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当社のビジョンは、高い技術力を保持した従業員、革新的技術開発、
お客様との長期的関係によって、高品質ポートフォリオ達成する事により

医薬粉砕分野において
世界のソリューション・リーディング・プロバイダーを目指す事にあります。

バリュー・オブ・エクスペリエンス

当社の活動目的は、機械的アプローチによるお客様のAPIの物性改善を達成し、
世界の中で、ファインケミカル及び医薬分野でベストパートナーになる事です。

当社が強みを持つ、粉砕生産とエンジニアリング
そしてそれをつなげる分析ノウハウの組み合わせによって、

優れたソリューションをご提案致します。

ビジョン

ミッション

45年のジェットミル粉砕サービの経験
＋

スイス品質と信頼
＝ ミクロ・マチナチオーネ

ミクロ・マチナチオーネ社は、ジェットミル技術の開発と
エンジニアリング会社として1970年にスイスに設立されました。

その後1975年に自社内でジェットミルによる粉砕サービスを開始しました。
1999年には処理能力を増強を目的としてcGMP対応の2つ目の工場建設し、

2011年には、装置外販の要求の高まりを受け
エンジニアリング部の専用工場も建設しました。

受け入れ可能受託量

45年以上の受託粉砕経験

1年間に200種類の異なる原薬

1000種類の異なる原薬の
粉砕実績

20ng/m3以下のOEL対応
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Production site
Madonna del Piano

Production site
Molinazzo di Monteggio

Engineering & R&D site
Madonna del Piano

ミクロマチナチオーネ社の粉砕専用工場は、すべて完全なcGMPに準拠しており、
FDA、Swiss Medic、及び日本のPMDAの定期的査察を受けております。
30台の粉砕機が稼働し、粉砕キャパシティは、年間1000トンを超えます。

スイス国内のみならず国際的な医薬製造メーカーと緊密な信頼関係を得ながら、
新製品開発から生産まで強力にサポートしております。

実際に使用するジェットミル粉砕機はデザインや製造を含めて、
長年の歴史と経験を持つ内部のエンジニアリング部門が対応します。

粉砕ラインもお客様のご要求に合わせて、
当社エンジニアリング部門により完全に設計・建設されます。

ミクロ・マチナチオーネ社は40年以上のAPI粉砕実績がございます。

WHY US

スイス南部に3つの専用ファクトリー
微粉砕の受託専用ファクトリー2拠点、エンジニアリング・R&D 1拠点。
ミクロ・マチナチオーネ社は、粉砕受託と装置製造のコンビネーションで

他に類をみないサービスをご提供します。

ユニーク・シナジー

R&D エンジニアリング受託粉砕

粉砕量に合わせた容量の異な

る34台のジェットミル（スパイラ

ル・衝突式）によってわずか数

グラムからトンレベルまで対応。

ステロイド専用エリアや、サイト

トキシック、高薬理活性原薬に

特化した封じ込め専用エリアも

設置。 

粒径制御の専用エンジニアと

化学者が、ジェットミル可否検

討用トライアル粉砕、D o E

（Design of Experiments）や

QbD（Quality by Design）によ

るジェットミルの革新的ソリュー

ションによって、お客様の製薬

開発をサポートします。

ミクロ・マチナチオーネ社のエン

ジニアリングソリューションは、

ジェットミル、アイソレータ、封じ

込め技術、ニューマチック搬送

システムなどの設計・製造を含

めて標準品だけでなくお客様

の要求仕様に完全に合致した

フルカスタマイズの製品提案

が可能です。
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受託粉砕サービス

欧州で最も高いキャパシティを誇る、

原薬、高薬理活性原薬、

細胞毒性物質向けミクロン化粉砕

およびミリング設備

装置の外部納入もおこなっている
自社内エンジニアリングチームは、
ジェットミル粉砕化の専門集団です。

この技術力と装置カスタマイズノウハウによって
他に類をみない、個々の結晶品質に

最適な粉砕方法とパラメータ見つけ出し、
最高品質の粉砕サービスをご提供します。 

17のクリーンルーム、28台のcGMP対応ジェットミル、2台のピンミル、
封じ込め専用グローブボックス、ニューマチック自動搬送システムによって、

ミクロマチナチオーネ社は年間1,000トン以上の
ヨーロッパで最も高い受託環境をご提供します。

Spiral jet-mill Spiral jet-mill Spiral jet-mill Spiral jet-mill Spiral jet-mill Spiral jet-mill Spiral jet-mill Spiral jet-mill Opposite
jet-mill

