

4182 15832 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-23020S 2.3mmx20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4183 15833 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-23022S 2.3mmx22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4184 15834 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタンスクリュー（クロスヘッド） 59-17022  径1.7mm  全長22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4185 15837 ﾃﾙﾓ アドスプレー　Ｌ AB-SP30 334mm 1 ﾊﾟｯｸ / ﾊﾟｯｸ 消化器内視鏡関連 合成吸収性癒着防止材(ｽﾌﾟﾚｰ型) ¥68,620 ¥68,620 ¥0 ¥0 ¥63,100 カワニシ

4186 15838 ﾎﾞｽﾄﾝ ＳＫＹＬＩＴＥ　バスケットカテーテル 041900 12mm  1.9F  120cm 1 個 / 個 泌尿器関連 腎･尿管結石除去用カテーテルセット ¥33,100 ¥33,100 ¥34,000 ¥34,000 ¥27,800 エヒメ医療器

4187 15840 ﾃﾞｰﾀｽｺｰﾌﾟ ＩＡＢカテーテル　ＹＡＭＡＴＯ　ＰＬＵＳ YMT35R-01 Rﾀｲﾌﾟ35cc 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ標準型 ¥164,000 ¥164,000 ¥173,000 ¥173,000 ¥144,320 戸田医療器

4188 15841 ﾃﾞｰﾀｽｺｰﾌﾟ ＩＡＢカテーテル　ＹＡＭＡＴＯ　ＰＬＵＳ YMT40R-01 Rﾀｲﾌﾟ40cc 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ標準型 ¥164,000 ¥164,000 ¥173,000 ¥173,000 ¥144,320 戸田医療器

4189 15842 ﾃﾞｰﾀｽｺｰﾌﾟ ＩＡＢカテーテル　ＹＡＭＡＴＯ　ＰＬＵＳ YMT30R-01 Rﾀｲﾌﾟ30cc 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ ＩＡＢＰ関連 IABPｶﾃ標準型 ¥164,000 ¥164,000 ¥173,000 ¥173,000 ¥144,320 戸田医療器

4190 15843 ﾃﾙﾓ オプチフラッシュ RQ-4JR40000  4Fr 100cm 1 本 / 本 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ  一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,800 カワニシ

4191 15844 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-840S  40mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4192 15845 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝJ ﾄﾗｷｵｿﾌﾄ　ﾌｨｯﾄ 30Fr 135-70 内径7.0mm 長93mm 1 本 / 本 気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ  吸引なし･一重管 ¥3,730 ¥3,730 ¥7,000 ¥7,000 ¥3,400 エヒメ医療器

4193 15848 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-816S  16mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4194 15849 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-814S  14mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4195 15850 S&N エンド・ボタンＣＬ　　ＵＬＴＲＡ 72200146  15mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 靱帯･F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥62,600 ¥62,600 ¥57,540 カワニシ

4196 15854 京ｾﾗ 910  AZULﾎﾞｰﾙ  26:+0 CMT21012  骨頭径26mm ﾈｯｸ長+0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) HF-6-2 ¥115,000 ¥115,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥106,400 カワニシ

4197 15855 ﾎﾞｽﾄﾝ ムスタングＰＴＡバルーンカテーテル 39171-06047  6-40/75cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAバルーンカテーテル(一般型・標準型) ¥40,900 ¥40,900 ¥46,600 ¥46,600 ¥36,800 サンメディカル

4198 15856 ﾎﾞｽﾄﾝ コヨーテＥＳ　PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39135-40401 MR/4.0X40mm　146cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

4199 15857 ﾎﾞｽﾄﾝ コヨーテＥＳ　PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39135-30401 MR/3.0X40mm　146cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ PTAｶﾃ･一般･特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

4200 15858 ﾎﾞｽﾄﾝ Ｊｕｐｉｔｅｒ　　ＦＣ　　ガイドワイヤー N02-143031 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ  微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

4201 15859 ﾎﾞｽﾄﾝ エピック　　バスキュラーステント 39200-08107  8-100/75 1 本 / 本 循環器関連 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  一般型 ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

