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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
反応器システムであって、
　区画の境界を定める可撓性バッグを備える容器と、
　該容器の開口と密封協力する回転アセンブリであって、該回転アセンブリが、該容器に
搭載されるケーシングと、該ケーシングに回転可能に搭載されるハブとを備え、該ハブが
、それを通って延びる通路を有する、回転アセンブリと、
　該ハブの該通路の中に取り外し可能に受け取られ、該容器の該区画の中に延びる駆動軸
であって、該駆動軸が、該ハブに係合し、その結果、該駆動軸の回転が、該ケーシングに
対する該ハブの回転を容易にする、駆動軸と、
　該回転可能ハブに結合されたインペラであって、該インペラが該容器の中に配置されて
おり、そして、該駆動軸の遠位端と結合するように構成されている、インペラと
　を備える、反応器システム。
【請求項２】
前期回転アセンブリが、更に、前記ケーシングと前記回転可能ハブとの間に配置された軸
受アセンブリを備える、請求項１に記載の反応器システム。
【請求項３】
前記回転アセンブリが、更に、前記回転可能ハブと前記ケーシングとの間で該回転可能ハ
ブの周辺に配置された密封配列を備える、請求項２に記載の反応器システム。
【請求項４】
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前記軸受アセンブリが複数のレース軸受を備え、前記密封配列が、前記回転可能ハブに結
合された回転円板、前記ケーシングに結合されたケーシングライナ、及び、該回転円板と
該ケーシングライナとの間に配置された運動用シールを備える、請求項３に記載の反応器
システム。
【請求項５】
前記運動用シールが、共面配列で配置された２つ以上のシールサブユニットを備える、請
求項４に記載の反応器システム。
【請求項６】
前記軸受アセンブリがジャーナル軸受を備え、前記密封配列が、前記回転可能ハブに結合
されたケーシングライナ、及び前記ケーシングと該ケーシングライナとの間に配置された
運動用シールを備える、請求項３に記載の反応器システム。
【請求項７】
前記運動用シールが、共面配列で配置された２つ以上のシールサブユニットを備える、請
求項６に記載の反応器システム。
【請求項８】
前記インペラが、前記駆動軸と結合するように構成されたスプラインを備える、請求項１
に記載の反応器システム。
【請求項９】
前記回転可能ハブが可撓管を介して前記インペラに結合され、前記駆動軸が、該可撓管の
中に配置され、そして、該インペラに結合されている、請求項１に記載の反応器システム
。
【請求項１０】
バイオリアクタシステムであって、
　駆動モータに結合されたフレーム支えと、
　ハウジングの中に配置され可撓性バックであって、該可撓性バックの中に細胞培養及び
培地を導入されるための１つ又は複数のポートを備える、可撓性バッグと、
　該フレーム支えに結合されて該可撓性バッグの開口と密封協力する回転アセンブリであ
って、該回転アセンブリが、該可撓性バッグに固定されたケーシングと、該ケーシングに
回転可能に固定された管状ハブとを備える、回転アセンブリと、
　該可撓性バッグの中に配置された細長い管状コネクタであって、該管状コネクタは、第
１の端部および反対の第２の端部を有し、該管状コネクタの該第１の端部は、該ハブに固
定されている、管状コネクタと、
　該可撓性バッグの中に配置され、そして、該管状コネクタに結合されたインペラであっ
て、該インペラが、該細胞培養及び培地を攪拌するように構成されている、インペラと、
　駆動軸であって、該駆動モータに取り外し可能に結合され、そして、該ハブと該インペ
ラとに取り外し可能に係合し、その結果、該駆動軸の回転が、該ハブおよび該インペラの
回転を容易にする、駆動軸と
　を備えるバイオリアクタシステム。
【請求項１１】
更に、プローブアセンブリを備え、該プローブアセンブリが、
　前記可撓性バッグに結合されたポートと、
　該ポートに結合されたコネクタと、
　該コネクタに結合されたスリーブと、
　該スリーブに結合された連結器と、
　該連結器に結合され、該スリーブ、該コネクタ、及び、該ポートを介して部分的に前記
可撓性バッグの中へ挿入されるように構成されたプローブと
　を備える、請求項１０に記載のバイオリアクタシステム。
【請求項１２】
反応器システムを準備する方法であって、
　回転アセンブリのケーシングをフレームブラケットへ結合することであって、該回転ア
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センブリが、容器に固定された該ケーシングと、該ケーシングに回転可能に固定された管
状ハブとを備え、該容器が、可撓性バッグを備える、ことと、
　該容器をフレームハウジングの中へ少なくとも部分的に置くことと、
　該回転アセンブリの該ハブを介して駆動軸を挿入することと、
　該駆動軸の遠位端をインペラへ結合することであって、該インペラが該容器の中に配置
されており、そして、該ハブに結合されている、ことと、
　ポートを介して反応成分を該容器の中へ導入することと、
　該駆動軸を回転させ、その結果、該ハブおよび該インペラを回転させることであって、
該インペラが、該反応器の中の反応成分を混合する、ことと
　を含む、方法。
【請求項１３】
反応器システムであって、
　区画の境界を定める可撓性バッグを備える容器と、
　該容器の開口と密封協力する回転アセンブリであって、該回転アセンブリが、該容器に
搭載されるケーシングと、該ケーシングに回転可能に搭載されるハブとを備え、該ハブが
、それを通って延びる通路を有する、回転アセンブリと、
　該可撓性バッグの該区画の中に配置された細長い管状コネクタであって、該管状コネク
タは、第１の端部および反対の第２の端部を有し、該管状コネクタの該第１の端部は、該
ハブに固定されている、管状コネクタと、
　該可撓性バッグの該区画の中に配置され、そして、該管状コネクタの該第２の端部に固
定されたインペラと、
　該ハブおよび該管状コネクタの中に取り外し可能に受け取られる駆動軸であって、該駆
動軸が、該ハブに係合し、その結果、該駆動軸の回転が、該ケーシングに対する該ハブの
回転を容易にする、駆動軸と
　を備える、反応器システム。
【請求項１４】
　前記駆動軸が、前記インペラに係合し、その結果、該駆動軸の回転が、該インペラ、前
記ハブ、および前記コネクタの回転を容易にする、請求項１３に記載の反応器システム。
【請求項１５】
　前記駆動軸が、直線状である、請求項１３に記載の反応器システム。
【請求項１６】
　前記管状コネクタが、可撓管を備える、請求項１３に記載の反応器システム。
【請求項１７】
　前記インペラが、そこから半径方向外向きに突出している複数のインペラブレードを有
するインペラボディーを備える、請求項１０に記載の反応器システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願に対する相互参照）
　本出願は、２００４年４月２７日に出願された米国仮特許出願番号６０／５６５，９０
８（代理人整理番号２０６９５Ｃ－００６８００ＵＳ）について３５　ＵＳＣ　１１９（
ｅ）に基づく利益を主張する。この開示全体は、本明細書中において、全ての目的のため
に参考として援用される。
【０００２】
　本発明は、攪拌タンク反応器システムおよびこのようなシステムを調製するための方法
に関する。本発明は、さらに、使い捨てバイオリアクタとしての攪拌タンク反応器システ
ムの使用および使い捨て要素を伴うキットでの使用を包含する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
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　発酵槽またはバイオリアクタは、発酵、酵素反応、細胞培養、生物学的製品、化学製品
、生物薬剤、組織工学、微生物、植物代謝物、食品生産などのために使用される容器であ
る。バイオリアクタは、ベンチトップ発酵槽から種々のサイズの独立型ユニットまで種々
のサイズである。バイオリアクタにおける無菌生産のための厳しい無菌要件は、通常、所
望の製品容量を達成するために精巧なシステムを必要とし得る。結果として、無菌バイオ
リアクタにおける製品の製造は、費用がかかり得、改善されたシステムを追求する動機を
提供している。
【０００４】
　従来のバイオリアクタは、単一のタイプの中空繊維を介して栄養媒体をまいている。こ
のようなバイオリアクタの種々の不利益としては、不均質な細胞量、代表的な細胞増殖サ
ンプルの獲得の困難性、非効率な酸素付加および酸素レベルを制御できないことに起因す
る乏しい性能、ならびに細胞培養物の混入の問題が挙げられ得る。さらに、ｐＨのような
微細環境因子は、効率的に制御され得ず、細胞の混合培養または共存培養は、不可能であ
る。このような先行技術のバイオリアクタに対する改善は、中空繊維反応器である。この
反応器は、栄養溶液がポンプで送られる多孔性中空繊維の中心ストランドが中を通って延
びている反応容器を含む。この中空繊維の中心ストランドは、複数の中空繊維のストラン
ドによって同心的に取り囲まれ、これらのストランドを通って気体媒体が運ばれる。これ
らのストランドの中空繊維はまた、気体媒体（例えば、酸素または二酸化炭素）が、少な
くとも部分的に、これらのストランドから出ることができるかまたはこれらのストランド
内に入ることができるような様式で、構成される。このタイプのバイオリアクタは、従来
技術のデバイスと比較して、幾分向上した栄養媒体酸素付加を達成する。しかし、細胞培
養の時折の汚染およびｐＨレベルを効率的に制御できないことは、一貫して問題のままで
ある。
【０００５】
　無菌バイオリアクタにおいて細胞、生物薬剤、生物製品などを製造する費用は、必要と
される洗浄、滅菌および標準的なバイオリアクタ（すなわち、ステンレス鋼またはガラス
反応器）の検証によって悪化する。最終使用者によって洗浄も、滅菌も、検証もされる必
要がない予め滅菌された使い捨てバイオリアクタシステムの開発に伴うこの問題を解決す
る試みがなされている。このような使い捨てバイオリアクタシステムの使用は、有意な救
いを提供し得る。さらに、プラスチックは、軽量で移動が容易であり、ステンレス鋼また
はガラス反応器よりも小さい空間を必要とする。バイオリアクタにおける使い捨て要素の
使用の例は、支持ハウジングを備える反応器チャンバを記載する。支持ハウジングの内部
チャンバは、使い捨てライナーで裏打ちされ、このライナーに取り付けられたヘッドプレ
ートでシールされて、シール化チャンバを形成する。ライナーが頂部において開いている
ので、ヘッドプレートの汚染を妨げるために垂直方向に配向したバイオリアクタで使用さ
れなければならない。このシステムが使い捨てライナーを提供するものの、ヘッドプレー
トおよび内部チャンバは、洗浄および滅菌をなお必要とする。
【０００６】
　別の解決法として、洗浄も滅菌も必要ではなく、最小の検証努力のみを必要とする可撓
性の使い捨てプラスチック容器が開発されている。例えば、水平方向で回転する可撓性使
い捨て気体透過性細胞培養チャンバを記載する。細胞培養チャンバは、一緒に融合された
プラスチックの２枚のシートから作製される。さらに、培養チャンバは、ガス透過性材料
から作製され、膜表面の上の空気の流れを遮断することなく、可撓性培養チャンバを支持
する水平方向回転ディスクドライブに載せられる。チャンバは、インキュベーター内に配
置され、酸素移動が、バッグの透過性係数に従って、インキュベーター中のガス圧を制御
することによって制御される。バッグの回転は、バッグの内容物の混合を助ける。しかし
、細胞培養チャンバは、制御ガス環境内で使用することに制限される。特に、細胞培養チ
ャンバは、支持装置を有さず、従って、小さな容量に制限される。さらに、このチャンバ
は、入口および出口を提供せず、媒体が、回転の間、チャンバ内へおよびチャンバから一
定してポンプ送りされる。
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【０００７】
　いくつかの会社が、洗浄も滅菌も必要としない予め滅菌された使い捨てバイオリアクタ
を開発している。このような反応器は、バッグを形成するために可撓性のガス透過性材料
のシートから作製される。バッグは、部分的に媒体で満たされ、次いで、バッグのヘッド
スペースを連続的に通る空気で膨らまされる。媒体は、空気－液体界面を増加させるため
に、バッグを揺らすことによって混合され、空気にさらされる。しかし、バッグを支持す
る固体ハウジングが無いので、バッグは、じゃまになり、サイズが大きくなると操作が困
難になる。さらに、揺れているバッグ内の波の作用が、損傷させる荒い力を生じる。特定
の細胞培養物（特に、ヒト細胞培養物）は、より穏やかな条件下でより良く成長する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、操作が容易であり、操作するための訓練がほとんど必要なく、なお首尾良い細
胞および組織の培養に必要とされる必要なガスの移動および栄養の混合を提供する、可撓
性の予め滅菌された使い捨てのバイオリアクタを開発することが当該分野において永続し
て必要である。このような使い捨てバイオリアクタは、化学物質、生物薬剤、生物学的物
質、細胞、微生物、植物代謝物、食物などの製造についても等しく有用である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（発明の簡単な要旨）
　第１の局面において、本発明は、取り付けられる軸受、軸およびインペラアセンブリを
備える可撓性プラスチックバッグのような使い捨て要素を有する攪拌タンク反応器システ
ムを提供する。本発明は、さらに、使い捨てバイオリアクタとして、および使い捨て要素
を備えるキットにおいて、この新規な攪拌タンク反応器システムを使用することに関する
。本発明の利点は多数ある。特に、攪拌タンク反応器システムは、予め滅菌され得、培養
システムまたは製造システムにおいてバッチからバッチへまたは生成物から生成物へと変
えるためのスチームインプレス（ＳＩＰ）環境またはクリーンインプレス（ＣＩＰ）環境
を必要としない。このように、このシステムは、バッチ間の汚染が無いことを確実にする
ことによって管理された制御の必要性をより少なくし、従って、かなりの費用における利
点を伴って、使用前に最小の調製でまたは調製無しで操作され得る。さらに、このシステ
ムは、他の使い捨て反応器システムとは異なる、真の（ｔｒｕｅ）攪拌タンク反応器シス
テムである。これは、本発明が、従来の非使い捨て反応器システムと類似の種々のサイズ
のスケールにされ得る流体力学的環境を提供するさらなる利点を提供する。このシステム
が洗浄も滅菌も必要としないので、可撓性の使いやすい真の攪拌タンク反応器環境を、細
胞培養プロセスまたは製造プロセスの間の交差汚染の無いことと組み合わせる。
【００１０】
　本発明の１つの局面は、攪拌タンク反応器システムを提供し、これは、少なくとも１つ
の開口部を備える可撓性バッグであって、該バッグが、流体媒体のための滅菌容器として
機能する、可撓性バッグ；該バッグ内に配置される軸；該軸に取り付け可能なインペラで
あって、該インペラが、該流体媒体を攪拌して流体力学的環境を提供するために使用され
る、インペラ；および該軸および該バッグの開口部に取り付けられる軸受を備える。この
バッグは、軸および軸受に少なくとも１つのシールまたはＯリングを介して付けられて、
その結果、該バッグの内側が滅菌のままである。シールまたはＯリングは、バッグに付け
られ得る。このシステムは、使い捨てで予め滅菌され得る。バッグは、ｐＨセンサーおよ
び溶存酸素センサーをさらに備え得、センサーが、バッグ内に組み込まれている。さらに
、このシステムは、バッグにシールされた少なくとも１つの内部ポーチを備え、プローブ
（すなわち、温度プローブ、ｐＨプローブ、溶存気体センサー、酸素センサー、二酸化炭
