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株式会社タムラテコについて



父の経営するボイラー製造会社に勤務していたが、

時流に乗れませんでした。

オゾン装置で再起を懸ける一心でのタムラテコ創業

当時は家族で過ごした自宅を取り戻したい一心で無我夢中でした。

オゾンの事はなにもわからないところからのスタート

地元商工会など、あらゆる場面で先輩諸氏に教えを請い

勉強させてもらっていました。

創業時のエピソード



当社について
当社は、2003年設立より、一貫してオゾン水・オゾンガスによる殺菌・消臭・脱色を行う
総合機器のメーカーとして研究・開発を行っています。
「オゾンにより人の暮らしと産業の安全・安心を守る」をテーマに、食品業・運輸・店舗
工場排水など産業分野から、防衛省（自衛隊）・消防庁（救急隊）など官公庁などに
オゾンの特性を活用した安全で効率的な機材を提供しています。

□優れた酸化力による殺菌・消臭・脱色
□備蓄調達が不要、電源も家庭用コンセントのみ
□軽量コンパクト

各分野の要望を満たしながらも既存の方法を代替えする提案を行っております。

例：防衛省【ホルマリン除染に代わるオゾンガス（一部オゾン水）活用のご提案】
：消防庁【救急隊員を感染から守る救急車両除染システム、資機材の除染システム】

など、機器開発・販売だけではなく、運用・統合コストまで提案したソリューション事業を
行っております



摂南大学
武庫川女子大学 薬学部
近畿大学 薬
大阪府立成人病センター
※地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
同志社女子大学 薬学部
北里大学 医学部
大阪大学 医学部
大阪大学医学部附属病院未来医療
滋賀医科大学 医学部
静岡県立大学 薬学部
AMED 国立研究開発法人日本医療研究開発
清華大学 工学部※

経済産業省 医療福祉室
大阪回生病院
長崎大学医学部
防衛省 技術研究本部
東京工業大学 工学部

オゾン水変異原性分析
武庫川女子大学 薬学部
オゾンガスによる抗がん剤分解テスト

高リスク医薬品調製キャビネット フィールドテスト
オゾン水による抗がん剤分解テスト
新型インフルエンザウイルス不活化テスト
オゾン水によるノロウイルス不活化
再生医療 アイソレーターパスボックス除染
オゾンガスによる臭気・ホルムアルデヒド分解テスト
オゾン水による手洗い効果
高リスク医薬品安全キャビネット共同開発
オゾン発生体共同開発
医工連携として 高リスク医薬品安全キャビネット
オゾン水によるアレルギー／アトピー性皮膚炎の緩和
オゾンガスによる動物ウイルスの不活化
オゾンガスによるホルムアルデヒド除染 代替の可能性
高濃度オゾン発生体の開発

共同開発の一例



当社製品の一例

オゾンガス

救急車搭載

防衛省
代替試験中

救急車搭載

オゾン水

オゾンガス
+

オゾン水



当社独自の技術
従来、目に見えないオゾンによる効果を正確に計る事は困難でしたが
当社はＣＴ値という国際概念を基に、経験豊富な濃度計測技術と積算時間
を計測し、各学術機関にて研究してきた除菌データをエビデンス（証明）
として記録し、効果の可視化と記録を重視しています。



開発の経緯 目次

開発の経緯

1. オゾンによる分解除染効果の可視化【ＣＴ値】のスタンダード化

2. 大阪府立成人病センター 高杉ドクター（元大阪府副知事）との出会い

3. 近畿大学 石渡ドクターとの出会い 近畿大学薬学部との産学共同研究スタート

4. 2014年3月 熊本薬学会第134年回にて近畿大学石渡ドクターからの学術発表

5. 朝日新聞による抗がん剤ばく露の危険性についての記事

6. 経済産業省への相談、医工連携事業への挑戦

7. 厚生労働省からの全国の病院への通達、読売新聞での掲載
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１：オゾンによる分解除染効果の可視化【ＣＴ値】のスタンダード化
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今から9年前 平成２０年（2008年）