4202 15860 ｾﾝﾁｭﾘｰ ﾅｲﾁｴｽ  拡張力強化型D-typeｽﾃﾝﾄ(ｱﾝｶﾊﾞｰﾄﾞ) BD00808-5 8mmX8cm　180cm 1 本 / 本 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ｽﾃﾝﾄ･自動･永久･ｶﾊﾞｰ無 ¥216,000 ¥216,000 ¥221,000 ¥221,000 ¥193,300 サンメディカル

4203 15861 ｾﾞｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ ｴｸｽﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙﾌﾟﾗｽ  ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ EXP71820F 11-18mm　ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙ 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石ｶﾃ･ﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾞﾙｰﾝ ¥37,500 ¥37,500 ¥37,500 ¥37,500 ¥29,200 サンメディカル

4205 15863 ﾃﾙﾓ サーフローＶ３プラス 18G×1 1/4" SR-FVP1832P 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械

4206 15864 ﾃﾙﾓ サーフローＶ３プラス 20G×1 1/4" SR-FVP2032P 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械

4207 15865 ﾃﾙﾓ サーフローＶ３プラス 22G×1" SR-FVP2225P 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械

4208 15866 ﾃﾙﾓ サーフローＶ３プラス 24G×5/8" SR-FVP2416P 50 本 / 箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ静脈留置針 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 事故防止型 ¥4,750 ¥95 ¥16,000 ¥320 ¥3,750 宇和島器械

4209 15876 京ｾﾗ INITIA  STEM  HO  #3 AMH02-500036  ﾊｲｵﾌｾｯﾄ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

4210 15877 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＤＩＳＴＡＬセントラライザー 00-785-012-00 ｻｲｽﾞ:12mm 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) オプション部品  OH-1 ¥19,600 ¥19,600 ¥21,500 ¥21,500 ¥18,140 カワニシ

4211 15878 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＶｅｒＳｙｓ　ＣＲＣステム 00-7871-013-60 ｻｲｽﾞ:13x170mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節･HF-5+HB-8-3 ¥273,600 ¥273,600 ¥309,700 ¥309,700 ¥256,600 カワニシ

4212 15879 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ マルチポーラ　　カップ 00-5001-042-00  ｻｲｽﾞ:42mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8 ¥103,000 ¥103,000 ¥79,100 ¥79,100 ¥67,000 カワニシ

4213 15880 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ マルチポーラ　　ライナー 00-5001-042-26  42/43x26mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅰ) HB-8　付属品 ¥0 ¥0 ¥39,600 ¥39,600 ¥33,000 カワニシ
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4214 15881 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＰＦＮＡｴｸｽﾄﾗｽﾓｰﾙ 472-100S  125°9.0mm-170mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 大腿骨頸部型 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

4215 15883 ﾒﾃﾞｨｺﾝ バード   ｼﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞﾘｼﾙﾌｫｰﾘｰﾄﾚｲ 29030J14  10ml  14Fr 5 個 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ 2管一般(Ⅲ) ② ¥8,450 ¥1,690 ¥31,000 ¥6,200 ¥19,250 エヒメ医療器

4216 15885 日本ｺｳﾞｨﾃﾞ ＰＩＣＣキットⅡ（セルジンガータイプ） 1930-23GS 3Frx60cm 1 本 / 本 ＩＶＨカテーテル 中心静脈用カテーテル(末梢留置型・標準型・シングルルーメン) ¥1,670 ¥1,670 ¥18,700 ¥18,700 ¥15,000 エヒメ医療器

4217 15886 S&N ハイドロサイトＡＤプラス＜ベント型＞ 66800675 12.5x12.5cm 100c㎡ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 被覆材･皮下組織用(標準)(1c㎡当) ¥10,000 ¥1,000 ¥10,000 ¥1,000 ¥9,000 カワニシ

4218 15887 ﾒﾃﾞｨｺﾝ バード   ｼﾙﾊﾞｰﾙﾌﾞﾘｼﾙﾌｫｰﾘｰﾄﾚｲ 29030J16  10ml  16Fr 5 個 / 箱 膀胱留置用ｶﾃｰﾃﾙ 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾃ 2管一般(Ⅲ) ② ¥8,450 ¥1,670 ¥31,000 ¥6,200 ¥19,250 エヒメ医療器

4219 15892 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＶＩＶＡＣＩＴ－Ｅパテラ 42-5402-000-25 35mm 9.0mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KP-10-2 ¥47,300 ¥47,300 ¥53,200 ¥53,200 ¥43,500 カワニシ

