
OP Dを知る
～One Pa t i en t Detai l ingとは何か？～

【Oncology MR Training Project】 主宰

高橋 洋明 様

外資系製薬企業のMRを経て、2010年より【 Oncology MR Tra in ing P r o j e c t】を個人

事 業として主宰。製薬業界及び企業向けにワン・ペイシェント・ディテーリングの概念

や実 践方法を伝える書籍や原稿の執筆、講演、研修、コンサルティング事業等を行う。日

本医業 経営コンサルタント協会の認定登録医業経営コンサルタントとしても活動。

木村情報技術株式会社 コンサナリスト事業部 事業部長

川越 満 様

ワン・ペイシェント・ディテーリングの提唱者であると同時に、コンサルタントとジャ

ー ナリストの両面を兼ね備えるコンサナリストとして活動。2016年7月に木村情報技

術株 式会社から『地域包括ケアとは、○○である』を出版したことを機に、医師向けの講

演会へ の出演が増加。2018年以降は年間50回以上の医師・薬剤師向け講演会に出演す

る。

株式会社キャピタルメディカ ファーマビジネスチーム マネージャー

今西是裕

新卒でコンサルティング会社に入社し、製薬企業のデジタルマーケティング推進など

を支援。その後、CSOで新規事業の立ち上げを経験後、ヘルスケアベンチャーの取締

役を経て、2019年より弊社で製薬企業向け新規事業の立ち上げを担当。

主催：株式会社キャピタルメディカ

ス ピ ー カ ー 紹 介



OPDについて

本橋 本日は、OPDの第一人者

である高橋洋明様、医療・医薬

品業界のオピニオンリーダーか

つOPDの提唱者である川越満様

をお迎えして、OPD、ワン・ペ

イシェント・ディテーリングに

ついてお話いただきたいと思い

ます。

早速ですが、一つめのテーマで

あるについてお伺いしていきた

いと「OPDとはなにか？」思い

ます。OPD提唱の第一人者とし

て、

川越様、お話いただけますで

しょうか？

川越 10年ほど前の話ですが、

外資系の製薬企業の研修部の

方々が「当社のMRは、患者さん

一人ひとりの症例に合わせた

ディテーリングを実施していま

す」と誇らしげに語るのを耳に

したことがありました。調査結

果を見てみると、その製薬企業

さんの割合はなんとほぼ0%でし

た。

これはいけないということで、

まずターゲットに名前を付ける

ことにしました。「症例ベース

のディテーリング活動」という

のはなかなか言いづらいですか

ら、それに「ワン・ペイシェン

ト・ディテーリング（OPD）」と

いうわかりやすい名前を付けた

のが、OPDを提唱することに

なったきっかけです。

このOPDを世に広める書籍を

出したいけれど、MR経験のない

僕が執筆するのは難しいなと

悶々としていた時に、高橋さん

と出会いました。高橋さんはオ

ンコロジー系の本を出したいと

いうお話だったのですが、僕が

「OPDという概念があるので、

これをベースに本を書いてくれ

ませんか？」とお願いしたんで

す。それが『優秀なMRはどのよ

うなディテーリングをしている

のか? ~シェア・オブ・マインド

を上げるOPD実践テキスト~』が

生まれるきっかけとなりました。

高橋さんとの出会いから10年

ほどが経って、患者さんも十人

十色を越えて、一人十色という

時代になりました。多様化して

いくニーズに合わせたディテー

リング活動をしていくために、

このOPDという概念はますます

重要になってきたなと改めて感

じています。

OPDの定義

本橋 高橋様は、10年前を振り

返ってみていかがでしょうか？

OPDの定義についても、併せて

お話しいただけますか？

高橋 この『優秀なMRはどのよ

うなディテーリングをしているの

か? ~シェア・オブ・マインドを

上げるOPD実践テキスト~』とい

う本をまとめるにあたり、

OPDを定義しようと、自分のMR

経験や先生方のお話をもとにい

ろいろと考えました。

テーマ

01 OPDとは何か？（前編） どのようなお話なら、先生方は

有益だと感じてくれるのか。薬

のメリットが最大限発揮される

ように、どのように先生方はお

仕事をしているのか。そういっ

たことを考えて、OPDを「ある

疾患における、自社製品に限ら

