
クイックガイド
用手再処理
リチャードウルフ軟性内視鏡
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湿したディスポーザブルのリン
トフリー布で拭いてください。

20mlシリンジに水道水を満た
しチャンネルを洗浄します。

（4回繰り返します）

圧力計付き加圧器をエアレー
ション用コネクタに接続します
→接続部は乾燥していること。

エアリリース用ネジを閉じ、軟
性内視鏡を空気加圧計で指針
が緑の範囲に来るまで(100- 
200mmHg)空気を入れてくださ
い。→エアリリース用ネジを開け
てエアレーションしてください。

圧力が30秒以内に低下した場
合、軟性内視鏡に漏れがありま
す。→軟性内視鏡を修理のた
めに販売代理店に送付してく
ださい。
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用
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クリーニングの前に分解して
ください。可能であれば、プラ
グ保護キャップをしっかりと閉
めてください。

認可された洗浄液を充填した
20mlシリンジでチャンネルを
洗い流してください。

軟性内視鏡を認可された洗浄
液の中に浸漬してください。チ
ャンネル部分を完全に浸漬し
ます。

シングルユース洗浄ブラシを
使用してチャンネルをブラシ洗
浄します。→ブラシのついてい
ない側からワーキングチャンネ
ルに通します。

クリーニングブラシで軟性内
視鏡のハンドルの表面とルア
コネクタをきれいになるまでブ
ラッシングします。
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濯
ぎ・
乾
燥

軟性内視鏡とスペアパーツを水
道水を使用して濯いでください。

20mlシリンジに水道水を満たし、
ワーキングチャンネルを濯いでく
ださい。（2回）

乾燥した20mlシリンジ、またはフ
ィルタ付きコンプレッサ（最大1.5 
bar）で、全てのワーキングチャン
ネルを乾燥させます。

軟性内視鏡の表面をリントフリー
布または綿棒で乾かします。

スペアパーツの表面をリントフリ
ー布または綿棒で拭き乾燥させま
す。また、フィルタリングされた圧
縮空気（2.5～4bar)を5回ほど
チャンネルに吹き付けて乾燥させ
ます。
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消
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軟性内視鏡を認可された消毒
液の中に浸漬してください。

消毒液でチャンネルを完全に
満たし、気泡がないことを確認
します。→充填にはシリンジを
使用することを推奨します。

冷水を使用して、軟性内視鏡
とスペアパーツの表面を洗い
流します。

冷水で満たされた20mlシリン
ジでチャンネルを洗浄します。

消毒後に滅菌工程を実施しな
い場合の濯ぎ洗い流に関して
は、必ず滅菌水を使用してく
ださい。

本クイックガイドは概要を示したものであり、それぞれの軟性内視鏡の使用に関する具体的な指示に取って代わるものではありません。
それぞれの取扱説明書を遵守してください。
クイックガイドは、取扱説明書の補足としてのみ使用可能です。
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…we recommend:

• RIWO-Box  
　消毒用
　600x400mm, 
   REF 509.81

• RIWO-Box  
　消毒用
　881x200mm, 
   REF 6199.911

• 洗浄用ピストル  
　マウンティング付
   REF 6199.00

• 軟性内視鏡用リークテスター  
　REF 163.903

• エアレーションバルブ  
　REF 163.904

• H2O2 SterisafeⓇ  DURO A3  
　ディスポーザブルフィルタ　  
   (pack = 100 個入り)    
   REF 38203401
• LTSF及び EO用SterisafeⓇ  　　

　　DURO A3 ディスポーザブル
　フィルタ　  
   (pack = 100 個入り)    
   REF 38203501

• SterisafeⓇ 

   セーフティシール　  
   (pack = 100 個入り)    
   REF 382031202

• クリーニングブラシ  
　下記参照
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出てくる空気が乾燥するまで、
全てのチャンネルを乾燥させま
す：
→乾燥20mlシリンジ
→圧縮空気（最大1.5bar）
→滅菌アルコール（70％イソプ
ロパノール、10ml）および乾燥
シリンジ（20ml）

リントフリー布または綿棒で表
面を乾燥させます。

リントフリー布または綿棒で
スペアパーツの表面を乾燥さ
せます。また、フィルタリング
された圧縮空気（2.5～4bar）
を5回ほど吹き付けて、チャン
ネルを乾燥させます。

滅菌アルコール（70％イソプロ
パノール）を浸した滅菌綿棒で
レンズ及びライトポスト表面を
拭きます。
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H2O2またはEOによる滅菌に
は、エアレーションバルブを使
用します。
→全てのコネクタは乾燥して
いる必要があります。

Sterrad100SでH2O2を用いて
滅菌するには、エアレーションバ
ルブとブースターを使用します。
→チャンネル長>500mm、径 
<1,0 mmの軟性内視鏡のみ

LTSFで滅菌するには、LTSF
バルブを使用します。→全ての
コネクタは乾燥している必要
があります。

滅菌前に、光源アダプタやスト
ップコック等のスペアパーツを
取扱説明書に従い組み立てま
す。
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保
管 H2O2、LTSFおよびEOの低温

滅菌手順において、軟性内視
鏡およびアクセサリパーツの
滅菌および輸送中の振動に対
して最適に保管および保護さ
れる、軟性内視鏡用滅菌バス
ケット（REF：85841240）を推
奨します。

H2O2、LTSFおよびEOならびに
滅菌保管および輸送に関する低
温滅菌手順において、特にH2O2

による滅菌手順における軟性内
視鏡の耐久性向上のために、S-
terisafeⓇ DURO A3（H2O2用/
REF：382032000、LTSFおよび
EO用/REF：382032100）を推
奨します。

使い捨てフィルタを使用する
ことにより滅菌包装が不要で
す。蓋とベースの間にパスツー
ルのループの原理があります。

H2O2用のSter isafeⓇ 
DURO A3は、 „COBRA
ビジョン“および“COB-
RAビジョンEF“には対応
していません。

H2O2またはEOによる滅菌に
は、エアレーションバルブを使
用します。

Recommended  
Cleaning Brushes

    径 (mm)       カラー ブラシ長(mm)   全長(mm)
　　　　　　　 適　応

      タイプワーキングおよび
レーザーチャンネル     軟性内視鏡

ディスポーザブルクリーニングブラシ 
 (pack = 10 pcs.) 2 Yellow 15 1200 ø 1,0 - 1,5 mm

7223.xxx
7325.xxx
7326.xxx

7330.xxx
7331.xxx

7990001

3 Green 20 1200 ø 2,0 - 2,5 mm

7265.xxx
7268.xxx
7269.xxx
7270.xxx

7305.xxx
7308.xxx
7309.xxx
7310.xxx

7990002

0,85 Blue 10 1200 ø 0,8 mm 7356xxx 7990003

ディスポーザブルクリーニングブラシ 
 (pack = 100 pcs.) 5 White 20 1800 ø 2,5 - 3,5 mm

7260xxx
7315xxx

7990004

リユーザブルクリーニングブラシ
- Black 42 - - - 86.90

www.richard-wolf.com


