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1. 事業の概要 

抗がん剤の調整作業の場においては、作業者への残留抗がん剤の暴露危険性が課題となっており、暴

露対策が国内外問わず求められている。本事業では、既存のキャビネット内の残留抗がん剤を、オゾン

を用いて分解除去するための装置群（高濃度のオゾンを含有する処理ガスをキャビネット内に共有する

機能）を開発する。 
調製の際に飛散する抗がん剤を最適な条件のオゾンの濃度と時間•湿度•温度にて分解除去し、医療者の安全を確保する機

器（非医療器）の開発・事業化

CT値制御によるオゾンガスによる安全キャビネット内の抗がん剤分解機構
株式会社タムラテコ、日本エアーテック株式会社、丸三製薬バイオテック株式会社、近畿大学・薬学部、大阪府立

成人病センター、 同志社女子大学・薬学部

H26-074

オゾンガス/水による抗がん剤の分解除去を提供

安全キャビネット内の抗がん剤残存状況がわからない

株式会社タムラテコの紹介

 抗がん剤を活用した治療は今後も増加すると考えられる。
 抗がん剤は患者に対してはメリットであるが、作業者(薬剤士、看

護士、医師)にとっては、発ガン性等の高リスクのものが多い。
 リスクの多くは調製時のキャビネット内汚染・拡散と考えられ、調

製後の輸液パック等によっても持ち出されると想定される。
 飛散した抗がん剤の目視確認は困難であり、簡単に清掃・除去す

ることも難しい。

 実験検証条件[オゾン濃度 と 接触時間の積：CT値]で、オゾンに
よる分解除去を制御する。また、ガス式の為、死角部が少ない。
CT値制御で、再現性に優れた、確実な分解除去作業が行える。

 輸液パック等の表面の付着残留物をオゾン水で除去・洗浄する
オプションを新たに追加。

 オゾンの原料は空気であり、作業とﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄの低減が計れる。
自動制御により、調製作業者の手を煩わせる事項は殆ど無い。

非医療機器
（想定）

タムラテコはオゾンを活用した製品の開発・製造・販売・メンテナンスを
業務としています。食品・医療・学校、及び消防庁・防衛省等の公官庁
に脱臭・除菌・分解などの様々な用途に製品とサービスを提供しており
ます。又、六年前よりオゾンの効果可視化と繰返し再現性に注力してお
り、より多くの分野でスタンダードなものとし、より便利に、より安全にオ
ゾン製品をご利用頂ける様に、日々精進を行ってまいります。

写真１：オゾン供給機構つき安全キャビネット

写真2：CT値検証装置

平成29（2017）年2月時点

こちらの製品はお客
様のご要望に応じて
カスタマイズ可能です。
写真は一例となりま
す。

 
委託事業実施体制 
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1.1 事業の目的 

現在のがん治療は手術・放射線療法と並び、抗がん剤による化学療法が有力な手段となっている。 

抗がん剤は、制がん作用がある反面、細胞毒性、変異性（胎児の先天性奇形、月経障害、流産）、発が

ん性が認められている。この為、抗がん剤調整作業は外部飛散を防止できる安全キャビネット（以降「キ

ャビネット」と呼称）内で行われる。また作業従事者は薬剤師等の抗がん剤に対する知識と正しい作業

手順、技術を有する者（以降「作業者」と呼称）で、マスク・手袋などの安全装備を着用して作業を行

う。 

作業者は細心の注意を払って作業を行うが、その場合でもキャビネット内部での抗がん剤のエアロゾ

ル状飛散や液滴漏れの発生を完全に防ぐことはできない。これらの残留抗がん剤は、作業後の拭取りに

よりある程度は除去されるが、目視による残留物確認は困難である。また、キャビネットは調剤ブース

に加えて、給排気ダクト部に接続するための配管部があり、これら配管部分は、整備作業時以外は手を

触れることができない位置にある。このため、拭取り方式でキャビネット内の残留抗がん剤を除去しき

ることは困難といわざるを得ない。 

以上の理由により、抗がん剤の調整作業の場においては、作業者への残留抗がん剤の暴露危険性が課

題となっており、暴露対策が国内外問わず求められている。医療現場における、キャビネット内の残留

抗がん剤への対処への主なニーズは下記の通り。 

①調剤ブース(できれば配管部含む)の残留抗がん剤の分解除去が出来る装置/方法。 

②様々な抗がん剤に対して、一定以上の分解除去能力がある装置/方法。 

③可能ならば、分解除去の効果が数値化・可視化できること。 

④調剤作業手順は変更無しが望ましい。また、作業性は従来同等が望ましい。 

このため本事業では、既存のキャビネット内の残留抗がん剤を、オゾンを用いて分解除去するための

装置群（高濃度のオゾンを含有する処理ガスをキャビネット内に共有する機能）を開発する。この装置

群は、酸素発生器とオゾン発生器、温湿度調整機構、コントロールボックス、オゾンを無害化するため

の活性炭フィルタなどから構成する。 

なお、26 年度に開発した「都度設置式」（分解作業の都度にキャビネット内に設置する方式）の装置群

を、安全キャビネットの気密性確保の面から、キャビネット組み込み型に改良することとし、平成 29 年

3 月までに上市発表、販売することを目指す。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社タムラテコ 

PL： 田村 耕三（株式会社タムラテコ） 

SL： 渡辺 直樹（日本エアーテック株式会社） 

共同体：①日本エアーテック株式会社 

  ②丸三製薬バイオテック株式会社 

  ③独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センタ 

  ④学校法人近畿大学 

  ⑤学校法人同志社大学 同志社女子大学教育・研究推進センタ 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

a) オゾン供給・制御機能付き安全キャビネット 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 
オゾン供給・制御機能付き安

