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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人化されたヘルスケアにおける情報の電子配信のためのシステムであって、
　前記システムは、特に個々の患者に前記個人化されたヘルスケアを提供し１以上の私的
部分及び公的部分を有するヘルスケアソーシャルネットワーク、のホストとして構成され
た１以上のサーバを備え、
　前記サーバは、
　　前記個々の患者を前記ヘルスケアソーシャルネットワーク内の新しい患者として受け
付け、前記個々の患者は、前記ヘルスケアソーシャルネットワーク内において現在の参加
者に関連付けられ、
　　前記ヘルスケアソーシャルネットワーク内の前記個々の患者に関連する該ヘルスケア
ソーシャルネットワークに結合され、ゲノムシーケンシングデバイス、磁気共鳴映像デバ
イス及び放射断層撮影デバイスを１以上含む検査装置と通信し、前記検査装置は、該検査
装置を使用して前記個々の患者に対して行われた診断検査によって生成された信号を供給
し、前記信号は、１以上のコンピュータ可読媒体に格納された第１のデータ構造に変換さ
れる１以上の身体計測値に基づくものであり、
　　前記検査装置からの変換された信号を含んだ、前記ヘルスケアソーシャルネットワー
ク内の前記個々の患者のためのコンテンツデータを追加し、
　　前記ヘルスケアソーシャルネットワーク内の前記個々の患者を前記個人化されたヘル
スケアに参加させるために前記ヘルスケアソーシャルネットワークに新たな参加者を招待
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し、前記新たな参加者は、前記現在の参加者と前記ヘルスケアソーシャルネットワーク外
の前記新たな参加者との間の関連性に基づいて前記ヘルスケアソーシャルネットワークの
第１私的部分に招待され、
　　前記コンテンツデータの配信のために特に前記個々の患者に前記ヘルスケアソーシャ
ルネットワーク内の受信者を指定し、前記受信者には、前記新たな参加者、前記現在の参
加者、および前記ヘルスケアソーシャルネットワークにおける前記第１私的部分の一部で
はない前記ヘルスケアソーシャルネットワークの１以上の他の参加者、が含まれ、
　　指定された前記受信者に基づいて、前記新たな参加者、前記現在の参加者及び前記他
の参加者に安全なインターフェースを提供して、前記個々の患者の前記個人化されたヘル
スケアについての前記ヘルスケアソーシャルネットワーク内の双方向の安全な対応と前記
コンテンツデータのその間での通信とを行わせ、前記対応は、前記個々の患者に対する特
定の治療に関する通信を含み、前記安全なインターフェースは、前記個々の患者の前記個
人化されたヘルスケアに参加するように招待された前記ヘルスケアソーシャルネットワー
クの参加者に参加を制限するように、前記個々の患者にとって特有のものであって、
　前記システムは、更に、
　前記１以上のサーバに結合され、前記第１のデータ構造を定量分析して、前記個々の患
者の前記コンテンツデータに加えられる定量データを生成するように構成された１以上の
定量装置と、
　前記１以上のサーバにネットワーク接続されたデータ分析装置と、
を備え、
　前記データ分析装置は、
　　前記個々の患者の前記個人化されたヘルスケアに関する前記ヘルスケアソーシャルネ
ットワーク上のデータ信号を受信し、受信された前記データ信号は、少なくとも部分的に
、前記ヘルスケアソーシャルネットワーク上で供給される前記個々の患者の前記コンテン
ツデータ及び前記対応から得られたものであり、
　前記データ信号を分析して、１以上の前記コンピュータ可読媒体上の第２のデータ構造
に記憶された前記個々の患者の診断プロファイルを決定し、
　前記診断プロファイルの提示を通じて、前記第２のデータ構造内の前記診断プロファイ
ルを文脈上の医学的情報を用いてキュレートすることにより、前記データ信号を、１以上
の前記コンピュータ可読媒体に記憶された第３のデータ構造に変換し、
　前記システムは、更に、１以上のサーバに接続された報告ユニット、を備え、
　前記報告ユニットは、
　　前記第２のデータ構造および前記第３のデータ構造の１または複数から統合された報
告を生成し、
　　前記診断プロファイルに関する前記個々の患者に個人化された治療を提供するための
前記統合された報告を、前記ヘルスケアソーシャルネットワークを介して複数の参加者の
うちの１人に配信し、
　前記統合された報告は、前記個人化されたヘルスケアに特化した相互作用的ダッシュボ
ードアプリケーションによって提示されるものであり、
　前記統合された報告は、
　　薬剤包装材料に折り畳まれた可撓性のある又は使い捨ての表示デバイス、
　　前記データ分析装置および前記ヘルスケアソーシャルネットワークに結合され、前記
個々の患者のウェアラブルコンピュータリストバンドと無線で接続され、該接続に基づい
て、前記相互作用的ダッシュボードアプリケーションを、前記個々の患者の１以上の前記
コンテンツデータと前記相互作用的ダッシュボードアプリケーションにおいて提供される
前記個々の患者の前記統合された報告とを提示するプロジェクタデバイス、
　　前記ヘルスケアソーシャルネットワークに結合され前記個々の患者の実際の医療画像
を２次元、３次元または４次元で提示するように構成され、前記医療画像上のデータ点が
選択された場合にそれぞれのソース画像と重ね合わされた定量値のプロットを含む高度な
視覚化態様を有する画像ビューアデバイス、
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　のうちの１以上によって表示される、
システム。
【請求項２】
　前記統合された報告は、モバイルアプリケーションによって提示される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記統合された報告は、アルツハイマー病の診断に関する情報を提供する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記統合された報告は、早期アルツハイマー病の診断に関する情報を提供する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記個人化された治療は、早期アルツハイマー病に関するものである、
請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記システムは、プライマリケア医師が、早期アルツハイマー病における個人化された
ヘルスケアを配信することを可能にする、
請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　クラウドベースのデジタルヘルスプラットフォームを使用して、臨床的及び非研究的状
況において初期のアルツハイマー病に関する情報に基づく個人化されたヘルスケアを提供
するコンピュータにより実行される方法であって、
　前記コンピュータにより実行される方法は、１以上のサーバを使用して、個々の患者に
前記個人化されたヘルスケアを提供する特有のヘルスケアソーシャルネットワークをプロ
ビジョニングするステップを備え、
　前記ヘルスケアソーシャルネットワークは、
　　前記個々の患者を前記ヘルスケアソーシャルネットワークにおける新たな患者として
受け付け、
　　前記個々の患者のためのコンテンツデータを追加し、
　　前記コンテンツデータの配信のために、前記個々の患者に特有の前記ヘルスケアソー
シャルネットワーク内の受信者を指定し、前記受信者は、データ分析センター及び神経科
医の１以上を含み、
　　前記個々の患者に特化した複数の関係者に安全なインターフェースを提供して、前記
個々の患者の個人化されたヘルスケアに関する、前記ヘルスケアソーシャルネットワーク
内で双方向の安全な対応の交換、及び、前記ヘルスケアソーシャルネットワーク内の許可
に基づく前記コンテンツデータのその間での送信を行い、
　　　前記対応は、前記個々の患者に対する特定の治療に関する通信であって、前記デー
タ分析センターの情報に基づいて選択された医療従事者の紹介及び段階的に診断の確実性
を高めることに基づいて作成された医療専門家の紹介を含み、
　　　前記コンテンツデータは、１以上の身体計測値から受信され、１以上のコンピュー
タ可読媒体に記憶された第１のデータ構造に変換された信号を含み、前記信号は、前記ヘ
ルスケアソーシャルネットワークに結合された検査装置を使用して前記個々の患者に対し
て行われた診断検査から受信され、前記検査装置は、ゲノムシーケンシングデバイス、磁
気共鳴映像デバイス、および放射断層撮影（PET）スキャナの１以上を含み、
　前記ヘルスケアソーシャルネットワークは、更に、
　前記第１のデータ構造を定量分析して、前記個々の患者の前記コンテンツデータに追加
される定量データを生成するステップと、
　前記複数の参加者のうちの１以上によって提供される前記個々の患者のヘルスケアに関
連するものであって、前記複数の参加者間の前記対応を含み、前記個々の患者の診断検査
の結果を含む前記コンテンツデータおよびボクセルベースのアミロイドPET定量を含む１
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以上のデータストリームを補足するステップと、
　１以上のプロセッサを使用する前記ヘルスケアソーシャルネットワークによって、デー
タストリームを統合して統合診断データを生成するステップと、
　１以上の前記プロセッサを使用して前記統合診断データを分析することにより、前記１
以上のコンピュータ可読媒体上の第２のデータ構造に記憶され、前記個々の患者の前記診
断検査の結果を含む前記コンテンツデータに基づいて前記個々の患者の診断プロファイル
を含む分析された診断データ、を生成するステップと、
　文脈上の医学的情報を用いて提示することによって分析された前記診断データを、前記
１以上の前記プロセッサを使用してキュレーションすることによって、１以上のコンピュ
ータ可読媒体に格納された第３のデータ構造に変換するステップと、
　前記第３のデータ構造を使用して前記個々の患者の医師に提示し、且つ前記診断プロフ
ァイルに関する前記個々の患者の個人化された治療を提供するための統合レポートであっ
て、分析された前記診断データに基づいて前記個々の患者の薬物治療に関する提供情報を
含む前記統合レポートを、１以上の前記プロセッサを使用して生成するステップと、
を含む、コンピュータにより実行される方法。
【請求項８】
　前記データストリームのうちの１つは、早期アルツハイマー病に対するスクリーニング
に関するウェアラブルデバイス上で実行されているアプリケーション、から捕捉される、
請求項７に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項９】
　前記データストリームのうちの１つは、前記患者によってモバイルデバイス上にて実行
されているモバイル認知検査アプリケーションから捕捉され、
　前記モバイル認知検査アプリケーションが陽性診断を示す場合、前記データストリーム
のうちの別のものが、前記モバイル認知検査アプリケーション内から前記個々の患者によ
って指示された遺伝子検査から捕捉される、
請求項７に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項１０】
　前記個々の患者の前記個人化されたヘルスケアは、第２の前記統合された報告が前記個
々の患者のベースラインの統合された報告であるように、前記個々の患者に関するアルツ
ハイマー病のベースライン診断に関連する、
請求項７に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項１１】
　前記個々の患者の前記個人化されたヘルスケアは、第３の前記統合された報告が統合さ
れた長期的な安全性／有効性モニタリング報告であるように、前記個々の患者におけるア
ルツハイマー病の長期的なモニタリングに関連する、
請求項７に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項１２】
　前記長期的なモニタリングには、アミロイド関連造影異常（ARIA）型、ARIA-H微小出血
、またはARIA-H血管形成性浮腫のうちの１以上を定量的に監視することによって、個人化
された療法の有効性および安全性を評価することを含む
請求項７に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項１３】
　個人化されたヘルスケアにおけるデータの高度な自動化された分析のためのシステムで
あって、
　前記システムは、個々の患者に前記個人化されたヘルスケアを提供するための特有のヘ
ルスケアソーシャルネットワークのホストとして構成された１以上のサーバを備え、
　前記ヘルスケアソーシャルネットワークは、
　　前記個々の患者を前記ヘルスケアソーシャルネットワークにおける新たな患者として
受け付け、
　　前記個々の患者のためのコンテンツデータを追加し、
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　　前記コンテンツデータの配信のために、前記個々の患者に特有の前記ヘルスケアソー
シャルネットワーク内の受信者を指定し、前記受信者は、データ分析センター及び神経科
医の１以上を含み、
　　前記個々の患者に特化した複数の関係者に安全なインターフェースを提供して、前記
個々の患者の前記個人化されたヘルスケアに関し、前記ヘルスケアソーシャルネットワー
ク内での双方向の安全な対応の交換及びその間での前記コンテンツデータの送信を行い、
　　　前記対応は、前記個々の患者に対する特定の治療に関する通信であって、
　　前記コンテンツデータは、１以上の身体計測値から受信され、１以上のコンピュータ
可読媒体に記憶されたデータ構造に変換された信号を含み、前記信号は、前記ヘルスケア
ソーシャルネットワークに結合された検査装置を使用して前記個々の患者に対して行われ
た診断検査から受信され、前記検査装置は、ゲノムシーケンシングデバイス、磁気共鳴映
像デバイス、および放射断層撮影（PET）スキャナの１以上を含み、
　前記システムは、
　１以上の前記サーバに連結され、データ構造を定量分析して、前記個々の患者の前記コ
ンテンツデータに追加される定量データを生成する１以上のプロセッサと、
　１以上の前記サーバにネットワーク接続され、前記ヘルスケアソーシャルネットワーク
を介して前記個々の患者の前記個人化されたヘルスケアに関連付けられた前記コンテンツ
データを受信し、第１の匿名化データを生成するために受信した前記コンテンツデータか
ら患者識別情報の少なくとも一部を除去するように構成されたデータアノニマイザユニッ
トと、
　前記データアノニマイザユニットにネットワーク接続され、前記第１の匿名化データ及
び少なくとも１人の他の患者の第２の匿名化データを記憶するように構成されたデータ集
計ユニットと、
　前記データアノニマイザユニットにネットワーク接続され、前記第２の匿名化データの
少なくとも一部に基づいて前記第１の匿名化データを分析し、前記個々の患者に関する情
報であって該個々の患者についての少なくとも１つの診断マーカーを含む分析情報を生成
するように構成されたデータ分析ユニットと、
　前記データ分析ユニットにネットワーク接続され、コンピュータからの指示を受け付け
前記個々の患者に関連する医師に情報を提供する拡張現実感（ＡＲ）ユーザインタフェー
スへの提示のための命令を前記コンピュータに供給するように構成された、拡張現実感（
ＡＲ）ナチュラルユーザインターフェースデバイスと、
を備え、
　提示された前記情報は、前記データ分析ユニットによって生成された分析情報を含み、
前記拡張現実感（ＡＲ）ユーザインタフェースは、前記個々の患者に個人化された治療を
提供するためのものである、
システム。
【請求項１４】
　前記データ分析ユニットは、機械学習データ分析動作に基づいて前記第１の匿名化デー
タを分析するように構成される、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記データ分析ユニットは、量子コンピュータ、又は集積量子チップを備えたコンピュ
ータノードを用いて前記第１の匿名化データを分析するように構成される、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記データ分析ユニットは、ソーシャルネットワーク分析動作を実行するように更に構
成される、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記データ分析ユニットは、
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　外部参照データセットのランダムチェック演算を実行し、ランダムチェック演算とそれ
ぞれの基準値とを比較し、および／またはセンサデータと外部ハードウェア基準データと
のハードウェア署名を取得し比較することによって、前記データ分析ユニット内のハード
ウェアによる潜在的な演算エラーにフラグを立て、
　前記ランダムチェック演算および／または前記センサデータに基づいて、後に再演算を
行うことによって、または異なるハードウェア上で再計算を実行することによって、前記
データ分析ユニットによって実行される分析演算の数値不安定性を補正する
ように構成される、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記データ分析ユニットは、前記第１の匿名化データに基づいて脳コネクトーム分析を
実施するように更に構成される、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１の匿名化データがバイオマーカーの組み合わせデータである場合、前記データ
分析ユニットは、前記バイオマーカーの組み合わせデータに基づいて疾患のベイズ事後確
率を演算するように更に構成される、
