
ＭＢＴコンソーシアムの
急速な進展と将来展望

平成30年9月19日（水）

（一社）ＭＢＴコンソーシアム設立3周年記念大会

ＭＢＴコンソーシアム理事長
（奈良医大理事長・学長）

細井 裕司
1



2

イノベーション

「イノベーション」とは、新たな技術を開発
する事ではなく、「常識を変える」ことです。
革新的な技術の開発はそのきっかけに過ぎま
せん。
これまでの「常識」から一歩踏み出したとこ
ろに新たな解決策が見つかるのです。

江崎禎英著「社会は変えられる 世界が憧れる日本へ」より
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MBE（Medicine-Based Engineering）
MBT（Medicine-Based Town）とは

学問の名称：MBT学（奈良県立医科大学大学院医学研究科）
研究機関：奈良県立医科大学MBT研究所

早稲田大学MBT研究所
実践機関：MBTコンソーシアム

【関連用語】
住居医学
ME (医用工学、Medical Engineering)

定義 意味



MBE（Medicine-Based Engineering）
MBT（Medicine-Based Town）とは

■MBE、MBTは医療産業の集積ではありません。
■すべての産業に医学の光をあて、医学による産業
の創生・再生を図ります。

■言い換えれば
・医療産業でない産業を医療産業化する。
・産業に医療の叡智を注入する。
・産業を医療化する。

■産業の活性化により、地方創生・再生を行います。

今まで患者さんと1対1にしか使ってこなかった医
師・看護師の知識をまちづくり、産業創生に使うと
新しい分野が生まれます。⇒常識を変える 4



MBTコンソーシアム会員業種別リスト

業種別 MBTコンソーシアム会員 会員数

１．農林・水産・鉱業

２．建設
㈱イムラ、㈱インデックスコンサルティング、㈱奥村組、木村産業㈱、㈱きんでん奈良支店
㈱崎山組、積水ハウス㈱、大和ハウス工業㈱、大和リース㈱、松田電気工業㈱

３．食品 江崎グリコ㈱、キリン㈱、三和澱粉工業㈱

４．繊維・パルプ・紙 イムラ封筒㈱、㈱岡伸、 ㈱サンロード、㈱新生、東洋紡㈱、ミツフジ㈱、モード・ユーニット工房㈱

５．化学 ＪＳＲ㈱、㈱資生堂、

６．医薬品 ㈱グランソール免疫研究所、佐藤薬品工業㈱、㈱ツムラ、日本ベーリンガーインゲルハイム㈱、ロート製薬㈱

７．石油・ゴム・窯業

８．鉄鋼・非鉄・金属 丸一鋼管㈱

９．機械 （有）アペックス、㈱タカゾノテクノロジー、㈱タカトリ、ＫＴＸ㈱、不二精機㈱、ユニオンツール㈱

１０．電気機器 ㈱アズマ、シャープ㈱、富士通㈱、船井電機㈱、プロライト㈱、㈱村田製作所

１１．輸送機器 ㈱本田技術研究所

１２．医療・精密機器 岩崎工業㈱、大研医器㈱、テルモ㈱、凸版印刷㈱、奈良精工㈱

１３．その他製造 、昭和西川㈱、㈱プチファーマシスト

１５．金融・保険 アフラック生命保険㈱、ＭＳ＆ＡＤインターリスク㈱、損保保険ジャパン日本興亜㈱、㈱南都銀行、
日本生命保険（相）、㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行

１６．不動産

１７．運輸・倉庫

１８．情報・通信
㈱iＴest、ＮＴＴデータ経営研究所、近鉄ケーブルネットワーク㈱、ＫＤＤＩ㈱、㈱三技協、㈱産業経済新聞社、
㈱テクリコ、日本無線㈱、㈱プロアシスト、まつのえ㈱、丸紅情報システムズ㈱、㈱三菱総合研究所

１９．電力・ガス 大阪ガス㈱、関西電力㈱、㈱関電エネルギーソリューション、大和ガス㈱

２０．サービス

２１．公共・その他
（自治体、大学、
病院等）

橿原市、東京急行電鉄㈱東急病院、奈良県、奈良県立医科大学、奈良友絃会病院、西ノ京病院、
日本タクティールタッチ協会、

㈱エクスレイヤー、楽研㈱、北関東綜合警備保障㈱、 ㈱健康都市デザイン研究所、（一社）弘済会、小山㈱、
㈱ＪＶＣケンウッド・ビクターエンタテインメント、㈱ドクターネット、日本ユニシス㈱、
ニューロンネットワーク㈱、パシフイックコンサルタンツ㈱ 、ヴィタル・インフォメーション㈱ 、
㈱ひばりラボ、ヘルスグリッド㈱ 、明豊ファシリティワークス㈱、メディケアリンク㈱、
㈱ライフビジネスウエザー、ワタキューセイモア㈱、
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まちづくり（自治体等）
＋

