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抜粋

中本哲史ビットコイン：ピアツーピア電子式キャッシュシステムは、分散型帳票技術と暗号化された通

貨を活用して集中型の金融インフラを超える勢いの革命を起こしました。 12017年に6000億ドル

（$600,000,000,000）を超える暗号通貨の総時価総額によって証明されているように、この目標に達

するための進歩がありましたが、これは物語のほんの一部を示すだけです。 分散型元帳技術は、集中

化された金融インフラストラクチャだけでなく、世界のほぼすべての市場セグメントを混乱させるでしょう。 

Intiva Health Platform（以下「プラットフォーム」）は資格証明およびライセンスの管理タスクを自動

化、 継続的な教育課程、および医療専門家の雇用を見出す為に、Intiva Token Inc.の親会社であ

るdba Intiva Health（以下、「Intiva Health」）のPractice Interactive、LLCによって作成されました。 

特に、このプラットフォームは、医療従事者が医療従事者に適用されるすべての法律および規則に準

拠して職業を遂行するために必要なすべての文書を整理し維持することを目的としています。 プラット

フォームは、米国で最も高い賃金を受けている専門家グループから得た貴重なデータを収集し、そのデー

タを使用して、医療従事者が自分のキャリアをよりコントロールできるようにします。

ヘルスケアの非効率性は、生産的な時間と数十億ドルの劇的な損失をもたらしました。 Intiva Token、

Inc.（以下「当社」）は、革新的なHashgraph（ハッシュグラフ）分散元帳技術（DLT）とトークン

化（暗号化）経済をIntiva Healthの既存事業と統合することにより、これらの懸念にさらに取り組む

ことができます。 

1 グローバルチャート, CoinMarketCap (2018), https://coinmarketcap.com/charts/ 
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2 証券法の規則902に定義されているように、米国人にトークンを販売することはできません。 トークンは、米国外

に所在する非米国人によってのみ購入することができます。 

目的要覧

この白書（以下「ホワイトペーパー」）は情報提供のみを目的としており、変更される可能性があります。

このホワイトペーパーは、Intiva Token、Inc.（以下「当社株式」）（以下「出資者」）およびIntiva 

Token（NTVA）（「購入者」)2、当社とIntiva Healthとの関係、Intiva Health Platformで提供され

ているサービスと製品、Intiva Health PlatformでのNTVAの有用性が含まれます。ここには機密情報

が含まれており、このホワイトペーパーは前述の目的のためだけに使用されることが理解されます。このホ

ワイトペーパーは、そのようなオファーまたは勧誘が許可されていない国、州またはその他の管轄区域にお

ける当社株式またはNTVAのオファーまたは勧誘を構成するものではありません。このホワイトペーパーに

記載されている情報は、特権、所有権、その他の開示から保護されています。見込みのある投資家と

購入者は、このホワイトペーパーの提供（電子的または物理的）を受け入れることによって、上記に同

意し、このホワイトペーパーまたはそれに関連するすべての文書を全体または一部でも複製しないことを

誓約願います。このような将来の投資家または購入者が、それぞれ提供する当社株式またはNTVA

を購入しなかった場合、またはその提供が終了した場合、将来の投資家または購入者は、必要に応

じてこのホワイトペーパーおよびすべての文書を速やかに当社に返却することに同意が必要です。このホワ

イトペーパーの読者が意図された受取人でない場合は、このホワイトペーパーの配布、コピー、または使用

は固く禁じられています。この書類を誤って受け取った場合は、破棄してください。 

将来の見通しに関する記述

このホワイトペーパーで説明されている特定の事項は、将来の見通しに関する記述です。純粋に過去の

事実ではないすべての陳述は、1995年民間証券訴訟改革法の意味における「将来見通しに関する

陳述」を構成します。本書で使用される、「可能性がある」、「つもりである」「続ける」、 「見込みがあ

る」、「志す」、「見積もる」、「予測する」、「信じる」、「期待する」、「すべき」、「可能である」、「見通し

である」、「計画がある」など将来の見通しに関する記述、当社の意図された行動や業績目標を含む

将来予測に関する記述には、当社の実際の業績、事績、功績を今後の業績と大きく異ならせる可

能性のある既知および未知のリスク、不確実性およびその他の重要な要素が含まれますが、業績、

事績に影響を与えるものではありません。将来の見通しに関する記述の将来の業績については、いか

なる表明も保証もされていません。本書の今後の見通しに関する記述はすべて、経営陣の信念、なら

びに経営陣によって行われた前提事項およびその情報を基に、経営陣が入手可能な情報に基づいて

います。当社は、本書に含まれる将来の見通しに関する記述の更新や改訂、その期待の変更、また

はそのような記述の根拠となる事象、条件、または状況の変化を反映するための義務、または約束を

明示的に否認します。 



将来の見通しに関する記述は、当社の将来の収益、利益、戦略、見通しなどを含む将来の業績に

関するものである可能性があります。 このような将来の見通しに関する記述は、実際の結果が予想と

大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性に晒されています。 将来の投資家および購入者は、個

人的な決定を下す際に、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように注意を

願います。 将来の投資家および購入者は、このホワイトペーパーを投資、税務、規制、財務、会計ま

たはその他のアドバイスとして解釈するものではなく、また本書は当社への投資の評価の唯一の基礎を

提供するものでもありません。 将来の投資家または買主は、当社の有価証券を取得する前に、その

投資の潜在的利益、負担およびその他の影響を判断するために、法律、投資、税務、会計およびそ

の他の顧問に相談する必要があります。 

免責事項

このホワイトペーパーに記載されている株式および関連する株式を購入し、関係するすべての管轄区域

のすべての適用される法律および規則を遵守するのは、個人の責任です。 将来の投資家および購入

者は、これらの有価証券の取得、保有または処分に関する法的要件および税務上の結果を調べるべ

きです。 

将来の投資家および購入者の 要求に応じた本書のコピーは、提供覚書の実際のテキストおよびその

他の関連書類を参照することにより作成されます。このホワイトペーパーに現在記載されている情報は

完全なものではなく、それは全体が対象となります。 

米国投資家による当社へのすべての投資および非米国によるNTVAの購入。 購入者は、高いリスク、変動

性、および非流動性を伴います。将来の投資家または購入者は、公開覚書または情報覚書をリリース時に徹

底的にレビューし、当社への投資またはNTVAの購入が投資家または購入者の財務状況および目標に適して

いるかどうかを慎重に検討する必要があります。 投資または購入に先立って、当社は、投資家および買主に、

追加の質問をし、同社が提供する条件およびその他の関連事項について、同社または同社が保有する範囲

内で追加情報を受け取り不合理な努力や費用なしに、そのような情報を取得する機会を提供すします。当

社は、当社の株式に投資する投資家が自己資本の返済または投資収益を受け取るという保証は致しません。 

当社はまた、NTVAがIntiva Health Platformでのみ利用されることを意図しているため、NTVAの購入者が

購入に有益なリターンを受け取ることは一切表明していません。 投資家および購入者は、株式またはトークン

の譲渡時の取得、保有および処分、ならびにその取得、保有、および譲渡に関する彼らの収入およびその他

の税制上の結果に関して適用される法的要件を自ら調べるべきです。 
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このホワイトペーパーに記載されている情報は、Intiva Token Inc.の大多数の所有者であるIntiva 

Healthによって公表された、信頼できると思われる未発表の情報源から作成されました。 このホワイト

ペーパーも補足的なデータも包括的であると主張しておらず、投資家と購入者のそれぞれは、自身のデ

ューデリジェンスを実行することが期待されます。 当社またはその役員、取締役、従業員、関連会社、

顧問または代理人のいずれも、ホワイトペーパーに関して上記のいずれかに対して想定されるか、または

暗示されるべきその内容の正確性または完全性に関して法的責任を負いません 。このホワイトペーパー

に記載されている情報、またはこのホワイトペーパーの受領者に添付送信または提供されたその他の書

面または口頭によるコミュニケーションは、過去または未来を問わず、約束または代理人としての責任を

負いません。さらに、このホワイトペーパーに含まれる予測および見積りには、多数の重要な主観的判

断が含まれています。したがって、そのような見積りおよび予測の正確さ、または達成可能性については、

表明または保証を行うことはできません。当社は、このホワイトペーパーまたはそれに添付されている予測

を更新または改訂することを期待していません。このような見通しは、当社が作成したものであり、当社

の唯一の責任であり、当社の会計監査人によりレビューまたは編集されていません。このホワイトペーパ

ーは、そのようなオファーまたは勧誘を行うことが違法である管轄区域において、売却オファーまたは購入

オファーの勧誘、会社株式またはNTVAの勧誘を構成しません。米国証券取引委員会（SEC）およ

びその他の連邦、州または外国の規制当局は、この提供、本書、当社株式への投資、および/または

NTVAの購入を承認していません。 さらに、前述の当局は、本書または本書に記載されている情報の

正確性を確認したり、妥当性を判断したり、前述の当局が行うことを意図していません。 見込みのあ

る投資家および購入者は、投資に関連するメリットやリスクを含めて、当社独自の調査および評価を

行う必要があります。 

特に、将来的な投資家および購入者は、以下のことを確認する。（1）将来的な投資家または購入

者の代表と当社およびその関連会社との間の、会社株式またはNTVAの取得に関する議論。 （2）

本白書または当社の株式またはNTVAの提供の前に、当社またはその関連会社は、そのような潜在

的な投資家または購入者による購入可能な当社に対する持分を、 潜在的な投資家または購入者

によって受け入れられる可能性のあるオファー、または潜在的な投資家または購入者に投資勧誘を求

める招待状として提示することができます。 

このホワイトペーパーのいかなるものも当社への投資契約を作成するものではなく、将来の投資家および

購入者は、それぞれ、将来の投資家または購入者が法的に居住している管轄の法律の遵守に関す

る声明の主張に依拠することを認めます。 
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組織、ビジネス、および目的