素（ＣＯ２）センサー、細胞量センサー、栄養センサー、浸透圧計など）が反応器内に挿
入され得るように、ポーチが、バッグの外側に対して開口し得る１つの端部を備える。こ
のシステムは、バッグ内に少なくとも１つのポートを備え、ポートが、デバイス（チュー
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ブ、フィルター、サンプラー、プローブまたは接続デバイス）をポートに接続することを
可能にするものである。ポートは、サンプルリング、バッグ内へおよびバッグからのガス
の流れ；バッグ内へおよびバッグからの流体または媒体の流れ；接種；滴定、ケモスタッ
ト試薬の添加；スパージングなどを可能にする。
【００１１】
　本発明の別の局面は、攪拌タンク反応器システムを提供し、これは、少なくとも１つの
開口部を備える可撓性バッグであって、該バッグが、流動性媒体のための無菌容器として
機能する、バッグ；バッグ内に配置された軸；軸に取り付け可能なインペラであって、こ
こで、該インペラが、該流動性媒体を攪拌して、流体力学的環境を提供するために使用さ
れる、インペラ；軸およびバッグの開口部に取り付けられる軸受を備える。このシステム
は、さらに、バッグの外側にハウジング（例えば、反応器ハウジング）を備え、ハウジン
グが、軸受およびモーターを保持する少なくとも１つの支持体を備え、バッグが、ハウジ
ング内に含まれている。このハウジングは、バッグが、バッフルの周囲で折りたたまるよ
うに複数のバッフルを備え得る。必要に応じて、このシステムは、バッグとハウジングと
の間に配置され得る、加熱器（例えば、加熱パッド、蒸気ジャケット、および循環流体加
熱器、または循環水加熱器など）を備える。あるいは、この加熱器は、ハウジング内に組
み込まれ得る（例えば、組み込まれた加熱システムを備える永久型反応器ハウジング）。
【００１２】
　本発明の別の局面において、攪拌タンク反応器システムは、ｐＨセンサーおよび溶存酸
素センサー後の流れを備える製品ループを有する永久型ハウジングを備え、センサーがハ
ウジング内に組み込まれている。この永久型ハウジングとしては、金属バレル、プラスチ
ックバレル、木質バレル、ガラスバレルなどが挙げられるが、これらに限定されない。
【００１３】
　本発明はまた、攪拌タンク反応器システムを調製するための方法を企図し、この方法は
、少なくとも１つの開口部を備える可撓性バッグを提供する工程であって、バッグが、流
動性媒体のための無菌容器として機能する、工程；軸をバッグ内に挿入する工程であって
、軸が、軸に取り付け可能なインペラを備え、ここで、インペラが、流動性媒体を攪拌し
て、流体力学的環境を提供するために使用される、工程；軸受を軸およびバッグの開口部
に取り付ける工程；ならびにバッグの内側が無菌のままであるように、バッグを軸および
軸受に対してシールする工程、を包含する。この方法によって調整される攪拌タンク反応
器システムは、バッグ、軸、インペラおよび軸受を含むがこれらに限定されない少なくと
も１つの使い捨て要素を含む。
【００１４】
　本発明は、攪拌タンク反応器システム、および使用のための説明書、を備える、キット
をさらに包含する。キットは、使い捨て攪拌タンク反応器システムを備える。キットはま
た、バッグ、軸、インペラ、または軸受のような少なくとも１つの使い捨て要素を備える
攪拌タンク反応器システムを備え得る。バッグは、バッグの内側が無菌のままであるよう
に、少なくとも１つのシールまたはＯリングによって軸および軸受に付けられ得る。さら
に、バッグは、ｐＨセンサーおよび溶存酸素センサーをさらに備え、センサーがバッグ内
に組み込まれている。キットはまた、バッグに対してシールされた少なくとも１つの内部
ポーチを備え得、ここで、プローブが反応器内に挿入され得るように、ポーチが、バッグ
の外側に対して開き得る１つの端部を備える。さらに、このシステムは、バッグ内に少な
くとも１つのポートを備え、このポートが、デバイスをポートに接続することを可能にす
るものであり、ここで、デバイスが、チューブ、フィルター、サンプラーなどを含むがこ
れらに限定されない。
【００１５】
　本発明の別の局面は、攪拌タンク反応器システムにおいて使用するためのバッグを提供
する。このバッグは、使い捨て可撓性プラスチックバッグであり得る。このバッグはまた
、シール、Ｏリング、ポート、ポーチ、チューブ、フィルター、サンプラー、プローブ、
センサー、接続デバイスなどを含むがこれらに限定されない少なくとも１つの使い捨て要
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素を備え得る。
【００１６】
　１つの態様において、本発明は、容器及び回転アセンブリを含む反応器システムを提供
する。回転アセンブリは、容器の開口と密封協力することができる。回転アセンブリは、
駆動軸を受け取って解放可能に結合するように構成された回転可能ハブを含むことができ
、駆動軸が回転可能ハブと動作的に結合されるとき、駆動軸の回転は回転可能ハブの対応
する回転を促進する。関連した態様において、システムは、更に、回転可能ハブに結合さ
れたインペラを含み、インペラは容器の中に配置されて、駆動軸の遠位端と結合するよう
に構成される。他の態様において、回転アセンブリはケーシングを含むことができ、それ
によって回転アセンブリは、ケーシングを介して容器の開口と密封協力する。同様に、シ
ステムは駆動軸を含むことができ、回転可能ハブ及び駆動軸はケーシングに対して回転す
るように配置される。更に関連した態様において、回転アセンブリは、ケーシングと回転
可能ハブとの間に配置された軸受アセンブリを含むことができる。回転アセンブリは、更
に、回転可能ハブとケーシングとの間で、回転可能ハブの周辺に配置された密封配列を含
んでよい。これに関連して、軸受アセンブリは、複数のレース軸受を含むことができ、密
封配列は、回転可能ハブに結合された回転円板、ケーシングに結合されたケーシングライ
ナ、及び回転円板とケーシングライナとの間に配置された運動用シールを含むことができ
る。他の態様において、シールは、共面配列として配置された２つ以上のシールサブユニ
ットを含むことができる。これに関連して、軸受アセンブリはジャーナル軸受を含むこと
ができ、密封配列は、回転可能ハブに結合されたケーシングライナ、及びケーシングとケ
ーシングライナとの間に配置された運動用シールを含むことができる。類似の態様におい
て、インペラは駆動軸と結合するように構成されたスプラインを含むことができる。多く
の場合、容器は可撓性バッグを含むことができる。他の態様において、回転可能ハブは可
撓管を介してインペラへ結合可能である。
【００１７】
　１つの態様において、本発明は、容器及びスパージャアセンブリを含む反応器システム
を提供する。スパージャアセンブリは容器の中に配置可能であり、通気性材料の可撓性シ
ート及びスパージャ導管を含むことができる。関連した態様において、通気性材料のシー
トは、蒸気通気性及び耐水材料を含むことができる。幾つかの態様において、通気性材料
のシートは、高密度ポリエチレンファイバを含むことができる。関連した態様において、
スパージャアセンブリは、容器のポートと流体連通することができる。同様に、反応器シ
ステムは、容器の開口と密封協力する回転アセンブリ、及び容器の中に配置されて回転ア
センブリに結合されたインペラを含んでよい。スパージャボディーは容器の内面へ固定さ
れてよく、幾つかの場合、スパージャアセンブリのスパージャボディーは、ほぼ球形であ
ってよい。
【００１８】
　他の態様において、本発明は、駆動モータに結合されたフレーム支え、及びフレーム支
えのハウジングの中に配置された可撓性バッグを含むバイオリアクタシステムを提供する
。可撓性バッグは、細胞培養及び培地を可撓性バッグの中へ導入するための１つ又は複数
のポート、フレーム支えのブラケットに結合されて可撓性バッグの開口と密封協力する回
転アセンブリを含むことができる。回転アセンブリは、駆動モータの駆動軸を格納して結
合するように構成されたハブを含むことができる。システムは、更に、細胞培養及び培地
を攪拌するためハブに結合されたインペラを含むことができる。インペラは、可撓性バッ
グの中に配置可能であり、駆動軸と結合するように構成可能である。１つの態様において
、バイオリアクタシステムはプローブアセンブリを含むことができる。プローブアセンブ
リは、可撓性バッグに結合されたポート、ポートに結合されたＰａｌｌコネクタ、Ｐａｌ
ｌコネクタに結合されたスリーブ、スリーブに結合された連結器を含むことができる。プ
ローブは、連結器に結合されてスリーブ、Ｐａｌｌコネクタ、及びポートを介して可撓性
バッグの中へ部分的に挿入されるように構成される。
【００１９】
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　１つの態様において、本発明は、反応器システムを製造する方法を提供する。方法は、
容器を回転アセンブリへ結合することを含むことができる。回転アセンブリは、容器の開
口と密封協力することができる。回転アセンブリは、駆動軸を格納して結合するように構
成されたハブを含むことができる。方法は、更に、インペラをハブに結合することを含ん
でよい。その場合、インペラは、容器の中に配置される。方法は、更に、反応器システム
を滅菌することを含んでよい。関連した態様において、滅菌ステップは、ガンマ放射線で
システムを処理することを含んでよい。
【００２０】
　他の態様において、本発明は、反応器システムを準備する方法を提供する。方法は、反
応器システムの回転アセンブリのケーシングをフレームブラケットへ結合することを含ん
でよい。方法は、更に、反応器システムの容器をフレームハウジングの中に少なくとも部
分的に置き、駆動軸を回転アセンブリのハブの中へ挿入することを含むことができる。ハ
ブは、回転アセンブリのケーシングの中で、軸受とケーシングとの間に配置可能である。
方法は、更に、駆動軸の遠位端をインペラへ結合することを含んでよい。インペラは、容
器の中に配置されてハブと結合可能である。方法は、更に、ポートを介して反応成分を容
器の中へ導入することを含んでよい。
【００２１】
　１つの実施形態において、本発明は、反応器システムキットを提供する。キットは、容
器を含む反応器システムを有することができる。反応器システムは、更に、容器の開口と
密封協力する回転アセンブリを含むことができる。回転アセンブリは、駆動軸を格納して
結合するように構成されたハブ、及びハブに結合されたインペラを含むことができる。イ
ンペラは、容器の中に配置可能であり、駆動軸と結合するように構成可能である。キット
は、更に、使用の指示を含む。
【００２２】
　本発明は、添付の図面と組み合わせて読むとき最良に理解される。添付の図面は、好ま
しい実施形態を示すのに役立つ。しかし、理解すべきは、本発明が、図面で開示された特
定の実施形態に限定されないことである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（発明の詳細な説明）
　いくつかの実施形態において、用語「可撓性バッグ」とは、流体媒体を保持する容器を
いう。バッグは、サイズ、強度および容量の要件に依存して、可撓性または半可撓性の防
水材料の１つ以上の層を備え得る。バッグの内側表面は、好ましくは、滑らかであり、滅
菌環境（例えば、細胞または他の生物を培養するため、食物製造のため、など）を提供す
る。バッグは、１つ以上の開口部、ポーチ（例えば、１つ以上のプローブ、デバイスなど
を挿入するため）、ポート（例えば、１つ以上のプローブ、デバイスなどの接続のため）
などを備え得る。さらに、バッグは、従来の攪拌タンクバイオリアクタにおける固体容器
に対する使い捨て代替物を提供する。可撓性バッグは、さらに、軸、インペラ、軸受およ
びシールまたはＯリングを備え得、全体的に使い捨てであり得る。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、用語「流体媒体」は、明細書および特許請求の範囲のた
めに、任意の生物学的流体、細胞培養培地、組織培養培地、微生物の培養、植物代謝物の
培養、食物製造、化学物質製造、生物薬剤製造などを意味する。流体媒体は、任意の特定
のコンシステンシーに制限されず、その粘度は、高～中～低で種々であり得る。流体媒体
が細胞培養培地である場合、このシステムは、バッチ様式、半バッチ様式、フェドバッチ
様式、または連続様式で操作され得る。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、用語「インペラ」とは、攪拌タンク反応器システム（例
えば、バイオリアクタ）の内容物を攪拌または混合するための使用されるデバイスをいう
。インペラは、攪拌（ｓｔｉｒｒｉｎｇ）または他の機械的動きによって流体媒体を攪拌
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（ａｇｉｔａｔｅ）し得る。本発明のインペラとしては、ラシュトン（Ｒｕｓｈｔｏｎ）
、船舶用（ｍａｒｉｎｅ）、ハイドロフォイル、傾斜ブレード、および任意の他の市販の
インペラが挙げられるが、これらに限定されない。
【００２６】
　本発明の「流体力学」環境とは、流体の動きおよび攪拌タンク反応器システム内のこれ
らの流体に浸される固体に作用する力によって影響される環境をいう。
【００２７】
　本発明は、一回使用バイオリアクタ、攪拌タンクリアクタなどを含む。そのようなリア
クタは、多様な応用、例えば、バッチ細胞培養を介して治療タンパク質を生産する。これ
に関連して、これらのシステムは、ＣＨＯ及び他の細胞系について細胞成長及び抗体生産
を提供するために使用可能である。リアクタ内の流体力学環境は良好に特性化可能であり
、そのようなものとして、他の攪拌タンクバイオリアクタの基準とされてよい。
【００２８】
　一回使用バイオプロセス容器は、生物薬剤培地、緩衝液、及び他の生産物の貯蔵に使用
可能である。これらの貯蔵容器システムを使用して、培地及び緩衝液を準備するための幾
つかの混合システムを、多くの場合、１０，０００リットル以上の商用スケールアップま
で開発することができる。そのような混合システム及びバイオリアクタは、リアクタ内容
を混合する様々な手段、例えば、脈動円板、パドルミキサ、揺動プラットフォーム、イン
ペラなどを使用することができる。これらのシステムは、化学処理で使用するのに適して
いる。リアクタの動作特性は良好に定義可能であり、容易に予測可能であり、様々なサイ
ズの基準にすることができる。生物薬剤産業において、そのような攪拌タンクバイオリア
クタは、動物細胞培養を含む広範な生物学システムから生物学生産物を製造する手段とし
て確立可能である。生物学システムのプロセスは、攪拌タンクバイオリアクタを使用して
ベンチスケールで開発可能であり、良好に確立されたスケールアップ手順を使用して、１
０，０００リットル以上までの商用スケールで攪拌タンクバイオリアクタへ移転可能であ
る。攪拌タンクバイオリアクタについては、設計パラメータ、例えば、先端速度、動力入
力、レイノルズ数、及び酸素移動係数を容易に決定して、スケールアップに使用可能であ
る。
【００２９】
　システムの一回使用部分は、次の一回使用集積部品、即ち、軸受、軸、インペラアセン
ブリ、スパージャアセンブリ、センサプローブの滅菌取り付けポート、及び液体及びガス
の様々な入口及び出口ポートを有する可撓性プラスチック容器を含むことができる。一回
使用バイオリアクタは、医用等級フィルムを使用して製造可能である。幾つかの場合、一
回使用バイオリアクタの他の部品は、必ずしもＵＳＰクラスＶＩ材料ではない機械加工容
易性材料から製造可能である。インペラは、可撓性鞘によって軸受アセンブリへ取り付け
られるピッチドブレードインペラであってよい。インペラ及び鞘は、内部軸受アセンブリ
と一緒に回転することができ、内部軸受アセンブリは、様々なシールアセンブリを使用し
て外部軸受アセンブリから隔離される。外部軸受アセンブリは、一回使用容器へ直接取り
