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エグゼクティブ・サマリー

医療およびライフサイエンス企業の多くが、APIエコノ
ミーへの参加を計画しています。取り組みを始めようと
する企業から、その業界で潜在的にどのような使用事例
があるかという質問をよく受けます。このホワイトペー
パーでは以下の目的に焦点を当てます。
•
•
•

•
•

APIイニシアチブに共通した事業の推進力の明確化
API明確化方法論の説明
この方法論を使用した医療とライフサイエンスの事例
の提供
法令要件と業界標準の現状に対する議論
APIイニシアチブを開始するための推奨事項の提供

APIエコノミー戦略を決定し、ロードマップを計画するこ
とにより、次のような大きな利点があります：
•
•

•

•

組織内の共通API（業務サービス）を統合し、標準化する
中央レポジトリと「クレーム履歴のレビュー」などの
全社業務サービスを索引化することで、運用コストを
削減する
社内、社外の関係者が安全かつ迅速に業務サービスに
アクセスすることで、デジタル・プロジェクトを加速
し、サービス提供までの時間を短縮する
新たな付加価値製品やサービスを考案して競争力を高
めるために̶特に業界外の̶パートナーシップ・エコ
システムを明確化する

•

モバイル・マーケットプレイスなど収益化を目的とす
る新たなビジネス・モデルを定義する。つまり、組織
の業務機能を評価してパートナーの業務機能と合わせ
て、さまざまな関連する、ないしは補完するサービス
を提供する

このホワイトペーパーは、業界でのユースケースを学ぶ
ことでAPIイニシアチブを開始したい医療保険会社、医
療提供者、ライフサイエンス業界の業務担当者とIT担当
者を対象としています。

ビジネスAPIとは何でしょうか？

アプリケーション・プログラミング・イン
ターフェイス(API)は昔からある言葉で、あ
るソフトウェア・プログラムがAPI経由で
別のプログラムを呼び出すときの技術的
インターフェイスを説明するのに用いられてきました。
これらのAPIはきわめて複雑なものが多くて、広範な利
用を意図したものではありませんでした。APIを利用し
てプログラムを起動する社内ソフトウェア・プログラム
もあったでしょう。社外のパートナーも利用できたかも
しれませんが、きわめて困難でした。

API

この長年使われてきたAPIの定義は、現在、企業が注目
しているAPIエコノミーとは関係がありません。注目の
的になっているのはビジネスAPIまたはWeb APIと呼ば
れいてるものです (ただし、このような修飾語句が省略
されていることがよくあります)。これらのビジネスAPI
またはWeb APIは、業務アセットに対する理解しやす
いインターフェイス、たとえばお客様の記録、アカウン
ト、商品カタログ、価格、注文などです。
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ビジネスAPIは組織の公開ペルソナで、社内外の一部の開
発者を対象として定義済の資産、データ、サービスを利
用させます。ビジネスAPIは、アプリケーション開発者が
容易に使用、アクセス、理解し、呼び出すことができま
す。ビジネスAPIは企業を拡張し、新しい市場を開拓する
ものなので、アプリケーション開発者は広範な利用を目
的として、アセットを容易に活用し、公開し、統合でき
ます。

•

APIイニシアチブに共通した事業の推進力

成功したAPIイニシアティブを実行している企業は、ス
ピード、チャネル拡大、モノのインターネット(IoT)、ドメ
インの4つの重要な推進力の1つまたは複数に焦点を絞っ
ています。
•

スピード（2スピードIT、バイモーダルITまたはマル
チスピードITとも呼ばれます）：この推進
力は、業務部門とIT部門が異なるスピード
で活動できるようにするものです。基幹シ
ステムとなるSoR (Systems of Record、定型
業務処理システム)に対する従来のIT管理は、一定速度
でしか変更できません。企業の基幹システムを無理に
すばやく変更しようとすると、システム停止やセキュ
リティ上の問題を招く可能性があります。しかし、ビ
ジネスは新しい機会と競争上の脅威に非常に迅速に対
応する必要があります。基幹システムに要求される変
更管理では不可能なほどにスピードを上げなければな
りません。APIを利用することで、基幹システムのアセッ
トをビジネスで利用できるように事前にパッケージ化
して、新たなSoE (Systems of Engagement、協働のため
の情報活用システム) を作り出せます。スピードに対す
る課題が、企業内でAPI利用を促進する一番の推進力に
なる傾向があります。