ない個々の症例に基づくディ

テーリング」と定義しました。

先生方は日々、一つの疾患の患

者さんよりも、複数の疾患を併

発している患者さんの方を多く

診療しているようです。例えば、

糖尿病とがんを併発している患

者さんなどです。その場合、治

療薬も糖尿病治療薬と抗がん剤

などが数種類組み合わされます。

その時、効果も副作用も数種類

の治療薬の組み合わせによるも

のです。これがリアルワールド

です。そこに製薬企業のMRが

やってきて、自分の担当製品だ

けについてディテーリングして

も、先生方が聞きたいことと

マッチしません。

自社製品のデータだけだと「今、

患者さんの診療で困っているこ

とがあるんだけど、どうすれば

いいんだろう？」という先生方

の臨床上の疑問に対する答えと

してはどうしても弱いのです。

自社製品に焦点を当てて話をす

る前に、まずは一人の患者さん

を軸にした一連の診療の流れを

理解するべきです。どのような

経過でその先生の診察を受ける

ことになったのか。治療を受け

た後は、どのような経過を辿っ

ていくのか。新しい薬を使うと、

どのような効果や副作用がある

のか。こういったことを先生方

とお話しできると、ディテーリ

ングの時間は当然長くなってい

きます。この本の冒頭にもデー

タが掲載されていますが、そう

やってディテーリングの時間が

長くなればなるほど、先生方の

処方意向も高まります。

実体験として、今、困ってい

る個々の症例に焦点を当てた話

のほうが、先生方に喜んでいた

だけるなと感じています。患者

さんがどんな状態で、その治療

法として、どういうものがある

のか。OPDの概念を念頭に置い

たディテーリングをしているMR

は、やはり先生方から頼りにさ

れていますし、その結果として

いい実績も出しているようです

ね。

OPDの実践

本橋 OPDを提唱されてから10

年ほど経ちましたが、

実践できているMRは多いので

しょうか？

高橋 業界の中でどれくらい広

まっているかというと、製薬企

業や管理職の方々のお考えに

よって差があるのではないかと

思っています。ただ、業界紙の

調査結果などを見ていますと、

『優秀なMRはどのようなディ

テーリングをしているのか? ~

シェア・オブ・マインドを上げ

るOPD実践テキスト~』を「絶対

に読んでおいたほうがいい」と

推薦している所長さんや支店長

さん、営業部長さんがおられる

会社は、先生方から毎年高い評

価を受けていますね。

本橋 OPDを活かしたトークを

したことで、医師とのコミュニ

ケーションに成功した事例をご

紹介いただけますか？

川越 ある領域のAという薬剤を

使っていて、さらに認知症を併

発している患者さんがいたので

すが、まったく効果が出ておら

ず、ご本人も、介護されるご家

族も非常に苦労されていました。

要するに、まったく効いていな

い薬剤の処方が、漫然と繰り返

されていたわけです。そこで

OPDの勉強をしたあるMRさんが、

先生に「その領域で困っている

在宅の患者さんはいません

か？」と質問して、Bという自社

製品について情報提供して、そ

ちらに変えていただいたところ、

問題は解決したそうです。介護

や付き添いの必要がほとんどな

くなって、Aという製品がすべて

Bに切り替わり、そのMRさんは

全国2位になって表彰されたそう

です。

そのMRさんは、会社からは「外

来のマーケットを広げろ」と言

われていたのですが、OPDを勉

強したことで「在宅の高齢の患

者さんのマーケットがもっとあ

るのではないか」と思い、そこ

が結果につながったそうです。

OPDを勉強していくと、会社が

言っているのとは別の仮説を立

てられるようになって、その仮

説をもとに先生とお話すること

ができるようになります。

そうすると、より深いディテー

リングにつながりますから、先

生とのコミュニケーションの時

間が増えて、処方意向が高まる

という方程式にうまく乗るので

はないかと思います。
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OPDの変わらな

いところ、変わ

るところ

本橋 『優秀なMRはどのような

ディテーリングをしているのか? 