請求項１４に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第１の匿名化データの前記分析では、前記個々の患者に対する追加のバイオマーカ
ーが識別される、
請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で述べられる実施形態は、個別化医療における情報の電子配信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療は、益々個人化されており、治療が、遺伝子型及び表現型データを含む患者の個々
の健康データに適合されることを意味する。遺伝子型データは、選択された遺伝子マーカ
ー、単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰｓ）、又は全体の遺伝子配列を含み得る。表現型デー
タは、患者からの身体検査データ、臨床スコア及び評定尺度、インビトロ検査、並びに磁
気共鳴映像法（ＭＲＩ）スキャン等の生体内撮像データ等からの研究室結果を含み得る。
シーケンシングの費用は、次世代シーケンシング（ＮＧＳ）等の新規技術により、急速に
下落しており、かかるデータがＭＲＩスキャンと同様に普遍的かつ低費用となることが予
測される。加速度計及びモバイル心電図（ＥＣＧ）等の消費者電子デバイスに埋め込まれ
る装着可能なセンサが生まれており、これらのセンサは、インターネットを介してリアル
タイムで表現型データを継続的に測定する手段を提供し、「デジタルヘルス」をもたらす
。
【０００３】
　診断は、患者の疾患状態の正確な性質を定義する際の第１の工程であり、典型的には、
ＤＩＣＯＭ画像フォーマットのファイルにＭＲＩスキャンのようなデジタル情報に変換さ
れる身体測定を伴う。研究室データ（検査結果）は、ポータブルドキュメントフォーマッ
ト（ＰＤＦ）ファイルに変換することができるか、又は構造化されたヘルスレイヤ７（Ｈ
Ｌ７）フォーマットで配信することができる。その後、患者の疾患状態は、一般的な特性
に基づいて「層別化」され、次いで、患者が最適な転帰を達成するよう合わせられた治療
法が選択される。
【０００４】
　アルツハイマー病（ＡＤ）診断は、疾患の早期段階（前駆又は発症前疾患）においては
、特に複雑である。診断は、臨床スコア（認知テスト等）、及び定量的ＭＲＩデータ等の
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高度化したバイオマーカーを含み得る。認知問題を有する患者は、典型的に、最終的に患
者を専門医のメモリクリニックに照会する多忙な非専門医のかかりつけの医師（プライマ
リケア医師：ＰＣＰ）によって最初は診られる。しかしながら、アルツハイマー病の早期
診断は、しばしば、最初の認知症状後数年遅れる。検査は、質の問題を有し標準化に欠け
るため、又は単純に専門医が以前の検査へのアクセスを有しなかったため、しばしばデー
タが容易に共有され得ないため、繰り返される。時折、段階的に診断の確実性を増加させ
るように、低費用のスクリーニングから確認診断までの診断プロセスを最初に段階分けす
ることなく、費用のかかるＰＥＴスキャンがプロセスの非常に早期にかかりつけの医師に
よって指示される。
【０００５】
　本明細書で特許請求される主題は、いずれの不利点も解決され又は上で説明されるもの
等の環境においてのみ動作する実施形態に限定されない。むしろ、この背景は、本明細書
で説明されるいくつかの実施形態が実践され得る１つの例示的な技術領域を例解するため
に提供されるに過ぎない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の態様によると、臨床的な非研究状況においてパーソナライズド・ヘルスケア
（個別化されたヘルスケア）に対応する情報を配信する方法は、１つ以上のデータストリ
ームを捕捉することを含むことができ、データストリームの各々は、患者の医療に関連す
る。該方法は、データストリームを統合して統合された診断データを生成することと、統
合された診断データを分析して分析された診断データを生成することとを更に含むことが
できる。該方法は、分析された診断データをキュレートすることと、分析されキュレート
された診断データに基づいて、患者の医師への提示のために、統合された報告を生成する
こととを更に含むことができる。
【０００７】
　これらの実施形態の目的及び利点は、少なくとも特許請求の範囲で具体的に指摘される
要素、特徴、及び組み合わせによって理解され、達成されるであろう。上記の概説及び以
下の発明を実施するための形態の双方は、例示的かつ説明的なものであり、特許請求され
る本発明を制限するものではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　以下の添付図面の使用を通じて、例示的実施形態が、更なる特殊性及び詳細とともに記
述され、説明される。
【図１】図１は、個別化医療のための例示的なソーシャルネットワークを例解する図であ
る。
【図２】図２は、個別化医療のためのソーシャルネットワークの参加者間の症例情報の例
示的なデータ共有を例解する図である。
【図３】図３は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク内の私的ネットワークの参
加者間の例示的な照会データフローを例解する図である。
【図４】図４は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク内の私的ネットワークの例
示的なネットワーク管理を例解する図である。
【図５】図５は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク内における、症例に新たな
情報を追加する例示的なデータフローを例解する図である。
【図６】図６は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク内の例示的な診断及び治療
データフローを例解する図である。
【図７】図７は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク内における、症例情報の追
加及び統合の実施例を例解する図である。
【図８】図８は、個別化医療のためのソーシャルネットワークを使用する、システムの例
示的な構成要素を例解する図である。



(8) JP 6253166 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

【図９】図９は、個別化医療のための例示的なシステムを例解する図である。
【図１０】図１０は、提示のための報告を生成する例示的な方法に関するデータフローで
ある。
【図１１】図１１は、提示のための報告を生成する例示的な方法に関するデータフローで
ある。
【図１２】図１２は、提示のための報告を生成する例示的な方法に関するデータフローで
ある。
【図１３】図１３は、提示のための報告を生成する例示的な方法に関するデータフローで
ある。
【図１４】図１４は、提示のための報告を生成する例示的な方法に関するデータフローで
ある。
【図１５】図１５は、臨床的な非研究状況における、パーソナライズド・ヘルスケアに対
応する情報を配信する例示的な方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書におけるいくつかの実施形態は、特に、アルツハイマー病診断の分野における
、個別化医療のデジタルヘルスプラットフォームのための方法及びシステムを説明する。
本開示は、患者の疾患状態の身体測定値から捕捉される種々のデータストリームの統合、
並びに、アルツハイマー病及び他の疾患における診断及び個人用の治療の配信を容易にす
るためのかかりつけの医師及び専門医とデータ分析ユニットとの間のかかる情報の電子ル
ーティングを説明する。該システムは、医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA：H
ealth Insurance Portability and Accountability Act）に準拠した拡張可能なクラウド
ベースのソーシャルネットワークアーキテクチャを組み込んでいる。当該クラウドベース
のソーシャルネットワークアーキテクチャは、ソーシャルネットワークの参加者間の暗号
化されたファイル転送及びメッセージング（メッセージ交換）を含む個人的な健康情報の
交換、を管理する。診断情報の交換は、許可に基づくものであり、専門医への照会によっ
て診断の確実性が改善され、データ分析ユニットによって増強される。
【００１０】
　クラウドベースのソーシャルネットワークアーキテクチャは、効果的に、医療提供者が
患者の症例において協働し、規制に準拠した様態でデータを共有することを可能にする。
更に、クラウドベースのソーシャルネットワークアーキテクチャのデータ分析ユニットは
、医療（ヘルスケア）提供者間の診断のワークフローにおける最適化を可能にし、並びに
、不必要な検査を低減し、データの質及び診断の実用性を改善し、非専門医の医師が最良
の実践例を利用することを可能にするのに役立つ。
【００１１】
　本発明の実施形態を、添付図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設される、個
別化医療のための例示的なソーシャルネットワーク１００を例解する図である。ソーシャ
ルネットワークは、既存のユーザ１１０、新たなユーザ１２０、代理人１２２、コンサル
タント１３０、研究室１４０、及びデータ分析ユニット１５０を含む、種々の参加者を例
解する。種々の動作は、ソーシャルネットワーク１００、及びソーシャルネットワーク１
００内の参加者に対して実施され得る。例えば、参加者は、ソーシャルネットワーク１０
０に追加され、ソーシャルネットワーク１００内の参加者は、患者の医療（メディカルケ
ア）に関して協働し、患者の医療（医療ケア）に関するデータは、統合及び分析されるこ
とができる。
【００１３】
　ソーシャルネットワークに参加者を追加するために、参加者は、最初に識別され得る。
例えば、かかりつけの医者であり得る既存のユーザ１１０は、ソーシャルネットワーク１
００に追加されるべき専門神経科医であり得る新たなユーザ１２０を識別することができ
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る。既存のユーザ１１０は、新たなユーザ１２０に初期連絡先情報を得させるために、Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｐｌａｎ　ａｎｄ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ　Ｅｎｕｍｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ（ＮＰＰＥＳ）等の外部のプロバイダデータベースを検索するオプションを有す
ることができる。既存のユーザ１１０はまた、正しい電子連絡先情報を、例えば、電話を
通じて検証することができる。
【００１４】
　参加者がソーシャルネットワーク１００に追加されている時、参加者は、ソーシャルネ
ットワーク１００の私的部分又はソーシャルネットワーク１００の非私的部分において、
参加者を指定することができる。いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワーク
１００の私的部分は、病院ネットワークと関連付けられる参加者に対するものであり得る
。いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワーク１００は、複数の私的部分を有
し得る。ソーシャルネットワーク１００の私的部分における参加者の指定の例として、既
存のユーザ１１０は、新たなユーザ１２０が、既存のユーザ１１０が関連付けられる病院
ネットワークの一部である時、ソーシャルネットワーク１００の私的部分の一部となるべ
き新たなユーザ１２０を指定することができる。これらの及び他の実施形態において、コ
ンサルタント１３０は、放射断層撮影法（ＰＥＴ）スキャン又は他の診断検査を実施する
ことができる、病院ネットワーク外の核医学専門医のような外部参加者であり得る。
【００１５】
　新たなユーザ１２０は、種々の方法でソーシャルネットワーク１００に追加されてもよ
い。例えば、いくつかの実施形態において、新たなユーザ１２０は、招待によってソーシ
ャルネットワークに追加されてもよい。既存のユーザ１１０は、図９に関して説明される
システムのようなソーシャルネットワーク１００をサポートするために使用されるシステ
ムに、新たなユーザ１２０の電子メール及び氏名等の基本情報を入力して、電子的に連絡
を開始してもよい。基本情報を入力するか又は新たなユーザ１２０に対する基本情報を示
した後、既存のユーザ１１０は、新たなユーザ１２０に、個別化医療のためのソーシャル
ネットワーク１００に参加するように招待状を送信してもよい。いくつかの実施形態にお
いて、新たなユーザ１２０への招待状は、既存のユーザ１１０が、新たなユーザ１２０の
アイデンティティを示した後、テンプレートから自動的に生成されてもよい。
【００１６】
　招待状は、電子メール又は他のメッセージングシステムによって送信されてもよく、か
つソーシャルネットワーク１００のログインページへのリンクを含有してもよい。新たな
ユーザ１２０がソーシャルネットワーク１００にアクセスするための初期パスワードもま
た、自動的に作成されてもよい。セキュリティ目的のための初期パスワードは、別個のメ
ッセージによって送信されるか又は新たなユーザ１２０の事務所若しくは新たなユーザ１
２０のモバイル電話に電話することによって配信されてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、パスワード認証は、指紋、音声、顔認識、及び／又は別の電子アクセス制御システ
ム等の生体認証が追加又は代用されてもよい。別の電子アクセス制御システムとしては、
限定することなく、例として、カードベース、及び電子認証を具備するスマートフォンが
含まれても良い。いくつかの実施形態において、認証方法は、知識要素（パスワード等）
、所有要素（ソーシャルネットワークプロバイダによって発行される特殊なアクセスカー
ド等）、及び固有要素（生体要素、例えば、音声若しくはビデオ認証）等の３つの認証要
素のうちの２つ以上の提示を使用し得る、２要素認証（ＴＦＡ）等の多要素認証であり得
る。
【００１７】
　ユーザがソーシャルネットワーク１００の一部となるための招待状を受信した後、新た
なユーザ１２０は、初期パスワードを、ユーザの選択（ある長さ及び文字を有する等）に
より安全なフォーマットのパスワードに変更すること、並びに情報の追加、例えば、専門
的詳細、住所、及びページャ、モバイル電話、ファックス番号、好みなど等の他の連絡先
情報をフォームに入力することによって、登録プロセスを完了する。
【００１８】
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　いくつかの実施形態において、登録プロセスは、新たなユーザ１２０が、パスワードを
入力すること、又は新たなユーザ１２０に関する任意の追加の情報を追加することを必要
としなくてもよい。例えば、認証は、上で説明されるようなＴＦＡのみからなってもよい
。これらの及び他の実施形態において、ＴＦＡは、新たなメンバーの認証情報を検証し、
生体要素を得た後、ソーシャルネットワーク１００のための特殊なアクセスカード、又は
何らかの他のアクセス情報を配布することからなってもよい。いくつかの実施形態におい
て、生体要素は、例えば、医学会議において、新たなユーザ１２０から既存のユーザ１１
０によって得られてもよい。新たなユーザ１２０についての追加の情報もまた、プロバイ
ダデータベース又は認証機関等の他のソースを通じて得られてもよい。セキュリティ及び
プライバシを維持しつつ、新たなユーザ１２０に対する登録プロセスを容易にするように
、追加の情報を新たなユーザ１２０に関してフォームに投入してもよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、新たなユーザ１２０がソーシャルネットワーク１００の
私的部分の一部である時、ソーシャルネットワーク１００の私的部分と関連付けられる管
理者は、ソーシャルネットワーク１００と関連付けられる管理モジュールを通じて、新た
なユーザ１２０を追加してもよい。管理者は、既存のユーザ１１０及び／または図１に例
解されていないソーシャルネットワーク１００における別の参加者であってもよい。これ
らの及び他の実施形態において、管理者は、ソーシャルネットワーク１００内で、参加者
による新たなメンバーの招待、受信、及び／又は照会／送信する能力に関して、ソーシャ
ルネットワーク１００内の参加者の許可を制限してもよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、新たなユーザ１２０がソーシャルネットワーク１００に
追加される時、新たなユーザ１２０は、新たなユーザ１２０の代理となるナースプラクテ
ィショナ（上級看護師）又は医師助手等の代理人１２２と関連付けられてもよい。これら
の及び他の実施形態において、管理者は、管理モジュールを通じて代理人１２２を追加し
てもよい。いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワーク１００は、ソーシャル
ネットワーク１００内の参加者を招待して、患者の医療（医療ケア）に関して協働するた
め等、協働目的のためにソーシャルネットワーク１００内の参加者を検索可能であり得る
。
【００２１】
　ソーシャルネットワーク１００は、ソーシャルネットワーク内の参加者が、ソーシャル
ネットワーク１００内の双方向の安全なメッセージング通信及び／又はビデオ／音声会議
を使用して、特定の治療に関して通信することを可能にするように更に構成されてもよい
。代替的に又は更に、ソーシャルネットワーク内の参加者は、適合されたモバイル通信ア