Pin-mill Pin-mill

ミクロ・マチナチオーネ社は、各種OELの要求レベルに応じて
多数のジェットミルとアイソレータを保有しております。

浮遊物質の濃度を定期的な封じ込め性能評価試験(SMEPAC)を実施によって判断し、
全工程において厳格な安全要求に確実に対応します。

ミクロ・マチナオーネ社では、液体窒素を利用したクライオジェニックによる極低温粉砕が可能です。
極低温粉砕は粉砕時の結晶安定性を確保する目的や、

硬化による粉砕力向上に使用されます。
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高レベル封じ込め技術

ミクロマチナチオ―ネ社は、
高レベル封じ込め生産を拡張し、
新しい安全基準を構築していきます。

グローブボックス 対応カテゴリー : NCE 4B コンパウンド

封じ込め性能 : ＜ 20 ng/m3

対応ジェットミルサイズ : MC50 ～ MC150

完全アイソレータ専用設計ジェットミル
クライオジェニック対応（～ －30 ℃）
パラメータ自動制御
キャパシティ ： 100 ～ 250 kg/year

グローブボックス 対応カテゴリー : 4B コンパウンド

封じ込め性能 : ＜ 20ng/m3

対応ジェットミルサイズ : MC50 ～ MC100

完全アイソレータ専用設計ジェットミル
クライオジェニック対応（～ －30 ℃）
パラメータ自動制御
キャパシティ : 100 ～ 200 kg/year

グローブボックス 対応カテゴリー : ステロイド 4A

封じ込め性能 : ＜ 70ng/m3

対応ジェットミルサイズ : MC50 ～ MC100

クライオジェニック対応（～ －30 ℃）
パラメータ自動制御
キャパシティ : 100 ～ 200 kg/year

ハイキャパシティグローブボックス 対応カテゴリー : 4A

封じ込め性能 : ＜ 50 ng/m3

対応ジェットミルサイズ : MC200、MC300、MP100 およびJS100

プロセス最適化重量制御フィーダー
パラメータ自動制御
キャパシティ : 10,000 ～ 15,000 kg/year

ステロイド専用ハイキャパシティグローブボックス 対応カテゴリー ： 4A

封じ込め性能 : ＜ 100 ng/m3

クラス４Aステロイド専用
対応ジェットミルサイズ : MC200

キャパシティ : 5,000 ～ 10,000 kg/year

グローブボックス 対応カテゴリー : クラス4A

封じ込め性能 : ＜ 70ng/m3

対応ジェットミルサイズ : MC50 ～ MC100

パラメータ自動制御
キャパシティ : 100 ～ 200 kg/year

高薬理活性原薬の高まりを受け、ミクロ・マチナチオーネ社では、
OEL（Occupational Exposure Level/職業曝露限界）と結合した新しいバンドを構築し、

最大OEL<0.02μg/m3に対応した設備の投入と
カテゴリー3（10μg/m3 ~1μg/m3）およびカテゴリー4（1μg/m3 ~0.02μg/m3）の

キャパシティを2倍に増強しました。

1 2 3 4A 4B

100 µg/m3 10 µg/m3 1 µg/m3 0.1 µg/m3 0.02 µg/m3

Not or slightly
hazardous

Moderate
hazardous

High
hazardous

Very high
hazardous

OEL �µg/m3�
>100

OEL �µg/m3�
<100÷>10

OEL �µg/m3�
<10÷>1

OEL �µg/m3�
<1÷>0.1

OEL �µg/m3�
<0.1÷>0.02

ミクロ・マチナチオーネ社は、作業者、製品、環境すべてを守るために
OEB（Occupational Exposure Band/職業曝露バンド）に対応した

適切なエンジニアリング基準を以前より開発しています。
この社内手順に従い、それぞれの固有リスクの適用と適切な封じ込めシステムの選定を行います。

お客様のご要求に合わせて、新しいジェットミルシステムの導入も行っております。
この導入により、高薬理活性原薬においても量産（年間10トン以上）にも対応が可能になりました。

