
シンクヘルスとは
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糖尿病などの慢性疾患に特化したPHR（Personal Health Record）です。

患者さんがアプリで入力した情報をクラウドで管理し、リアルタイムに閲覧が可能です。

血糖値・血圧・体重
食事・運動・服薬データの自動分析機能



AIチャットボットから
アドバイス✉

シンクヘルスは、糖尿病などの慢性疾患に特化したPHR<Personal Health Record>です。
さまざまなつながりが、患者さんの自己管理をサポートします。

親・友達とつながり、
データ共有が可能

かかりつけ医とつながり
データ共有が可能

患者さん

糖尿病の仲間とつながり（SNS）、
はげましが可能

糖尿病クイズで
楽しく学ぶ

漫画やレシピを定期配信



27万人

国内利用者 86万人

一般の方向けスマートフォンアプリ

シンクヘルス

グローバル利用者

2022年5月現在



幅広い年齢層に
ご活用いただいています

一般の方向けスマートフォンアプリ

シンクヘルス
糖尿病を中心に、

慢性疾患の管理に利用されています

※らくらくほん等のスマートフォン端末もアプリストアの機能が搭載のものであればお使いいただけます。

年齢層別　シンクヘルス登録患者 疾患別　シンクヘルス登録患者

※国内ユーザーのデータ



医療従事者向け

シンクヘルスプラットフォーム

開業医・病院の先生方
どちらにもお使い頂いています

医療機関種類別　シンクヘルスプラットフォーム導入割合





サービス概要
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患者さんが入力できるデータの種類

血糖値 血圧 体重・体脂肪 運動服薬 食事

測定値だけでなくライフログの管理も可能！

医師だけでなくメディカルスタッフさんにも
ご活用いただきやすいデータの構成を採用



サービス概要患者さんが自己管理に活用できるアプリ画面

測定値が自動でグラフや表に変換されます！

測定値のグラフやライフログを自分で振り返ることで、
自己管理を促すことができるデザイン

8

血糖値／HbA1c 血圧 体重・体脂肪 運動服薬 食事



サービス概要連携機器一覧　（データ転送可能）

ー：Bluetooth  ー：NFC

ノボペン® 6

ノボペン エコー® プラス
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医療機関側で閲覧できる画面（血糖）
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医療機関側で閲覧できる画面（血糖）

クリックすると、
記録の詳細が表示されます
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医療機関側で閲覧できる画面（血糖）
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医療機関側で閲覧できる画面（血糖）
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医療機関側で閲覧できる画面（血糖）
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医療機関側で閲覧できる画面（血糖）
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医療機関側で閲覧できる画面（血圧）
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医療機関側で閲覧できる画面（体重）



お薬情報を登録　リマインダー機能
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医療機関側で閲覧できる画面（食事・運動）

※クリックすると拡大表示されます

※食事写真の記録やカロリー、炭水化物量などが表示されます。
栄養指導の際にご活用頂くケースが多くございます。
※この画面はすべて印刷し患者さんへお渡しが可能です。
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医療機関側で使用できるその他機能（ビデオ通話・メッセージ機能）

ビデオ通話機能
ビデオ通話だけでなく

シンクヘルス画面も共有可能

メッセージ機能
アプリ内でメッセージ、

画像などを送付



お薬情報を登録　リマインダー機能
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服薬の自己管理促進・共有



食事内容を共有できる
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食事内容の自己管理促進・共有



食事入力方法①
- 単語検索して入力

食べる前に何を食べるか
記録しよう

※データベースに搭載している食品はご利用いただけます



食べる前にバーコードを読み取って
記録しよう

※データベースに搭載している食品はご利用いただけます

食事入力方法②
- バーコードを読取りして入力



食事入力方法③
- 写真を撮って画像追加



管理側画面
- 食品成分・内容・量を把握可能





◎FreeStyleリブレLinkとアプリ間連携が可能になりました
◎シンクヘルスアプリと接続することで、CGM・TIR・AGP・食事・運動・服薬を１つのアプリで
　すべて閲覧することができます

新機器連携のご案内

糖尿病患者さんご自身で細かく血糖コントロールを把握することが可能

FreeStyleリブレLink シンクヘルスアプリ

販売名：FreeStyleリブレ　承認番号：22800BZX00212000　（製品名：FreeStyleリブレLink） 
FreeStyleリブレLinkを使用する際は、添付文書及び取扱説明書をご確認ください。 
「FreeStyle」、「リブレ」と関連するブランドマークはAbbott がその権利を所有しています。 



グルコース値データを元に
スマートメッセージを

定期的に配信

食事・運動・服薬と
CGMデータ・TIR・AGPが
すべてアプリ内で閲覧可能

CGMデータ表示機能



スマートメッセージ

概要：
● シンクヘルスアプリは2021年9月より、FreeStyleリブレLinkとのデータ連携を開始しました。
● シンクヘルスのアプリ画面上で、リブレLinkから取得したCGMデータに基いたスマートメッセージを配信

し、利用者の方のグルコースの自己管理を促します。
● 配信されるメッセージは医療行為（診断・治療）に当たらないものを配信します。

配信メッセージ内容：
● 次頁に掲載

スマートメッセージ（CGM）監修
● 新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野 曽根博仁 先生、北澤勝 先生