組織および現在の業務 

Intiva Health Platformは、Intiva Healthが開発した最初の統合型キャリアプラットフォームで、医師（

MD）、オステオパシー医師（DO）、歯科外科医（DDS）、手足治療医学士（DPM）、薬局医

師（PharmD）、医師アシスタント（PA）、看護師医療従事者（NP）、公認ナース麻酔医（

CRNA）、認定看護師助産師（CNM）、登録看護師（RN）、および（集団的にLMPs）、臨

床看護専門医（CNS）の免許管理、継続教育コース、保険、HIPAA（Health Insurance 

Portability and Accountability Act）に準拠したコミュニケーション、雇用機会など、キャリアのあらゆる

側面を管理します。また、LMPは、募集活動を合理化し、資格認定を迅速化するために、LMPを病

院、医療グループ、熟練看護施設、緊急ケア病院、家庭衛生施設などの施設や医療グループ（総

称して「FMG」） プロセスを管理し、コンプライアンスを維持します。 これにより、前例のないシームレス

なソリューションが得られ、LMPとFMGの管理上の負担が軽減されます。 Intiva Health Platformには

現在、数千のLMPおよびFMGユーザーがいます。 

Intiva Health Platformは、LMPとFMGのコンプライアンスと組織化を完全に無料にする一連のソリュ

ーションを提供します。また、Intiva Health Platformは、Intiva Marketplaceを介してLMPとFMGへの

キーパートナーのターゲットアクセスを提供し、プラットフォームに参加する個人およびエンティティ（以下

「ユーザ」）のアイデンティティを表明した同意を介してのみ許可することによって保護します。 主なパート

ナーには、医薬品、継続教育、および専門職責会社のパートナーが含まれますが、これらに限定されま

せん。 Intiva Health Platformは、次の機能のサブセットで構成されています。 

ReadyDoc™ –LMPは、ドキュメントと医療資格情報をすべて一箇所から安全に保管、管理、

共有し、書類を削除し、コンプライアンスを維持するという重要な作業を自動化できます。

ReadyDoc™はDLTを搭載しており、市場で最も安全な技術を利用しています。 期限切れの

資格証明書がLMPに通知されるのを防ぎ、信頼できる管理者とクレデンシャルを共有して、コ

ラボレーションの準拠ネットワークを作成できます。 FMGは、組織内の複数のLMPをカスタム

認証情報ダッシュボードから管理できます。 

Intiva Careers™ –ユニークで破壊的なキャリアマッチングソリューションです。 LMPは履歴書

をアップロードして簡単に申請することができます。 これは、匿名の申請プロセスをサポートしま

す。フィルタは、ジオロケーション、ボード認定、および希望給与による検索まであります。 LMP

は、臨時代理人を含む、米国全域で9000以上の臨床ポジションを検索することができます。 

FMGはCV検索を通じて仕事を投稿し、適格な候補者を見つけることができ、応募者を追跡

し、求人情報を管理することができます。 
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Continuing Education – Intiva Healthは、継続的な医学教育のための認定評議会、州の要請、ボード

の準備、認定コースのメンテナンスなど、継続的な医学教育を提供するトップの思想リーダーと提携しています。

LMPはライブラリリストから選択することができ、一度完了すると、プラットフォームは自動的に認証を保存します。 コ

ースの80％以上は無料です。 

Intiva Connect – Connectは、HIPAA準拠のメッセージ、電子メール、およびドキュメント共有

をLMPにもたらします。 Connect機能により、LMPは患者の記録にアクセスして患者記録を

共有し、ラボの発注を行い、プラットフォーム上の他のLMPと接続することができます。 さらに、

Connectは米国内のEHRおよびラボアプリケーションと統合され、完全な相互運用性のソリュ

ーションになっています。 

Marketplace –医療過誤保険、サイバーリスク保険、医療機器など、NTVAで購入するため

に利用可能な、検診および関連する医療製品およびサービス。 

iGO HD™ – CMEコースやウェビナー、トレーニング、製品、ニュース、プロモーション資料に関連

するインタラクティブなオンデマンドコンテンツのストリーミングサービスです。 このサービスはもともと

ユニークなインタラクティブな体験やファンの関わりを提供するため、ファンのウェブサイト（音楽、

スポーツなど）用に設計されたサービスです。  バックストリートボーイズ20th Anniversary

Celebrationで最もよく使われました。 
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Intiva Health Platformは、歴史的に異種システムと旧式のシステムを使用する以外に選択肢のない

医療従事者にとって革新的なオールインワンソリューションです。 

Intiva Health Platformは、何十年にもわたって集団的な医療専門知識を持ち、競合他社と比較して

4.5倍から5倍のユニークなデータポイントを取得することで、ヘルスケアデータの量、速度、正確性に重点

を置いています。 プラットフォームの豊富なデータポイントとサービスが提供されているため、当社は、現在

市場にある他のソリューションが複製していない多様なビジネスモデルを作成する下記の「ビジネスモデル」

の項で説明する15の収益化手段にアクセスできます。 

ビジネスモデル

Intiva Healthは、いくつかの重要な医療業界パートナーとの合意を得て、米国全域でLMPに重要なツ

ールとリソースを提供しています。 3これらの主要パートナーには、Arthur、J. Gallagher（AJG）、

Cooperative of American Physicians （AKH）、周産期資源（PRI）、および全米骨粗鬆症財

団（以下「キーパートナー」と総称します）のような継続的な教育コンテンツ提供者を対象としています。 

Intiva Healthのパートナーは、現在、プラットフォームを利用して、次の収益化手段を通じてLMPを活用

できます。 

3 Intiva Token, Inc., Intiva Healthの子会社として、これらのパートナーシップのメリットもあります。. 



A. スポンサーアラート 主要パートナーは、LMPに文書の有効期限を通知するアラートのローテーシ

ョンにアクセスできます。 特定の年に期限切れイベントが発生するため、主要パートナーのスポ

ンサーシップの機会が堅調に把握されます。 テキストメッセージ（SMS）、電子メール、および

プッシュ通知を介して配信されるこれらのアラートは、文書の有効期限の日付より前の各日に

受信されます。（120, 90, 60, 45, 30, 15, 10, 7, 5, 3, 1, 0 ）例えば、職業責任パートナーは、

医療過誤、財産および損害、サイバーリスク、および人命など、期限が切れている保険関連

文書の警告をスポンサーするいくつかの機会を有します。 

B. 委託  Intiva Healthは、任意のLMPの同意を得て、主要パートナーに有望な見込客を提供するこ

とができます。 LMPは、市場で提供されている特定の製品またはサービスに関心があることをIntiva

Healthに示すことができます。 Intiva Healthは、重要なパートナーが同意するLMPにサービスを提供

するために必要なすべての情報を提供することにより、紹介を容易にします。 例えば、LMPは、FMG

からの雇用機会について聞くことに関心があることを表明することができ、FMGがLMPに接続するた

めの適切なメタデータの転送を自動的に開始します。

C. 助成金 認定された継続教育コンテンツの販売代理店として、Intiva Healthは、認定された

継続教育コンテンツプロバイダによるオンラインコンテンツ配信のために割り当てられた助成金の

一部を受け取る資格があります。 Intiva Healthは、このコンテンツを全米のLMPに提供してお

り、主要な継続教育コンテンツプロバイダの視聴者数の増加を続けています。

D. セールス Intiva Healthは、Intiva Health Marketplaceを通じて販売されるすべての製品およ

びサービスについて、最大50％の手数料を徴収します。 例えば、職業上の責任（有限）会

社やブローカーは、書面と販売された保険金の額に対するパーセンテージ料を支払う意思があ

ります。 医療過誤責任者が行った調査によると、いくつかの医師の専門分野における平均医

療過誤の方針は年間5万４千ドル（54,000ドル）に相当すると結論付けられています。4各

ポリシーの平均手数料は20％から30％、当社は、医療過誤ポリシーに従って、この手数料の

30％から70％を受け取ります。

4  医療過誤保険の費用はいくらですか？ Gallagher Healthcare (Dec. 12, 2017), 

https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/how-much-does-medical-mal practice-insurance-cost. 
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当社は慣習的な方法で市場に出すことができますが、医療専門家が特定の時期に必要とするものを

特定する能力もあります。 これにより、以下の利点が得られます。 

必要な時間と一致する有望な見込客へのアクセスを確認（120日以内） 

必要なイベントと一致する有望な見込客へのアクセスの確認（つまり、過誤のドキュメントが期

限切れになる） 

事前にLMPによって要求されたアラートおよび紹介（オプトイン） 

必要時

必要イベント 要求された対話

各取引の生涯価値は、Intiva Healthがユーザーのプロフェッショナルデータに近づくことの重要性と、正

確な時期にユーザーに到達する際の効率性を強調すると、数十万ドルになる可能性があります。 

Intiva Health Platformで利用可能な追加の収益化手段には、生涯継続的な医療教育、カリキュラ

ムバイタル（CV）検索、ReadyDoc™（API）、求人情報、エキスパート検索、プロモーションビデオチ

ャンネル（iGo HD™） インタラバリア・マッチ、感情分析、手数料調査の機会、サイバー・チャージ・カ

バレッジ、Intiva Connect（ラボ、テスト、X線）による注文などが含まれます。 
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戦略計画と分散元帳の導入

既存の顧客基盤、データセット、製品ラインに基づいて、5当社は2022年に米国最大の雇用セクターに

なると予測されるヘルスケアデータおよびキャリア管理プラットフォームの業界リーダーである独自の立場に

あります。 

当社は今後も、既存のプラクティス、特にLMP資格認定における重要な問題に対処する機会を認識

しています。 以下の「資格認定プロセスの現在の状態」のセクションで詳述されている既存のプラクティ

スは、完全にアナログ、非効率、および無駄であることがよくあります。 LMPがFMGで実践する特権を

与えるために数週間から数ヶ月待つことは珍しいことではなく、数十億ドルの財政的損失、多くの無駄

な時間、患者の健康管理の質の大幅な低下をもたらします。 

クレデンシャリングソフトウェアは、その一元化された定額ビジネスモデルのおかげで、はるかに不十分で

す。 この種のソフトウェアには、次のような欠陥があります。 

非効率による遅延 - データの収集に数週間から数ヶ月かかることがあります。 

信頼性 - ソフトウェアにはエラーや不正が発生しやすい。 

仲介者の存在 - それぞれが提供される事実の解釈が異なる。 

セキュリティの欠如 - データは集中化され、しばしばセキュリティ保護されていないチャネルを通じ

て転送されます。 そして 

LMPデータの所有権 - エンティティは、LMP自体ではなく、LMPのデータと情報を所有していま

す。 

Intiva Healthは、DLTを利用してLMP資格認定プロセスを実施することにより、これらの内訳に対処す

ることに重点を置いています。 この技術を適用することで、既存のプロセスの有料再生という性質がな

くなり、LMPの実行を決定するために必要な情報に素早くアクセスできるようになります。 さらに、DLT

には次の利点があります。 

LMPには、すべての資格情報の不変のリポジトリがあります。 

タイムスタンプ付きのハッシュ化された資格情報は、比類のないセキュリティを

提供し、改ざんまたは改ざんのリスクを排除します。 

分散元帳内の処理は機密データの安全でない転送のリスクを軽減します。 
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LMPとFMGは無料でデータにアクセスできます。 