全キャビネット 
クラス分類 (該当せず) 

製品名 Medio3 分類名称（一般的名称） (該当せず) 

対象疾患 (該当せず) 届出／認証／承認 (該当せず) 

想定される販売先 
医療機関、創・製薬会社、抗

がん剤研究機関 
新／改良／後発 新規 

使用目的又は効果 
抗がん剤調製に使用される安全キャビネット内に残留する抗がん剤をオゾンガスにより、分

解・除染する。 

薬事申請予定者 (該当せず) 医療機器製造販売業許可  

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
日本エアーテック株式会社 医療機器製造業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  北米、西ヨーロッパ 

薬事申請時期 (該当せず) (該当せず) 

上市時期 平成 29（2017）年 3月 平成 31（2019）年 2月 

想定売上（上市後 3年目） 20.00億円／年（平成 32（2020）年時点） 10億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 32億円／年（平成 32（2020）年時点） 375億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 2.75％（平成 32（2020）年時点） 0.1％（平成 34（2022）年時点） 

※変更理由）上市時期・海外市場は、メンテナンス体制の構築を踏まえ、平成 31 年 2 月上市とした。 

市場規模、シェアは、「売上」実売価格 1,000 万円/台として計算。「規模」国内総設置台数を 12,750 台、同

国外 150,000 台とし、既存のキャビネットの価格を 250 万円/台とし、更新期間を 10 年とした試算値。「シ

ェア」シェアは台数ベースとした。 

 

  



 

4 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

１） オゾン発生機構付安全キャビネット（下図は試作 3号機）[試作 2・3号機は部分排気型専用型で設

計・開発・製作されている。] 

 
（1号機からの主な改良点） 

①PSAとオゾン発生機を内側に引き込み、一般のキャビネットと同じサイズに収めるようにした。 

②加湿機構をキャビネットに内蔵し、除染中も水補給可能とした。 

③追加ファンを組み込み、排気能力不足気味の施設にも対応できるようにした。 

④オゾン水供給ユニットをキャビネットに内蔵し、汎用のオゾン水シンクを組み込んだ。 

⑤ガラス戸（前面シャッター）の開閉も手動からモータ駆動による自動式とした。 

⑥活性炭フィルタを内蔵式で追加した。 
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b) CT値検証機 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 CT値検証機 クラス分類 (該当せず) 

製品名 (仮称)  分類名称（一般的名称） (該当せず) 

対象疾患 (該当せず) 届出／認証／承認 (該当せず) 

想定される販売先 
創・製薬会社、抗がん剤研究

機関 
新／改良／後発 新規 

薬事申請予定者 (該当せず) 医療機器製造販売業許可 (該当せず) 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社タムラテコ 医療機器製造業許可 (該当せず) 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  北米、西ヨーロッパ 

薬事申請時期 (該当せず) (該当せず) 

上市時期 平成 29（2017）年 3月 平成 31（2019）年 1月 

想定売上（上市後 3年目） 500万円／年（平成 32（2020）年時点） 1000万円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 500万円／年（平成 32（2020）年時点） 1000万円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 80％（平成 32（2020）年時点） 40％（平成 34（2022）年時点） 

  

3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 恒温槽内にステンレス製反応箱を設置し、オゾン供給機構、加湿機工を反応箱から出来るだけ外部に出

し、高濃度オゾン+高湿度環境下での実験を容易に実行できる装置である。恒温槽により、結露しない温

度条件を長時間保てるようにした。また水冷式オゾン発生機により、短時間で所定のオゾン濃度を得るこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本機は専ら、CT値によるオゾン分解能を検討するために提供する装置であり、CT値による特許がある

ので、市場独占となるが、その市場規模は小さい為、以降の市場性についての検討は省略する。基本的に

当社保有の既存技術を活用しており、実機装置群の購入費以外の開発費用は微小かつ、本案件の初年度の

予算内で完了しているので、投資回収の計画も省略する。 

今後、顧客の要望により、ステンレス製のオゾン密閉箱のカスタマイズ要求が考えられるが、その場合

は個別に検討費用を上乗せすることで対応する。 

注）現在、警察庁科学警察研究所 瀬戸康雄先生より、毒物のオゾン分解の実験用に開発の打診が来てい

る。毒物やホルモン剤等のオゾンによる分解実験は公益に寄与すると考えており、その場合には柔軟に

対処する予定である。 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・抗がん剤の調剤を行っている医療関連機関(病院、薬局等) 

・抗がん剤を使用して、癌治療関連の実験・検証を行っている研究機関 

・抗がん剤の創薬・製薬メーカ 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

既設の安全キャビネットは国内 12,750 台、国外 150,000 台である。日本空気清浄協会の統計では国内

の安全キャビネットの年間の入れ替え台数は 1500～2000 台でありので、国内では年 10%弱分の更新が

見込まれる。 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

比較表１：各方式の概要 

方式 
本事業： 

オゾンガス方式並びにシステム ロボットアーム式自動調製機 

抗がん剤のキャビネット

からの除染 

大学の研究室で実剤での検証を実施。その

結果から CT 値を設定している。CT 値制御

により再現性が高い。 

(ロボットアーム保護の為、通常は除染工程無し) 

除染作業にたいする操作

等の負荷 

自動閉鎖システムの為、ボタンを数回押す

だけでよい。専任の作業員は不要。 

(ロボットアーム保護の為、通常は除染工程無し) 