プリケーションを使用して通信してもよい。テキスト（ＳＭＳ）メッセージング、ページ
ャ、又は電子メール等の既存の通信チャネルも、非安全なメッセージング／警告のために
更に利用されてもよい。例えば、非安全なメッセージングは、医師の注意が必要であるこ
とを医師に示すか、又は参加者に、患者に関して情報が変更、追加、若しくは更新された
等の最近の活動を通知するために使用されてもよい。
【００２２】
　先で言及されるように、参加者は、患者の医療（医療ケア）に関して協働してもよい。
本明細書で使用される際、患者の医療（医療ケア）は、本明細書において、患者症例又は
症例と称され得る。示されるように、ソーシャルネットワーク１００内の参加者は、患者
症例において協働してもよい。この協働は、照会プロセスに基づいて行われてもよい。例
えば、かかりつけの医者（ＰＣＰ：プライマリケア医師）であり得る既存のユーザ１１０
は、更なる診断評価のために新たなユーザ１２０がソーシャルネットワーク１００又は研
究室１４０に参加した後、患者症例を専門医等の新たなユーザ１２０に照会してもよい。
既存のユーザ１１０は、患者ケアの特定のエピソードの間の「患者症例所有者」としての
役割を果たすことができ、かつ基本患者症例データ、例えば、氏名、性別、生年月日、連
絡先情報、及び保険情報等の患者の詳細を入力することができる。既存のユーザ１１０は
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、優先度、照会のタイプ、照会に対する予想される反応、及び症例概要情報等の症例に関
する説明情報を更に入力することができる。概要情報等の説明情報は、別の健康管理シス
テム、例えば、電子医療記録（ＥＭＲ）システムから更にインポートすることができる。
既存のユーザ１１０は、症例において協働するために、症例を、ソーシャルネットワーク
１００の私的部分内、又はソーシャルネットワーク１００全体内の複数のメンバーに更に
照会することができる。例えば、既存のユーザ１１０は、ケアのエピソードが既存のユー
ザ１１０によって完了したと見なされるまで、ケアのエピソード（例えば、治療の段階）
の間、症例をコンサルタント１３０に照会することができる。
【００２３】
　ソーシャルネットワーク１００内の参加者間の症例についての協働は、症例（例えば、
患者の検査結果、研究室結果、診断、患者病歴など）について判定するように、参加者と
情報を共有することを含むことができる。いくつかの実施形態において、ソーシャルネッ
トワーク１００は、症例についての情報を記憶するためのクラウドストレージを含んでも
よい。症例と関連付けられるソーシャルネットワーク１００内の参加者は、症例に関して
クラウドストレージにアクセスし、クラウドストレージに情報を追加又はそれから情報を
取り出すことが可能であり得る。クラウドストレージへの情報の追加又は特定の症例に関
しクラウドストレージからの情報の取り出しは、本明細書において、症例への情報の追加
、又は症例からの情報の取り出し、表示、若しくはアクセスと称され得る。症例情報は、
ソーシャルネットワーク１００の一部であるため、症例と関連付けられるソーシャルネッ
トワーク１００内の参加者は、他の参加者によって追加された症例から情報にアクセスす
ることができる。
【００２４】
　例えば、既存のユーザ１１０は、症例に、追加の症例コンテンツ（付随するメタデータ
／説明情報とともに）を追加することができる。追加の症例コンテンツは、アルツハイマ
ー病等の疾患に関する認知スクリーニング検査、遺伝子検査、及び／又は血液検査の結果
を含み得る。検査結果は、ＰＤＦ文書フォーマットの検査報告等の電子フォーマットで提
供され得る。報告（レポート）は、ファイルアップロードによって、又は電子医療記録（
ＥＭＲ）システム等の別の健康管理システムから直接、症例に追加され得る。医療画像は
、同様に症例に追加され得る。例えば、医療画像は、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ（ＤＩＣＯＭ）ファイ
ルのアップロードによって、又は画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）から直接、症例に追
加され得る。患者の自宅で実施される、モバイルデバイス上での認知スクリーニング検査
等の検査からの情報が、症例に追加され得る。代替的に又は更に、第三者のサービス提供
者、例えば研究室サービス若しくはデータ分析ユニットによって、更に増やされた又はさ
れていない、ＰＣＰ又は専門医の事務所からの検査からの情報が、症例に追加され得る。
いくつかの実施形態において、検査結果及び／又は報告（レポート）の形態で症例に追加
され得る情報は、規範的及び／又は年齢に関係する範囲、規範的及び／又は年齢に関係す
る範囲に関する患者の個々の値のプロット、並びに患者若しくは代表的な例解的な他の症
例の医療画像を含有し得る。検査結果及び／又は報告の形態で症例に追加され得る情報は
、ＵＲＬ若しくは出版物を指し示す文脈及び／又は解釈情報や、１つ若しくは多くの出版
物の抜粋若しくは概要を含む文脈及び／又は解釈情報を更に含有し得る。
【００２５】
　ソーシャルネットワーク１００内の参加者間の協働は、別の参加者からのレビューを要
求する参加者によって促進される。例えば、ＰＣＰであり得る既存のユーザ１１０は、専
門医等の新たなユーザ１２０に、ソーシャルネットワーク１００に参加すること、及びソ
ーシャルネットワーク１００内の症例と関連付けられることを要求することができる。代
替的に又は更に、既存のユーザ１１０は、ソーシャルネットワーク若しくはソーシャルネ
ットワーク１００外のディレクトリウェブサイト等の何らかの他の方法を使用して、新た
なユーザ１２０がソーシャルネットワーク１００の一部であることを識別することができ
る。これらの及び他の実施形態において、既存のユーザ１１０は、新たなユーザ１２０が
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、既存のユーザ１１０と症例において協働することを要求することができる。要求は、上
で説明されるものと同様の様態、又は異なる様態で発行されてもよい。新たなユーザ１２
０が症例における協働の開始を設定した後、既存のユーザ１１０は、更なる評価及び／又
はレビューのために、新たなユーザ１２０に症例を送信することができる。いくつかの実
施形態において、既存のユーザ１１０は、新たなユーザ１２０がレビューするために情報
が症例に追加されたことを、新たなユーザ１２０に示すことができる。述べられるように
、新たな情報を示すことは、新たな情報が症例に追加された後、例えばメッセージングに
よって手動で又は自動的に実施されてもよい。
【００２６】
　例えば、既存のユーザ１１０は、患者の症例を新たなユーザ１２０に送信することがで
き、そこでは、既存のユーザ１１０はＰＣＰであり、新たなユーザ１２０は更なる評価の
ための顧問神経科医である。更なる評価は、コンピュータ化された認知バッテリーによる
、総合的な神経学的及び／又は神経心理学的検査を含んでもよい。新たなユーザ１２０に
患者の症例を送信する前に、既存のユーザ１１０は、新たなユーザ１２０に対するスクリ
ーニング検査結果並びに／又は患者の病歴及び投薬等の他の情報、並びに症例概要等の症
例コンテンツを追加していてもよい。新たなユーザ１２０は、安全なモバイルメッセージ
ング又は症例についての情報を表示するためのソーシャルネットワーク１００によって提
供されるモバイル症例ダッシュボードアプリケーションによって、症例概要情報及び関連
するメッセージをレビューすることができる。ダッシュボードアプリケーションは、利用
可能な症例コンテンツ、例えば、報告（レポート）、又は磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）若し
くはＰＥＴスキャン等の既に存在する画像の、プレビューを可能にする。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、ダッシュボードアプリケーションは、音声、タッチ、ジ
ェスチャ、視線追跡（アイトラッキング）、及び他の入力によって駆動されるナチュラル
ユーザーインターフェース（ＮＵＩ）を通じてナビゲートされてもよい。ダッシュボード
アプリケーションは、多様な装着若しくは投影された表示器及び／又は文脈を意識した重
畳情報（拡張現実）を表示することが可能な眼鏡等の、柔軟性若しくは装着可能な表示デ
バイス上に表示されても良い。いくつかの実施形態において、ダッシュボードアプリケー
ションは更に、ＮＵＩ入力を伴う若しくは伴わないブラウザベースのアプリケーションで
あってもよく、第三者のビューアにおける更なるレビューのための画像等の症例コンテン
ツ、又はＤＩＣＯＭ画像ビューア等のアプリケーションのダウンロードを可能にしてもよ
い。これら及び他の実施形態において、ブラウザベースのダッシュボードアプリケーショ
ンは、安全な企業コンピューティング環境内、例えば、専用のワークステーション、又は
病院、医療センター、診療所のファイヤウォール、若しくは何らかの他のファイヤウォー
ル内のアクセスデバイス上で使用され得る。
【００２８】
　情報（かかる情報は、画像又は研究室若しくは認知検査データである）が症例に追加さ
れる時、情報は、整った厳しい質基準なしで得られてもよく、及び／又は、症例間若しく
は同じ症例内で比較可能なフォームでなくてもよい。結果として、情報は、定量的画像分
析、次世代シーケンシング（ＮＧＳ）ゲノム分析又は遺伝子発現分析を含み得る、更なる
分析に好適でない場合があってもよい。症例内及び症例間のデータ要素を確実に比較可能
にするために、症例に追加される情報は、データ分析ユニット１５０によって、質基準の
順守に関してチェックされ得る。例えば、データは、自動化された分析であるアミロイド
ＰＥＴスキャン、海馬体積定量化、又はＭＲＩ映像法による拡散テンソル画像（ＤＴＩ）
を用いた線維トラクトグラフィ（fiber tractography）等による更なる処理の前に使用さ
れる、特定のソースデータ取得パラメータ及び装置に関してチェックされ得る。情報が特
定の基準に満たない時、例えば、情報が好適な定量化を可能にしない場合、メッセージは
、情報を送信する参加者又は症例に接続される他の参加者に返信されてもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワーク１００内の症例において共有さ



(13) JP 6253166 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

れる情報は、定量的な形でなくてもよい。例えば、ＭＲＩ又はＰＥＴスキャンによって生
成される画像は、画像と関連付けられる定量的な情報を有していなくてもよい。しかしな
がら、定量的な情報は、画像から得られてもよい。これらの及び他の実施形態において、
本質的に定量的ではない画像データ及び他の情報は、診断を支援かつソーシャルネットワ
ーク内の他の参加者と共有するために、定量的画像分析がなされても良い。例えば、放射
線科医は、長期的な比較及び／又は処置の意思決定のために定量的分析を行っても良い。
定量的画像分析は、他の疾患を排除又は鑑別診断を支援するためにＭＲＩ等のスキャンの
定量的読み取りに加えて実行されてもよく、かつ定性的報告（定性的レポート）に要約さ
れて（簡単にまとめられて）もよい。定量的画像分析は、完全に自動化又はオペレータの
連携（相互作用）を伴って半自動化されてもよく、ワークステーション又はサーバアプラ
イアンス上のサイト／構内で実施されてもよい。次いで、定量化データ又は結果は、症例
にインポートされてもよい。いくつかの実施形態において、定量的画像分析は、情報が集
められる場所とは別個のデータ分析ユニット１５０において、要求に応じて実行されても
よい。いくつかの実施形態において、定量的画像分析は、ＰＤＦフォーマット等の報告（
レポート）を生成してもよい。当該報告には、規範的及び／又は年齢に関係する範囲、並
びに規範的及び／又は年齢に関係する範囲に関する患者の個々の定量的画像値（例えば、
海馬体積のプロット）が含まれる。当該報告はまた、選択された患者の画像を含んでもよ
い。定量的画像報告（定量的画像レポート）は、相互作用的であってもよく、２Ｄ、３Ｄ
又は４Ｄ（経時的に３Ｄ）の実際の医療画像の表示を可能にし、そして、データポイント
が選択される時にそれらの各ソース画像と重なって定量的な値がプロットされる等の、高
度な視覚化機能を含んでもよい。
【００３０】
　既知の医療報告（医療レポート）及び更には現在のＥＭＲｓにおけるデータは、定性的
かつテキストベース（しばしばフリーテキスト）であり、言語における可変性及び曖昧さ
を大いに許容することが理解されるものとする。しかしながら、定量的な形のデータを有
するか又は国際医療用語集（Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms（
ＳＮＯＭＥＤ））等の標準化された語彙（オントロジー）を利用することが望ましい。し
かしながら、特定のデータタイプを要求することは、患者の症例の中で利用可能な全ての
既存の医療情報の利用を制限する可能性がある。これらの問題を解決するために、コンテ
ンツキュレーションが、統合された報告（レポート）、検索、意味統合、及びデータマイ
ニング／高度な分析等の高度化した能力のための中間工程として使用されてもよい。既存
の定量的データは、医療ガイドライン、及び／又は医学文献からの関連した抜粋、若しく
は元の参考文献へのリンク等の文脈情報と一緒に１つ又はいくつかのバイオマーカーを提
示する、簡潔な統合された報告フォーマットに編集（コンパイル）されてもよい。いくつ
かの実施形態において、重要な元の参考文献は、統合された報告においてそれらの全体と
して含まれてもよい。テキストデータ等の既存の非標準的な情報は、検索、意味統合、及
びデータマイニング目的等のその後の処理のために、標準化された語彙を使用して注釈を
付されてもよい。コンテンツキュレーションは、データ分析ユニット１５０において、又
はデータの匿名化後、Ａｍａｚｏｎ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｔｕｒｋ等の第三者のオン
デマンドサービスにおいて、完全に自動化された、又は半自動化されたオートキュレーシ
ョンソフトウェアツール及びデータベースを利用してもよい。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、データ分析ユニット１５０は、質管理、定量的画像分析
、及びキュレーション工程を実行した後、統合されたデジタル診断報告（デジタル診断レ
ポート）を生成するように構成されてもよい。統合されたデジタル診断報告は、研究室１
４０、新たなユーザ１２０、既存のユーザ１１０、代理人１２２、コンサルタント１３０
、及び／又は症例において協働するソーシャルネットワーク１００内の他の参加者から生
成される、１つ又はいくつかのバイオマーカー又は集められた効果指標を組み合わせても
よい。次いで、データ分析ユニット１５０は、既存のユーザ１１０等の医師による評価の
ために、共有情報を整理統合された表示にキュレートしてもよい。いくつかの実施形態に
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おいて、報告（レポート）は、モバイルアプリケーションにおいて具現化されてもよい。
いくつかの実施形態において、報告は、プロット又は上で説明される他の高度な視覚化の
形で、バイオマーカー又は効果指標における長期的な情報を更に提供してもよい。いくつ
かの実施形態において、既存のユーザ１１０又は報告を読んでいるソーシャルネットワー
ク１００内のいずれかの他の参加者は、ソーシャルネットワーク内のメッセージング及び
付加価値のある診断サービスの一部によってのコールセンタにおいて、専門の医師（報告
における統合されたデータの解釈において熟練した人）に相談してもよい。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、氏名、生年月日、住所及び他の患者識別情報等の個人的
を識別可能な情報は、匿名化プロセスにおいてソーシャルネットワーク１００内の情報か
ら引き離されてもよい。いくつかの実施形態において、第三者又はオープンソースデータ
匿名化ソフトウェアツールを、データ分析ユニット１５０において採用して、匿名化プロ
セスを提供してもよい。例示的な匿名化プロセスは、ＤＩＣＯＭ画像ヘッダ内の患者識別
情報を取り出すことを含んでもよい。匿名化は、完全に自動化（データが標準化されたフ
ォーマットである時等）又は半自動化されてもよい。いくつかの実施形態において、患者
データは、ソーシャルネットワーク１００内で匿名化されてもよい。ソーシャルネットワ
ーク１００は、患者データに、一時的又は永続的な固有の識別番号（ＵＩＤ）を割り当て
てもよい。ソーシャルネットワーク１００は、患者データと関連付けられる患者とやりと
りを行う医師が、患者データを特定の症例又は患者と関連付けることを可能にしてもよい
。いくつかの実施形態において、患者データに割り当てられる一時的又は永続的な固有の
識別番号（ＵＩＤ）は、在宅スクリーニング等の診断サービスと併せて使用されてもよい
。例えば、患者は、薬局用のＵＩＤを含むプリペイドカードを得てもよい。次いで、患者
は、ソーシャルネットワーク１００の一部であるＰＣＰを訪れても良い。ＰＣＰは、デー
タ分析ユニット１５０から、匿名化され統合されたスクリーニング報告（スクリーニング
レポート）を要求してもよく、ソーシャルネットワーク１００内のメッセージングによっ
て、及び付加価値のある診断サービスの一部として、コールセンタにおいて、専門の医師
（バイオマーカー組み合わせ／パターンの解釈に熟練した人）に更に相談してもよい。こ
れらの実施形態において、専門の医師及びデータ分析ユニット１５０は、患者のアイデン
ティティを知らなくてもよい。むしろ、専門の医師及びデータ分析ユニット１５０は、デ
ータを、関連付けられたＵＩＤと関連付けるのみであってもよい。このため、患者のアイ