•
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チャネル拡大：新しい市場に進出し、新規顧客を獲得
するためにAPIを他社、たとえば自組織の
資産を利用して付加価値を生み出せるパー
トナーが利用できるようにします。例え
ば、医療提供者やライフサイエンス企業
は、商品やサービスに関する情報を、患者が自分の症
状に対する潜在的な治療情報を探す可能性のある専門
誌、WebMD、または他のリソースに載せることができ
ます。
IoTまたはデバイス：多くの業界で、デバイスをAPIと
ともに用いて、新しい革新的なソリュー
ションが提供されています。このトレン
ドは以下の3つの方法で生じています：
1. デバイスが、集中治療室にいる患者の状態をモニタ
リングし、特定の状況が発生したときにアクション
を呼び出すデバイスなど、APIコールを介してデー
タを送信します。
2. 医師または他の許可されたユーザーが、投与される
薬剤のレベルを調整するためのコマンドをデバイス
に発行するなど、APIコールを介してコマンドが送
信されます。
3. すべてのデータ・コールでアクションが必要なわけ
ではないため、MQTTなどの他のテクノロジー（テ
レメトリー・デバイス用の大量メッセージング・プ
ロトコルとトランスポート）を使用して、デバイス
は、非APIコールを介してデータを送信します。し
かし、APIは組織内のデータにアクセスして、特定
の状況やイベントを探したり、反応することができ
ます。例えば、高齢の患者から情報を収集するヘル
ス・モニタリング装置は、大量のデータを医療機関
に送信しますが、異常な状況または特定のデータ・
パターンのみがアクションを必要とします。
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ドメイン：通常、ドメインとは、複数事業部にまたがる
活動のことです。それぞれはほとんどの
場合独立して仕事をしていますが、デー
タ共有には利点があります。APIを使用す
ると、制御されたセキュアな方法でデー
タを共有できます。ドメインは物理的な場所として認
識することもできます。クラウドおよびオンプレミ
ス・データセンターなど複数の場所を持つ組織で
は、APIを場所間のデータフローを保護し制御する方法
として使用することがあります。この場合、各地域お
よび各国の仕様に基づく規制やコンプライアンスの制
約について考慮しなければなりません。

組織は、スピードの要件に焦点を当てて開始することがよ
くあります。この領域でまず成功したら、他の推進力に焦
点を当てて対処します。企業が4つのすべての推進力でAPI
により利益を得ることは、珍しいことではありません。

API明確化方法論

ビジネスAPIを明確化しなければならないのは誰でしょう
か？図1は、高レベルの組織構造におけるいくつかの役割
を示しています。いくつかの役割では複数の人が割り当て
られているかもしれませんし、複数の役割に割り当てられ
ている人がいるかもしれない点に注意してください。

ビジネス・
ドメインの
オーナー

執行委員会

コアAPIチーム
API製品
マネジャー
（業務部門）
統合と
API開発者
（技術部門）

運用部門

システム
連携の
アーキテクト

社内アプリ
開発者
サービス・
オーナー

図 1。API開発チームのための高レベル組織構造。
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この構造で重要な役割は、API製品マネージャーで
す。APIとAPIイニシアチブの成功はこの役割を担う人次
第です。API製品マネージャーの役割に伴うタスクには次
が含まれます：
•

•
•
•

•

ドメイン所有者と協力して、市場に出すために必要な
ビジネスAPIを特定する
API開発者と協力してAPIの作成を推進する
数値をエグゼクティブに報告する
APIの製品特性（収益化、レート制限、利用者など）を
定義する
対話

優れたAPIの明確化が、APIイニシアチブ（および関連す
るビジネス）の成功を達成する上で最も重要な要素の1つ
です。APIは、API利用者のニーズに焦点を当て、そして
シンプルである必要があります。次の3つの質問を問うこ
とが良いAPIにつながります。
•
•
•

利用者は誰でしょうか？
彼らは何を求めているのでしょうか？
どんな条件で資産を利用させたいと思っていますか？

どの質問も最終的にAPI要求に応答する基幹システムにつ
いては尋ねてもいなければ、言及もしていないことに注
意してください。多くの企業がAPIを間違って定義してい
るのは基幹システムが実現しているものを見て、その前
にAPIを追加しているためです。このやり方ではAPI提供
側のプロセスは単純化されるかもしれませんが、利用者
のニーズには合いません。
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API候補を明確にするときには、API製品マネージャーは
対象としているAPIユーザーを理解する必要があります
(質問1)。2番目の質問はおそらくこれらの3つの中で最も
重要な質問です。利用者が達成したいことを理解できれ
ば、最高のAPIにつながります。API定義が利用者のニー
ズに重点を置いたものであれば、インターフェイスは利用
者にとって有用であり、変更にも対応できる（バージョン
管理）可能性が高くなります。3番目の質問は、APIに関
するポリシーに関連しています。APIを正しく使用するに
はどのようなセキュリティ対策が必要となりますか？強
制されるレート制限はありますか？
これらの3つの質問に答えた後、API製品マネージャーと
API開発者は協力して、APIの定義を繰り返し行う必要が
あります。API開発者は、API用に提案された利用者イン
ターフェイスを利用者が望んだ結果を提供するためだけ
にバックエンドの基幹システムのインターフェイスに、
そしておそらく他の多くのシステムにもマッピングする必
要があります。既存の基幹システムの前面のマイクロサー
ビス層に新規の業務ロジックを追加する必要があるかも
しれません。既存システムが要求に完全に対応できなけ
れば、API開発者は追加コードを書いて、既存環境に業
務ロジックを追加しなければならないかもしれません。