除染効果範囲 
ガス式の為、裏側の循環部分も含めて、死

角となる部分が殆ど無い。 

(ロボットアーム保護の為、通常は除染工程無し) 

除染作業頻度 毎日可能 (ロボットアーム保護の為、通常は除染工程無し) 

施設側の助剤等の管理 
オゾンは空気原料であるので、助剤の管理

は不要。 

(ロボットアーム保護の為、通常は除染工程無し) 

メーカーと商品名 

本コンソーシアム 
Locciori 社(伊)/ 

     Apoteca chemo 

湯山製作所(日) / 

ChemoRo 

など 

売価 1000 万円 5000 万円～1 億円 

クラス 安全キャビネットは「空調機器」扱いであり、「医療機器」には該当しません。 

その他 

キャビネット本体のメンテナンス作業時で

も、殆どの部分が除染されているので、メ

ンテナンス員の負担が少ない。 

キャビネット本体とロボットアームのメンテナ

ンス作業時に、除染されていない状態での作業が

必須であるが、ロボットアーム保護の為、ガス式

除染も難しい。メンテナンス員の負担がかなり大

きい。薬剤師調製作業に比べて、調製時間がかか

り、患者に合わせた処方変更の設定変更の入力が

必要。 

 

 ① 分解材塗布型方式並びにシステム（効果が検証された抗がん剤が 3 種類であり、揮発性抗がん剤のダ

クト排出は出来ないので参考である） 

・競合企業：株式会社 日本医化器械製作所 

・競合商品：光触媒型抗がん剤分解システム 商品名「ケモクリーン」。 

・販売状況：販売中 

・市場獲得のための障壁：光触媒と近紫外線にて分解剤を発生させる方式の為、近紫外線が当たらない

部分の効果が少ない。また光触媒の入った混濁液を、キャビネット内部に塗布する必要がある。死角

となる部分については、未塗布となるか、作業者が体を入れ込んで塗布しなければならなくなる。抗

がん剤の残留並びに清掃作業時の曝露の危険性がある。また、分解後には、光触媒を拭き上げ除去す

る必要があり、清掃作業時の負荷が大きい。 
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 ② 分解材循環方式並びにシステム（抗がん剤の除染そのものは、出来ないと判断するので、参考である） 

・競合企業：個々の安全キャビネット整備請負会社 

・競合商品：各社が個々に作り上げた除染剤循環システム。 

・販売状況：販売中／サービス提供中 

・市場獲得のための障壁：除染剤がホルムアルデヒドや過酸化水素などの有害物質であるので、安全キ

ャビネットの密閉の為に、人手作業時でのテープ目張り作業が不可避であり、熟練作業者でも、目張

り作業だけでほぼ１工程日を要する。また、金額も高価となり、基本的に数年に 1 回の頻度でしかで

きない。 

 

 ③ ロボットアーム式自動調製機 

・競合企業：個々の自動調製機メーカ 

・競合商品：各社のロボットアーム式自動調製機 

・販売状況：販売中／サービス提供中 

・市場獲得のための障壁：各薬剤ごとに、レシピに従った動作プログラムが必要。患者の体重・身長・

表面積で必要量が替わる場合は更にパラメータの指示が必要となる。ロボットアームの位置調整や位置

ずれしたときのゼロ点の再ティーチング等に、専門のエンジニアが必要。常駐できない場合は、ダウン

タイムが莫大となる。本格メンテを行う場合、ロボットアームが有るので内部の除染は非常にやりにく

い。従って、危険作業となる。 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

・密閉構造が予め組み込まれているので、分解作業開始前の予備作業が不要。（密閉動作は数分で完了す

る。目張り式と比較すると圧倒的に早い） 

・大気中の酸素を原料とするので、分解剤原料の在庫等を気にすることなく、直ちに除染作業を開始で

きる。(30分程度での予備時間で分解工程が開始できる見込み) 

・原料在庫並びにその管理が不要である。よって、変動費が圧倒的に安い。 

・残余のオゾンは自然分解で酸素となり、オゾンそのものは固化しないので、作業後の分解剤のオゾン

の拭き取り作業は発生しない。また、分解剤のオゾンの強制分解は既存の触媒（二酸化マンガン系や、

活性炭）で行えるので、分解剤の無害化が極めて容易且つ、低コストで行える。 

・上記の作業が、ほぼ自動で行われるので、キャビネットの清掃担当者は数個の項目をチェック、数個

のスイッチを押すだけでよい。  
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

 

 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H28．9伴走コンサル時点）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理 機関名

事業名

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 無し

試作機開発・改良
【製品名】

無し

量産機開発
【製品名】

無し

フィールド試験 無し

大学委託研究

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

26-074

株式会社タムラテコ

調製の際に飛散する抗がん剤を最適な条件のオゾンの濃度と時間•湿度•温度にて分解除去し、医療者の安全を確保する機器
（非医療器）の開発・事業化

①安全キャビネット・1次試作機の開発
②CT検証機の開発
③オゾン分解実験の実施

①安全キャビネット・２次試作機の開発
②1次試作機でのフィールド試験
③オゾン分解並びにAMES試験実験の実施
④オゾン水による分解実験

①安全キャビネット・２次試作機の開発・製作
→組み立て中
②量産試作機の開発・製作
③1次試作機及び2次試作機でのフィールド試
験
④吸着フィルタの開発→実機組込み作業中
⑤オゾン分解、AMES試験実験並びに吸着
フィルタ基礎実験の実施
⑥オゾン水による分解実験→同志大でのラボ
実験（ゲムシタビン）結果をふまえ、オゾン水
ユニット改造。