消防庁より広告された一般競争入札が開始された
国際空港の救急車にて鳥インフルエンザウイルス除染をCT値６０で除染する為の機材を競争入札する

この時に私は初めてオゾンによるCT値という値を知り、総務省/消防庁に
出向き、ＣＴ値の概念を教示いただいた。

今まで経験や感覚、時間軸のみで行っていたオゾン除染を
（濃度と時間の）ＣＴ値によって可視化することが可能となった。

消防庁

防衛省

老健・保育所など
施設関連

当社もリアルタイムで
濃度を計測し、タイマーと連動して
ＣＴ値を計測表示する
独自のシステムを開発



２：大阪府立成人病センター 高杉先生との出会い

平成20年（2008年）大阪府立成人病センター 高杉ドクター（元大阪府副知事）に面会

2017年４月に発足する国際がんセンターに導入予定の抗がん剤専用ＰＳＣ（安全キャビネット）には
ロボットアーム式の調製キャビネットを検討しているとの話を聞いた

高杉先生から、抗がん剤調整時の被ばく、投与時の被ばく、機械メンテナンス時の被ばく
そして患者とその家族への被ばくに（トイレやリネンなど）よる

人体への影響（副作用や毒性）をヒアリングした

その中で原液を取り扱う調製時の被ばくが最も問題なのだと聞くことができた。
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高リスク医薬品（抗がん剤）のオゾンによる分解が可能かを
自社で研究し始めた。



３：近畿大学 薬学部 石渡先生との出会い

近畿大学 薬学部 石渡ドクターにオゾンによる抗がん剤の分解、医療従事者の安全への理念に
ご賛同いただき、【産学共同研究】を開始。オゾンガス機器を試作した
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最初は手作り・市販品の流用など様々な手段を使ったが
モノづくりの原点に立ち返ることが出来た



４：日本薬学会第134年会（熊本）にて近畿大学石渡先生からの学術発表

2017/4/19 12

平成26年（2014年） 熊本で開催された日本薬学会（熊本）にて
近畿大学 石渡先生と当社との共同開発内容を発表しました

抗がん剤の急性毒性の深刻さ、そして医療従事者への健康の影響は深刻である



４：日本薬学会第134年会（熊本）にて近畿大学石渡先生からの学術発表
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抗がん剤が患者様に寄与するベネフィットと、医療従事者に
与えるリスク この相反する現状を産業側として打開が必要である

抗がん剤市場（日本国内のみ）

2008年 2009年 2010年 対09年比

アルキル化剤 10,449 11,867 12,942 9.1 

代謝拮抗剤 145,421 153,187 168,145 9.8 

植物アルカロイド及びその他の植物製剤 71,601 72,276 64,770 -10.4 

抗腫瘍用抗生物質 16,449 17,889 17,386 -2.8 

その他の抗腫瘍剤 216,101 278,610 326,659 17.2 

抗悪性腫瘍用ホルモン剤 106,127 109,641 108,019 -1.5 

抗悪性腫瘍用ホルモン拮抗剤 91,200 97,549 95,127 -2.5 

合計 657,348 741,020 793,048 7.0 

抗がん剤使用数は年7～10％の増加傾向
このままではアスベストの時のような
後の世になって問題が噴出する事になりかねない
一刻も早い対応が必要と感じた



４：日本薬学会第134年会（熊本）にて近畿大学石渡先生からの学術発表
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抗がん剤の急性毒性の深刻さ、そして医療従事者への健康の影響は深刻である



４：（熊本）薬学会第134年回にて近畿大学石渡ドクターからの学術発表
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研究結果に基づき、オゾンによる抗がん剤の分解が可能である事
また、ＣＴ値による恒常的な分解作業が行えることを発表した



５：当社と近畿大学の研究が朝日新聞にて取り上げられる
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平成25年（2013年）