レコードは反駁できないとみなされ、容易に検索可能になります。 そして、

すべての当事者が前記データの維持に関心を持っているため、 

データの正確性は向上し保証されます。 

ブロックチェーンのような既存のDLTは、前述の目標を達成することができますが、トランザクションの速

度、データストレージ、および公平性に懸念があります。 したがって、Intiva Healthは、DLT空間の画期

的な改良であるHashgraph（ハッシュグラフ）技術の創始者であるSwirlds、Inc.（以下、Swirlds）

と提携しています。 

ハッシュグラフ

Dr. Leem BairdがSwirlds Hashgraphの概要で説明しているように、「ハッシュグラフデータ構造と

Swirldsコンセンサスアルゴリズムは、分散したコンセンサスのための新しいプラットフォームを提供します」

6Hashgraphは従来のブロックチェーン技術に比べて多くの技術的利点を提供します。 材料データ構造

の相違により、Hashgraphは個人が取引の注文を操作することができないようにします。 誰も取引を停

止または延期することはできません。 トランザクション速度が大幅に向上します。 ハッシュグラフは、非

同期のビザンチン耐性と原子性、一貫性、分離、耐久性（ACID）に準拠しています。 

Intiva Healthは、Hashgraphベースのプラットフォームを開発するためにSwirldsと直接提携を結んだ数

少ない企業の1社になることに期待しています。 当社は現在、ハッシュグラフ技術を統合しており、ハッ

シュグラフ技術を利用する最初の市場アプリケーションとなる予定です。

フラグメンテーション

ドキュメントがHashgraphを搭載した記録に書き込まれる前に、ドキュメントは暗号化され、断片化され

てノードネットワーク全体に格納されます。 断片化とは、配布前にファイルをいくつかの部分に分割する

プロセスのことです。 フラグメンテーションは、システム内のすべてのドキュメントにセキュリティとプライバシー

の追加層を作成します。万一、ノードが侵害された場合、単一のドキュメントが公開されることはありま

せん。 

注：これは補遺Cにさらに描かれています。 

6  Leem Baird、Swirlds Hashgraphの概要（2016年5月31日

http://www.swirlds.com/downloads/Overview-of-Swirlds-Hashgraph.pdf. 
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Intiva Token (NTVA) 

当社はIntiva Token（ "NTVA"）というトークンを発行しています。 NTVAは、暗号化の原則を具現

化するために構築されており、トークンの公平な割り当てを提供しながら、意味のある操作可能な製品

を提示することを約束します。 

NTVAは、Intiva Health Platformに参加するインセンティブを提供することにより、LMPを提供する最初

の企業です。 ユーザーアクションが実行されるたびに、アクションのトークン報酬があります。 その結果、

NTVAはIntiva Health Platformのユーザーによって直接所有されます。 

Intiva Health Platformは、トークン化された経済を組み込むための公に利用可能なハッシュグラフベー

スのプラットフォームです。 NTVAの唯一の目的は、Intiva Health Platform内で使用されることです。

NTVAは、継続医療教育（CME）コース、医療過誤保険、医療機器、医療機器など、Intiva 

Health Platformで商品やサービスを購入するために使用することができます。 NTVAでは、ユーザーがキ

ーパートナーからの割引やプロモーションなどの特別な特典を利用できるようになります。 さらに、NTVA

は、取引のデジタルトレイルを提供することによって、プラットフォームに価値を追加します。 

Intiva Health PlatformでLMP指向のサービスを利用する以外にも、NTVAを公的な寄付方法として受

け入れるいくつかの基金や慈善団体との取り決めを行っています。 これらの慈善団体の中には、全米骨

粗鬆症財団のようなパートナーがいます。 基金や慈善団体は、Intiva Health PlatformでNTVAを使用

して広告を購入し、LMPを募集し、CMEコースを促進し、会員資格を獲得する可能性があります。 

NTVAは投機的投資商品としての使用を意図していません。 
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新テクノロジ

Intiva Health Platformは、現在、何千ものLMPがキャリアのあらゆる側面を管理できるようにし、

FMGが採用と資格証明の検証作業を合理化することを可能にしています。 既存のプラットフォームに

Hashgraphテクノロジを統合することで、現在の資格認定プロセスが変わり、セキュリティ、スピード、信

頼性などのプラットフォームユーザーに多くのメリットがもたらされます。 この新興の機能はReadyDoc™と

呼ばれています。 

資格認定プロセスの現在の状態

現在、LMPの資格情報の検証プロセスは次のとおりです。 

1 
医療提供者は 

資格証明書類を 

病院に提出する 

2 
病院は、電話、  イン

ターネット、 メール、ファ

ックスで検証プロセスを 

開始する 

3 
検証プロセスは 

ドキュメントごとに 

繰り返さる 

4 
文書は特権承認のため 

医療スタッフ委員会に提出

する 

既存のプロセスは人的ミスを起こしやすく、数週間から数か月かかることがあり、集中化された脆いスト

レージに依存しています。 さらに、文書は変更、紛失、偽造される可能性があるため、医療提供者の

資格と評判を検証する信頼性の低いシステムになります。 

ReadyDoc™機能は、現在の資格認定と検証プロセスを大幅に改善します。 Hashgraphの分散型元

帳技術を統合することにより、資格認定と検証プロセスが2段階に削減されます。（1）LMPは、

Intiva Health Platformを介して、検証済みの医療情報を病院に提出します。 （2）医療スタッフ委

員会への特権の承認のために文書が直接提出されます。 Intiva Health Platformはこのプロセスを最

初から最後まで処理し、瞬間的な検証を行います。 

2 
文書は特権の承認のために 

医療スタッフ委員会に提出される 

1 
LMPは、Intiva Health Platformを介して、 

検証されたハッシュされた資格証明書類を 

病院に送信します 
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LMPは、新しい医療施設に移るたびに、困難な資格認定プロセスを経なければなりません。 信用証

明プロセスは、医療機関ネットワークの機能に参加する承認の一環としてソース発行者との真正性を

検証しながら、相当量の文書を検討することから成ります。 資格証明パッケージの文書数は、いくつか

の要因によって異なりますが、15〜40冊の文書の範囲です。 プロバイダーの資格認定に成功するには、

6週間から4カ月間かかることがあります。 LMPは施設を1年から3年ごとに変更する可能性が高く、そ

のキャリアは40を超えて持続する可能性があります 

医療業界のニーズを満たすために技術的に最新のソリューションの必要性を生み出しています。 

ReadyDoc™ 

「資格認定プロセスの現在の状態」で説明したように、現行の資格認定は、非効率的で複雑で継続

的であり、退屈で持続不可能なワークフローを伴うプロセスです。 

ReadyDoc™は、資格認定プロセスの必要な参加者にのみ許可されている分散元帳に文書と資格

情報を格納することによって、資格認定と一次ソース検証の現在のプロセスを中断させるソリューション

です。 LMPおよびFMGは、ReadyDoc™のメリットとして、事前に確認され、安全に保管され、容易に

入手できる情報を入手することができます。 これにより、プロバイダーの作業履歴と臨床評判の継続的

かつ自己監査による検証が作成されます。 

ReadyDoc™は、米国内のFMG間で流動的に動作し、これらの組織が作業履歴と臨床評判を即座

に確認できるようにします。 認定された場所は、直ちに病気とスタッフの緊急事態をカバーすることがで

きます。 組織が最初に応答者の資格情報をすぐに守ることで、LMPは公衆衛生上の緊急事態に効

率的に対応できます。 ReadyDoc™は、冗長性と第三者認証機関の必要性を排除し、FMGがLMP

の臨床的評判に専念し、それらを適時に採用することを可能にします。 

さらに、地方分権化された継続的な資格認定システムの適用は、自然災害や大規模な災害時に影

響を受けた地域に質の高いケアを提供するのに役立ちます。 このような状況では、FMGと政府機関が

資格のある医療スタッフを迅速に見つける必要があります。 ReadyDoc™は、このプロセスを高速化し、

改善して、イベントに応答するLMPがそれを行うことができるようにします。 最後に、ReadyDoc™はどこ

からでも利用できます。 

LMPおよびFMGはReadyDoc™を利用してプロバイダデータを入力および管理します。 資格証明ファイ

ルには15〜40の文書があります。 ReadyDoc™を使用すると、LMPとFMGは次の認証情報を管理で

きます。 

1. 州医療ライセンス

彼らが勤める州の医療免許
重要/必須データポイント： 
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2. メディカルスクールの文書

認可された医師は、認定された医科学校を卒業している

重要/必須データポイント： 

医師の医科学校教育卒業証明書の日付 

3. 大学院でのトレーニング

一般的にはレジデンスプログラムおよびフェローシッププログラムと呼ばれます。

重要/必須データポイント： 

すべての大学院トレーニングの文書 

4. ボード認定

追加の訓練医は、特定の分野で得ることができる。

重要/必須データポイント： 

施設が必要とする場合は文書を提出しなければならない 

5. アプリケーション

医療従事者の加入を要請する開業医は、施設が提供する最初の申請を完了しなければな

らない。

重要/必須データポイント： 

初期アプリケーション 

再任申請（初期版の短縮版）負債アンケート 
情報を公開する権限 

6. 薬物執行管理（DEA）登録

DEA登録により、医師は管理されている物質や薬剤の処方箋を書くことができます。

重要/必須データポイント： 

DEA登録の文書はファイルになければならない 

7. ライフサポート認証

最も一般的な3つの生活支援証明は、BLS（基本的生命維持）、ACLS（高度心血管

生命維持）、およびPALS（小児高度化生命維持）である。

重要/必須データポイント： 

施設の要求に応じて、証拠書類を提供する必要があります 

8. 過誤保険

医療過誤保険は、各医療スタッフによって提供されなければなりません。

重要/必須データポイント： 

医療過誤の文書を提出する必要があります 
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10. 病院/外科センター特権