オゾン発生部・スリム化検討 加湿機構の装置内組込み

オゾン水ユニット開発

オゾン水ユニッ実機ﾗﾝﾆﾝｸ゙ テスト

１次試作機開発・作製

成人病センタ・搬入[10/4] → 運用中

１次試作機・社内試験
１次試作機

２次試作機

２次試作機・開発

製作
２次試作機・作製（２，３台目）

２次試作機・２台目 コンソ内試験

２次試作機・３台目 コンソ内試験

量産型試作機・開発

量産型試作機・コンソ内耐久テスト

上市

オゾン水ユニット量産型作製検討

フィールド試験 at 成人病センタ
成人病センタ・搬入

大阪国際がんセンタ（旧称：成人病センタ）開院

成人病センタ移転時にアップグレード実施予定

２次試作機・作製（２，３台目）
２台目：コンソ内ロングラン試験→外部フィールドテスト

３台目：コンソ内ロングラン試験→外部フィールドテスト

吸着フィルタ・実機検証用サンプル実験

外部フィールドテスト対応の抗がん剤汚染状況分析 まとめ

オゾン分解実験、及びAMES試験
近畿大学

まとめ

オゾン分解実験の対象選定基準案検討

吸着フィルタ能力検証・基礎実験

オゾン水による分解実験、及びキャビネットからの拡散検証実験

オゾン水による分解実験、及びキャビネットからの拡散検証実験 まとめ

同志社女子大学

随時対応中

キャビネット・基本特許 出願

調製行動マニュアル作製 → 9/28 ver1 成人病センタ 引渡し、現在 随時更新作業継続
市場調査実施

調査実結果反映

上市発表安全キャビネット

CT値検証機 上市発表

国外向け上市発表

国外向け上市発表

キャビネット密閉機構

2号機・搬入
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 1) 投資回収計画 

a) オゾン供給・制御機能付き安全キャビネット 

 ① 国内 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期 (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) 

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

 うち委託費 0.4 0.4 0.4 － － － － － －  

 うち自己負担 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

売上高（単位：億円） － － － 5.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

販売数量（単位：台） － － － 50 100 200 200 200 200 200 

 ② 海外 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期 (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) 

上市時期      ●     

支出額（単位：億円） － － － － － 1.0 1.0 1.6 1.8 1.8 

 うち委託費 － － － － － － － － －  

 うち自己負担 － － － － － 1.0 1.0 1.6 1.8 1.8 

売上高（単位：億円） － － － － － － － 5.00 10.00 20.00 

販売数量（単位：台） － － － － － － － 50 100 200 

 ③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 1.2 1.2 1.8 2.0 2.0 

 うち委託費 0.4 0.4 0.4 － － － － － －  

 うち自己負担 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 1.2 1.2 1.8 2.0 2.0 

売上高（単位：億円） － － － 5.00 10.00 20.00 20.00 25.00 30.00 40.00 

販売数量（単位：） － － － 50 100 200 200 250 300 400 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

○販売価格について 

当該の安全キャビネットの予想販売価格は、1,000万円を計画している。 

平成 28 年度より、プロモーション活動を実施する。プロモーション活動には展示会、勉強会、学会等を

予定している。この活動を通じて、オゾンによる分解機序への理解を深めていただくとともに、価格面での

妥当性を示していく。 

 

○販売ルート、規模について 

平成 29年度より国内にて、日本エアーテック社と丸三製薬バイオテック社のブランドにて、50台/年の販

売を目標とする。以降次年度より、日本エアーテック社ブランドと丸三製薬バイオテック社とタムラテコ社

ブランドの両チャンネルより計 100→200台/年の販売を目標とする。 

海外市場への展開については、平成 31年度に販売先国に合わせた海外向けモデルへの改造・完成を目指

し、平成 33年度 4月以降からの輸出開始を目標とする。販売台数は、平成 33年度は 50台/年、平成 34年

度以降からは 100→200台/年を目標とする。 
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b) CT値検証機 

 ① 国内 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期 (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) 

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち委託費 0.00 0.01 0.00 － － － － － －  

 うち自己負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

売上高（単位：億円） － － － 0.05 0.05 0.05 0.05 0.025 0.025 0.025 

販売数量（単位：台） － － － 2 2 2 2 1 1 1 

 ② 海外 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期 (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) 

上市時期      ●     

支出額（単位：億円） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00 

 うち委託費 0.00 0.00 0.00 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00 

売上高（単位：億円） － － － － － － － 0.1 0.1 0.1 

販売数量（単位：台） － － － － － － － 4 4 4 

 ③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.005 0.005 0.005 0.0 0.0 

 うち委託費 0.00 0.01 0.00 － － － － － －  

 うち自己負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.005 0.005 0.005 0.0 0.0 

売上高（単位：億円） － － － 0.05 0.05 0.05 0.05 0.125 0.125 0.125 

販売数量（単位：） － － － 2 2 2 2 5 5 5 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

○販売価格について 

当該の CT値検証機の予想販売価格は、250万円を計画している。 

本機器の販売は、用途の特殊性から、受注生産とする。専用組み立て設備負担は殆ど無いので、変動費分

が殆どである。 

 

○販売ルート、規模について 

平成 29 年度より国内にて、基本的に、タムラテコ社より販売する。営業チャンネルとして、日本エアー

テック社と丸三製薬バイオテック社が入ることもありえる。実験用途であり、抗がん剤の分解実験を希望す

る事業体を国内 10～15箇所、国外 20箇所程度を想定する。 

 

 

1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

i)CT 値決定済みの抗がん剤を増やしていく。 

ii)(適正価格で)メンテナンス機能まで含めた、トータル・パッケージ化。 
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iii)川上、川下への拡張 