朝日新聞 土曜版にて
私たちの研究が掲載される

抗がん剤による医療従事者への
影響が広く一般にも周知されました



６：経済産業省への相談、医工連携事業への挑戦をアドバイスされる
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近大の研究結果、当社の開発能力
現在までの取り組み方
そして、今後の課題・行動方針について
経済産業省にて包み隠さず相談した・・

当時のご担当者からは
医工連携事業（現ＡＭＥＤ）への挑戦
をアドバイスしていただいた

しかしプレゼンテーションに至っては、弊社では到底及ばないレベルの
高度な資料とリソースが列挙され、自信を無くして帰社したのを強く覚えています。

しかし事業は採択され、当計画は実現させる事になりました。

アニメーションなので
次のページを読んでください



６：経済産業省への相談、医工連携事業への挑戦をアドバイスされる
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近大の研究結果、当社の開発能力
現在までの取り組み方
そして、今後の課題・行動方針について
経済産業省にて包み隠さず相談した・・

当時のご担当者からは
医工連携事業（現ＡＭＥＤ）への挑戦
をアドバイスしていただいた



６：経済産業省への相談、医工連携事業への挑戦をアドバイスされる

2017/4/19 19

しかしプレゼンテーションに至っては、弊社では到底及ばないレベルの
高度な資料とリソースが列挙され、自信を無くして帰社したのを強く覚えています。

しかし事業は採択され、当計画は実現させる事になりました。



７：厚生労働省からの抗がん剤調製時における安全対策の通達と新聞掲載
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ＡＭＥＤ採択後 翌年の平成26年（2014年）には厚生労働省から全国の病院にむけて
「抗がん剤調製時における安全対策が通達」
また、読売新聞においても国立がんセンター名誉総長 垣添先生より被ばくの危険性が記事となっている



医工連携事業 そこから学んだこと
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1. 教えてもらう姿勢を持ち続ける

2. 実用化に向けた事業計画と明確な目的の策定

3. 徹底的なマーケットリサーチ 課題の抽出と選択

4. コンソメンバーの再組織 “知”の共有とベクトルを集約する

5. コンソメンバーを中心とした多角的な視点を持つ

6. 夢を言い続ける 「嘘の 誠（まこと）」



1:教えてもらう姿勢を持ち続ける

総務省消防庁に

高杉先生に

石渡先生に

経済産業省に

コンソメンバー（仲間）に

そしてお客様に・・・



2:実用化に向けた事業計画と明確な目的の策定

「本当に売れるのか？」

「何事も初めてのものはない」

「事業計画の緻密性・確実性」

「競合者のマーケットリサーチ」

• 実現性
• 緻密性
• スケジュール
• 他社の研究

という事業を行う上で
最も大切な事は基本にあるのだ

という事を嫌というほど学んだ。

「本当に作れるのか？」



3:徹底的なマーケットリサーチ 課題の抽出と選択 1/5

専門リサーチコンサルティングのリソースにより、中小規模病院の要望と適正コストの調査を行った。

これらを非常に厳しく、何度もアドバイスを受けた。

弊社は、何度指摘を受けても、軽視せずにマーケットリサーチを行った。

このリサーチにより、当事業におけるニーズの把握が行えたが、この後も１方面だけのマーケティング
だけではなく、他分野・専門/一般などあらゆる角度でのリサーチを指示されることになる。

