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SOA SUITE FOR HEALTHCARE INTEGRATION 
 
基盤となるビジネス手法を推進するよう設計されたテクノロジーに
よって、いかに効率が促進されるのかを理解しない限り、そのテクノ
ロジーを有効に活用することはできません。このことを念頭に置くと、
"医療提供"という概念は、"医療ビジネス"と"医療技術"という 2 つの異
なるカテゴリに分類できるでしょう。テクノロジーは通常、医療にお
いて利害が対立することの多いこれらの 2 つのカテゴリを橋渡しする、
おもな促進要素とみなされています。ここでは、相互運用性がキー
ワードとなります。サイロ化された部門システムと病院システムがコ
ミュニティベースのコラボレーション・プラットフォームに統合され、
市民の長期的な健康管理が治療と同じように重要であると見なされ
始めている時代に、ゆっくりですが確実に入っているためです。 
 
オラクルは、組織が国際社会で規定されている標準および仕様を遵守
しながら、患者中心型医療の質、効率性、および安全性を向上するた
めに必要となるテクノロジーを採用し、シームレスに使用することを
支援する、テクノロジー、アプリケーション、パートナーシップ、お
よび経験を有しています。 

標準ベースの相互運用性と情報交換 

オラクルは、認証および暗号化された情報を信頼できる受信者に直接送信する
ためのシンプルでセキュア、かつスケーラブルな手法を実現する、標準ベース
のソリューションを提供します。Oracle SOA Suite と Healthcare Adapter の使
用によって、オラクルは組織が IHE（Integration the Healthcare Enterprise）な
ど の 業 界 標 準 と イ ニ シ ア チ ブ を 採 用 し て 遵 守 す る こ と を 支 援 し ま す 。
Healthcare Adapter では、HL7 v2 および v3、HIPAA X12（4010/5010）、CCR/CCD
などの標準のドキュメント・プロトコルを使用することで、送信者と受信者が
情報を安全に交換できます。米国市場では、Oracle SOA Suite は、情報交換の
実装において再利用、相互運用性、セキュリティ、および信頼性を促進するた
めに National Information Exchange Model（NIEM）のプロセスをサポートして
います。Oracle SOA Suite はリアルタイムの情報交換を実現し、複数の組織間
でスケーラブルに利用できるため、パンデミック、自然災害、テロ攻撃などの
緊急事態においても医療情報をすばやく送信できます。 

Oracle SOA Suite for Healthcare Integration ソリューションでは、Web ベース
のインタフェースを使用して医療情報ネットワーク内でエンドポイントを作成、
監視できるため、プロバイダ、研究室、薬局、病院、および患者間のローカル・
インタフェースに伴う複雑さ、管理、およびコストを削減できます。Oracle SOA 
Suite for Healthcare Integration により、以下の特性を備えたサービスを実現で
きます。 

• 高い拡張性、再利用性、保守性 

• 疎結合で実装 

• 標準ベースの言語で統合

標準ベースの相互運用性 

おもな機能 

• モジュラー・システムの統合 

• オープンなサービス指向 
アーキテクチャ（SOA） 

• ビジネス・ルールの分離 

• HL7、HIPAA などのプロトコルのサポー
トによる、標準ベースの情報交換 

おもな利点 

• 容易な操作 

• 迅速な価値の創出 

• 低リスク 

• 投資収益率の最大化 

• 単一ベンダーによるアカウンタビリ
ティ 

• 卓越したパフォーマンスとスケーラビ
リティ 
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利点 

SOA Suite for Healthcare Integration は、治療時に医療上の意思決定を行うのに
役立つ適切な情報を提供することで、患者の健康の質を向上できるため、市民
に対して明確なメリットを提供します。医療情報を安全かつ認可された方法で
交換できる効果的なインフラストラクチャを利用することで、病院、研究所、
診療所、その他の機関で治療と情報の連携が向上するため、医療ミスを防止で
きます。非効率性、医療ミス、不適切な重複した治療、および不完全な情報が
排除されるため、医療費を削減できます。 