「APIのビジネス：ベストプラクティス 」ホワイ
トペーパーは、組織構造やその他の重要なト
ピックに関する追加情報を提供します。ここか
らダウンロードしてください。
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次に、APIがよく使用される6つのカテゴリと、各分野で
潜在的に有用なAPIを明確化するのに役立つ上の質問を検
討します。
•

•

•

社内開発者（モバイル）
– 自社のモバイル・アプリはどんなデータ、どんな
トランザクションを必要としますか？
– オフィスの場所、料金など、すべてのアプリ・ユー
ザーにとって同一の、一般的データは存在しま
すか？
– クレーム状況など、アプリを通じてアクセスでき
る既存の顧客固有のデータは存在しますか？
– どんなモバイル・デバイスの機能（例、GPSやカ
メラ）がAPIで利用できそうですか？
パートナー
– 現在のパートナー間でどのようなデータとトラン
ザクションが共有できますか？
– パートナーの参入は長く、困難なプロセスですか？
– パートナーがセルフで登録できたらそこに価値は
ありますか？たとえばパートナー数の増加、地理
的な範囲の拡大などにつながりますか？
公開
– 他人が自社のデータ、トランザクションを利用で
きるどんなアプリを書いてくれそうでしょうか？
– 現在、自社のウェブサイトではどのような情報を
提供していますか？
– 競合他社との比較アプリがある場合、選択肢とし
て掲載されることを希望しますか？アプリはどん
なデータを必要としますか？

•

•

•

– 貴社の商品を用いる可能性があるのは他のどんな
業界、プロセスでしょうか？例として、運動や栄
養が含まれます。
– マッシュアップの考察：自社にとって他のどんな
APIが意味があるのか？マッピングは？ソーシャ
ルは？
ソーシャル
– 貴社のシステムはどのようにソーシャル・メディ
アと連携していますか？ソーシャル・メディアで
のトレンドを把握し、アラートを発っしたり、ア
クションを取れますか？
– 貴社のブランドと競合についての洞察を得るため
にソーシャル・メディアを活用できますか？
– 現在の顧客の状況、行動、履歴をソーシャル・メ
ディアでの対話と結びつけるリアルタイム分析を
行うことができますか？
デバイス
– 車、電化製品、センサー、メーターなどのデバイ
スを取り扱っていますか？
– 修理/備品が必要である、ステータス情報を送信す
る、デバイスの動作を制御する、デバイスとエン
タープライズ・システム間の相互作用を可能にす
るなど、デバイスに適用できるシナリオは何でしょ
うか？
– スマート衣服や拡張現実眼鏡のようなウェアラブ
ルなど、次のUI技術をどのように統合することが
できるか？
データと分析
– 顧客についてどのようなデータを収集しますか？
このデータは企業内の多くの利用者に価値があり
ますか？
– 関連性のない業界が興味を持つような市場セグメン
トをデータで特定できますか？
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医療およびライフサイエンス業界における
APIユースケースの明確化
医療およびライフサイエンス業界にAPI明確
化方法論を適用した事例を紹介します。

ライフサイエンスの場合、これには以下が含まれます。
•
•
•
•

社内開発者（モバイル・アプリの開発）
一般情報

一般情報とは、アプリを使用する特定の顧客のニーズに
合わせていない情報です。これには企業の商品が含まれ
る場合があります。
医療保険会社では、以下が含まれます。
•
•
•
•

プラン指定の医者を見つける
専門家を見つける
プラン指定の病院や緊急ケア施設を見つける
プランの補償範囲限度額と免責額の特定

医療従事者にとって、これには以下が含まれます。
•
•
•
•
•

医師または専門家を探す
待ち時間の報告
健康に関するクラスやイベントの情報提供
症状の確認
臨床試験情報の検索
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紙ベースのプロセスを排除
医薬品情報の提供
臨床試験に関する情報の提供
業界の研究内容へのアクセス