4220 15893 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-066-01 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 9 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

4221 15894 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　セメントティビア 42-5320-079-01 G 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

4222 15895 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5124-009-10 GH/6-9 10mm 左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KI-2 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

4223 15896 HOYA ﾃｰﾊﾟｰﾛｯｷﾝｸﾞｷｬﾝｾﾗｽﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ 0257-019  ﾈｼﾞ長19mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥5,970 ¥5,970 ¥5,250 カワニシ

4224 15897 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　４．５ｍｍ 414-848S  48mm  ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4225 15899 東ﾚ ヘモフィールＣＨ CH-1.3W  1.3㎡ 1 本 / 本 血液浄化器 持続緩徐式血液濾過器  標準型 ¥26,500 ¥26,500 ¥28,900 ¥28,900 ¥20,500 カワニシ

4226 15900 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ハンソンピンロック２プレート 62-2108S 8mm　120° 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥88,800 ¥88,800 ¥69,500 カワニシ

4227 15901 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ハンソンロックピン 62-1100S　100mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥113,000 ¥113,000 ¥81,110 カワニシ

4228 15902 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ハンソンロックピン 62-1105S　105mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 特殊 大腿骨頸部用 F1-c-1 ¥97,900 ¥97,900 ¥113,000 ¥113,000 ¥81,110 カワニシ

4229 15907 朝日ｲﾝﾃｯｸ Hyperion  ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ　JL4.0SH HJ60JL402P10020　6F 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ  冠動脈 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,040 シーメック

4230 15911 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＴＡＮ　ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-406S  ﾈｼﾞ部16mm-長55mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

4231 15912 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＴＡＮ　ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-410S  ﾈｼﾞ部16mm-長75mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

4232 15913 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＴＡＮ　ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｽｸﾘｭｰ  6.5mm 408-412S  ﾈｼﾞ部16mm-長85mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 中空ｽｸﾘｭｰ・Ｌ FB-1-L ¥24,000 ¥24,000 ¥25,400 ¥25,400 ¥21,590 カワニシ

4233 15918 ｱﾎﾞｯﾄJPN ｻﾞｲｴﾝｽｱﾙﾊﾟｲﾝ 1125400-33  4.0mmx33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

4234 15919 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125400-15  4.0mmx15mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

4235 15920 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125400-23  4.0mmx23mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

4236 15921 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125400-28  4.0mmx28mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

4237 15922 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125400-38  4.0mmx38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

4238 15923 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125325-33  3.25mmx33mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

4239 15924 ｱﾎﾞｯﾄJPN ザイエンスアルパイン 1125300-38  3.0mmx38mm 1 本 / 本 冠動脈ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ  再狭窄抑制型 ¥193,000 ¥193,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥169,800 戸田医療器

4240 15925 日本ｽﾄﾗｲｶｰ バリアックス鎖骨ロッキングプレート 628207S ｽｰﾍﾟﾘｱﾗﾃﾗﾙﾌﾟﾚｰﾄ7穴/左 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

4241 15926 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ロッキングスクリュー 614610S  径3.5mmx全長10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

4242 15927 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾊﾞﾘｱｯｸｽﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄ 4020903S  3穴  全長77mm 滅菌品 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

4243 15928 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35010S  3.5mmx10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4244 15929 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾉﾝﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰT10 40-35034S  3.5mmx34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4245 15930 京ｾﾗ 910  AZULﾎﾞｰﾙ  26:+0 CMT21013  骨頭径26mm ﾈｯｸ長+3mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) HF-6-2 ¥115,000 ¥115,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥106,400 カワニシ

4246 15931 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ スパイダー　　ステープル 8142-00-002  20mm  ﾗｰｼﾞ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(スクリュー)(その他・特殊・軟骨及び軟部・座金型) ¥21,200 ¥21,200 ¥22,580 ¥22,580 ¥19,200 カワニシ

4247 15932 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-056-02 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 4 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

4248 15933 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　セメントティビア 42-5320-064-02 C 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

4249 15934 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ﾊﾞﾘｱｯｸｽ鎖骨ﾛｯｷﾝｸﾞYﾅﾛｰﾌﾟﾚｰﾄM 57-15370S  7穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

