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InterSystems HealthShare: 
健全な成果を得るための健全なデータ 
相互運用性プラットフォームは、より適切な情報に基づく意思決定を行うために

データを収集し、業務の効率化を支援すると考えられているでしょう。しかし、特に

分断された医療システムでは、より複雑な現実の課題に直面し、このシンプルな

ニーズが実現できないことがよくあります。データの項目名の付け方やフォーマッ

トの違い、不足しているデータ要素や値、重複、その他の障害が、利用可能な相

互運用性の実現を妨げています。データを単純に集約すると、信頼できない「不

健全」な情報を含む患者記録が生成されます。また、そのデータが、保険者、医療

従事者、社会福祉事業組織と共有されると、ケアのエクスペリエンス全体に影響

が生じます。 

クリーンで健全なデータにつながる真の相互運用性 

InterSystems HealthShare® は、業界で定評のあるデータの集約、正規化、重複

排除、ケア管理の機能を提供して、このような障害を克服します。HealthShare 
は 、 最 新 バ ー ジ ョ ン の  HL7® FHIR® (Fast Healthcare Interoperability 
Resources) など、すべての主要な国内および国際的な相互運用性標準をサ

ポートしています。InterSystems IRIS for Health™ Data Platform を中核とする 
HealthShare では、個人ごとにクリーンで健全な包括的データを保存する長期的

な統合診療記録が作成されます。健全なデータは、医療従事者が臨床上の意思

決定とケアの調整のために信頼する情報であり、医療のデジタル変革を実現する

貴重なリソースです。 

 

HealthShare と統合医療健康記録の健全なデータによって、以下が可能になり

ます。 

• 分散した医療システムの統合 

• 組織内および複数の組織間での切れ目のない協調 

• ケア提供の効率化 

• 分析、機械学習、AI による全体像の把握 

• 組織のイノベーションと進展 

 

分散した医療システムの統合 
HealthShare は、医療組織が分散したデータの課題を克服するために役立ちま

す。統合診療記録のクリーンなデータにより、分析アプリケーション、HL7 FHIR® 
アプリケーション、機械学習、AI システムから提供される新たな洞察の情報源が

強化されます。このデータはほぼリアルタイムに更新されるため、確実に、常に完

全かつ最新の情報を使用して業務を進めることができます。 

 

適切なときに 
適切な情報を提供 
 
「私たちにとって  HealthShare の
重要なポイントは、一元化された医

療記録を構築し、その情報を臨床医

のワークフローに統合できることで

す。これにより、臨床医がどの EMR 
(電子医療記録) を使用していても、

適切なときに適切な情報を提供でき

ます。」 
 
Jim Heiman 氏、Northwell Health、
臨床情報システム・医療情報交換担
当ディレクタ、および相互運用性担当
エンタープライズ アーキテクト 
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米国内でインターシステムズのテクノロジは以下を 
接続しています。 

 

全米の 26% の病院と 

全病床数の 58% を支援  
 

 
2,300 の EHR インスタンスと 

8,300 以上のその他の臨床情報システム 

 
地域情報ネットワークを通じた 9,000 万人の 
患者記録 

既存の投資の拡大 

HealthShare は、EHR (電子健康記録) とその他の医療 IT に対してすでに行っ

た投資を拡大および拡充し、新たなビジネス関係と統合ケアモデルを追求するた

めの強力な基盤となります。その他のユース ケースは以下のとおりです。 

• チームによるコミュニティ ケアの提供を調整および最適化 

• 従来の臨床データのアーカイブ 

• 請求と臨床データを健康の社会的決定要因情報と結び付け、ケア管理と集団

の健康イニシアチブを最適化 

 

組織内および複数の組織間での 
切れ目のない協調 
HealthShare は、既存の臨床アプリケーションとビジネス アプリケーションにコ

ミュニティ全体のデータと洞察を提供し、リアルタイムの通知を送信してタイムリー

なアクションを促します。これらの拡張ワークフローは、統合診療記録の共有デー

タを中心として医療従事者をつなぎ、協働的な医療およびケアのプロセスを推進し

ます。HealthShare によって、以下のことが可能になります。 

• 共通のケアプランに関して保険者、医療従事者、患者間で調整を図る 

• ACO、MCO、患者中心のメディカルホーム、臨床統合ネットワーク (CIN)、そ
の他のチームによるケア提供モデルなど、ガバナンス体制にかかわらず、まと

まりのある仮想チームを結成する 

 
 

