
ヘルスケア業界のエグゼクティブを対象
とした最新の調査によって、アナリティ
クスと意思決定においては未だにデータ

に根本的な問題があることが判明 

不良データ、不良
アナリティクス、
不適切な意思決定
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全米の医療機関（HCO）は、アナリティクスへの投資
を最優先事項として実施しています。しかし、基礎とな
るデータが不良であれば、良いインサイトが得られるは
ずはありません。

ヘルスケアコンサルタント会社であるSage Growth 

Partnersが、革新的なデータシステムの世界的リーダー
であるInterSystemsの委託を受けて、医療業界の100

人のエグゼクティブを対象に実施した最新の調査による
と、リーダーたちは、臨床およびビジネス上の意思決定

をタイムリーに行うために必要なデータの収集、正規
化、分析、使用において、多くの課題に直面し続けてい
ることが明らかになりました。電子データが広く普及し
ているにもかかわらず、ほとんどのエグゼクティブは、
優れたアナリティクスを推進し、戦略的優先事項を満た
すために信頼できるデータが不足していると述べていま
す。また、調査回答者の半数以上が、これらの問題は意
思決定能力、ケアにおけるギャップの特定、収益サイク
ルの最適化、品質指標の達成にマイナスの影響を与える
と回答しています。

エグゼクティブサマリー

主な調査結果 

80%が、組織全体にわたって 
高品質のデータを作成・共有す
ることが、今後12か月のアナリ
ティクスの戦略的優先事項の1 
つであると回答し、今後36か 
月の期間については、84%に 
上ります。 

85%が、リアルタイムかつ調
和のとれたデータは、主要な
ステークホルダーが十分な情
報を得た上で経営上の意思決
定を行うために不可欠である
と回答しています。

半数以上が、不良データは深 
刻な結果を招き、意思決定が 
効果的でないまたは遅い 

（53%）、さらにケアにおけ
るギャップを特定できない状
況になる（50%）と答えてい
ます。

51%が、データ統合と相互運用
性が、データアナリティクスに
関する戦略的優先事項を達成す
る上で最大の障壁であると回答
しています。

しかし、データを完全に信頼 
している組織はわずか20% 

（64%がある程度信頼できる
と回答）にすぎません。

85%の組織が、より広範な
戦略目標を達成する上で、
アナリティクスの優先事項
とすることが必須であると
考えています。 
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リーダーは、優れたデータとアナリティクスを、戦略的優先事項を達成
する上での基礎として捉えていることが分かります。

「当社のCEOさえも、現代の医療業界のリー 
ダーたちはデータと分析ツールに非常に慣れてい
ることを期待していると話しています。そして 
このことは、リーダーに対する新しい期待とし 

て設定されています」
―中西部にある大規模な医療研究センターのCIO

データアナリティク
スチーム自体以外で
は、意思決定のため
のアナリティクスの
トップユーザーは最
高経営陣、いわゆる

C-Suite（68%） 
であり、次いで部門 
長（60%）、学者/
研究者（58%）、管
理者（55%）の順と

なっています。

のエグゼクティブ
が、より広範な戦略
目標/戦略上の最優

先課題の達成に、ア
ナリティクスが不可
欠であると述べてい

ます。

が、主要なステーク
ホルダーにとってリ
アルタイムかつ調和
のとれたデータは、
情報に基づいた経営
上の意思決定を行う
ために不可欠である

と述べています。

貴医療システムにおいて、全体的なアナリティクスの優先順位は、より広範な戦略的優先順位の 
どこに当てはまりますか？（n=100）

0%
組織の上位5つの優先

事項に入っている
当組織のすべての目

標の根本的基盤と 
なっている

他の優先事項に比べ
れば二次的なもの

である

より広範な戦略的優
先事項には組み込ん

でいない

10%

20%

30%

40%

49%

36%

11%

4%

50%

貴組織内の主要なステークホルダーの観点から、情報に基づいた経営上の意思決定を行う上で、 
リアルタイムかつ調和のとれたデータを持つことはどの程度重要ですか？（n=100）

85%

85%

極めて重要

非常に重要

ある程度重要

少しは重要0%

0% 全く重要ではない

29%

56%

15%
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しかし、ほとんどのHCOではアナリティクス能力は十分に成熟してお
らず、多くのHCOは未だに基本的なツールに依存しています。