ヒアリング担当企業

厚生労働省による通達及び新聞記事により病院責任者の
意識調査及び病院事務経理部門による導入コストのヒアリング



3:徹底的なマーケットリサーチ 課題の抽出と選択 2/5

●低価格での設備機器導入意向が強い

●病院経営者はコスト面から現時点では導入に否定的。

→ 大幅なコストダウンが導入のポイント。

●薬剤師以外の病院関係者や患者には危険性が知られていない。

→ 調剤薬局チェーンなども含めると市場は大きい。
→ 政界やマスメディアから情報発信してもらうことが重要。

●薬剤部門のスペース面での制約への対応が重要。

→ 安全キャビネット一体化による省スペースがポイント。

●薬剤師等の人材確保が病院経営の最大の課題。

→ 曝露対策が人材確保に有利となることをアピール。

●曝露や汚染の実態とその影響が明確になっていない。

→ 当該装置の分解性能の有効性をアピール。

●既存製品からの転換を促すためにはコストダウンが必須。

→ （安全キャビネットに付加して）７００万円以下を実現する
ことが目標。

●２薬剤残存率ゼロは高い評価。一方、それ以外は不明確。

→ 保険点数の高い薬剤での効果を高める必要がある。

●現状では、安全キャビネット等以外の対策機器がない。
→ 当該機器の開発によって、十分な対策が可能となる。

→ 高い安全性を確保できる該機器への期待は高い。

ヒアリング調査結果からみた中小病院でのニーズ：

このマーケットリサーチにおいて、コスト面・機能面
だけに留まらず、人材不足に対する側面など
様々なニーズが存在する事が判明した。

伴走コンサルからは、病院だけではなく、
他分野・専門/一般などあらゆる角度での
リサーチを指示された。



3:徹底的なマーケットリサーチ 課題の抽出と選択 3/5

当初の計画

当初の計画では、キャビネット内に
小型オゾン発生システム機器を内蔵する計画だった。

当社単独での既存キャビネットへのボルトオン方式の改造は不可能と判断する
事業スタートから約半期が過ぎていた・・・・

・従来機種では気密性が低く
分解時に使用するオゾンが外部に漏洩し
分解濃度まで上がらない。

・キャビネットは各モデル、年式が乱立状態
様々な機種の構造、構成部品などもバラ
バラなので、 オゾンガス耐久性、
耐腐食性についても各キャビネット毎に
調査・検証・開発する必要がある。



3:徹底的なマーケットリサーチ 課題の抽出と選択 4/5

クラスⅡA2型（一部循環型）の排気方式への対応

排気ファン

給気ファン

給気 HEPA

排気 HEPA

密閉型ダクト

ファンが吸排気に必要
HEPAフィルター2つ必要
重量大・全排気につき空調費大
機材費高額化
密閉ダクト工事が大規模

クラスⅡタイプB2 全排気型

排気HEPA

給排気ファン

給気 HEPA

汚染陽圧部

排気の6割が循環する
ファンが1つで良い
軽量・空調費・工事コスト低

循環フィルタにエンドキサン
吸着フィルタを設置し、循環
空気の飛散抗がん剤を除去
する必要がある

室内排気可能
クラスⅡタイプA2 部分排気型

現主流

入替

「イノベーションを起こそうと思えば、思い切ったことをやるべきだ」
正しいと思ったことを進みなさい
妥協してはだめ日本の常識は世界の非常識になる可能性がある。
未来を見据えていくこと



3:徹底的なマーケットリサーチ 課題の抽出と選択 5/5

高揮発抗がん剤（エンドキサン）の飛散を防止するための抗がん剤吸着フィルターの開発

調製に使用した【容器・器具、グローブ、輸液バッグ】の抗がん剤汚染を洗浄可能にする
オゾン水洗浄システムを作業台内部に設置する（オゾン水シンクの移設）

クラスⅡA2型（一部循環型）の排気方式への対応

抗がん剤調製マニュアルで推奨されている全排気型安全キャビネット（クラスⅡタイブB2)から
一部循環型のクラスⅡタイプA2型とし、排気量の低減と設置・メンテナンス費用の軽減を行う
（循環気流の残留薬剤に対するリスクアセスメントも行う）

マーケットリサーチから抽出した課題やニーズ、これらすべてを実現できるわけではない。
優先順位を設定し、スケジュールを厳守しながら進めていく
課題の抽出と選択においては、伴走コンサル・コンソメンバーから様々なアドバイスを受けた



