
 

  

《製作事例》 
◆ISO80369-3 （経腸栄養ライン用コネクタ） 

◆ISO80369-6 （神経麻酔用コネクタ） 

第一測範製作所では上記ゲージの他、ISO80369 に対応した

各種ゲージを製作致します。ご相談、ご用命は各営業所まで

ご連絡下さい 

C.1  Female reference CONNECTOR 

経腸コネクタ（オス）検査用 

C.2  Female reference CONNECTOR 

経腸コネクタ（オス）検査用 

C.1  Female reference LOCK CONNECTOR 

神経麻酔コネクタ（オス）検査用 
C.2  Male reference SLIP CONNECTOR 

神経麻酔コネクタ（メス）検査用 

C.3  Female reference CONNECTOR 

神経麻酔コネクタ（オス）検査用 
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・ISO 80369-3（経腸栄養ライン用コネクタ） 

 ゲージ 被検査物 検査項目 

C.1 
Female reference CONNECTOR 

（メス コネクタ） 

male ENTERAL CONNECTOR 

（オス 経腸コネクタ） 

漏れ、緩め操作による取り外し、 

緩め操作に対する分離、応力き裂 

C.2 
Female reference CONNECTOR 

（メス コネクタ） 
male ENTERAL CONNECTOR 

（オス 経腸コネクタ） 
軸荷重に対する分離抵抗、 

乗り上げ抵抗 

C.3 
Male reference CONNECTOR 

（オス コネクタ） 
female ENTERAL CONNECTOR 
（メス 経腸コネクタ） 

漏れ、緩め操作による取り外し、 

緩め操作に対する分離、応力き裂 

C.4 
Male reference CONNECTOR 

（オス コネクタ） 
female ENTERAL CONNECTOR 
（メス 経腸コネクタ 

軸荷重に対する分離抵抗、 

乗り上げ抵抗 

・ISO 80369-6（神経麻酔用コネクタ） 

 ゲージ 被検査物 検査項目 

C.1 Female reference LOCK CONNECTOR 

（メス コネクタ） 

male neuraxial CONNECTOR 

（オス 神経麻酔コネクタ） 

漏れ、緩め操作に対する分離 

応力き裂 

C.2 Male reference SLIP CONNECTOR 
（オス コネクタ） 

female neuraxial CONNECTOR 

（メス 神経麻酔コネクタ） 
漏れ、応力き裂 

C.3 Female reference CONNECTOR 

（メス コネクタ） 

male neuraxial CONNECTOR 

（オス 神経麻酔コネクタ） 
軸応力に対する分離荷重、 

乗り上げ抵抗 

C.4 Male reference LOCK CONNECTOR 

（オス コネクタ） 

female neuraxial CONNECTOR  

（メス 神経麻酔コネクタ） 
漏れ、緩め操作に対する分離、 

応力き裂 

C.5 Male reference  CONNECTOR 

（オス コネクタ） 

female neuraxial CONNECTOR 

（メス 神経麻酔コネクタ） 
軸荷重に対する分離荷重、 

乗り上げ抵抗 

・ISO 80369-7（血管内 又は 皮下用コネクタ） 

 ゲージ 被検査物 検査項目 

C.1 Female reference LUER LOCK CONNECTOR 

（メス コネクタ） 

male LUER CONNECTOR 

（オス ルアーコネクタ） 

漏れ、緩め操作に対する分離、 

応力き裂 

C.2 Male reference LUER SLIP CONNECTOR 
（オス コネクタ） 

female LUER CONNECTOR 
（メス ルアーコネクタ） 

漏れ、軸荷重に関する分離抵抗、 

応力き裂 

C.3 Female reference CONNECTOR 

（メス コネクタ） 
male LUER CONNECTOR 
（オス ルアーコネクタ） 

軸荷重に関する分離抵抗、 

乗り上げ抵抗 

C.4 Male reference LUER LOCK CONNECTOR 

（オス コネクタ） 
female LUER CONNECTOR 

（メス ルアーコネクタ） 

漏れ、緩め操作に対する分離、 

応力き裂 

C.5 Female reference LUER SLIP CONNECTOR 

（メス コネクタ） 

male LUER CONNECTOR  

（オス ルアーコネクタ） 

漏れ、軸荷重に対する分離抵抗、 

応力き裂 

C.6 Male reference CONNECTOR 

（オス コネクタ 
female LUER CONNECTOR 
（メス ルアーコネクタ） 

軸荷重に関する分離抵抗、 

乗り上げ抵抗 

《ISO 80369 詳細》 

URL http://www.issoku.jp    E-mail  info@issoku.jp 
 

・本社営業所   〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野 826 番地 2 

         TEL.0258(84)3916(代) 

・東京営業所   〒110-0015 東京都台東区東上野 2 丁目 13 番地 12 号 M&M ビル 7 階 

          TEL.03(5812)6722(代) 

・名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山 2 丁目 14 番地 1 号 司ビル 3 階 

                TEL.052(331)8521(代) 

・大阪営業所    〒550-0005 大阪市西区西本町 2 丁目 5 番地 28 号 コスモ西本町ビル 4 階 

                TEL.06(6533)3296(代) 

・北陸営業所   〒930-0034 富山県清水元町 1 番 18 号桑島ビル 1 階 

           TEL.076-423-5335 

ご用命は 
issoku 