川上側：バイアル、アンプル容器のオゾン水プレ洗浄機構のオプション追加。 

  川下側：輸液パックのオゾン水ポスト洗浄機構のオプション追加。 

iv)抗がん剤の装置外排出ゼロ化を目指す。 

 

→ i) ,iii) : 近畿大学との連携を深めるとともに、同志社女子大学（中西先生）との共同研究により、川

上・川下を攻める。 

→ ii) : 丸三製薬バイオテック社のキャビネット・メンテナンスの実作業からのフィードバック等を参考

に、日本エアーテック社と共に、メンテナンス作業の容易性を高めたキャビネットにする．並び

に、抗がん剤向け安全キャビネットの点検時手順等の標準を制定していく。 

 

→ iv) : 内部循環用、並びにキャビネット排出口に吸着フィルタを設置する。現在、近畿大学・薬学部に

て吸着フィルタの能力検証の基礎実験を依頼している。 

 

 2) ビジネス体制 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

海外出願に向けて、DB を利用して先行特許類を確認した。 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

タムラテコ社の CT 値制御の特許も利用している。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

取得特許に基づいて対応する。 
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 2) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

該当せず 

 

 3) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 販売チャンネル： a) 日本エアーテック社所有のチャンネル 

b) 丸三製薬バイオテック社所有のチャンネル 

 

供給（生産、物流）体制： 日本エアーテック社が供給（生産、物流）を担当 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

現在体制構築中 

 QMS 等の品質保証体制 

現在体制構築中 

 広報・普及計画 

現在計画中 

 

 4) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 該当せず 該当せず 

知財 国際特許の取得 出願国を限定して取得(PCT出願中) 

技 術 ・

評価 

①高湿度下でのオゾン濃度測定 

②高濃度オゾン下での湿度測定 

③CT値の位置づけ 

①光学式濃度センサー(自社開発品)をテスト。結

果は良好。 

 

②オゾンガス供給前に所定の湿度に上昇させて、

湿度センサをカバーした後、除染開始。通常の湿

度センサの寿命が期待できる。（実装済み） 

③代表的な抗がん剤のみを検証実施。全ての抗が

ん剤(新薬含む)を検証するのは、事実上不可能で

あること、また、ユーザーが毎日、CT値設定を適

したものに変更する負担・設定ミスを考えると、

除染に使える時間で行えるCT値の最大値で運用

していくことも考慮しなければならない。（現状

は夜間の非調製時間と除染総時間との兼ね合い

で、CT値8万でロングランテスト中） 

その他

事業化

全般 

①抗がん剤のリスクを踏まえたマニュアル 

②環境工学者等に対する情報発信 

③コスト目標についての現実的なロードマップ 

①メンテナンス部分も含め、経験のある丸三製薬

BT 社を中心に作成する。大阪・国際がんセン

タからのフィードバックを受けることとなっ

た。 

②吸着フィルタを追加した 2 号機のテスト結果

をフィードバックさせ、排気方法の変更を提案

することを検討する。 

③部分排気式に開発を集中し、現在、生産台数：
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

50 台/年の規模で開始し、定価を 1200 万円/台

とした。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

過去 2 ヵ年での委託事業により、「オゾン供給機構付き一体型安全キャビネット」の試作機（第 1 号機）、更に改良を加えた試作機（第 2 式）を完

成させた。当年度においては、試作機の追加 2 台、ならびにそれに基づく量産試作機の開発を行う。量産試作機では、コンソーシアム内テスト並び

にそれに続くロングラン・フィールドテストで把握した問題点・課題点を修正・改善する。また、実際の生産を見据えて、生産現場との摺り合わせ

を行い量産の為の製作をする。 

さらに、これまでの市場調査の結果に基づき、昼間の調製作業時の(1)揮発性抗がん剤成分及び、飛散し微小液滴となった抗がん剤成分の回収の為

の吸着フィルタ、また(2)調製後に調製室/薬局から、ナースセンタ/患者に届けられる輸液パック等の調製済み薬剤容器に付着したまま持ち出される

抗がん剤成分を洗浄/除去する為のオゾン水供給ユニットを開発・製作する。 

販売促進としては、上記のロングラン・フィールドテストで大阪府立成人病センタ以外の意見を収集するとともに、市場調査を実施し、製品の最

終形態の決定の一助にする。なお、市場調査に当たっては、既存キャビネットからの置き換え需要が多いと想定される為、処分方法の希望なども把

握する。これをふまえて、「既存キャビネットの回収～除染～廃棄作業」の業務パッケージ化を検討する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

オゾン発生機構付き安全キャビネット 自動密閉機構と CT 値選択式のオゾンによる抗がん剤分解機構を有する、抗がん剤専用安全キャビネット。 

CT 値検証機 高湿度と高オゾン濃度を容易に達成し、短時間で CT値の検証を行える装置。 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①二次試作機の製作 

平成 27年度分で製作した二次試作機を 2台

追加で作製し、更なるブラッシュアップとコ

スト削減方策を検討する。また、揮発性抗が

ん剤対策として吸着フィルタの搭載、ならび

に、調製済み輸液パック表面などからの付着

抗がん剤漏洩を減らすための洗浄用オゾン水

供給ユニットの組込みを検討する。 

これらの作業のうち、日本エアーテック社が

キャビネット本体のブラッシュアップと製作

(吸着フィルタとオゾン水供給ユニットの本

▶ 

【進捗 100%：○】 

一次試作機・第 1 号機を大阪府立成人病センタへ

搬入済み。現在、薬局・抗がん剤調製室にて、運用

中。 

二次試作機（平成 27年度事業分）完成。現在コン

ソ内テスト実施中。①加湿機構の装置組込式に変更

に伴う、不具合（水漏れ）対策→対策済み。②オゾ

ン水供給ユニット→キャビネット下部に設置（開発

終了）。オゾン水濃度 4ppm で難オゾン分解性のゲム

シタビンを分解できる見込みがたった。 

▶ 

試作機の検討は終了。 

下段の「②量産試作機の開発と製作」に引き継

ぐ。 



 