付け可能である。スパージャは、一回使用容器の底へ密封される多孔膜を含むことができ
る。散布ガスは、事前取り付け滅菌濾過器を通された後、ポートを介して容器の底と多孔
膜との間の空間へ導入可能である。ｐＨ及びｄＯ２センサは一回使用容器の一部分であっ
てもなくてもよく、Ｐａｌｌ　Ｋｌｅｅｎｐａｃｋ（登録商標）を使用してバイオリアク
タへ接続可能である。企業標準１２ｍｍセンサを較正し、次にコネクタの半分と一緒に蒸
気滅菌可能である。コネクタの他の半分は容器へ事前に取り付け可能である。これは、セ
ンサがリアクタ内容と直接接触して挿入されることを可能にする。ヘッドスペースガス、
熱井戸、培地入口、滴定液、試料採取、収穫、及び様々なパルス供給のポート及び配管は
、事前に取り付け可能であり、容器と一緒に事前に滅菌可能である。
【００３０】
　モータ及び駆動軸アセンブリ、熱ジャケット、及び入口、出口、及びプローブの開口を
含む永久支持槽は、一回使用容器を保持することができる。駆動軸は、一回使用軸受、可
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撓性鞘を通して嵌め合わせられ、インペラの中へ固定可能である。この軸は、十分な動力
の標準バイオリアクタミキサモータを使用して駆動可能である。熱は、例えば、一回使用
容器の側面と直接接触する電気ヒートバンドによって、バイオリアクタ内容へ提供可能で
ある。永久支持槽は移動可能であり、リアクタ容積を制御するため重量計の上に置くこと
ができる。
【００３１】
　システムは、企業許容性能追跡記録を有する標準センサ及びコントローラを使用して動
作可能である。幾つかの実施形態において、その場における蒸気滅菌又はクリーニングの
制御システムは必要でなく、ベンチスケールのバイオリアクタで普通に使用されるコント
ローラが、ｐＨ、ｄＯ２濃度、及び一回使用バイオリアクタの温度の制御に十分であろう
。一回使用バイオリアクタは、多くの場合、その場でのクリーニング又は滅菌を必要とし
ない。そのようなものとして、制御システム及び実用品の資本及び動作コスト、例えば、
大きな圧力槽の蒸気滅菌に必要なクリーニング蒸気は削除されてよい。その場での蒸気滅
菌で加えられる応力を取り扱うために設計された剛性壁の圧力槽の製造コストも削除され
てよい。同様に、その場でのクリーニング制御システム及び実用品の資本及び動作コスト
は必要でない。クリーニング要件によって押しつけられる従来型ステンレス鋼槽の設計要
素は、同様に削除されてよい。
【００３２】
　幾つかの実施形態において、一回使用バイオリアクタは、使用された後に廃棄される閉
じた系であってよい。これは、クリーニング確認検討の必要性を削除する。生産バッチの
間の相互汚染の可能性も低減される。幾つかの実施形態において、複数の生産物を一回使
用バイオリアクタの中へ同時に収容するために必要な資本支出は、従来型バイオリアクタ
システムを分離するために必要な固定資産及び実用品のコストと比較して低くなる。一回
使用バイオリアクタは、医用等級フィルムを使用して製造可能であり、フィルムの規制文
書は広く入手可能である。一回使用バイオリアクタの他の生産物接触部品は、ＵＳＰクラ
スＶＩ材料から製造可能である。これらの材料から製造されるバイオプロセス容器の現在
の応用は、バイオリアクタの供給及び収穫、及び大量の中間及び最終生産物の運送及び貯
蔵を含む。
【００３３】
　前述したように、本発明に従った攪拌タンク一回使用バイオリアクタは、細胞成長の良
好に特性化された流体力学環境を提供することができる。混合特性は容易に計算可能であ
り、より大きい攪拌タンクリアクタへ変換可能である。こうして、研究所又はパイロット
規模で開発されたプロセスは、より大きな一回使用バイオリアクタ、又は、より大きな従
来型攪拌タンクバイオリアクタとして、商用規模へ直接スケールアップされてよい。スケ
ールアップパラメータ、例えば、単位容積当たりの動力入力、先端速度、酸素移動係数、
又は幾何学的類似性が、より大きな規模で維持されてよい。幾つかの実施形態において、
本発明は、一連の回転シールによって隔離された駆動軸によって駆動される回転インペラ
を含む設計を有する攪拌タンクリアクタを提供する。そのような設計は、混合及びリアク
タ内容への物質移動に必要なエネルギーを伝達する有効で効率的な手段を提供することが
できる。
【００３４】
　本発明は、更に、企業標準センサ及びコントローラ技術を含むか、それらと互換性を有
することができる。企業で開発された標準は、リアクタ内容と直接接触するようにＤＮ２
５（Ｉｎｇｌｏｌｄスタイル）ポートを介して挿入される１２ｍｍ直径ｐＨ及びｄＯ２セ
ンサの使用である。一回使用バイオリアクタのようなシステムは、リアクタ内容と直接接
触する同じ１２ｍｍ直径ｐＨ及びｄＯ２センサを組み込むことができる。これらのセンサ
の較正及び標準化手順は、バイオリアクタの動作中に容易に達成可能である。更に、これ
らのセンサからの出力は、企業によって使用される現在のコントローラと互換性を有する
ことができる。ＰＩＤコントローラを使用してｐＨ及びｄＯ２濃度及び温度を維持するこ
とは、そのようなバイオリアクタで使用可能である。標準センサを有する攪拌タンクバイ
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オリアクタとして、これらの制御ストラテジは一回使用バイオリアクタへ直接変換可能で
ある。一回使用バイオリアクタは、独立型ユニットであることができるので、所与の施設
で好まれるコントローラタイプを使用して制御されてよい。
【００３５】
　Ａ．攪拌タンク反応器システム
　幾つかの実施形態では、本発明の攪拌タンク反応器システムは、細胞、微生物、又は植
物代謝産物の培養、及び食物、化学物質、生物薬剤及び生物学的薬剤の処理を含む多様な
目的に、可撓性及び使い捨てバッグを提供する。使い捨てバッグは、使い捨て要素、例え
ば、軸、インペラ、及び軸受を含んでよく、永久ハウジング、例えば、反応器ハウジング
の中に嵌合するように設計される。バッグは、更に、１つ又は複数の開口、袋、ポートな
どを含んでよい。攪拌タンク反応器システムは、ユーザが、比較的容易にかつ少しのトレ
ーニングで培養又は生産を操作することを可能にする。具体的には、使い捨てシステムは
、クリーニング又は滅菌を必要としない。更に、システムは、生産行程の間の連続確認を
必要としない。こうして、システムは、生産プロセスの間に、可撓性で使用が容易な真の
攪拌タンクリアクタの環境を、ほとんど又は全く生じない相互汚染と組み合わせる。
【００３６】
　図面を参照すると、図１は、少なくとも１つの開口を有する可撓性バッグ１０４、及び
取り付け可能インペラ１１３を有する攪拌軸１１２を示す。図示されるように、攪拌軸１
１２及び取り付けられたインペラ１１３は、バッグ１０４の中に置かれる。更に、攪拌軸
１１２は軸受１０５に接続可能であり、軸受１０５はバッグへの熱溶接及び／又はシール
又はＯリング１０６によってバッグへ密封可能である。バッグ１０４、攪拌軸１１２、イ
ンペラ１１３、及びシール又はＯリング１０６を含む軸受１０５は、任意的に、使い捨て
である。使い捨てバッグは、可撓性プラスチックバッグであってよい。バッグ１０４は、
少なくとも１つのシール又はＯリング１０６を介して攪拌軸１１２及び軸受１０５へ取り
付け可能であり、バッグの内側は滅菌されたままに維持される。シール又はＯリングは、
更に、図１で示されるようにバッグへ取り付け可能である。更に、使い捨て攪拌タンク反
応器システムは、軸受１０５及びモータ１０１を保持する支え又は１つ又は複数のブラケ
ット１０３へ接続されてよい。（図１で示されるように）１つの実施形態において、支え
１０３はモータ及び軸受支え１０３であり、その場合、攪拌軸１１２の上端は、更に、モ
ータ軸継手１０２へ接続される。モータ軸継手１０２はモータ１０１へ接続され、モータ
１０１は攪拌軸１１２及びインペラ１１３の攪拌動作を駆動し、バッグ１０４の中に流体
力学環境を導く。バッグ１０４はハウジング１１１、例えば、バレル又はチャンバの中へ
嵌合するように設計される。ハウジングは、金属バレル、プラスチックバレル、木材バレ
ル、ガラスバレル、又は固い材料から作られた任意の他のバレル又はチャンバであってよ
い。本発明の１つの実施形態において、ハウジングは、更に、複数のバッフルを含む。そ
の場合、バッグはバッフルの周りを包む。他の実施形態において、可撓性バッグ１０４は
、更に、上部ポート（単一又は複数）１０８、下部ポート（単一又は複数）１０９、及び
側部ポート（単一又は複数）１１０を含み、可撓管１０７は、これらのポートの１つ又は
複数へ接続可能である。
【００３７】
　攪拌タンク反応器システムは、任意的に、加熱器、例えば、加熱パッド、蒸気ジャケッ
ト、又は循環流体又は循環水加熱器を含む。１つの実施形態において、加熱器はバッグ１
０４とハウジング１１１との間に置かれる。他の実施形態において、加熱器はハウジング
１１１の中に組み込まれる（例えば、反応器ハウジングとバッグとの間の二重壁の中へ）
。更に他の実施形態において、攪拌タンク反応器システムはインキュベータの中に置かれ
る。加熱器は、特定の培養又は生産の加熱又は加温を可能にする。これは、多くの場合、
３７℃で成長する細胞培養で特に重要である。
【００３８】
　本発明の１つの実施形態において、バッグ１０４、軸受１０５、シール又はＯリング１
０６、配管１０７、上部ポート１０８、下部ポート１０９、側部ポート１１０、軸１１２
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、及びインペラ１１３は使い捨てにされる。モータ１０１、モータ軸継手１０２、ブラケ
ット又はモータ及び軸受支え１０３、及びハウジング１１１は永久的に使用される。
【００３９】
　Ｂ．デバイスおよびポート
　攪拌タンク反応器システムはまた、センサーおよび他のデバイスを備え得る。１つの実
施形態において、バッグは、ｐＨセンサーおよび溶存酸素センサーを備え、このセンサー
は、バッグ内に組み込まれる。このように、センサーは、バッグとともに使い捨てである
。別の実施形態において、センサーは、バッグに取り付け可能であり、別のユニットであ
る。このようなセンサーは、必要に応じて、滅菌後に再使用可能であり得る。別の実施形
態において、このシステムは、ｐＨセンサーおよび溶存酸素センサー後の流れを備える製
品ループ（ａ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｌｏｏｐ　ｗｉｔｈ　ｆｌｏｗ　ｐａｓｔ　ａ　ｐＨ　
ｓｅｎｓｏｒ　ａｎｄ　ｄｉｓｓｏｌｖｅｄ－ｏｘｙｇｅｎ　ｓｅｎｓｏｒ）を備え、こ
れらのセンサーは、反応器ハウジング内に組み込まれる。システムは、可撓性であり、種
々の任意の設備（例えば、センサー、プローブ、デバイス、ポーチ、ポートなど）を供給
する代替方法を提供する。このシステムはまた、バッグに対してシールされる１つ以上の
内部ポーチを備え得る。１つの好ましい実施形態において、ポーチは、バッグの外側に維
持しながら、反応器（すなわち、バッグ）内にプローブを挿入するために、バッグの外側
に開き得る少なくとも１つの端部を有する。プローブは、例えば、温度プローブ、ｐＨプ
ローブ、溶存気体センサー、酸素センサー、二酸化炭素センサー、細胞量センサー、栄養
センサー、浸透圧計あるいは培養または製造を試験またはチェックすることを可能にする
任意の他のプローブであり得る。別の好ましい実施形態において、このシステムは、デバ
イスのポートへの接続を可能にするバッグ中の少なくとも１つのポートを備える。このよ
うなデバイスとしては、チューブ、フィルター、コネクター、プローブ、およびサンプラ
ーが挙げられるがこれらに限定されない。バッグ内への種々のポートの組み込みによって
、バッグ内への気体の流れおよびバッグからの気体の流れ、ならびにバッグ内への液体の
流れおよびバッグからの液体の流れが可能になる。このようなポートによってまた、バッ
グの内側での媒体または培養物のサンプリングまたは試験が可能になる。チュービング、
フィルター、コネクター、プローブ、サンプラーまたは他のデバイスは、任意の所望のチ
ュービング接続技術を使用することによってポートに接続され得る。バッグにシールされ
るかまたはバッグに付けられるポーチおよびポートは、バッグとともに使い捨てである。
バッグはまた、バッグとともに捨てられ得る、バッグにシールされたスパージャー（すな
わち、媒体内に空気を噴霧する反応器の構成要素）を備え得る。
【００４０】
　特に、ポートは、以下に適応させるために、可撓性バッグ上の任意の位置に組み込まれ
得る：
　ヘッドスペースガス入口
　ヘッドスペースガス出口
　スパージガス入口
　温度プローブ
　ｐＨプローブ
　溶存酸素プローブ
　他の所望のプローブ
　サンプル装置
　媒体入口
　滴定剤入口
　接種入口
　栄養剤供給入口
　採取出口。
【００４１】
　各ポートは、ポートに取り付けられる可撓性チュービングを有し得、これに、媒体バッ
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グ、サンプルデバイス、フィルター、ガスライン、または採取ポンプが滅菌接続または無
菌接続で取り付けられ得る。１つの実施形態において、ポートは、バッグ製造の間、可撓
性バッグ上にシールされ、バッグアセンブリで滅菌される。
【００４２】
　可撓性チュービングへの無菌接続を行うために使用され得るデバイスは、以下である：
　ＷＡＶＥ滅菌チューブヒューザー（ｆｕｓｅｒ）
　ＴＥＲＵＭＯ滅菌チュービングウェルダー
　ＰＡＬＬ　ＫＬＥＥＮＰＡＫコネクター
　無菌技術を使用する、層流フード下で行われる接続
　金属チュービングおよび誘導加熱器を使用する、ＢＡＸＴＥＲ　Ｈａｙｗａｒｄの「Ｈ
ＥＡＴ－ＴＯ－ＨＥＡＴ」接続。
【００４３】
　別の実施形態において、適切なステンレス鋼バルブアセンブリに取り付けられる可撓性
チュービングは、別々に（例えば、オートクレーブを介して）滅菌され得、次いで、使い
捨てバイオリアクタを従来の反応器またはプロセス配管に接続するための方法として使用
され得る。バルブアセンブリは、従来の反応器または他のプロセスに対して従来のスチー
ムインプレス（ＳＩＰ）接続を行うために使用され、可撓性チュービングは、使い捨て反
応器上のポートに対して滅菌接続または無菌接続を行うために使用される。
【００４４】
　図面を参照すると、図２は、本発明の１つの実施形態に従った攪拌タンク反応器システ
ムと一緒に使用可能なプローブ接続を示す。図２で示されるように、プローブ２０１はＰ
ＡＬＬコネクタ２０３の半分へ延長される可撓性スリーブ２０２又はバッグへ接続可能で
ある。ＰＡＬＬコネクタ２０３は、ＰＡＬＬコネクタ２０５の他の半分へ接続され、プロ
ーブと攪拌タンク反応器システムとの間に無菌接続を提供する。ＰＡＬＬコネクタ２０３
及び２０５はカバー２０４及び濾過器２０７を含んで、接続サイトを無菌に維持する。無
菌配管２０６は、ＰＡＬＬコネクタ２０５の他の半分から攪拌タンク反応器システムのリ
アクタ槽２０９の反応器ポート２０８へ延びる。プローブを取り付けるため、カバー２０
４を除去し、コネクタ２０３及び２０５を結合し、濾過器２０７を除去し、コネクタの移
動可能部分を定位置へ滑らせることによって、ＰＡＬＬ接続が行われる。次に、２１０で
可撓性スリーブ又はバッグが一塊になるか圧縮するので、プローブセンサ先端２１２がリ
アクタの中へ押し込まれる。次に、プローブセンサ先端２１２はリアクタ槽２０９の内部
と直接接触する。クランプ２１１がプローブ及び配管の周りに置かれて、ＰＡＬＬ接続ア
センブリからリアクタ内容を密封する。こうして、ＰＡＬＬ接続の２つの半分２０３及び
２０５の間で無菌接続が行われたとき、可撓性スリーブ２０２又はバッグは２１０で圧縮
され、プローブは培養又は生産培地と接触する。
【００４５】
　１つの実施形態において、プローブは別々に滅菌され（例えば、オートクレーブを介し
て）、次に滅菌又は無菌接続を介してリアクタへ取り付けられてよい。例えば、前述及び