4250 15935 日本ｽﾄﾗｲｶｰ ナローＬＣ－ＬＣＰプレート 57-15379S 13穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) ｽﾄﾚｰﾄ（生体用合金I･S） FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 シーメック

4251 15936 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-230009S 2.3mmx9mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4252 15937 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製スクリュー（クロスピン） 58-23016S 2.3mmx16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4253 15938 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製ロッキングスクリュー　クロスピン 53-23008S  2.3mmx8mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4254 15939 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製ロッキングスクリュー　クロスピン 53-23009S  2.3mmx9mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4255 15940 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製ロッキングスクリュー　クロスピン 53-23010S  2.3mmx10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4256 15941 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製ロッキングスクリュー　クロスピン 53-23012S  2.3mmx12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,329 シーメック

4257 15985 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ﾌｪｲﾊﾞｰﾄﾞｱﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ 1883-18-312 径3.5x長12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

4258 15986 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ﾌｪｲﾊﾞｰﾄﾞｱﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ 1883-18-316 径3.5x長16mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

4259 15987 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ﾌｪｲﾊﾞｰﾄﾞｱﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ 1883-19-424 径4.0x長24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)  FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥104,000 ¥104,000 ¥89,900 カワニシ

4260 15988 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＨＨクロスコネクタープレート 1883-41-028  28mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器  FT ¥62,200 ¥62,200 ¥68,400 ¥68,400 ¥58,140 カワニシ

4261 15989 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ アクソン　　ロッド 1883-16-120  3.5mm-120mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料  脊椎ﾛｯﾄﾞ FM ¥35,900 ¥35,900 ¥44,300 ¥44,300 ¥37,330 カワニシ

4262 15990 京ｾﾗ １２１４　ＡＺＵＬボール　３２：＋３．５ AMH03-400042 骨頭径32mm +3.5mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥92,000 ¥92,000 ¥76,900 カワニシ
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4263 15991 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＶＡ－ＬＣＰ　ＤＨＰ　外側 04-117-901S  左  1穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1・標準型)) ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

4264 15992 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-826S  26mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4265 15993 京ｾﾗ ＡＨＦＩＸ　　Ｑステム　　ＳＴＤ３ SAHT-STD-2 全長143x下端径8mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-4+HB-8-3 ¥399,600 ¥399,600 ¥507,000 ¥507,000 ¥370,000 カワニシ

4266 15994 京ｾﾗ コツトウ　ＨＨ　キンゾク　２８＋３ SHH28+3 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節用材料 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

4267 15995 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5000-060-02 ﾅﾛｰ 9 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥277,900 ¥277,900 ¥227,200 カワニシ

4268 15996 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5224-006-10 E/3-5 10mm 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節 KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

4269 15997 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ＶＡ－ＬＣＰ　ＤＨＰ　外側 04-117-801S  右  1穴 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ（I）標準 FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,700 ¥80,700 ¥68,590 カワニシ

4270 15998 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ﾍｯﾄﾞﾚｽｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰ 04-226-652S  52mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥40,300 ¥40,300 ¥27,870 カワニシ

4271 15999 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ ﾍｯﾄﾞﾚｽｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｽｸﾘｭｰ 04-226-028S  28mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 圧迫調整･両端ねじ 一般用 F1-c-2 ¥30,300 ¥30,300 ¥40,300 ¥40,300 ¥27,870 カワニシ

4272 16000 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ コーテックススクリュー　　３．５ｍｍ 404-822S  22mm  滅菌済 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) 一般(生体用合金I) 標準 FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4273 16001 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　ＰＳセメントフェモラル 42-5006-066-02 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 9 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥227,900 ¥227,900 ¥227,200 カワニシ

4274 16002 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ ＰＥＲＳＯＮＡ　セメントティビア 42-5320-079-02 G 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料  人工膝関節KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

4275 16003 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ PERSONA VIVACIT-E PSｻｰﾌｪｲｽ 42-5224-009-10 GH/6-9 10mm 右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ

4276 16004 ﾊﾞｸｽﾀｰ つなぐセット接続チューブ T5C4325K 2 本 / 箱 透析関連 腹膜透析用接続チューブ ¥25,600 ¥12,800 ¥26,000 ¥13,000 ¥22,600 よんやく

