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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。
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電子カルテ活用

本橋 それでは、二つめのテーマ

「OPDと電子カルテデータ」に

ついてお話しいただきたいと思

います。近年、レセプトなどの

公開データだけでなく、電子カ

ルテデータが手に入る時代にな

りました。製薬会社が利用でき

るデータには、どのようなもの

があるでしょうか？今西マネー

ジャー、最新の情報をお聞かせ

ください。

今西 ご存知の通り、製薬企業は

あらゆるデータを駆使していま

すが、レセプトはあくまでも請

求書です。医療行為や処方され

た薬については書いてあっても、

その結果を読み取ることができ

ません。電子カルテのデータが

手に入るようになって初めて、

その結果がわかるようになりま

した。これが、近年のデータを

取り巻く環境の大きな変革だと

思っています。

現在、電子カルテデータをい

かに活用するか、試行錯誤がな

されていますが、どちらかとい

うと研究目的が主流であるよう

に見ています。弊社も病院との

深い関わりを活かして、電子カ

ルテデータの二次利用にトライ

しているところですが、実は

OPDとの親和性が非常に高いの

ではないかと感じています。本

日はその辺りについて、ぜひ皆

様とお話しできればと思ってい

ます。

本橋 電子カルテデータの中に

は、患者さんの病名や検査値な

どに加えて、医師の所見や看護

記録も含まれています。看護記

録には、患者さんの痛みや苦し

みなどの生の声、治療に対する

考えといった情報も入っていま

す。こういったリアルなデータ

をOPDに活かしていくには、ど

のような方法がありますでしょ

うか？

川越 以前、「私はドクターに

患者さんのカルテを見せてくれ

と必ず言うんです」と語るMRさ

んに会ったことがあります。営

業のセオリーに「ノーニーズ・

ノープレゼンテーション」とい

う言葉がありますが、情報提供

をする前にカルテを見て、どん

なニーズがあるのか読み取るそ

うなんですね。すごいMRさんだ

な、こんな人ならOPDもやりや

すいだろうなと、今でも印象に

残っています。

電子カルテデータが豊富に扱

える時代になりましたが、エビ

デンス・ベースド・メディスン

（EBM）実践のためには、四つ

の要素が必要です。MRがエビ

デンスを中心に話してしまうと

医師に響かないのは、それ以外

にも重要な要素が三つあるから

です。まず患者さんの病状と周

囲 を取り巻く環境、次に患者

さん の好みと行動、そして最

も重要 なのが、医療者の臨床

経験です。これらの要素をバラ

ンスよく取り混ぜて話すことが

OPDの実践につながるのですが、

今までそういった情報は仮説を

立てるしかない領域でした。

電子カルテデータが手に入る
ようになって、そういったリア
ルなデータを時系列で見ること
ができるようになりました。そ
うすると「自分ならこのドク
ターにどんなアプローチをする
だろう」と考えを深めることが
できますよね。一方で「この先
生はちょっと間違えた使い方を
しているぞ」ということも読み
取れるかもしれません。「なぜ
このドクターはこんな使い方を
したのだろうか」「MRの情報の
伝え方が悪かったのではない
か」と考えることもできます。
MRに適正処方の仕事をまっとう
していただくためにも、そう
いったデータは非常に有益だな
と思います。

