ヘルスケアというインフラを
すべての人へ、
街へ
健康寿命の延伸による社会課題解決に向けて、MBTリンク株式会社はＩｏＴヘルスケア
の普及をめざしています。手軽にバイタルや環境を計測して、医学の知見に基づいたアドバイ
スやメッセージを受け取る。自分や家族、社員の健康情報に簡単にアクセスが可能で、近年
画期的に進歩している医学を人や街の健康づくりに生かす。ヘルスケアというインフラで日々
安心して暮らせる街へ。MBTリンク株式会社が提案するサービスには、その思いが詰まっています。

【MBTLink HealthCareサービス】

vital data
体温、心拍数などのバイタルデータ

温度、湿度、騒音などの環境データ

environmental data

状態計測

MBT SmartWatchや、環境センサーで
健康状態や周囲の環境を計測します。

MBT SmartWatch

状態分析

され状態を分析します。

環境センサー

お知らせ
心拍数

計測データはクラウドへ送信

分析結果はMBTLink PERSONAL
でリアルタイムに表示します。

温度・湿度 気圧・UV
設定した「しきい値」

歩数

を超えた場合はMBT

照度・騒音 不快指数

WBGT

SmartWatchなど
で通知します。

リアルタイムに健康を見守り、異変を素
1：エムビーティーリンク・パーソナル
MBT SmartWatchや 環 境 センサーから 10 種 類 以 上 の 各 種 データを自
動取得。独自アルゴリズムや
「しきい値」判定からなる解析結果をＭＢＴLink
PERSONALを通じてリアルタイムにお知らせします。

状態計測

MBT SmartWatchや、環境センサーで
健康状態や周囲の環境を計測します。

MBT SmartWatch

状態分析

計測データはクラウドへ送信
され状態を分析します。

環境センサー
心拍数、歩数などの
健康データ

心拍数

歩数

お知らせ

温度・湿度 気圧・UV

照度・騒音 不快指数

WBGT

温度、湿度、騒音な
どの環境データ

分析結果はMBTLink PERSONALでリアルタイムに表示。
「しきい値」
を超えた場合はMBT SmartWatchなどで通知します。

リアルタイムの情報を活用し、素早い気づきを促します
リアルタイムに取得
す る 最 新 データ を
解析し、即時判定。
ユーザー個人にあわ
せた
「しきい値」を設
定することで普段と
異 なる 状 態 を 検 知
し、素早く
「気づき」
を与えます。

メッセージ受信機能を搭載した
MBT Smar tWatch
SNS（LINE）
と連携させ、グループ連携した
メンバーへの一斉送信も可能です。メッセー
ジの受信は振動によりお知らせします。

MBTLink PERSONAL の
アイコンをクリックすると、分
析結果の詳細をグラフなどで
確認できます。

早くキャッチ。 危険を未然に防ぎます。
2：エムビーティーリンク・マップ
MBTLink MAPは、利用者の位置情報、移動軌跡を表示するサービスです。
利用者がどのような健康状態にあるのかを 5 段階で表示し注意喚起をします。

エリアを見守る

MAPエリア上で登録した現場の全体状況が把握できます。
気温の上昇などの危険が高まっている現場をマークでお知らせします。

現場を左クリックするとポッ
プアップが表示され、現場
の概要が把握できます。

人を見守る

MBT SmartWatch着用のユーザーや、環境センサーの状況を確認することができます。
また、ユーザの危険度を5 段階で表示し注意喚起をします。

ユーザの状況確認
各 端 末 を 左 クリックす ると
ポップアップが表示され、各
端末の状態が確認できます。
電話番号を登録することで、
緊急性の高いユーザに連絡を
とることができます。

環境センサーの状況確認

移動軌跡を見ることも可能です。

血圧、体重、体温の測定結果を個体認証データと共にサーバーへ送信するMBTLink
PERSONALサービスのオプションです。異常値を検知したら管理者へ通知します。
3：エムビーティーバイタル オプション

＋
MBTLinkゲートウェイ
（MBTLink type H ）

日々の健康管理や見守りに

＋

勤務前の体調把握に

＋

血圧計

体重計

体温計

【MBTLink HealthCareサービス 企業での活用例】
MBTLink PERSONAL、MBTLink MAP、MBT Vital オプション
を組み合わせれば、従業員や高齢者の位置情報やバイタルデータを
リアルタイムに確認し、必要があればメッセージを送ることができます。
従業員の健康リスク管理や、介護サービスの一環としてご利用いただけます。