デンティティは、患者の症例がソーシャルネットワーク１００内の種々の参加者によって
取り組まれている時でさえ、ソーシャルネットワーク１００内では機密のままであり得る
。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワーク１００は、種々の症例において
収集されたデータを集約してもよい。例えば、データ分析ユニット１５０において実行さ
れる質管理、キュレーション及び匿名化工程の後、複数の症例からのデータは、集中化又
は連合データベースにおいて集約されてもよく、高度な分析がデータベースに対して実行
される。非画像及び／又は非シーケンシングデータは、ＳＱＬ又はＮｏＳＱＬデータベー
ス（Ｃａｓｓａｎｄｒａ等）に記憶され、一方で、画像又はＮＧＳソースデータ等のメデ
ィアリッチなコンテンツは、性能理由によりファイルシステムに記憶され得る。データベ
ースは、他のデータベース及びデータセットからのデータと相互に関連づけるように、セ
マンティックデータ統合をサポートしてもよい。ファイルシステムストレージは、Ｈａｄ
ｏｏｐ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＨＤＦＳ）等に分散されて
もよい。画像ファイルは、データベースに記憶されるＵＲＬリンク又は他のポインタによ
って参照されかつ性能のために最適化された外部画像レポジトリに存在してもよい。
【００３４】
　１つ以上の症例からのデータがデータベースに集約された後、種々の高度な「ビッグデ
ータ」分析が、集約されたデータに対して実行されてもよい。高度な分析は、隠されたパ
ターン、不明な相関及び他の有用な情報を明らかにするように、多様なタイプの大量のデ
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ータを検査するプロセスを含んでもよい。高度な分析は、データ分析ユニット１５０にお
いて実行されてもよい。例えば、高度な分析は、機械学習アルゴリズム及び／若しくはデ
ータマイニングに基づく予測的分析、又は統計的分析技術（例えば、Ｒを使用）を含んで
もよい。高度な分析は、分散（Ｍａｐ　Ｒｅｄｕｃｅ等において）又は並列化されてもよ
い。例えば、高度な分析は、バイオマーカーパターン及び／若しくは遺伝子プロファイル
の組み合わせに基づいて、発症前アルツハイマー病患者における処置反応又は疾患の将来
の発病の予測、あるいはデータベース内の症例情報に含まれる要素（因子）のある組み合
わせを前提とした現在の疾患の確率を計算してもよい。高度な分析は、ＰＥＴスキャン（
例えば、完全に自動化されたアミロイドＰＥＴ又はタウトレーサ定量化）に基づく高度化
した予測的分析を実行するために更に使用されてもよい。代替的に又は更に、高度化した
予測的分析は、拡散テンソル画像（ＤＴＩ）ＭＲＩ又は機能ＭＲＩに基づく予測的脳ネッ
トワーク「コネクトーム」分析、に基づいてもよい。高度な分析は、診断、治療、又はソ
ーシャルネットワーク１００内の特定の症例に関連する他の態様を判定する際の支援のた
めに、特定の症例において実行されてもよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、高度な分析は、特定の症例において個人用の治療（個人
にあった治療）を提供するため、特定の症例と同様の公知の治療による転帰を伴う症例を
発見及びランク付けするように、集約されたデータレポジトリに対するセマンティック検
索の使用を更に含んでもよい。高度な分析の結果は、報告（レポート）において要約又は
提示されてもよい。いくつかの実施形態において、報告は、上で説明されるように、ナチ
ュラルユーザインターフェース（ＮＵＩ）によって駆動される適合したパーソナライズド
・ヘルスケア（ＰＨＣ）ダッシュボードを通じて、ソーシャルネットワーク１００内の参
加者によってアクセスされてもよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、高度な分析は、データ科学者によって更に実施されても
よい。データ科学者は、診断の確実性を支援及び／又は特定の症例における治療の層別化
を提供できる集約されたデータベースから、新たな知識を導出してもよい。
【００３７】
　修正、追加、又は省略が、本開示の開示から逸脱することなく、ソーシャルネットワー
ク１００に行われ得る。例えば、ソーシャルネットワーク１００は、上で説明されるもの
以外の参加者を含んでもよい。更に、ソーシャルネットワーク１００は、上で説明される
もの以外の種々の態様を含んでもよい。例えば、ソーシャルネットワークの他の態様は、
本明細書において、他の図面に関して説明され得る。
【００３８】
　図２は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク２００の参加者間で症例の情報を
データ共有する例を示す図であって、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形
態に従って配設される。具体的には、図２は、かかりつけの医師（ＰＣＰ：プライマリケ
ア医師）２１０、専門神経科医２１２、放射線科医２１４、及びデータ分析ユニット２１
６間のデータ共有を例解する。ソーシャルネットワーク２００の参加者は、例えば、メッ
セージ２１８を使用して、共有された症例情報２２６において更に協働することができる
。
【００３９】
　図３は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク３００内の私的ネットワーク３２
０の参加者間の例示的な照会データフローを例解する図であって、本明細書で説明される
少なくともいくつかの実施形態に従って配設される。具体的には、図３は、病院内等のソ
ーシャルネットワーク３００の一部である私的ネットワーク３２０の参加者間の照会デー
タフローを例解し、ソーシャルネットワーク３００は、既存のユーザ３１０、専門神経科
医３１２及びＭＲＩ施設３１６を含む。図３はまた、ソーシャルネットワーク３００の一
部であり得る外部ネットワーク３２２を例解する。外部ネットワーク３２２は、私的ネッ
トワーク３２０の参加者とデータを共有するように構成されるＰＥＴ施設３１４を含んで
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もよい。
【００４０】
　図４は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク４００内の私的ネットワーク４２
０の例示的なネットワーク管理を例解する図であって、本明細書で説明される少なくとも
いくつかの実施形態に従って配設される。具体的には、図４は、私的ネットワーク管理者
４１０を通じた病院内等の私的ネットワーク４２０のネットワーク管理を例解しており、
私的ネットワーク管理者４１０は、専門神経科医４１２及び代理人４１６等の新たな私的
メンバー及び彼らの代理人を追加することができる。図４はまた、ソーシャルネットワー
ク４００の一部である外部ネットワーク４２２を例解する。外部ネットワーク４２２は、
私的ネットワーク４２０の参加者とデータを共有するように構成されたＰＥＴ施設４１４
を含んでもよい。
【００４１】
　図５は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク５００内の症例に新たな情報５１
６を追加するデータフローを例解する図であって、本明細書で説明される少なくともいく
つかの実施形態に従って配設される。具体的には、図５は、ソーシャルネットワーク５０
０において、ＰＣＰ５１０及び放射線科医５１４と関連付けられた専門神経科医５１２に
よって追加されている情報５１６、を例解する。ＰＣＰ５１０及び／又は専門神経科医５
１２は、例えば、患者の医療に関する統合された報告（レポート）を生成するために、デ
ータ分析ユニット５１８に更に照会／相談することができる。統合された報告は、データ
分析ユニット５１８によって症例に追加されてもよい。
【００４２】
　図６は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク６００内の例示的な診断及び治療
データフローを例解する図であって、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形
態に従って配設される。具体的には、図６は、ソーシャルネットワーク６００の参加者間
でのアルツハイマー病のための個別化医療プラットフォームにおける、診断及び治療デー
タフローを例解する。例えば、図６は、ＰＣＰ６１０が、患者の認知スクリーン検査６２
０を行い得ることを例解し、これは、研究室６１６で実施されるアルツハイマー病のため
のＡＰＯＥ検査及び／又は血液スクリーニング検査を指示することを含み得る。ＰＣＰ６
１０は、研究室報告（研究室レポート）を受信した後、スクリーニングデータを統合され
た報告に整理統合するように、データ分析ユニット６２４に相談してもよい。ＰＣＰ６１
０はまた、患者の更なる評価のために、患者の症例を専門神経科医６１２に照会してもよ
い。ＰＣＰ６１０によるこれらの工程は、患者に対する症例のスクリーニングエピソード
を結論付け得る。専門神経科医６１２は、研究室６１６から別のＩＶＤ検査を指示しても
よい。ＩＶＤ検査は、ＣＳＦ　Ａｂｅｔａ／Ｔａｕ検査を伴ってもよい。専門神経科医６
１２は、患者において総合的検査６１８を更に完了してもよく、これは、いくつかの実施
形態において、完全にコンピュータ化された認知バッテリーを含んでもよい。専門神経科
医６１２は、放射線科医６１４からＭＲＩ及び／又はＰＥＴスキャン６２２を更に照会／
指示してもよく、これは、画像量子化（quantition）を含んでもよい。次いで、専門神経
科医６１２は、総合的な評価データを統合された報告に整理統合するように、データ分析
ユニット６２４に相談してもよい。専門神経科医６１２によるこれらの工程は、ケアの総
合的な診断エピソードを結論付け得る。いくつかの実施形態において、データ分析ユニッ
ト６２４は、専門神経科医６１２又はＰＣＰ６１０がアルツハイマー病に関連する患者の
ための個人用医薬を処方するための実用的な情報を提供し得る、上で言及されるような、
治療層別化のための予測的報告（予測的レポート）を生成してもよい。いくつかの実施形
態において、ＰＣＰ６１０は、データ分析ユニット６２４によって増やされ、個人用医薬
を処方する前に、上で言及されるような総合的な評価及び／又はその後の治療層別化の機
能のうちのいくつか又は全てを実施してもよい。
【００４３】
　図７は、個別化医療のためのソーシャルネットワーク７００内の症例情報の追加及び統
合の実施例を例解する図であって、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態
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に従って配設される。具体的には、図７は、情報の別個の構成要素、例えば、ＰＣＰ７１
０によってデータ分析ユニット７２４に指示又は実施される、認知スクリーニング検査に
よる認知スコア７２０の追加７１４を例解する。いくつかの実施形態において、認知スコ
ア７２０は、研究室７１８から取得され得るＡＰＯＥ検査及び／又は血液スクリーニング
検査結果によって更に補完されてもよい。他の検査結果、例えば、画像データ７２６及び
／又は放射線報告７２８が、症例に更に追加されてもよい。代替的に又は更に、データ分
析ユニット７２４は、統合された報告（レポート）７１６を症例に更に追加してもよい。
【００４４】
　図８は、個別化医療のためのソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７を使
用するシステム８００の例示的な構成要素を例解する図であって、本明細書で説明される
少なくともいくつかの実施形態に従って配設される。システム８００は、ローカル症例管
理層８２９、アノニマイザ、データ集約及び分析層８３８、並びに医師提示層８２６とや
りとりを行うことができるソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７を含んで
もよい。ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７は、いくつかの実施形態に
おいて、図１～７に関して説明されるように、ソーシャルネットワークの参加者間での相
互作用（連携）を可能にするように構成され得る。
【００４５】
　ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７は、個人的な健康情報のＨＩＰＡ
Ａ準拠の交換を管理する拡張可能なクラウドベースの症例コンテンツ配信ネットワーク８
３９を含んでもよく、当該ネットワーク８３９は、完全なオーディットトレール、暗号化
されたファイルの転送、及びソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７によっ
てホストされるソーシャルネットワークの参加者間のメッセージングを含む。ソーシャル
ネットワークインフラストラクチャ８３７は、フロントエンド（クライアント）及びサー
バ側アプリケーションソフトウェアコード（例えば、ウェブ対応）等のシステムソフトウ
ェア、又はソーシャルネットワークの中核的な機能性を実装するために使用され得るデス
クトップ仮想化アプリケーションソフトウェア構成要素を更に含んでもよい。ソーシャル
ネットワークインフラストラクチャ８３７はまた、ソーシャルネットワークと接続するた
めの外部アプリケーションのためのＡＰＩ；ウェブ及びリッチメディアアプリケーション
フレームワーク等のアプリケーションフレームワーク、データベースサーバソフトウェア
、並びにウェブサーバソフトウェア；サーバ仮想化ソフトウェア、ロードバランサ、ネッ
トワーキング装置、並びにサーバ及びストレージ装置を含んでもよい。ソーシャルネット
ワークインフラストラクチャ８３７は、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）を伴うディ
スクレスサーバノードを含み得るサーバ装置を含んでもよい。ソーシャルネットワークイ
ンフラストラクチャ８３７は、フラッシュアレイストレージを含むストレージ装置を含ん
でもよい。ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７はまた、低遅延ネットワ
ークスイッチ等のクラウド－ネットワーキング装置を含んでもよく、かつネットワークセ
キュリティ及び暗号化アプライアンスを更に含んでもよい。
【００４６】
　症例コンテンツ配信クラウド８３９は、ソーシャルネットワークオペレータによって所
有又は賃貸される施設等のプライベートクラウドインフラストラクチャ、並びに／又は第
三者によって適切なセキュリティが実装及び管理された専用のクラウド施設において、更
に展開されてもよい。例えば、症例コンテンツ配信クラウド８３９は、Ａｍａｚｏｎ等の
公的クラウドにおいてホストされるか又はプライベートクラウドとの組み合わせ、例えば
、保護されている健康情報のように機密であり匿名化されていない情報とのハイブリッド
クラウドアーキテクチャにおいて展開されてもよい。いくつかの実施形態において、症例
コンテンツ配信クラウド８３９は、ソフトウェア及びハードウェアインフラストラクチャ
層の管理と需要の成長に伴いインフラストラクチャの自動的拡張との複雑性を排除し得る
Ｆｏｒｃｅ．ｃｏｍ等のＰａａＳ（ｐｌａｔｆｏｒｍ　ａｓ　ａ　ｓｅｒｖｉｃｅ）環境
において更に展開されてもよい。
【００４７】
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　いくつかの実施形態において、症例コンテンツ配信クラウド８３９は、ＡＰＩの使用を
通じて、特殊な（データ転送速度及びあるビューア等）第三者のクラウドベースのレポジ
トリ、例えば、画像若しくはゲノムシーケンシングデータレポジトリに更に接続されても
よい。これらの及び他の実施形態において、ＵＲＬ又はＸＤＳ等のポインタが、症例コン
テンツ配信クラウド８３９に記憶されるコンテンツを、第三者のレポジトリにおける対応
する症例コンテンツにリンクさせるために使用されてもよい。
【００４８】
　ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７は、ローカルの症例管理層８２９
と通信するように構成されてもよい。ローカルの症例管理層８２９は、医師の助手、看護
師若しくは技師等の事務管理担当者によるローカルの症例管理を可能にするように構成さ
れてもよく、企業又は医療提供者の（病院若しくは診療所等）ファイヤウォール８６０内
に存在してもよい。クラウドベースのソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３
７内の患者症例は、ウェブブラウザインターフェース８３２（Ｆｉｒｅｆｏｘ、Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ、Ｃｈｒｏｍｅ、若しくはＳａｆａｒｉ等）又はデバイス８
３４上にインストールされた非ブラウザベースのネイティブアプリケーション（例えばｉ
ＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ、Ｗｉｎｄｏｗｓ、若しくはＭａｃ　ＯＳソフトウェアアプリケー
ション）を介して、病院のデスクトップ、ラップトップコンピュータ若しくはモバイルデ
バイス等のデバイス８３４を通じてアクセス及び管理されてもよい。画像や報告（レポー
ト）等の症例コンテンツ、又は他のコンテンツは、症例コンポーザモジュール８３１によ
ってアクセスされるファイルアップローダモジュール８３０を介して、アップロードされ
てもよい。症例コンポーザモジュール８３１は、新たな患者の入力、既存の患者の発見、
又はソーシャルネットワーク８３７内の専門神経科医及び／又はデータ分析ユニット等の
