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ＭＢＴは、コンソーシアム会員を通して
奈良医大の研究活動を支援します

「MBT NEWS LETTER」創刊にあたり
奈良医大理事長・学長 細井裕司

MBT活動を想起して15年が経過し、活動が全国的に評価されるように
なってきました。日本だけではなく世界にも類例がない奈良医大のMBT
活動に現在103の企業・団体がコンソーシアム会員として参加し、産業
創生、地方創生、少子高齢社会のまちづくりを通じて日本創生を行う
意気込みで取り組んでいます。

MBTの大きな要素として、以下に示しますように奈良医大への研究支
援があります。MBT研究所がそのお手伝いをさせていただきますのでお
気軽にご相談ください。

MBTの活動状況を紹介するニュースレターを皆様にお届けいたします。

1．右図のように、奈良医大の
研究者が単独で研究を行った
場合、実験やデータ整理、論
文作成、等々、個人の負担は
膨大で、多くの時間を要し、
世界の研究者に遅れをも取り
かねません。
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（一般社団法人）ＭＢＴコンソーシアム事務局 担当;塩山
奈良県橿原市四条町840番地 奈良県立医科大学 研究推進課内

ＴＥＬ：0744-29-8853（内線2561）、ＦＡＸ：0742-90-1070 Email: mbt@mbt.or.jp

＜ご参考＞これまでのコンソーシアム会員企業との活動状況です。

１、MBTコンソーシアム会員（企業・団体・大学・病院等）

→ 103 会員
【参考資料１】

２、奈良医大の教室のMBT参加状況
→ 24教室（対象組織数 企業77、団体４、大学2）
【参考資料2】

３、MBT関連の報道数・対外紹介数
→TV;5回、書籍;6回、新聞;31回、Web;28回、企業誌；3回、広告；11回

【参考資料3】

2．右図のように、奈良医大の
研究者が、それぞれ企業と
共同研究を行った場合、

・複数人の企業研究者の参加
により、研究グループとし
て、それぞれの得意とする
役割分担で、人材の投入が
進み機動力が増し、研究推
進効率も上がることが予想
されます。

・企業からの研究費の確保も
見込まれます。

・論文作成は奈良医大、
新ビジネスは企業、
特許出願は両方、
と、奈良医大と企業双方の
Win-Winの取り組みにもなり
ます。

発行



MBTコンソーシアム会員業種別リスト （2018年10月現在：103会員）

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、㈱テクノーブル

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、応用電機㈱、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㈱、㈱フィリップス・ジャパン

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㈱、日本経済新聞社、㈱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）

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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2018・10・29整理

