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医療機関のお客様は是非お読みください
現代の医療業界は、世界中のどの国でも、多くの厳しい課題に直面しています。
テクノロジーを有効に活用することなくして、それらの克服は不可能です。 
しかし、現在のストレージインフラは、多くの場合、本質的に医療を取り囲む新
しい状況に対応できません。

では、どうすれば良いのでしょう？ 本書では以下を検討し、成功への道筋を示します。

「先進国のヘルスケアプロバイダーにとって、セキュリティ、 
拡張性、可用性を備えたITインフラを持つことが現代の 
医療には必須です。」

> 現代の医療業界にとってIT変革が必須 
である理由

> 患者のアウトカム改善およびリソースの 
有効利用におけるテクノロジーの役割

> 旧式のストレージインフラが生み出す問題
> 現代のヘルスケアプロバイダーのニーズに応 

えるScalityのソフトウェア・デファインド・ 
オブジェクト・ストレージ



10年以上
1960～2009年に
生まれたフランス人の
平均余命の増加1

3人に1人が
60歳以上

フランスの人口における
60歳以上は現在4分の1で、
2060年には3分の1に増加2

220億ポンド
2020年の英国NHSに
予想される資金不足3

3.2兆ドル
米国の医療支出額
（ドイツの総GDP

より大きい）4
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現代の医療システムにかかる圧力
民間であれ、公共であれ、世界中の医療業界は共通の圧力を受けています。

需要の増加
人口の高齢化、慢性疾患を持つ人の増加、肥満などのライフスタイル要因や新しい 
治療のコスト上昇により、世界中の先進国でヘルスケアプロバイダーへの需要が増加
しています。

資金的な危機
需要の増大と同時に（ある意味では需要増大の結果）、資金的な圧力も強まってい 
ます。公共資金で運営されている医療サービスの多くでは赤字が増大しています。 
同時に米国では、医療支出がGDPの17.8%4にも達し、コスト削減に対する政治的 
圧力が強まっています。 

業績に対する圧力
この状況に加え、ヘルスケアプロバイダーは、主要分野の業績向上に対する政治的 
および商業的圧力に直面しています。
公共資金で運営されているサービス（英国の国民保健サービス [NHS] など）は、 
待ち時間などの点で具体的な目標を達成することを求められます。一方、米国の 
医療業界には、医療費の償還基準を量ではなく価値とクオリティに移行する傾向 
があります。

規制の変更
最新のデータプライバシー要件など、規制の変更は新しい必要を生みます。ヨーロッパ 
のヘルスケアプロバイダーは、2018年に施行されるEU一般データ保護規則 (GDPR) で
強化される要件を満たす必要があり、米国のプロバイダーはHIPAAや州ごとの規制に
取り組まねばなりません。

市民の期待の高まり
消費者としての一般的な体験から、現代の患者は、連絡方法やその速度について高い
期待を持っています。カルテに簡単にオンラインでアクセスできることも期待してい
ます。

内部から生じる必要性
最後に、ヘルスケアプロバイダーは、常に仕事のやり方を改善し、チーム同士の協力を 
促進しています。
多くの国では、医療がさまざまな機関やプロバイダーによってパッチワーク状に提供
され、必ずしも情報共有や協力ができているとは限りません。

一方、多くのプロバイダーは、プロセスのデジタル化による患者のアウトカムの改善や 
現場スタッフの生産性向上に努めています。たとえば英国では、NHSのペーパーレス
化が何年も前から推進されています。フランスでは、政府が「デジタルヘルスケア」を 
戦略的構想の1つとして提唱しています。

1 Healthcare Challenges and Trends（医療の課題とトレンド）、CGI、2014年   
2 The National Institute of Statistics and Economic Studies（フランス国立統計経済研究所）、フランス、2016年 
3 The Five Year Forward View（5年間の展望）、NHS、2014年   
4 National Health Expenditure（国民医療費）、Centers for Medicare and Medicaid (CMS)、2015年