MBE(Medicine-Based Engineering）

医学を基礎とする工学
（医学の叡智を産業に）

↓
MBT(Medicine-Based Town)

医学を基礎とするまちづく
（新しく作る又は既存の）「まち」に医科大学や医師等が持つ医学の知恵
（MBE）を注ぎ込んで、付加価値の高いまち「MBT」を作る。この過程が新
産業創生、地方創生の原動力となる。

MBEとMBTの関係





2018年1月29日 日本経済新聞 朝刊 12面





急速に発展する MBT 活動
MBT は独自のコンセプトであり、類似のものはない。

歴史 経緯



2006年 4月 奈良県立医科大学で住居医学（大和ハウス寄付講座）の研究を開始
2012年〜2014年 奈良県立医科大学・早稲田大学によるMBT共同研究を実施
2014年 1月 MBT（医学を基礎とするまちづくり）の書籍を出版
2014年 5月 MBTを含むまちづくりが内閣官房地域活性化統合事務局、内閣府

地域活性化推進室による地域活性化モデルケースに選定
2015年 3月 奈良県と橿原市がまちづくりに関する包括協定を締結
2015年 3月 国が橿原市の地域再生計画を認定
2015年 5月 橿原市が奈良県立医科大学を地域再生推進法人に認定
2015年 6月 橿原市と奈良県立医科大学が包括協定を締結
2015年 10月 早稲田大学「医学を基礎とするまちづくり」研究所設立
2015年 12月 MBTコンソーシアム研究会設立
2016年 1月 「MBTコンソーシアム研究会設立記念シンポジウム」

（奈良県橿原市橿原神宮会館・養正殿）開催
2016年 4月 一般社団法人MBTコンソーシアム設立
2016年 6月 奈良県立医科大学MBT(医学を基礎とするまちづくり)研究所設立
2016年 11月 「医学を基礎とするまちづくり(MBT)コロキウム」

（早稲田大学大隈講堂・リーガロイヤルホテル東京）開催
2016年 12月 「ＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）による新産業創生・地域

創生シンポジウム」（グランフロント大阪）開催
2017年 4月 奈良県立医科大学大学院にMBT学を開設
2017年 9月 ＭＢＴコンソーシアム第1回会員会議、

ＭＢＴコンソーシアム宣言 採択、6つの部会を立ち上げ
2017年 11月 今井町に奈良医大ゲストハウスを開所
2018年 1月 日本経済新聞にＭＢＴ紹介の一面広告を掲載
2018年 2月 ＭＢＴコンソーシアム第2回会員会議
2018年 9月 ＭＢＴコンソーシアム設立3周年記念大会（第3回会員会議）開催

これまでの活動経緯
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2014年1月

←（書評）
奈良医大住居医学講
座（細井裕司教授）
と早稲田大学建築学
科（後藤春彦教授）
が中心となって出版
したこの本（水曜社
刊）は、これからの
日本のまちづくりの
設計図である。



（奈良医大）MBT→

内閣官房地域活性
化統合事務局、
内閣府地域活性化
推進室による
地域活性化モデル
ケースに選定

2014年5月
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奈良県

地域再生推進法人

まち・ひと・しごと創生

橿原市奈良県立医大

包括協定
[平成27年3月締結]

中期目標
中期計画

地域再生計画

国

指定

包括協定[平成27年6月締結]

[平成27年3月認
定]

連携・協力
MBTコンソーシアム（民間）

地域住民との連携
（今井町等）

奈良県・
総合戦略

橿原市・
総合戦略

地域活性化
モデルケース
[平成26年5月採択]