業種 企業・団体名 活動内容

繊維 企業１ 自社製品の応用相談

金融・保険 企業２ 顧客とのシーズ、ニーズマッチング

医療・精密機器 企業３ センサーデバイス開発相談

商業 企業４ 企業の商品活用相談

食品 企業５ 自社食品の展開相談

建設 企業６ MBT活動展開で相談

電力・ガス 企業７ 屋内暖房と健康の関りで相談

機械 企業８ 医療機器事業参入で相談

医薬品 企業９ 奈良医大共同研究について相談

電気機器 企業１０ 自社開発医療装置で相談

電力・ガス 企業１１ テーマ企画立案相談

情報・通信 企業１２ MBT活動展開で相談

電気機器 企業１３ MBT活動の進め方で詳細相談

サービス 企業１４ 自社製品の医療展開で相談

自治体 団体１ まちづくり構想相談

保険 企業１５ MBTでの活動相談

医療・精密機器 企業１６ MBT活動テーマ検討相談

繊維 企業１７ 自社製品の事業展開相談

サービス 企業１８ MBT活動の進め方相談

金融・保険 企業１９ 自治体が実施の健康機器サービスの相談

その他製造 企業２０ 就寝時バイタルデータ測定相談

情報・通信 企業２１ 自社開発アプリの共同研究の進め方相談

情報・通信 企業２２ 見守りシステムで相談

建設 企業６ MBT成果活用相談

建設 企業２３ MBT成果活用相談

化学 企業２４ MBT産業創出で相談

サービス 企業２５ MBT成果活用相談

繊維 企業２６ MBT産業創出で相談

電気機器 企業２７ MBT産業創出で相談

機械 企業２８ MBT産業創出で相談

建設 企業２９ MBT産業創出で相談

サービス 企業３０ MBT成果活用実証評価相談

自治体 団体２ MBT成果活用実証評価相談

運輸 企業３１ MBT産業創出で相談

情報・通信 企業１２ MBT活動展開で相談

運輸 企業３２ MBT産業創出で相談

医療・精密機器 企業３３ MBT成果活用実証評価相談

サービス 企業３４ MBT産業創出で相談

社団法人 団体３ MBT産業創出で相談

機械 企業３５ MBT産業創出で相談

化学 企業３６ MBT産業創出で相談

サービス 企業３７ MBT産業創出で相談

医療・精密機器 企業３８ MBT産業創出で相談

サービス 企業３９ MBT産業創出で相談

商業 企業４０ MBT産業創出で相談

サービス 企業４１ MBT産業創出で相談

サービス 企業４２ MBT産業創出で相談

商業 企業４３ MBT産業創出で相談

食品 企業４４ MBT産業創出で相談

電気機器 企業１３ MBT産業創出で相談

食品 企業４５ MBT産業創出で相談

サービス 企業４６ MBT産業創出で相談

紙 企業４７ MBT産業創出で相談

商業 企業４８ MBT産業創出で相談

大学法人 大学１ ＭＢＴスコットランド拠点化

情報・通信 企業４９ MBT産業創出で相談

奈良医大のMBT活動参加一覧

奈良医大教室

1

MBT研究所

研究室Ａ

2 研究室Ｂ

＜資料2＞



情報・通信 企業５０ MBT産業創出で相談

サービス 企業５１ マーケッティング対応

医薬品 企業５２ MBT産業創出で相談

電気機器 企業５３ MBT産業創出で相談

サービス 企業５４ ＭＢＴサービス産業創出で相談

情報・通信 企業５５ MBT産業創出で相談

社団法人 団体４ 新規サービスの北海道展開で相談

企業５６ 新規サービスや海外案件で対応

大学法人 大学２ コラボイベント対応

企業５７ MBT産業創出で相談

情報・通信 企業５８ MBT産業創出で相談

3 教室A 金融・保険 企業２ 顧客とのシーズ、ニーズマッチング

4 教室B 金融・保険 企業２ 顧客とのシーズ、ニーズマッチング

建設 企業５９ 医療ツーリズム企画に関する相談

電気機器 企業６０ 在宅見守りで相談

電気機器 企業６１ 自社製品の健康影響相談

6 教室D 金融・保険 企業２ 顧客とのシーズ、ニーズマッチング

7 教室E 建設 企業６２ 自社商品の優位性評価相談

8 教室F 繊維 企業６３ 皮膚炎を防ぐ素材の相談

電気機器 企業６４ 開発に必要な医学知識の質問

その他製造 企業２１ 健康商品開発相談

情報・通信 企業６５ 音に関する技術相談

金融・保険 企業２ 顧客とのシーズ、ニーズマッチング

電気機器 企業１３ AMED共同申請

繊維 企業６６ 医療現場ニーズの試作評価

情報・通信 企業６７ 見守りシステム開発相談

電気機器 企業６０ 見守りシステム開発相談

電気機器 企業６８ 見守りシステムの実証評価検討

医薬品 企業６９ スマホ活用検査装置で相談

情報・通信 企業２３ 見守りシステムで相談

12 教室J 電気機器 企業１０ 自社開発品の医療現場ニーズ相談

輸送機器 企業７０ バイタルデーターと医療診断で相談

情報・通信 企業２１ AI応用ソフト開発の相談

情報・通信 企業７１ AI応用ソフト開発の相談

14 教室L 医薬品 企業７２ 共同研究の可能性検討

15 教室M サービス 企業７３ 共同研究相談

16 教室N 精密・医療機器 企業７４ 自社開発品の評価相談

金融・保険 企業２ 新治療法の紹介

官庁 企業７５ 開発医療機器評価

18 教室P 繊維 企業６６ 自社試作品の評価

繊維 企業１ 医療現場のニーズ調査

繊維 企業７２ 自社商品開発仕様調査

20 教室R 電気機器 企業６６ 医療現場ニーズで相談

21 教室S 食品 企業５ 食品試作品の評価

情報・通信 企業７６ 機器共同開発の相談

サービス 企業７７ リハビリ効果評価の相談

情報・通信 企業２１ 自社開発アプリの評価相談

電気機器 企業１０ 体の動きセンサー活用検討

23 教室U 電気機器 企業１０ 自社開発品の医療現場評価相談

24 教室V 情報・通信 団体４ スマホ活用院内ネットワーク相談

奈良医大 24組織

附属病院

22 教室T

77企業、４団体、2大学

教室I

13 教室K

17 教室O

看護学科19 教室Q

教養教育部門

5

基礎医学

教室C

臨床医学

9 教室G

10 教室H

11

MBT研究所

2 研究室Ｂ

（注）企業秘密に関することが含まれるので、企業名や教室名を匿名化しました
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区分 年月日 メディア名 タイトル 内　　容