カスタム情報とトランザクション

この例では、アプリを使用し、顧客の仕様に合わせてカス
タマイズした情報とトランザクションを提供しています。
これらのAPIには、カスタマイズされた情報を提示する前
にユーザーを識別したり、適切なアクセス・レベルを確
保するのに役立つ追加のセキュリティが必要になりま
す。このカテゴリに適合するAPIは、さまざまなサービス
を網羅しています。医療保険会社にとって、以下が含ま
れます。
•
•
•
•
•

•

IDカードと補償範囲の適格性
クレームの提出とステータス
免責額のステータス
健康的な行動を促進し励ますためのアプリケーション
伝統医学、遠隔医療、ビデオ相談など境界を超えて医
療を拡大するアプリケーション
患者を安価で緊急ではい施設に導くツール
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医療提供者にとって、このカテゴリーのAPIには以下が含
まれます。
•
•
•
•
•
•

請求と支払い
費用の透明化
予約手続き
クラスやイベントへの登録
症状に固有な情報の提供
患者の予後を改善するためのフォローアップ

ライフサイエンスには、以下が含まれます。
•

•

•

•
•
•

患者およびプロバイダーの入力と臨床試験の自動化に
よるプロセスの合理化
患者とプロバイダーがデータを入力できるモバイル・
ツールの提供
役割とタスクに基づいたリーダーシップ管理の可視性
の実現
臨床ライフサイクルに関する情報へのアクセス
チーム間のコラボレーションの強化
情報の直接アクセスまたは情報の直接報告に関する規
制の順守をサポート

モバイルの利点

モバイル・デバイスでこのアプリを使用している顧客
は、企業が提供するAPIを使用して電話機能やタブレット
機能を活用することにより益を得ることができます。医
療保険会社は、顧客に医師または施設のロケーション・
リストを提供し、マッピングAPIを使用して、プランに指
定されている最寄りの医師を特定することができます。

医療提供者は、GPS機能を使用して近くの医療施設を地
図に表示したり、薬剤服用リマインダーとして電話によ
る警告やアラームを使用したり、モバイル・アプリを使
用して体重計や血糖計などの接続デバイスからの情報を
表示することができます。ライフサイエンスの組織は、
カメラとQRコードリーダーを使用して、患者の薬剤を特
定し、確認することができます。

パートナーとの協業
APIは、パートナーが貴社とのビジネスを容
易にするのに役立ちます。従来のパートナー
は、患者の予後を改善するために、患者を
相互作用の中心に置くリソースを提供する
ことができます（図2）。政府機関などのパートナーは公
益のための情報の共有と活用を希望します。パートナー
にAPIを提供することで、サービスへのアクセスが簡単に
なり、パートナーは自社の顧客にこれらのサービスをよ
り簡単に提供することができます。このシンプルなアク
セス方法により、顧客を囲い込み、顧客のロイヤリティ
を促進することができるようになります。医療およびラ
イフサイエンス業界の企業は、パートナーシップに参入
することがよくあります。例：
•

•

•

医療保険会社は、医療提供者の豊富なポートフォリオ
を持ちたいと考えています。これにより顧客を引きつ
け、収入が増大します。
医療提供者は医療保険会社に対応したいと考えてお
り、これによってより多くの患者がその医療提供者を
選ぶようになります。
ライフサイエンス企業は、販売する医薬品の流通や使
用を増加させるために、医療提供者から推奨され、医
療保険会社によってカバーされたいと考えています。
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これらの加盟者にAPIを提供することで、パートナーのプ
ロセスが促進され、パートナーの数も増え、さらには潜
在的な収益も増加します。具体的なパートナーシップAPI
の例を次に挙げます。
•

•

•

医療保険会社は、医療提供者が医療サービスの適格性
を確認できるAPIを提供することができます。
製薬会社は、治療効果と改善の有無を決定するために
医療データにアクセスするAPIから恩恵を受けることが
できます。
IBM Watson®APIは、診断や治療のオプションの改善に
役立つ医療データと組み合わせて使用できます。

APIはまた、チーム全体のコラボレーションを合理化する
のにも役立ちます。これは、多くの医療問題や手術の対
策としてよくある事例です。
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例えば、膝関節置換術には、医師や専門家のチーム、投
薬、術前X線やMRI、専門医への紹介、手術（スケジュー
リング）、術後リハビリテーションなどの調整が必要で
す。APIは参加者間のやりとりをサポートし、有効にする
ことができ、エラーやコストを削減できます。また、医
療保険会社からの補償範囲および支払いAPIにリンクする
こともできます。
医師が都市や地域全体を通して協力し合う分散型医療モ
デルに移行するにあたり、APIは医師やその他のサービ
ス・プロバイダーにコラボレーションのために必要なア
クセスを提供することができます。遠隔医療、ビデオ相
談、遠隔患者とのやりとりは、すべてAPIを介して実現で
きます。