図２で示されるように、プローブアセンブリは、プローブ２０１をＰＡＬＬ　ＫＬＥＥＮ
ＰＡＫコネクタ２０３の半分の中へ挿入し、可撓性スリーブ又はバッグ２０２を使用して
プローブをコネクタへ密封することによって作られてよい。スリーブは、プローブの外端
からＰＡＬＬコネクタの鉤へ延びる。このアセンブリは、別個に滅菌される。ＰＡＬＬコ
ネクタ２０５の他の半分は、プローブを収納する可撓性配管２０６を介してリアクタ２０
９の上のポート２０８へ接続される。このアセンブリは、リアクタの一部分として滅菌さ
れる。ＰＡＬＬコネクタは米国特許第６，６５５，６５５号で詳細に説明されている。こ
の特許の内容は、参照してその全体を本明細書に組み込まれる。
【００４６】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の１つの実施形態に従った反応器システム３００の断面図
を示す。反応器システム３００は、容器３０２と結合された回転アセンブリ３０１を含む
ことができる。任意的に、反応器システム３００はインペラ３４０を含んでよい。幾つか
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の実施形態において、回転アセンブリ３０１は、容器３０２の中の開口又は窓と密封協力
する。同様に、回転アセンブリ３０１は、容器３０２の中の開口又は窓に結合されたケー
シング３６０を含んでよい。典型的には、インペラ３４０は容器３０２の内部に配置され
る。回転アセンブリ３０１はブラケット３０８によって支持又は保持可能である。
【００４７】
　幾つかの実施形態において、回転アセンブリ３０１は、インペラ３４０に結合されたハ
ブ３２０を含んでよく、ハブ３２０はコネクタ３９０を介してインペラ３４０と結合され
てよい。任意的に、ハブ３２０はインペラ３４０と直接結合されてよい。幾つかの実施形
態において、ハブ３２０は管の形状であり、それを通って長手方向に沿って延びる通路３
２０ａの境界を定める内面を含む。１つの実施形態において、環状鉤３２１はハブ３２０
の外面を経方向に包囲し、そこから外側に突き出る。鉤３２１は、コネクタ３９０との密
封接続を作り出すために使用可能である。
【００４８】
　コネクタ３９０は管の形状であってよく、それを通って長手方向に延びる通路３９０ａ
の境界を定める内面を含むことができる。幾つかの実施形態において、コネクタ３９０は
可撓管を含む。この可撓管は、ハブ３２０と密封係合で接続された第１の端、及びインペ
ラ３４０と密封係合で接続された反対の第２の端を有する。ハブ３２０は、単独又はコネ
クタ３９０と協力して、密封チャネルを提供し、駆動軸３０４がその中へ受け取られて、
インペラ３４０と取り外し可能に結合される。その結果、駆動軸３０４は滅菌なしに反復
して使用可能である。なぜなら、それは容器３０２の内容と直接接触しないからである。
更に、可撓管をコネクタ３９０として使用することによって、バッグアセンブリのような
可撓性容器３０２は、運送、貯蔵、又は処理を容易にするために、丸められるか折り畳ま
れることが可能になる。
【００４９】
　多くの場合、回転アセンブリ３０１は、ハブ３２０とケーシング３６０との間に配置さ
れた軸受アセンブリ３７０を含む。軸受アセンブリ３７０はジャーナル軸受を含むことが
でき、ジャーナル軸受は、ケーシング３６０との固定関係にあってよく、ハブ３２０はジ
ャーナル軸受及びケーシング３６０に対して回転することができる。ハブ３２０は、止め
輪又は保持リングを受け取る案内３２４を含んでよく、止め輪又は保持リングはジャーナ
ル軸受に対してハブ３２０を定位置に維持する助けとなる。
【００５０】
　回転アセンブリ３０１は、更に、密封配列３８０を含んでよい。密封配列３８０は、ハ
ブ３２０とケーシング３６０との間に配置可能である。密封配列３８０は、例えば、ケー
シングライナ３８２及び１つ又は複数のシール３８４を含むことができる。シール３８４
は、例えば、運動用シールであってよい。ケーシングライナ３８２は、ハブ３２０の周辺
に配置可能であり、それに結合可能である。シール３８４は、ケーシングライナ３８２と
ケーシング３６０との間に配置可能である。回転アセンブリ３０１は、更に、ケーシング
ライナ３８２とハブ３２０との間に配置された１つ又は複数のシール３９２を含んでよい
。その場合、シール３９２は、例えば、固定シールであってよい。幾つかの実施形態にお
いて、シール３８４は、１つ又は複数のＶパッキンを含み、シール３９２は１つ又は複数
のＯリングを含む。図３Ａに示される実施形態において、シール３８４は２つのＶパッキ
ンを含み、シール３９２は１つのＯリングを含む。環状フランジ３２３は、更に、ハブ３
２０の外面から経方向及び外側に突き出てよく、シール３９２に対抗して配置されてよい
。
【００５１】
　使用中、ハブ３２０は、モータ（図示されず）と選択的に結合される駆動軸３０４を受
け取るか格納するように構成される。幾つかの実施形態において、ハブ３２０は、ハブ３
２０の上に形成された１つ又は複数のハブノッチ３２２を介して、駆動軸３０４の上端に
置かれた１つ又は複数の耳３０６と結合するように構成されてよい。インペラ３４０は、
駆動軸３０４の下端と結合するように構成されたスプライン３４２を含んでよい。駆動軸
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３０４はハブ３２０の中に置かれてよく、ハブ３２０及びインペラ３４０と結合されてよ
い。例えば、駆動軸３０４は通路３２０ａを通って延びてよい。同様に、駆動軸３０４は
通路３９０ａを通って延びてよい。駆動軸３０４はモータによって回転可能であり、それ
によってハブ３２０、コネクタ３９０、及びインペラ３４０を回転させる。他方では、イ
ンペラ３４０は容器３０２の内容を攪拌する。ハブ３２０が駆動軸３０４によって回転さ
せられるとき、シール３９２はケーシングライナ３８２とハブ３２０との間でシールを提
供する。なぜなら、それらの双方はケーシング３６０に対して一致して回転するからであ
る。ケーシング３６０は静止したままであるから、シール３８４はケーシングライナ３８
２とケーシング３６０との間にシールを提供し、ケーシングライナ３８２はケーシング３
６０に対して回転する。幾つかの実施形態において、シール３８４はケーシングライナ３
８２とケーシング３６０との間にハーメチックシールを提供する。図示されるように、シ
ール３８４は相互に共面配列であってよい。
【００５２】
　幾つかの実施形態において、ハブ３２０は駆動軸３０４と取り外し可能に係合すること
ができ、駆動軸３０４の環状回転は、ハブ３２０の環状回転を容易にする。図３Ａで示さ
れた実施形態は、ハブノッチ３２２に結合された駆動軸の耳３０６を示すが、本発明は多
様な結合手段を想定して、この機能を達成する。更に他の代替の実施形態において、駆動
軸３０４がハブ３２０に結合されるとき、クランプ、ピン、コレット、メッシュ歯、又は
他の締結装置を使用して、ハブ３２０へ駆動軸３０４を取り外し可能に固定することがで
きる。同様に、本発明は、前述した結合手段を含む多様な結合手段を想定して、駆動軸３
０４をインペラ３４０へ取り外し可能に係合し、駆動軸３０４の回転がインペラ３４０の
回転を促進するようにする。
【００５３】
　本発明の１つの実施形態によれば、反応器システム３００は、容器３０２及び回転アセ
ンブリ３０１が相互に密封協力するように、容器３０２を回転アセンブリ３０１に結合す
ることによって製造可能である。例えば、回転アセンブリ３０１は、容器３０２の開口と
結合可能である。回転アセンブリ３０１は、ハブ３２０を含むように製造可能であり、イ
ンペラ３４０が容器３０２の中に配置されるように、ハブ３２０はインペラ３４０と結合
可能である。更に、反応器システムは、例えば、ガンマ放射線によって滅菌可能である。
【００５４】
　本発明の他の実施形態によれば、反応器システム３００は、回転アセンブリ３０１のケ
ーシング３６０をフレームブラケット３０８へ結合し、フレーム又は容器ハウジング（図
示されず）の中に容器３０２を少なくとも部分的に置くことによって、使用のために準備
されてよい。駆動軸３０４はハブ３２０の中へ挿入可能であり、駆動軸３０４の遠位端は
インペラ３４０と結合可能である。更に、反応成分、例えば、細胞及び培地は、ポート３
１０を介して容器３０２の中へ導入可能である。
【００５５】
　容器３０２は多様な材料を含むことができる。幾つかの実施形態において、容器３０２
は水不透過性材料、例えば、低密度ポリエチレン又は他のポリマーシートの可撓性バッグ
を含む。これらのシートは、約０．１ｍｍから約５ｍｍの範囲、又は約０．２ｍｍから約
２ｍｍの範囲の厚さを有する。他の厚さも使用可能である。材料は単層材料から構成され
るか、２つ以上の層から構成されてよい。２つ以上の層は相互に密封されるか分離され、
二重壁容器を形成する。層が相互に密封される場合、材料は積層されるか押し出された材
料から構成されてよい。積層された材料は２つ以上の別々に形成された層を含むことがで
き、これらの層は後で接着剤によって相互に固定される。押し出された材料は単一の合成
シートを含むことができる。単一の合成シートは、異なった材料の２つ以上の層を有し、
これらの層の各々は接触層によって分離される。層の全ては、同時に共有押し出し形成さ
れることができる。本発明で使用可能な押出形成材料の１つの実施例は、ＨｙＣｌｏｎｅ
　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．　ｏｕｔ　ｏｆ　Ｌｏｇａｎ，　Ｕｔａｈから
入手可能なＨｙＱ　ＣＸ３－９フィルムである。ＨｙＱ　ＣＸ３－９フィルムは、ｃＧＭ
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Ｐ施設で生産される３層で９ミルの成型フィルムである。外側層は、超低密度ポリエチレ
ン生成接触層と一緒に押し出されたポリエステルエラストマーである。本発明で使用可能
な押出形成材料の他の実施例は、同様にＨｙＣｌｏｎｅ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，　
Ｉｎｃ．から入手可能なＨｙＱ　ＣＸ５－１４成型フィルムである。ＨｙＱ　ＣＸ５－１
４成型フィルムは、ポリエステルエラストマーの外側層、超低密度ポリエチレン接触層、
及びそれらの間に配置されたＥＶＯＨ障壁層から構成される。他の例において、吹き込み
成形されたフィルムの３つの独立ウェブから生成されたマルチウェブフィルムを使用する
ことができる。２つの内側ウェブの各々は、４ミルの単層ポリエチレンフィルム（ＨｙＣ
ｌｏｎｅによってＨｙＱ　ＢＭ１フィルムと呼ばれる）であり、外側障壁ウェブは５．５
ミルの厚い６層の共有押し出し形成フィルム（ＨｙＣｌｏｎｅによってＨｙＱ　ＢＸ６フ
ィルムと呼ばれる）である。
【００５６】
　図４Ａは、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリ４０１の断面図を示す。図
４Ｂは、コネクタ４９０及びインペラ４４０と結合された図４Ａの回転アセンブリ４０１
の断面図を示す。回転アセンブリ４０１は、ハブ４２０とケーシング４６０との間に配置
された軸受アセンブリ４７０を含んでよい。ここで図示されるように、軸受アセンブリ４
７０は２つのレース軸受を含み、これらのレース軸受はケーシング４６０と固定関係にあ
る。ハブ４２０はレース軸受に対して回転可能である。ハブ４２０は、止め輪又は保持リ
ングを受け取る案内４２４及び４２４ａを含んでよく、止め輪又は保持リングはレース軸
受に対してその場でハブ４２０を維持する助けとなることができる。
【００５７】
　回転アセンブリ４０１は、更に、密封配列４８０を含んでよい。密封配列４８０はハブ
４２０とケーシング４６０との間に配置可能である。密封配列４８０は、例えば、ケーシ
ングライナ４８２、１つ又は複数のシール４８４、及び回転円板４５０を含むことができ
る。回転円板４５０は、ハブ４２０の周辺に配置され、それに結合可能である。シール４
８４は、回転円板４５０とケーシングライナ４８２との間に配置可能である。ケーシング
ライナ４８２は、ケーシング柱４２８を介して挿入されたスクリュー又はボルトを介して
ケーシング４６０と結合可能である。回転アセンブリ４０１は、更に、回転円板４５０と
ハブ４２０との間に配置された１つ又は複数のシール４９２を含んでよい。幾つかの実施
形態において、シール４８４は１つ又は複数のＶパッキンを含み、シール４９２は１つ又
は複数のＯリングを含む。図４Ａ及び図４Ｂで示される実施形態において、シール４８４
は３つのＶパッキンを含み、シール４９２は１つのＯリングを含む。回転アセンブリ４０
１は、更に、ハブ４２０とケーシング４６０の上部との間にシールを提供する１つ又は複
数のシール４２６、及びケーシング４６０とケーシングライナ４８２との間にシールを提
供する１つ又は複数のシール４６２を含んでよい。ここで示されるように、シール４２６
は１つのＶパッキンを含み、シール４６２は１つのＯリングを含む。
【００５８】
　使用中、ハブ４２０は駆動軸（図示されず）を受け取るか格納するように構成される。
幾つかの実施形態において、ハブ４２０は、ハブノッチ４２２を介して駆動軸の耳と結合
するように構成されてよい。ハブ４２０が駆動軸によって回転させられるとき、シール４
９２は回転円板４５０とハブ４２０との間にシールを提供する。なぜなら、それらの双方
はケーシング４６０に対して一致して回転するからである。ケーシング４６０は静止した
ままであるから、シール４８４は回転円板４５０とケーシングライナ４８２との間にシー
ルを提供し、回転円板４５０はケーシングライナ４８２及びケーシング４６０に対して回
転する。幾つかの実施形態において、シール４８４は回転円板４５０とケーシングライナ
４８２との間にハーメチックシールを提供する。ここで図示されるように、シール４８４
は相互に共面配列であってよい。
【００５９】
　図５は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリ５０１の断面図を示す。回転
アセンブリ５０１は、ハブ５２０と内部ケーシング５６０との間に配置された軸受アセン
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ブリ５７０を含んでよい。ここで示されるように、軸受アセンブリ５７０は２つのレース
軸受を含み、これらのレース軸受は内部ケーシング５６０と固定関係にある。ハブ５２０
はレース軸受に対して回転することができる。ハブ５２０は、止め輪又は保持リングを受
け取る案内５２４及び５２４ａを含んでよく、止め輪又は保持リングはレース軸受に対し
てハブ５２０を定位置に維持する助けとなる。
【００６０】
　回転アセンブリ５０１は、更に、密封配列５８０を含んでよい。密封配列５８０は、例
えば、下部プレート５８３及び１つ又は複数のシール５８４を含むことができる。シール
５８４はハブ５２０と内部ケーシング５６０との間に配置可能である。上部プレート５８
７は、ケーシング柱５２８を介して挿入されたスクリュー又はボルトを介して内部ケーシ
ング５６０と結合可能である。回転アセンブリ５０１は、更に、上部プレート５８７と外
部ケーシング５６１との間に配置された１つ又は複数のシール５９１を含んでよい。幾つ
かの実施形態において、シール５８４は１つ又は複数のＶパッキンを含み、シール５９１
は１つ又は複数のＯリングを含む。図５で示された実施形態において、シール５８４は３
つのＶパッキンを含み、シール５９１は１つのＯリングを含む。回転アセンブリ５０１は
、更に、１つ又は複数のシール５２６を含んでよく、ハブ５２０と上部プレート５８７と
の間にシールを提供してよい。ここで示されるように、シール５２６は１つのＶパッキン
を含む。
【００６１】
　使用中、ハブ５２０は、駆動軸（図示されず）を受け取るか格納し、それと結合するよ
うに構成される。ハブ５２０は駆動軸によって回転させられ、ハブ５２０が内部ケーシン
