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新型コロナ下に

よるオンライン

講演への移行

本橋 特に2020年は、新型コロ

ナウイルスが流行ったこともあ

り、病院に訪問できない、アポ

イントを取らないと先生とお話

ができないという状況もあった

かと思います。そのような時で

もOPDは有効ということでしょ

うか？

川越 通常、講演会の仕事という

のは、当日に講演をしてそれで

終了なのですが、あるMRさんは、

座長の先生と演者である僕を事

前にzoomで引き合わせたんです。

MRさんはそれで1アポイント

ゲット、座長の先生はターゲッ

トドクターなので満足して、僕

もその先生のニーズがわかるの

でいい講演ができました。賢い

MRさんだなと感心しました。

今まで、講演会に遠方のオピ

ニオンリーダーを呼ぶ場合は、

当日しかコミュニケーションが

できませんでした。オンライン

に移行して、事前にコミュニ

ケーションができるようになり

ました。リアルではできなかっ

たことができるようになったわ

けです。今までと同じディテー

リングをそのままオンラインで

やっても、ただのデジタライ

ゼーション止まりです。一方、

リアルではできなかったことを

すれば、それはデジタルトランス

フォーメーションといえるのでは

ないかなと個人的には思ってい

ます。

最近おすすめしているのは、

多方面から同行してくれる人を

たくさん集めることです。学術

職、MSL、別領域のMR、地域包

括ケアの、他科の先生…そう

いった方々をすべて集めて一緒

にお悩みを聞けば、おそらく余

裕で30分を超えるでしょう。僕

はOPDと同時に「シェア・オ

ブ・ディテーリング」（興味を

持ってくれた時間の獲得度合い）

という概念を提唱しているのです

が、これが処方に直結すること

を示すデータを本にも載せてい

ます。このシェア・オブ・ディ

テーリングを高めるためには、

やはりOPDの実践が必要です。

リアルではできなかったこと

を積極的にやりながらOPDにも

つなげていくと、オンラインの

ディテーリングの時間は長くな

るでしょう。オンラインディ

テーリングは、一対一では絶対

にもったいないですよ。せっか

くオンラインで時間を取っても

らっても、今までと同じことを

したらおそらく5分で終わってし

まうと思います。オンラインで

しかできないことをするために

も、OPDを実践していただきた

いですね。

高橋 確かに、2020年に入って

からMRの現場は劇的に変化しま

したね。そういった中では、

OPDの考え方をさらに発展させ

て企画とし、先生に提案して、

いろんな方々を交えてお話をす

るというやり方が必要になって

くるのではないかと思います。

そこで、企画を立てる時にMR

として何を考えたかが重要に

なってきます。

先生が診療で困っている患者さ

んに対する解決策を、いろいろ

な角度から提案するような企画

なら、聞きたいと思ってアポイ

ントをもらえるでしょうし、評

価されるでしょう。あるいは、

先生方が入手できる情報が少な

い新薬、RMPで新しい副作用や

その対策についての情報が集積

している最中の薬、希少疾患な

どに関する企画も、非常に立て

やすいでしょうね。生活習慣病

の治療薬でも、いろいろな合併

症がある場合は話の広がりが増

えてきます。OPDは、ドクター

とMRの一対一の関係だけでなく、

それ以外にもいろいろな場面を

作っていくベースとなる考え方

になるだろうと思っています。

MRの立ち位置

今西 そうやって良い企画を立て

た後も、MRは自分の意図を、先

生の興味を引くような伝え方を

して集客しなければなりません

よね。おそらく、そこにもOPD

の素養が必要です。なぜその先

生にその企画に入ってほしいの

か、その企画は患者さんにとっ

てどのようなメリットがあるの

か。

メールを書くにしても、その一

言一句に思いを込められるかど

うかが関わってくるかと思いま

す。

1日に何十通も出すメールを、

そんなに丁寧に書けるかという

問題もありますが、気持ちさえ

あれば、トレーニング次第で自

然に言葉が出てくるようになる

でしょう。コロナ禍でアポイン

トが取れないMRがいる一方で、

むしろ前よりも取れているMRも

いて、その差はそういったとこ

ろにもあるのではないでしょう

か。

高橋 MRの立ち位置だからこそ、

担当地域に貢献できることがあ

るはずです。先生は患者さんの

病気を治療することがお仕事で

すし、薬剤師さんは正確に調剤

して患者さんに服薬指導などを

することがお仕事ですよね。

MRの場合は、地域で担当を

持っている機動力が強みになり

ます。また自社で全国から収集

している安全性情報、有害事象

やその最新の対処法、全国の先

生方が副作用にどのように対処