症例に対するレシピエントの特定といった機能性を提供してもよい。症例コンポーザモジ
ュール８３１は、メタデータ、例えば、コンテンツ記述情報（アップロードされたファイ
ルのカテゴリや説明等）が追加されることを更に可能にしてもよい。メタデータは、病院
ＥＭＲ又はクラウドベースのＥＭＲ８４０等のＥＭＲから直接インポートされてもよい。
症例コンテンツは、フォルダ又はディレクトリに組織化されてもよい。実際の症例コンテ
ンツは更に、ローカルのＤＩＣＯＭサーバ８４６（ノード）又はクラウドベースのリモー
ト画像レポジトリから画像等として直接アップロードされてもよい。同様に、症例コンテ
ンツは、第三者の画像ビューア８３６内の画像表示等のための安全なローカルデバイス８
３４上へダウンロードすることができる。先で説明されるように、ネットワーク管理モジ
ュールは、例えば、どのユーザがある患者にアクセスしたかについて、ソーシャルネット
ワークインフラストラクチャ８３７内の全ての患者データにおいて、完全にＨＩＰＡＡ準
拠の（及びタイムスタンプ付き）オーディットトレールを生成することを更に可能にして
もよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、ローカルの症例管理層８２９は、ローカルでインストー
ルされたキャッシュサーバ８３５を含んでもよい。キャッシュサーバ８３５は、画像ビュ
ーア８３６等のより速いアクセスのために、ソーシャルネットワークインフラストラクチ
ャ８３７からコンテンツを複製及び／又はプリフェッチするように構成され得る。いくつ
かの実施形態において、ＳＳＬ接続は、キャッシュサーバ８３５が、ソーシャルネットワ
ークインフラストラクチャ８３７からの情報にアクセスすることを可能にするように、キ
ャッシュサーバ８３５と症例コンテンツ配信クラウド８３９との間で確立されてもよい。
同様に、画像等のコンテンツは、キャッシュサーバ８３５を使用して、バッチアップロー
ドされてもよい。キャッシュサーバ８３５は、病院のファイヤウォール８６０内のローカ
ルコンピュータ上にローカルにインストールされたソフトウェアアプリケーション、又は
データセンターに存在するようなネットワークアプライアンスであってもよい。キャッシ
ュサーバ８３５は、フラッシュメモリ、統合されたファイヤウォール、及び無線ネットワ
ーキング能力を用いた埋め込まれたシステムアプライアンスであってもよい。代替的に又
は更に、キャッシュサーバ８３５は、タブレット及び装着可能なコンピューティングデバ



(19) JP 6253166 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

イス等の医師のインターフェーシングアプリケーション及びデバイス８３４と直接接続さ
れてもよい。装着可能なコンピューティングデバイスとしては、例えば、表示能力を有す
る眼鏡が挙げられ得る。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、キャッシュサーバ８３５は、症例コンテンツ配信クラウ
ド８３９にデータを送信する前、又はそれから暗号化されたデータを受信した後、キャッ
シュサーバ８３５上に記憶されたデータを暗号化又は復号化するように更に構成されても
よい。これらの及び他の実施形態において、正確に暗号化されたデータは、症例コンテン
ツ配信クラウド８３９、及び、例えば公的なクラウドにおいてホストされるクラウドに記
憶される。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、ローカルの症例管理層８２９は、企業プラグイン層８５
０と通信するように構成されてもよい。具体的には、症例コンポーザモジュール８３１は
、ローカルの症例管理層８２９と、医療提供者のファイヤウォール８６０内の他のローカ
ルの健康管理システムとの間の相互運用性を提供するように構成されることができるプラ
グイン８４１と通信するように構成されるか、又はそれ（プラグイン８４１）を含むよう
に構成されてもよい。他のローカルの健康管理システムは、ＥＭＲｓ８４０、ＰＡＣＳ８
４６、又はラボ情報管理システム（ＬＩＭＳ）等のＨＬ７メッセージングプロトコルをサ
ポートする他のシステム８４２を含んでもよい。プラグイン８４１は、ローカルの症例管
理層８２９に当該システムからの／へのデータのインポート（又はエクスポート）を可能
にし得る。
【００５２】
　例えば、症例コンポーザモジュール８３１は、ローカルのＥＭＲ８４０と接続して、所
与の症例に対する症例メタデータをインポートするように、プラグインアプリケーション
を呼び出してもよい。別の例として、医療画像は、それらがローカル又はクラウドベース
のＰＡＣＳ８４６から受信された後、症例コンポーザモジュール８３１を通じて症例にイ
ンポートされてもよい。別の例として、研究室結果は、それらがＨＬ７　ｖ２．ｘメッセ
ージングを介してＬＩＭＳから受信された後、症例コンポーザモジュール８３１を通じて
症例にインポートされてもよい。いくつかの実施形態において、症例コンポーザモジュー
ル８３１は、プラグイン８４１を使用して、ＨｅａｌｔｈＶａｕｌｔ等の個人健康記録（
ＰＨＲ）からの情報にアクセスしてもよい。例えば、症例コンポーザモジュール８３１は
また、プラグイン８４１を使用して、ＣＣＲ（ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ　ｏｆ　ｃａｒｅ）
又はダイレクトプロトコル８４８を介して、他の情報の中でも患者人口統計、保険情報、
投薬、アレルギー、及び治療計画をインポートしてもよい。いくつかの実施形態において
、プラグイン８４１は、キャッシュサーバ８３５に事前インストールされてもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、プラグイン８４１は、モバイルデータ捕捉デバイス８４
４から、症例コンポーザモジュール８３１に情報を提供するように構成されてもよい。モ
バイルデータ捕捉デバイス８４４は、認知スクリーン検査６２０のために使用されるデバ
イスを使用してもよい。これら及び他の実施形態において、症例コンポーザモジュール８
３１は、インターネットを介して接続される在宅スクリーニングデバイス等から捕捉され
たデータを記憶するサーバデバイスへ、モバイルデータ捕捉デバイス８４４と直接接続し
てもよい。同様に、サーバデバイス８４５は、画像上又は遺伝子配列データ上で定量的分
析を実行するために、及び症例コンポーザモジュール８３１を使用して分析データを症例
にエクスポートするために使用されてもよい。サーバデバイス８４５は更に、医療画像分
析若しくはＮＧＳゲノム分析のための特殊若しくはコンパクトスーパーコンピュータ、Ｎ
ＧＳゲノムシーケンシングデスクトップデバイス、又はポータブルＵＳＢシーケンシング
デバイスであってもよい。サーバデバイス８４５はまた、ソーシャルネットワークインタ
ーフェース８３７内のデータの自動的バックアップを可能にし得、及び／又は上で説明さ
れるようにキャッシュサーバ８３５として機能し得る。
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【００５４】
　ローカルの症例管理層８２９及びソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７
は、医師提示層８２６と通信するように更に構成されてもよい。医師は、典型的に、時間
に拘束されており、かつ技師又は医師の助手等の事務管理担当者とは異なるタイプの提示
層を必要とする。多忙な医師への情報の配信を最適化するために、種々のシステム及びア
プリケーションが利用されてもよい。例えば、タブレット又は「ファブレット」等のモバ
イルデバイス上のアプリケーションを通じて配信されるモバイル電話メッセージングアプ
リケーション８２０又は統合された報告（レポート）８２２が使用されてもよい。代替的
に又は更に、患者のリストバンド／腕時計（例えば、内蔵された認知症自己検査若しくは
継続的モニタリングアプリケーションを伴う）と無線で接続し得る知的リストバンド／腕
時計等の装着可能な表示デバイスは、知的リストバンド／腕時計内での患者の統合された
報告の提示を呼び出す。このように、医師は、患者が医師に見てもらう際、その患者につ
いての情報を受信することができる。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、医師提示層８２６は、入力としてタッチ、音声、又は他
のナチュラルユーザインターフェース（ＮＵＩ）を使用することができパーソナライズド
・ヘルスケア（ＰＨＣ）に対して適合された相互作用的ダッシュボード８２４、を含んで
もよい。相互作用的ダッシュボード８２４は、医薬のパッケージ材内に収められた柔軟性
のある又は使い捨ての表示デバイス上に表示されてもよい。代替的に又は更に、相互作用
的ダッシュボード８２４は、患者の装着可能なコンピュータリストバンド／腕時計と無線
で接続することができる壁掛け式ＴＶ上に表示され、それにより、医師への患者の情報の
提示を呼び出してもよい。相互作用的ダッシュボード８２４は更に、処置室又は医師の部
屋の壁に対して、無線接続されたプロジェクタデバイスによって投影されてもよい。
【００５６】
　ＤＩＣＯＭビューア８３６等からの画像表示能力は、ダッシュボード、統合された報告
（レポート）に統合されるか、又はブラウザベースの若しくはスタンドアローンアプリケ
ーションとして実行されてもよい。これら及び他の実施形態において、画像は、画像レビ
ュー目的でデバイス８３４等のデバイスにダウンロードされるか、又はローカル若しくは
リモートのＰＡＣＳシステム８４６にインポートされてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、画像表示機能は、実際の画像が、デバイスにダウンロードされることを必要としな
くてもよい。これら及び他の実施形態において、アプリケーション構成要素は、デバイス
表示器上でレンダリングされたピクセルデータを伝送し得る一方、実際の画像ファイルは
、キャッシュサーバ８３５等のローカルサーバ又はソーシャルネットワークインフラスト
ラクチャ８３７内のサーバ等のリモートサーバ上に存在する。いくつかの実施形態におい
て、画像をダウンロードすることなく画像をレンダリングするために、医師提示層８２６
は、ＨＴＭＬ５ウェブ基準、Ｊａｖａ、又はデスクトップ仮想化技術を利用してもよい。
【００５７】
　医師提示層８２６、ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７、及びローカ
ルの症例管理層８２９は、アノニマイザ、データ集約、及び分析層８３８と通信するよう
に構成されてもよい。アノニマイザ、データ集約、及び分析層８３８は、１つ以上のサブ
システムを含んでもよい。１つ以上のサブシステムは、患者データを非識別化し、高度な
「ビッグデータ」分析等の更なる分析のために、かかる非識別化されたデータを集中化又
は連合レポジトリに記憶する機能性を提供するものである。例えば、アノニマイザ、デー
タ集約、及び分析層８３８は、アノニマイザサブシステム、データ集約サブシステム、及
び／又は分析サブシステムを含んでもよい。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、患者データの非識別化を実施するアノニマイザサブシス
テムは、ローカルの症例管理層８２９内にインストールされたサーバ構成要素であっても
よい。データ集約サブシステムは、構内にインストールされるか、又は例えばＡｍａｚｏ
ｎ等のクラウドサービスプロバイダの外部施設における、大規模及び／又は分散データベ
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ース並びにファイルストレージシステムからなってもよい。
【００５９】
　分析サブシステムは、海馬の体積測定等の画像を自動定量化するためのアプリケーショ
ンソフトウェアを実行するように構成される、コンピュートノード又はその複数等のサー
バベースのシステムからなってもよい。分析サブシステムは更に、クラウドベースの、例
えば、プライベートクラウドベースのコンピュートリソースであってもよく、かつソーシ
ャルネットワークインフラストラクチャ８３７又は本明細書で述べられる他の第三者のイ
ンフラストラクチャに接続されてもよい。分析サブシステムは、高度な自動化された分析
システム、及び先で説明されるように、例えばデータセンターにおいてインストールされ
るＡｍａｚｏｎ　ＥＣ２等のクラウドコンピューティングリソースや「クラウド内のデー
タセンター」から成ってもよい。高度な自動化された分析サブシステムは、集約されたデ
ータに対して分析してもよいし、例えば同じ施設においてそれらに近接していてもよい。
【００６０】
　図８に例解されるシステム８００は、個別化医療及びアルツハイマー病（ＡＤ）診断に
おける情報の電子配信のために使用されてもよい。システム８００は、複数の患者データ
ストリームを捕捉し、次いで、かかる情報を種々の医療提供者間でルーティングするよう
に、拡張可能なクラウドベースのソーシャルネットワークアーキテクチャを利用すること
によって、情報の電子配信を実施してもよい。該システムはまた、データを分析し且つ処
方者に（例えばモバイルデバイス上で）抽出及び「キュレート」された形の情報を提示す
るデータ分析ユニット（完全に自動化された「ビッグデータ分析」システム構成要素等）
、を含む。システム８００は、任意の個別化医療アプリケーション及び療法領域、例えば
、とりわけ、神経変性疾患、多発性硬化症、及び癌に適用可能である。
【００６１】
　システム８００は、限定することなく、リスク／利益及び経済学的考察に関して個人化
を要する生物製剤薬物療法の状況において特によく適している。システム８００は更に、
リアルタイム及び連続的データストリームを取得するモバイル／無線センサに接続するた
めに、よく適している。システム８００は、学術的研究外における現実世界の臨床アプリ
ケーションにおいて、パーソナライズド・ヘルスケア用として画像及び／又は次世代シー
ケンシングデータを使用する前にデータ分析が必要となる画像及び／又は次世代シーケン
シングデータの使用にあたり、よく適している。システム８００は、コンピュータソフト
ウェア、又はハードウェア回路、又はソフトウェア及びハードウェア構成要素の任意の組
み合わせにおいて更に実装されてもよく、いずれの特定のソフトウェア又はハードウェア
実装にも限定されない。
【００６２】
　図８は、本明細書で説明されるシステムの主な構成要素のうちのいくつかと個別化医療
を提供するためのデータフローとを例解する。いくつかの実施形態において、サービス提
供者／オペレータは、オンデマンド、購読予約、及び／若しくは使用回数制料金、若しく
は有料、広告サポート型又は「フリーミアム」ベース等である他の収益化ベースで、ソー
シャルネットワークインフラストラクチャ８３７のあるユーザ及び／又はメンバーに対し
て、システム８００の構成要素８３７、８３９、８３８、８２０、８２２、８２４、８３
０、８３１、８３５、８３１、８４１、８４４、及び８４５、並びに提供サービス及びデ
バイスを実装してもよい。メンバーは、医師、事務管理担当者、例えば、医師助手若しく
は看護師を含んでもよく、かつ、例えば、実装された構成要素８３７、８３９、８３８、
８２０、８２２、８２４、８３０、８３６、８３５、８３１、８４１、８４４、８４５に
アクセスするために、並びに、病院又は外部レポジトリ８４０、８４２、８４６、８４８
から保護された健康情報を安全にアップロードするために、あるデバイス及びソフトウェ
ア８２６、８３４、８３２、８６０を制御及び所有してもよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７の
症例コンテンツ配信クラウド８３９という構成要素は、ＡＪＡＸ、ＬＡＭＰスタック、Ｊ
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ａｖａ、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ、ＸＭＬ／ＸＳＬＴ、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｒｕｂｙのようなウ
ェブアプリケーションフレームワーク、ＡＳＰ．ＮＥＴ、並びに／又はカスタム及びＡＪ
ＡＸ対応のクロスブラウザアプリケーションの迅速な開発を可能にする他の占有フレーム
ワーク、サーバライブラリ、並びにＧＵＩ構成要素等のいくつかの一般的なウェブ技術を
使用して、ウェブベースのシステムとして実装されてもよい。ウェブサービスは、相互作
用的報告（相互作用的レポート）及びダッシュボード８２２、８２４を駆動するためのオ
ープンソースＳＭＡＲＴ　ＡＰＩを含み得るＲＥＳＴｆｕｌ　ＡＰＩ；又は第三者のナチ
ュラルインターフェース（ＮＵＩ）デバイス、例えば、拡張現実眼鏡を駆動するためのＡ
ＰＩを介して、実装されてもよい。いくつかの実施形態において、ネイティブアプリケー
ションは、インターネットを介して症例コンテンツ配信クラウド８３９システムのバック
エンド構成要素に安全に接続する医師提示層８２６又はローカルの症例管理層８２９（デ
バイス８３４上等）内に、インストールされてもよい。かかるセキュリティは、安全なイ
ンターネット通信のために実装され得る２５６ビット、５１２ビット、１０２４ビット　
ＡＥＳ　ＳＳＬ、若しくはより高いビットの暗号化を介した、又は他のプロトコル、例え
ば、トランスポート層プロトコル（ＴＳＬ）を実装することによる、セキュリティを含み
得る。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、医師提示層８２６内のネイティブモバイルアプリケーシ
ョンは、例えば、とりわけ、Ａｎｄｒｏｉｄ若しくはｉＯＳ　ＳＤＫ、Ｃｏｒｏｎａ　Ｓ
ＤＫ、Ｓｅｎｃｈａ、又はＵｎｉｔｙ等のモバイル開発ツールを使って開発されてもよい
。他の開発ツールは、先で説明されるような統合された報告（レポート）８２２及び相互
