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InterSystems IRIS for Health の概要 
InterSystems IRIS for Health™は、医療データから価値を引き出すことに特化し

て設計された世界初で唯一のデータプラットフォームです。 
医療業界の次のブレークスルーアプリケーションの迅速な開発と拡張を支援しま

す。InterSystems IRIS for Health は、次のようなソフトウェア開発者に適していま

す。 

• 素晴らしいアイデアを持ってはいても、そうしたソリューションを実現するのに十

分な速度、信頼性、または拡張性を持つプラットフォームが見つからない 

• 次世代の医療用アプリケーションを開発およびサポートする医療標準に準拠し

たプラットフォームを探している（HL7 FHIR リソースに読み書きする機能など） 

• 継続した医療全般にわたる多様なデータに基づき、機械学習と人工知能による

分析とアプリケーションを使用して、医療を向上させたい 

InterSystems IRIS for Health は、驚異的なスピードと、高度な相互運用性、分析

機能、機械学習テクノロジに加え、医療情報の異なるメッセージング形式の変換

機能が備わっており、これらのニーズに対応します。革新的な医療アプリを迅速に

稼働させて持続可能な価値を提供するための最短のルートを提供します。 

InterSystems IRIS for Health のユースケースには、次のようなものがあります。 

• 異なる標準を使用している複数のソースからのデータを組み込む新しいデジタ

ルヘルスアプリケーションを開発する。 

• 医療機器とEHRとの接続性を確保して、機器のパフォーマンスを追跡して有効

性を測定したり、予測メンテナンスを行ったりできるようにする。 

• 新機能を提供したり既存の機能を強化して、既存の情報システムを刷新する。

たとえば、患者データに基づいて放射線診断アプリケーションの機能を強化す

る。 

• リアルタイムの予測分析とモデリング機能を提供して、臨床試験の認知度を高

め、より多くの被験者を確保できるようにする。 

• 機械学習または人工知能で使用する大量のデータを処理し、リアルタイムの分

析を含むインテリジェントなワークフローを提供する医療情報システムを開発す

る。 



 InterSystems.com/jp/ 

3 

主な機能 
医療情報の相互運用性 

断片化された医療システムでは、データは複数のソースに、さまざまな形式および

標準で保存されています。お客様のソリューションで、こうしたあらゆるデータを活

用できるようにするために、InterSystems IRIS for Health は、医療情報の相互運

用の標準とテンプレートに対応した広範な開発ツールを提供します。たとえば、次

のような標準規格です。 

• FHIR（DSTU2、STU3、R4） 

• HL7 V2 および HL7 V3 

• IHE プロファイル（XDS.b、XCA、PIX、PDQ、MHD など） 

• CDA/C-CDA ドキュメント 

• DICOM 

• X12 

InterSystems IRIS for Health には、最新のデータ表現と従来のデータ表現にお

ける拡張可能な相互データ変換機能が組み込まれています。たとえば、

InterSystems IRIS for Health の組み込みの機能を使用して次のようなことを実

行できます。 

• HL7 V2 メッセージをあるスキーマバージョンから別のバージョンに変換する 

• CDA ドキュメントから HL7 V2 メッセージを生成する 

• CDA ドキュメントの一部を取り出して FHIR リソースに変換する 

FHIR のサポート 

InterSystems IRIS for Health は、FHIR アプリケーションを開発するために必要

な、次のような構成要素を提供します。 

• 標準の FHIR RESTful API をサポートするベース FHIR サーバの実装 

• あらゆるタイプの FHIR リソースをサポートする FHIR リソースリポジトリ 

• クライアント側の操作を処理するための FHIR クライアントコンポーネント 