しているのか、そういった情報

が製薬企業にはどんどん集積し

ていきます。製薬企業がカバー

するその範囲の広さや豊富な情

報、影響の度合いは武器になる

でしょうね。それらを担当地域

の先生にお届けするだけでも、

価値の高い活動になると思いま

す。

川越 これだけオンラインの講演

会が乱立しているので、今は目

立った影響はありませんが一講

演会あたりの視聴者数は減って

くるのではないでしょうか。

診療に関する勉強会をzoomで開

催します」とすれば、ノーリス

クで全員に喜んでもらうことが

できますよね。

講演会という形を取ると、誰も

来ないリスクが発生します。

そこで「5人集まったらオンライ

ンそういったコーディネートが

できるMRなら、今後も大規模な

講演会に頼らず、自分のファン

を増やしていくことができるだ

ろうと思います。

チーム医療が広がる中で、製

薬企業のマーケティングも各病

院のチームにターゲティングす

る方向性になっていくでしょう。

少人数でもオンラインで気軽に

集まれるようになりましたから、

情報提供・収集のターゲットも

小さくなっていくと思っていま

す。オンラインだと一対一は

もったいないですから、数人で

連携するのは非常にいいですね。

そこではやはり企画力がポイン

トになるでしょう。

先日、オンラインの講演会で

「オンライン診療の大手ベン

ダーのうち、一番いいのはどれ

ですか？」という質問を受けま

した。僕はその四つのうち三つ

とお付き合いがあるので、答え

られませんが、MRはそういうこ

とについても説明できるといい

と思います。自分の製品を使っ

てオンライン診療をやっている

先生に、自社製品をどうやって

使っているかを話してもらえれ

ば、それで自社製品も入るで

しょうし、オンライン診療につ

いて知りたい人にとっても有益

だろうと思いますね。
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高橋 競合が複数あると、どれを

選んだらいいのかわからなく

なってしまいますよね。そうい

う情報を整理して話せるMRがい

たら、非常に重宝がられると思

います。オンライン診療なら「A

社さんは、精神疾患に強い電子

カルテの仕組みがありそうです。

B社さんはレセコンなどの他のシ

ステムとの連携がスムーズで、

拡張性が高そうですよ」という

話ができれば、先生も「うちは

これくらいの規模で十分だから、

この会社がいいのかな」と判断

しやすくなります。

同様に、薬にもそれぞれ特徴

があるので、MRがそれを整理し

て話せば、先生も「腎機能が

弱っている患者さんなら、腎排

泄じゃなくて、他の代謝経路の

薬がいいのかな」と判断しやす

くなるでしょう。他社製品の誹

謗中傷ではなく「他社と自社の

違いはこうなんです」と話せる

MRこそ、医療者から望まれてい

ます。

薬の使い方がわからない時、

病院の先生方が最初に電話をす

るのは院内の薬剤師です。MRで

はないんですね。製薬企業の

方々は「MRは薬のプロ」という

教育をいまだにやっていますし、

私もその教育を受けてきました。

ですが、先生方にとってはそう

ではないんだということを、製

薬企業の本社の方々に改めて考

えていただきたいですし、そこ

へのアプローチも重要になると

思います。そこを改善すれば、

企業の評価が高まるチャンスは

いくらでもありますから。

川越 知り合いのMRさんも、患

者さんの話をしてドクターに

「ありがとう」と言われた時が

一番MR冥利に尽きると話してい

ました。そういうMR冥利に尽き

る仕事をさせるのが企業側の役

割ですし、そこまでの仕事をす

るためにはやはり、1日3プレが

限界だと思います。

話を作るトレー

ニングをしよう

本橋 OPDをベースに一人ひと

りの患者さんについて考えたり、

企画を立てたりしたいけど、そ

こに行き着くにはどうすればよ

いかわからないと悩んでいるMR

も多いかと思います。高橋様や

川越様のような考え方に行き着

くためには、どのようなトレー

ニングをすればよいのでしょう

か？

川越 医療従事者を取材している

と「MRは落語を学ぶべきじゃな

いか」という話をよく耳にしま

す。落語には、お客さんから

キーワードを三つもらって、そ

れを結びつけて話す「三題噺」

というものがあるのですが、企

業が伝えたいメッセージもだい

たい三つぐらいですよね。先生

のところに行って、いきなり

メッセージを言って終わりとい

う、いわゆるピンポンダッシュ

型の営業活動をしても、相手に

は何も伝わらないし、処方につ

ながるはずもありません。三題

噺のテクニックを用いれば、話

の方向性があちこちに飛んでも、

三つのキーワードを織り交ぜな

がら、うまく対応していけるの

ではないでしょうか。営業以前

のコミュニケーションの問題に

なりますが、周りの医療従事者