16 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

体側対応含む)を行い、タムラテコ社が吸着フ

ィルタとオゾン水供給ユニットの開発と機器

提供を行う。 

二次試作機 2台は、日本エアーテック社にて、

動作プログラム等の熟成作業等のためのテス

トを 3 ヶ月実施した後、医療機関でのロング

ラン・フィールドテストに移行させる。テス

ト先は、「9）ロングラン・フィールドテスト」

を参照。  
 

・③吸着フィルタ→既存のガラス繊維材質の

“HEPAフィルタ”との透過性比較を実機にて確

認。JIS 規格の PAO テストにて実施。透過性は

同等であることを確認。④キャビネット内の調

製時の低濃度オゾン供給機構→オゾン必要量テ

ストを実施。結果より別の少量オゾン発生機で

は能力が足りないので、除染時用のオゾン発生

機を出力ダウンで運用することとなった。（完

了）。 

 

二次試作機（平成 28年度事業分）完成。 

 

②量産試作機の開発と製作 

上記 1)の二次試作機 2台によるテスト結果

を踏まえ、量産試作機の開発と製作を行う。

量産試作機は、上市する量産機と同等品とな

る。二次試作機の能力を想定コスト内で達成

させ、また組み立て工程が量産に適したもの

となるよう検討・評価する。 

これらの作業のうち、日本エアーテック社

がキャビネット本体の開発と製作、タムラテ

コ社がオゾンガス発生機構、吸着フィルタと

オゾン水供給ユニットの量産試作機への組み

▶ 

【進捗 100%：○】 

平成 29 年度上市に向けた試作機の検討と製作は

終了。 

 