ソリューション・
プロバイダー

公衆衛生

ヘルス
クラブ

患者教育

医療提供者
政府機関

患者/消費者

薬剤開発者

トランザクション・
サービス

ヘルスプラン/
医療保険会社

医療機器
薬局

図 2。集約型の医療とライフサイエンスのエコシステムは、患者と消費者を中心に配置し、プロバイダー、医療保険会社、消費者間の協力関係を強化して
います。
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パートナーシップは、医療保険会社/医療提供者/ライフ
サイエンス・エコシステム外にも存在する可能性があり
ます。パートナーAPIは、ウェルネス・ベネフィット・ツー
ル、スケジューリング向けカレンダーの統合、最新の医
学研究へのアクセスにも使用することができます。
IBM Institute for Business Valueは、ライフサイエンス業界
の革新と変化に関する報告書を発表しています。 The
Evolution of Life Science Ecosystems（ライフサイエンス生態
系の進化） レポートによれば、 「ライフサイエンス業界

は、他の多くの企業と同様、技術から規制、製品の資源化
に至るまで、多岐にわたった混乱と課題に直面していま
す。従来、革新はライフサイエンス企業の成功の鍵となる
大きな要因であり、今後もこの勢いを維持しようとする業
界にとって重要な役割を果たします。したがって、学界の
学者も含め、多くのライフサイエンスのリーダーが、革新
戦略を定義することが成功のために不可欠であると信じて
いることは驚くべきことではありません。」1 このレポー
トでは、成功する学術ライフサイエンス機関を差別化する
ための5つの革新戦略が特定されています。
•
•
•
•
•

コラボレーションとオープンな文化を養う
革新にテクノロジーを適用する
患者中心のアプローチに従う
プロジェクトの優先順位付けと俊敏性の採用
革新のパフォーマンスを測定する

APIはこれらの戦略のすべて、そしてそれ以上を支援する
ことができます。例えば、サプライチェーンを通じて医
薬品を追跡し、安全な環境（温度など）を確保し、APIに
よる適切なハンドオフ管理を実施することは、医薬品が
安全で偽造品でないことを保証するのに役立ちます。

公開API

医療およびライフサイエンス企業は、社内
で使用される同じAPIの多くを公開APIとし
て展開し、ビジネスをさらに推進し、新し
い顧客を獲得するのに役立てることができ
ます。たとえば、潜在的な顧客が最良の医療プランの購
入を検討しているかもしれません。比較アプリでAPIを利
用できるようにすることで、この新しいビジネスを競う
機会が手に入ります。もちろん、プライバシーに関する
懸念や医療データに関連する規制に即して、顧客固有の
情報を含むAPIには十分注意する必要があります。

APIエコノミーの最もエキサイティングな側面の1つとし
て、ビジネスチャンスのある他の業界まで自社の存在を
広げることが挙げられます。多くの医療企業は、ウェル
ネス・プログラムを提供しています。APIは、ウェルネ
ス・プログラムから顧客によるプログラムの使用に関す
る情報を得ることを可能にします。運動、栄養および禁
煙は、医療APIの使用によって利益を得ることができるプ
ログラムの例です。ウェルネス・アプリケーションは、
医師のフィードバックに対応したケア追跡APIと統合する
ことができます。アプリは症状チェッカーと患者の保険
補償範囲オプションを統合し、患者の購入したプランの
ネットワークに加盟している現地の医師を推奨すること
ができます。
医師または病院は、サービスまたは能力、および受諾す
るヘルスプランを記述したAPIを提供でき、さらに医療提
供者比較アプリの患者レビューと組み合わせることがで
きます。

IBMクラウド

ライフサイエンス業界では、投薬や副作用に関する情報へ
の一般のアクセスを必要とする規制があります。組織は
APIを通じてこれを利用可能にすることができます。
WebMDなどの医療検索アプリケーションは、APIを介し
て投薬情報にアクセスすることができ、APIは関連する検
索結果を提供して研究や知識の共有を支援できます。
多くの企業がパブリックAPIを利用しています。
ProgrammableWebの例を以下に示します：2
• BlueButtonは、米国において人々が自分の健康記録を追