~シェア・オブ・マインドを上げ

るOPD実践テキスト~』が発行さ

れたのが2011年、『One Patient 

Detailing実践ガイドブック』が

発行されたのが2017年ですが、

ここ数年だけでも、製薬業界や

MRを取り巻く環境は一変してき

ています。そのような中で、ワ

ン・ペイシェント・ディテーリ

ングの変わらないところ、ある

いは時代の流れに合わせて変え

なければいけないところという

のはありますでしょうか？

川越 変わらないのは、患者さん

の症例にフォーカスすることで

すね。なぜOPDを学ぶとドク

ターとのコミュニケーションが

深まったり、成績が上がったり

するかというと、OPDをベース

に話そうと努力すると「ドク

ターや患者さんの目線で話して

くれる人なんだな、少し話を聞

いてあげようかな」というムー

ドに自然となるわけです。そう

いったペイシェントベースの活

動というのは、10年経っても変

わらないと思います。

ただ、さまざまなルールが変

わったこともあって、話せる内

容に縛りが出てきました。2011

年に本を出した時、「まずはこ

ういう話をして、ドクターがこ

ういう患者さんがいると言った

ら、こういう話をしよう」とい

うトーク集を作ったのですが、

一人十色の時代になって、そう

いったものは通用しにくくなっ

てきました。とはいえ、患者さ

んベースで考えることでどんな

方向の話にも対応できるように

なるというスキル自体は、今も

変わらずに求められていると

思っています。

高橋 先生方が日々診療している

患者さんは何に困っているのか、

どういうことで苦しんでいるの

か、そういったことはあまり変

わっていないのではないかと

思っています。

一方、変わったものといえば医

療制度ですね。新しい治療法や

新薬も生まれましたし、厚生労

働省関連では、リスクマネジメ

ントプランや、医療用医薬品の

販売情報提供活動ガイドライン

も登場しました。プロモーショ

ンなどのレギュレーションに関

して、医薬品の適正使用の安全

性情報の収集、その活用や提供、

こういったことが、2011年から

現在にかけて大きく変わったと

ころではないかと考えています。

今西 弊社は病院の経営支援に携

わっている会社なのですが、単

なるコンサルティングではなく、

病院と一蓮托生で経営の根幹に

コミットしています。医療関係

者に日常的に接する機会があり

ますし、社員に医師もいますか

ら、医師が製薬企業の方々とど

のように接して、どのような感

想を持っているかを知る機会も

多いです。さらに病院の裏側の、

製薬企業の方々がアクセスでき

ないような情報にアクセスする

こともあります。そういった中

で、製薬企業の方々は本当に薬

を軸とした話しかしていないな

と感じています。

病院の経営側からすると、薬

が患者さんの役に立つのは一瞬

だったりしますし、他の重篤な

疾患を優先する必要がある場合

などでは、薬を出さなかったり、

中断することもあります。製薬

企業の方々が病院や医師と密接

なコミュニケーションを何十年

も取り続けてきたのに、その実

態が伝わっていないのです。今

後、さらに業界の規制が強く

なっていくと、先生方とMRとの

距離はますます疎遠になってい

くでしょう。コロナウイルスが

出てきた今、どのようにその溝

を埋めていくべきなのでしょう

か。おそらくどの企業さんもそ

この答えがなくて、悩んでおら

れるのかなと思います。

その中でひとつ、希望の光に

なっているなと個人的に思って

いるのが、やはりOPDですね。

「この患者さんをどのように

救っていこうか？」という思い

だけが、先生方とMRをつなぐ接

点となるのではないでしょうか。

ですので、その思いは絶対に疎

かにできないし、変えてはいけ

ないところなのかなと思ってい

ます。

そこに対して何ができるのか、

これから皆様と一緒に考えてい

ければ幸いです。

川越 『星の王子さま』の著者で

あるサン＝テグジュペリが「愛

とはお互いを見つめ合うことで

はなく、ともに同じ方向を見つ

めることである」と言っていま

すが、まさにそれがOPDのコン

セプトなんです。同じ患者さん

の方向を見て医師とMRが語り合

うというのが、僕らが目指して

いる方向性だと思いますね。

高橋 先生方は、MRが「自社製

品を買って、使ってもらいた

い」という思いで病院に来てい

るとわかっています。その話を

聞いた上で、ベストな薬を選ん

で患者さんを治療するのが先生

方の仕事です。MRが何を提供す

るかで、話の深さや方向性に違

いが出てくる理由はここにある

のだと思います。薬を処方して

も、もし薬の効果が出なければ、

どれくらい待って、どのタイミ

ングで見切ればいいのか。どの

ような副作用が、どれくらいの

重篤さで、どのタイミングで出

るのか。その時、どのように対

応すればいいのか。こういった

ことをきちんと説明できるMRと、