優れたデータにより 
より高度な分析が可能に 
 
「HealthShare は、米国の医療情

報交換システム (HIE) の構築を進

めて全米のその他の HIE や EHR 
と接続するための十分な柔軟性を備

えた医療業界に最適なシステムで

す。また、そのコアテクノロジによって

データが小さな構成要素に分割され

るため、HealthShare は、異なる集

約レベルでデータを再構成する広範

な機能を備えており、さまざまな分析

目的に利用できます。」 
 
InterSystems HealthShare のお客
様、Gartner Peer Insights、2019 
年 9 月 

https://www.gartner.com/reviews/market/data-and-analytics-others/vendor/intersystems/product/healthshare/review/view/1036320
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HealthShare を使用しない場合、データの 35% を喪失 

 

Providence Saint Joseph Health (PSJH) の 11 万 
9,000人の医師は、7つの州にわたって 900 万人の住

民にサービスを提供しています。 

 

カリフォルニア州では、 PSJH High Performance 
Network により、扱っている外来臨床データの 35% 
が HealthShare を通じて PSJH の外部から入手さ

れたことが判明しました。 

 

HealthShare がなければ、価値に基づくケアの取り組

みに参加している医師は、成果を挙げるために必要な

臨床外来データの 3 分の 1 以上を失います。「すべ

てのデータが利用できない場合、組織のパフォーマン

スを改善するのは現実には困難です」と PSJH の医

療情報交換・相互運用性担当エグゼクティブ ディレクタ

である Theo Siagian 氏は述べています。 

 

ケア提供の効率化 
HealthShare はリアルタイムに EHR およびその他のシステムと連携して、包括

的な医療データを収集し、臨床医の慣れたワークフローにそのデータを提供しま

す。これにより、完全かつ正確な情報に基づく意思決定から生まれる安心感を医

療従事者と患者に提供します。 

盲点の排除 

HealthShare は、ケアの溝を解消するためにも役立ちます。これは、イベントが発

生したとき (高齢の患者がナーシング ホームから病院に移送される場合など) だ
けでなく、イベントが発生しなかったとき (患者が次の予約時間に来院しなかった

場合など) にも、医療従事者と患者に対してアラートを発行することができます。 

 

 再入院コストを 300% 削減 

 

「当施設は、医療従事者が価値に基づくケアに積極的

に取り組めるよう支援し、8,500 人の患者に対する電話

と追跡調査を減らして作業量とコストを削減することが

できました。 

 
また、退院後の追跡調査を 150% 増やし、再入院コス

トを 300% 削減しました… 

 

当施設では、週に 5 ～ 40 時間、平均して週に約 20 
時間、業務が削減されました。」 
InterSystems HealthShare のお客様、KLAS Research、2019 年
相互運用性プラットフォーム レポート 
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分析、機械学習、AI による 
全体像の把握 

今日利用できるビジネス情報、臨床情報、ソーシャル情報の

量は、意思決定を改善するために情報を利用する私たちの能

力を超えています。情報の価値を最大にするため、臨床医と

ケア マネージャは、最新の分析、機械学習、AI のアプリケー

ションを活用する必要があります。しかし、クリーンなデータが

なければ、これらのアプリケーションは信頼性の高い結果を提

供できません。 

HealthShare の統合医療健康記録から健全なデータを提供し、必要な結果と洞

察を得ることができます。 

HealthShare は、以下を通じてデータが利用可能です。 

• HealthShare のネイティブ API（アプリケーション プログラミング インター

フェース ) 

• FHIR、SQL、Apache Spark などの業界標準 API 

• Apache Spark、あるいは Tableau、PowerBI、その他類似アプリケーションへ

の SQL 接続 

• C-CDA または FHIR など、利用可能なフォーマットでのアプリケーションへの

問合せ 

• InterSystems IRIS for Health Data Platform で開発するアプリケーションに合

わせたカスタム フォーマット 

 