作用的ダッシュボード８２４のためのあるネイティブの相互作用的なカルテ記入／報告機
能、並びに装着可能なコンピューティングデバイスのための第三者のＳＤＫｓを実装する
ために更に使用されてもよい。他の開発ツールは更に、ジェスチャベースのコントローラ
、例えば、とりわけ、Ｋｉｎｅｃｔ、又はＬｅａｐＭｏｔｉｏｎ等の他のタイプのＮＵＩ
デバイスを実装するために使用されてもよい。
【００６５】
　ソーシャルネットワークインターフェース８３７及び／又は医師提示層８２６内のアプ
リケーションへのアクセス制御は、例えば、ウェブベースのログインページ（暗号化され
たパスワード提出を伴う）、シングルサインオン（ＳＳＯ）アプローチ（ＬＤＡＰ、Ａｃ
ｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ、ＯｐｅｎＳＳＯ等）、又はバイオメトリックＳＳＯを使
用して実装されてもよい。生体認証は、１つ以上のバイオメトリック因子、例えば、ジェ
スチャ、手の形状、ＥＥＧ、視線追跡、網膜署名、指紋、音声、顔認識、及び／又はアク
セスデバイスから捕捉される他のバイオメトリック特性を更に含んでもよい。アクセス制
御は、あるＳＤＫｓ／ＡＰＩｓ又は他の電子アクセス制御アプローチ、例えば、カードベ
ースのアプローチ、又は電子認証を具備するスマートフォンを使用して更に実装されても
よい。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、症例コンポーザモジュール８３１は、Ｊａｖａｓｃｒｉ
ｐｔ等のウェブベースのアプリケーションにおいて具現化されてもよい。いくつかの実施
形態において、ファイルアップローダモジュール８３０は、Ｊａｖａ又はＦｌａｓｈにお
いて実装されてもよい。いくつかの実施形態において、ローカル症例管理層８２９におけ
るデバイス上（デバイス８３４上等）、又は医師提示層８２６におけるデスクトップコン
ピュータのフロントエンド（クライアント）アプリケーションは、Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｔｕ
ｄｉｏ、Ｘｃｏｄｅ、Ｅｃｌｉｐｓｅ、及び他のソフトウェア開発環境等の統合された開
発環境（ＩＤＥｓ）を使用して実装されてもよい。ＤＩＣＯＭ表示が、ＯｓｉｒｉＸを使
用して更に統合されてもよい。
【００６７】
　他のシステム、例えば、病院、外部、若しくはローカルでインストールされた機器／ア
プライアンス、又は企業プラグイン層８５０内の他の実施形態との双方向の（インポート
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／エクスポート）相互運用性のための種々のプラグイン８４１は、ネイティブデスクトッ
プ又はサーバアプリケーション若しくはＪａｖａアプリケーションとして具現化されても
よい。代替的に又は更に、種々のプラグイン８４１が、先で言及されるようなＩＤＥ等の
ＩＤＥを使用して実装されてもよい。オープンソースインターフェースエンジン、例えば
、Ｍｉｒｔｈ　Ｃｏｎｎｅｃｔ及び／又はＳＭＡＲＴ　ＡＰＩは、前記プラグインを、Ｈ
Ｌ７、ＣＤＡ、ＤＩＣＯＭ等の病院又は外部レポジトリに、及び／又はＣＣＲ／Ｄｉｒｅ
ｃｔプロトコルを使用してＰＨＲｓから実装するために更に使用されてもよい。種々のプ
ラグイン８４１は更に、ＮＧＳシーケンシングデバイス、ローカルの定量的医療画像分析
及びソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７へのバックアップをサポートす
る特殊デバイス等の上で言及される機器に埋め込まれ、プリインストールされてもよい。
種々のプラグイン８４１は更に、キャッシュサーバ８３５に埋め込まれ、プリインストー
ルされてもよい。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、キャッシュサーバ８３５は、ソフトウェアアプリケーシ
ョンとして実装され、病院のファイヤウォール内のローカルコンピュータ上又はデータセ
ンターに存在するサーバ上にインストールされてもよい。キャッシュサーバ８３５は、例
えば、Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　Ｌｉｎｕｘ　ディストリビューション（例えば、ＯｐｅｎＷｒ
ｔ）又はリアルタイムオペレーティングシステム（ＲＴＯＳ）、例えばＶｘＷｏｒｋｓ若
しくはＮｅｕｔｒｉｎｏの下で実行する、埋め込まれたシステムコードに更に実装されて
もよい。いくつかの実施形態において、キャッシュサーバアプリケーションコードは、Ｅ
ｃｌｉｐｓｅ、Ｔｏｒｎａｄｏ、ＱＮＸ、Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ、Ｘｃｏｄｅ、及
び他のソフトウェア開発ツール等のＩＤＥｓを使用して実装されてもよい。キャッシュサ
ーバ８３５は、症例コンテンツ配信クラウド８３９にデータを送信する前、又は症例コン
テンツ配信クラウド８３９から暗号化されたデータを受信した後、キャッシュサーバ８３
５上に記憶されるデータを更に暗号化又は復号化してもよい。これら及び他の実施形態に
おいて、暗号化されたデータは、症例コンテンツ配信クラウド８３９、及び、例えば公的
なクラウドにおいてホストされるクラウド、に記憶される。暗号化は、例えば、他のオペ
レーティングシステムに対するＬｉｎｕｘ又はＴｒｕｅＣｒｙｐｔにおけるＦＵＳＥベー
スのＥｎｃＦＳ暗号化ファイルシステムを介して実装されてもよい。
【００６９】
　キャッシュサーバ８３５は、いくつかの実施形態において、非常にコンパクトな形態要
素を有してもよく、かつ小規模な診療所に対して設計されてもよい。例えば、キャッシュ
サーバ８３５は、フラッシュメモリ及び無線ネットワーキング能力、例えば、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ、ＮＦＣ又はＷｉ－Ｆｉを伴ったターンキー組み込みシステムアプライアンスを
含んでもよい。これら及び他の実施形態において、キャッシュサーバ８３５は、統合され
たファイヤウォール及びネットワーク侵入検出能力を更に組み込んでもよい。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、キャッシュサーバ８３５は、タブレット及び装着可能な
コンピューティングデバイス、例えば、一体型ディスプレイにおけるスマート眼鏡（スマ
ートグラス）等の医師提示層８２６内における医師インターフェースアプリケーション及
びデバイスと無線で接続してもよいし、及び／又はジェスチャ制御インターフェース等の
他のタイプのナチュラルユーザインターフェースを駆動するための回路構成要素を有して
もよい。キャッシュサーバ８３５は、高い安定性及びセキュリティを確実にするように、
ＲＴＯＳ、例えば、ＶｘＷｏｒｋｓ、又は安全な組み込みＬｉｎｕｘディストリビューシ
ョンを使用して実装されてもよい。
【００７１】
　アノニマイザ、データ集約及び分析層８３８は、データ分析ユニットにおいて具現化さ
れてもよく、先で説明されるように、患者データを非識別化し当該非識別化されたデータ
を更なる分析のために集中化又は連合化されたレポジトリに記憶するための機能性、を提
供するサブシステムからなってもよい。システム８００は、データ分析ユニットのうちの
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１つ又は複数を含んでもよい。いくつかの実施形態において、データ分析ユニットは、製
薬会社、健康システム、支払人、又は公的・私的パートナシップからの占有参照データ等
のある顧客の必要性に適合した（応じた）ものであってもよい。適合されたデータ分析ユ
ニットは、例えば、私的クラウドの状況において実行されてもよい。
【００７２】
　データ分析ユニット内のアノニマイザサブシステムは、データ分析ユニットのファイヤ
ウォール内にインストールされたサーバ構成要素であってもよい。アノニマイザは、ＤＩ
ＣＯＭデータのためのＸＮＡＴ、ＨＬ７データのためのＭｉｒｔｈ　Ｃｏｎｎｅｃｔ等の
第三者又はオープンソースデータ匿名化ソフトウェアツールを用いて実装されてもよく、
及び／又は患者識別情報等の保護された健康情報を引き離すように、カスタムＰｙｔｈｏ
ｎシェルスクリプトが書き込まれてもよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、データ分析ユニットにおけるデータのデータフォーマッ
トは、例えば、定性的データを支持した定量的情報への更なる分析の前に、標準化されて
もよい。これら及び他の実施形態において、データのキュレーションは、標準化されたデ
ータタイプに対して、完全に自動化されてもよい。いくつかの実施形態において、症例コ
ンテンツ配信クラウド８３９にインポートされるデータの質制御及び匿名化は、モバイル
データ捕捉８４４及びサーバデバイス８４５プラグイン等の種々のプラグイン８４１のう
ちの１つ以上のプラグインにおいて、更に具現化されてもよい。例えば、これらのプラグ
インは、ＲＳＮＡ　ＣＴＰ等のオープンソースソフトウェア構成要素を伴って開発されて
もよい。質制御（ＤＩＣＯＭヘッダにおける画像取得パラメータを正すため等）及び匿名
化機能を伴うプラグインは、データ分析ユニット内のサーバ上に実装されたＰｙｔｈｏｎ
シェルスクリプトによって更に補完されてもよく、欠陥に関して画像データをチェックし
、かかるデータの記憶／集約の前に欠陥画像を拒絶してもよい。
【００７４】
　非画像及び／又は非シーケンシングデータは、ＳＱＬ（ＭｙＳＱＬ等）若しくはＮｏＳ
ＱＬデータベース（Ｃａｓｓａｎｄｒａ、ＭｏｎｇｏＤＢ、若しくはＨｂａｓｅ等）、及
び／又はＨｉｖｅに記憶され得る。一方で、画像又はＮＧＳソースデータ等のメディアリ
ッチなコンテンツは、性能理由により、例えば分散ＨＤＦＳ等であるファイルシステムに
記憶され得る。症例コンテンツ配信クラウド８３９は、他のデータベース及びデータセッ
ト、例えば、ＡＤＮＩ又はコネクトームＤＢからのデータと相互に関連するように、セマ
ンティックデータ統合をサポートしてもよい。画像ファイルは更に、性能が最適化され、
かつ症例コンテンツ配信クラウド８３９に記憶されるＵＲＬリンク若しくは他のポインタ
によって又はＲＥＳＴｆｕｌ　ＡＰＩ等のＡＰＩを介して参照された、外部クラウド画像
レポジトリに存在してもよい。
【００７５】
　データ分析ユニット内の分析サブシステムは、コンピュートノード又はその複数等のよ
うな、データ分析ユニットのファイヤウォール内のサーバベースのシステムにおいて具現
化されてもよい。分析サブシステムは、画像の自動的定量化、例えば、海馬体積測定及び
／又はＭＲＩを使用した他の脳構造の定量化、ボクセルベースによるアミロイドＰＥＴ定
量化、ＭＲＩスキャンのテクスチャ分析、又はＤＴＩ繊維追跡に基づく脳「コネクトーム
」分析、及びｆＭＲＩのためのアプリケーションソフトウェアを実行するように構成され
てもよい。自動的定量化は、例えば、ＭＡＴＬＡＢコンピュータコードにおいて実装され
てもよく、かつ自動的定量化サーバコードの一部として実行可能な又はＣ／Ｃ＋＋共有ラ
イブラリとしてコンパイルされてもよい。いくつかの実施形態において、分析サブシステ
ムのためのサーバコードは、更に並列化されてもよい。いくつかの実施形態において、分
析サブシステム内の自動的定量化コードは、演算における一定の数値不安定性を更に呈し
得、これは、コンピュータチップの高温、宇宙放射線、水分、及び／又は製造欠陥によっ
て引き起こされる。自動的定量化コードは、演算におけるセンサデータ等の外部のリアル
タイムデータを組み込むこと、及び／又はチップ製造欠陥に基づく演算エラーにフラグを
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付けるために、別のコンピュータチップ上での再演算を含むことによって、かかる数値不
安定性を更に正しても良い。かかる演算エラーは、外部参照データセット、例えばＡＤＮ
Ｉ又は他のデータベース内の画像データにおいてランダムチェック演算を実行すること、
及び外部参照データセットからのランダムチェック演算を当該データベースにおける手動
で追跡されたボリュームと比較することによって、更に検出されてもよい。自動的定量化
コードは、コードが実行されているコンピュートノードの物理的なハードウェア署名を更
に記憶されてもよい。例えば、Ｌｉｎｕｘにおけるｄｍｉｄｅｃｏｄｅを使用して、演算
を実行する際に使用されるチップの詳細な情報を得ることができ、次いで、前記ハードウ
ェア署名は、ある状況において使用されるハードウェアによる潜在的な演算エラーにフラ
グを付けるために、外部ハードウェア参照データ、及び所与の前記外部センサデータに対
して比較され得、次いで、後の時間に／異なるハードウェア上で再演算を実施することに
よって補正を可能にし得る。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、分析サブシステムは、コネクトーム分析を実行するよう
に構成されてもよく、これは、超高解像度ＤＴＩ　ＭＲＩ又は安静時ｆＭＲＩからのデー
タに基づき得る。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、分析サブシステムは、ＳＮＡのためのＣｙｔｏｓｃａｐ
ｅ及びＲツール等のオープンソースツールを使用して実装され得る、いわゆる「ソーシャ
ルネットワーク分析」（ＳＮＡ）ツールを更に含んでもよい。ＳＮＡツールは、１つの特
定の実施形態において、脳コネクトーム分析を実施するために利用されてもよい。別の実
施形態において、ＳＮＡツールは、ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７
における分析を実施するために使用されてもよい。例えば、ＳＮＡツールは、ネットワー
クの参加者間のパターンのユーザ関連（相互作用）パターンを発見し、参加者に提供され
るサービスを改善するように、ソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７にお
ける分析を実施してもよい。代替的に又は更に、ＳＮＡツールは、支払人に洞察力を提供
して費用効率の良い方法で医療の配信を最適化するために、ソーシャルネットワークイン
フラストラクチャ８３７における分析を実施してもよい。脳コネクトーム分析のためのＳ
ＮＡツールは、更に別の実施形態において、他のグラフ理論分析ツール、例えば、Ｂｒａ
ｉｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｔｏｏｌｂｏｘ（ＢＣＴ）又はＭａｔｌａｂＢＧＬを
組み込んでもよい。Ｂｒａｉｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｔｏｏｌｂｏｘ（ＢＣＴ）
は、例えば、「スモールワールドネットワーク」インデックス、及びアルツハイマー病が
疑われる患者の特性を演算するために使用されてもよい。Ｂｒａｉｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｖｉｔｙ　Ｔｏｏｌｂｏｘ（ＢＣＴ）は、別の実施形態において、Ｂｒａｉｎｎｅｔ　Ｖ
ｉｅｗｅｒ、Ｃｏｎｎｅｃｔｏｍｅ　Ｖｉｅｗｅｒ　Ｔｏｏｌｋｉｔ、若しくはトポロジ
ーグラフ理論視覚化ツール等、医師提示層８２６においてインターフェースを使用するデ
ータ科学者若しくは医師を支援するために、視覚化において使用されてもよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、分析サブシステムは、別の実施形態において、先で説明
されるように、自動化された「ビッグデータ」分析を実行するように、アプリケーション
ソフトウェアを実行してもよい。自動化された分析は、複数の患者、例えば多数の患者の
集約されたデータに対して、患者のデータに関する分析として実行してもよい。分析サブ
システムは、Ａｍａｚｏｎ　ＥＣ２、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｏｍｐｕｔｅ　Ｅｎｇｉｎｅ、Ａ
ｚｕｒｅ、又はソーシャルネットワークインフラストラクチャ８３７内のデータ分析ユニ
ット等のように、データ分析ユニットやクラウドコンピューティングリソースにおいて具
現化されてもよい。
【００７９】
　いくつかの実施形態において、分析サブシステムは更に、集約されたデータに近接し得
る、例えば、同じ施設内にあり得る。いくつかの実施形態において、分析サブシステムは
、分析された大規模な（例えば、テラバイト級以上）データがメモリに存在する状態での
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インメモリ分析を提供してもよい。インメモリ分析は、待ち時間を低減し、即時分析を提
供し得る。いくつかの実施形態において、分析サブシステムは更に、先で説明されるよう
に、医師アプリケーション、及びデバイス８２６、８３６によってアクセスされてもよい
。これら及び他の実施形態において、第１の分析サーバ、例えば、インメモリ分析サーバ
は、医師提示層８２６の医師、又はデータ科学者に、あるインターフェース構成要素をレ
ンダリングするために使用されてもよい。第２のウェブサーバは、レンダリングされ得る
インターフェース構成要素のために使用されてもよい。代替的に又は更に、デスクトップ
仮想化技術が、インターフェース構成要素（例えば、Ｃｉｔｒｉｘ、又はオープンソース
の代替物）をレンダリングするために使用されてもよい。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、分析システムは、機械学習又は他のデータマイニング技
術、例えば、自然言語処理、ニューラルネットワーク、Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｖｅｃｔｏｒ　
Ｍａｃｈｉｎｅｓ（ＳＶＭ）、及び統計的分類子、例えば、ｋ－Ｎｅａｒｅｓｔ　Ｎｅｉ