4:コンソメンバーの再組織 “知”の共有とベクトルを集約する 1/3

顧客
（医療機関・研究所・製薬メーカ）

製造企業

(株)タムラテコ
• 装置の開発、製造
• 技術、技能の提供
• 知財(特許)のとりまとめ

PL

医療機関

大阪府立成人病センター
• 組織内での効果検証
• 実験・活用した上での問題提供
• ニュース提供

製造企業

(株)湯山製作所

• 安全キャビネット面の技術協力

事業管理機関

製造企業

• 制御部の開発
• 装置への技術・部品の提供

(株)アレクソン

相談

日本医療研究開発機構
(AMED)

販売企業

• 本製品化、事業化のアドバイス
• 販売店網の構築

販売

研究機関

• 抗がん剤分解の最適条件(温湿度、CT
値)抽出

近畿大学薬学部

(株)MMT

当初のコンソメンバー構成

組込型の開発が技術的に困難であること、
様々なマーケティングリサーチ結果から

当初の事業見込みを転換し、キャビネット（PSC)に
組込み型の新たなモデルを開発する事にシフトした



4:コンソメンバーの再組織 “知”の共有とベクトルを集約する 2/3

旧知の（株）丸三製薬バイオテック 藤井社長様にご相談し
今でも忘れられない言葉をもらっている

「この製品は 会社含め誰も不幸にしない。

スマホの進化はガラケーを時代遅れにしたが、この製品は今まで気づかなかった危険を

明らかに出来 かつ、大切な人 子供達の健康や安全に貢献出来る。」

創薬・調製・分析の側からの販売アプローチとして参画いただけることになり
藤井社長からの紹介で、キャビネットメーカーである日本エアーテック㈱を紹介していただいた。
同社 平沢社長様・渡辺社長様には事業内容に即時快諾をいただいた。

また、マーケティング結果から必要な機能としてのオゾン水除染機能を設置する事になり
オゾン水分野の研究に同志社女子大学からも協力を得られることになった。



4:コンソメンバーの再組織 “知”の共有とベクトルを集約する 3/3

『他者他社を仲間として共通の価値観を持ち
仲間への貢献を自身の課題とすることができる。』

汚染の実態調査の実現
メンテナンス・廃棄の手順

病院

学・研
販売

開発

役所ＰＬ



5:コンソメンバーを中心とした多角的な視点を持つ 1/2
まずは【かたち】にすること。
試作機はマーケティングリサーチによる検証が繰り返されていく。

試作1号機

全国医療系展示会に出展
アンケートを行う

試作1号機を大阪府立成人病センターに設置し
フィールドテストを行う

試作２号機

インターフェックスジャパン 出展
腫瘍薬学会の要職教授に公開
意見をヒアリング

試作３号機

第26回日本医療薬学会
MEDTEC JAPANに出展
さらに広く一般的なアンケートを行う



5:コンソメンバーを中心とした多角的な視点を持つ 2/2

知と技の集合

目的達成

真の仲間による
多角的・多方面からの検証を繰り返す

本当のニーズを掴む為に
妥協のない意見を言い合えた



６：夢を言い続ける

嘘の誠・・・
様々な課題にも、実現できると信じ続けた

コンソメンバーそれぞれが信念をもって事にあたった



そして完成 上市へ



2016年 春 国際がんセンターにMEDIO3 納入



最後に

役所 AMED
医工連携採択事業
（推進）

成人病センター理事長 高杉先生
抗ガン剤調製リスク
（きっかけ）

近畿大学石渡先生
抗がん剤分解試験
（恩師）

BT-１の技術
CT値の概念

（会社の歴史）

コンソメンバー
（真の仲間）

お客様
（親・兄弟・自分自身も）

会社と私のこれから
医療分野での社会貢献

今までは
売上の為の仕事
私的・利己的

医療分野における社会貢献
（自分ですら“お客様”になる可能性があること

乗り越えてこれたという自信
（真の仲間と夢を共有）
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