この新しい製品は、革新的な材質を使用し人間工学プロファイルに基づいた設計で、
10 μg/m3 以下の封じ込め性能を維持することができます。
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導入ジェットミルの
重要プロセスパラメータを
継続的にモニタリングし記録。

リサーチ＆デベロップメント
R&Dチームは、封じ込め環境を整えたに新たな設備を2015年に建設しました。

リジットアイソレータ（＜50ng/m3）とフレキシブルアイソレータ（＜10μg/m2）を設置し、
HVACによる部屋環境でゾーンと圧力カスケード管理を行い
粉体が通る道とオフィスを分離したデザインになっております。

ジェットミルも、スパイラル式と衝突式のどちらも自社製で可能。
数グラムからキログラム単位での試験から対応し

クライオジェニックを使用した極低温粉砕も設備導入しております。

R&Dでは、医薬材料の性質のより深い分析を可能にするために、
ラボ内にマイクロスコープ、粒度分布計、

DSC及びDVSなどを設置しております。

ジェットミルフローの流体力学研究例 DoEの反応表面プロット例 

高レベル封じ込め DoEスタディ  クライオジェニック
粉砕 

有効確認試験 製品分析 

ミクロマチナチオ―ネ社は、
プロセス開発と最適化の深い経験と粒子設計の知識を兼ね備えた、

工業的医薬・化学技術の専門家集団です。
我々は、少量によるGMP環境での微粉砕有効確認テストから、

QbDに従ったDoEスタディを含む、
プロセス開発中の重要パラメータ確認及び設定を行うことで、

強力にお客様をサポートいたします。

また、我々はコミリングや粒度ダイナミックセレクションを含む
新しいジェットミルシステムアプリケーションの開発も

積極的に行っております。
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我々のエンジニアリングチームは、標準化した製品から完全フルカスタマイズしたジェットミル
及びグローブボックスをお客様のニーズに合わせてご提案します。

全てのソリューションは、受託粉砕チームでお客様に信頼を得た技術をベースに
開発されており、エンドユーザー視点かつエンドユーザーとして

完全に最適化された製品をご提供いたします。

受託粉砕チームからの継続的なフィードバックとノウハウによって
コンスタントな装置改良が可能となり、

納入する製品は常に最新技術が標準となっております。

また、QAチームによって、ユニットのご提供とともに
すべてのお客様に必要なドキュメントやテストもフルサポートいたします。

製品装置のデザインおよび供給

我々のエンジニアリングソリューションは、
ジェットミル（スパイラル、衝突）、

グローブボックス、
ニューマチック自動搬送システムの
設計から製造までを手掛けます。
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内部分析・測定装置
•レーザー式粒度分布 Helos Sympatec

•レーザー式粒度分布 Malvern Mastersizer 2000

•レーザー式粒度分布 Malvern Mastersizer 3000

•イメージアナライザー Morphologi GS3

•ビデオマイクロスコープ
•融点測定
•FT/IR

•UV/可視分光

•HPLC及びUHPLC

•カールフィッシャー
•DSC(Mettler DSC1)

品質分析サービス

品質保証
ミクロ・マチナチオーネ社は、絶えまいない品質保証システムの改善によって、

QAを確実に実行いたします。
実際にこの10年間の間に200を超える異なる監査チーム

(お客様の定期監査、各国の厚生関連の行政組織、内部監査等)によって、
ミクロ・マチナチオーネ社の設備は検査され続けており、

cGMPのコンプライアンスをより確実なものとしております。

外部サービス
•溶出試験
•ICH安定性試験

•Power XRD

•SEM

•SSA (BET)
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