▶ 

今後のコストダウンに向けて、各部材を見直

していく。また、施設外への抗がん剤漏洩を防

ぐ最終防壁である、活性炭吸着フィルタについ

ては、寿命交換時の安全な脱着機構の開発/改善

と活性炭の更なる最適化を検討していく。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

込みのための開発を行う。 

③吸着フィルタの開発 

近畿大学において、吸着フィルタによる揮

発性抗がん剤の吸着能力の基礎的な検討を実

施する。基礎的な検討と並行して、外注先に

て濾材の検討と実装されるフィルタのテスト

サンプル作製を行う。丸三製薬バイオテック

社では、このフィルタのテストサンプルに吸

着される抗がん剤の分析を行い、この結果を

受けて、タムラテコ社が実製品の吸着フィル

タを開発する。この吸着フィルタは、現在、

大阪府立成人病センタに設置してロングラ

ン・フィールドテストを実施している一次試

作機に搭載し、破瓜性能等を試験した上で仕

様を確定し、量産試作機に搭載する。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

現在、近畿大学にて、基礎実験実施済み。 

量産タイプのテストサンプルのフィルタを組み込

んでの実機テストを実施中。 

▶ 

使用済み吸着フィルタの廃棄手順の確立。（メ

ンテナンス要員の曝露防止） 

吸着フィルタの更なら最適化。 

④オゾン水供給ユニットの開発 

昨年度までの開発過程で、調製済み輸液パ

ック等の薬局・調製室からの出荷品自体の抗

がん剤汚染が無視できない量であることが明

らかになったため、輸液パック等を洗浄でき

るオゾン水供給部ユニットを追加機能として

標準搭載する。 

オゾン水供給ユニットの供給機構をタムラ

テコ社が開発し、日本エアーテック社がキャ

ビネットへの組み込みと制御系開発を行う。

また、同志社女子大学にて、オゾン水洗浄に

よる調製作業後の輸液パックなどの付着抗が

ん剤量の低減度の検証、除染効果の確認を行

う。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

二次試作機に実装し、試運転開始。 

▶ 

特になし。 

⑤抗がん剤のオゾン分解実験 

近畿大学にて、抗がん剤のオゾン分解実験 ▶ 

【進捗 100%：○】 

追加の薬剤で実験継続予定。現在は追加薬剤では

なく、以下の検証実験を実施。追加試薬については、

▶ 

抗癌剤の種類（どこまでするべきか、類似構

造の抗がん剤をどう評価するべきなのか） 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

を継続する。実験対象薬剤は、事業開始当初

に列挙した広く利用されている代表的な抗が

ん剤 73 種類のうち、平成 26，27 年度に実験

していない下記 4 種類とする。また、過去の

実験で分解率の低かった薬剤 3 種類（ドセタ

キセル、パクリタキセル、ドキソルビシン）

については CT値を増大させ、分解条件を強化

させて再実験する。 

（平成 26年度実施薬剤） 

・代謝拮抗薬系：5-フルオロウラシル(5-FU)、

シタラビン 

（平成 27年度実施薬剤） 

・代謝拮抗薬系：ゲムシタビン 

・抗腫瘍性抗生物質系：ドキソルビシン 

・トポイソメラーゼ阻害系：エトポシド 

・タキソイド系：ドセタキセル、パクリタキ

セル 

（平成 28年度実施予定薬剤） 

・アルキル化薬系：シクロホスファミド、イ

ホスファミド 

・トポイソメラーゼ阻害系：イリノテカン 

・分子標的薬：ハーセプチン 

・再実験分：ドセタキセル、パクリタキセル、

ドキソルビシン 

再度絞り込みを行う予定。 

１．抗がん剤のオゾン分解の CT 値依存性確認実験 

・アドリアマイシン/シタラビン/エトポシドの

分解における CT値依存性 

2．分子標的型抗がん剤の分解度確認法探索 

・適用可能な試薬を見出した。 

推奨 CT値の決め方を検討する。（CT 値依存性

のグラフの活用） 

⑥抗がん剤のオゾン分解後の被分解物の安全

性試験（AMES試験） 

近畿大学にて、AMES 試験法により、抗がん

剤のオゾン分解後の被分解物の安全性確認を

行う。抗がん剤の分解には、昨年度作製した

高速分解実験装置を使用し、被分解物サンプ

▶ 

【進捗 100%：○】 

被分解生成物の安全性の確認方法として AMES 試

験を採用、現在試験中。分子標的タイプについても、

方法を検討した。 ▶ 

抗がん剤の種類（どこまでするべきか、類似

構造の抗がん剤をどう評価するべきなのか） 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

ルを作製する。5）抗がん剤のオゾン分解実験

と同様、全ての抗がん剤を対象とすることは

できないので、対象とする抗がん剤は代表的

な以下の薬剤 8 種類に限定する。 

（実施予定薬剤） 

シクロフォスファミド、5-フルオロウラシル、

シタラビン、ゲムシタビン、ドキソルビシン、

エトポシド、ハーセプチン、イリノテカン 

⑦オゾン水ユニットの洗浄・除染の必要十分

条件の検証 

④で開発するオゾン水供給部ユニットの制

御プログラムを作製するために、同志社女子

大学にて、オゾン水による必要十分な洗浄・

除染条件（オゾン水濃度、洗浄・除染時間等）

を検証する。検証対象は、調製後の輸液パッ

クやバイアル瓶とする。検証結果は量産試作

機の制御プログラムに反映させる。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

4ppmオゾン水を供給する仕様での開発完了。 

▶ 

オゾン水の、調製室内での更なる活用法を検

討する 

⑧抗がん剤汚染状況分析 

丸三製薬バイオテック社は、ロングラン・

フィールドテストの試作機設置先の抗がん剤

の除染の程度の確認作業（サンプリング並び

に分析）を行い、医療機関にキャビネットの

有効性を客観的データで示せるようにする。

また、抗がん剤に対する吸着フィルタの破瓜

時間の確認作業（サンプリング並びに分析）

を実施して標準の HEPA フィルタとの違いを

検証し、ランニングコストの把握に役立てる。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

成人病センタのキャビネット内部の残留度確認用

のサンプリングと分析実施。 

▶ 

調製室外へ持ち出された抗がん剤の拡散状況

の把握。 

⑨ロングラン・フィールドテスト 

①で製作した二次試作機 2 台について、コ

ンソーシアム内テストの後、ロングラン・フ

ィールドテストを行う。テスト先として、1

▶ 

【進捗 50%：△】 

初期の計画を変更した。試作２号機で、大幅な自

動化の推進と活性炭ファイルタを追加した仕様とな

った。成人病センタの移設に伴い、実病院での抗が

▶ 

大阪国際がんセンタ（旧・大阪成人病センタ）

と国立がんセンタでのロングラン・フィールド

テストを実施していく。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

台は同志社女子大学中西研究室と京都桂病

院、1 台は近畿大学石渡研究室と近畿大学付

属病院を予定している。 

テスト作業のうち、タムラテコ社が、テス

トの計画・方針を決定し、丸三製薬バイオテ

ック社が撤去時の装置除染を行い、日本エア

ーテック社が撤去回収後の動作確認を行う。 

ん剤の院外放出の根本対策として、初期計画の 1 号

機の移設ではなく、試作 2 号機への置き換えを実施

する。これにより、実機での活性炭フィルター通過

後の排気に含まれる抗がん剤の実態を調査する。 

他の 1 台の試作機は、活性炭フィルタのテストが

長引いたため、ロングラン・テストに提供できなか

った。 

⑩市場調査の実施 

これまでの市場調査、並びにコンソーシア

ムの開発業務を通じて、抗がん剤曝露を防ぐ

為にはキャビネットの除染が最重要である

が、吸着フィルタによる揮発性抗がん剤の除

去、並びにキャビネット外に出される輸液パ

ック等の調製済み製品表面への付着抗がん剤

のオゾン水による洗浄/除染も無視できない

ことが明らかになった。そこで、吸着フィル

タとオゾン水供給部ユニットを標準搭載する

こととし、これを前提として顧客の希望を再

度拡大調査し、標準装備として販売するため

の材料とする。また、既存キャビネットから

の置き換え需要が多いと想定されるため、処

分方法の希望なども把握する。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

国立がんセンタ（築地）へ 5 台納入となった。こ

れまでの、中小規模病院への販売に加えて、各県に

あるがんセンタへの搬入を目指して、各がんセンタ

の状況を調査した。 

▶ 

国内の販売先への販売ツール（病院経営層への

説明資料）の拡充を行う。国外への販売につい

ては、販売代理店体制（メンテナンス含む）の

構築を主要 3社にて検討する。 

⑪知的財産に対する検討 

量産機開発までに特許化すべき追加案件が

発生した場合に、権利化する。 

 

【進捗 100%：○】 

欧州、米国、中国、インド、韓国、イスラエルへ

の PCT出願済み。現在各国内手続きをとり進め中 

 

欧州については、対象国の絞込みを行う。 

⑫委託事業の管理 

本委託事業の管理について、タムラテコ社

を主体として実施していく。 

 