1 2017.10.24 奈良テレビ 県立医大　今井町ゲストハウスが完成 11月1日　オープンするゲストハウスを紹介 39

2 2017.10.31 奈良テレビ MBT健康長寿フェア 橿原市今井町 県政フラッシュで、MBTフェア放映 52

3 2018.04.18 ゆうドキッ MBTについて
本学が推進するMBT構想を中心に人材育成や医学を
基礎とするまちづくりについて対談

65

4 2018.05.18 NHK奈良放送局 IoTで高齢者見守り ならナビで、IoTで健康を見守る放映 68

5 2018.11.03 NHK奈良放送局
LINEを活用 妊婦の悩み相談で官民医が連携 
奈良橿原

メッセージアプリ「LINE」を使って妊娠中からケア 
虐待を予防

80

1  2016.10.01 ㈱時評社(10月号)
医学を基礎とするまちづくり(MBT)コロキウ
ム開催へ

細井理事長と早稲田大学 後藤教授　対談
コロキウムの開催について

21

2 2014.01.18 ㈱水曜社 MBT 医学を基礎とするまちづくり まちづくりが「医学」と出会った！ 1

3 2015.10.20 ㈱産学社 超高齢社会が日本を変える！
医療と介護、住民をつなぐICTネットワーク、産学
官民が築く本当のセーフティネット

57

4  2016.06.01 ㈱時評社(6月号)
県立医大と二人三脚で、医療ツーリズムを
構築

橿原市長　森下豊 氏
＜シリーズ 地方創生の具体モデルを考える＞

17

5  2016.06.01 ㈱時評社(6月号)
MBTを活用し、産業創生、地方創生に貢献す
る

奈良県立医科大学　理事長　細井　裕司　氏
＜シリーズ 地方創生の具体モデルを考える＞

17

6 2017.11.28
日経未来研究所 10年予測 予防医療、見守り、医学を基礎とするまち

づくり（MBT）、生体適合性材料
市場レベル･商品レベル･技術レベル年表　等 56

1 2015.07.03 奈良日日新聞(特集) 医療・産業・まちづくりに貢献
学長中心としたガバナンス強化
「合理性」「責任の明確化」を追求

2

2 2015.10.01 奈良新聞(企画) 医学を基礎とするまちづくり 地域貢献、産業創出、MBT構想 3

3 2016.01.08 毎日新聞 医学を基礎とするまちづくり
奈良県立医大開学70周年、空き家活用関連施設も、
世界水準の人材育てる

7

4 2016.01.22 奈良日日新聞
医学・工学をまちづくりに
コンソーシアムを結成

1月21日 記念シンポジウムについて 10

5 2016.02.29 日本経済新聞(夕刊) 医大と連携 高齢者も安心
今井町の医療・介護環境を充実させ、高齢者が住み
やすいまちづくりを目指す

13

6 2016.03.11 産経新聞(朝刊PR特集)
「医学を基礎とするまちづくり」本格スタ
ート

「医学的新発見が新製品に結びついた」「日常が見
守られる安心感」「新キャンパス整備、目指すは近
畿、アジアへ」

14

7 2016.01.22 読売新聞(朝刊)
橿原を医療充実の街に
県立医大提唱 産学官で研究会

1月21日 記念シンポジウムについて 8

8 2016.01.22 奈良新聞(朝刊) 医学基礎にまちづくり 1月21日 記念シンポジウムについて 9

9 2016.01.22 毎日新聞(朝刊)
医学活用まちづくり目指す
県立医大など「研究会」設立シンポ

1月21日 記念シンポジウムについて 11

10 2016.01.26 産経新聞
医学を基礎にまちづくり
県立医大など記念シンポに630人

1月21日 記念シンポジウムについて 12

11 2016.06.06 読売新聞(朝刊) ウェブ診察 長寿の支え 梅田 研究教授「健康みはり」システムを開発 18

12 2016.07.25 読売新聞(夕刊) 住民が健康になれるまち
医学の視点を取り込んだ新しい発想のまちづくりを
したい

19