グ５６０に対して回転するにつれて、シール５８４がハブ５２０と内部ケーシング５６０
との間にシールを提供する。幾つかの実施形態において、シール５８４はハブ５２０と内
部ケーシング５６０との間にハーメチックシールを提供する。ここで示されるように、シ
ール５８４は相互に共面配列であってよい。
【００６２】
　図６は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリ６０１の部分断面図を示す。
回転アセンブリ６０１は、ハブ６２０と内部ケーシング６６０との間に配置された軸受ア
センブリ６７０を含んでよい。ここで図示されるように、軸受アセンブリ６７０の下部レ
ース軸受は内部ケーシング６６０との固定関係にある。ハブ６２０はレース軸受に対して
回転することができる。ハブ６２０は、止め輪又は保持リングを受け取る案内６２４ａを
含んでよい。止め輪又は保持リングは、レース軸受に対してハブ６２０を定位置に維持す
る助けとなる。
【００６３】
　回転アセンブリ６０１は、更に、密封配列６８０を含んでよい。密封配列６８０は、例
えば、１つ又は複数のシール６８４を含むことができる。シール６８４はハブ６２０と内
部ケーング６６０との間に配置可能である。幾つかの実施形態において、シール６８４は
１つ又は複数のＶパッキンを含む。図６で示される実施形態において、シール６８４は３
つのＶパッキンを含む。
【００６４】
　使用中、ハブ６２０は、駆動軸（図示されず）を受け取るか格納し、それと結合するよ
うに構成される。ハブ６２０が駆動軸によって回転させられるとき、ハブ６２０が内部ケ
ーシング６６０に対して回転するにつれて、シール６８４はハブ６２０と内部ケーシング
６６０との間にシールを提供する。幾つかの実施形態において、シール６８４はハブ６２
０と内部ケーシング６６０との間にハーメチックシールを提供する。ここで図示されるよ
うに、シール６８４は相互に階層平面配列であってよい。
【００６５】
　図７は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリ７０１の斜視図を示す。回転
アセンブリ７０１は、１つ又は複数のハブノッチ７２２を有するハブ７２０を含むことが
できる。使用中、ハブ７２０は、駆動軸７０４を受け取るか格納し、それと結合するよう
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に構成される。ハブノッチ７２２は、１つ又は複数の駆動軸の耳７０６と結合するように
構成される。上部プレート７８７は、上部プレート窓７８７ａを介して挿入されたスクリ
ュー又はボルトを介してケーシング７６０と結合可能である。ハブ７２０が駆動軸７０４
によって回転させられるとき、ハブ７２０は上部プレート７８７及びケーシング７６０に
対して回転する。回転アセンブリ７０１は、更に、１つ又は複数のシール７２６を含んで
よく、ハブ７２０と上部プレート７８７との間にシールを提供してよい。ここで図示され
るように、シール７２６は１つのＶパッキンを含む。
【００６６】
　図８は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリ８０１の断面図である。回転
アセンブリ８０１は、１つ又は複数のハブノッチ８２２を有するハブ８２０を含むことが
できる。ここで図示されるように、軸受アセンブリ８７０はハウジング８２３と固定関係
にある。使用中、ハブ８２０は、駆動軸８０４を受け取るか格納し、それと結合するよう
に構成される。ハブノッチ８２２は、１つ又は複数の駆動軸の耳８０６と結合するように
構成される。耳８０６は駆動軸のスピンドル８０６ａの反対の端にあってよい。ハブ８２
０が駆動軸８０４によって回転させられるとき、ハブ８２０はハウジング８２３、軸受ア
センブリ８７０、及びケーシング８６０に対して回転する。
【００６７】
　回転アセンブリ８０１は、更に、密封配列８８０を含んでよい。密封配列８８０はハブ
８２０とハウジング８２３との間に配列可能である。密封配列８８０は、例えば、１つ又
は複数の外部シール８８４及び１つ又は複数の内部シール８８６を含むことができる。シ
ール８８４は、ハブカップ８２０ａの外面とハウジング８２３との間に配置可能であり、
シール８８６はハブカップ８２０ａの内面とハウジング８２３との間に配置可能である。
ハウジング８２３は、ケーシング８６０に固定可能である。幾つかの実施形態において、
シール８８４は１つ又は複数のＶパッキンを含み、シール８８６は１つ又は複数のオイル
シールを含む。図８で示された実施形態において、シール８８４は１つのＶパッキンを含
み、シール８８６は１つのオイルシールを含む。ハブ８２０は可撓管８９０と結合可能で
ある。
【００６８】
　図９は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリ９０１の断面図を示す。回転
アセンブリ９０１は、駆動軸９０４と解放可能に結合するように構成されたハブ９２０を
含むことができる。ここで図示されるように、軸受アセンブリ９７０の２つの軸受は、ハ
ウジング９２３との固定関係にある。使用中、ハブ９２０は、駆動軸９０４を受け取るか
格納し、それと結合するように構成される。ハブ９２０が駆動軸９０４によって回転させ
られるにつれて、ハブ９２０はハウジング９２３、軸受アセンブリ９７０、及びケーシン
グ９６０に対して回転する。
【００６９】
　回転アセンブリ９０１は、更に、密封配列９８０を含んでよい。密封配列９８０はハブ
９２０と内部ハウジング９２３ａとの間に配置可能である。密封配列９８０は、例えば、
１つ又は複数の外部シール９８４及び１つ又は複数の内部シール９８６を含むことができ
る。シール９８４は、ハブ９２０とシール９８６との間に配置可能であり、シール９８６
はシール９８４と内部ハウジング９２３ａとの間に配置可能である。ハウジング９２３は
ケーシング９６０に固定可能であり、１つ又は複数のシール９６２を介してケーシング９
６０と密封関係にあることができる。幾つかの実施形態において、シール９８４は１つ又
は複数のＶパッキンを含み、シール９８６は１つ又は複数のオイルシールを含み、シール
９６２は１つ又は複数のＯリングを含む。図９で示された実施形態において、シール９８
４は２つのＶパッキンを含み、シール９８６は２つのオイルシールを含み、シール９６２
は２つのＯリングを含む。ハブ９２０は可撓管９９０と結合可能である。
【００７０】
　図１０は、本発明の１つの実施形態に従ったインペラ１０４０の断面図を示す。インペ
ラ１０４０はコネクタ１０９０と結合可能であり、コネクタ１０９０はハブ（図示されず
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）と結合可能である。インペラ１０４０はインペラスプライン１０４２を含むことができ
、インペラスプライン１０４２は駆動軸１００４のスプライン１００５と結合可能である
。
【００７１】
　図１１は、本発明の１つの実施形態に従ったインペラ１１４０の部分断面図を示す。イ
ンペラ１１４０はインペラ鉤管継手１１４１を含むことができ、管継手１１４１はコネク
タ１１９０を介して回転アセンブリハブ（図示されず）と結合可能である。駆動軸１１０
４は、駆動軸１１０４をインペラ窓１１４２の中へ置くことによって、インペラ１１４０
へ取り付け可能である。駆動軸１１０４がインペラ窓１１４２へ挿入されるとき、末端キ
ャップ１１０７はインペラ基部１１４３の遠位端へ達することができる。ここで図示され
るように、駆動軸１１０４は中空であり、コア１１０８を受け取るように構成される。駆
動軸１１０４は末端キャップ１１０７と結合される。コア１１０８は、玉１１０３と動作
的に関連する玉窪み１１０２を含む。第１の玉構成１１０３ａにおいて、玉１１０３は玉
窪み１１０２に配置される。コア１１０８が中空駆動軸１１０４の内部に沿ってインペラ
窓１１４２の遠位端の方へ進められるにつれて、スプリング１１０９が圧縮され、玉１１
０３は駆動軸の開口１１０４ａの開口１１０４ａ及びインペラ基部開口１１４３ａの中へ
移動し、したがって第２の玉構成１１０３ｂを取る。コア１１０８の遠位端は、駆動軸１
１０４から末端キャップ１１０７を分離させることができる。幾つかの実施形態において
、コア１１０８は末端キャップ１１０７とねじで係合する。このことは、スプリング１１
０９が中空駆動軸１１０４からコア１１０８を押し戻すことを防止することができる。
【００７２】
　図１２は、本発明の１つの実施形態に従った駆動軸のコア１２０８の斜視図を示す。駆
動軸のコア１２０８は、玉窪み１２０２、末端キャップ１２０７、スプリング１２０９、
及び玉１２０３を含む。ここで図示されるように、玉１２０３は第１の玉構成１２０３ａ
及び第２の玉構成１２０３ｂを取ることができる。
【００７３】
　図１３は、本発明の１つの実施形態に従ったインペラ１３４０の断面図を示す。インペ
ラ１３４０は、駆動軸１３０４の角スプライン１３０５と結合する角スプライン１３４２
を含むことができる。インペラ１３４０は、コネクタ１３９０を介してハブ（図示されず
）と結合可能である。明瞭を目的として、インペラブレードは、この図では示されない。
【００７４】
　図１４Ａは、本発明の１つの実施形態に従ったインペラ１４４０ａの斜視図を示す。イ
ンペラ１４４０ａは、インペラボディー１４４６ａと結合された１つ又は複数のインペラ
ブレード１４４５ａを含むことができる。幾つかの実施形態において、インペラブレード
１４４５ａは、インペラボディー１４４６ａとは別個に機械加工可能である。インペラブ
レード１４４５ａは、Ｄｅｌｒｉｎ、ＨＤＰＥなどを含む多様な材料から構成されてよい
。インペラボディー１４４６ａは、ＨＤＰＥなどを含む多様な材料から構成されてよい。
【００７５】
　図１４Ｂは、本発明の１つの実施形態に従ったインペラ１４４０ｂの斜視図接続を示す
。インペラ１４４０ｂは、１つ又は複数のインペラブレード１４４５ｂ及びインペラボデ
ィー１４４６ｂを含むことができる。幾つかの実施形態において、インペラ１４４０ｂは
単一部品として成形可能である。インペラ１４４０ｂは、中低密度ポリエチレン、低密度
ポリエチレン、Ｄｏｗ　Ｅｎｇａｇｅ（登録商標）ポリオレフィンエラストマーなどを含
む多様な材料から構成されてよい。
【００７６】
　図１５は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャボディー１５００の断面図を示
す。スパージャボディー１５００は、透過性材料のシートを含むことができる。幾つかの
実施形態において、スパージャボディー１５００は蒸気透過性及び耐水性材料を含む。関
連した実施形態において、スパージャボディー１５００は高密度ポリエチレンファイバを
含む。例えば、スパージャボディー１５００はＴｙｖｅｋ（登録商標）材料を含むことが
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できる。スパージャボディー１５００は、スパージャ導管１５１０を介して容器（図示さ
れず）のポートと流体連通することができる。図１５で示されるように、スパージャボデ
ィー１５００は、ドーナツ又はリングの形状であってよい。これに関連して、スパージャ
ボディー１５００は、容器（図示されず）の内面へ固定されるように構成された基部１５
０２を含むことができる。基部は、ガス透過性材料を含んでも含まなくてもよい。他の実
施形態において、ガス透過性材料の１つ又は複数のシートが容器の内部と直接密封されて
よく、それによってスパージャボディー１５００の内部は、１つの側（例えば、ボディー
の上部側）でガス透過性材料を含み、他の側（例えば、ボディーの下部側）で容器の対応
部分を含む。
【００７７】
　幾つかの実施形態において、スパージャボディーの透過性は、使用されていないとき、
スパージャの中へ流体が流れ込まないものである。同様に、スパージャは、十分に高いガ
ス圧力へさらされるときにのみ、ガスが透過性材料を通過するように構成されてよい。多
くの場合、スパージャボディーは柔らかい可撓性材料を含む。幾つかの実施形態において
、スパージャボディー１５００は容器へ直接溶接されて、適正な配置及び整列が確保され
るようにされてよい。可撓性バッグのような可撓性容器に結合されるとき、スパージャボ
ディー１５００は、効果的に、貯蔵及び運送のためにバッグと一緒に折り畳まれ、バッグ
と同時に滅菌され、後続のクリーニングを削除するように廃棄される。スパージャボディ
ー１５００は、流体へのガス拡散を増加することのできる微小なガスの気泡を提供するこ
とができる。理解されることは、他のタイプのスパージャを本システムと一緒に使用でき
ることである。
【００７８】
　多様な材料又はアセンブリを使用して、成長チャンバの中へガス転移を提供することが
できる。これらの材料は、例えば、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）（ＰＴＦＥ）、ポリスルホ
ン、ポリプロピレン、シリコーン、Ｋｙｎａｒ（登録商標）（ＰＶＤＦ）などから作られ
た配管の形式をした多孔性材料を含む。幾つかの実施形態において、これらはガス転移を
成長チャンバへ提供するために使用される。前述したように、スパージャボディー１５０
０はＴｙｖｅｋ（登録商標）材料を含むことができる。これは能動ガス拡散の使用のため
にバイオリアクタの中で使用可能である。同様に、この材料は受動ガス転移を利用する成
長チャンバの中で使用可能である。Ｔｙｖｅｋ（登録商標）フィルムの透過性は、Ｇｕｒ
ｌｅｙ　Ｈｉｌｌ多孔性の定量特性を使用して測定可能である。幾つかの実施形態におい
て、そのような材料は、約６から約３０（秒／１００ｃｃ　ｉｎ２）の値の範囲である。
Ｂｅｎｄｔｓｅｎ空気透過性の方法に従って評価された透過性は、多くの場合、約４００
から約２０００（ミル／分）の範囲にある。
【００７９】
　幾つかの実施形態において、透過性材料は高透過能力を有し、同時に疎水性、強度、溶
接可能性、生体適合性、及びガンマ安定性を維持する。多くの場合、バイオプロセス容器
（ＢＰＣ）の製造で見出されるフィルム又はポート構成で使用される普通の材料へ容易に
溶接される可撓性材料を得ることが望ましい。例えば、柔軟又は紙状のフィルムの可撓性
の性質は、バイオリアクタの製造、梱包、積載、及び使用の間に折り畳まれることを可能
にする。更に、散布材料の表面積及び形状が、溶接又は切断パターンに従って容易に修正
又は変更可能であることが望ましい。任意的に、容器の内容の中に浸されるスパージャボ
ディーを提供する代わりに、透過性包被を使用してバイオリアクタの液体内容をカプセル
化し、それによって広い拡散面積を提供することができる。
【００８０】
　ポート又は容器の表面にスパージャボディーを溶接することは、高レベルの表面積を提
供し、同時に低輪郭の散布を提供することができる。幾つかの実施形態において、これは
インペラの近くで乱流を低減することができ、及び／又は、細胞が亀裂、継ぎ目、又は裂
け目の中に累積する可能性を低減する。多くの場合、通常の散布構成は、インペラの下に
置かれた小さな貫通孔を有する散布リングの使用に依存する。スパージャは、更に、極度
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に小さな気孔サイズの使用を含むことができる。そのような多孔性材料は、焼結金属又は
セラミック材料として普通に見られる。Ｔｙｖｅｃ（登録商標）のような一回使用の使い
捨て材料を使用することは、幾つかの従来型スパージャに関連づけられた汚染及びクリー
ニング問題を回避又は低減する助けとなる。上記の問題は、ある場合には、多数の穴、気
孔、及びそのような単位の裂け目をクリーニングすることを含む。例えば、幾つかのスパ
ージャにおける小さな空隙区域は、細胞残骸が滞留及び累積して、増加した汚染の発生を
導く区域を呈示するかも知れない。幾つかの場合には、これは後続の細胞行程へ持ち越さ
れるかも知れない。
【００８１】