• FHIR と医療情報の相互運用に関するその他の標準（HL7 V2 や CDA など）と

の間の組み込みデータ変換機能 

• FHIR ベースの IHE プロファイル（PIXm、PDQm、MHD など）のサポート 

InterSystems IRIS for Health の FHIR リポジトリは完全な読み取り/書き込み機

能を提供し、FHIR RESTful API を通じて JSON 形式または XML 形式で FHIR リ

ソースを送受信します。これにより、最新のテクノロジに基づいて構築されたアプリ

ケーションで FHIR データ（新規データと従来のシステムからマッピングされたデー

タの両方）を使用できるようになり、そうしたデータを患者ケア、品質の向上、研究、

その他のユースケースに使用することができます。 
 

InterSystems IRIS for Health の

FHIR リポジトリは完全な読み取り/
書き込み機能を提供します。 
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InterSystems IRIS for Health は、データ変換や HL7 FHIR リソースリポジトリの読み取り/書き込み機

能をはじめとする、継続した医療全般にわたるデータに開発者がアクセスするために必要なすべてのも

のを提供します。 
 

高速のトランザクション処理と分析 

InterSystems IRIS for Health の中核をなすのは、リアルタイムのアプリケーショ

ンをサポートする、実績のあるエンタープライズクラスの分散型ハイブリッドトラン

ザクション/分析処理（HTAP）データベースです。HTAPは、（ACID準拠のトランザ

クションを含む）履歴データとリアルタイムデータに対する大量の分析ワークロード

を同時に処理しながら、トランザクションデータのインジェスチョン、処理、格納を高

速に実行することができます。 

実績のある拡張性 

InterSystems IRIS for Health は、（シャーディングと当社独自のエンタープライズ

キャッシュプロトコルにより）水平方向にも、（並列 SQL クエリにより）垂直方向にも

容易に拡張して、お客様のアプリケーションのニーズを満たすことができます。多

数のユーザが同時に処理を実行する場合や大規模なデータセットを分析する場

合、あるいはその両方に同時に処理しなければならない場合にも、手頃な価格の

ハードウェアを使用して InterSystems IRIS for Health を分散型アーキテクチャに

拡張することができ、総所有コストを削減できます。 

堅牢なセキュリティ 

InterSystems IRIS for Health は、アプリケーションのパフォーマンスに対する負

荷を最小限に抑えながら、強力かつ柔軟で一貫性のある高パフォーマンスのセ

キュリティインフラストラクチャを提供します。このセキュリティアーキテクチャは、

認証、承認、監査、データベース暗号化に基づいています。 

• 認証： インターシステムズでは、2 要素認証をはじめとする複数の認証メカニ

ズムをサポートしています。 

• 承認： 当社のシステム管理ポータルを使用すると、ロールベースおよびアプリ

ケーションベースのリソースアクセス特権を容易に割り当てて管理することがで

きます。 

ドキュメントデータベース 

HL7 V2 
従来のデータソース 

CDA または C-CDA 

FHIR 
リソース 
リポジトリ 

アプリケーション 

CDA または C-CDA 

HL7 V2 & CDA
か
ら

 
FHIR

へ
の
変
換

 

FHIR
か
ら

 
HL7V2 & CDA

へ
の
変
換
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• 監査： インターシステムズの製品では、システムやアプリケーションのすべて

のイベントを追記専用のログに記録しています。そして、このログに対し、SQL
またはレポートツールを使用してクエリを実行することができます。 

• データベース暗号化： InterSystems IRIS for Health は、保存データ（data-at-
rest）と実行データ(data-in-motion)を暗号化します。データベース全体を保護