からの賛同も得られています。

ある外資系の大手企業で、MR

の養成研修に5年間ほど関わって

いた時期があります。その時に

落語は難しいからと、松本人志

さんのすべらない話をいろんな

レベルのMRにやってもらいまし

た。やはりトップのMRは話す時

間が長くて、最後にちゃんと落

ちます。最初にゴールを決めて

からストーリーを作るのが上手

です。それが中堅や新人のMRに

なると、まったく喋れなくなっ

てしまいます。まずおもしろい

ネタがないし、落ちのあるス

トーリーも作れない。落語は少

しハードルが高いかもしれませ

んから、すべらない話のトレー

ニングから営業所内でトライし

てみてはいかがでしょうか。

高橋 いいですね。私もMRだっ

た時にそういう研修を受けてみ

たかったです。私の場合は、話

の最後に落とすことがあまり得

意ではなかったので、話の流れ

を作ることを意識して実践して

いました。話の流れを作るには、

明確なゴールと質問力が必要で

す。MRのゴールである「今日、

この先生に伝えたい自社製品の

いいところ」に行き着くために、

どのように話をするか、事前に

考えたりしていましたね。その

ストーリーのパターンを、10秒、

30秒、1分、5分と用意しておく

MRもいるそうです。アポイント

を取っていても、先生に「ごめ

ん、急患入った」と言われて、1

分半で話さないといけなくなる

こともあります。そういったシ

チュエーションに応じて、

出だしと落ちをつなぐ長さを考

えながら事前準備をするMRはや

はり結果を出しています。

その時、冒頭で何を話すかが

非常に重要になってきます。突

然「今日はこの話で来ました」

と言って「何、それ？」と興味

を引いてから話を広げるケース

もありますし、ある患者さんの

症例をきっかけに、伝えたい薬

の話に持っていくケースもある

でしょう。例えば、抗がん剤の

お話なら「先生、最近、骨転移

で治療が難しい患者さんはい

らっしゃいますか？」とまず聞

いて「なんでそんなこと聞く

の？」と興味を持ってもらいま

す。そこから「骨転移の患者さ

んって、日常生活にも支障をき

たしていたり、突然強い痛みが

出たりして、とても苦しんでい

るという話をよく聞くんです。

放射線はある程度までしかかけ

られないし、がんの疼痛緩和の

薬も、ある程度使うと際限がな

くなりますし…」と話を膨らま

せると、先生が「そうそう、そ

ういうことあるんだよね」と

乗ってくれて、そこで「実は、

弊社が今度発売する薬なのです

が…」と落とすストーリーも考

えられます。

MRをしていた時に、先生から

逆に「高橋さんのところの薬っ

て、がんの骨転移に効くの？」

と突然聞かれたことがありまし

た。「先生、なぜその質問をさ

れたんですか？何かお困りなん

ですか？」と聞くと「放射線は

これ以上かけられないし、他の

治療のオプションもほぼないの

に、痛いって言ってる患者さん

がいる。こういう時ってどうし

たらいいの？高橋さんのところ

の新しい抗がん剤って、痛みに

も効くの？」と言われて、こう

いうアプローチもあるんだと気

付きました。ここで「なぜその

質問をされたんですか？」と背

景を確認することが、非常に重

要になると思います。背景が広

がると症例の勉強にもなります

し、それは生きた情報として自

分のディテーリングの引き出し

の数を増やしてくれます。

あとは、視野を広げて考える

ことも必要です。そもそも、な

ぜ製薬企業で仕事をしようと

思ったのか、なぜMRをやろうと

思ったのか。学生時代、おばあ

ちゃんの病気が薬で良くなって

「薬ってすごい、MRっていい

な」と思ったというのでもいい

んです。そうやって、薬の価値

や、MRの仕事に生きがいを感じ

られるのであれば、OPDにも馴

染みやすいかもしれません。MR

の身近なところにも、OPDを学

ぶきっかけはいくらでもあると

思います。

今西 今は何もかもを研修で教

えようとしすぎていて、考え方

自体を学ぶ機会が少ないような

気がしています。考え方のト

レーニングには正解がありませ

んし、お二人の本も「このよう

に考えてみましょう」というヒ

ントはあっても、答えは書いて

いない例も多いですよね。

製薬企業の方々に研修のご提

案をすると、具体的な答えを求

められることが非常に多いです。

具体的な答えを求めるあまり

「このように学んでいくと、こ

うなるのではないでしょうか」

という道筋だけでは、満足して

いただけないことが増えたよう

に感じています。実際に企業の

研修をされていて、その辺りは

いかがですか？

川越 あるメーカーの支店長さ

んが、MRにストップウォッチを

持たせて、ドクターと話した時

間を報告しろと指示したことが

あるそうです。MRとしては、短

い時間を報告したくありません

よね。そこで彼らが何をやった

かというと、ドクターや患者さ