13 2016.11.16 奈良新聞
医学でまちづくり 
県医大と早稲田大がシンポ 
県の取り組み紹介

11月14日　医学を基礎とするまちづくり(MBT)コロ
キウムについて

28

14 2017.08.21 奈良新聞
検査、講演で健康意識
大学祭のプレイベ 県医大が健康フェア

8月12日　ならファミリーにて開催された
～健康フェア2017～について

30

15 2017.09.14 日経産業新聞 IT使い妊産婦見守り 富士通、奈良県立医大と実験 32

16 2017.10.05 日刊工業新聞(朝刊)
妊産婦の見守り支援
富士通・奈良県立医大が実証

奈良県立医科大学と富士通は、妊産婦の見守り支援
サービスに関する共同実証に取り組む

34

17 2017.10.07 下野新聞(栃木) 見守り、健康づくり連携
警備会社と医大、高根沢町が協定を結び協議スター
ト

35

18 2017.11.10 日本経済新聞(栃木)
地元・進出企業が協議会　栃木県央
脱･車依存もテーマ にぎわい主導へ

LRT沿線のまちづくりを民間主導で積極的に提言す
る

54

19 2017.12.26 日本経済新聞(朝刊)
90社連合、予防医療探る
奈良・橿原で実験始動

奈良医大と凸版、富士通など約90社が集結し、住民
の健康データを収集して、病気の予防や健康維持に
役立てる取り組みが始まった。

61

＜　ＭＢＴ　報道資料・掲載記事等　＞
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区分 年月日 メディア名 タイトル 内　　容

TV

20 2018.01.17 日本経済新聞(北海道) 認知症の兆し　AI使い発見
高齢者施設向け ネットで診断
当別のVB、道内で実証

62

21 2018.04.18 奈良新聞(特集)
医学の力で社会貢献　快適な暮らしの実現
へ

MBT構想　医学的知識をまちづくりの中に生かし、
快適な暮らしの実現や産業創生、地方創生につなげ
る考え「類例のない取り組み」

64

22 2018.05.18 下野新聞(栃木) 健康改善、15人が挑戦
高根沢町･奈良医大連携事業 
ボディーチャレンジスクール開校

69

23 2018.08.15 日本経済新聞(朝刊)
収益あげる医大・医学部　　奈良医大
AIで見守り・慶大 患者に合う装具

医大や医学部が一般企業と組み、新しい産業を生み
出そうと連携し始めた。

72

24 2018.08.11 日本経済新聞(北関東)
健康づくり・見守り一帯で
北綜警　奈良医大と実証実験

奈良医大と北関東綜合警備保障が、栃木県高根沢町
で住民の健康づくりから体調管理まで一体的に行う
サービスの開発に取り組んでいる。

71

25 2018.09.13 毎日新聞(奈良) 「MBT」法人3周年 MBTコンソーシアム設立3周年記念大会について 73

26 2018.09.26 奈良新聞 医療から地方創生を MBTの国家プロジェクト化で日本は大きく変わる 74

27 2018.10.02 毎日新聞(奈良) IT活用 高齢者見守り
県立医大研究教授が会社設立
健康データ ラインで家族に

76

28 2018.10.16 毎日新聞(奈良) 県立医科大が進めるMBTって何？ 医学基礎にまちづくり企業や自治体技術出し合い 77

29 2018.11.07 日本経済新聞(朝刊)
体調×気温・湿度IoT解析
健康指南 スマホや音声で

奈良県医大がスタートアップ 建設現場や家庭で
医療の知見を街に生かす

82

30 2018.11.25 奈良新聞(朝刊) 医療技術や実績紹介 県医大、東京でPR
11月27日 
三井住友銀行本店「MBTオープンミーティング2018i
n東京」について

84

31 2018.11.25 日経産業新聞(朝刊) スマホや音声で健康指南
奈良医大はITスタートアップを通じ、年内に健康管
理を支援するサービスの提供に乗り出す。