貴組織のアナリティクスレベルをどのように評価しますか？（n=100）

0%
やや未熟である 成熟はしていないが

未熟でもない
やや成熟している 非常に成熟している

10%

20%

30%

40%

7%

43% 42%

8%

50%

アナリティクス用のデータモデルを使用して、財務および経営上の意思決定をサポートする能力にどの 
程度満足していますか？（n=49）

0%
やや不満 どちらでもない やや満足している 非常に満足している 

10%

20%

30%

40%

4%

16%

59%

20%

50%

60%

70%

が、能力は非常に成
熟していると回答し
ており、その一方で
63%がExcelのよう
なツールをまだ使用
していると答えてい

ます。

に、データモデル構
造が配置されていま
す。また、データモ
デルを有する45%

は、構造化されてい
ないデータをモデル
に取り込むことがで

きません。そのた
め、社内のデータチ
ームまたはサードパ
ーティのベンダーに
依存する必要があり

ます。

が、データモデルが
意思決定をどのよう
にサポートしている
かに非常に満足して

います。

8%
わずか

49%
わずか

20%
わずか
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今後12か月間で、データアナリティクスに関する戦略的優先事項を達成する上で最大
の障壁は何ですか？（n=100）

ほとんどのエグゼクティブは、組織全体で質の高いデータを共有する 
ことを最優先に考えています。そのため多くのHCOにおいて、戦略的
データアナリティクスの目標達成が阻まれる結果を招いています。

37%

36%

36%

34%

27%

39%

データ統合と相互運用性の課題

複数のシステムからのデータの結合または収集

外部システムからのデータの結合また
は収集

アナリティクスデータベースへの一元的なアクセスの欠如

規制要件を満たすことに集中する

人材不足

データイニシアティブを前進させるための資金調達

51%

貴組織では、データに対する信頼度をどのように評価しますか？（n=100）

の回答者が、データ
統合と相互運用性

が、来年の戦略的デ
ータアナリティクス
の目標を達成する上
で最大の障壁である
と回答しています。

組織全体で質の高いデ
ータを作成・共有する
ことは、回答者の短期
的（80%）および長期
的（84%）な戦略的優
先事項であるものの、
データを完全に信頼し
ているのは20%に過ぎ

ません。

HCOにおいて欠落して
いるすべてのデータの
うち、SDOHデータが
最も高い値であると考
えられますが、それを
集計したと回答したの
はわずか17%にすぎま

せん。

が、すべてのデータ
をウェアハウスに集

計しています。

21%
わずか

51%

20%

64%

15%

1%

非常に信用できる

やや信用できる

どちらでもない

やや信用できない

非常に信用できない0%
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データとアナリティクスの問題は、意思決定とパフォーマンスに悪影響
を及ぼしており、財務上の重大な結果をもたらします。

が、不良なデータにより
意思決定能力が低下する
と話しています。また不
良なデータは、ケアにお
けるギャップを特定し、
品質指標を満たし、収益

サイクルを最適化する
能力にも悪影響を与え

ます。

が、意思決定が不適
切、または遅いと財務
上に重大な影響を及ぼ

すと述べています。

回答者の約半数が、デ
ータおよびデータ管理
の課題は、データおよ
びアナリティクスチー
ムに影響を与えると答
えています。これは、
長時間の遅延が生じ、
データのスケーリング

や民主化が困難にな
り、データの分析に時
間がかかるプロセスが

生じるためです。

49%

53%

不良データが、貴組織にもたらす経済的/財務的影響を評価してください。*（n=100）

意思決定が不適切または遅い

タイムリーな意思決定ができない

ケアにおけるギャップを特定できない

質的施策の充足困難

データサイエンティストとアナリスト
による時間損失

収益サイクルのボトルネックにより、
回避可能であるはずの却下と再作業が
生じる

収益サイクルのボトルネックにより、
請求を逃したり、回避可能な却下が
生じる

49%

43%

38%

34%

33%

33%

29%

「よく言われるように、測定されるのは、行われ
たことの結果です。そしてその測定は、有効でな
ければなりません。まず最初に行うのは、データ
を切り離すことです。監査で認められる、防御可
能なデータが必要なのです。そうでないデータは