該当する場合、練習医師は各施設で病院の特権を与えることができます。

重要/必須データポイント： 

病院または外科センターの特権に関する書類は、各場所で提供する必要が

あります 

11. ピアリファレンス

レファレンスを提供する同輩は、レファレンスを行う前に個人のパフォーマンスに精通している必要があります。

重要/必須データポイント： 

FMGによって異なる3〜7のピアリファレンスの特定数は、最初の予約に先立

って文書化されなければならない 

12. カリキュラムバイス（CV）

カリキュラムは、教育、技能、経験、賞、およびその他の該当する情報を記載したものです。

重要/必須データポイント： 

クレデンシャルファイルにはCVを指定する必要があります

13. 政府発行の写真の身分証明書（ID）

ライセンスまたはパスポートなどの政府発行の写真ID

重要/必須データポイント： 

有効なIDのカラーコピーを提供する必要があります 

14. 健康文書

FMGを変更するには、施設要件ごとに4つの主要な健康文書を提供し、保護された健康情

報（PHI）とみなします。

重要/必須データポイント： 

インフルエンザワクチン

身体検査B型肝炎ワクチン 

結核クリアランス 

15. 蛍光透視検査の証明書

蛍光透視検査装置は、蛍光透視装置を使用する医師が必要です。

重要/必須データポイント： 

州が要求する透視検査証の文書化 

9. 制裁措置

過去の詐欺行為や不正行為、不正行為履歴の確認

重要/必須データポイント： 

National Practitioner Data Bank（NPDB）のクエリ イン

スペクター・ゼネラル（OIG）医療不祥事の

請求履歴
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その他の資格証明書類

• 緊急カバレッジ証明書

• 永住者カード

• 社会保障（SS）の文書

• INSビザ

• W-9フォーム

• 継続的な医療教育

• 情報の公開

• 健康に関する声明

• 参考文献

• 小児先進生活サポート

• プリセプション/実習

• 薬物スクリーニングの結果

• PPDスキンテストフォーム（TBスクリ

ーン）

• インフルエンザワクチンの同意書

• タイムシート

• ケースログ

• 予防接種記録

• 懲戒記録

• 州医療委員会のプロフィール

•  身元調査

• 公表された情報の公開

• バックグラウンドチェックレポート

• VHA 10-285

• 力価

• 健康アテステーション

• 予防接種

• 教員補遺

• HIPAA自己検証アテステーション

• スキルチェックリスト

• 連邦自認

• 米国人事管理人員管理室オプション

フォーム

• CMSナショナルプランとプロバイダ

列挙システム

• 外国人医療卒業生教育委員会

• 責任保険証

• 職員の任命と特権

• 緊急管理計画の役割

• コア特権

• 医師の予約申請

• チェックリスト

• CMEログを容易にする

• 賞金管理システム

• レポートの終了

• 教育の検証

• 性犯罪者の記録検索

• 登録看護師（RN）プロフィール確

認

• TBマスクフィット

• 除外パーティリストシステム

• 労働安全衛生管理（OSHA）証明書

• 胸部X線

• 身体検査

• I-9フォーム

• トランスクリプト

• 放射性物質使用権

• 道徳的な性格の宣誓供述書

• 児童保護報告書

• 成人虐待登録

• 退役軍人サービスセンター（VSC）

の指紋採取

• VSCセクター要求

• VSCセクタパケット

Intiva Health Platformの現在および将来の発展に関するさらなる洞察については、補遺Dを参照して

ください。

18



INTIVA HEALTHの未来 

Intiva Healthの未来はグローバルであり、医療以外の多くの業界に拡大しています。 Intiva Health 

Platformは、認可された医療専門家の身元確認、検証、評判に関して、先進国すべてが直面する問

題を解決します。 当社は現在、英国、インド、ロシア、ドイツ、スイスなどのアドバイザーや政策担当者

と協議中です。 Intiva Health Platformは、専門家の身元確認、検証、評判を必要とする他の分野

にも容易に変換できます。 これらの業種には、法律、金融、保険、不動産、エンジニアリング、建設、

建築、石油、農業、食品生産などが含まれますが、これらに限定されません。 Intiva Healthは、あらゆ

る国、州、自治体、職種の固有の要件に対応するために柔軟性が高くスケーラブルです。 

イギリス.
ドイツ 

アメリカ.

スイス

ロシア

インド

法律 ファイナンス 保険 不動産 エンジニアリング

建築 建設 石油 農業 食料生産 
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マーケット

認定医療専門家

LMPは、非臨床の書類作成に携わる時間の21％以上を費やし、7無駄な時間を費やします。 さらに、

LMPとFMGは、ライセンス、専門家の責任、認証などのLMP資格情報を追跡し、管理するために古

風で無秩序な方法を使用することにより、業務終了時の訴訟と制裁の可能性を秘めています。 同様

に、Intiva Healthの主要パートナーのような医薬品、継続教育、専門職業保険会社などの医療業界

のプレイヤーは、正確で検証されたLMPデータを取得しようと奮闘しているため、効果的で費用のかかる

広告やビジネス開発の戦略に膨大な予算を浪費します。 

おそらく最も重要なのは、これらの資格情報は、安全なネットワークを介して情報を共有する能力をほ

とんど、またはまったく持たずにこの重要な情報を検閲し、管理し、管理するいくつかの中央機関によっ

て保持され、冗長性と情報サイロをもたらします。 

暗号化トークン、DLT 

暗号化市場は近年急成長を遂げており、デジタル製品の元帳の透明性と精度が飛躍的に向上しま

した。 この成長は、アクセスの容易さ、メディアの注目、グローバリゼーション、および集中化された機関

の不信によって改善されています。 

暗号通貨とDLTは、金融、政治、法律、サプライチェーン、農業、アイデンティティとデータ保護、分散

型ビジネスアプリケーション、そして今の医療など、さまざまな業界で前例のない革新を促進してきました。 

Intiva Healthは、これらの技術が提供するすべてのメリットを活用しています。 すべてのNTVAトランザ

クションは記録されるか、または「強化」され、すべての業界で最も高い賃金を受けた個人の一部に対

する透明なデジタル・トランザクション・トレイルを提供し、医療業界へのさらなる洞察を提供します。 

7 2016アメリカの医師の調査: プラクティスパターン 
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発行計画、利用規約 

当社はNTVAを使用してIntiva Health Platformをトークン化し、そのプラットフォーム上にトークン経済を構

築する予定です。 トークン経済は、プラットフォーム上の関与を促し、望ましい行動を強化する能力を提供

します。 これらの補強材は、シンボルやトークンであり、他の情報と交換することができます。 言い換えれ

ば、Intiva Health PlatformでNTVAが利用または転送されるため、これらのアクションはトランザクションの

トレースに役立ち、本質的にトークンが使用されたアクションのデジタルトレイルを提供します。

Intiva Health Platformは、FMGの助けを借りて、企業がLMPにサービスや製品を提供するための非侵入

的な会場を提供すると同時に、LMPに包括的かつワンストップで安全な場所を提供し、キャリアを管理し

制御します。 

具体的には、LMP、FMG、および主要パートナーは、Intiva Health Platformに関与または参加するための

報酬としてNTVAを受け取ります。 29人いる 

NTVAを獲得する機会を提供する（29）活動であり、これらの活動は「トークンイベント」とも呼ばれます。 

主要パートナーは、Intiva Health PlatformのサービスにNTVAを利用することができます。 たとえば、これら

のパートナーおよび企業は、Intiva Health Platformで広告を購入するか、LMPを検索して採用することをお

勧めします。 

NTVAは固定供給であり、2018年4月19日〜2018年4月26日のプライベートな売却（2018年4月30日 〜

2018年5月20日）の前払期間中に当社の株主が利用することができる 2018年5月21日から2018年6月

17日までの期間（以下、「当社株式売却」という。）の株主優待として販売されています。 当社は、当社

の米国における株式分与および売却中に新たな株式投資を12百万米ドル（12,000,000米ドル）求めて

います。 投資家は、「当社株式のオファー」に記載されたチャートに示された価格で当社株式に投資すること

ができ、そのような投資家は補完的NTVAを株主利益として受け取ります。 補完的なNTVAは、当社の

株式売却が終了してから30日以内に投資家に配布されます。 

10億（1,000,000,000）NTVAの一定額があります。 これらの10億NTVAが配布された後で追加の

NTVAは作成されません。 非米国人は、米国外の管轄区域におけるNTVA私有売、前売り、および売

却中に、NTVA当たり50セント（$ 0.50）でNTVAを購入することができます。 当社は、NTVAのセール・

アンド・セールにおいて、最低でも12百万米ドル（$ 12,000,000）を調達しようとしています。 ト ークンは、

米国人に直接的または間接的に販売することはできません。 

加えて、NTVAは、このホワイトペーパーの補遺Fに示されている方法で、Intiva Health Platformの活動

に従事することで獲得することができます。 
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LMP配布 

LMPはIntiva Health Platformに参加するためにNTVAを得ることができます。 当社は、この分配が3

年から5年間にわたって行われると見積もっています。 現在、Intiva Health Platformには、NTVAを獲

得できる29の措置があります。 これらの措置には、口座の請求からIntiva Health Platformのサービスの

購入までが含まれます。 本質的には、これらの措置によってIntiva Health Platformに参加することによ

り、LMPは自分自身でNTVAを受け取ります。 

NTVAで購入した場合、使用されるNTVAの0.5％-2％が5年間凍結されます。5年間の凍結期間の

後、これらのNTVAはインセンティブ報酬の継続としてLMPに再配分されます。 これにより、LMPの当

初の配分が完全に配分された場合に、当社は遅参者にIntiva Health Platformを報奨し続けることが

できます。 このプロセスは、このドキュメントの補遺Fに示されています。 

FMG配布 

FMVAへのNTVAの配布は、Intiva Health PlatformへのFMG参加と、米国以外の非米国人である

FMGによるNTVAの直接購入の両方に基づいています。 FMGに利用可能なNTVAの20％は、

Intiva Health Platformへの参加報酬として彼らに配布されます。 当社は、NTVAがLMP、FMG、主

要パートナーに3〜5年間にわたって配布されると見積もっています。 

NTVAの分配 

8 「購入者」は米国以外の国に所在する非米国人です。 

9 非米国人とみなされ、米国外に居住するFMGのみがNTVAを購入することができます。 

割当 トークン数 パーセンテージ

Intiva Token Inc.の投資家に 提

供される株主優待 

120,000,000 12% 

購入者へのIntivaトークン販売で提

供されるトークン8

120,000,000 12% 

獲得するLMPに利用可能 

プラットフォーム 
350,000,000 35% 

FMGが稼働/購入できる 

プラットフォーム9

300,000,000 30% 

資金/準備金 55,000,000 5.5% 

その他 30,000,000 3% 

スタッフインセンティブ 25,000,000 2.5% 

合計 1,000,000,000 100% 
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当社の株式オファー

米国における会社株式の募集は、改正された1933年証券法（以下「証券法」という。）の規則Dの

規則506（c）に従って行われています。 オファリングへの参加は、「認可された投資家」（証券法、

規則Dの規則506に定義されているもの）に限られます。 

当社は、将来有望な投資家の使用のためにのみ準備されるオファリング覚書を発行し、提供します。 

オファリング覚書は、米国の認定投資家、アンケートおよびその他の必要書類を通じて認定投資家の

ステータスを確認する必要がある個人への私募の提供に関連して準備されます。米国以外の地域に

住む米国以外の販売者は、販売者のお客様（KYC）とAML（Anti-Money Laundering）の要

件を遵守するために、個人を特定できる情報（PII）を提供する必要があります。 

投資家は、会社株式1株につき下記の表に示す価格で当社株式に投資することができ、投資家は補

完的NTVAを株主優待として受け取ることになります。 

から まで 価格/シェア 受け取ったトークン 

1,000 2,000 $ 1.00 2,500 

2,001 4,000 $ 0.99 6,050 

4,001 10,000 $ 0.98 14,075 

10,001 20,000 $ 0.97 30,200 

20,001 30,000 $ 0.96 50,400 

30,001 40,000 $ 0.95 70,700 

40,001 50,000 $ 0.94 91,100 

50,001 60,000 $ 0.93 111,600 

60,001 70,000 $ 0.92 132,100 

70,001 80,000 $ 0.91 152,750 

80,001 90,000 $ 0.90 173,500 

90,001 100,000 $ 0.89 194,300 

100,001 110,000 $ 0.88 215,175 

110,001 120,000 $ 0.87 236,150 

120,001 130,000 $ 0.86 257,200 

130,001 140,000 $ 0.85 278,350 

140,001 150,000 $ 0.84 300,000 

150,001 160,000 $ 0.83 321,000 

160,001 170,000 $ 0.82 342,000 

170,001 180,000 $ 0.81 365,000 

180,001 190,000 $ 0.80 385,450 

190,001 200,000 $ 0.79 407,100 
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Intiva Token 提供 