4277 16006 ﾍﾞｱｰﾒﾃﾞｨｯｸ バーホールプレート 30612-ST φ 12mm用 6穴 1 枚 / 枚 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) その他 ﾊﾞｰﾎｰﾙ型F2-d-1 ¥14,400 ¥14,400 ¥15,500 ¥15,500 ¥12,950 サンメディカル

4278 16130 Cook　Japan ASAHI　CHIKAI AIN-CKI-300　0.014　300cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー 血管造影用ガイドワイヤー 微細血管用 ¥14,200 ¥14,200 ¥15,000 ¥15,000 ¥12,700 サンメディカル

4279 16129 Cook　Japan Evolution胆管用フルカバードステントシステム EVO-FC-10-11-6-B　10mm×6cm 1 箱 / 箱 胆管･食道･気管支ｽﾃﾝﾄ 胆道ステント・自動・永久・カバー有 条件付 ¥232,000 ¥232,000 ¥239,000 ¥239,000 ¥208,800 サンメディカル

4280 16122 Cook　Japan ダイレーター G00868　JCD6.0-35-20 1 本 / 本 シースイントロデューサー ダイレーター ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,440 ¥2,190 サンメディカル

4281 15357 GYRUS ルブリーフレックスオープンチップ 5554524 4.5Fr 24cm 1 個 / 個 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅱ 条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 共和医理器

4282 15358 GYRUS ルブリーフレックスオープンチップ 5554526 4.5Fr 26cm 1 個 / 個 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅱ 条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 共和医理器

4283 15360 GYRUS ルブリーフレックスオープンチップ 5556024 6.0Fr 24cm 1 個 / 個 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅱ 条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 共和医理器

4284 15361 GYRUS ルブリーフレックスオープンチップ 5556026 6.0Fr 26cm 1 個 / 個 尿道･尿管ステント 尿管ステントセット 尿管ステント一般Ⅱ 条件付 ¥23,400 ¥23,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 共和医理器

4285 6473 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ １／３円プレート　　スモール 441-340S  4穴  滅菌済 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(プレート) FC-1-S ¥19,200 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 ¥17,340 カワニシ

4286 6536 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＰＦＮＡスモール 472-115S  130°10.0mm-200mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 髄内釘 髄内釘 F4-c ¥152,000 ¥152,000 ¥159,000 ¥159,000 ¥135,150 カワニシ

4287 15261 J&J(ﾃﾞﾋﾟｭｰ Ti  ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ  3.5mm 412-127S  75mm  ST  ｽﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,450 カワニシ

4288 16141 J&J（デピューシンセス・スパイン）コーテックススクリュー　3.5mm 404-838S　38mm　セルフタップ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4289 16137 J&J（デピューシンセス・スパイン）コーテックススクリュー　4.5mm 414-868S　68mm　セルフタップ 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,160 ¥6,160 ¥5,450 カワニシ

4290 16147 ODC 3.5mm　ロッキングスクリュー 189-1210　10mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

4291 16148 ODC 3.5mm　ロッキングスクリュー 189-1212　12mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

4292 16149 ODC 3.5mm　ロッキングスクリュー 189-1234　34mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

4294 16150 ODC 4.5mm　ロッキングスクリュー 189-1424　24mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

4295 16151 ODC 4.8mm　コーティカルスクリュー 189-1518　18mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

4296 16152 ODC 4.8mm　コーティカルスクリュー 189-1522　22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,440 ¥6,440 ¥5,350 カワニシ

4297 16146 ODC ディスタルティビアプレート　ライト 181-1217　7穴/全長125.7mm 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(プレート) FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥84,300 ¥84,300 ¥69,500 カワニシ

4298 13731 S&N アルゴダーム　　トリオニック 66929362  5x5 ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ 25c㎡ 10 枚 / 箱 創傷被覆材 皮膚欠損用創傷被覆材 皮下組織用 標準(1c㎡当) ¥2,500 ¥250 ¥2,500 ¥250 ¥2,250 カワニシ

4299 1513 ｱﾎﾞｯﾄJPN ハイトルク　パイロット  ストレート１５０ 1010481-H  190cm  3cm  .014 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥15,660 戸田医療器

4300 16153 アルファテック ILLICOキャニュレイテッドポリアクシャルスクリュー6.5-35mm 73865-35 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料 脊椎スクリュー(可動型) FQ-V ¥97,100 ¥97,100 ¥97,300 ¥97,300 ¥84,960 シーメック