ただ薬の効果や安全性について

説明するMR、どちらを先生方は

信用するかというところにつな

がってくるでしょうね。

川越 調査系の会社に勤務して

いた時に「二度と会いたくない

MRはどんな人か教えてくださ

い」という質問項目を設定した

ことがあるのですが、1位が「タ

バコ臭い」、2位が「何をしに来

たかわからない」、3位が「自分

の意見がない」という結果が出

ました。自分の意見がなければ、

話を膨らませることは当然なが

らできません。

今は取材の活動もしているの

で、最後に「どんなMRなら会い

たいですか？」と必ず聞くこと

にしているのですが、「医療ス

タッフの声に真摯に耳を傾けて、

自社製品に対する客観的な意見

が言える人」という答えが返っ

てきます。まさに自分の意見が

求められているのです。自分の

意見で話を膨らませられないと、

OPDは実践できません。OPDに

ついて勉強することは、企業側

にしか向いていなかった視点を、

患者さん側に向けさせるよい

きっかけになるんじゃないかな

と思っています。

今西 MRの説明会を病院で聞く

機会があるのですが、確かに目

的がよくわからない説明会が本

当に多いですね。言わなければ

ならないことは決まっているの

だろうと思いますが、その前後

に自分の意見や意図が何もない

んです。おそらく言い忘れたの

ではなくて、本当にないのでは

ないでしょうか。

この薬を使って病院にこう

なってもらいたいとか、先生に

こうしてほしいとか、患者さん

にこんな状態になってほしいと

いう目的意識や思いがないのだ

と思います。自分の会社の製品

を使ってもらうことが、患者さ

んのためにも、先生のためにも

なるんだという強い信念があれ

ば、何か一言は出るはずですか

ら。

高橋 そういったメッセージン

グや目的の部分を意識して話を

スタートするMRは、私もあまり

見たことがありませんね。

訪問規制前の病院の医局で「先

生、ちょっといいですか？」と

いきなりデータを見せたりして

「だから、何？」で終わってし

まうというのは、よく見られた

パターンです。説明会にしても

ディテーリングにしても、回数

でKPIを追ったりするとそうなっ

てしまうのだろうと思います。

「今日はこういったお話で来

たのですが、先生や患者さんに

こんなメリットがあるんです。

なので、少しお時間いただけま

すか？」という前置きをすれば、

先生と深い話がしやすくなりま

す。あるいは、先生が「こうい

うことで困っているんだよね」

と言ったことを拾って、それに

対する見解、その裏付けとなる

データや資材などを持っていっ

たりすると、生きたディテーリ

ングになるでしょう。MRの「患

者さんにこういうふうになって

ほしい」という思いがあるディ

テーリングは、インパクトがあ

るし、先生に伝わると思います。

川越 先ほど言い忘れましたが、

この10年間の変化の一つに、ア

ポイント制が基本になったこと

があります。情報提供だけなら

メールでもよいという形になり

ました。その上でなぜわざわざ

会う必要があるのかというと、

それはやり取りをするためです。



OPDというのはまさにキャッチ

ボールなんですよ。アポイント

制になった今、OPDをやらない

で他に何をするんだという感じ

がしますね。

訪問は１日３人

今西 一般企業の営業ですと、

一方的に言いたいことがある時

はメールでURLを送って「見て

ください」で済んでしまいます

が、ヒアリングをする時はやは

り会う必要がありますよね。で

も、MRの仕事になった途端に、

ヒアリングの部分が抜け落ちて

しまって、言いたいことを言う

という方向性になってしまって

いるのではないでしょうか。

先生方に意見を聞いてみても

「もっと聞いてほしい」と言わ

れます。言いたいことがたくさ

ん溜まっていて、話し出すと止

まらない先生、いらっしゃいま

すよね。せっかく先生が言いた

いことを溜めているのに、それ

を聞くのが怖いのか、聞かずに

帰ってしまうMRがやはり多いの

かなと思います。

川越 以前、MR向けの情報誌を

制作していた時に、営業の研修

を受けていたのですが、どこで

も「1日3プレ」が基本だと言わ

れましたね。要するに、1日に3

人に対してプレゼンテーション

をしろというわけです。1日3プ

レなら、先生と深い話をして、

もらった宿題について調べてと

いうのを毎日繰り返せるでしょ

うけど、1日に10人に対してそれ

をやれと言われてもできません

よね。無茶な訪問計画を立てる

のはやめて、1日3プレという営

業の基本に立ち帰るべきだと改

めて思います。

それならお互いに仕事した感も

ありますし、先生方にも喜んで

もらえるでしょう。

今西 昨今の状況としては、

それがやりやすくなってきてい

ますよね。オンラインかつアポ

イントを取るとなると、1日3人

ぐらいが限界ですから。

以上