跡し、それが正確であることを確認するために自分の診
療記録にオンラインでアクセスできるようにするサービ
スです。
• RxREVU は処方薬の費用のデータセットを提供する医薬
品コスト削減データベースです。
• Kaiser Permanente Interchangeは、社内外の開発者がKaiser
Permanenteの承認済み公開データを使用して、個々の医
療管理アプリケーションを作成できるようにしています。
パーソナライズされた健康情報を使用することによっ
て、アプリケーションを栄養および活動を含む患者のラ
イフスタイルに合わせてカスタマイズでき、トータルヘ
ルスをサポートすることができます。
• TrueVaultは、ヘルスケア・アプリケーションにHIPAA準
拠の情報ストレージを提供するために設計されたバック
エンドとして機能するサービス（BaaS）のプラットフォー
ムです。TrueVaultに格納されたデータは保護されます
が、開発者が必要とする場合、どこからでもアクセスで
きます。
• AdhereTechは処方薬の服薬アドヒアランスを向上させる
技術を使用した服薬ボトルを製造しています。
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• iHealthは、患者が自分の健康データを追跡できるように

するアプリを使用して、ワイヤレススケール、血圧モニ
ター、その他のモバイル監視デバイスを提供していま
す。iHealth APIを使用すると、サードパーティのアプリ
ケーションとサービスが、ユーザー承認後にiHealth
ユーザーのデータとやりとりすることができます。
• Fitbitユーザーは外部Webサイト/アプリケーションを認証
してFitbitのデータを使用したり、外部アプリケーション
を使用してデータをFitbitにプッシュすることができます。
• NextBio は、ライフサイエンス・データのためのグロー
バルなディスカバリー・プラットフォームです。多様な
実験からの研究データをインポートし、公開データと統
合し、関連する生物学的および臨床的コンテキスト内で
探索することができます。
• EVEX は、PubMedに基づいたテキストマイニングWeb
サービスです。PubMedは、バイオメディカルおよびラ
イフサイエンスのリファレンスと抄録のデータベース
で、2,300万件を超えるレコードを収録しています。
EVEXは7,600万以上の遺伝子/タンパク質名と4,000万以
上の生体分子事象を抽出します。EVEXは、遺伝子とタン
パク質との間の直接的および間接的な関連を提示します。
• Pacific Biosciences SMRT Pipeは、ライフサイエンス業界
における分子シーケンシングのための共同プラットフォー
ムです。シーケンシングのための独自のテクノロジーに
関する情報と、それを処理するためのデータおよび分析
ソフトウェアに関する情報を提供します。
• BioBaseは、薬剤とバイオマーカーの発見を助ける関係
を特定するために使用されます。これは、高度な資格を
持つ当該分野の専門家によって構築され、構造化された
データを提供することにより、研究者が関連性を特定す
るのに役立ちます。データはアクセス可能で容易に検索
可能な方法で編成されています。
• PhyloPicは、系統学的に分類され、植物、動物および他
の生命体の再利用可能なシルエット画像が収納された
データベースです。
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人と患者とのコミュニケーションは、予定表、訪問時間、
APIのニーズについては、IBM Cloudをご参照ください。 施設位置APIと組み合わせることができます。利益集団
は、患者を支援する強力な機会を提供し、地域の保健医療
APIエコノミーを検討中で、パブリックAPIにご関心がある サービスのための推奨事項を提供することができます。
お客様に、IBM Cloud プラットフォームをPaaSとして提
供しています。IBMは、IBM Cloudプラットフォームでホ
さらに多くの情報にアクセスすることで、患者は自分自身
ストされている自社ブランドのモバイル・マーケットプレ
の医療にもっと関わることになり、自分たちの医療レベル
イスにAPIを配置する金融機関に代わって、セキュリティ、 についての期待が高まります。ソーシャルの統合は、ライ
管理、運用、スケーラビリティ、およびパフォーマンスに フサイエンス組織が患者の関与を支援し、リソースを提供
対応します。
するためのメカニズムです。ソーシャル・メディア・ネッ

ソーシャル
TwitterやFacebookなどで企業のソーシャル
APIを既に使用し、この情報を自社のAPIで
マッシュアップしている企業も少なくない
でしょう。自社の具体的な言及やソーシャ
ル・メディアの動向に基づいて行動することで、ビジネス
上の利点が得られ、チャンスを活用したり問題を解決する
ことができます。とりわけ、自社の会社名を参照する
Twitterフィードを自身の分析と組み合わせて、顧客満足に
ついての問題を是正したり、肯定的なコメントを促したり
する必要があるかどうかを判断するのに役立ちます。
医療企業もソーシャル・ネットワーキング・グループに
参加することができます。たとえば、フィットネス・グ
ループや特定の医療問題（癌の種類など）に焦点を当て
たグループに参加することで、これらのグループに価値
をもたらし、適切な医療サービスを提供することができ
ます。管理されたグループ（MeWeなど）での親戚や友