標準ベースの医療情報交換インフラストラクチャを構築する重要性をさらに強
調するには、年齢や精神状態、病気のために、多くの患者が医療ニーズを管理で
きないことを指摘することが重要です。けがや病気のために、複雑な状況や治療
計画に対する管理能力が低下する場合があります。多くの場合、治療にあたって、
他の施設に治療を移し、それ以降に医療情報も移すことが必要になります。患者
や患者の家族が新しい治療施設に治療上重要な情報を伝えるようにしないと、継
続して治療を受けることが難しくなります。標準ベースの医療情報を電子的に転
送できるシステムを利用すると、治療の継続性やデータ品質が向上します。 

おもな機能 

Healthcare Adapter ウィザード 

Healthcare Adapter ウィザードは、強化された宣言型プログラミング環境を提
供します。この環境を利用することで、開発者は、エンドポイントを作成し、
接続とマッピングを確立して、環境を監視および管理するための医療複合アプ
リケーションを"ドラッグ・アンド・ドロップ"手法で作成できます。 

エンドポイント構成へのユーザー・エクスペリエンスの統合 

SOA Suite for Healthcare Integration では、Web ベースのグラフィカル・ユー
ザー・インタフェースを使用してエンドポイントを構成できます。エンドポイ
ントを構成するには、名前、トランスポート・プロトコル、接続モード、ホス
ト名、およびポートを指定して数回クリックするだけです。各エンドポイント
は、ドキュメント定義を使用して関連付けられます。 

 

図1：エンドポイントの構成 

メッセージ・ライブラリと複合テンプレート 

ドキュメント・エディタを使用すると、HL7、X12、HIPAA、NCPDP、CDR を
含むすべての医療標準メッセージ・タイプに対応する医療メッセージ構造を構
築できます。 
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メッセージ構造ライブラリは、HL7 v2 および v3 用に含まれています。指定の
標準からガイドラインを作成でき、カスタマイズしたガイドラインを使用して
Z セグメントを簡単に追加できます。他の機能には、XSD 形式でのガイドライ
ン・エクスポート機能、分析ウィザードによるデータ・エラーのレビュー機能、
およびサンプル・データによる構造検証機能があります。 

監視用ダッシュボードとレポート 

監視用ダッシュボードおよびレポートは、サービスの質を維持し、メッセージ
をエラーなしで配信するために重要です。ダッシュボード・ツールを使用する
と、対象となる期間の情報が適切に表示されるよう、ユーザーが表示特性を変
更できます。メッセージのステータスを色分けして概要表示でき、メッセージ
ごとに詳細を表示できます。その他の情報として、メッセージ処理率、平均メッ
セージ・サイズ、メッセージの送受信数、エラー数が表示されます。レポート
機能では、レポート構成バーが用意されており、メッセージ・フローをグラフィ
カルに表示できます。メッセージのさまざまなビューを表示でき、実行、アイ
ドル、無効、エラーなどの詳細を含めてエンドポイントのステータス概要を示
すようにレポートを実行できます。 

MapSet およびグラフィカルなマッパー 

医療システムとメッセージ形式の多様性のために、システム間で送受信する際、
メッセージをマップして変換する必要があります。Oracle ドキュメント・エディ
タを使用して MapSet を作成すると、異なるエンドポイントを接続し、各エン
ドポイントで必要となる形式にデータを変換できます。 

MLLP HA および HL7 バッチ処理のサポート 

Oracle SOA Suite for Healthcare Integration は、メッセージの順序付けを含め、
高可用性環境で Minimal Lower Layer Protocol（MLLP）のサポートを提供して
います。HL7 バッチ処理もサポートされているため、1 つのファイルで多数の
メッセージを送信できます。 

まとめ 

SOA Suite Healthcare Integration は、標準ベースの方法で情報を共有するために医
者、病院、研究所、薬局、およびその他の医療機関で必要となる不可欠な機能を提
供するため、医療の質を低コストで向上できます。医療情報交換の標準は完成度が
高く、実装がさらに広がっているため、相互運用可能なインフラストラクチャから
他のメリットも得られる可能性が高いです。これらのメリットが確実に得られるよ
う、オラクルは必要となるテクノロジーを提供および進化させ続けます。 

お問い合わせ 

Oracle SOA Suite for Healthcare Integration について詳しくは、oracle.com をご覧いただくか、+1.800.ORACLE1 まで
お電話でお問い合わせください。 
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