【 使い方 】
ユーザー

1

管理者

出社したらバイタルを計測

>>
血圧、体重、体温を計測し
MBTL inkゲートウェイに自動送信
自動収集のためデータの改ざんを防止

M B T L i n k ゲート
ウェイからサーバー

MBTマップで配下のユーザー
の位置情報と状態を表示

>>

自分の環境センサー
を M B T L i n k ゲート
ウェイの上に置く

>>
マーク表示により一目で
ユーザーの状況を把握

危険レベルの高いユー
ザーのバイタルデータを

へ LTEで自動送信

MBTLink PERSONAL

MBT Standardパックを装着

>>

>>

2

で確認

>>

設定した
「しきい値」

MBT SmartWatch

環境センサー、

自分用のMBTL ink PERSONAL

の装着を確認

スマートフォンを持参

にアクセスしてデータをチェック

【MBTLink HealthCareサービス】パッケージのご案内
基本パッケージ

MBT Standardパック

【セット内容】
・MBTLink

PERSONAL
・MBT SmartWatch
・環境センサー

【セット内容】
・MBTLink

基本パッケージ
＋MBTLink MAPの
充実パッケージ

MBT Premiumパック

MBT Vital オプション

MBT Vital オプション

PERSONAL
・MBTLink MAP
・MBT SmartWatch
・環境センサー

【セット内容】
・体重計、体温計、血圧計

・MBTLinkゲートウェイ（MBTLink type H）

を超えた場合はMBT
SmartWatchなど
で通知します

「本カタログに記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。Bluetooth® は、Bluetooth SIG,
Inc. が所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。また、商品を安全に正し
くお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のことにご注意く
ださい。」警告：誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷負うことが想定されます。●航空機や病院など、無線機器の
使用が禁止された区域では Bluetooth® 通信を起動しないでください。● Bluetooth® 通信機器は、植込み型医療機器（心
臓ペースメーカーなど）の装着部位に必要以上に近づけないでください。●乳幼児の手の届かないところに保管してくださ
い。万一、小さな部品を飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。●万一異常が発生した時、本製品から異臭や
煙が出たときは、ただちに使用を中止し、その後は本製品をご使用にならず、弊社窓口にご相談ください。●精密な電子機
器は高温のまま放置しないでください。本サービスを構成する電子機器製品は精密機器です。高温、多湿の場所、長時間直
射日光の当たる場所での使用保管はしないでください。●周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合が
あります。●高温または低温環境下では、使用する電池の特性により電池寿命が極端に短くなる場合があります。●車の中
には絶対に放置しないでください。● MBT SmartWatch の装着部に皮膚障害、傷などがある場合、使用しないでくださ
い。皮膚の状態を１日１～２回程度確認しながら、ご使用ください● MBT SmartWatch はあまりきつく締めすぎず、通
気性を確保してご使用ください。もし皮膚に異常が現れた場合は、ただちに着用を止め、皮膚科の医師へご相談ください。
【計測データについて】●不快指数や熱中症に関する情報はあくまで空調や体調管理の目安です。個人差、体調によって感じ方
が大きく異なる場合があります。●センサの計測値は目安であり、熱中症症状の発生有無を断定するものではありません。また、
公的機関から発表される熱中症の警戒度とは一致しない場合があります。● MBT SmartWatch の計測値は目安であり、正確
性を保証するものではございません。また、計測データには個体差がございます。●本ヘルスケアサービスで提供する一切のバ
イタル、環境情報について、参加者の健康維持、改善その他の効能効果などを保証するものではありません。●本ヘルスケアサー
ビスは、医療行為ではございません。提供するデータは医学的見地に基づいておりますが、病気や健康不良に関する一切の診断
をしておりません。

MBTリンク株式会社
〒 634-0813 奈良県橿原市四条町 840 番地 奈良県立医科大学 MBT 研究所内

email info@mbtlink.com

www.mbtlink.com

＊本カタログ記載の各固有名称は、各社の登録商標、または商標です。 ＊カタログの内容は、予告なく変更されることがございます。 © MBTLink Corporation 2019
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