IsoBag ™

IsoBag はコンタクトプレートおよび 90mm シャーレの

製造用アイソレーターへの迅速かつ安全な移動を保証します。

The life science business
of Merck operates as
MilliporeSigma in the
U.S. and Canada.

新しい IsoBag ™ が環境モニタリングの
ワークフローを最適化します。

環境モニタリング用培地が必要なときにすぐお手元に。

医薬品製造におけるワークフローの円滑化は生産性にかかわる
大きな要件であることから、メルクはこの新しい IsoBag の開発

に至りました。医薬品の製造では、時間と費用を節約しながら安
全な製品を出荷することがきわめて重要です。

IsoBag には、すぐに使えるガンマ線照射滅菌済みのコンタクト
プレートまたは 90mm シャーレが内包されているため、無菌製
造用アイソレーターにおける環境モニタリングのワークフロー

が簡単になります。IsoBag 独自の輸送および包装用バッグはア

イソレーターの DPTE® アルファポートに簡単に装着できます。
DPTE アルファポートからのアクセスより培地がいつでも使用可
能な状態になると同時に保存も簡単になり、アイソレーター内の

貴重なスペースを確保することが出来ます。90mm シャーレま

たはコンタクトプレートの導入前の除染サイクルは不要であり、
実際の製造工程に必要な時間が節約され、コストの削減に繋がり
ます。

IsoBag を使用することにより、環境モニタリング製品の製造用
アイソレータへの搬入を安全に実施できます。これによりワーク
フローが簡素化され、自由度が大きくなり、お客様の製品、つま
りブランドの最高の安全性が保証されます。

IsoBag は時間を節約し、
自由度を高めます：
●

培地の一次包装を除染する必要性がなく、時間を節約できます

●

培地はすぐに使用できる状態で準備されます

●

●

使用期間を通じて封じ込めが維持されます

アイソレーター内に専用の保存用スペースを確保する必要は
ありません

IsoBag のユニークな特長：
●
●
●
●
●
●
●

個包装のコンタクトプレートまたは 90mm シャーレが
内包されている DPTE BetaBag®

IsoBag はあらゆる 190mm 径の DPTE アルファポートに接続可能
すぐ使用可能なガンマ線照射済みの培地

内包のコンタクトプレートまたは 90mm シャーレは
１枚ずつに製造ロット等の情報ラベル貼付

ロック機能付とロック機能なしの TSA+LTHTh90mm シャーレ
複数回の脱着が可能

使用済み培地を安全に輸送可能にするための
滅菌輸送用バックを同梱

IsoBag ™ におけるさまざまな

ICR/ICR ＋コンタクトプレートと 90mm シャーレ

メルクにはアイソレーターおよびクリティカルなクリーンルーム内の環境モニタリング用に特化してデザインされたプレー
トの豊富な品揃え（ICR シリーズ）があります。例えば、シャーレのロック機能なしを ICR シリーズ、ロック機能付きを
ICR ＋シリーズとしてコンタクトプレート、90mm 培地を提供しています。

安全性、信頼性、利便性を
最大限に高める ICR コンタクトプレートと
90mm シャーレ：
●

各シャーレに製品データバーコード付シール貼付

●

クリーンルームで製造され、最終包装でガンマ線照射滅菌済み

●

●
●
●
●
●

透明な VHP 非透過性のバリア包装

EP および USP の推奨事項に従って調製済み
室温保存可能
長い有効期限

広範な消毒剤の不活化および VHP 残渣物を阻害する
中和剤入り培地

安全な輸送およびさまざまな培養条件に対応する
クローズおよびベントのロック機能付きシャーレ

アイソレーターにおける標準的な作業手順（ICRプレートのみ使用）
アイソレーターへの
ICRプレートの導入

I C Rプレートは 3 重 包 装 の
外側のバッグを開封しアイソ
レーターに移動させます。

除染サイクル

内側の包装に入れた状態で
除染を行います。

（除染時には包装の穴を用い
てプレートを吊り下げておき
ます。
）

プレートの保管と使用

除染済みのICRプレートはア
イソレーター内で保管し、規
定の期間中に環境モニタリン
グに使用できます。

工程の繰り返し
次 回 予 定 される除 染 の 前
にICRプレートをアイソレー
ター内へセットします。

培地保管スペースが必要なため、2回の汚染除去サイクル間の間隔が限られ、結果的に1回の製造期間が短くなります。

アイソレーターにおけるIsoBagの使用
アイソレーターへの
ICRプレートの導入

IsoBagをアイソレーターの
アルファポートに接続して、
I C Rプレートをアイソレー
ターに移動します。

プレートの使用
アイソレーター内で保 管ス
ペースを節約できます。

ICRプレートはすぐに環境モ
ニタリングに用いることがで
きます。

IsoBagは除染サイクルの間隔を短縮でき、
キャンペーン生産などの連続バッチ製造にも最適です。

工程の繰り返し
IsoBagをアイソレーターの
アルファポートに接続して、
I C Rプレートをアイソレー
ターに移動します。

ご注文情報
カタログ番号

製品名

1.46753.0100

IsoBag TSA + LTHThio Contact plus、190mm DPTE® アルファポート用、
ロック機能付き55mmコンタクトプレート、ガンマ線照射済み
(コンタクトプレート単品カタログ番号：1.46783.0020, 1.46783.0200)

1.46754.0100
1.46755.0080
1.46756.0080
1.46784.0100
1.46785.0080

メルク公式アカウント

友だち追加は
コチラ

メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ
メルク ライフサイエンス - Merck で検索

プレート枚数
/ 1バッグ
100

IsoBag TSA + LTHTh Contact、190mm DPTE アルファポート用、
55mmコンタクトプレート、ガンマ線照射済み
(コンタクトプレート単品カタログ番号：1.46231.0020, 1.46231.0200)

100

IsoBag TSA + LTHTh Settle、190mm DPTE アルファポート用、
90mmシャーレ、ガンマ線照射済み
(90ｍ ｍシャーレ単品カタログ番号：1.46069.0020, 1.46069.0120)

80

IsoBag TSA + LTHTh Settle plus、190mm DPTE アルファポート用、
90mmロック機能付きシャーレ、ガンマ線照射済み
(90ｍ ｍシャーレ単品カタログ番号：1.46683.0020, 1.46683.0120)

80

IsoBag TSA + LT Contact、190mm DPTE アルファポート用、
55mmコンタクトプレート、ガンマ線照射済み
(コンタクトプレート単品カタログ番号：1.46195.0020, 1.46195.0200)

100

IsoBag TSA + LT Settle+、190mm DPTE アルファポート用、
90mmロック機能付きシャーレ、ガンマ線照射済み
(90ｍ ｍシャーレ単品カタログ番号：1.46684.0020, 1.46684.0120)

サイエンス系

お役立ちメディア

M-hub

メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント
メルク ライフサイエンス - Merck で検索

80

かんたんカタログ検索

カタログ
ファインダー

メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.jp/wm

本紙記載の製品は試験・研究用です。
ヒト、
動物への治療、
もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。
本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
記載内容は2019年10月時点の情報です。
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