ｇｈｂｏｒ（ｋ－ＮＮ）、又はＬｉｎｅａｒ　Ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｎｔ　Ａｎａｌｙｓ
ｉｓ（ＬＤＡ）を実装してもよい。データマイニング技術は、例えば、ＮＬＴＫ、Ｒ、若
しくはＭＡＴＬＡＢを使用して、又はＨａｄｏｏｐシステムの上部に構築されており高度
に拡張可能なＡｐａｃｈｅ　Ｍａｈｏｕｔ機械学習ライブラリを使用することによって、
実装されてもよい。
【００８１】
　いくつかの実施形態において、医師は、処置反応、疾患の将来の発病を予測するため、
又は発症前アルツハイマー病（ＡＤ）患者における、とりわけ、ある組み合わせを前提と
した現在の疾患の確率を演算するための分析を要求してもよい。これらの及び他の実施形
態における分析は、患者のバイオマーカーパターンの組み合わせに基づき得る。機械学習
アルゴリズム、例えば、管理されたニュートラルネットワーク又はＳＶＭ分類子は、複数
の他の患者からの集約されたデータにおいて学習されてもよい。次いで、学習済みのアル
ゴリズムは、患者のバイオマーカーの組み合わせに適用されてもよい。学習済みのアルゴ
リズムは、ベイジアン事後確率（ベイズ事後確率）を推定するように、集約された長期的
なデータからのＡＤ状態への既知の変換に基づいて、所与の組のバイオマーカーでの疾患
の確率を推定するように更に学習されてもよい。
【００８２】
　医師はまた、医師提示層８２６を通じて、更なる分析を呼び出してもよい。更なる分析
としては、アドオンマーカーの予測力を演算すること、例えば、集約されたデータから提
案されたバイオマーカーの組み合わせの受信者操作特性（ＲＯＣ）曲線の下面積又はＡＵ
Ｃ値を演算ことによる、有用なアドオンマーカーの識別を含んでもよい。有用なアドオン
マーカーの識別は、新たなバイオマーカーに対するデフォルト（例えば、平均）値を追加
するシミュレーションを実行することによって実施されてもよい。シミュレーションに基
づいて、分析システムは、診断の確実性における潜在的利益を推定するために、アドオン
マーカーを用いて、修正されたベイジアン事後確率（ベイズ事後確率）を演算してもよい
。ある統計的分類子は、モデル入力として疾患の先験（事前）確率を更に使用してもよく
、これは、これらの変数が入力変数として直接含まれない時、別の実施形態において、心
臓血管リスク因子及び年齢等のリスク因子及び疫学データに基づいて推定され得る。
【００８３】
　図９は、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設される、個
別化医療のための例示的なシステム９００を例解する図であって、本明細書で説明される
少なくともいくつかの実施形態に従って配設される。システム９００は、ソーシャルネッ
トワーク９１０と、データシステム９２０と、通信的に連結されておりその間で情報を交
換することが可能なナチュラルユーザインターフェース（ＮＵＩ）９４０とを含み得る。
【００８４】
　ソーシャルネットワーク９１０は、図１のソーシャルネットワーク１００と同様に構成
されてもよい。代替的に又は更に、ソーシャルネットワーク９１０は、図８のソーシャル
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ネットワークインフラストラクチャ８３７と同様であってもよい。いくつかの実施形態に
おいて、ソーシャルネットワーク９１０は、患者の医療診断に関して、複数の参加者間の
相互作用を容易にするように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、データシ
ステム９２０は、ソーシャルネットワーク９１０内に含まれてもよいし、又はソーシャル
ネットワーク９１０外にあってもよい。ソーシャルネットワーク９１０は、画像、及び１
人又は１人以上の患者によって実施される他の検査からのバイオマーカー等の患者データ
を記憶してもよい。いくつかの実施形態において、患者データは、ナチュラルユーザイン
ターフェースユニット９４０又は何らかの他のインターフェースを介して、インポートさ
れてもよい。
【００８５】
　ナチュラルユーザインターフェース９４０は、図８の医師提示層８２６と同様であって
もよく、かつ、ソーシャルネットワーク９１０及びデータシステム９２０にデータを送信
する並びにそれらからデータを受信するように構成されてもよい。更に、ナチュラルユー
ザインターフェース９４０は、患者と関連付けられる医師と交流（相互作用）するように
構成されてもよい。ナチュラルユーザインターフェースユニット９４０は、医師から命令
を受信し、医師に情報を提示してもよい。いくつかの実施形態において、ナチュラルユー
ザインターフェースは、データシステムに命令して、医師からの命令に基づいてデータを
分析するように、更に構成されてもよい。
【００８６】
　データシステム９２０は、データアノニマイザユニット９２２、データ集約ユニット９
２４、データ分析ユニット９２６、及び報告（レポーティング）ユニット９３０を含む、
種々のユニットを含んでもよい。いくつかの実施形態において、データシステム９２０は
、本明細書で述べられるデータ分析ユニットと同様であってよい。
【００８７】
　データアノニマイザユニット９２２は、患者の医療診断と関連付けられる患者データを
受信し、受信された患者データから患者識別情報の少なくとも一部分を取り出して、第１
の匿名化データを生成するように構成されてもよい。データアノニマイザユニット９２２
は、図８に関して述べられるアノニマイザサブシステムと同様であってよい。いくつかの
実施形態において、ナチュラルユーザインターフェースユニット９４０を介してソーシャ
ルネットワーク９１０に送信されている患者データは、最初にデータアノニマイザユニッ
ト９２２によって受信されてもよく、患者識別情報の一部分が取り出されてもよい。いく
つかの実施形態において、ソーシャルネットワーク９１０内の患者データは、データアノ
ニマイザユニット９２２に送信されてもよく、患者識別情報は、患者データから取り出さ
れてもよい。次いで、患者データは、ソーシャルネットワーク９１０に送信し戻されても
よい。
【００８８】
　データ集約ユニット９２４は、匿名化患者データを記憶するように、及び少なくとも１
つの他の患者の匿名化データを記憶するように構成されてもよい。
【００８９】
　データ分析ユニット９２６は、ソーシャルネットワーク９１０内から、具体的には、デ
ータ集約ユニット９２４からの他の患者データを使用して、患者データを分析するように
構成されてもよい。例えば、いくつかの実施形態において、患者データは、バイオマーカ
ーを含んでもよい。他の患者又は健康な個人からのデータからのバイオマーカーに関連し
た患者データのバイオマーカーを分析することによって、患者に関する情報が判定されて
もよい。情報は、とりわけ、疾患の診断、疾患の療法、及び／又は診断された疾患の進行
に関連してもよい。いくつかの実施形態において、データ分析ユニット９２６は、患者デ
ータ及び／又はデータ分析ユニット９２６によって判定された情報をキュレートするよう
に構成されてもよい。データアノニマイザユニット９２２は、図８に関して述べられる分
析サブシステムと同様であってもよい。
【００９０】
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　報告ユニット９３０は、ナチュラルユーザインターフェース９４０を通じて医師に提示
され得る報告（レポート）を生成するために、情報及び患者の匿名化データを受信するよ
うに構成されてもよい。
【００９１】
　修正、追加、又は省略が、本開示の開示から逸脱することなく、システム９００に行わ
れ得る。例えば、システム９００は、上で説明されるもの以外のモジュール、ユニット、
又はシステムを含んでもよい。更に、ソーシャルネットワーク９１０は、上で説明される
もの以外の種々の態様を含んでもよい。
【００９２】
　図１０は、提示のために報告（レポート）を生成する方法１０００の例示的なデータフ
ローであって、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設される
。例えば、方法１０００において、統合されたスクリーニング報告（スクリーニングレポ
ート）が、前駆ＡＤ等の早期アルツハイマー病（ＡＤ）のための低費用の検査から生成さ
れてもよい。報告（レポート）は、患者の自宅又はかかりつけの医師の診療所にてモバイ
ルデバイス上での認知テスト等のように、低費用の検査を完了する患者からなってもよい
。いくつかの実施形態において、認知テストは、ＨＴＭＬ５ウェブアプリケーション等の
ウェブベースのアプリケーションを使用して、又はモバイルデバイス若しくは何らかの他
のコンピューティングデバイス上のネイティブアプリケーションを使用して、実施されて
もよい。
【００９３】
　認知テストを完了した後、患者が、ＡＤの可能性を示す閾値を上回るスコアを受信する
時、追加のテストが、患者によって指示及び／又は受けられてもよい。例えば、患者は、
ＡＰＯＥ遺伝子型に関する遺伝子検査及び／又は単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）等のあ
る遺伝的変異に関する検査を受けてもよい。代替的に又は更に、患者は、血液検査等のイ
ンビトロ診断（ＩＶＤ）スクリーニング検査、又はアミロイドベータペプチドの眼内沈着
の存在を検出するために構成される、目に基づくスクリーニング検査を受けてもよい。患
者は、歩行センサ、視線追跡、又は加速度計及び／若しくは脳波（ＥＥＧ）センサ等の無
線睡眠モニタによる、連続的な無線モニタリングを含み得る、新たなスクリーニング検査
等の他の検査も受けてもよい。
【００９４】
　いくつかの実施形態において、患者又は患者のかかりつけの医師は、追加の検査を指示
してもよい。いくつかの実施形態において、追加の検査は、認知検査アプリケーションを
通じて直接指示されてもよい。例えば、患者は、ウェブベースのアプリケーション上の指
示ボタンを押したり、又はアプリケーション内から入手したクーポンを受信したりしても
よい。いくつかの実施形態において、追加の検査は、２３ａｎｄＭｅ等の個人的なゲノム
サービスのオンラインストアによって実施されてもよい。代替的に、患者は、個人的なゲ
ノムサービスとのアカウントを既に有しており、そのアカウントにログインして、アプリ
ケーションプログラミングインターフェースを通じて患者の遺伝子データを取り出し、デ
ータを、図８の症例コンテンツ配信クラウド８３９等のソーシャルネットワーククラウド
にインポートしてもよい。
【００９５】
　追加の検査からのデータは、ソーシャルネットワーククラウドにおいて捕捉され、認知
テストからのデータと組み合わされてもよい。患者からの組み合わされたデータは、上で
説明されるように、簡潔に要約された形態で分析及びキュレートされてもよい。例えば、
組み合わされたデータは、統合されたスクリーニング報告等の報告（レポート）にキュレ
ートされてもよい。統合されたスクリーニング報告は、総合的な診断評価を提唱してもよ
い。代替的に又は更に、統合されたスクリーニング報告は、総合的な診断評価を提唱しな
くてもよい。統合されたスクリーニング報告が、総合的な診断評価を提唱するかどうかは
、組み合わされたデータが、ＡＤの可能性が閾値を上回るかどうかに基づいてもよい。い
くつかの実施形態において、組み合わされたデータは、ＡＤと診断された可能性があるか
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ないかを、他の患者の他のデータとの関係で比較又は分析されてもよい。この分析は、組
み合わされたデータがＡＤの可能性を示し得る時の判断の際に役立ち得る。
【００９６】
　報告がＡＤの可能性を示すか又は総合的な診断評価が実施されるべきであると示す場合
、患者のかかりつけの医師は、ソーシャルネットワークにおいて専門医に送信／専門医と
共有してもよい。
【００９７】
　図１１は、提示のために報告（レポート）を生成する別の方法１１００の例示的なデー
タフローであって、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設さ
れる。いくつかの実施形態において、方法１１００は、スクリーニング診断評価が、かか
りつけの医師によって以前に収集されたデータに基づいて実施される旨の報告を専門医が
受信するところから開始されてもよい。いくつかの実施形態において、専門医によって受
信された報告は、方法１０００において専門医によって受信された報告と同様であってよ
い。
【００９８】
　具体的には、方法１１００は、統合された「ベースライン」診断報告（ベースライン診
断レポート）を生成するように構成される。ベースライン診断報告は、患者に対するベー
スラインデータを含む報告であってもよい。ベースラインデータは、患者から集められ、
患者の将来のデータと比較して患者の健康を判定するために使用されるデータであっても
よい。ベースラインデータは、患者のベースラインの健康特性を判定する。
【００９９】
　専門医は、ＭＲＩ並びに／又は、タウタンパク質若しくはアミロイドベータペプチドに
関する脊椎穿刺及び脳脊髄液（ＣＳＦ）アッセイ等の患者に対する追加の検査を指示して
もよい。脊椎穿刺及び脳脊髄液（ＣＳＦ）アッセイ等の患者に対する追加の検査は、それ
ぞれ、神経変性及びアミロイド蓄積の診断マーカーであり得る。追加の検査からのデータ
は、ソーシャルネットワークのクラウドにアップロードされてもよく、患者に関して収集
された以前のデータと組み合わされても、組み合わされなくてもよい。自動化された定量
的ＭＲＩ分析、又は集中的質制御された専門家のスキャンの読み取り等のデータ分析が、
組み合わされたデータにおいて実行されてもよい。組み合わされたデータ及び／又は分析
からの結果は、先で説明されるように、簡潔に要約された報告（レポート）においてキュ
レートされてもよい。いくつかの実施形態において、報告は、統合されたベースライン診
断報告であってもよい。統合されたベースライン診断報告は、ソーシャルネットワーク内
の別の医師、例えば、患者のかかりつけ医師と共有されてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、専門医は、音声、ビデオ、又はソーシャルネットワーク内の他のメッセージング
を介して、コールセンタ等内で、データ解釈の専門家と、統合された報告（レポート）の
データに関して更に相談してもよい。
【０１００】
　図１２は、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設される、
報告（レポート）を生成する別の方法１２００の例示的なデータフローであって、本明細
書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設される。例えば、方法１２０
０において、統合された「コンパニオン診断」レポート（コンパニオン診断報告）が、患
者の診断評価のサブセットから生成されてもよい。診断評価は、例えば、ＭＲＩに基づく
海馬体積の定量化を含んでもよい。診断評価はまた、脳脊髄液（ＣＳＦ）アッセイ等の他
のバイオマーカーを含んでもよい。診断評価からの結果は、捕捉され、ソーシャルネット
ワークのクラウドに挿入されてもよい。診断評価は、一度クラウド内に入ると、分析され
てもよい。先で説明されるような機械学習又は統計的アルゴリズムに基づく層別化等の分
析は、患者からの診断情報に適用され、医薬の処方者のために、統合されたコンパニオン
診断報告の形で実用的な個人用治療情報に要約されてもよい。医薬は、例えば、前駆疾患
段階における早期ＡＤの治療のための疾患修飾性薬物を含んでもよい。統合されたコンパ
ニオン診断報告は、「コンパニオン診断」として、組み合わせバイオマーカーとともに使
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用されるであろう承認された個人別医薬のラベル情報と一緒に、診断の個々の構成要素の
値、並びに、計算された組み合わせスコアを提示してもよい。医薬は、統合されたコンパ
ニオン診断報告を提示しているタブレット又は装着可能なコンピュータ等のデバイスから
直接指示されてもよい。統合されたコンパニオン診断報告は、専門医等のソーシャルネッ
トワーク内の他の医師と更に共有されてもよい。
【０１０１】
　図１３は、提示のために報告（レポート）を生成する別の方法１３００の例示的なデー
タフローであって、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設さ
れる。いくつかの実施形態において、方法１３００は、患者のための実用的な個人用治療
情報を含む、統合されたコンパニオン診断に対する必要性を示す報告を受信した専門医か
ら開始してもよい。いくつかの実施形態において、専門医によって受信される報告は、方
法１２００において専門医によって受信される報告と同様であってよい。
【０１０２】
　具体的には、方法１３００は、安全性及び有効性モニタリングのための統合された長期
的な報告（レポート）を生成するように構成されてもよい。報告は、疾患修飾性ＡＤ薬物
療法又は他のＡＤ療法の処方者に提示されてもよい。ある期間にわたる長期的なモニタリ
ングは、患者のための処方された処置に従って、患者に対する治療の効果を判定すること
と、治療が微小出血又は血管原性浮腫（ＡＲＩＡ－Ｈ又はＡＲＩＡ－Ｅと呼ばれる）等の
患者へのいずれかの有害作用を有しているかどうかを判定することとを含んでもよい。
【０１０３】
　長期的なモニタリングは、ある期間にわたって患者の追加の検査を実施及び／又は指示
する専門医を含んでもよい。検査は、脳内のＣＳＦ又はアミロイド負荷におけるアミロイ
ドベータのレベルを測定すること等の有効性モニタリングのためのＣＳＦアッセイ又はＰ
ＥＴスキャンを含んでもよい。データ分析は、ＡＲＩＡ－Ｈ又はＡＲＩＡ－Ｅのように、
自動化された定量的画像分析やＭＲＩｓを安全に読み取る等の集中的質制御がなされたデ
ータにおいて実行されてもよい。データ分析に基づいて、薬物療法の潜在的な安全性に対
