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MBT コンソーシアムがめざすもの
（医学の力を使って社会に貢献）

●医学の力を使って、産業 Innovation を起こす。
●医学の力を使って、まちづくりを通じ社会に貢献する。

●MBT の国家プロジェクト化
国家戦略特区申請
●MBT 構想を全国に広げる。
大学病院を中心とした全国MBTネットワークを作る。
（例）MBT 高根沢（栃木県）
●MBTの構想を世界に広げる。
（例）MBT クアラルンプール

●MBT の広報
MBT コンソーシアム参加企業は「医学の力をもって社会に貢献する企業」
（例）霞が関を中心とした東京における広報活動（地下鉄2600車両につり
広告）
●参加企業個々ではできないことでも、コンソーシアムとして取り込む。
（MBTロゴ）
●参加企業とMBTベンチャーを立ち上げる。（MBTリンク）



●医学の力を使って、
産業 Innovation を起こす。
●医学の力を使って、まちづ
くりを通じ社会に貢献する。



１．ＭＢＴコンソーシアム会員数

→104会員

２．奈良医大組織のＭＢＴ活動参加状況
→24組織
＜対象＞
企業77
団体４
大学２

３．ＭＢＴ関連の報道・紹介数（資料3参照）
→ＴＶ 5回
→書籍 6回
→新聞 31回
→Web   28回
→企業誌 ３回
→広告 11回
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奈良医大各教室と
企業とのマッチング状況
（1）

＜資料2＞
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奈良医大各教室と企業
とのマッチング状況
（2）
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奈良医大各教室と企業
とのマッチング状況
（3）



＜資料３＞













MBTコンソーシアム会員企業による活動紹介（本日）

～奈良医大と連携して活動を進める企業～

□実施の狙い
・奈良医大の医学知識を基に、連携して研究開発やテーマの模索等を
継続する会員企業の活動を紹介していただき、会員の皆様にMBT
活動進め方のヒントを提供すること

□発表企業 （ ）内は連携する奈良医大からのコメンター

１．㈱ プロアシスト （産婦人科学 教授 小林 浩 ）

２．㈱ イムラ （免疫学 教授 伊藤 利洋）

３．東洋紡㈱ (MBT研究所 研究教授 梅田 智広）

４．大研医器㈱ （麻酔科学 教授 河口 昌彦）

５．㈱インデックスコンサルティング （理事長・学長 細井裕司）

６．日本経済新聞社 （理事長・学長 細井裕司）



●MBT の国家プロジェクト化
国家戦略特区申請
●MBT 構想を全国に広げる。
大学病院を中心とした全国MBTネット
ワークを作る。
（例）MBT 高根沢（栃木県）
●MBTの構想を世界に広げる。
（例）MBT クアラルンプール



MBTの国家プロジェクトを目指す一環として国家戦略特区申請



三井住友銀行本店（東京丸の内）2018年11月27日
（MBTコンソーシアムメンバー企業）



ＭＢＴコンソーシアム活動報告

～MBTオープンミーティング2018in東京の反響～

１. MBT活動の首都圏企業、官公庁への浸透
・例）会話の中にMBTの話題が先方から出てくる

２. MBT活動への引き合いや質問が増加
・例）日本赤十字社（本社;東京都港区）から活動内容の

問合せと奈良支部との活動連携の依頼

３. 研究活動の連携や共同研究の打診が出てきた
・例）MBT Linkとの連携で患者の服薬効果の確認



■会議内容
１、会議名 ：MBTオープンミーティング2019in 東京
２、日時 ：2019年5月24日（金）13:00 -17:00 
３、場所 ：日本生命 日比谷ビル７F大会議室
４、会議狙い：

奈良医大発MBT活動の首都圏企業や
官公庁に向けての紹介

５、内容 ：MBT活動紹介（部会活動、産業創出
活動などの紹介）

６、参加者 ：MBTコンソーシアム会員及び非会員
（HP,チラシを見て申し込んだ登録者）

100～150名を想定

■予定 （13時～17時）
・開会挨拶と進捗報告 細井理事長
・MBT活動報告
－スマホを用いた 新ナースコールシステム
「Ｓａｆｅｔｙ－Ｎｅｔ ＭＢＴ」の紹介とデモ

－部会、分科会の活動報告
－部会会議
・交流会

2019/5/24 ＭＢＴオープンミーティング2019in東京（案）
主催;奈良医大、ＭＢＴコンソーシアム

ＭＢＴコンソーシアム会員の日本生命保険相互会社の協力で、下記予定と内容で計画

日生日比谷ビル（日生劇場）



奈良医大学生による英語スピーチコンクール

～テーマ「奈良医大から世界に羽ばたくMBT」～

□実施の狙い
・MBTは、今まで医学と関係ないと思われていた業種の企業も含めて、
すべての産業に医学の知識を投入してイノベーションを起こす運動で
国内のみならず海外にも視野を広げていく方針。
・医大学生には国際化の波の中で英語力の鍛錬が求められている。
・この機会に、英語力を活かして世界に羽ばたくフレッシュなMBT活動の
提案を期待。

□発表者
１．医学科5回生 ： 藤中 加奈
タイトル：「Things Citizens and  Medical Students Question before choosing

hospital」
２．医学科4回生 ： 斎藤 正一郎

タイトル：「An outstanding way to improve MBT.That’s MBR」
３．看護学科1回生 ： 岡田 美乃梨
タイトル：「少子高齢社会でどう生きていくのか」

世界へ羽ばたく準備



●MBT の広報
MBT コンソーシアム参加企業は「医学の
力をもって社会に貢献する企業」
（例）霞が関を中心とした東京における
広報活動（地下鉄2600車両につり広告）
●参加企業の協業
参加企業個々ではできないことも、コン
ソーシアムとして取り込むとできる。
（MBTロゴ）
●参加企業とMBTベンチャーを立ち上げ
る。（MBTリンク）



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、㈱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、㈱ＳＲＡ、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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（2019・2現在：104会員）



ＭＢＴコンソーシアム活動報告

～地下鉄車内中吊り広告～



ＭＢＴコンソーシアム活動報告

～2018/11/19-25の1週間、東京地下鉄3線（千代田線、丸の内線、
日比谷線）の車内中吊り広告でMBT活動をPR（2600車両）

↑丸の内線 ↑千代田線

日比谷線→



ＭＢＴコンソーシアム活動報告

～MBT活動成果に付与するMBTロゴマークの提案～

□狙い
・MBTコンソーシアム会員が、MBTコンソーシアム宣言に則って
活動した成果の製品（ハード・ソフト・サービス）にMBTロゴ
マーク（商標申請中）を付与し、MBT活動の価値向上を図る

□MBTロゴマーク

□MBTロゴマーク付与審査の進め方（案）
・第三者による審査委員会を設置
・MBTコンソーシアム会員からの申請内容を審査（有料審査）
・所定の審査基準を満たすとみなした製品に付与を認める

（注記）
これまで使用の右ロゴ
マークは（一社）MBT
コンソーシアムの
シンボルマークとして
継続して使用
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ＭＢＴコンソーシアム活動報告

～近鉄グループがMBT Link活用による健康管理実証を発表～
2019/2/5

←2月5日
日本経済新聞
朝刊に掲載

2月5日
読売新聞も
夕刊に掲載

概要
・近鉄沿線に住む30歳以上の約300人を対象に

1年間実施。
・住宅内の室温や血圧、体温などデータをMBT

Linkで収集・分析し、健康状態に見合った食
事メニューなどを提案。
・データは遠方に住む家族も共有できる。
・2020年に、奈良県で運用を目指す。