4301 16154 アルファテック ILLICOストレートロッドLg　300mm 73601-300 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 脊椎固定用材料 脊椎ロッド FM ¥35,900 ¥35,900 ¥35,900 ¥35,900 ¥32,310 シーメック

4302 15300 ｵﾘﾝﾊﾟｽ ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝﾊﾞﾙｰﾝ  V-system ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ B-V232P-A  2.8mm  1900mm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石除去用カテーテルセット トリプルバルーン ¥37,500 ¥37,500 ¥37,000 ¥37,000 ¥28,500 共和医理器

4303 15302 ｵﾘﾝﾊﾟｽ ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝﾊﾞﾙｰﾝ  V-system ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ B-V432P-A  3.2mm  1900mm 1 本 / 本 消化器関連 胆道結石除去用カテーテルセット トリプルバルーン ¥37,500 ¥37,500 ¥37,000 ¥37,000 ¥28,500 共和医理器

4304 2729 ｶﾈｶﾒﾃﾞｨｯｸｽ シラスコン脳室ドレナージ　８穴 100cm 766-5N  E-5L-8  2.0mm  3.5mm 5 本 / 箱 脳外科関連 脳・脊髄腔用カニューレ 脳・脊髄カニューレ・Ⅱ 条件付 ¥30,900 ¥6,180 ¥31,200 ¥6,240 ¥26,000 エヒメ医療器

4305 16132 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ グッドマスター　Moful AMOG130TH　有効長130cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用マイクロカテーテル マイクロカテ・OSB ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,550 カワニシ

4306 3523 ｸﾘｴｰﾄ ＥＶチューブ　Ｓ－Ｂチューブ 002-182-5318  53型  18Fr 1 本 / 本 消化器関連 胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ 胃・食道用 ¥55,600 ¥55,600 ¥68,000 ¥68,000 ¥52,200 サンメディカル

4307 3632 ｸﾘｴｰﾄ 親水性ｲﾚｳｽﾁｭｰﾌﾞ  CP-ⅡNTﾜｲﾔｰｾｯﾄ 16Fr 800-001-1728 ｼﾝｸﾞﾙ 両端軟化型 1 ｾｯﾄ / ｾｯﾄ 消化器関連 イレウス用ロングチューブ イレウススプリント 条件付 ¥35,600 ¥35,600 ¥75,000 ¥75,000 ¥22,780 サンメディカル

4308 15123 ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝJ パリンドローム　プレシジョン 8888145041P 1 個 / 個 透析関連 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル ブラッドアクセスカテ Dカフ ¥41,600 ¥41,600 ¥47,300 ¥47,300 ¥37,000 エヒメ医療器

4309 16135 ジンマー・バイオメット NexGen　LCCK　フィモラルコンポーネント 00-5994-015-92　サイズ：E　右用 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥274,200 ¥274,200 ¥227,200 カワニシ

4310 16136 ジンマー・バイオメット NexGen　プレーコート　ティビアベースプレート 00-5980-037-12　ステムタイプ　タイプ：4+ 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料 KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥154,400 ¥154,400 ¥135,200 カワニシ

4311 16138 ジンマー・バイオメット PERSONA　PSセメントフェモラル 42ー5006ー064-02　スタンダード　8　右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料 KF-2 ¥241,000 ¥241,000 ¥227,900 ¥227,900 ¥227,200 カワニシ

4312 16145 ジンマー・バイオメット PERSONA　VIVACIT-E　PSサーフェイス 42-5124-007-12　EF/6-9　12mm　左 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料 KI-12 ¥70,700 ¥70,700 ¥80,700 ¥80,700 ¥65,960 カワニシ
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4313 16139 ジンマー・バイオメット PERSONA　セメントティビア 42-5320-075-02　F　右 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工膝関節用材料 KT-6 ¥143,000 ¥143,000 ¥165,400 ¥165,400 ¥135,200 カワニシ

4314 16157 ジンマー・バイオメット TI-スクリュー　イージースライド　マックスブレイド 902572 5.0mm #2縫合糸2本付 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(スクリュー) F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,300 ¥36,300 ¥29,300 カワニシ