非米国人は、米国外の管轄区域におけるNTVAプライベートセール、プレセール、セール中にNTVAを

購入することができます。 NTVAは、直接または間接に米国人に販売することはできません。 NTVA

は有価証券ではないため、いかなる権利も付与しません。 むしろ、NTVAはIntiva Health Platformで

の使用のみを目的としたユーティリティトークンです。 NTVAは1トークンにつき0.50ドルで販売されます。 

ディスカウント: 

当社の株式オファーおよびIntiva Token Offeringはいずれも、以下のディスカウントスケジュールに加入

します。 

  週 から まで 割引

プライベートセール 4月19日 4月26日 50% 

プレセール 4月30日 5月20日 30% 

ステージ 1 5月21日 5月27日 25% 

ステージ2 5月28日 6月3日 20% 

ステージ3 6月4日 6月10日 10% 

ステージ4 6月11日 6月17日 0% 

作成された合計トークン

合計で10億（1,000,000,000）のIntivaトークンが作成されます。 当社は追加のNTVAを作成しませ

ん。 

資金

当社は、オペレーションやマーケティングを含むがこれに限定されない将来のニーズに対応するため、

NTVAの資金を維持します。 当社は、予約されたNTVAを使用して、プラットフォーム上のユーザーに販

売します。 NTVAはまた、Intiva Healthプラットフォームを使用するために主要パートナーおよびFMGとの

契約を募集し、交渉するために使用されます。 
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株式提供の概要

株式提供: 

Intiva Token Inc.株式は当社への投資です。 株式を購入する投資家は当社の持分を保有し当社の単独の裁量

により配当の権利を有する可能性があります。 投資家は他のいかなる権利も保持しません。 

議決権に限定されません。 

1株当たりの金額（米ドル） 上記の添付のチャートを参照してください。 

プライベートセール開始 4月 19日, 2018 

プライベートセール終了 4月 26日, 2018 

プレセール開始 4月30日, 2018 

プレセール終了 5月 20日, 2018 

セール開始 5月21日, 2018 

セール終了 6月17日, 2018 

受け入れられる通貨 USD / BTC / ETH 

承認された総株式数 

構成 

クラスB普通株式、2億ドル（200,000,000）1億9,800万株（198,000,000株） 

クラスA普通株式の100万株（100,000,000株） 

および優先株1百万株（100万株） 

提起される金額 12百万ドル（12,000,000米ドル） 

投資家の利益 NTVAは投資家に利益として分配される。 

投資家 この株式オファーは証券法第D規則第506条（c）に従い「認定投資家」に限定されます。 

Intivaトークンの概要 

トークン提供 
NTVAはIntiva Health Platformで使用され、市場でアイテムを購入したり、特典を利用したり、FMGや主要パートナ

ーのサービスを促進したりすることができます。 

トークンごとの価格（米ドル） 50セント（$ 0.50） 

4月 19日, 2018 

プライベートセール開始 4月 26日, 2018 

4月30日, 2018 

プライベートセール終了 5月 20日, 2018 

5月21日, 2018 

プレセール開始 6月17日, 2018 

USD / BTC / ETH 

プレセール終了 1億2000万（120,000,000）NTVA 

10億ドル（1,000,000,000）NTVA。 追加のNTVAは作成されません。 

セール開始 12百万ドル（12,000,000米ドル） 

NTVAの購入は、米国以外の非米国の購入者に対してのみ行われ、そのようなトークンの提供が禁止されて

いない管轄区域においてのみ行われます。 
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トークン総作成数

購入者

プライベートセール開始 

プレセール開始 

セール開始

受け入れられる通貨 



資金の使用 

オファリングからの資金は、以下の資金を提供するために使用されます。

資本と経費 推定配分

行政

経費 
10% 

従業員インセンティブ 

採用 
10% 

開発 10% 

マーケティング 35% 

セールス 15% 

引当金 20% 

本書に含まれる収益の使用の見積りは、投資家または購入者に予告なく変更される ことがありま

す。 

テクニカルオファリングの仕組み

オファリング期間中、投資家および購入者はセールに参加するためにPIIを求められます。 情報は、

KYCおよびAMLの要件だけでなく、米国の様々な証券法の遵守を確実にするために収集されま

す。 すべての米国投資家は、証券法第506条（c）規則Dに従って、認定投資家基準で公布さ

れた義務を満たさなければなりません。 

Intiva Token Offeringへの参加 

NTVAの提供は、非米国人に限られています。そのような提供が許可されている管轄区域内で米国

外に居住する人、 NTVAは、証券法の規則902に定義されているように、米国人には販売されません。 

NTVAの購入者は、KYCおよびAML法の遵守を確保するためにPIIを提供する必要があります。 

NTVAはIntiva Health Platformでのみ使用することを意図しており、流通市場や取引所での販売を

目的としたものではありません。 

NTVAは、2018年4月19日から2018年5月20日までの期間（以下「NTVAプレセール」という）の2018年

4月19日から2018年4月26日までの非公開販売（NTVAプライベートセール） 2018年5月21日から2018

年6月17日までの販売期間（「NTVAセール」）を設けます。 
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将来の購入者は当社のウェブサイトでNTVAを購入することができます。 購入者は、電信送金または

購入金額のデビットカードまたはクレジットカードを使用してNTVAを購入するものとします。 NTVAは、

販売終了から30日以内にデジタル財布を通じて購入者に譲渡されます。 NTVAは有価証券ではな

いため、いかなる権利も付与しません。 むしろ、NTVAはIntiva Health Platformでの使用のみを目的

としたユーティリティトークンです。 

当社の株式売出しへの参加

米 国 の 投 資 家 は 、 下 記 URL の 指 示 に 従 っ て 会 社 株 式 を 購 入 す る こ と が で き ま す 。
https://token.intivahealth.com. 

米国における会社株式の募集は、以下のいずれか1つまたは複数のカテゴリーに該当する個人または

団体のみを意味し、証券法に基づく規制Dに定義されている認定投資家にのみ限定されます。 

(i) 証券法第3条（a）（2）、証券法第3条（a）（5）（A）に定義されている貯

蓄貸付協会その他の機関に定義されている銀行、その個人または信任能力で行動

する者。取引法第15条に基づいて登録されたブローカー・ディーラー。証券法第2条

（13）に定義されている保険会社。1940年投資会社法に基づいて登録された投

資会社または同法第2（a）（48）条に定義されている事業開発会社。1958年の

中小企業投資法第301条（c）項または（d）項に基づいて米国中小企業庁によ

って許可された中小企業投資会社。国家、その政治的細分、または州またはその政

治的細分のいずれかによって設立および維持され、従業員の便益を得るために計画

されている計画（500万米ドル（$ 5,000,000）を超える総資産を有する場合。 

1974年の従業員退職所得保障法の意味での従業員給付制度。その決定が、当

該法第3条第21項に定義されている計画受託者によって行われた場合（銀行、貯

蓄、融資のいずれか） 、従業員給付制度に500万ドル（5,000,000ドル）を超える

総資産がある場合、または自己決定プランであれば、投資者が認定された人のみに

よる投資決定を行っている場合は、保険会社または登録投資顧問会社 。 

(ii) 1940年投資顧問法第202条（a）（22）項に定義されている民間事業開発会社。

(iii) 修正された1986年内国歳入法第501条（c）（3）に記載されている組織、法人、

マサチューセッツまたは同様の事業信託、または500万ドルを超える総資産を有する

普通株式を取得し、特定の目的のために形成されていない会社。 
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(iv) 当社の取締役または執行役員。

(v) 購入時に、住宅ローン債務およびその他の先取特権を除いて、その個人の純資産ま

たはその配偶者との共同純資産100万米ドル($1,000,000)を有する自然人。

(vi) 個人の収入が20万米ドル（$ 200,000）を超えていた自然人またはその配偶者との

共同収入が30万米ドル（$ 300,000）を超えた場合、直近の2人が当年度において

同じ所得水準に達すると合理的に予想している者。

(vii) 500万ドル（5,000,000ドル）を超える総資産の信託、規則Dの規則506（b）（2）

（ii）に記載されているような人物の購入を条件とする普通株式の取得を目的とし

たものではない。または、 

(viii) すべての株主が認定投資家であるすべての企業。

「純資産」という用語は、モーゲージ債務およびその他の抵当権の投資家のプライマリー・レジデンス純

額を除いた、総負債に対する総資産の超過額を意味します。 収入を決定する際には、投資家は、受

け取った非課税所得に帰属する金額、限られたパートナーシップの有限責任組合としての損失、減価

償却費の控除、IRAへの拠出金、またはケオグー・リタイヤメント 計画、剰余金支払い、および調整さ

れた総収入に到着する際に長期キャピタルゲインからの収入が減少した金額となります。 

投資家は、上記のとおり、規制Dに基づく認定投資家であることを書面で当社に表明する必要があり、

そのような表明を裏付ける特定の書類を提出する必要がある場合もあります。 前述の要件に加えて、

投資家は、その証券を再販または譲渡する見解ではなく、他人の口座ではなく、自分の口座で会社に

投資していることを文書で主張する必要があります。 米国の認定投資家の場合、証券法第D規則に

従って「認定投資家」基準で公布された義務を満たさなければなりません。 これは、3つの一般的な方

法のいずれかで認定プロセスを完了することで満たすことができます。 

i. 投資家の収入に基づく 認

定

提供する投資家 

(a) 過去2年間の投資家の所得を報告する IRS（

Internal Revenue Service）フォーム。そして、

(b) 当年度に認定投資家として資格を得るために必要

な所得水準に達するとの合理的な期待を表明した

旨の表明。
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ii. 投資家の純資産に基づく認

定

iii. 第三者検証書

提供する投資家 

(a) 銀行報告書、仲介手続書類、税金査定

（資産を確認するため）、および国家

消費者報告機関（負債の確認）からの

報告書を含む過去3ヶ月以内の日付書類。

(b) 投資家が純資産決定に必要なすべての負債を開示

した旨の書面。

投資家は、ブローカー・ディーラー、登録投資顧問、認可された

弁護士、または公認会計士（CPA）から書面による確認

書（「第三者確認書」）を提出し、その者は、修正された証

券法の規則Dの規則501（a）に定義されているように、認

定投資家として資格を有する。 

認定情報が確認され、KYCとAMLの確認が完了すると、投資家は投資を確認して支払いを開始す

る必要があります。 取引を確定するには、すべての投資家が定期購読契約書に署名する必要があり

ます。 サブスクリプションは、投資家が正式にサブスクリプション契約のコピーを当社から受け取るまで

「受諾」とはみなされません。 受諾前に、当社は、単独の裁量で将来の投資家からの定期購読を拒

否する権利および/または本オファリングに対する投資家の適格性を確認するための追加情報または文

書を要求する権利を留保します。 

個人が当社の株式売却に参加するこ とに関心がある場合は、 下記を参照して ください。
https://token.intivahealth.com. 

