
日本企業側の成果 

 ➣世界の医療機器市場 
   市場上位20社は欧米規格の医療機器 
  メーカーによって占められている 
 ➣ミ国の血液保存機器の規格 
    医療規格がまだ策定されていない 
    時間を要するが有望な市場である 
 

 ➣ミ国市場への参入 
   本事業を通じたNBCや研修病院への設置 
   実績によるミ国血液事業への参入 
 ➣地元経済・地域活性化への貢献 
  ・雇用創出、新規事業開拓、地域産業の活性化 
  ・地方自治体や大学との連携強化の可能性 

 
成分輸血・血液在庫管理システムへの移行 
による血液需要急増への対応 

➣安全な血小板製剤(血液製剤)の安定的な 
 保管・輸送 

➣血液製剤保管機材の正しい運用・ 維持管理 

➣日本方式による血液製剤の保管・輸送シス 
  テムモデルの構築 

 

血液需要の急増と成分輸血・血液在庫
管理システムへの移行と安全性の向上 

➣血液需要の急増 
 高度な手術や治療の増加 

➣成分輸血への移行 
 輸血患者の負担軽減と輸血効率の向上 

➣血液在庫管理システムへの移行と安全性 
 の向上 
 血液事業システムの再編 

ミャンマー連邦共和国 
の開発ニーズ 

安全で効率的な輸血事業促進のための 
血液保管と輸送システムの普及・実証事業 

株式会社大同工業所（大阪府） 

ミャンマー連邦共和国側に 
見込まれる成果 

普及・実証事業の内容 

血小板製剤保管機材・輸送機材を活用し
た「血小板製剤の管理・輸送システム」で、
血液事業システム再編に貢献 

➣血小板製剤(血液製剤を適切に処理・保管 
 するための機材導入 

➣血小板製剤(血液製剤)の適正輸送の仕組 
 みの形成 

➣血液製剤保管機材の運用及び維持管理 
 技術移転と技術者育成の実施 

➣日本式の血液製剤保管・輸送システムの 
 普及 

提案企業の技術・製品 

製品・技術名 

       ＜ 製 品 ＞ 
➣振とう保管用恒温槽・前処理作業台 
➣輸送用蓄冷剤・輸送箱 

       ＜ 技 術 ＞ 
➣振とう保管用恒温槽の医療機器 
  承認をもつ国内唯一のメーカー 
➣日本国内での納入実績NO1 
➣優れた適格性確認技術。 

ミャンマー連邦共和国 

現状 

今後 
事業概要 

相手国実施機関 
ヤンゴン国立血液センター（National 

Blood Center） 

事業期間：2018年4月～2019年10月 

事業サイト：ヤンゴン 



Impacts on Japan market 

 ➣Medical equipment markets in the world 
The world market is shared by top 20 companies 
in American and European countries. 
 ➣Regulation for blood storage box in Myanmar 
 Medical regulation not yet made 
 Promising market in the future 
 

 ➣Entry into Myanmar 
   Entry into blood transfusion service after the 
Survey 
 ➣Contribution to Japan Osaka market 
  ・Employment creation/new 
business/vitalization of domestic economy 
  ・Cooperation with universities/governments 

 
Measure for rapid increase in blood demand 
due to sift to component transfusion and 
blood inventory system 

➣Safe and efficient blood storage and 
transportation 

➣Proper operation/management of blood 
platelet storage box 

➣Establishment of a Japanese model 

 

Needs for safety conditions in blood 
transfusion services 
 Rapid increase in blood demand due 

to high level of medical surgery 
 Sift to component transfusion for 

efficiency of blood transfusion 
 Sift to blood inventory system 

upgrading safety level of blood  
transfusion 

 Reorganization of blood transfusion 

Concerned Development Issues in 
Myanmar 

Verification Survey with the Private Sector for Disseminating  
Japanese Technology for Blood Storage and Transportation 

System for Promoting Safe and Efficient Blood Transportation 

Daido Inc(Osaka) 

Impact on the concerned 
development issues 

Activities in the Survey 

Reorganization of blood transfusion 
services by use of efficient storage and 
transport boxes for blood platelet 
 Introduction of storage box for to 

control safety level of temperature of 
blood platelet 

 A transportation system of blood 
platelet 

 Transfer of technology to technicians 
for use of blood platelet storage box 

 Dissemination of Japanese blood 
product for storage and transportation 

Product/Technology Nationod  

Name of product/technology 

       ＜ Product＞ 
➣A box to control safety level of 
temperature of blood platelet 
➣A box and cold medium for 
transportation 

       ＜ Technology ＞ 
➣Daiso as the sole manufacturer of 
the above products 
➣Top sales record in Japan 
➣Good performance qualification 

Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｎｉｏｎ ｏｆ 
Ｍｙａｎｍａｒ 

Now 

Future 

Survey Overview 
Counterpart: National Blood Center 

Period: April 2018 to Oct 2019 
Site: Yangon 

 