健全なデータと HealthShare 独自の堅牢な分析の組み合わせによって、以下の

ようなユースケースをサポートできます。 

• 危険な状態にあるメンバーの管理を向上させ、さらに優れたケアコーディネー

ションを提供するための臨床ダッシュボード 

• イベントおよび時間に基づいた臨床通知による、ケアのギャップの解消 

• コミュニティ規模のケア管理、レジストリ、集団健康管理のための患者の自動的

な識別 

• 集団および個人の重要な健康トレンドの検出 

• 救急サービスまたは病床数調査など、リソース利用のモニタリングと評価 

 

 

パフォーマンス指標が 20 ～ 40% 向上 

シカゴ郊外の臨床統合ネットワークである Rush Health 
は、現在 HealthShare 内にあるデータを活用するだけ

で、目標パフォーマンス指標が 20 ～ 40% 向上する

と予測しています。 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

より明るい未来へ組織を導く 
イノベーション 
HealthShare を使用して、将来のケアに対する基盤を築いてください。合併およ

びパートナーシップ、さらにナレッジディスカバリ、遠隔医療、その他の臨床プロセ

スを再設計する取り組みでは、HealthShare の統合医療健康記録が包括的な正

規化データを提供することができ、以下のようなメリットが生じます。 

• 合併、パートナーシップ、その他の提携から価値を生み出すまでの期間が短縮

され、すべての関連情報の可視化される 

• リアルタイム分析によってプロセスの変革に必要な能力を得る 

• 有効性や市販後調査関する現実世界のエビデンスについて、HealthShare か
らのクリーンなデータが得られ、新たな診断および治療法の開発に貢献する 

 

 

イノベーションの基盤 
「ごく短期間に明確になった点は、当社が目標に合わ

せて拡張できるテクノロジ インフラストラクチャを必要

としていたということです。インターシステムズは最高の

パートナーであり、拡張性、信頼性、共同のミッションを

提供してくれました…。おかげで、将来、迅速に拡張可

能なイノベーションと、価値に基づくケアを実現し、コ

ミュニティと家族の健康を向上を約束してくれます。」 
Claudia Williams 氏、Manifest MedEx、CEO 
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業界で最上位のカスタマサポート組織 
問い合わせを頂くほとんどのお客様は、困難な課題に直面し、成功に導くための

新しい原動力を必要とされています。インターシステムズの長期的なパートナーと

して、当社の優れたテクノロジ、人材、ビジネスプラクティスをご体験ください。お客

様の成功に注力致します。 

インターシステムズは、2019 年と 2020 年に連続して、Gartner Peer Insights 
オペレーショナル データベース管理システム部門の「Customer's Choice」に選

ばれました。このテクノロジは、HealthShare の中核にあるものと同じです。イン

ターシステムズは、2020 年 8 月 11 日時点で、Gartner Peer Insights のオ

ペレーショナル データベース管理システム部門において、70 件のレビューによ

り 5 点満点で 4.7 点という高得点を獲得しました。Peer Insights の回答者に

よる匿名のレビューには、次のように記載されていました。「インターシステムズは、

私が 25 年のキャリアにおいて取引した中で最高のベンダーです。そのサポート

体制は常に整っており、高度に組織化され、応答が早く、高い能力を備えていま

す。」 

 

 

91/100 の支持率 
InterSystems HealthShare は、KLAS Research の
「相互運用性プラットフォーム」レポートで  2019 年と 
2020 年にカテゴリ  リーダーに指名され、カスタマ 
フィードバックに基づいて 100 ポイント中 91 ポイント

のきわめて高い支持率を獲得しました。  
 

次のステップ 
実証済みのテクノロジとベンダーへの信頼は、新たなソリューションをうまく利用し

て組織を発展させるために不可欠です。HealthShare とインターシステムズがこ

の両方を実現する方法については、当社にお問い合わせください。 

より価値のある、持続可能なケアへの変革を推進する方法についても、ご相談く

ださい。 

InterSystems.com/jp/contact までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gartner Peer Insights Customers' Choice は、個々のエンドユーザのレビュー、レーティング、および実

証メソッド (documented methodology) により抽出されたデータが主観的な意見として集約されたもので

あり、Gartner またはその関連会社による見解あるいは推薦を表すものではありません。 



 

  

1 Gartner Peer Insights は、個々の体験に基づいたエンドユーザのレビューを集約したものであり、ガートナーまたはその関連会社による見解を表すもので

はありません。 

© 2020 InterSystems Corporation. All rights reserved. InterSystems HealthShare, and IRIS for Health are trademarks of InterSystems Corporation. 
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