ポストオファリング証券コンプライアンスと移転の制限

当社株式の発行および売却は、証券法またはその他の適用される証券法に基づいて登録されておら

ず、登録されていない限り、当社株式の提供、売却、担保またはその他の移転は、 証券法の登録要

件およびその他の適用される有価証券の法律に従わない取引であっても適用されます。 

当社株式の各投資家は、以下を代表し、保証し、同意するものとみなされます。 

(i) 認可された投資家（証券法に基づく規則Dの規則501に定義されている） または

適用される管轄区域の資格のある投資家である。
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(ii) 彼/彼女/それが米国人である場合、当社株式が証券取引委員会に登録されていない限り、

当社株式が公開買付け、売却、または譲渡されることは認められません。 ロックアップ期間は、

購入日から1年間です。 そのようなロックアップ期間の後に、彼/彼女/それは適用法の対象と

なる会社株式を売却または他の方法で   譲渡することができます。 そして、

(iii) および同氏は、当社が満足する証拠を提示した場合を除いて、当社株式が取得した当社株

式の譲渡の登録を受け入れることを要求されないことを認めている。ただし、本譲渡覚書は遵

守されている。

投資家のための報告と透明性

当社は、四半期および年次ベースで進捗報告書を投資家に発行する予定です。 このような進捗報

告書は、過去1年間のビジネス実践と行動を詳述し、組織の機能の基本的な概要を提供します。 レ

ポートには、既知のリスク要因、Intiva Health Platformまたはシステムおよびサービスのパフォーマンスに

関するデータ、および当社株式に関する統計が含まれます。 投資家は、書面で進捗報告書を要求し、

細則およびその他の適用される企業文書の要件に従うことができます。 

リスク要因

当社への投資は高度のリスクを伴うため、投資のリスクを評価し、すべての投資資本を完全に喪失す

るリスクを有する投資家のみが行うべきであります。 将来の投資家および購入者は、以下に記載され

ているリスクおよびオファリング覚書に記載されているリスクおよび当社に対するリスクを慎重に検討する

必要があります。 投資家および購入者は、投資または購入するかどうかを決定する前に、プロフェッシ

ョナル・アドバイザーと相談しなければなりません。 投資家または購入者が自己資本の返還または投

資収益を受け取るという保証はありません。 当社への投資は、当社に対する全額の投資を失う危険

がある洗練された人のためにのみ設計されています。 以下に説明するリスクは網羅的なものではありま

せん。 

ビジネスと戦略的リスク

当社は、より広範な世界市場における経済情勢の変化に晒されています。 景気後退の場合、当社

の事業計画、収益の創出能力、および全体的なソルベンシーは危険にさらされる可能性があります。 

ブロックチェーンおよび暗号侵害の業界で動作している企業は、一般的に非常に危険であり、ビジネス

環境全体にかかわらず、ビジネスの失敗の可能性があります。 

当社への投資により、投資家の資本が完全に失われる可能性があります。 当社またはNTVAへの投

資は、高いリスクを伴うため、すべての投資家または購入者にとって適切ではない可能性があります。 
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投資家と購入者は、すべての投資を失う可能性があります。 投資を決定する前に、将来の投資家と

購入者は、このホワイトペーパーに記載されている種類の投資に関するアドバイスを専門とする専門アドバ

イザーに相談することをお勧めします。 将来の投資家や購入者は、個人的な状況や利用可能な財源

を考慮して、当社またはNTVAへの投資が適切かどうかを注意深く考慮する必要があります。 

投資リスク

財務リスクと収益の使用 

当社は、いかなる金額の資産も献上する必要はなく、絶対裁量で本書に記載されているその他の活動を停止

することができます。 本資料に記載されている「収益の使用」情報は、当社の現在の意向を表しており、資金調

達額、ブロックチェーン技術および暗号侵害度の推移などの要因に基づいて変更される可能性があります。 当社

は、このセクションに記載されているかどうかにかかわらず、本オファリングで調達した収益の使用に関して絶対的な

裁量権を持ち、投資家または購入者に意図されたアプローチを変更していることを通知することなく変更する自由

があります。正味収入の特定配分に関連する最終的に当社が決定した保証は、当社が事業目標を達成するこ

とを可能にするものではありません。 当社の計画が変更され、その前提条件が変更された場合、または不正確で

あると判明した場合、または本オファリングの収益が不十分であると判明した場合、収益の再配分またはその他

の目的のための収益の使用が必要または推奨される場合があります。 利益実現のタイミングは、もしあれば、非

常に不確実です。 

規制リスクと法律と規制の変化 

当社が行った事業の全部または一部に関する規制上の許可の撤回または改正、または1人または複

数の個人の現在の役割を果たすための適性または妥当性に関して、当社は特定の種類のそれが行

われる方法を変更することができます。 

当社が事業を行っている管轄区域における事前の規制上の承認を得ることができなかった場合、また

は事業を希望する管轄区域でその権限を付与する規制機関の拒否が当社の事業を維持または拡

大することを妨げる可能性があります。さらに、法的権限、広告、インターネット、オンラインコマース（ま

たは規制当局または他の当局による既存の規制または法律の適用または解釈の変更）に関する新た

な要件の制定を含む、法令の変更 当社が現在事業を行っている場合には、当社が事業の遂行を中

止するか、またはその管轄区域で事業を行う方法を変更する可能性があります。そのような変更は、当

社の事業、財政状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼし、及び/又は当社又はその取締役又は

使用者に追加の課税又は民事、刑事、規制その他の措置を科す可能性があります。 
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当社は、義務違反のリスクを検出するのに適切と考えられる方針および手続を維持していますが、人

為的ミス、不正アクセス、技術的失敗、詐欺などから生じる違反のリスクがあります。 管轄区域内の

適用される法律または規制に違反すると、当社が事業を行う方法に重大な影響を及ぼすことになりま

す。 

仮想通貨の場合、州規制当局は新しい規制枠組みを作成しているか、既存の規制枠組みを仮想

通貨にどのように適用するかについて指針を公表しています。 特定の規制当局がブロックチェーンおよび

ブロックチェーン資産に対する権限を行使するかどうかによって、当社に悪影響を与える可能性がありま

す。NTVAの潜在的な使用および代替性に影響する可能性があります。 

オペレーティング履歴の制限と情報利用

この提供は、発行された時点で、限られた営業履歴を持つ会社への投資となります。 その結果、将

来の投資家および購入者は、経営史上の会社の投資家および購入者が利用できるように、提案さ

れた投資に関して同じ種類の情報にアクセスすることができません。 当社がこれまでどおり収益を上げ

ようとすること、または投資家が投資利益を受け取ることは保証されていません。 

予想される営業損失および将来の収益性の不確実性 

当社は開発の初期段階にあり、事業の見通しや見通しの基礎となる営業履歴はほとんどありません。

当社は引き続き大きな損失を被ると予想しています。 当社が収益を上げるために必要な時間は不確

実であり、収益性を継続的に達成する保証はありません。 さらに、当社の営業履歴の欠如および最

近の当社の対処すべき市場の出現の結果として、当社は、収益を予測するために重要な期間にわた

って内部または業界ベースの過去の財務データまたは基本的な計画運営経費を有していません。当社

は、以下のような様々な要因の結果、将来的に業績が大幅に変動する可能性があると予想していま

す。 当社のサービスおよび技術の受入れ率、 当社または競合他社による新規、強化または代替サー

ビスの導入および受諾、 発展途上市場および急速に変化する技術を予測し効果的に適応させる当

社の能力、資格のある人材を引き付け、維持し、動機付ける当社の能力、当社またはその競合他社

による価格変更、 市場における特定の経済的条件、一般的な経済状況、その他の要因が含まれま

す。 

不適格な成長管理 

当社が事業の急速な成長を経験する場合、当社の経営資源、経営資源及び財務資源に重大な

負担をかけることになります。 
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従業員、特にその開発者、営業担当者、およびビジネス開発スタッフを拡大し、訓練し、管理するた

めに当社がこれを行うことができるという保証はありません。 

少数の顧客 

当社は、売上高が当初、少数の顧客に集中すると予想しています。 当社は、各顧客を初期収益源

として重視しているため、重要顧客の損失または重要顧客による報酬の減額は、収益に重大な悪影

響を及ぼす可能性があります。 

産業リスク 

ブロックチェーン業界の成長、一般的には当社が依存しているブロックチェーンネットワークの成長は、不

確実性が高く BitcoinまたはEthereumネットワークの人気または受諾の低下は、当社の業績に悪影

響を及ぼします。 暗号化産業およびブロックチェーンネットワークの開発に影響する要因には、以下のも

のが含まれますが、これらに限定されません。 

Bitcoin、Ether、およびその他のブロックチェーン技術の採用と使用における世界的な成長 

Bitcoin、Ether、およびその他のブロックチェーン資産およびその使用、ブロックチェーンネットワー

クまたは同様のシステムへのアクセスの制限またはアクセスの規制、およびそれらのシステムの

政府および準政府規制 

BitcoinまたはEthereumネットワークのオープンソースソフトウェアプロトコルの保守と開発 

ハッシュグラフ技術の開発とメンテナンス

消費者の人口統計および公衆の好みおよび好みの変化 

商品やサービスを売買する他の形式や方法の入手可能性と人気 

暗号通貨に関する一般的な経済状況と規制環境 

上記の状況のいずれかの不利な発展または特性は、NTVAの機能および利益を含む当社の事業に

悪影響を与える可能性があります。 
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会社の製品とサービスの市場開拓と未確認の承認 