4315 15798 ｼﾞﾝﾏｰﾊﾞｲｵ TI-スクリュー　イージースライド　マックスブレイド 902570　3.0mm  #2 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(スクリュー) F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥36,300 ¥36,300 ¥29,300 カワニシ

4316 15418 ストライカー ノンロッキングスクリューT10 40-35014S　3.5mm×14mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

4317 16134 ストライカー ノンロッキングスクリューT10 40-35022S　3.5mm×22mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

4318 6030 ストライカー バリアクス鎖骨ロッキングプレート 628308S　アンテリアミッドシャフトプレート8穴 1 枚 / 枚 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(プレート) FE-1 ¥76,000 ¥76,000 ¥81,300 ¥81,300 ¥69,500 カワニシ

4319 16140 スミス・アンド・ネヒュー BIOSURE　PX　スクリュー 72202259　6×20mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 固定用内副子(スクリュー) F1-b-2-2 ¥34,100 ¥34,100 ¥34,500 ¥34,500 ¥29,770 カワニシ

4320 16133 スミス・アンド・ネヒュー エンド・ボタンCL BTB 7210081　25mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(その他) 人工靱帯 F8-b ¥62,600 ¥62,600 ¥62,600 ¥62,600 ¥57,540 カワニシ

4321 8391 ﾃﾙﾓ ハートレールⅡ　側孔0 GC-F5SL400N  5Fr  SL4.0  100cm 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 ガイディングカテ 冠動脈用 ¥12,400 ¥12,400 ¥14,600 ¥14,600 ¥11,100 カワニシ

4322 16123 テルモ プログレートΩ MC-PV2815 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用マイクロカテーテル マイクロカテ・Oコイル ¥53,600 ¥53,600 ¥31,400 ¥31,400 ¥27,700 サンメディカル

4323 7945 ﾃﾚﾌﾚｯｸｽ ＬＭＡスプリーム 175040  ｻｲｽﾞ4 10 本 / 箱 気管内ﾁｭｰﾌﾞ 気管内チューブ 気管内・吸引なし 条件付 ¥5,620 ¥562 ¥3,200 ¥320 ¥2,800 カワニシ

4324 15423 ﾆﾌﾟﾛ ＧＵＩＤＥＰＬＵＳ　Ｋ 23-980 1 本 / 本 ＰＴＣＡ関連 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥39,800 ¥39,800 ¥42,300 ¥42,300 ¥35,800 サンメディカル

4325 16131 日本ストライカー エクセルシオ　SL-10 168181　1.7Fr/150cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用マイクロカテーテル マイクロカテ・OSB ¥39,500 ¥39,500 ¥41,800 ¥41,800 ¥35,500 サンメディカル

4326 16128 日本メドトロニック SOLITAIRE　2 SFR2-6-30　6mm*30mm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用カテーテル 血栓除去カテ 脳自己拡張 ¥379,000 ¥379,000 ¥379,000 ¥379,000 ¥337,300 サンメディカル

4327 10330 根本商会 フィクセーションステープル 1290-02　M 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 固定釘F5-a ¥16,100 ¥16,100 ¥18,900 ¥18,900 ¥14,480 カワニシ

4328 15144 ﾍﾞｱｰﾒﾃﾞｨｯｸ ｾﾌﾙﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(滅菌済み)　2本入 D1544-AST-2  φ 1.5mmx4mm 1 箱 / 箱 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(スクリュー) F1-a×2 ¥6,020 ¥6,020 ¥6,340 ¥6,340 ¥5,400 サンメディカル

4329 15100 ﾍﾞｱｰﾒﾃﾞｨｯｸ ｾﾙﾌﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ(滅菌済み)　4本入 D1544-AST-4  φ 1.5mmx4mm 1 本 / 本 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾄ・ｽｸﾘｭｰ 固定用内副子(スクリュー) F1-a×3 ¥12,040 ¥12,040 ¥12,680 ¥12,680 ¥10,800 サンメディカル

4330 11682 ﾎﾞｽﾄﾝ コヨーテＥＳ　PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ(ﾓﾉﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ) 39135-20401 MR/2.0-40/2.4T/145 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用カテーテル PTAカテ・一般・特殊 ¥60,500 ¥60,500 ¥67,500 ¥67,500 ¥54,400 サンメディカル