んについて徹底的に調べたそう

です。面談時間を長くするには

OPDが必要ですが、OPDには事

前準備が必要です。その結果、

本当に面談時間が延びて、シェ

ア・オブ・ディテーリングの概

念の通り、支店の売上も伸びた

そうです。マネージャー職の

方々は、MRに売上を求める前に、

まず面談時間を報告させるとよ

いのではないかと思います。

この話を聞いた他のメーカー

の支店の方が、同じようにMRに

訪問時間を報告させたところ、

優秀なMRと普通のMRでは、面

談時間に2倍以上の差があったそ

うです。MRに具体的な何かを教

えるのではなく「優秀なMRはこ

れだけ喋っていますが、あなた

はその半分もありません。なぜ

だと思いますか？」と質問して

考えさせるべきです。多少の違

いはあるにしろ、優秀なマネー

ジャー職はそういった教え方を

しているのではないかなと思い

ます。



担当エリアの

データ把握

今西 最近、病院の機能が変化し

ていますが、ともするとそこを

意識していないMRが多いのでは

ないかと思います。病院の機能

が変わると、先生のところに来

ていた患者さんの構成も一変し

ます。事前準備の際は、先生の

好み、使われている薬、困って

いる患者さんなどについて調べ

る必要がありますが、先生がお

勤めの施設やエリアについても

考えなければなりません。

前職ではエリアマーケティン

グのデータをよく扱っていたの

で、MRに「今、あなたの担当病

院はこういう状況なのですが、

知っていますか？」と聞くと、

知らないと答える方がほとんど

でした。その分析は公開データ

でしていたので、調べれば誰に

でもわかるはずです。ストップ

ウォッチで時間を測るにしても、

そういった事前準備さえきちん

とやっていれば、長い時間を稼

げるでしょうね。

川越 医療業界と他の業界の大き

な違いは、オープンデータで、

膨大な情報が無料で見られると

ころですから、それを使わない

手はありません。いつもする話

なのですが、担当エリアの知事

になったつもりで、医療政策を

考えてみるといいと思います。

まず大きな視点を持ってから、

だんだんと狭めていって、この

病院に何を求めるか、一人ひと

りの患者さんにどうなってもら

いたいのか、そこまで考えてみ

ていただきたいですね。

高橋 そういった医療制度や地域

医療についての研修が少ないこ

とも、製薬企業さんの実態の一

つかもしれません。MRとして先

生に最低限お届けすべき薬剤関

連の情報を効果的に伝える教育

自体は、絶対に必要です。ただ

そこで終わってしまうと、おそ

らく現状を打破できないでしょ

う。

研修以前の段階で、製薬企業

として医療現場に何を提供し、

どのような取り組みをするのか

という、企業の哲学について考

える必要があると思っています。

この製品を使って、先生方にど

うなってもらいたいのか。その

地域のシェアで、どのポジショ

ニングを取ると、どのように売

上が上がるのか。そういったと

ころを含めて設計された研修は、

今まであまり見たことがありま

せん。

研修部の方々も、経営陣から

「研修の機会をMRに○回提供し

なさい」と言われて「○回こな

しました」で終わっているのか

もしれません。もしそうであれ

ば、それは非常にもったいない

ことです。せっかくコストをか

けてやるのであれば、現場で生

きる研修をしたり、企業の哲学

を設計したりすることのほうが、

これからは重要になると思いま

す。

その部分がないままやってい

ると、目的のない活動になって

しまうのでしょう。MRが「今期

の目標を達成できない」という

時、特約店の力を借りれば、数

字を作ってしまえます。しかし

それをやってしまうと、その期

のマーケティングのプランやMR

活動が正しかったのかを評価す

ることができなくなってしまい

ます。あらかじめ返品が見越さ

れているものの売り上げは、決

算の時に計上してはならないと

国際会計基準(IFRS)で決められて

います。しかし、今月ボコンと

上がった売上が、翌月にボコン

と下がる、心電図のようなトレ

ンドを描く製品はいまだにあり

ます。

自社製品を第一選択にしても

らうためには、その価値を先生

に知ってもらわなければなりま

せん。先生の中での認識の獲得

度合いを高めて、第一選択のポ

ジショニングを獲得し、似たよ

うな患者さんが来院すれば、自

動的に自社製品が処方される仕

組みを作る。そういった考え方

が非常に弱いですね。プロモー

ションやマーケティングのトー

タルのデザインがあった中で、

この研修がありますというもの

がないと、OPDを学ぶのも、MR

が結果を出すのも、企業が業績

を伸ばすのも、おそらく難しい

だろうと思います。

本橋 一つめのテーマである

OPDについて議論していただき

ました。たくさんのご意見をい

ただき、ありがとうございまし

た。

以上


