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医療用ガーゼの製造加工方法
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［公開編］平成５年～平成１３年（９年間） ８０点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，７００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１９，７００－

（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,9154 公開特許 化粧綿・脱脂綿とその製法 平.9-12 64点 ￥19,800
No,8275 〃 〃 平.4-8 68点 ￥19,700
No,7449 〃 〃 昭.57-平.3 108点 ￥27,700
No,8052 〃 綿棒とその製造方法 平.4-7 74点 ￥19,700
No,7413(A) 〃 〃 昭.61-平.3 91点 ￥21,300

No,8737 〃 手術用ドレープとその製造方法 平.1-10 57点 ￥24,800
No,9084 〃 使い捨て手術着とその素材 平.5-12 81点 ￥34,500
No,8361(A) 〃 使い捨てマスクとその製造方法 平.7-9 72点 ￥22,000
No,7826(A) 〃 〃 平.1-6 96点 ￥26,600

No,8361(B) 〃 花粉症用マスクとその製造方法 平.7-9 61点 ￥18,000
No,7826(B) 〃 〃 平.1-6 64点 ￥18,400
No,8364 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.6-9 51点 ￥19,700
No,7643 〃 〃 昭.61-平.5 54点 ￥19,700
No,8368 〃 汗取りパットとその製造方法 平.7-9 59点 ￥19,700

No,7828 〃 〃 平.2-6 74点 ￥19,800
No,8736 〃 男性用尿吸収体とその製法 平.6-10 66点 ￥28,400
No,8903 〃 美容シートとその製造方法 平.5-11 111点 ￥37,700
No,9283 〃 〃 平.12-13 97点 ￥24,200
No,9296 〃 化粧用脂取り紙の製造方法 平.11-13 75点 ￥18,700

No,9153 〃 綿棒とその製造方法 平.8-12 78点 ￥24,700
No,9321 〃 母乳洩れ吸収パットの製法 平.10-13 72点 ￥18,500

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・全文公報版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



31 粘着テープ付医療用ガーゼ 斉藤　亨

1 放射線滅菌ガーゼの製造方法 株式会社ミドリ十字 32 経編地 株式会社クラレ

2 吸収性・透湿性閉鎖包帯 チコピー 33 注射用消毒綿 ヒデキ　イマムラ

3 医療用シート 井上　直行 34 医療材料 菊谷　壽夫

4 医療用被覆保護材 西川ゴム工業株式会社 35 吸収物品用表面材料
モルンリケ　アクチーボ
ラグ

36 ファイバー
イー　アール　スクイブ
アンド　サンズ　．．．

5 水解性清浄用ガ－ゼ 株式会社カナエ

6 脱臭性包帯 クラレケミカル株式会社 37 褥瘡治療用ガーゼ
ハクゾウメディカル株式
会社

7 医療用癒着防止シート
クリエートメディック株
式会社 38 帽子型滅菌ガーゼ 青木　盛

8 薬用ガーゼ 竹内　眞紀子

9 創傷用保護被覆材 宇津木　龍一 39
用具一式を収容するための小形の使
い捨て包装容器

ミシェル、ギャルソネ

40
ガーゼと脱脂綿の一体化結合材およ
びその製造方法

梯　恒三

10 圧迫ガーゼ
クヴィンタ　ゲゼルシャ
フト　フィール　．．． 41 指先傷絆キャップ 朝倉　秀子

11
抗生物質包括水溶性アルギン繊維お
よびその製造方法

工業技術院長 42
ロール状綿のカットによる綿塊及び
その製造方法

梯　恒三

12 薄シートの折り畳み装置 共栄化工株式会社 43 創傷面保護可溶性止血材 ミック株式会社

13 ヒドロゲルガーゼ
エヌディーエム・アク
ウィジション．．． 44

熱水可溶性タオル、スポンジ、及び
ガーゼ

アイソライザー・カンパ
ニー．．．

14 治療装置 クリンテック株式会社

45 治療用当て布 土田　裕三

15 吸収パッド付き伸縮包帯 東レ・デュポン株式会社 46 患部当接体 土田　裕三

16 色付き包帯 宇土　康一

17 ガーゼ及びほう帯 梅田リボン株式会社 47 ヨウ素含有高吸水性繊維 富士薬品工業株式会社

48 可溶性止血セルロース繊維 ミック株式会社

18 吸液用袋状ガーゼ 富山化学工業株式会社 49 医療用パッド 株式会社千代田テクノル

19 外傷用プレス・ガーゼ 川江　伸治 50 創傷被覆材及びその製造方法 コーテック株式会社

20 創傷手当用物品
エヌディーエム・アク
ウィジション．．． 51 手術用ガーゼ ユニチカ株式会社

21 肌当て用品 上谷　昇一

22 止血綿 山口　勇 52
山野草総合草水を含浸させたガーゼ
及び包帯

結城　利男

23 外部固定用手当用物品
エヌディーエム・アク
ウィジション．．． 53 携帯用止血帯 堀　朱美

24 無菌創傷用パッキング
エヌディーエム・アク
ウィジション．．． 54 鼻栓 中山　隆壽

25
毛ば立ち防止のため周囲および表面
の一部をプレスした脱脂綿

山際　みどり 55 多層圧迫包帯
エシコン・インコーポレ
イテッド

26 術後用の体外排液吸収パッド トーヨー衛材株式会社 56 傷面用シート 力久　忠昭

27 消毒液含浸物保管器具 株式会社ニッショー 57 柄付きガーゼ 旭化成工業株式会社

28 素早く出来る包帯 紅野　静代 58 不織布複合低密度織物 旭化成工業株式会社

59 傷面保護材 力久　千寿

29 傷口保護パッド 金子　サク子 60 傷口の保護帯 かじ川　嘉一郎

61 傷面保護材 力久　千寿

30
高吸水性樹脂の膨潤を利用して圧迫
止血をおこなう救急ばん　そうこう

円谷　和人 以下１９点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

登　録　実　用　新　案　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

登　録　実　用　新　案　　　平成１０年

実　用　新　案　公　開　　　平成７年

登　録　実　用　新　案　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

登　録　実　用　新　案　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

医療用ガーゼの製造加工方法　　　No.9341

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　８０点

CD-ROM版　　　￥19,700    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥19,700

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥29,000　）