トワーク上のAPIを使用して、健康指向のコミュニティに
医薬品を販売することができます。患者の検索は機会を引
き起こすことができ、組織は臨床試験プロセス中に共同作
業のための患者グループを形成することができます。さら
に、ライフサイエンス企業はソーシャル・メディアへの
APIアクセスを利用して、アイデアを特定、評価、革新す
ることができます。

デバイス統合とウェアラブル・デバイス

デバイスの接続は、医療業界全体でもはや共
通となっています。デバイスを統合して患者
をローカルまたはリモートでモニタリング
し、現在の状態を報告することにより、異常
な状況が発生した場合に医療提供者は迅速に対処すること
ができます。APIは正しい投薬を確実にするのに役立ち、
正しいスケジュールで正しい患者に正しい投薬量を与える
ことができます。遠隔API制御は、認可された医療提供者
が投薬装置を調整したり、施設に出向くことなしに患者に
他の治療を提供することが可能になります。

IBMクラウド

従来のヘルスモニターに加えて、Fitbitデバイスや同様の
ウェアラブルは健康的な行動を促進し、医療費の削減に
貢献できるようになります。ウェアラブルデバイスAPI
は、医療保険会社にデータを供給して、ユーザーが割引
または奨励インセンティブに関するウェルネス・プログ
ラムの要件を満たすようにすることができます。
ライフサイエンスでは、モバイル・アプリは患者が情報
を自分で入力することを可能にします。これは、過去の
データ入力アプローチよりも良好な結果をもたらすこと
がよくあります。医療監視装置から患者情報を直接収集
することにより、人のデータ入力エラーの可能性を排除
でき、より優れた結果を示すことができます。監視装置
はAPIを使用して定期的かつより正確に測定値を報告する
ことができ、患者は情報を入力することを覚えておく必
要がなくなります。これは、患者の様態が悪いときに便
利です。

データと分析

顧客関係管理（CRM）、クレームおよび金
融システム、臨床データベース、ウェブ、
モバイル、コールセンターチャネル、ソー
シャル・メディア、パートナー・システム
などの社内外のデータを組み合わせ、APIを介してアクセ
スできる膨大な情報を提供します。これにより、患者の
治療を改善し、パターンを特定し、潜在的な機会を見つ
けることができます。
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医療はデータ駆動型産業であり、データの量は絶えず増
加しており、新しい研究や情報が驚くべき速さで利用可
能になっています。医師が新しい情報すべてに対応する
ことはほぼ不可能です。IBMは、IBM Watson Healthを通
じてこの問題に対処するために、さまざまな医療企業と
協力してきました。IBM Watsonは新しい情報を取り込
み、医療専門家のアシスタントとして作動し、最新の情
報やコグニティブ分析を適用して収集された洞察にアク
セスすることができます。すべてのIBM Watsonソリュー
ションと同様に、これらの機能にはAPIを介してアクセス
します。
また、データAPIを使用して、顧客が自社の製品やサービ
スについてどんな言及があるかを知り、好まれる双方向
チャネルと適切な次善策を特定し、傾向を予測すること
もできます。これによって、健康とウェルネス・プログ
ラムに携わり、新しい医療製品やサービスを提供する機
会を明らかにすることが可能になります。

業界標準および規制要件

米国では、医療業界が、患者の健康関連情報にアクセス
する際にAPIの使用を促進するための新しい規則を確立し
ています。2018年に発効する「意義ある利用」規則のス
テージ3は、A Brief Summary of the CMS Meaningful Use
Final Rule（CMS意義ある利用最終規則の概要）の記事に要
約されています。
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この完全な規則から、APIプロバイダーと患者の両方に対
するAPIの価値が理解できます。 3「プロバイダーの観点
から見ると、APIは特定のプロバイダーのブランドである
患者ポータルを補完できます。または患者が自身の健康
に関する情報を表示、ダウンロードまたはサードパー
ティーに送信できるAPIと相互作用するように設計された
ソフトウェア・アプリケーションを使用できる場合、そ
のようなポータルを作る必要性がなくなるでしょう。

患者の観点から見ると、プロバイダーによって有効化され
るAPIは、患者にとって最も価値のある方法で、プロバイ
ダーから情報を受け取ることを可能にします。患者は複数
のプロバイダーから健康情報を収集し、健康情報のすべて
を1つのポータル、アプリケーション、プログラム、また
はその他のソフトウェアに組み込むことができるようにな
ります。このようなソリューションは、例えば、健康情報
交換や他の商用ベンダーを介して、州、地方、または地域
ごとに提供することも可能になります。さらに、多くの患
者は信頼する家族や他の介護者に相談し、ケアを調整し、
健康情報を理解し、意思決定を行うのに役立てています。
このような理由から、私たちは患者の承認を得た代理人を
その措置に含める提案をしました。」
医療業界における相互運用性が可能になる一方で、HL7
などの従来の医療基準は非常に複雑です。HL7は、迅速
な医療情報相互運用のためのリソース（FHIR：Fast
Healthcare Interoperability Resources）と呼ばれる標準を
通じて簡素化する方針です。FHIR API definition FHIR
APIはhttps://www.hl7.org/fhir/http.htmlから入手できます。