分析とリアルタイムのビジネス情報を
すでに利用している英国NHSトラスト
の割合1

50%超

米国の健康/フィットネスウェアラブル
機器数（健康に関する新しい貴重な
情報源となる可能性）2 

5,000
万超

48% 世界のヘルスケアデータの年間増加率
（予算に多大な圧力）3 

100万
平均的な人が生涯に生成すると推定
される健康関連のデータ量4GB
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現場の対応を改善
病棟の看護師から現場の救命士まで、スタッフにコネク 
テッド・デバイスデバイスを持たせることにより、迅速な
対応、生産性の向上、患者のアウトカムの改善が可能とな
ります。

専門知識へのアクセス
ビデオ会議などの技術は、リモート相談やリモート診断を
可能にし、専門的な知識へのアクセスを改善します。

分析の活用
テクノロジーを駆使した分析が予防や治療に利用されるこ
とが増えています。

1 The Five Year Forward View（5年間の展望）、NHS、2014年   2 Statista、2016年 
3 The Digital Universe: Driving Data Growth in Healthcare 

（デジタルユニバース：医療分野のデータ増加を推進）、EMC、2015年   
4 The future of health is cognitive（医療の未来はコグニティブ）、IBMリサーチ

 > 相互運用性の欠如：複数機関の共同アプローチを妨げ、
機関同士の情報共有を困難にすることによって治療の 
継続に悪影響を与えます。

 > 拡張性の欠如：既存のプラットフォームはストレージ 
増加の需要に対応できず、予算内で容量を追加すること
もできません。

テクノロジーの役割
テクノロジーは、医療業界がさまざまな課題に対応する上で重要な役割を果たします。

現在のITインフラの限界 
テクノロジーが医療に多大な可能性を提供することは間違いありません。残念なことに、現在のITインフラ（特にストレージ
プラットフォーム）には限界があり、多くのプロバイダーはこの可能性を生かせないばかりか、既存の技術の管理にすら苦戦
しています。
このようなインフラの限界には以下が含まれます。

新しいデータの利用
ウェアラブルデバイスからDNAシークエンシングまで、 
テクノロジーは新しい患者データソースです。

 > サイロ型システム：現場のスタッフ（緊急要請を受けた
救命士など）は患者の情報にアクセスできず、有効な 
治療が遅れます。

 > 非構造化データから情報を抽出する能力の限界： 
新しいデータタイプ（医用画像、動画、ウェアラブルデ
バイスデータなど）を処理できず、既存ソースは断片化
しています。

 > 過度に複雑な既存ITシステム：管理が難しく、非効率的
な上、ベストプラクティスポリシーや制御を適用できな
いためデータ侵害のリスクを生み出します。

 > ITスキルとリソースの不足：レガシーシステムを管理 
すると同時に新しいニーズに対応するには、不十分 
であることが少なくありません。

新しい機会を生かすだけでなく、既存の需要も満たすには、現代の医療ITインフラに変化が必要です。既存のサイロ型の非効率的 
なシステムで乗り切るのは、もはや無理です。医療ITは、拡張性、効率性、柔軟性、公開性に優れたプラットフォームに変わる 
必要があります。

リモートモニタリングの実現
慢性的な症状をリモートでモニターする技術は、医師や 
コンサルタントの負担を軽減します。

患者とのコミュニケーション
過去の記録や試験結果へのスピーディーなオンライン 
アクセスは、すでに患者とのコミュニケーションを改善 
しています。

手作業の自動化
テクノロジーは、手作業や書類手続きを自動化し、 
スピードアップと人的ミスの削減に貢献しています。



Scality RING 

あらゆるコンテンツ

無制限の拡張性

あらゆるハードウェア

高い信頼性

マルチクラウド
インタフェース

安全で健全な高い信頼性

無制限のファイル/オブジェクトストレージ
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ソフトウェア・デファインド・オブジェクト・ストレージの役割
新しいタイプのストレージプラットフォーム、すなわちソフトウェア・デファインドのオブジェクトストレージは、医療業界が 
直面する多くのIT問題において重要な役割を果たします。
従来のストレージプラットフォームより有利な点は、以下のとおりです。