　細胞培養における散布ユニットの１つの目的は、酸素の物質移動（ＫＬａ）を助けるこ
とである。ＫＬａは、多くの場合、成長細胞の呼吸に必要である。一回使用バイオリアク
タで使用される散布アプローチの利点は、Ｔｙｖｅｋ（登録商標）のようなガス透過性膜
の曲がりくねった気孔構造が、スパージャを介して導入された大量のガスからの酸素物質
移動に有利な効果を与えることである。幾つかの実施形態において、小さな気泡をバイオ
リアクタの中へ導入するのが望ましい。なぜなら、それらの気泡は物質移動に有利だから
である。透過性膜を横切る物質移動は、ガス気泡から生じる物質移動とは独立して起こる
ことができる。これに関連して、流体柱の中の長いガス停留時間、及び高い表面対容積比
は、多くの場合、望ましい効果である。気泡のサイズは、塩、タンパク質、糖、及び栄養
培地のマイクロ及びマクロ成分比と固有に関連した表面張力効果によって支配されること
が、一般的に受け入れられている。実験的に計算されたＫＬａ値、視覚観察、及びバイオ
リアクタ行程からのデータは、多くの場合、気泡サイズ、及び多分に改善された物質移動
が、本発明の散布アプローチの特質であることを示す。液体の組成及びレオロジー特性、
混合強度、流体の交代速度、気泡のサイズ、細胞凝集の存在、及び界面吸収特性の全てが
、細胞へのガス、例えば酸素の物質移動に影響を与える。物質移動の主な駆動力は表面積
及び濃度勾配を含む。多くの場合、攪拌タンクバイオリアクタの中の酸素物質移動の主な
抵抗源はガス気泡を取り囲む液体フィルムである。
【００８２】
　散布材料、例えば、Ｔｙｖｅｋ（登録商標）は、膜を横切るガス転移を提供する。これ
に関連して、Ｔｙｖｅｋ（登録商標）及び類似のガス透過性膜を組み込むことによって、
表面積を容易に増加することができる。幾つかの実施形態において、膜と液体界面との間
の酸素勾配は、散布入口を直接に通す一定の補給によって高レベルに維持することができ
る。更に、迅速な混合強度も物質移動に有利である。なぜなら、インペラは、培地を下方
のスパージャ面へ直接押し出すからである。膜の使用は、大きなフィルム面を横切って酸
素の物質移動を可能にする。それは流体柱の中で上昇する気泡の形成に追加して行われる
。多くの場合、小さな気泡はバイオリアクタの上部で大きな気泡となり、これはヘンリー
の法則及び分圧に関連したガス溶解度に従って細胞生存度及びＫＬａに負の効果を及ぼす
。この境界層は、多くの場合、大量の液体における溶解酸素レベルの制御能力を低減する
結果を生じる。典型的には、気泡の存在を回避又は緩和するのが望ましい。なぜなら、そ
の過剰な量は、排気濾過器の閉塞及び行程の故障を生じるからである。本明細書で説明さ
れる新規なスパージャアプローチは所望の物質移動特性を提供し、多くの場合、従来型シ
ステムと比較して、生成される気泡のレベルを低減する。これは、効能が大きくなり、ス
パージャを介して導入されるガスが少なくなって、目標の酸素溶解度を維持するためであ
ろう。
【００８３】
　Ｔｙｖｅｋ（登録商標）は、幾つかの態様において、材料Ｇｏｒｅ－Ｔｅｘ（登録商標
）に類似する。即ち、それは疎水特性を有するが、依然として水蒸気の通過を許す。Ｔｙ
ｖｅｋ（登録商標）の医用等級については、大きな相対気孔サイズは約２０（マイクロメ
ートル）であり、表面エネルギーは約２５～約３２（ダイン／ｃｍ）である。本明細書で
説明されるように、スパージャが使用されない間に浸されるとき、膜を通る水蒸気の所望
されない転移を低減するため、スパージャの近くでガス入口ストリームに逆止め弁を使用
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するのが有利である。実際の水分透過率は、使用される培地及び特定の応用で大きく変化
する。気化水分透過率（ＭＴＶＲ）は、多くの場合、約１５００から約１６４０（ｇ／ｍ
２／２４時間）の範囲である。本発明は、更に、これらのスパージャアプローチが置換可
能な改造キットの形式で使用されることを想定する。この置換可能改造キットは、従来型
バイオリアクタと一緒に使用されるように構成されてよい。そのようなキットは、ＫＬａ
を改善することができ、蒸気滅菌バイオリアクタで普通に使用されて滅菌又はクリーニン
グが困難なハードウェア部品に取って代わることができる。
【００８４】
　多様な透過性膜を散布材料として使用できることが分かる。幾つかの実施形態において
、そのような膜は、約５０ミクロンから約２５０ミクロンの厚さを有するウェブの中へ熱
で密封される高密度ポリエチレンファイバから構成されてよい。ファイバは、典型的には
、約２ミクロンから約８ミクロンの直径を有し、フラッシュスパンプロセス（ｆｌａｓｈ
　ｓｐｕｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ）又は他の方法によって生成可能である。
【００８５】
　他の実施形態において、貫通孔フィルムシート、例えば、小さな貫通孔を有する低密度
ＰＥフィルムのシートを含んでよい。これは、プラスチック配管、成形プラスチック、形
状フィルム、又はフラットフィルムの形態であってよい。小さな貫通孔は、例えば、フィ
ルムへの穿孔、成形、又はエンボスで作られてよい。前述したように、そのような散布材
料又は構造は、容器へ固定されてよい。幾つかの実施形態において、散布機構は透過性膜
及び貫通孔フィルムの組み合わせを含んでよい。
【００８６】
　図１６は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリ１６００の断面図を
示す。スパージャアセンブリ１６００は、透過性材料のシート１６０５及びスパージャ導
管１６１０を含むことができる。ここで図示されるように、透過性材料のシート１６０５
は環状である。スパージャアセンブリ１６００は、スパージャ導管１６１０を介して容器
（図示されず）のポートと流体連通することができる。シート１６０５の内部リング１６
０３及び外部リング１６０４の各々は、容器１６０２の内面へ固定可能であり、透過性材
料のシート１６０５は、容器１６０２と結合されたときドーナツ形状の空間を画定する。
【００８７】
　図１７は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリ１７００の断面図を
示す。スパージャアセンブリ１７００は、任意数の透過性材料シート１７０５、スパージ
ャ管１７３０、及びスパージャ導管１７１０を含むことができる。スパージャアセンブリ
１７００は、スパージャ導管１７１０を介して容器１７０２のポート１７２０と流体連通
することができる。ここで図示されるように、スパージャアセンブリ１７００は、２つの
透過性材料シート１７０５から構成されるスパージャボディー１７０６を含むことができ
る。２つの透過性材料シート１７０５は、それらの外部リング１７０４に沿って一緒に結
合される。スパージャボディー１７０６は、球形、円筒形、ボックス形、ピラミッド形、
不規則形状などを含む多様な形状で構成可能であり、透過性及び非透過性材料又は表面の
任意の組み合わせを含んでよいことが分かる。
【００８８】
　図１８は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリ１８００の断面図を
示す。スパージャアセンブリ１８００は、透過性材料のシート１８０５及びスパージャ導
管１８１０を含むことができる。スパージャアセンブリ１８００は、スパージャ導管１８
１０を介して容器１８０２のポート１８２０と流体連通することができる。ここで図示さ
れるように、透過性材料のシート１８０５は円形である。シート１８０５の外部リング１
８０４の各々は、容器１８０２の内面へ固定可能であり、透過性材料シート１８０５は、
容器１８０２と結合されたとき、ドーム形状の空間を画定する。本明細書で説明されるよ
うなスパージャアセンブリ構成は、例えば、透過性材料１８０５の表面積及び対応するガ
ス流量要件が、ここで示されるドームのような異なるサイズ形状を利用することによって
調整されることを可能にする。本発明の幾つかの実施形態は、配管と直列に結合されてス
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パージャ導管１８１０へ取り付けられる逆止め弁を含んでよい。これは流体の逆流を防止
することができる。
【００８９】
　図１９は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリ１９００の断面図を
示す。スパージャアセンブリ１９００は、透過性材料のシート１９０５及びスパージャ導
管１９１０を含むことができる。スパージャアセンブリ１９００は、スパージャ導管１９
１０を介して容器（図示されず）のポートと流体連通することができる。ここで示される
ように、透過性材料のシート１９０５は円形である。シート１９０５の外部リング１９０
４はスパージャ導管１９１０と結合可能であり、透過性材料のシート１９０５は、スパー
ジャ導管１９１０と結合されたとき、ドーム形空間を画定する。
【００９０】
　図２０は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システム２０００の部分斜視図を示
す。反応器システム２０００は、駆動軸２００４に結合された駆動モータ２０９５を含む
ことができる。反応器システム２０００は、更に、駆動モータ２０９５に結合されたフレ
ーム支え２０９７を含むことができる。使用中、駆動軸２００４は回転アセンブリ２００
１と結合されて、回転アセンブリ２００１に結合された容器（図示されず）の内容を混合
又は攪拌することができる。幾つかの実施形態において、回転アセンブリ２００１は、ブ
ラケット（図示されず）を介してフレーム支え２０９７に結合される。図２１は、本発明
の１つの実施形態に従った反応器システム２１００の部分斜視図を示す。反応器システム
２１００は、駆動軸２１０４に結合された駆動モータ（図示されず）を含むことができる
。反応器システム２１００は、更に、駆動モータに結合されたフレーム支え２１９７を含
むことができる。駆動軸２１０４は、駆動軸の耳２００６を含むか、それと動作的に関連
づけられてよく、耳２００６は回転アセンブリハブ（図示されず）のノッチと結合するよ
うに構成される。駆動軸の耳２００６は、多くの場合、駆動モータから回転アセンブリハ
ブへトルクを伝達するために使用される。
【００９１】
　図２２は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システム２２００の部分斜視図を示
す。反応器システム２２００は、駆動軸２２０４と結合された駆動モータ２２９５を含む
ことができる。使用中、駆動軸２２０４は、回転アセンブリ２２０１と結合され、回転ア
センブリ２２０１に結合された容器（図示されず）の内容を混合又は攪拌することができ
る。クランプ２２０５は、更に、回転アセンブリ２２０１に結合されてよい。この実施形
態において、駆動モータ２２９５は、直角歯車モータを含む。直角歯車モータは、作業者
が駆動モータ２２９５を移動することなく駆動軸２２０４を駆動モータ２２９５へ通すこ
とを可能にする。直角歯車モータ、並列軸歯車モータ、及び中空軸モータを含む実施形態
は、駆動モータ２２９５と回転アセンブリ２２０１との間の接続の向上整列及び容易性を
提供することができる。図２３は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システム２３
００の断面図を示す。反応器システム２３００は、駆動軸２３０４に結合された駆動モー
タ２３９５を含むことができる。駆動軸２３０４は、テーパ要素２３０４ａを含むか、そ
れに結合されてよい。テーパ要素２３０４ａは、モータ２３９５の対応する受け取り要素
２３９５ａに関連づけられるように構成される。テーパ要素２３０４ａは、駆動軸２３０
４と駆動モータ２３９５との間に向上整列を提供することができる。
【００９２】
　図２４は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システム２４００の斜視図を示す。
反応器システム２４００は、支持棚２４１３に結合された容器ハウジング２４１１を含む
ことができる。支持棚２４１３は、反応器システムの探知プローブ（図示されず）及び他
の要素を支持するように構成されてよい。容器ハウジング２４１１は、支持フレーム２４
９７を介して駆動モータ２４９５に結合可能である。図２５は、本発明の１つの実施形態
に従った反応器システム２５００の斜視図を示す。反応器システム２５００は、支持棚２
５１３に結合された容器ハウジング２５１１を含むことができる。容器ハウジング２５１
１は、支持フレーム２５９７を介して駆動モータ２５９５に結合可能である。
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【００９３】
　図２６は、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリ２６００を示す。ここ
で図示されるように、プローブアセンブリ２６００は、リアクタ容器と係合する前に、収
縮構成にある。プローブアセンブリ２６００は、溶解酸素及びｐＨプローブ２６１０、及
び無菌接続を提供するＰａｌｌ　Ｋｌｅｅｎｐａｋコネクタ２６２０を含むことができる
。プローブアセンブリ２６００は、更に、ポート２６３０、スリーブ２６４０、及び連結
器２６５０を含むことができ、これらの３つの部品は、Ｐａｌｌコネクタ２６２０を使用
してプローブ２６１０をリアクタへ一体化することを容易にする。幾つかの実施形態にお
いて、ポート２６３０及び雌Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｆは、リアクタ容器（図示されず
）の一部分であるか、それと一体になることができる。スリーブ２６４０、連結器２６５
０、及び雄Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｍは、別個のサブアセンブリとして製造可能である
か、ユーザへ提供可能である。ユーザは、所望のプローブをそのようなサブアセンブリの
中へ取り付けることができ、次いで完全なプローブアセンブリを滅菌することができる。
ポート２６３０、スリーブ２６４０、及び連結器２６５０は、Ｐａｌｌコネクタ２６２０
を使用してプローブ２６１０をバイオリアクタへ一体化することを容易にする。
【００９４】
　図２７Ａは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリのプローブポートサ
ブアセンブリ２７０２を示す。プローブポートサブアセンブリ２７０２は、雌Ｐａｌｌコ
ネクタ２７２０ｆに結合されたバイオプロセス容器ポート２７３０を含むことができる。
ポート２７３０は、例えば、フランジ面２７３４を介して容器（図示されず）へ熱で溶接
されてよい。ポート２７３０は、更に、リップシール２７３２を含んでよく、リップシー
ル２７３２は、流体又は材料が、この容器からプローブアセンブリの中へ、又はフランジ
面２７３４を越えて、逆流するのを防止することができる。幾つかの実施形態において、
ポート２７３０及び雌Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｆは容器と一体的に構成される。
【００９５】
　図２７Ｂは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリのプローブキットサ
ブアセンブリ２７０４を示す。プローブキットサブアセンブリ２７０４は、連結器２７５
０、スリーブ２７４０、及び雄Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｍを含むことができる。プロー
ブキットサブアセンブリ２７０４は、別個のキットとしてエンドユーザへ供給されてよい
。スリーブ２７４０は、連結器２７５０の鉤管継手（図示されず）を介して連結器２７５