するために、データをブロックレベルで暗号化します。 

統合開発環境 

InterSystems IRIS for Health には、リアルタイムのデータリッチなソリューション

の開発と保守を簡素化して加速する、コードベースのグラフィカルな統合環境が用

意されています。さまざまなプログラミングモデル、プログラミングインタフェース、

データ形式の、一貫性のある表現が可能です。InterSystems IRIS for Health の

追跡機能によって、アプリケーションで送受信するメッセージの振る舞いの追跡と

確認、デバッグと診断の簡素化、開発コストの削減、市場投入までの時間の短縮

が可能になります。 

豊富な選択肢 

言語のオプション: InterSystems IRIS for Health では、Java、.NET、Python に

対応したネイティブ API をはじめとする、多様な開発言語をサポートしています。

各インタフェースは、プラットフォームのオブジェクトや SQL インタフェースの基盤

となる、多次元ストレージデータ構造に接続します。動的ゲートウェイにより、異な

る言語の呼び出しが高速かつ容易に行えます。 

データモデルのオプション： InterSystems IRIS for Health のマルチモデルアー

キテクチャでは、お客様のアプリケーションでの各タスクに最適なデータモデル（リ

レーショナル、オブジェクト、ダイレクト/ネイティブアクセスなど）を使用できます。各

データモデルには、お客様の選択した言語でアクセスできます。マルチモデルの

機能には、以下のようなものがあります。 

• SQL およびオブジェクトアクセスを実現するための業界標準の API 

• カスタマイズにより最適化されたデータ構造にデータを格納する API 

• 各タスクに最適なデータモデルの使用を可能にする、再利用が可能なデータ

ベース接続 

• お客様が選択した言語（Java､.NET、ObjectScript など）に対応した API 

• 基盤となる一貫した構造によりデータの重複を回避 

ライフサイクル全般にわたる API 管理 

InterSystems API Manager（IAM）により、Web ベースの API との間のトラフィッ

クを監視し、制御することができます。Web ベースのユーザインタフェースと API
呼び出しを使用して構成を行うことで、リモート配備を簡素化できます。お客様の

環境が分散化するにつれ、API トラフィックを適切に制御し、監視することがますま

す重要になってきます。IAM により、一元化されたゲートウェイを通じてすべてのト

ラフィックをルーティングし、API 要求を適切なターゲットノードに転送することがで

きます。 
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これによって、以下のことが可能になります。 

• すべての API トラフィックを中央で監視する 

• 使用中のAPIと、それらのAPI を提供しているサーバのリストを計画、文書化、

更新する 

• 問題を深刻化する前に特定する 

• スループットを抑制して API トラフィックを制御し、許可されているサイズのペイ

ロードを構成し、IP アドレスとドメインのホワイトリストとブラックリストを作成して、

エンドポイントをメンテナンスモードにすばやく変更する 

• 専用のカスタマイズ可能な開発者ポータルからインタラクティブな API ドキュメ

ントを提供して、社内外の開発者を参加させる 

• 中央で API のセキュリティを確保する 

組み込み型のオープンな分析 

InterSystems IRIS for Health は、データ集約型のリアルタイムアプリケーションで

の分散 SQL、ビジネスインテリジェンス、自然言語処理に対する、最先端の組み

込み型分析機能を提供します。Microsoft Power BI などの広範なサードパーティ

ツールや、Apache Spark などのオープンソースの分析パッケージを組み込むこと

ができます。 

SQL 開発者のための AI と機械学習 

InterSystems IntegratedML は、SQL 開発者が機械学習の機能を活用できるよ

うにします。ユーザは、3 つの単純な SQL 文を使用し、データに基づく機械学習モ

デルを作成したりトレーニングしたりすることができます。そして、これらのモデル

を使用して SQL ベースのアプリケーションで未知のデータに対する予測を行うこと

ができます。このターンキー型ツールによって、お客様のデータチームの生産性

が飛躍的に向上し、データサイエンティストが最も複雑な問題にのみ注力できるよ

うになります。データアクセスやモデル配備のことを気にする必要もありません。

InterSystems IRIS for Health は、Apache Spark や KNIME のような一般的な機

械学習環境への接続と、Python または R のコードをアプリケーションやビジネス

プロセスに組み込むための機械学習ツールキットが使用可能です。 

Apache Spark との統合 

Apache Spark は、高パフォーマンスなオープンソースのクラスタコンピューティン

グフレームワークです。Apache Spark では、大規模な分散データセットにおける

高速処理（Apache Hadoop（MapReduce）の 100 倍以上）が可能であり、一般的

なデータ処理、機械学習、統計のアルゴリズムの多くを使用できます。

InterSystems IRIS for Health は、ネイティブ Spark コネクタを介して Apache 
Spark と直接統合されます。そのため、InterSystems IRIS for Health の分散型