 > ペタバイトを超える拡張性
 > 大規模でも管理が容易
 > クラウドに似たコスト効率
 > 高度なシステムセキュリティと信頼性

 > 幅広い互換性によるハードウェア選択の自由
 > スタティックなデータと非構造化データの両方に対応 

する汎用性を持ち、1つのプラットフォームで新規と 
レガシーのアプリケーションを柔軟にサポート

 > あらゆるコンテンツ – 1つのプラットフォームで、 
レガシーとデジタルのすべてのコンテンツにアクセス、
保存、管理。Scality RINGは、ファイルとオブジェクト 
の両方をネイティブサポートする唯一のストレージプ
ラットフォームであり、ストレージの柔軟性を最大化
します。

 > あらゆるハードウェア – ハードウェアは完全に自由 
であり、任意の標準的なx86サーバーを利用できます。

 > マルチクラウドインタフェース – 実証された 
ストレージ基盤によりパブリックまたはプライベート 
クラウドサービスを提供し、Amazon S3とOpenStackの 
両方に互換性を持つインタフェースで最大限の柔軟性を
提供します。

 > 高い信頼性 – シェアード・ナッシング・アーキテクチャは 
単一障害点の心配のないシステムを作成します。

 > 無制限の拡張性 – 何百ペタバイトにも拡張し、何十億 
もの大小ファイルを管理可能です。

Scality RINGの優れた点
Scality RINGは、市場をリードするオブジェクトストレージソフトウェアであり、任意の標準的なx86サーバーを用意すれば、 
ウェブスケールなストレージに変えられます。RINGがあれば、ヘルスケアプロバイダーはどんな量のどんな種類のデータでも 
卓越した効率で保存できます。
Scality RINGには、大きな利点がいくつかあります。
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Scality RINGによる無制限のストレージが医療業界に適切である理由
Scality RINGは、患者のアウトカム改善、スタッフの生産性向上、コスト削減に役立つ無制限のストレージをヘルスケア 
プロバイダーに提供します。

ストレージコスト削減で新技術
の導入を実現
Scalityの技術はストレージコストを引き下げ、 
お金と時間のかかるハードウェア買い替え 
サイクルをなくします。
 > 無制限の拡張性（標準的なx86でリニアに） 

により、コストのかかるデータ移行が不要
 > 独自のアーキテクチャで拡張とともにストレージ 

効率を向上
 > 任意のx86サーバーの利用により、ハードウェア 

コストを削減
 > 複数のワークロード（異なる場所にある場合 

でも）を同じストレージプラットフォームに 
統合可能

 > 復元力の高いアーキテクチャによりバックアップ 
が不要

デジタル医療を支える新しい 
インサイトを抽出
Scalityと幅広いパートナーエコシステムは、 
デジタル医療の実現をサポートし、患者データ 
から有用な情報の抽出を可能にします。
Scalityは、既存のサイロを統合し、データを集計
することで分析を統合します。また、研究者や臨床 
スタッフがオンラインでアクセス可能な過去の臨床 
データを増やします。
Scality RINGは、高度な分析ソリューションにより、
データ駆動型の有用な情報を提供し、患者の 
アウトカムを改善します。さらにパートナーの 
エコシステムが、バックアップ、アーカイビング、 
CCTV、医用画像、コンプライアンスなど幅広い 
アプリケーションをサポートします。

データの可用性とアクセス 
によってアウトカムを改善
Scality RINGは、アプリケーションの公開性、 
応答速度、可用性で、患者のアウトカム改善と 
スタッフの生産性向上に貢献します。
公開性は、システム間の相互運用性を高める標準
ベースのインタフェース（Amazon S3など） 
によって達成されます。この結果、異なる部門の 
チームが情報を共有でき、臨床スタッフがデータに
アクセスしやすくなります。

Scality RINGは、システムの応答速度を確保し、 
現場のスタッフが効果的な治療を行うために必要
な情報に即座にアクセスできるようにします。 
主な機能は以下のとおりです。

 > 何百ペタバイトにも一次関数的な性能拡張が
可能

 > システム内のノード数やオブジェクト数に関係
なく、レイテンシの増加なし

データの可用性は、Scality RINGのシェアード・ 
ナッシング分散アーキテクチャによって確保され
ます。データの可用性は最大100%、ダウンタイム
はゼロです。  