【進捗 100%：○】 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

採択時の計画である、「オゾン（ガス）による安全キャビネット内の除染」は完了した。開発途中で判

明した、抗がん剤調製時の抗がん剤の漏洩についても、①オゾン水による調製済みの輸液バッグ等の洗

浄・除染機能 ②吸着フィルタによる、揮発性抗がん剤等のキャビネット排気経路からの漏洩防止機能 

③自動化による、汚染された指からのキャビネット外への抗がん剤持ち出し削減機能 等により、トー

タルパッケージとして、除染のみならず、漏洩/汚染拡散防止を備えた製品となった。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 該当せず 

知財 欧州、米国、イスラエル、中国、インド、韓国に出願した 

技術・評価 

エアーチューブ式シール材により、自動でキャビネットを密閉できる構造。CT 値制御によ

る再現性の高い除染オペレーション機能。オゾン水システムによる、抗がん剤調製品の除染

機能。吸着フィルタによる、キャビネット外への抗がん剤漏洩防止機能 

そ の 他 事 業

化全般 

国立がんセンタ様に納入できる運びとなり、各がんセンタ様への販路への足がかりが得ら

れた。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

 

 2) 自己評価理由 

上記の自動化されたオゾン式除染機能に加えて、オゾン水システム、吸着フィルタを備えた、トータ

ルで抗がん剤対策を実施できるキャビネットを開発できた。また、既存キャビネットからの置き換え時

に旧キャビネットを廃棄する必要があるが、丸三製薬との協力でオゾン式除染を装置全体に施し、安全

に回収・廃棄するシステムを得た。 

資料面でも病院経営陣を納得させられるものを作成できるだけの調査結果とテスト結果を得た。 

販売ルートも製造元の日本エアーテック社に加えて、キャビネットのメンテナンスを業に含む丸三製

薬バイオテック社から、H29 年度から発売できることとなった。 

 



 

22 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(4) 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

開発の深化により、必要なコンソ体制が変わってくること変化していくことを理解・実感することに時間が

かかった。 

 

 2) 事業の進め方 

途中、かなりの追加仕様を盛り込んだが、伴走コンサル等でもご指摘/アドバイスをいただけたのでな

んとかここまでこられた。国の委託事業は始めてであり、不慣れな面が多かった。１，２年目はコンサ

ルタントを雇った方が良かったかもしれない。 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ×不十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 該当せず
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 該当せず
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 該当せず
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 該当せず

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 該当せず
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 該当せず

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 該当せず
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 △一部

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 ○十分

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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 3) その他 

マーケティング調査/販売面は苦労した。伴走コンサルは技術面が多いので、その面のコンサルも可能

ならば、受けたかった。 
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(5) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

抗がん剤のキャビネット内除染 左記に加えて、調製時の抗がん剤汚染対策

を追加。 

キャビネットからの抗がん剤持ち出しが、

想定よりも多く、調製時の調製済み品からの

対策も必要となった為。また、揮発性の抗が

ん剤の対策も必要となった。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

キャビネット内除染をオゾンガスで行う。

密閉は手動でも可。 

自動密閉機構によりキャビネットを密閉

する仕様とした。 

自動密閉できる方法を開発できる見込み

が立った為。 

（検討仕様にはなかった） オゾン水により調製済み品の洗浄を行え

るようにする。 

調製時の調製済み品からの対策も必要と

なった為。 

（検討仕様にはなかった） 吸収フィルタを追加して、キャビネットか

らの排気からも抗がん剤を取り除くように

した 

揮発性の抗がん剤の対策も必要となった

為。 

事業化体制 開発の深化により、必要なコンソ体制が変わ

ってくることがわかった。 

日本エアーテック社、丸三製薬バイオテッ

ク社の製造/販売体制強化、並びに近畿大学

に加えてと同志社女子大の協力を得ること

が出来た。 

製造/販売体制強化 

ならびに 

オゾンガスとオゾン水の利用面での学術

的フォローが必要であったので 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

 3 年間の本事業の最後に上市にまでこぎつ

けた。 

 

 

(6) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 （該当せず）  

知財 海外にも出願しておくべき PCT 出願により欧州・米国・中国・イスラエル・インド・韓国に出

願した 

技術・評価 非分解物の毒性評価 近畿大学様の協力で、評価方法を確立できた。 

そ の 他 事 業

化全般 

とにかく、H29/3 月には上市すること（追加開発を継続するのは問

題ない。医療機器ではないので） 

H29/2 月に上市発表しました。 
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(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし  

 

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1)（国内分のみ、国外は今後検討） 

H29/2 月 ： 国内上市発表 ・・・ 発表済み 

H29/4 月 ：5 台販売（国立がんセンタ） ・・・ 納入済み（5/8 より実稼動開始） 

H29/5 月 ：5 台販売（他の病院） 

H29/5-9 月：日本エアーテック社の各販売代理店による、全国 PR 並びに販売 

H29/8 月 ：10 台 販売 

H29/9-10 月：展示会での PR 

H29/11 月 ：15 台販売 

H30/2 月 ：15 台販売 

 

H30/4 月-H31/3 月 ：100 台販売（目標） 

H31/4 月-H32/3 月 ：200 台販売（目標） 

(2) 29年度以降資金調達計画（案） 

H29 年度：各社自己資金より捻出 

H30 年度以降：各社自己資金+販売利益より捻出 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社タムラテコ 医療バイオ開発部 

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-1-27 

電話: 06-4309-1350 / FAX: 06-4309-1360 / E-mail: nishizawa@teco.co.jp 


