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1 検体検査用器具及び拭取検査用器具 キッコーマン株式会社 42 絵画用色着き綿棒 並木　豊

2
ピアスの穴の汚れを除去するピアス式
洗浄棒

中山　恵一 43
発光機能付き耳衛生具並びに着脱式
発光綿棒

柚木　信男

3
消毒用材の保管方法と滅菌包装容器
及び滅菌包装袋

大崎衛生材料株式会社 44 綿棒 サンリツ株式会社

4 ピアス装着孔の清掃用具 大三株式会社 45 耳掃除具 株式会社カワデン

5 簡易検査用具
株式会社日研生物医学研
究所

46 耳掃除具 株式会社カワデン

6 消毒用材 大崎衛生材料株式会社 47 パーマネント綿棒 柚木　信男

7 微生物の鑑別方法 株式会社ヤトロン 48 着脱式綿棒 柚木　信男

8 口腔清浄具 大三株式会社 49
紙軸および攪拌用スティック並びにス
プーン

株式会社山洋

9 口腔内清拭用の綿棒 中村　剛士 50 耳鏡、耳清掃具及び耳清掃具セット 納谷　裕

10 精密清掃具 株式会社山洋 51 発光機能付き耳衛生具 柚木　信男

11 耳掻き付きＣＣＤカメラ 北澤　昌幸 52
アプリケーター付きの１回分患者投与
薬剤ディスペンサー

セントリックス、インコーポ
レーテッド

12 鼻孔用洗浄加湿具 株式会社健研 53 耳掻き付き爪楊枝 山口　由嘉里

13 ピアス装着孔の清掃用具 大三株式会社 54 円柱状衛生材料 旭化成株式会社

14 細菌の鑑別方法 株式会社ヤトロン 55 綿棒 サンリツ株式会社

15 ピアス孔の清浄具並びに清浄具セット 中西　きよ子 56 衛生材料容器 白十字株式会社

16 化粧棒 株式会社ドムス設計事務所 57 天然繊維の未脱脂漂白方法 丸三産業株式会社

17 医療用ブリスタパック 小津産業株式会社 58 消毒材料包装体 藤森工業株式会社

18 液状薬剤分注容器 テルモ株式会社 59
繊維集塊体、これを用いた耳掃除具お
よび化粧料塗布具

株式会社山洋

19 医療または衛生用品 味の素株式会社 60 衛生材料容器 白十字株式会社

20 粘着綿棒 株式会社山洋 61 塗布棒包装体 リバテープ製薬株式会社

21 ウエット綿棒 平和メディク株式会社 62 液剤と薬剤の薬剤反応用具セット 中村　憲司

22 液付き綿棒 平和メディク株式会社 63 綿棒 有限会社佐藤化成工業所

23 使い捨て耳水取り具 長谷川　幸伸 64 綿棒 サンリツ株式会社

24 粘着剤とねじれを利用した綿棒 加塩　広行 65 鼻孔用洗浄綿棒 鈴木油脂工業株式会社

25 細管清拭用綿棒 日本綿棒株式会社 66 導電性の軸体および綿棒 株式会社山洋

26 使い捨て歯科アプリケーター
セントリックス、インコーポ
レーテッド

67
拭き取り検査キットおよびこれを用いた
拭き取り検査方法

株式会社エルメックス

27 押し出し式化粧用綿棒 鈴木　美穂 68
液体貯蔵カートリッジを持つ皮膚アプリ
ケータ

ミシェル・エメリ

28 耳孔掃除具 合田　幸生 69 鼻の下に貼る保湿物 周　卓人

29 綿棒 株式会社山洋 70 綿棒 株式会社中村

30 綿棒 サンリツ株式会社 71 割り箸等の包装装置 株式会社ブリーズ

31 綿棒
イリノイ　トゥール　ワークス
インコーポレイティド

72 細長い管の清掃具 高宮　むつみ

32 拭浄具 有限会社ソフトウェーブ 73 注射器接続ポート フカイ工業株式会社

33 清掃用軸棒 サンリツ株式会社 74 消毒薬用キット 藤森工業株式会社

34 綿棒および耳掻き 株式会社山洋 75 紙撚を芯に使用した綿棒 灘　保

35
死体に挿置しやすい着脱綿棒（肛門・
耳・鼻・口・腟）

押尾　ミチヨ 76 細部衛生用品 高橋　新一

36 収納袋付き綿棒 三和田　正美 77 塗布具および塗布方法 株式会社山洋

37 液体含浸綿棒 平和メディク株式会社 78
爪および耳掻き用着脱式掃除用具な
らびにファイバー光の照射

石田　尚彦

38
特に耳清掃用の、ハンドグリツプ付き
液体吸収装置

ベグン，ヤコブ 79 フラップ付き連結綿棒 高橋　朋代

39
接着材料のためのアプリケータ及び容
器を有するパッケージ組立体

クロージャー　メディカル
コーポレイション

80 綿棒 株式会社山洋

40 皮膚の健康に良いウェットワイプ
キンバリー　クラーク　ワー
ルドワイド　インコーポレイ
テッド

81 口腔または歯科衛生用器具 日本ソリッド株式会社

41
透明な筒状カバーを持つ綿棒様試験
体

橘　哲男 82 綿棒 サンリツ株式会社
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