０に結合されてよい。同様に、スリーブ２７４０は、雄Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｍの鉤
管継手（図示されず）を介して雄Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｍに結合されてよい。
【００９６】
　図２７Ｃは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリのオートクレーブサ
ブアセンブリ２７０６を示す。オートクレーブサブアセンブリ２７０６は、プローブ２７
１０、連結器２７５０、スリーブ２７４０、及び雄Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｍを含むこ
とができる。エンドユーザは、前述したように、所望のプローブ２７１０をプローブキッ
トサブアセンブリ２７０４へ取り付けることができ、結果のオートクレーブアセンブリ２
７０６を滅菌することができる。滅菌した後、ユーザは、雄Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｍ
及び雌Ｐａｌｌコネクタ２７２０ｆを結合し、流体ストリームへのプローブ係合を完了す
ることができる。幾つかの実施形態において、スリーブ２７４０は可撓性部材である。こ
の可撓性部材は崩壊してプローブ２７１０の取り外しを可能にし、連結器２７５０はスリ
ーブ２７４０とプローブ２７１０との間にインタフェースを提供することができる。
【００９７】
　図２８Ａは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリ２８００を示す。プ
ローブアセンブリ２８００は、プローブ２８１０、連結器２８５０、スリーブ２８４０、
雄Ｐａｌｌコネクタ２８２０ｍ、雌Ｐａｌｌコネクタ２８２０ｆ、及びポート２８３０を
含む。プローブアセンブリ２８００は第１の接続構成にあることが示される。第１の接続
構成では、プローブアセンブリは容器に係合されるが、プローブはまだ流体ストリームの
中へ導入されていない。図２８Ｂは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブ
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リを示す。この場合、プローブアセンブリ２８００は第２の接続構成にあって、スリーブ
２８４０は崩壊し、プローブ２８１０の遠位端は容器の流体ストリームの中へ導入されて
いる。
【００９８】
　Ｃ．培養
　攪拌タンク反応器システムは、生物学的流体、細胞培養培地、微生物の培養物、食物製
品などのような流体媒体を保持するように設計される。流体媒体が細胞培養物である場合
、このシステムは、バッチ様式、半バッチ様式、フェドバッチ様式、または連続様式で操
作され得る。バッチ培養は、細胞接種物がタンクまたは発酵槽において最大密度に培養さ
れ、収集され、バッチして処理される、大規模細胞培養である。フェドバッチ培養は、新
鮮な栄養（例えば、増殖制限基質）または添加剤（例えば、生成物の前駆体）のいずれか
を供給するバッチ培養物である。連続培養は、新鮮な培地の流入によって栄養を連続的に
供給される懸濁培養であり、培養容量は、通常一定である。同様に、連続発酵とは、細胞
または微生物が、バイオリアクタからの細胞懸濁液の除去によって正確にバランスがとら
れた新鮮な培地の連続的な添加によって、培養物を指数増殖期に維持するプロセスをいう
。さらに、攪拌タンク反応器システムは、懸濁培養、灌流（ｐｅｒｆｕｓｉｏｎ）培養、
またはマイクロキャリア培養のために使用され得る。一般的に、攪拌タンク反応器システ
ムは、ラシュトン、ハイドロフォイル、傾斜ブレード、または船舶用のような任意の型の
攪拌機を備える従来の攪拌タンク反応器として作動し得る。図１を参照して、攪拌軸１１
２は、例えば、直立中心、直立片寄り（ｏｆｆｓｅｔ）、または１５°片寄りのような、
ハウジング１１１に対する任意の角度または位置で取り付けられ得る。攪拌タンク反応器
システムの制御は、スチームインプレス（ＳＩＰ）またはクリーンインプレス（ＣＩＰ）
の必要性無しで従来の手段によってであり得る。実際に、本発明のシステムは、滅菌バイ
オリアクタ操作に限定されず、きれいな生成物が攪拌タンクを使用して混合されるべき任
意の操作（例えば、クリーンルームの必要性無い、食物製造または任意のクリーンルーム
混合）において使用され得る。
【００９９】
　Ｄ．キット
　本発明は、攪拌タンク反応器システムおよび使用のための説明書を備えるキットを包含
する。好ましい実施形態において、キットは、使い捨て攪拌タンク反応器システムを備え
る。従って、キットは、バッグ、軸、インペラ、または軸受のような少なくとも１つの使
い捨て要素を備える。好ましくは、キットは、全体的に使い捨てである。可撓性使い捨て
バッグは、バッグの内側が無菌のままであるように、少なくとも１つのシールまたはＯリ
ングによって軸および軸受に付けられ得る。さらに、バッグは、ｐＨセンサーおよび溶存
酸素センサーを備え得、センサーがバッグ内に組み込まれ、バッグとともに使い捨てであ
る。キットはまた、バッグに対してシールされる１つ以上の内部ポーチを備え得る。ポー
チは、プローブが反応器内に挿入され得るように、バッグの外側に対して開き得る１つの
端部を備える。プローブは、温度プローブ、ｐＨプローブ、溶存気体センサー、酸素セン
サー、二酸化炭素（ＣＯ２）センサー、細胞量センサー、栄養センサー、浸透圧計などで
あり得る。さらに、このシステムは、バッグ内に少なくとも１つのポートを備え、このポ
ートが、デバイスをポートに接続することを可能にするものであり、ここで、デバイスと
しては、チューブ、フィルター、サンプラー、プローブおよびコネクターなどが挙げれら
れるが、これらに限定されない。ポートは、サンプリング、接種、滴定、ケモスタット試
薬の添加、スパージングなどを可能にする。このキットの利点は、必要に応じて全体的に
使い捨てであり、添付の説明書に従うことによって使用が容易であることである。このキ
ットは、好ましい培養容量に依存して異なる大きさになり、任意の所望の反応チャンバま
たはバレルととも使用され得る。このキットは、予め滅菌され、検証または洗浄が必要な
い。キットは、細胞培養、微生物の培養、食物代謝物の培養、食物製造、化学物質製造、
生物薬剤製造などのために使用され得る。
【０１００】
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　別の実施形態において、キットは、使い捨てバッグを保持するハウジングまたはバレル
を備える。このようなハウジングまたはバレルは、バッグとともに供給され得るかまたは
別々に提供され得る。
【０１０１】
　Ｅ．例
　下記の具体的な例は、本発明を例証するためのものであって、請求項の範囲を限定する
ように解釈されてはならない。
【０１０２】
　（１）使い捨てバイオリアクタ
　本発明の攪拌タンク反応器システムの１つの実施例は、使い捨てバイオリアクタ又は一
回使用バイオリアクタ（ＳＵＢ）である。バイオリアクタは、組み込み攪拌及び取り付け
可能センサ（例えば、ｐＨセンサ、温度センサ、溶解酸素（ｄＯ２）センサなど）を有す
る２５０リットル培地バッグに類似する。リアクタは、従来型コントローラを介して作動
される。攪拌機（例えば、攪拌軸及びインペラ）及び軸受は使い捨てであり、バッグの中
に組み込まれている。モータは、支え（例えば、モータ及び軸受支え）又はバッグを保持
する２５０リットルバレルの上のブラケットへ取り付けられる。サイズ、形状、及び動作
において、このバイオリアクタは、無菌ライナを有するステンレス鋼リアクタと類似して
いるように見えるが、本発明のバイオリアクタは、従来型ステンレス鋼リアクタと比較し
て多くの利点を提供する。そのような培地バッグのサイズ及び容積は、企業の必要性に従
って縮小拡大が可能であることが理解される。
【０１０３】
　最も重要なことは、クリーニング及び蒸気滅菌の必要性が除去されることである。バッ
グは、放射線によって事前に滅菌され、したがって直ぐに使用できる。実際に、培養の開
始時又は培養行程の間では、クリーニング、滅菌、確認、又はテストは必要とされない。
その結果、バイオリアクタは、行程の間で、相互汚染がゼロの培養環境を提供する。従来
型システムにおいて、大部分のコストは、定置洗浄（ＣＩＰ）及び定置滅菌（ＳＩＰ）、
及びこれらの機能を監視するスキッド及び制御システムの設計に関連する。これらのコス
トは、使い捨てバイオリアクタで除去され、多数の生産物が、同時に、また非常に容易に
、培養又は製造される。
【０１０４】
　使い捨てバイオリアクタは、使用する培養バッグ、及びバッグを保持するバレルを大き
くすることによって、容易にスケールアップ可能である。広範なエンジニアリング又はク
リーニングなしに、複数のバイオリアクタを同時に操作することができる。バイオリアク
タは、良好に特性化された混合を有する真の攪拌タンクである。そのようなものとして、
バイオリアクタは縮小拡大が可能であって、もし所望ならば、その内容をステンレス鋼リ
アクタへ転移できるという追加の利点を有する。注意すべきは、バイオリアクタが使用の
容易性を低コスト及び柔軟性と組み合わせ、したがって細胞培養に新しい技術的プラット
フォームを提供することである。
【０１０５】
　（２）細胞培養
　本発明の使い捨てバイオリアクタは、細胞を新鮮な培地へ接種するバッチ培養で使用す
ることができる。細胞が成長するにつれて、細胞は培地の中の栄養を消費し、不用生産物
が累積する。分泌された生産物については、培養がその過程を実行したとき、濾過又は遠
心分離ステップによって細胞が生産物から分離される。ウイルス性ベクターの生産につい
ては、細胞は培養の成長段階でウイルスに感染し、これはベクターの表現及び後続の収穫
を可能にする。バイオリアクタの中で相互汚染はゼロであるから、それはバッチ培養で良
好に働く。
【０１０６】
　バイオリアクタは、更に、灌流培養に使用可能である。その場合、生産物及び／又は不
用培地は継続的に除去され、除去された分量は新鮮な培地で置換される。新鮮な培地の一
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定の追加は、不用生産物を除去しながら、細胞が必要とする栄養を細胞に提供し、より高
い細胞濃度を達成する。バッチ培養の常に変化する条件とは異なって、灌流方法は細胞濃
度及び生産性が定常状態条件で維持される平衡状態で培養を達成及び維持する手段を提供
する。これは、従来型ステンレス鋼リアクタと同じくらい容易に、使い捨てバッグの中で
達成可能である。ウイルス性ベクターの生産については、灌流プロセスは細胞濃度、それ
によって感染後のウイルス力価の増加を可能にする。分泌生産物については、バイオリア
クタ内の灌流は、培養バッグのサイズを単に増加することによって、生産性を増加する機
会をユーザに提供する。最も重要なことは、滅菌、確認、又はクリーニングの必要性がな
いことである。なぜなら、システムは生成プロセスの間にゼロの相互汚染を経験するから
である。
【０１０７】
　（３）バッチデータ１
　図２９は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムを使用して生成されたデー
タのグラフを提供する。２００リットルのＣＤＭ４培養培地の中のヒト胚性腎臓（ＨＥＫ
）２９３細胞が、２５０リットル容量の反応器システムの中に培養された。グラフで示さ
れる他のパラメータの中で、反応器システム培養の生存細胞濃度は、バッチ行程の最初の
約１４日間に増加した。
【０１０８】
　（４）バッチデータ２
　図３０～図３４は、本発明の１つの実施形態に従った哺乳類細胞培養について、一回使
用バイオリアクタシステムから得られたデータを示す。一回使用攪拌タンクバイオリアク
タの増減可能物質移動特性が説明される。２５０リットルプロトタイプシステムを使用す
るバッチ培養からの細胞成長及び代謝、抗体生産、及び抗体特性化データが呈示され、類
似の規模を有する従来型ステンレス鋼バイオリアクタからの結果と比較される。
【０１０９】
　材料及び方法　－　混合の検討。バイオリアクタ内の混合時間は、基剤溶液の追加に応
答するリアクタ内のｐＨ変化を時間にわたって追跡することによって、バイオリアクタ内
の混合時間が様々な攪拌速度で推定された。リアクタは典型的な細胞培地で２５０リット
ルの作業容積へ充填された。時間ゼロでは、５００ミリリットルの１Ｎ　ＮａＯＨがリア
クタの上部で追加され、結合ｐＨガラス電極が使用されて、時間ゼロからｐＨが安定する
まで、ｐＨが測定された。ｐＨ対時間がプロットされ、最終ｐＨの９５％に達するまでに
必要な時間がグラフから推定された。
【０１１０】
　重要なスケールアップパラメータは、化学及び製薬産業で良好に確立された標準計算を
使用して決定された。
【０１１１】
　混合レイノルズ数ＮＲｅは流体運動及び慣性力の比であり、層流か乱流の混合型を決定
するために使用される。
【０１１２】
　　　ＮＲｅ＝ＮＤｉ

２ρ／ｕ
　リアクタの容積Ｖ当たりの、リアクタへのエネルギー入力Ｐｏは、流体混合及び物質移
動が起こる規模に関連し、インペラの動力数Ｎｐに依存する。
【０１１３】
　　　Ｐ０／Ｖ＝ＮｐρＮ３Ｄｉ

５／Ｖ
　インペラの動力数はインペラの設計に依存し、ブレード数、ブレード幅、及びブレード
ピッチの関数である。Ｎｐも、リアクタの側面及び底からのインペラの隙間の関数である
。様々なインペラのタイプについて、動力数は良好に文書化される。
【０１１４】
　インペラの先端速度ｖｉは、インペラの近傍における流体せん断応力に関連する。
【０１１５】
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　　　ｖｉ＝πＮＤｉ

　上記の式において、Ｎ＝インペラの回転速度、Ｄｉ＝インペラの直径、ρ＝流体の密度
、μ＝流体の粘度である。
【０１１６】
　材料及び方法　－　酸素移動の検討。溶解酸素ｄＯ２濃度の変化を適切な条件で時間に
わたって追跡することによって、酸素移動容量係数ＫＬａが様々な攪拌及び散布速度で推
定された。リアクタは、典型的な細胞培養培地で２５０リットルの作業容積へ充填され、
ｄＯ２センサがリアクタの中に取り付けられた。各々の実験を準備するため、ｄＯ２濃度
が約２０％の空気飽和の下へ降下するまで、窒素がバイオリアクタの全体へ散布された。
各々の実験について、攪拌速度が設定され、次に空気が所望の速度で散布された。ｄＯ２

濃度が、約８０％の空気飽和に達するまで、時間に対して測定された。ＫＬａの値は、下
記の物質収支式に基づいて、ＣＬ対ｄＣＬ／ｄｔのグラフから推定可能である。
【０１１７】
　　　ｄＣＬ／ｄｔ＝ＫＬａ（Ｃ＊－ＣＬ）
　ここで、ＣＬはｄＯ２濃度であり、Ｃ＊はＣＬの平衡値である。
【０１１８】
　材料及び方法　－　細胞培養手順。一回使用バイオリアクタの性能を例証するため、３
００リットル作業容積の従来型ステンレス鋼リアクタについて開発された細胞培養プロセ
スが使用された。従来型リアクタで例証された細胞系、培地、及びプロセスパラメータが
、一回使用リアクタで反復された。
【０１１９】
　使用された細胞は、ヒト化モノクローナル抗体を表現するＣＨＯ細胞であった。細胞は
、標準方法を使用してＴフラスコの中で解凍及び維持された。次に、細胞は、従来型ステ
ンレス鋼１１０リットル接種物バイオリアクタの中へ導入される前に、Ｔフラスコから通
常の１リットル拡大バッグの中へ拡大された。一度細胞が１．６ｘ１０６細胞／ミリリッ
トルの濃度に達すると、一回使用バイオリアクタのために、従来型１１０リットルバイオ
リアクタからの４５リットルが接種物として使用された。こうして、指数的に成長する細
胞が、制御されたバイオリアクタから所定の細胞濃度で一回使用バイオリアクタの接種物
として提供された。
【０１２０】
　化学的に定義された標準市販細胞培地が使用された。バッチ培養の指定点で、非動物源
の化学的に定義されていない市販栄養食物が追加された。Ｄグルコース及びＬグルタミン