無視されるだけです」
―南東部の主要なPayvider（ペイヤー兼プロバイダー）のCIO

*不良データがリスト化された課題に対して、組織が「顕著～ある程度」の経済的影響がある
と評価した回答者のパーセントを示しています。
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問題を解決する: 単一のデータ資産 

この調査は、医療データをデジタル化する動きがあるに
もかかわらず、病院や医療システムは、不正確、不適
時、欠落、重複したデータの重みの下で、引き続き苦戦
していることを示しています。回答者の半数において、
戦略的アナリティクスの優先事項を達成するために必要
な相互運用性が欠落しており、その結果、臨床的および
ビジネス上の意思決定に悪影響が出ているのです。

ヘルスケア業界のエグゼクティブが、幅広いデータをタ
イムリーに消化でき、アクセス可能なフォーマットに統
合できる、より優れたソリューションを必要としている
ことは明らかです。信頼できるデータを組織全体に公開
し、さまざまなユーザーが1つの情報源から必要な情報
を得られるようにすることは、HCOが自ら設定した目
標を達成する上で不可欠です。これなしでは、ケアにお
けるギャップを埋め、臨床とビジネスのパフォーマンス
を最適化し、価値を追跡、報告、改善することは、はる
かに困難です。

それでは、これらの問題に対処するために、経営陣はソ
リューションに何を求めているのでしょうか？ 当社の
調査では、回答者は、ヘルスケアデータモデルとデータ
ハーモナイゼーションを使用して、レポート、アナリテ
ィクス、機械学習のために分散データドメインを単一
のデータ資産に収集できる「スマートヘルスケア・デ
ータファブリック」を受け入れようとしています。C-

Suite（最高経営陣）は、このデータのトップユーザー
であり、他のユーザーと並び、独自のニーズに合わせて
このデータにすばやくアクセスする能力を高く評価して
います。堅牢なデータモデルとデータのハーモナイゼー
ションを含むスマートヘルスケア・データファブリック
を持つことは、長きにわたって抱えられているこれらの
課題を解決する魅力的な方法です。

「私は当社の重役たちに、データ
はそこに既にあることを認識し、
その使用方法を知ってもらいたい
のです。私は、リーダーたちにデ
ータの使用方法を理解してもらう
ため『データイネーブルメントチ

ーム』を立ち上げました」
―南東部の主要なPayvider（ペイヤー兼プロバイダー） 

のCIO 

「ビジネスのあらゆる側面をサ 
ポートするには、信頼できる、 
タイムリーかつアクセス可能な 
データを持つことに長けている 

必要があります」
―南東部の主要なPayvider（ペイヤー兼プロバイダー） 

のCIO 「私は特に『データファブリッ
ク』という概念に魅力を覚えま
す。これは、多くの異なるデータ
ソースを『つなぎ合わせる』こと

を示唆しています」 
―中西部にある大規模な医療研究センターのCIO 



当調査について 

Sage Growth Partnersについて 

2021年の夏、Sage Growth Partnersは、250床
以上を有する救急対応病院と医療システムのリー
ダー100人を対象に調査を実施しました。この調査
は、マサチューセッツ州ケンブリッジに拠点を置
くクリエイティブ・データ・テクノロジー・ソリ
ューション企業であるInterSystemsによって委託
されたものです。

回答者の100人のうち、69%がC-suite（最高経営
陣）の一員で、31%が副社長または重役です。 
C-Suite（最高経営陣）の役職の内訳は、以下の円
グラフに示されています。

Sage Growth Partnersは、成長に特化すること
で、B2B、B2B2C、およびB2Cヘルスケア組織の商
業的成功を加速します。同社は、急速に変化する市場
の複雑さの中で、深い専門知識と研究、戦略、マーケ
ティングの統合アプリケーションによって、クライ
アントの繁栄を支援しています。2005年に設立され

たSage Growth Partnersは、メリーランド州ボルチ
モアに拠点を置き、Pyx Health、National Minority 

Health Association、Philips Healthcare、U.S. Renal 

Care、Quest Diagnostics、Livongo、Olive、iN2L

などのクライアントにサービスを提供しています。

www.sage-growth.com
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（経営陣）回答者

CIO
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