金融機関・民間企業の活力の導入
（2018年8月時点で約100社）

早稲田大学

共同研究

包括協定

ＭＢＴ活動連携体制

活動体制・メンバー



プロジェクトト
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（一社）ＭＢＴコンソーシアムの活動体制

理事長

事務局

理事会

部会

分科会

プロジェクトト
ＮＤＡ・共同研究契約

１

①見守り支援部会
②ビッグデータ活用部会
③スマートコミュニティ部会
④健康創造都市・

健康創造産業部会
⑤ＭＢＴ研究所産学連携部会
⑥産学官金連携・
フリーディスカッション部会

奈良医大

・産業創出活動
・まちづくり支援活動

・会員の医学知識活用相談
・会員と奈良医大のマッチング支援活動



6つの部会と活動の狙い

1

5

4

3

2

6

部会名称 リーダー
参加
企業数

活動の狙い

見守り支援部会 西田隆司

（富士通）

ビッグデータ
活用部会

矢尾雅義

（凸版印刷）

スマート
コミュニティ部会

田中 正

（関西電力）

健康創造都市・
健康創造産業
部会

井垣貴子
（健康都市
デザイン
研究所）

MBT研究所
産学連携部会

梅田智広

（ＭＢＴ
研究所）

産学官金連携・
フリーディスカッ
ション部会

細川洋治

（ＭＢＴ
研究所）

10社

10社

17社

21社

7社

7社

自宅、会社、移動中などのあらゆる場
所で、ＩｏＴ機器、ＡＩ、人的サービ
スを活用した見守り支援サービスを目
指す

先進的センサー活用で、天候・気候な
どの環境データと、バイタルデータを
活用したサービスや産業創出を目指す

最適エネルギー・通信システム構築で
環境性・防災性・経済性確立の安心安
全なまちづくりを目指す

3つのLIFE（生命・生活・人生）の質を
高め、奈良医大他大学・研究機関と地
域企業連携で都市と産業の未来を拓く

超高齢社会の医療費増加課題の解決に、
コストミニマム・ベストエフォートな情
報提供方法、予防等のシステムを構築

上記1～5部会テーマに当てはまらない
会員企業の受け皿として、「わいがや」
議論を通じて新テーマの発掘を目指す

16



ＭＢＴコンソーシアム会員向けサービス

会員⇔奈良医大 マッチング・連携支援活動

ＭＢＴコンソーシアム
会員企業

ＭＢＴ研究所

細川教授

①具体的面談申し入れ

Ｍｅｄｉａｔｏｒ教授
（7人の学科責任者）

②対応の相談

奈良医大教授陣

奈良医大

③最適な教授の人選

④回答

⑤面談の設定＆実施

＜担当窓口＞ 塩山
Tel 0744-29-8853
Mail  shioyama@naramed-u.ac.jp
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ＭＢＴコンソーシアム会員向けサービス

奈良医大研究グループリーダと会員マッチング活動

奈良医大
研究者

会員企業

企業技術者

連携
共同研究

■狙い
・奈良医大研究者と会員企業技術が連携して
研究テーマを実施

・役割分担を行うことで、短期間に研究成果
や事業成果に結びつき、相互のWin-Winを
目指す

■これまでの取り組み実績
・MBT研究所、MBTコンソーシアム事務局が
窓口となりマッチング活動を実施

①奈良医大研究者の応募数

⇒10研究テーマ

②マッチング活動取り組み件数
⇒10研究テーマで１５回実施
⇒４会員企業と試作活動、助成金応募、
共同研究契約へ、など成果が出つつ
ある

・論文
・学会発表

・商品
・特許
・社会貢献

＜成果＞

18



「MBTコンソーシアム研究会設立記念シンポジウム」
（2016年1月 奈良県橿原市橿原神宮会館・養正殿）

養正殿会場風景

73名の奈良医大教授による相談会 19国内活動



73名の奈良医大教授による相談会

医学を基礎とするまちづくり(MBT)コロキウム
2016年11月 早稲田大学大隈講堂＆リーガロイヤルホテル東京にて

大隈講堂での会場風景

20



ＭＢＴコンソーシアム会員会議の開催

■ 全体会議

第1回 2017年9月、 第2回 2018年2月（於；奈良医大厳橿会館）

・活動報告
・基調講演
・パネルディスカッション

■ 部会会議 ■交流会・相談会

21



新産業創生・地域創生シンポジウムの開催

ナントビジネスマッチングフェアに参加（於；グランフロント）

第1回 2016年12月 第2回 2018年3月

細井理事長
基調講演

企業活動PR

パネル
ディスカッション

主要企業の
活動展示
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東京・大阪の事業展示会で講演＆出展