の溶液が、バッチ培養の間、必要に応じて毎日追加され、バッチの全体で、Ｄグルコース
の濃度が１から３ｍｇ／リットルの間に維持され、Ｌグルタミンの濃度が１から３ミリモ
ル／リットルの間に維持された。
【０１２１】
　一回使用バイオリアクタの制御は、標準の産業許容センサ及びコントローラを使用して
達成された。温度、ｐＨ、及びｄＯ２フィードバックコントローラは、比例、積分、及び
微分（ＰＩＤ）制御を使用して作動された。温度はリアクタ内の熱井戸の中に挿入された
白金抵抗温度計によって測定され、電熱ジャケットを介して３７℃に制御された。ｐＨは
、バイオリアクタ内容と直接接触する結合ｐＨガラス電極を使用して測定された。ｐＨは
、ＣＯ２を頭隙へ追加するか１Ｍ　Ｎａ２ＣＯ３を培養へ追加することによって７．１の
値に制御された。ｄＯ２濃度は、バイオリアクタの内容と直接接触するｄＯ２センサを使
用して測定された。ｄＯ２濃度は、約０．２リットル／分でＯ２を散布することによって
３０％の空気飽和に制御された。攪拌は、フィードバックによって制御されず、１１０ｒ
ｐｍの単一設定点に維持され、毎日検査された。バイオリアクタ内のレベルは重量計を使
用して測定された。
【０１２２】
　試料採取システムは、無菌接続装置を使用してバイオリアクタへ取り付けられ、バッチ
培養の間、必要に応じて１０ミリリットルの試料を回収するために使用された。試料は、
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毎日少なくとも１回、回収された。試料は、Ｎｏｖａ　ＢｉｏＰｒｏｆｉｌｅ　２００分
析器を使用して即時に分析された。この分析器は、培養ｐＨ、ｄＯ２、ｄＣＯ２、Ｄグル
コース、及びＬグルタミンの濃度を提供した。ｐＨプローブは、必要に応じて標準化され
、Ｄグルコース及びＬグルタミンの溶液は、Ｎｏｖａ測定値に基づいて追加された。生存
及び全ての細胞の濃度は、トリパンブルー色素排除を使用して血球計算器計数値に基づき
各々の試料について決定された。試料は０．２μｍ濾過器を介して濾過され、後の分析の
ために貯蔵された。この分析は、抗体力価ついてＩｇｅｎベース検定を使用する。
【０１２３】
　重要な細胞培養パラメータは、試料測定値に基づいて計算された。最大生存細胞濃度、
収穫での累積細胞時間、最終抗体濃度、及び消費された全グルコース及びグルタミンが、
試料データから直接計算された。バッチ培養として、細胞の特定の成長速度μが、培養の
指数的段階でのみ決定された。特定の成長速度は、接種に続く１日から４日の生存細胞濃
度Ｘｖの回帰嵌合から計算された。
【０１２４】
　　　ｄＸｖ／ｄｔ＝μｔ
　類似の規模を有する従来型ステンレス鋼バイオリアクタを使用する一連のバッチ培養か
らの結果が、一回使用結果と比較するために入手された。従来型バイオリアクタについて
作表された値の範囲は、単一設備観察で９５％予測区間である。
【０１２５】
【化１】

　ここで、ｘｍｅａｎは試料の平均であり、ｓは試料の標準偏差であり、ｎは試料のサイ
ズであり、ｔα／２，ｎ－１は適切なスチューデントのｔ統計である。
【０１２６】
　一回使用バイオリアクタの浮遊物が収穫され、濾過によって清澄にされ、従来型ステン
レスバイオリアクタ製造プロセスについて確立された手順を使用して精製された（イオン
交換クロマトグラフィと組み合わせられたプロテインＡベース親和力精製）。結果の純化
された抗体は特性化され、従来型ステンレス鋼プロセスから引き出された抗体と比較され
た。一回使用バイオリアクタから引き出された精製抗体を特性化するため、炭水化物（Ｃ
ＨＯ）水準、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（還元及び非還元）、ＳＥＣ－ＨＰＬＣ、ＳＥＣ－ＭＡＬ
Ｓ（多角光散乱）、ＢＩＡ核結合、ＲＰ－ＨＰＬＣ、キャピラリー等電点電気泳動（ＣＥ
ＩＥＦ）、及びＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ質量分光検定が使用された。得られた結果は、従来型
ステンレス鋼バイオリアクタで生産された抗体の観察結果と比較された。
【０１２７】
　結果　－　混合の検討。　９５％の均質性へ達するために必要な時間は、攪拌速度を増
加するにつれて減少した。各々の実験は２回反復され、平均混合時間は表１に示される。
【０１２８】
【表１】

　更に、一回使用バイオリアクタの重要なスケールアップパラメータが容易に計算可能で
ある。一回使用バイオリアクタは、典型的な攪拌タンクバイオリアクタの設計規準を使用
して設計され、表２で示されるように、インペラは典型的なピッチドブレード設計であっ
た。バッフルが存在しない場合、インペラを中心からずらし、垂直から２０°の角度で取
り付けることによって、リアクタ内の渦巻き形成が回避された。
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【０１２９】
【表２】

　表３でリストされるように、表２からの動力数を使用して様々な攪拌速度の特性スケー
ルアップパラメータを容易に計算することができる。
【０１３０】
【表３】

　結果　－　酸素移動の検討。図３０で示されるように、酸素移動容量係数ＫＬａは、ス
パージャを通る空気の様々な流量について、また様々な攪拌速度について決定された。予
想されたように、ＫＬａは、１つの例外を除いて、空気の流量が増加し攪拌速度が増加す
るにつれて増加した。２００ｒｐｍでは、ＫＬａは１００ｒｐｍよりも低かった。この相
違は、攪拌速度が高くなると、ＫＬａへの表面効果が増加するためであるかも知れない。
（実験手順に起因して、頭隙は窒素及び空気の混合物を含んだ。）表面効果を定量化する
ためには、更なる実験が必要である。
【０１３１】
　これらの結果は、予想されたように、同じ幾何学的構成の従来型攪拌タンクバイオリア
クタの酸素移動特性に匹敵する。細胞培養培地における平衡酸素濃度の典型的な文献値は
０．１８ミリモル／リットルであり、典型的な動物細胞培養の特定の酸素消費速度は０．
１５ミリモル／１０９細胞／時間である。上記の図の中間範囲で作動されるとすれば（攪
拌＝１００ｒｐｍ、散布速度＝１．０リットル／分、ＫＬａ≒１０時間－１）、一回使用
バイオリアクタは、空気を散布ガスとして使用するとき１０ｘ１０６細胞／ミリリットル
よりも大きく、また酸素を散布ガスとして使用するとき５０ｘ１０６細胞／ミリリットル
よりも大きく、細胞濃度を維持できることが計算される。
【０１３２】
　結果　－　バッチ細胞培養。一回使用バイオリアクタが細胞培養生産に適切であること
を例証するため、ヒト化モノクローナル抗体を生産するＣＨＯ細胞がバッチ培養で成長さ
れ、類似した規模の従来型ステンレス鋼バイオリアクタで実行された同じ細胞系及びプロ
セスからの経歴結果と比較された。このプロセスは、細胞培養に特別に設計された３００
リットルＡｂｅｃ従来型ステンレス鋼リアクタで５回反復された。２つのリアクタからの
重要な細胞培養パラメータは、表４で比較される。
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【表４】

　一回使用バイオリアクタは最初のプロトタイプであった。最初に使用されるプロトタイ
プとして、バッチ培養の間に、コントローラＰＩＤパラメータへの調整が数回行われた。
これらの調整に起因して、ｐＨ、ｄＯ２濃度、スパージャ流量、及び攪拌速度の一時的エ
クスカーションが、バッチの間でときどき起こった。これらのエクスカーションが起こっ
ても、このバイオリアクタからの結果は、従来型ステンレス鋼バイオリアクタからの結果
と同等である。Ｎｏｖａ分析器によって測定されたオフライン試料からのｐＨ、ｄＯ２、
及びｄＣＯ２濃度のグラフは、図３１に示される。
【０１３４】
　一回使用バイオリアクタからの詳細な結果は、下記の図面に示される。一回使用バイオ
リアクタは０．３３ｘ１０６細胞／ミリリットルで接種され、７．６ｘ１０６細胞／ミリ
リットルの最大細胞密度に達した。生存度は、バッチ曲線の成長部分の間、９０％を超え
て維持された。全て及び生存した細胞の濃度及び生存度の％は、図３２に示される。
【０１３５】
　収穫時における最終力価のパーセントとしての時間抗体力価は、図３３に示される。こ
の細胞系で典型的であるように、抗体の約５０％は、細胞濃度が降下するバッチの後半で
生産された。
【０１３６】
　累積グルコース及びグルタミン消費は、図３４に示される。一回使用バイオリアクタの
グルコース及びグルタミン消費は、従来型攪拌タンクバイオリアクタからの経歴結果に匹
敵した。
【０１３７】
　検定結果の要約は表５に含まれる。全ての場合に、一回使用バイオリアクタから引き出
された抗体は、従来型ステンレス鋼バイオリアクタで生産される場合と同等の結果を示し
た。
【０１３８】
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【表５】

　本発明の様々な修正及び変形は、本発明の範囲及び趣旨から逸脱することなく、当業者
に明らかであろう。本発明は特定の好ましい実施形態に関して説明されたが、請求項に記
載された発明は、そのような特定の実施形態へ不当に限定されてはならないことを理解す
べきである。実際、本発明を実施するために説明された形態の様々な修正であって当業者
に明らかなものは、請求項の範囲の中にあることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】図１は、攪拌タンク反応器システムの１つの実施形態の長手方向断面図であって
、攪拌タンク反応器システムが永久ハウジングの中に置かれた図を示す。
【図２】図２は、プローブ接続の１つの実施形態を示し、滅菌又は無菌接続を介してプロ
ーブを攪拌タンク反応器システムへ取り付けることができることを示す。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの断面図を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの断面図を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリの断面図を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリの断面図を示す。
【図５】図５は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリの断面図を示す。
【図６】図６は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリの部分断面図を示す。
【図７】図７は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリの斜視図を示す。
【図８】図８は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリの断面図を示す。
【図９】図９は、本発明の１つの実施形態に従った回転アセンブリの断面図を示す。
【図１０】図１０は、本発明の１つの実施形態に従ったインペラの断面図を示す。
【図１１】図１１は、本発明の１つの実施形態に従ったインペラの部分断面図を示す。
【図１２】図１２は、本発明の１つの実施形態に従った駆動軸のコアの斜視図を示す。
【図１３】図１３は、本発明の１つの実施形態に従ったインペラの断面図を示す。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本発明の１つの実施形態に従ったインペラの斜視図を示す。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、本発明の１つの実施形態に従ったインペラの斜視図を示す。
【図１５】図１５は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャボディーの断面図を示
す。
【図１６】図１６は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリの断面図を
示す。
【図１７】図１７は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリの断面図を
示す。
【図１８】図１８は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリの断面図を
示す。
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【図１９】図１９は、本発明の１つの実施形態に従ったスパージャアセンブリの断面図を
示す。
【図２０】図２０は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの部分斜視図を示
す。
【図２１】図２１は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの部分斜視図を示
す。
【図２２】図２２は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの部分斜視図を示
す。
【図２３】図２３は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの断面図を示す。
【図２４】図２４は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの斜視図を示す。
【図２５】図２５は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムの斜視図を示す。
【図２６】図２６は、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリ２６００を示
す。
【図２７Ａ】図２７Ａは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリのプロー
ブポートサブアセンブリを示す。
【図２７Ｂ】図２７Ｂは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリのプロー
ブキットサブアセンブリを示す。
【図２７Ｃ】図２７Ｃは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリのオート
クレーブサブアセンブリを示す。
【図２８Ａ】図２８Ａは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリを示す。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、本発明の１つの実施形態に従ったプローブアセンブリを示す。
【図２９】図２９は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムを使用して生成さ
れたデータのグラフを提供する。
【図３０】図３０は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムを使用して生成さ
れたデータのグラフを提供する。
【図３１】図３１は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムを使用して生成さ
れたデータのグラフを提供する。
【図３２】図３２は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムを使用して生成さ
れたデータのグラフを提供する。
【図３３】図３３は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムを使用して生成さ
れたデータのグラフを提供する。
【図３４】図３４は、本発明の１つの実施形態に従った反応器システムを使用して生成さ
れたデータのグラフを提供する。
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