医療ITの相互運用性は、患者と医療提供者にとって正し
い医療が確実に施行されるうえで重要なことです。これ
まで、組織の相互運用性の達成には困難がともなってい
ました。よりシンプルなアプローチを提供するAPIは、将
来の業界統合の取り組みにおいてより一般化するとみら
れています。

最後の考察と推奨事項

医療業界ではAPIエコノミーがますます普及しつつありま
す。医療はデータ集約型ビジネスであることから、企業
全体で迅速にデータにアクセスし、新しい方法でデータ
を使用し、パートナーと迅速に連携することによって、
競争上の差別化が図れます。
組織がビジネスAPIの戦略化と計画をまだ始めていないの
であれば、今がそのチャンスです。すべての答えを熟知
し、すべてが準備されるまで待っていてはいけません。
なぜなら、市場はあまりにも速く動いているからです。
展開の段階を計画し、次に、これまで学んだことに基づ
いて構築することが大事です。
APIイニシアチブをすでに開始している場合は、成功を見
定め、誤った点があればすばやく特定してください。さ
らにビジネス推進力に焦点を当て、事例を使用してビジ
ネスの価値を高めていきます。
APIエコノミーに移行するにあたり、新しく革新的なソ
リューションに出会う大きな機会があります。IBM Watson
Healthからの驚異的な価値に加え、医療業界とAPIエコノ
ミーについての重要な知識を持つIBMは、皆さまのAPIの

IBMクラウド

旅のパートナーになりたいと考えています。当社の専門
知識と経験を利用して、貴社の企業価値を最大限に高め
ましょう。
APIエコノミーについてのIBMの考えを理解するには、
IBM APIエコノミーのWebサイトをご覧ください。IBM API
Connect™は、APIの作成、実行、管理、およびセキュリ
ティ保護のための包括的な基盤です。IBM APIの詳細につ
いてお知りになりたい方は、IBM API ConnectのWebサイ
トを御覧いただくか、 サイトから試用版をダウンロードし
てください。
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ルサポートに携わっています。API Connectチームでは、
すべての業界のクライアントのビジネスの方向性と既存の
環境（ビジネスと技術の両方）を理解し、APIのビジネス
戦略の推進を支援し、企業が自社の環境に合ったAPI戦略
をうまく採用できるようサポートしています。Alanは
Vassar Collegeからコンピュータ数学の学位を取得してお
り、複数のSOA認証を取得しています。メールアドレス
glick@us.ibm.comにご連絡ください。または@ARGlickを
フォローしてください。
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Roger Tobiasは、世界中のIBMチームと
協力してパブリックセクターに戦略的
モバイルとAPIエコノミー・ソリュー
ションを提供しています。Rogerは業界
の知識と経験を活かし、コンサルティン
グ、エンタープライズ戦略的モバイル
およびAPIエコノミーの目的を提供することにより、顧客
がビジネス成果を向上させる支援をしています。また、業
務プロセスに関する深い業界知識を備えたワイヤレス・ソ
リューションのビジネスの専門家であり、業務部門および
Cレベルの顧客と協力してソリューションを推し進め、モ
バイル製品を進化させてきました。Rogerは、公共セクター
に22年間携わっており、米国の大手プロバイダーとの間で
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ご連絡は、rmtobias@us.ibm.comまでお願いします。
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IBM Institute for Business ValueとUC San Diego School of Medicine
およびRady School of Managementとの共著「 The evolution of life
science ecosystems）」2016年8月

2

パブリックAPIの例は、www.programmableweb.comの「ヘルス」と
「ヘルスケア」のキーワード検索から得られたものです。この情報
は、これらの特定のAPIを推奨するものではなく、機能や品質に関
する記述でもありません。ProgrammableWebは、企業が公開APIを
促進できるリポジトリとして機能します。使用者は、APIの機能と
品質を評価し、導入前にニーズを満たしているかどうかを判断する
必要があります。
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2016年8月8日、HealthITInteroperability.com、「Health IT
Interoperability in Stage 3 Meaningful Use（意義ある利用ステージ3
でのIT相互運用性）」、http://healthitinteroperability.com/news/
health-it-interoperability-in-stage-3-meaningful-use
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