4331 16125 ボストン・サイエンティフック　ジャパン㈱エピック　バスキュラーステント 39200-07807　7×80mm　75cm 1 本 / 本 循環器関連 血管内手術用カテーテル 末梢血管用ステントセット(一般型) ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

4332 16124 ボストン・サイエンティフック　ジャパン㈱エピック　バスキュラーステント 39200-08127　8×120mm　75cm 1 本 / 本 循環器関連 血管内手術用カテーテル 末梢血管用ステントセット(一般型) ¥179,000 ¥179,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥161,000 サンメディカル

4333 12151 ボストン・サイエンティフック　ジャパン㈱頚動脈用ウォールステント　モノレール 39150-1031　10×31mm/135cm 1 本 / 本 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ 血管内手術用カテーテル 頸動脈用ステントセット ¥194,000 ¥194,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥174,500 サンメディカル

4334 16156 メイラ ショートレッグステープル（スパイク付）滅菌済 M002A-005-006　M6 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(脊椎) 固定釘 F5-a ¥16,100 ¥16,100 ¥16,800 ¥16,800 ¥15,120 カワニシ

4335 15439 ﾒﾃﾞｨｷｯﾄ 血管造影カテーテル SZ3882 ST50BG7.07(ﾗ) 3H MTAKA 1 本 / 本 脈管造影用ｶﾃｰﾃﾙ 血管造影用カテーテル 一般用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,800 サンメディカル

4336 16126 ㈱ミハマメディカル ナイロンコネクター 42-3019 1 個 / 個 排液関連 胸水・腹水シャントバルブ 交換用部品 コネクタ ¥4,740 ¥4,740 ¥4,740 ¥4,740 ¥4,360 サンメディカル

4337 15430 ㈱メディコン バード　ベントラライトST 5954460　10.2cm×15.2cm　楕円形 1 個 / 個 消化器関連 組織代用人工繊維布 ヘルニア・腹膜欠損(1c㎡当) ¥49,293 ¥49,293 ¥50,870 ¥50,870 ¥43,800 サンメディカル

4338 3075 京ｾﾗ コツトウ　ＨＨ　キンゾク　３２－９＋３ SHH932+3 骨頭径32mm ﾈｯｸ長+3mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

4339 3066 京ｾﾗ コツトウ　ＨＨ　キンゾク２６－９　Ｓ－５ SHH926S-5 骨頭径26mm ﾈｯｸ長-5mm 1 個 / 個 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(関節) 人工股関節 HF-6 ¥83,100 ¥83,100 ¥102,000 ¥102,000 ¥76,900 カワニシ

4340 92 朝日ｲﾝﾃｯｸ ＡＳＡＨＩ　ＰＴＣＡガイドワイヤー AG149001 Extension 165cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ガイドワイヤー 一般用 ¥13,300 ¥13,300 ¥19,100 ¥19,100 ¥11,040 シーメック

4341 99 朝日ｲﾝﾃｯｸ ＡＳＡＨＩ　ＰＴＣＡガイドワイヤー AGH143091 Conquest Pro12 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥22,500 ¥22,500 ¥16,200 シーメック

4342 100 朝日ｲﾝﾃｯｸ ＡＳＡＨＩ　ＰＴＣＡガイドワイヤー AGH143092 Conquest Pro8-20 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥22,500 ¥22,500 ¥16,200 シーメック

4343 108 朝日ｲﾝﾃｯｸ ＡＳＡＨＩ　ＰＴＣＡガイドワイヤー AH10S302S ASAHI RG3 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥22,500 ¥22,500 ¥16,200 シーメック

4344 120 朝日ｲﾝﾃｯｸ ＡＳＡＨＩ　ＰＴＣＡガイドワイヤー AP14R010P  ASAHI SION black 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥22,500 ¥22,500 ¥16,200 シーメック

4345 15942 日本ｽﾄﾗｲｶｰ チタン製ロッキングスクリュー　クロスピン 53-23013S  2.3mmx13mm 1 本 / 本 整形ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(外傷) 固定用内副子(スクリュー) FA-1 ¥5,890 ¥5,890 ¥6,270 ¥6,270 ¥5,350 カワニシ

4346 10090 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ アスリートＷＩＺＡＲＤ７８ PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 14LW78  全長190cm 1 本 / 本 ガイドワイヤー PTCA用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,400 ¥19,400 ¥16,000 カワニシ