85

1 2014.02.24 日経デジタルヘルス 増大する医療費、技術でいかに抑えるか
健康年齢を向上させる大きな役割、センサー技術の
進化、スマホの普及が後押し

41

2 2014.03.12 日経デジタルヘルス
【パネル討論】生体データの活用法やセキ
ュリティーを考える

2012年3月21日「次世代医療シンポジウム」におけ
るパネル討論について

42

3 2014.03.18 日経デジタルヘルス
食品メーカーや住宅メーカー、フィットネ
スクラブがヘルスケアへの期待を語る

2014年3月18日「デジタルヘルス・サミット～デジ
タルヘルスの未来2014～」について

43

4 2014.11.12 日経デジタルヘルス
音と光と香りで癒しをもたらす、魅惑の空
間

2014年10月29～31日「次世代ヘルスケア展」につい
て

44

5 2015.03.30 日経デジタルヘルス 「ウェラブル」の本質を議論する2015
【パネル討論】いよいよ見えてきたウェラブルの"
出口"～作り手と使い手のギャップはこう埋める～

45

6 2015.06.22 "明日"をつむぐテクノロジー
サービス事業者の視点で見るデジタルヘル
ス産業の未来

フィットネスや住まい、食など、それぞれ異なる分
野で活躍する事業者が議論

46

7 2015.06.29 日経デジタルヘルス
バイタルデータ記録は「イベント型」から
「日常型」へ

2015年5月26日「ウェラブル」の本質を議論する201
5 について

47

8 2015.09.30 日経デジタルヘルス
天気予報で病気予報、「家の中にも前線ア
リ」

「デジタルヘルスDAYS 2015」のオープンシアター 
LBW 藤田氏 講演について

48

9 2015.10.01 日経デジタルヘルス
ASUSに鴻海も、ヘルスケアになだれ込む台
湾IT業界

「デジタルヘルスDAYS 2015」のオープンシアター 
奈良医大 梅田氏 講演について

49

10 2015.10.07 日経デジタルヘルス 医学を生かした「まち」をつくる
「デジタルヘルスDAYS 
2015」のカンファレンスで、MBTについて講演

4

11 2015.11.27 日経デジタルヘルス
橿原市で「医学を中心としたまちづくり」
、コンソーシアムを近く発足

奈良県立医科大学を中心とした新しいまちづくりを
進めている

5

12 2015.12.25 新･公民連携最前線
健康まちづくりに求められる"スピードと挑
戦"

産学官 
計10人が参加し座談会を実施。「まちづくりにおけ
る公民連携の期待と可能性」「公民連携を成功に導
くポイント」について意見交換

50

13 2016.01.25 日経デジタルヘルス 「医学を基礎とするまちづくり」、始動
2016年1月21日「MBTコンソーシアム研究会設立記念
シンポジウム」を橿原市で開催

6

14 2016.08.04 日経デジタルヘルス 加速する「医療を生かしたまちづくり」
2016年8月2日に東京都内で開催された講演会
「超高齢化社会-未知の社会への挑戦-」