当社は現在、限られた数の顧客を有しています。 当社の技術の市場は、近年、開発が始まり、急速

に進化しており、潜在的に競争力のあるサービスを持つ多数の市場参入企業が特徴です。 市場が発

展し続けることができず、予想以上に遅れて開発されたり、競合他社に没頭したり、潜在的な理由に

より当社の技術が市場によって受け入れられたり受け入れられなかったりする場合、当社の事業、 状

況、および見通しに重大な悪影響が及ぶ可能性があります。 

テクノロジーリスク

知的財産権および財産権 

当社の成功は、さまざまな知的財産権を含む独自の技術に大きく依存します。当社は、米国著作権、商標、およ

び/または特許保護を通じ、独自の技術および知的財産権を保護しようとしていますが、そのような知的財産権およ

び/または知的財産権出願が その技術を保護するのに十分であるか、または知的財産が他人によって無効、迂回、

または侵害されないことを保証するものではありません。加えて、当社は独自のノウハウに大きく依存しています。 当社

は、他社が独占的と考える優れたノウハウを独自に開発しないようにすることはできません。 当社に発行された知的

財産を執行したり、所有する営業秘密やノウハウを保護したり、他者の所有権の執行可能性、範囲、有効性を判

断するために、訴訟が必要な場合があります。 当社の権利を執行または擁護することは費用がかかり、資源の転換

を引き起こす可能性があり、成功しない可能性があります。 当社の権利を執行または保護することができなかった場

合、競合製品を開発または販売するために技術を使用しないように他の人を排除する能力が失われる可能性があ

ります。 
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チーム＆アドバイザー

当社は、ヘルスケア、DLT、および暗号通貨の経験が豊富なエグゼクティブとアドバイザーのコアチ

ームによって管理されています。 

経営陣 説明

Jim Comstock 
米国陸軍大統領および総裁  

（退 官） 

2018年1月、退職したJim Comstock長官がIntiva Healthの社長に就任しました。 ジムは陸軍

で37年間勤務し、特別部隊を率いて補給基地を指揮し、さらに最近では第311回COSCOM

の指揮官を務めました。 彼の民間人のキャリアでは、ジムは35年以上に渡り保険および投資

の経験があり、 リンカーン・ナショナル・インシュアランス・カンパニーのグループ責任者、グループ・ア

ンド・ペンション・マネージャー、倒産した役員の記憶を維持する組織であるファーストフォールドの

最高経営責任者を務めました。 ジムは何十年にもわたって軍事的および民間人の両方の状

況で業務上の専門知識を持ち、チームにとっては例外的な者です。 

Shawn Frasquillo 
エグゼクティブ・バイス・プレジデント

開発とサポート 

ショーンは、直接の患者のケアから管理まで、医療業務で10年以上の経験を持っています。

彼は多面的なスキルセットを使用して、実装と統合、研究と製品開発を推進しています。 彼

はすべてのIntiva Health製品を監督し、納品、サービス、サポートを確実にしています。 ショーン

は、テキサス州立大学の健康情報管理学士号を取得しています。 

John Hartigan 

戦略開発担当上級副社長 

Johnは、製品開発、ブランド管理、B2B関係の機会と販売を専門とするHartigan Industries 

Inc.の創設者兼社長です。 経験豊かな起業家であるJohnは、スタートアップ企業の管理、製

品の成長サイクルを尊重し、革新的なソリューションをニッチ市場にもたらしています. 

Garry McIntosh 
最高執行責任者（COO）    およ

び業務執行副社長 

Garryは、当社のプロジェクト管理、財務計画および管理業務を監督しています。 彼

はヘルスケアを重視した経営学修士（MBA）を取得しました。 

彼はIntiva Healthに貴重でユニークな視点を提供し、テキサス州立大学から管理麻酔、救急

医療、私立練習のセッティングで、認可された医療従事者を管理する7年以上の経験を持って

います. 
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Alexander Candelario 
アドバイザー 

Alexanderは退職したMarine Officerであり、サービスリーダーシップの概念を理解し、財務

プロセスを複雑に理解している大手会計会社の元パートナーです。 Intiva Heathのマーケティ

ング、セールス、製品開発、管理などのすべての部門にアドバイスしています。 アレクサンダー

は学部を持っています 

テキサスA＆M大学の経営学修士号（MBA）を取得しています。



Ethereum、Hyperledgerが含まれます。 

製品開発チーム 説明

Miles Roty  サ

ービス＆サポート担当バイ

スプレジデント 

Miles Rotyの専門的な経験は、テクノロジーセクターでのビジネス開発とアカウント管

理、ソリューション/タレントの識別と配信において25年以上を重視しています。 

1990年代初頭、ニューヨーク市の市場に集中して、テクノロジーサービスの提供と人材

派遣を開始しました。  

1997年後半にスタートアップ技術サービスと人材派遣会社を共同設立したことで、彼

のビジネス開発とサービス提供のアウトリーチは大部分の米国の主要市場に拡大さ

れ、より戦略的なITの役割とイニシアチブに移行しました。 

Miles氏は2011年にTxMQに加盟し、顧客基盤の拡大に対応したテクノロジーサービ

スの提供を拡大し、ビジネス開発、アカウント管理、運用、サービスの提供を通じて同

社の成長を加速させました。 Milesは、分散元帳およびコグニティブ/ AIソリューション

を含む新興テクノロジを採用している顧客をサポートするのに役立ちます。 

Craig Drabik 

テクニカルリード 

raig Drabikは20年以上の経験を持つソフトウェアアーキテクト＆エンジニアです。 Craigは正

式にコンピュータサイエンスの教育を受けて、UIとWeb開発に焦点を当てたソフトウェア企業

の成長に伴い、長年にわたり積極的な開発者および技術リーダーとして過ごしました。 クレイ

グ氏は、2014年にKPMGに買収された組織の継続的成長に重要な役割を果たしました。 

彼の在任期間中、Craigは主に大規模企業向けのソリューションを設計し開発しました。 彼

の責任は、ソリューション設計、完全なソフトウェア開発ライフサイクルの管理、納入とサポー

トを含んでいました。 

2017年、Craigはチームリードとして特定され、ブロックチェーンと分散型元帳アプリケーション

に特化した技術革新チームを率いています。 現在のプラットフォームには、Hashgraph、
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Andrew J. Chapin CEO, 

benjaCoin 著者, 

 Art of the ICO 

アドバイザー、 
各種トークンプロジェクト 

Andrewは、benjaCoin暗号トークンの商品広告プラットフォームとオペレーターであるBENJAの共

同創設者兼CEOです。 Chapin Labsを通じて、AndrewはETHLendとBestMetaを含むブロック

チェーンと暗号侵害のいくつかのプロジェクトをアドバイスしました。 以前は、Feathrの事業開発

担当副社長として収入と成長を調整し、MicrosoftとColor Labsの営業、マーケティング、ユー

ザー獲得の取り組みを調整していました。 

アドバイザー 説明

Peter Kirby 
Factom Making the World’s Systems 

Honest 設立者& 元CEO 

Factomの共同設立者であるPeter Kirbyは、熟練した起業家です。 Peterは過去15年の成功

を遂げた多数のハイテク企業に過去15年間を費やし、テクノロジ分野におけるビジネス開発とコ

ミュニティベースのマーケティングに関する深い知識を持っています。 彼のベンチャーは、神経学的

補助食品や投資資金調達から商業開発や不動産まで幅広い分野に属しています。 ブロック

チェインスペースと分散型帳票技術のリーダーとして、Peterは数百万ドルの事業をリードし、主要

製品を市場に投入する原動力でした。 Peterはペンシルバニア州ベツレヘムのLehigh大学で生

化学の学位を取得し、その後テキサス州オースティンのActon School of Businessで起業家経

営学（MBA）を取得し、Summa Cum Laudeを卒業しました。 

Carl Buccellato 
Ellie Mae取締役

Carlは1997年12月からEllie Maeの取締役会に就任しました。2008年5月から2012年2月ま

で、Carlは電子商取引会社SavingStreet、LLCの最高執行役員兼ディレクターを務めました。 

Carlは個人投資家であり、2000年6月から2002年5月まで、現在エンジニアリング、技術開

発、製造会社であるEchosphere Technologiesとして知られているUltrastrip Technologies

のコンサルタントを務めました。 Carlは不動産サービス会社であるHomeowners Group、Inc.

の共同設立者であり、1982年から1996年まで社長兼最高経営責任者を務めました。Carl

は様々な業界の複数の役員を務めています。 

Steve Kerr 
Goldman Sachs 

シニアアドバイザー＆CLO（前任） 

Goldman Sachsの顧問であり、マネージングディレクター、Goldmanのチーフラーニングオフィサー

（CLO）の任期は6年です。 ゴールドマンに入社する前は、ゼネラルエレクトリック（GE）

CLOとコーポレートリーダーシップ開発担当バイスプレジデントを務め、ジャックウェルチと緊密に

協力し、クロトンビルのGEの有力リーダーシップ教育センターを率いていました。 

スティーブはまた、オハイオ州立大学、ミシガン大学、南カリフォルニア大学のビジネススクールの

教員を務めていました。そこでは、教授および博士課程の学長を務めました。 プログラム。 彼

は6冊の本と80誌以上のジャーナル記事を執筆または共同執筆しています。 

スティーブは、ハーバード・ビジネス・パブリッシング、モトリー・フール、マイアミ子供病院財団の取締

役会のメンバーであり、ペンシルバニア大学のリーダーシップとフォーブス経営学のプログラムの諮問

委員会に就いています。 

Chuck Fried 

TxMQ社長兼CEO 

チャック・フライドはブロガー/ライター、熱心なトライアスロン、10人の父親で、1人の孫がいま

す。チャックの最初の事業への進出は、フィラデルフィアでコンピューターメーカーを立ち上げること

でした。そこから、彼はドットコム時代の初期のクラウドプロバイダーに成長した会社を設立しま

した。その後、多くの企業がこの日の壮大な方法で飛び出しました。 2000年に、彼はTxMQ

の創業者によって、新たに形成されたクラウドホスティング事業部門を率いて雇用されました。

数年のうちに、チャックは会社のパートナーに招待され、最終的には2005年に唯一のオーナーに

なりました。 

TxMQは、ミドルウェア、データアーキテクチャ、クラウド統合、ブロックチェーンおよびハッシュグラ

フプロジェクト、計画およびコンサルティングプロセスの改善、およびアウトソーシングを含む幅広

い業界の中堅および大規模顧客を中心に米国とカナダの両方で活躍しています。同社には

Salesforceの実践だけでなく、管理されたサービスプラクティスがあり、企業のシステムをより効

果的に管理することができます。 
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問い合わせ先 

オファリングの完了前に、当社は、投資家および購入者の代理人および顧問（もしあれば）が、本オ

ファリングの条件に関する質問をし、回答を得る機会を各将来の投資家および購入者に提供し、 将

来の投資家に提供された情報の正確性を確認するために必要な不当な努力や費用なしに、当社が

所有または取得する追加情報を提供します。 他の人物は、本オファリングに関する情報の提供または

表明をする権限を与えられておらず、与えられた場合には、そのような他の情報または表明は信頼に

値せず、 オファリングについて問い合わせる予定の投資家または購入者は、次の場所で当社に連絡す

ることができます。 

Garry McIntosh, Chief Operating Officer

1701 Directors Boulevard 

Suite 110 

Austin, Texas 78744 

E-mail: garry@intivatoken.com

Phone: (844) 413-2602
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HP5.0 
資格情報ドキュメントを取得 