配備モデルではクラスタコンピューティングの効率性を最大限に高めることができ

ます。 

ビジネスインテリジェンス 

InterSystems IRIS for Health では、ビジネスインテリジェンス（BI）モデリング、分

析、エンドユーザダッシュボードといった機能が完全に統合された形で提供してい

ます。 
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InterSystems IRIS for Health の BI モデルは、直接トランザクションデータやその

他の必要とされるデータに基づいて作成できます。完全に自動化された同期化オ

プションにより、抽出、変換、読み込みの処理が不要になります。ドラッグアンドド

ロップ方式の分析機能を使用することで、専門知識を持たないユーザでも、あらゆ

るレベルのデータを調べて複雑なクエリを容易に実行できます。InterSystems 
IRIS for Health のダッシュボードでは、ライブビジネスメトリックが表示可能で、他

のユーザに限定された分析オプションが提供されます。 

InterSystems IRIS for Health のビジネスインテリジェンスでは、選択的な Cube 

Build を使用し、それにより、キューブを停止させずに、指標やディメンション（分

析軸）をビルドに追加できます。毎回キューブを再作成する必要がなくなることで、

データセットのサイズによっては数時間から数日におよぶ時間を節約できます。 

予測モデルマークアップ言語のサポート 

InterSystems IRIS for Health では、予測モデルマークアップ言語（PMML）を組

み込みでサポートしており、外部ツールとアプリケーションを使用してデータマイニ

ングと機械学習アルゴリズムにより作成された予測モデルを統合することができ

ます。PMML モデルが InterSystems IRIS for Health に読み込まれると、システ

ムではリアルタイムでモデルを実行するためのネイティブコードが生成されます。

その際、外部ツールは不要で、システム間でのデータの受け渡しによるパフォー

マンスの低下が生じることもありません。IntegratedML と完全に統合されたこの

機能によって、データサイエンティストやその他の専門家が作成した予測モデルを、

InterSystems IRIS for Health のデータ処理パイプラインとビジネスプロセスに

シームレスに統合できます。 

自然言語処理 

InterSystems IRIS for Health は、自然言語テキストの概念とコンテキストを識別

する自然言語処理（NLP）機能を備えています。事前の作業や専門知識は必要あ

りません。この高度な NLP 機能は InterSystems IRIS for Health に組み込まれ

ており、ビジネスプロセスに取り込むことができます。この機能により、組織は文書、

ソーシャルメディア、その他の非構造化データソースからの情報を取り込むことが

できます。 

クラウドプロビジョニングおよびマネージメント 

InterSystems IRIS for Health は、クラウドおよびオンプレミスベースのインフラス

トラクチャにサービスをプロビジョニングおよび配備するためのシンプルで直感的

な手段を提供します。 InterSystems Cloud Manager を使用することで、

InterSystems IRIS for Health は Infrastructure as Code（IaC）、イミュータブルイ

ンフラストラクチャ、アプリケーションのコンテナでの配備といったメリットをもたらし

ます。InterSystems IRIS for Health は、AWS、GCP、Azure、またはプライベート

クラウドプラットフォーム上で動作します。 

InterSystems IRIS for Health を無料でお試しください 

InterSystems IRIS for Health を無料でお試しいただけます。 
https://bit.ly/IHDocker の Docker Hub（容量の制約があります）からダウンロー

ドしてください。 
 
 
 

https://bit.ly/IHDocker
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