20

15 2016.10.18 日経デジタルヘルス 「デジタルヘルスDAYS 2015」を振り返る 医学を生かしたまちを作る 23

16 2016.10.23 日経デジタルヘルス
次々繰り出す新サービス、医学を基礎とす
るまちづくり

「デジタルヘルスDAYS 
2016」のカンファレンスで、MBTについて講演

25

17 2016.10.28 日経デジタルヘルス 画像処理で健康状態を”透かして見る”
健康みはりの一要素である「体表透過認識システム
」紹介

26

新聞

Web



区分 年月日 メディア名 タイトル 内　　容

TV

18 2017.03.13 日経テクノロジー
数年後のあなたの容姿は？IoTで健康意識高
める決定打

3Dグラフィックスの分身で可視化、IoTセンサーの
高度化でよりリアルに

29

19 2017.10.18 日経デジタルヘルス
「医学を基礎とするまちづくり」で重視し
ているのは・・・

「デジタルヘルスDAYS 
2017」のカンファレンスで、MBTについて講演

37

20 2017.10.20 日経デジタルヘルス
"300万人30年間"の医療ビッグデータを生か
す

「デジタルヘルスDAYS 2017」のオープンシアター 
奈良医大 梅田氏 講演について

51

21 2017.10.24 日経デジタルヘルス
富士通、資生堂、日本無線･･･、これが「MB
T」ソリューション

「デジタルヘルスDAYS 
2017」MBT出展ブースに、参加する事業者や技術や
サービスが集まった

40

22 2017.12.12 日経デジタルヘルス
スポーツ庁推進の「FUN+WALK」、MBT研はこ
う実践する

「MBTウォッチ」と「バイタルTシャツ」を身に着け
てのウォーキングを実施

60

23 2018.05.11 マイナビニュース
富士通が「妊娠期・子育て支援サービス」
を販売開始

新サービスは、MBTコンソーシアム活動の一環とし
て、奈良医大と共同で約4か月間実施した共同実証
を経て商品化。

66

24 2018.05.14 日経デジタルヘルス
富士通、妊産婦・子育て世帯の支援サービ
ス

新サービスは、MBTコンソーシアム活動の一環とし
て、奈良医大と共同で約4か月間実施した共同実証
を経て商品化。

67

25 2018.05.18 HERO-X
日本から孤独死がなくなる！
MBTは、近未来の医療インフラか

医学的知見やノウハウと最新のIT技術を組み合わせ
る

70

26 2018.10.02 日経デジタルヘルス
医学を基礎とするまちづくり、「急速な進
展」と自負

「MBTの国家プロジェクト化」を目指す 75

27 2018.10.23 日経デジタルヘルス
生まれたての奈良医大発ベンチャー「MBTリ
ンク」が初講演

街にサービスを実装して普及させる　4つのサービ
スを展開「どんどん先に進んでいく」

78

28 2018.11.06 CBnewsマネジメント
株式会社を設立し、研究の成果を量産化し
て普及へ 
奈良医大の「まちづくり」取り組み

見守りからその後の体調変化を予測して通知
「家族のラジオ」が離れた家族をつなぐ

81

1  2016.05.01 丸紅情報システムズ(パンフ) 医師の叡智を産業、地域に活かす 細井理事長の挑み MBT 16

2 2017.09.01 MS&AD リサーチアイ(第1号)  健康管理と病気・介護予防の課題と未来
日常型健康管理システムの構築、エコシステムの必
要性　等

55

3 2017.11.16 MS&AD基礎研新聞(61号)
【未来社会予測】医学を基礎とするまちづ
くり

少子高齢社会を快適にするまちづくり、歴史的まち
なみの再生、MBT産業創出と波及効果

58

1 2016.04.01 ㈱時評社(4月号裏面)
奈良医大はMBT構想を推進し、少子高齢化の
まちづくり、産業創生、地方創生に寄与し
ます。

15

2 2016.10.21 日本経済新聞(夕刊) 医学×企業が拓く新たな産業
2016年11月14日　東京にて開催
医学を基礎とするまちづくり(MBT)コロキウム

24

3 2016.11.14 式次第
医学を基礎とするまちづくり
Medicine-Based Town(MBT)コロキウム

早稲田大学・奈良医大の共同研究「MBT」のさらな
る推進に向けて

27

4 2017.09.13 報道資料
妊産婦の見守り支援サービスに向けた共同
実証を実施

奈良県立医科大学と富士通㈱「周産期・育児サポー
ト部会」を2017年8月に設立

31

5 2017.09.29 報道資料
連携協定を栃木県高根沢町及び北関東綜合
警備保障㈱と締結します

「安全の視点を加えた、健康づくりの仕組みの構築
」に関する連携協定を締結

33

6 2017.10.12 報道資料
「奈良県立医科大学 
今井町ゲストハウス」開所式及び内覧会を
実施します！

10月23日　開所式・内覧会 開催について 36

7 2017.10.18 報道資料
「MBT健康長寿フェアin今井町2017」を開催
します！

10月29日 「健康」をテーマに今井町において
「MBT健康長寿フェアin今井町2017」開催

38

8 2017.11.29 報道資料

奈良県立医科大学MBT(医学を基礎とするま
ちづくり)研究所は全国の教育研究機関で唯
一、スポーツ庁の官民連携プロジェクト「F
UN+WALK 
PROJECT」トライアルデーに参加します！

スポーツ庁の官民連携プロジェクト"歩く"をもっと
"楽しく"「FUN WALK PROJECT｣に参画
12月6日に実施する標記プロジェクト 
トライアルデーの実施内容等

59

9 2018.01.29 日本経済新聞(朝刊) MBTコンソーシアム宣言
医学の力で新たな産業の創造目指す社会に貢献する
枠組み不可欠

63

10 2018.10.24 産経新聞 MBTオープンミーティング2018in東京 　 79

11 2018.11.19
地下鉄中吊り広告(日比谷線･
千代田線･丸の内線) ～25日

中央官庁の皆さま，企業の皆さま MBT
MBTオープンミーティング11/27、医学を基礎とする
社会貢献会員リスト

83

広告

Web
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