
製造会社名〔パナソニック株式会社〕　　　　　　　　　　 記入日：2022年11月16日

製品名 型番
試験結果に関する情報

（学術論文等）

血圧計とカフの

清拭方法・メンテナンス情報
掲載情報に関する連絡先

1 上腕血圧計 EW-BU16

●Abscchlussbericht/Ergebnisse und Daten zur Vlidierungsstudie "Klinische Erprobung des Oberarm-

Blutdruckmessgerates Model EW-BU15" Auswertung:nach EN 1060-4,N3:2004

「上腕血圧計モデルEW-BU15の臨床試験」に関する最終報告書/結果およびデータ　評価：EN 1060-4、N3：2004による

●Abschlussbericht zur ESH-Studie mit randomisierter Auswahl über das Oberarm-Blutdruckmessgerät　EW-BU15

上腕血圧モニタによる無作為抽出によるESH試験の最終報告　EW-BU15

Die Studie erfolgte auf der Basis des „International Protocol for validation of blood pressure measuring devices in adults,

2002“ der „Working Group on Blood Pressure Monitoring of the European Society of Hypertension“.

この試験は「高血圧の欧州高血圧学会の作業部会」の「成人における血圧測定装置の検証のための国際的な議定書、2002

年」に基づいて実施された。

●Im Rahmen der klinischen Prüfung zur Erlangung eines Prüfsiegels der DHL® des Blutdruckmessgeräts PANASONIC

EW-BU15

血圧計EW-BU15のDHL試験承認を得るための臨床試験の報告

Die Messwerte und die Probandengrunddaten wurden auf Protokollbögen übermittelt, die entsprechend dem Prü

fprotokoll der DHL (Anhang II) gestaltet waren.

DHL（Annex II）の試験プロトコルに従って試験された

耐用期間

5年もしくは

10,000回の

どちらか早く

到達した方

パナソニック株式会社

くらしアプライアンス社

ビューティ・パーソナルケア事業部

ヘルシービジネスユニット

2 上腕血圧計 EW-BU36

●Abscchlussbericht/Ergebnisse und Daten zur Vlidierungsstudie "Klinische Erprobung des Oberarm-

Blutdruckmessgerates Model EW-BU15" Auswertung:nach EN 1060-4,N3:2004

「上腕血圧計モデルEW-BU15の臨床試験」に関する最終報告書/結果およびデータ　評価：EN 1060-4、N3：2004による

●Abschlussbericht zur ESH-Studie mit randomisierter Auswahl über das Oberarm-Blutdruckmessgerät　EW-BU15

上腕血圧モニタによる無作為抽出によるESH試験の最終報告　EW-BU15

Die Studie erfolgte auf der Basis des „International Protocol for validation of blood pressure measuring devices in adults,

2002“ der „Working Group on Blood Pressure Monitoring of the European Society of Hypertension“.

この試験は「高血圧の欧州高血圧学会の作業部会」の「成人における血圧測定装置の検証のための国際的な議定書、2002

年」に基づいて実施された。

●Im Rahmen der klinischen Prüfung zur Erlangung eines Prüfsiegels der DHL® des Blutdruckmessgeräts PANASONIC

EW-BU15

血圧計EW-BU15のDHL試験承認を得るための臨床試験の報告

Die Messwerte und die Probandengrunddaten wurden auf Protokollbögen übermittelt, die entsprechend dem Prü

fprotokoll der DHL (Anhang II) gestaltet waren.

DHL（Annex II）の試験プロトコルに従って試験された

耐用期間

5年もしくは

10,000回の

どちらか早く

到達した方

パナソニック株式会社

くらしアプライアンス社

ビューティ・パーソナルケア事業部

ヘルシービジネスユニット
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3 上腕血圧計 EW-BU56

●Abscchlussbericht/Ergebnisse und Daten zur Vlidierungsstudie "Klinische Erprobung des Oberarm-

Blutdruckmessgerates Model EW-BU15" Auswertung:nach EN 1060-4,N3:2004

「上腕血圧計モデルEW-BU15の臨床試験」に関する最終報告書/結果およびデータ　評価：EN 1060-4、N3：2004による

●Abschlussbericht zur ESH-Studie mit randomisierter Auswahl über das Oberarm-Blutdruckmessgerät　EW-BU15

上腕血圧モニタによる無作為抽出によるESH試験の最終報告　EW-BU15

Die Studie erfolgte auf der Basis des „International Protocol for validation of blood pressure measuring devices in adults,

2002“ der „Working Group on Blood Pressure Monitoring of the European Society of Hypertension“.

この試験は「高血圧の欧州高血圧学会の作業部会」の「成人における血圧測定装置の検証のための国際的な議定書、2002

年」に基づいて実施された。

●Im Rahmen der klinischen Prüfung zur Erlangung eines Prüfsiegels der DHL® des Blutdruckmessgeräts PANASONIC

EW-BU15

血圧計EW-BU15のDHL試験承認を得るための臨床試験の報告

Die Messwerte und die Probandengrunddaten wurden auf Protokollbögen übermittelt, die entsprechend dem Prü

fprotokoll der DHL (Anhang II) gestaltet waren.

DHL（Annex II）の試験プロトコルに従って試験された

耐用期間

5年もしくは

10,000回の

どちらか早く

到達した方

パナソニック株式会社

くらしアプライアンス社

ビューティ・パーソナルケア事業部

ヘルシービジネスユニット

4 上腕血圧計 EW-BU17
●技術報告書「JIS T1115_201.106_EW-BU57_17_臨床一致度」による

EN DIN58130:1996、Non-invasive sphygomanometers - Clinical investigation の試験プロトコルに準じて試験された

耐用期間

5年もしくは

10,000回の

どちらか早く

到達した方

パナソニック株式会社

くらしアプライアンス社

ビューティ・パーソナルケア事業部

ヘルシービジネスユニット

5 上腕血圧計 EW-BU57
●技術報告書「JIS T1115_201.106_EW-BU57_17_臨床一致度」による

EN DIN58130:1996、Non-invasive sphygomanometers - Clinical investigation の試験プロトコルに準じて試験された

耐用期間

5年もしくは

10,000回の

どちらか早く

到達した方

パナソニック株式会社

くらしアプライアンス社

ビューティ・パーソナルケア事業部

ヘルシービジネスユニット