ディジタルヘルスDAYS2017
（2017年10月）於：東京ビッグサイト

梅田教授
基調講演

展示ブースで
ＭＢＴを紹介

第5部会企業の
活動展示

第8回関西医療機器・製造展

（2018年2月） 於：インテックス大阪

ミニスピーチで
ＭＢＴ活動紹介

23



■奈良医大ゲストハウ
ス
（2017年11月開所）

・奈良医大の外国人研修医等の
短期宿泊施設として利用

今井町での“医学を基礎とするまちづくり”活動

■地域団体と共催で今井町催しを実施
⇒“着物でジャズ”催しでの健康測定
⇒健康相談

■地域社会への独自貢献
⇒健康相談、
⇒健康見守り実証実験

24



～機関誌「MBT CONSORTIUM 」の発行～

創刊号
2017年9月

第3号
2018年9月第2号

2018年2月

広 報 活 動

25



・奈良医大発第一号ベンチャー
「MBTリンク社」
平成３０年１０月１日に設立

・MBT Linkによる見守り事業を全国で展開

26



第6部会（産学官金連携・フリーディスカッション部会）

MBTオープンミーティング2018 in東京

■概要 ：MBTコンソーシアム会員の三井住友銀行（SMBC)の協力を得て、奈良医大
シーズをSMBC顧客企業やMBT会員に紹介し、共同研究や事業化の可能性を検討

■日時＆場所
・日時 ： 平成30年11月27日（火） 13-15時
・場所 ： ㈱三井住友銀行 本店 3Fホール（東京都千代田区丸の内一丁目）

■紹介する奈良医大シーズ
①「五感を活用したEffective Medical Creation(EMC)の実践」

麻酔科学教室 教授 川口 昌彦
②「ヒト脳オルガノイド技術の産業応用」

未来基礎医学教室 森 英一郎
③「血栓症超早期診断手法」

血栓止血医薬生物学共同研究講座 坂田 飛鳥
④「人工赤血球製剤」

医学部化学教室 教授 酒井 宏水 27

第1部 奈良医大有力技術シーズ説明会



■概要 ：奈良医大を拠点とした会員会議に参加しづらい関東エリアのMBTコンソ
ーシアム会員、及び非会員企業を対象にMBT活動成果を紹介し、MBT活
動への理解の拡大や会員拡大を図る

■日時＆場所
・日時 ： 平成30年11月27日（火） 15時30分 - 17時30分

・場所 ： ㈱三井住友銀行 本店 3Fホール（東京都千代田区丸の内一丁目）

■次第
15:30～ 開会挨拶 「急速に進展するMBT活動概要と将来展望」

15:50～ 最近のMBT活動内容と成果の紹介

17:00～ 交流会

28

第6部会（産学官金連携・フリーディスカッション部会）

MBTオープンミーティング2018 in東京

第2部 ＭＢＴコンソーシアム会議



DIA2016学会に招待されMBTを講演 2016年6月27日フィラデルフィア

Develop, Innovate, Advance  1万人以上が参加

MBT構想の全国＆海外展開

海外活動



～ＭＢＴ活動の海外ＰＲ～

■取り組み事例
・中国高齢者保健医学研究会全国大会にて，
ＭＢＴ研究所;遊佐講師が出席、ＭＢＴ活動を紹介
（2018年6月17～19日）

MBT構想の全国＆海外展開

30



～ＭＢＴＬＩＮＫ健康見守りシステムの展開～
■国内： 兵庫、富山、栃木、奈良
■海外： アメリカ、マレーシア
（予定）

MBT構想の全国＆海外展開
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MBTの将来（夢）

1．医学専門職と企業の意識改革の浸透
・工業製品の80％以上の善し悪しは、人と製品の相互関係で決まる。
・優れた製品（医学的に正しい製品）の製造には人に関する知識
（医学的知識）が必要である。

2．MBTを全国展開→日本の産業力の強化
・多くの医学専門職と企業がMBT コンソーシアムのコンセプトに参
加することによって日本の産業力の強化をなし得る。
・全国の大学病院を中心としたMBT ネットワークを作る。

3．MBT国家プロジェクト化
・「医学専門職の力を産業創生・地方創生・まちづくりに生かす」
MBT のコンセプトを国が取り入れて、医療分野だけでなく、すべて
の産業分野にわたって世界における製品競争力を増す。
・MBT による大規模な社会貢献が達成される。



ご清聴ありがとうございました。

敷地南東側からの鳥瞰

総合研究棟

研究棟2

研究棟1

図書館

大学本部棟

前庭

講義棟

交流施設

体育館・
その他体育施設

体育施設

正門

大講堂

大和高田バイパス

新設橿原市道

エネセン

畝傍山

奈良医大新キャンパスイメージ

http://mbt.or.jp

←大阪中心部・
関空へ40分