する懸念が検出されると、次いで、警告が始動されてもよい。警告は、ソーシャルネット
ワーク内の専門医及び他の参加者に、警告が始動されていることを示すように、ソーシャ
ルネットワーク内のメッセージングを始動してもよい。
【０１０４】
　患者からの長期的なプロファイルもまた、先で説明されるように、簡潔に要約された形
態で、療法モニタリングのための統合された長期的な有効性／安全性プロファイル報告（
有効性／安全性プロファイルレポート）にキュレートされてもよい。いくつかの実施形態
において、統合された長期的な有効性／安全性プロファイル報告には、専門医、患者の個
人的なケアプロバイダ、及び／又は保険会社等の患者の医療費を支払う対象等のソーシャ
ルネットワーク内の参加者間で共有されてもよい。いくつかの実施形態において、患者の
医療費を支払う対象は、適度なリスク／効果比率内における治療の成功に基づいて、患者
の治療の態様の支払いを行ってもよい。患者の処方者の医療費を支払う対象は、統合され
た有効性／安全性プロファイルデータに関して、別の医師の専門家と、例えば、コールセ
ンタにおいて、音声、ビデオ、若しくはソーシャルネットワーク内の他のメッセージング
を介して、更に相談してもよい。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、患者の治療を指示する医師は、患者への治療に対する反
応に基づいて、治療を切り替えてもよい。いくつかの実施形態において、患者の医療費を
支払う対象は、データのレビューに基づいて、治療の変更を命じてもよい。
【０１０６】
　統合された長期的な有効性／安全性プロファイル報告を生成するために分析されたデー
タは、患者についての他の情報を含んでもよい。例えば、分析されたデータは、次世代ゲ
ノムシーケンシング情報を含む患者の個々の特性を含んでもよい。多発性硬化症における
活性（モバイル加速度計を使用して）、又は癌療法における微小侵襲のモバイル血液サン
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プリング／分析等の連続的な無線感知デバイスから収集される他の患者特性が、新規のバ
イオマーカーを捕捉するために組み込まれてもよい。いくつかの実施形態において、療法
モニタリングは、多発性硬化症及び癌等の他の疾患において適用され得る、抗体療法等の
個人化された薬物療法の療法モニタリングを含んでもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態において、患者からのデータは、匿名化され、他の患者からの匿名
化されたデータとともに集約されてもよい。匿名化され集約されたデータは、承認前若し
くは承認後（peri- or post-approval）データを生成するために、及び、例えば償還目的
で好ましいリスク／効果比率の現実世界の証拠を実証するために、製薬会社によって更に
利用されてもよい。
【０１０８】
　図１４は、提示のために報告（レポート）を生成する別の方法１４００の例示的なデー
タフローであって、本明細書で説明される少なくともいくつかの実施形態に従って配設さ
れる。方法１４００は、個々のバイオマーカーの分析、又は患者の多数のバイオマーカー
の統合に基づいて、予測的分析報告（予測的分析レポート）を生成するように構成されて
もよい。予測的分析報告は、患者が疾患修飾性ＡＤ薬物療法又は他のＡＤ療法を受ける前
に、医師、患者の医療費を支払う対象、又は患者に対して生成されてもよい。予測的報告
は、ＡＤの発症前の早期段階において、生物製剤薬物を処方する等の特定の予防戦略に対
する個々の反応を予測してもよい。予測的報告は、リスクのある個人（例えば、彼らの家
族よりも年上等）を更に識別してもよい。予測的報告は更に、発症前段階、又はより早期
等のＡＤ疾患の連続性の特定の段階において、患者を層別化し、疾患のこれらの段階に対
して承認され得る治療を誘導してもよい。
【０１０９】
　予測的分析報告を生成するために、方法１４００は、患者のために１組の予測的バイオ
マーカー検査を指示する専門医等である第１の医師を含んでもよい。予測的バイオマーカ
ー検査は、ＭＲＩスキャン、ＰＥＴスキャン、構造的ＭＲＩ分析、ＤＴＩ　ＭＲＩトラク
トグラフィ、脳接続マップ分析、ボクセルベースのアミロイドＰＥＴ分析、又は他の高度
な脳画像検査を含んでもよい。医師は、とりわけ、ＩＶＤｓ又は全ゲノムシーケンシング
等のラボベースの検査を更に指示してもよい。いくつかの実施形態において、全ゲノムシ
ーケンシングは、半導体ベースのナノ細孔シーケンシング装置上で実行されてもよい。ラ
ボベースの検査及び予測的バイオマーカー検査から収集されたデータは、ソーシャルネッ
トワーク、例えば、図１のソーシャルネットワーク１００内のクラウドにおいて捕捉され
、ともに組み合わされてもよい。
【０１１０】
　自動的データ分析が、先で説明されるように、組み合わされたデータにおいて実行され
てもよい。自動的データ分析は、医師の建物若しくは事務所内のデータ分析ユニットにお
いて、物理的データ分析ユニットにおいて、物理的スーパーコンピュータ施設において、
Ａｍａｚｏｎ　ＥＣ２等のクラウドベースのオンデマンドコンピュートリソースにおいて
、又はクラウド内の専用のデータ分析ユニットにおいて、実行されてもよい。これらの及
び他の実施形態において、データ分析ユニットは、ソーシャルネットワークから組み合わ
されたデータを受信するために、ソーシャルネットワークに通信的に連結されてもよい。
データ分析ユニットは、量子コンピュータ、統合された量子チップを伴うノード、又はテ
ラ若しくはペタバイト級のメモリ等のインメモリ分析のために最適化されたノードを更に
利用してもよい。
【０１１１】
　いくつかの実施形態において、高度な分析は、他の分析の中でも、海馬体積若しくは他
の脳構造のリアルタイムの自動化された定量的分析、ＤＴＩ　ＭＲＩに基づく線維路ネッ
トワーク分析、又は超高解像度安静時ｆＭＲＩに基づく脳接続マップ分析を含んでもよい
。高度な分析は、ＮＧＳゲノム分析、質量分析データの分析、及び／又はバイオマーカー
の組み合わせの分析を更に含んでもよい。
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【０１１２】
　一度分析が実行されると、専門医等の医師は、データ分析ユニットに存在する高度な分
析能力又はソーシャルネットワークに接続されるコンピュートリソースにアクセスように
、ナチュラルユーザインターフェース（ＮＵＩ）を伴うタブレット又は装着可能なコンピ
ュータデバイスを使用してもよい。いくつかの実施形態において、医師は、患者に対して
既に利用可能な情報及び集約されたデータレポジトリ内に存在するデータに基づいて、実
施されるべき１組の有用な追加の予測的バイオマーカー検査を識別するように、ＮＵＩを
誘導してもよい。いくつかの実施形態において、ＮＵＩは、例えば、かかる有用な追加の
マーカーを識別するように、データレポジトリに対して実行されるように高度な分析を呼
び出してもよい。追加のマーカーを識別した後、ＮＵＩは、次いで医師又はソーシャルネ
ットワーク内の他の参加者に結果を返信してもよい。いくつかの実施形態において、高度
な分析報告は、予測的分析結果を報告する文献からの文脈情報とともに、確率、可能性、
及び／又はスコア等の定量的フォーマットで提示されるデータを含んでもよい。これらの
及び他の実施形態において、医師は、ソーシャルネットワークからこれらの予測的検査を
直接指示してもよい。そのため、それらを、患者からのデータにおいて実施し、予測的分
析報告において要約することができる。
【０１１３】
　図１０～１４は、アルツハイマー病に関連する報告（レポート）を生成するための特定
の方法を例解する。一般に、本明細書で説明される方法及びシステムは、いずれのパーソ
ナライズド・ヘルスケアアプリケーション及び療法領域、例えば、他の神経変性疾患、多
発性硬化症、及び癌に適用可能である。説明される方法及びシステムはまた、心的外傷後
ストレス障害（ＰＴＳＤ）又は外傷性脳損傷（ＴＢＩ）の診断におけるアプリケーション
のために実装されてもよい。ＰＴＳＤ及びＴＢＩは、診断アプローチにおいて共通の要素
を有してもよく、その後のＡＤ認知症の発症への一因であるとして仮定されている。他の
実施形態は、ＦＤＰ－ＰＥＴ等の他の画像診断法、ナノ粒子に基づくＭＲＩ、ＤＴＩ　Ｍ
ＲＩ、ＡＳＬ　ＭＲＩなどの分子画像を組み込んでもよい。例えば、歩行センサ、視線追
跡、加速度計及び／若しくはＥＥＧなどの無線睡眠モニタ等による、連続的な無線モニタ
リング及び／又は「自己追跡」消費者デバイスを介した他の非画像バイオマーカーが、Ｃ
ｏｎｔｉｎｕａ　Ａｌｌｉａｎｃｅ／ＩＳＯ／ＩＥＥＥ　１１０７３　Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｈｅａｌｔｈ　Ｄａｔａ（ＰＨＤ）規格を使用して実装されてもよい。
【０１１４】
　図１５は、臨床的な非研究状況における、パーソナライズド・ヘルスケアに対応する情
報を配信する例示的な方法１５００のフローチャートであって、本明細書で説明される少
なくともいくつかの実施形態に従って配設される。方法１５００は、いくつかの実施形態
において、図８のシステム８００等のシステムによって実装されてもよい。別個のブロッ
クとして示されているが、種々のブロックは、所望される実装に応じて、更なるブロック
へと分割されるか、より少ないブロックへと組み合わせられるか、又は削除される場合が
ある。
【０１１５】
　方法１５００は、１つ以上のデータストリームが捕捉され得るブロック１５０２におい
て開始してもよい。データストリームの各々は、患者の医療に関連し得る。いくつかの実
施形態において、データストリームのうちの１つは、早期アルツハイマー病のためのスク
リーニングに関連するモバイルデバイス上で実行しているアプリケーションから捕捉され
てもよい。いくつかの実施形態において、データストリームのうちの１つは、患者に対応
したモバイルデバイス上で実行しているモバイル認知テストアプリケーションから捕捉さ
れてもよい。これらの及び他の実施形態において、モバイル認知テストアプリケーション
が陽性診断を示す時、データストリームのうちの別のものが、モバイル認知テストアプリ
ケーション内から患者に対して指示される遺伝子検査から捕捉される。いくつかの実施形
態において、データストリームは、他の患者検査結果から来てもよい。いくつかの実施形
態において、検査結果は、検査が別個に経時的又は長期的に実施される同じタイプの検査
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からの検査結果であってもよい。いくつかの実施形態において、検査結果は、患者、研究
室、専門医、又はかかりつけの医師から送られてきても良い。いくつかの実施形態におい
て、データストリームは、他のタイプのデータの中でも、画像又は書かれたテキストを含
んでもよい。
【０１１６】
　ブロック１５０４において、データストリームは、統合された診断データを生成するよ
うに統合されてもよい。いくつかの実施形態において、データストリームは、クラウド環
境において統合されてもよい。これらの及び他の実施形態において、データストリームは
、データストリームが生じる患者に基づいて関連付けられてもよい。いくつかの実施形態
において、データストリームは、ソーシャルネットワークを通じてアクセスされてもよい
。
【０１１７】
　ブロック１５０６において、統合された診断データは分析され、分析された診断データ
が生成されてもよい。統合された診断データの分析は、いくつかの実施形態において、統
合された診断データを、患者又は他のデータとは異なる１つ以上の他の患者の統合された
診断データと比較することによって実施されてもよい。
【０１１８】
　ブロック１５０８において、分析された診断データは、キュレートされてもよい。分析
された診断データのキュレートは、医療ガイドライン、及び／又は医学文献からの関連す
る抜粋又は元の参考文献へのリンク等の文脈情報とともに、１つ又はいくつかのバイオマ
ーカーを提示することを含んでもよい。バイオマーカーは更に、規範的及び／又は年齢に
関係する範囲、規範的及び／又は年齢に関係する範囲に関する患者の個々の値のプロット
、並びに患者若しくは代表的な例解的な他の症例の医療画像とともに提示されてもよい。
【０１１９】
　ブロック１５１０において、患者の医師への提示のために統合された報告（レポート）
は、キュレートされ分析された診断データに基づいて生成されてもよい。いくつかの実施
形態において、報告は、分析された診断データに基づく患者への薬物療法に関する情報を
提供してもよい。
【０１２０】
　いくつかの実施形態において、方法１５００は、アルツハイマー病に関するパーソナラ
イズド・ヘルスケアのためのクラウドベースのデジタルヘルスプラットフォームにおいて
実施されてもよい。いくつかの実施形態において、患者の医療診断は、統合された報告（
レポート）がベースラインの統合された報告であるように、アルツハイマー病のベースラ
イン診断に関連していてもよい。いくつかの実施形態において、患者の医療診断は、統合
された報告が統合された長期的な安全性／有効性モニタリング報告であるように、患者内
のアルツハイマー病の長期的なモニタリングに関連してもよい。
【０１２１】
　いくつかの実施形態において、患者の医療診断は、統合された報告が統合された長期的
な安全性／有効性モニタリング報告であるように、疾患修飾性多発性硬化症治療法の療法
モニタリングに関連してもよい。
【０１２２】
　いくつかの実施形態において、患者の医療診断は、遺伝子配列データを含む患者のバイ
オマーカーに関連してもよく、統合された診断データの分析は、報告が予測的分析報告で
あるように予測的分析を含む。これらの及び他の実施形態において、予測的分析は、発症
前段階におけるアルツハイマー病を予測してもよい。代替的に又は更に、予測的分析は、
特定の療法に対する患者の反応を予測してもよい。
【０１２３】
　当業者は、本明細書で開示されたプロセスと他のプロセス及び方法とに関して、該プロ
セス及び方法において実施される機能が、異なる順序で実装され得ることを理解するであ
ろう。更に、概略された工程及び動作は、例として提供されるに過ぎず、工程及び動作の
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うちのいくつかは、開示される実施形態の本質を損なうことなく、任意であり得るか、よ
り少ない工程及び動作に組み合わされ得るか、又は追加の工程及び動作に拡大され得る。
【０１２４】
　本明細書で説明される実施形態は、以下でより詳細に述べられるように、種々のコンピ
ュータハードウェアモジュール若しくはソフトウェアモジュールを含む、専用コンピュー
タ又は汎用コンピュータの使用を含み得る。
【０１２５】
　本明細書で説明される実施形態は、そこに記憶されるコンピュータが実行可能な命令又
はデータ構造を担持する若しくは有するための、コンピュータ可読媒体を使用して実装す
ることができる。そのようなコンピュータ可読媒体は、汎用コンピュータ又は専用コンピ
ュータによってアクセスすることが可能な、任意の利用可能な媒体とすることができる。
例として、かつ制限ではなく、かかるコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又は他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、若しく
は他の磁気ストレージデバイスを含む有形コンピュータ可読ストレージ媒体、あるいはコ
ンピュータが実行可能な命令若しくはデータ構造の形態で、所望のプログラムコードを担
持又は記憶するために使用され得、かつ汎用若しくは専用コンピュータによってアクセス
され得る、任意の他のストレージ媒体を含んでもよい。上記のものの組み合わせもまた、
コンピュータ可読媒体の範囲内に含めることができる。
【０１２６】
　コンピュータが実行可能な命令は、例えば、汎用コンピュータ、専用コンピュータ又は
専用処理デバイスに、ある機能又は機能群を実施させる命令及びデータを含む。構造的特
徴及び／又は方法論的行為に固有の言葉で主題を説明しているが、添付の特許請求の範囲
で定義される主題は、上述の特定の特徴又は行為に必ずしも限定されるものではないこと
を理解されたい。むしろ、上述の特定の特徴及び行為は、特許請求の範囲を実施する例示
的形態として開示されるものである。
【０１２７】
　本明細書で使用される際、「モジュール」、「サブシステム」、又は「構成要素」とい
う用語は、コンピューティングシステム上で実行するソフトウェアオブジェクト又はルー
チンを指し得る。本明細書で説明される異なる構成要素、モジュール、エンジン及びサー
ビスは、コンピューティングシステム上で実行されるオブジェクト又はプロセスとして（
例えば、別個のスレッドとして）実装されてもよい。本明細書で説明されるシステム及び
方法は、好ましくは、ソフトウェアにおいて実装されるが、ハードウェア、又はソフトウ
ェア及びハードウェアの組み合わせにおける実装もまた可能であり、企図される。本説明
では、「コンピューティングエンティティ」は、本明細書で既に定義されたような任意の
コンピューティングシステム、又は、コンピューティングシステム上で実行される任意の
モジュール若しくはモジュールの組み合わせとすることができる。
【０１２８】
　本明細書に列挙される全ての実施例及び条件付きの言葉は、当該技術の促進に対して本
発明者が寄与する本発明及び概念を読者が理解することを支援するための、教育的目的を
意図するものであり、そのような具体的に列挙された実施例及び条件に限定されるもので
はないとして解釈されたい。本発明の実施形態が詳細に説明されてきたが、本発明の趣旨
及び範囲から逸脱することなく、本明細書に対して種々の変更、置き換え、及び改変を実
施することが可能である点を理解されたい。
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