FreeStyleリブレと連携方法

 アプリより「連携する」 
をクリック 

「連携する」から 
FreeStyleリブレLinkで作成した 

アカウントにログイン  

接続が完了 

▼ ▼ ▼

FreeStyleリブレLink 
で作成したアカウントに 

ログインし、データ連携を承諾し、 
接続を開始 

※FreeStyleリブレLinkを利用されている場合のみ連携可能
※スキャンしたデータは同期に15分程度お時間がかかります。

《　一度連携をすればその後は自動でデータが転送　》



その他 留意事項

①こちらのCGM機能はシンクヘルスアプリのみに装備されている機能であり、シンクヘルスプラットフォームではリブレ
Viewとの連携・同期はできません。

③FreeStyleリブレ/FreeStyleリブレLinkに関するご質問はアボット社・アボット営業担当へお問合せください。

②FreeStyleリブレLinkからシンクヘルスに同期されるデータはCGMデータ（AGP/TIR etc.)に限ります。　　　
FreeStyleリブレLinkのメモに記載された内容は同期されません。



ノボペン® 6
ノボペン エコー® プラス
連携開始

ノボペン® 6、ノボペン エコー® プラスは、ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の登録商標です。



新機能
ノボペン® 6 ノボペン エコー® プラス 連携

1. 機能概要

2. アプリ（患者さん画面）でできること

3. プラットフォーム（医療従事者画面）でできること

4. 連携方法

シンクヘルスアプリ（以下「本アプリ」という）は、ノボ ノルディスクと共同開発されたものではなく、ノボ ノルディスクによる評価及びいかなる承認を経たものではございません。本アプリとノボペン® 6やノボペン エコー® プラ

スとの互換性についても、ノボ ノルディスクは評価を行ったものではございませんので、あらかじめご了承ください。本アプリはH2株式会社により開発されたものであり、H2株式会社はその利用目的におけるアプリの安全

性とパフォーマンスについて、単独で責任を追うものとします。ノボ ノルディスクは、本アプリのコンテンツの利用、あるいは本アプリの利用を通して収集された情報の正確性について、一切責任を追うものではございませ

んのであらかじめご了承ください。



１．機能概要

連携機器

- ノボペン® 6

- ノボペン エコー® プラス

連携機能

- 転送方法：スマートフォンのNFC通信部分にインスリンペンの通信部をかざすことでデータ転送が可能です。

- データ閲覧（自動転送と手動の画面を比較）：分析画面（SMBG画面、CGM画面）、日記画面で閲覧可能です。

- 空打ち識別：スマートインスリンペンから同期したデータをサーバーにアップロードする前に、各投与量が「空打ち」である
か独自の解析方法に基づき識別しています。

空打ちの判断基準：以下の条件を両方満たす場合、その服用は「空打ち」に分類されます。 
  　 1.投与量が非常に少ない（0 < 投与量 <= 2単位） 
  　 2.投与後すぐに次の投与がある（5分以内）



データ転送機能付きのインスリンペンをアプリにかざすことで、単位数や注射時刻などのインスリン関連データをアプリに蓄積
できます。

患者さん

◆共有できるデータ種類
　血糖値・血圧・体重・体脂肪・食事・運動・服薬（※インスリンデータ含む）

アプリへ
データ
転送

親・友達とつながり、
データ共有が可能

かかりつけ医とつながり
データ共有が可能

ノボペン®６
ノボペン  エコー®プラス

２．アプリ（患者さん画面）でできること



２．アプリ（患者さん画面）でできること

持効型/速効型/超速効
型で色別に表示されま
す

インスリンを表示を選
択

食事・運動時の前後比較

薬剤名と単位数

データ転送すると、インスリン単位数や注射時刻などをアプリで記録・分析します。
空打ちの識別



シンクヘルスプラットフォームで患者さんのインスリンデータを閲覧することが可能です（別途アカウント作成・
アプリ連携手順あり）

● 患者さんがスキャンしたデータを自動でプラットフォームに反映します
○ 表
○ グラフ：時系列で表示

● 血糖値などのデータとともに把握可能
● 空打ち・転送データが識別可能

３．プラットフォーム（医療従事者画面）でできること



インスリン・CGMデータを統合し、一画面で閲覧可能

isCGMアプリ

スマート
インスリンペン

アプリ（患者さん）

プラットフォーム（医療従事者  閲覧画面）

インスリン CGM

✖〇



無料プランのご案内

利用範囲
1. アプリ基本機能：無料

2. プラットフォーム基本機能：無料

○ ビデオ通話機能は2022年10月以降、有料になります（使用する場合のみ有料対象）

○ 追加開発されるオプションの機能は有料になる可能性があります（使用する場合のみ有料対象）

お申込み条件

1. 医療機関（クリニック、病院）である

2. シンクヘルスのアンケートにご協力いただく（4回／年、各アンケート10～15分程度）

3. お問い合わせはWeb上・メール上のみ（訪問サポートは別途有料です）



医療従事者向けプラットフォームをご希望の医療機関へのサポートプラン

シンクヘルスは導入後のサポートが充実しています

無料プラン
お申し込み

初回
ガイダンス

２回目
ガイダンス

３回目
ガイダンス

初期導入支援
・意向に合わせた活用法提案
・専用ページログイン設定
・患者さんへの案内資材提供

院内導入支援
・コメディカルへの活用提案
・院内での試験的利用支援
・患者さんへの案内フロー調整

院内活用支援
・実際の患者さんへの案内実践
・データ閲覧の方法支援
・採用機器との連携サポートZoomを用いた

Webガイダンス
をご提供

迅速な院内導入
スタッフ支援で

デジタルを活用した
診療を実現

申し込み後〜１ヶ月目 １ヶ月〜２ヶ月目 ２ヶ月〜３ヶ月目

※各ガイダンスの所要時間は約30分です。ご希望に応じて時間調整を対応いたします。