HASH3.0 
評判

補遺 A 

Intiva Health Credential Document ライフサイクル 

IHP0.1 

Intiva Health 

Platform到着 

IHP1.0 
LMP 

IHP3.1 
個人文書をアップロード 

IHP6.1 
個人用ドキュメントを表示 

API1.0 
ドキュメントを投稿 

API2.0 
ドキュメントの取得 

API1.0 
個人用文書を 保管 

HASH2.0 
個人用ドキュメントを取得 

IHP5.1 
個人用ドキュメントを取得 

IHP3.2 
資格情報パッケージを作

成 

HASH1.2 
資格情報パッケージ保管 

HASH1.0 

資格情報パッケージの保存 

IHP1.2 
任意のユーザー

許可され

たアクセ

ス？

はい 

IHP3.0 
資格情報ドキュメントをアップロード 

IHP6.0 

資格情報ドキュメントを表示 

いいえ 

IHP1.3 

IHP2.0 or IHP4.0に

よりアクセスが確認さ

れたユーザー 

アクセス

が切れまし

たか？

はい 

API1.1 
資格情報パッケージを送信する 

API2.1 

資格情報パッケージを取得 

HASH2.1 
資格情報文書を取得 

HASH2.0 
資格情パッケージを取得 

いいえ 

アクセス拒否

Intiva Health プラットフォーム Integration Layer/統合レイヤー Hashgraph プラットフォーム 

IHP2.0 

アクセス許可 

IHP4.0 

ワンタイムシェア 

IHP1.1 
FMG 
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補遺 B 

ReadyDoc™ 

ドキュメントはIntiva Health Platformに格納されません。.Hashgraphのみで保存されます。 

LMP1はドキュメントとメタデー

タを読み込みます 

FMG1は、LMP1の資格情報

パッケージの特権（DoP）を読

み込みます 

LMP1はドキュメントとメタデー

タを読み込みます 

LMP1はドキュメントとメタデー

タを読み込みます l 

FMG2は、LMP1の資格情報

パッケージの特権（DoP）を読

み込みます 

格納する各ドキュメントのハッシュ 資格情報パッケージCRE10用

のハッシュを作成する 

格納する各ドキュメントのハッシュ 格納する各ドキュメントのハッシュ
資格情報パッケージCRE11用

のハッシュを作成する 

DEA1 
DEA2 

SML1 

PHD1 

DEA1 

SML1 

PHD1

DEA3 DEA3 

SML2 SML2 

PHD1 

ドキュメントのすべての「バージョン」はハッシュグラフにとどまります。 資格情報パッケージはある時点になります。 

DoPをロードし、資格情報パ

ッケージ用のLMP1ドキュメン

トのハッシュを取得します。 

ドキュメントとメタデータを

Hashgraphにロードする 

ドキュメントとメタデータを

Hashgraphにロードする 

DoPをロードし、資格情報パッケー

ジ用のLMP1ドキュメントのハッシュ

を取得します。 

ドキュメントとメタデータを

Hashgraphにロードする 

R
es

t A
PI

/レ
ス
ト

A
P

I
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認定された医療専門家（LMP）が施設で業務することを認可するために、多数の施設（FMG）が時間を置いて資格書類を引き続き使用しているため、これ

らの文書の真正性と信頼性の「評判」が高まります。 

1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 

FMG1が資格情報パッ

ケージを作成する

FMG2が資格情報パッ

ケージを作成する
FMG3が資格情報パッ

ケージを作成する

FMG4が資格情報パッケージ

を作成する 

DoPをロードし、資格情報パッケ

ージのLMPドキュメントを取得す

る

DoPをロードし、資格情報パッケ

ージのLMPドキュメントを取得す

る

DoPをロードし、資格情報パッケ

ージのLMPドキュメントを取得す

る

DoPをロードし、資格情報パッケ

ージのLMPドキュメントを取得す

る

資格情報パッケージ用の 

ハッシュを作成する

DEA4 

SML5 

PHD1 

資格情報パッケージ用の 

ハッシュを作成する

DEA3 

SML4 

PHD1 

資格情報パッケージ用の 

ハッシュを作成する

DEA3 

SML2 

PHD1 

資格情報パッケージ用の 

ハッシュを作成する

DEA1 

SML1 

PHD1 H
as

hg
ra

ph
 プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
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te
gr
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n 
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合
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補遺 B 

ReadyDoc™ 



補遺 C 

フラグメンテーション

ハッシュグラフとSSLだけがノードに入る

単一ノード

文書の断

レスト 

プラットフォーム ステート

Block Cache 

レスト

API 
断片化した

文書 

Hashgraph 

片を保持す

る 

レスト: レスト API

プラットフォーム: 他のすべてのノードにトランザクションを送信
します。 부품: コンセンサス後の取引履歴を保持

ステート: ノードの状態（まだ決定されている）

キャッシュ: 状態が満杯になった後、 「状態」を保持する

ドキュメントフラグメントはランダムノードに配置されます 

2つのコピーが各文書断片から作成

され、2つの異なるノードに配置されま

す 

APIは、各ノードに文書

HGT123があるかどうかを

尋ねる? 

各ノードからの応答 

ドキュメント

の取得 ドキュメントの

再構築 

node 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

fragment 

F,C 

D 

B,E 

C 

E,F 

A,D 

- 

B 

A 

レスト

API 
ドキュメント 

HGT123 

D 6 

A 

E 5 

F 

E 3 

B 

F 1 

C 

D 2 

C 4 

7 B 8 
A 9 

ドキュメント

HGT123 

42



補遺 D 

ロードマップとマイルストーン（過去）

5/1/17 

8/1/17 

11/1/17 

5/10 

セーフ

8/17 

Intiva キャリア 

11/1 

CME 

1/1/18 1/1 

アラート 

2/1/18 

2/4 

CV ビルダ 

2/8–2/20 

Intiva-Hashgraph: デザイン 

技術およびビジネス要件移行戦略 

3/1/18 

3/9 

NTVA アナウンスメン

ト 2/21–4/17 

Intiva-Hashgraph: 開発 
過去 
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Intiva with 

Hashgraph

プラットフォーム

NTVA 提供
シェア提供

記号 



補遺 D 

ロードマップとマイルストーン（未来）

4/1/18 4/1 

Intiva Connect™ 

今後の予定 

5/1/18 

4/19-5/20 

NTVAプライベート＆前売り 

Intiva Token, Inc. シェア プライベート＆プレセール 

4/18-5/15 

Intiva-Hashgraph: 統合とエンドツーエンドのテスト

5/15 

FMG レビュー 

6/1/18 

5/21-6/17 

NTVAセール 

Intiva Token, Inc. シェア セール 6/1

 

5/16-7/3 

Intiva-Hashgraph: パイロット (ReadyDoc™) 

7/1/18 7/1 

NTVA: 発行 

7/5-7/25 

Intiva-Hashgraph: 製造 (ReadyDoc™) 

8/1/18 8/1 

Intiva LMPトークンを使用可能 

8/1 

マーケットプレイス

Intiva Protect 

10/1/18 10/1 

iGo HD™ 統合 

1/30/19 

未来 

1/30 

患者の負担ソリューション

グローバルおよびマルチインダストリーの拡大

ここに記載されているすべての日付は、当社が現在利用可能な情報に基づく見積りであり、将来の投資家または購入者に

予告なしに変更される可能性があります. 

CV サーチ 
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補遺 E 

トークン 発行プラン

一般市民 凍結 

ユーザー 凍結 

ユーザーの購

入 

凍結 使用/販売 凍結 

ユーザーイ

ンセンティブ 開

発 
シェアトークンセール

報酬プール 

プラットフォ

ームエスク

ロー

シェアトークンプ

リセール

認可された

Token 

一部の取引で使用されているNTVAの0.5％~2％は、最大5年間凍結されます。 凍結期間の後、これらのNTVAはトークン

イベント報酬を継続するためにユーザーに再配布されます。

時
間
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補遺 F 

トークン イベント

プラットフォーム上のアクティビティは、以下の方法でLMPにインセンティブを与える。 

資格証明の有効期限の

アラートを設定する

CME / CEコースを探す 
オンラインCME / CE

コースに参加

同僚をIntiva Health 

Platformに紹介 

= トークンイベント 

トークンイベント - NTVAの報酬をもたらす活動

資格情報文書をロード

する

FMG管理者

を委任して資

格情報を管理

する

ジョブの検索と適用
電子メールで資格

情報を共有

医療過誤保

険を購入

請求アカウント

患者やオーダーラボとの

コミュニケーション
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補遺 F 

トークン イベント

同様に、FMGおよび主要パートナーは、以下の方法でプラットフォームに積極的に参加するようにイ

ンセンティブを与えられます。

トークンイベント– NTVAの報酬をもたらす活動

PHAに割り当て

られたプロバイ

ダーを管理 

資格情報の有効

期限のアラート

を設定 

FMGアカウントを

設定 

FMGの管理者を

管理 

プロバイダーの

資格情報を読み

込み 

期限切れの資格情

報のプロバイダリ

マインダーを送信

新しい仕事を

投稿 

ジョブのLMP 

CVを検索 

LMPと接続 

CVを保存 
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トークンイベント

トークンイベント – NTVAの報酬をもたらす活動

キーパートナー

として参加する

慈善団体に寄付 

インセンティブ

参加 

アラートの配置

問題に投票する 

紹介 

= トークンイベント 
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トークン イベント

次の表の「現場の時間と活動」にリストされている活動のために獲得されたNTVAには、現場での時間

と繰り返しの活動がさらに増えます。次の表の「参加」の下にリストされている活動のために獲得された

NTVAには、アクティビティ量または活動量がさらに掛けられます。 

トークンイベント – NTVAの報酬をもたらす活動

現場でのタイム＆アクティビティ

資格情報を読込 施設のレビュー 株式資格情報 仕事の検索と適用

ユーザーがこれらのアクティビティに参加する回数
= トークン
イベント 

CMEオンラインコー

スの提供

インセンティブ支払および

大使の活動

同僚/相談を参照 
仕事のLMP CVを検

索

FMG 
サイト上の時間

患者とのコミュニケーショ

ン
新しい仕事を投稿

LMP 
サイト上の時間

ラボに注文
資格証明の有効期限のアラート

を設定

活動とブログ
事

寄付する を提供

票

チャリティーに ユーザーにインセンティブ

紹介主要パートナーアラートの位置づけ

問題への投貢献による評判
公開された記ソーシャルメディアの

LMPへの 手数料 
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