患者データのセキュリティと 
完全性を確保
複数に分かれたプラットフォームでは、通常、 
標準的なポリシーでベストプラクティスを確保 
することができません。Scality RINGでワーク 
ロードとデータを1つのプラットフォームに統合 
することにより、共通のポリシーや制御を適用 
でき、データ保護とコンプライアンスに対して 
包括的で有効なアプローチが可能となります。

Scality RINGは、データ可用性、保持、セキュ 
リティの全国的/地域的なコンプライアンス要件を 
満たすよう、お客様の計画を強くサポートします。 
パスワード認証を通じたHTTPS経由のアクセスと 
ロールベースアクセス制御 (RBAC) および 
AES-256暗号化がデータのセキュリティを確保 
します。Scality RINGのマルチジオオプションは、
複数の可用性ゾーンにデータを分散し、データセ
ンター全体が失われたときでもアクセスを可能 
にします。
また、柔軟性の高い共通プラットフォームで 
ファイルを保存および共有できるため、ユーザーの 
作業が容易になります。シャドーITの必要がなく
なり、セキュリティの低いデータ保存/共有方法
（USBスティックやDropboxなど）を使いたく 
なることもありません。

Scalityの2010年の最初の 
お客様であるTelenet社は、 
複数世代のアプリケーション、 
ハードウェア、RINGを7年 
以上もダウンタイムなしで 
稼働させています。



800万ドルの経費節約 - 229%のROI
2016年、フォレスターの「Total Economic Impact (TEI)」調査はScality 

RINGと従来のNASストレージアレイの利点に注目。2ペタバイトの顧客が
4ペタバイトに拡張した場合、Scality RINGはストレージの使用期間全体で
800万ドルの経費節約（資本節約だけで300万ドル以上）と229%のROIを
実現することを実証。また、わずか6カ月で投資を回収。
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デジタル医療を支えるストレージ 
戦略の構築
Scalityとパートナーエコシステムを併せたリソース 
は、デジタル医療を支える先進的なストレージ戦略を 
包括的にサポートします。Scalityは、標準化の 
推進と部門レベルの柔軟性の両立を助けます。
オブジェクトストレージの先駆者であるScalityは、 
2009年以来、企業におけるウェブスケールの 
ストレージ管理をサポートしています。
またパートナー各社とともに、ストレージ戦略 
（データディスカバリと分類など）、ビジネスケース、 
移行計画の策定をサポートする各種サービスを提供
しています。

移行のリスクと業務中断を 
最小化
これまでクラウドスケールで150以上の導入実績を
誇るScality RINGは、実証済みの技術です。
新しいオブジェクトストレージプラットフォーム 
へのシームレスな移行を助ける独自の機能には、 
以下が含まれます。

 > ファイルインタフェースにもオブジェクトイン
タフェースにも対応するため、ほとんどの非構
造化データを保存でき、複数部門のストレージ
の統合と簡素化が可能

 > 新規アプリケーションと既存アプリケーション
の両方に対応



8,000億以上
Scalityが管理するオブジェクト数

クラウド150以上
Scalityのクラウド実装数

Scalityについて
Scalityは、ペタバイト規模でソフトウェア・デファインド 
のマルチクラウドデータストレージを提供する革新的な
企業です。IDCとガートナーが認める分散型ファイル/ 
オブジェクトストレージのリーダーとして、データの 
制御および複数のクラウドでデータを管理する自由を 
保証します。Scalityの製品は、ニーズに応じて中断なく
拡張や縮小が可能であり、現代の大手企業のコスト削減
に貢献します。

ガートナーの「分散ファイルシステムおよびオブジェクト
ストレージ分野のマジック・クアドラント」レポート 
（無料）をご覧ください。

ガートナーの「分散ファイルシステム
およびオブジェクトストレージ分野の
マジック・クアドラント」レポート
(http://bit.ly/2ip1NSh)

Scalityの最新情報は、 
LinkedIn、Facebook、 
Twitterでお届けしてい 
ます。Scalityのソフト 
ウェア・デファインド・
オブジェクト・ストレージの 
詳細は、Scality.comを 
ご覧ください。 

http://bit.ly/2ip1NSh
http://www.facebook.com/scality
http://www.linkedin.com/company/scality
https://twitter.com/scality
http://www.scality.com