高橋 自分がMRだった時に、

電子カルテデータから患者さん

や先生方のニーズを知ることが

できれば、もっといろいろなこ

とができたかもしれないと感じ

ますね。製薬企業のプロモー

ションやエビデンスには、正し

いことを先生に伝えれば伝わる

だろうという考え方がベースに

あります。エビデンスが確立し

ていれば正しいことなのでしょ

うが、それ以外にも正しいこと

がいくらでもある中で、先生方

は患者さんにフィットする治療

や処方を選択しています。

例えば、国民年金受給者で、

毎月6万5千円程度の年金で生活

している高齢の患者さんに、た

くさんの薬を処方した結果、薬

代だけで月に総額3万円かかると、

その残りのお金でどうやって生

きていくのかという問題が出て

きてしまいます。こういった事

情も鑑みて、先生方は患者さん

に医療を提供しているので、そ

こを履き違えると先生方の反感

を買うことになり、MRとの関

係や処方、実績に対して非常に

まずいことになります。

レセプトに出ている病名とそ

こに使われる薬が、添付文書上

マッチしていれば、それは保険

の審査では正しい選択です。薬

の承認が取れたということは、

その有効性と安全性を厚生労働

省が認めたということですから、

それは臨床の現場で普通に使え

る薬なのです。他社製品を使っ

たから間違いだというのは自社

の論理で、医療現場ではまった

く通用しないということを認識

する必要があると思います。さ

まざまな事情がある中で、先生

が患者さんのためにどのような

選択をされたのか。それを知る

手がかりとなるのが、電子カル

テデータではないでしょうか。

患者像の相違

今西 最近、電子カルテデータ

をもとに製薬企業の方とディス

カッションをする機会が多いの

ですが「事前調査やローンチ前

に作ったペイシェントジャーニー

と実際がなんだか違うんです」

というお話をよくいただきます。

ではそれをどのような情報をも

とに作ったかというと、ほとん

どは想像です。患者調査をした

り、患者会の講演を聞いたりし

て作った場合もありますが、患

者会でスピーカーとして話され

るのは元気な方ですよね。治っ

たとまではいかなくても、活動

的に生活されている方のお悩み

と、現在進行形でふさぎこんで

いる方のお悩みはやはり異なり

ます。高齢の患者さんの実態は

家族からしか聞けませんが、家

族だとしても24時間365日ずっ

と見守っているわけではありま

せん。たまたま目撃したお父さ

んの苦しそうな様子から、全体

像をイメージされている場合も

あるでしょう。

先生にヒアリングした部分も

ありますが、そこで引き出され

るのは、先生の印象に残ってい

る患者さんです。うまく治療で

きた患者さんか、できなかった

患者さん、両極端のエピソード

が出てきやすいのではないで

しょうか。その間にいる、先生

も忘れてしまったようなたくさ

んの患者さんに関するデータを

見ていくと、調査で聞いた話と

全然違うところがどんどん出て

きます。それこそが実態であり、

それが明らかになってきたこと

には大きな意義があると思って

います。

OPDを実践する必要性はここ

にもあります。製薬会社が考え

たマーケティングや患者像は、

もしかしたら間違っているかも

しれません。本社が軌道修正す

るのを待たなくても、現場のM

Rが先生と深く話せば、その先

生が困っているのはどのような

患者さんなのか、しっかりと把

握することができます。そうす

れば、たとえ本社が考えた患者

像とは合致しない患者さんの話

が出てきても、そこに合わせた

提案ができるのではないかと

思っています。

高橋 例えば、日々の生活の中

で「調子が悪いけど、病院に行

くほどじゃないな」と感じてい

た患者さんが「何かがおかし

い」と思うようになり、病院で

診察を受けて自分の病名を知り

ます。その後、どのような治療

を受けたいのか。命に関わる病

気なら、家族に何を残したいの

か。どのように残りの時間を過

ごしていきたいのか。一人ひと

りの思いは異なるはずですから

「このペイシェントジャーニー

で、この製品のディテーリング

をしてください」という組み立

ては現場にフィットするわけが

ありません。
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その最たるものは在宅医療で

す。病院で治療を受けた患者さ

んが在宅医療に戻る場合は、症

状が改善されて自宅で療養する

ケースもあるし、これ以上は病

院でも手が施せなくて自宅で家

族と過ごすケースもあります。

在宅医療の先生にお話を伺うと、

後者の場合、使っている薬を片

端から切って、最低限のものだ

けに絞ることもあるそうです。

例えばがんの末期の患者さんで

あれば、本当に必要な薬は使う

けれども、それ以外の薬価が張

るような薬はやめて、残りの生

活を楽しむためのお金に使って

もらうというような判断をされ

る先生もいます。患者さんの

ニーズは一人ひとり違うだけで

なく、場面ごとにも変わってく

るということを前提に、ペイ

シェントジャーニーを考えたほ

うがよいのではないかと思いま

す。

多様化する情報

川越 ペイシェントジャーニーと

非常に似た概念なのですが、医

療計画の見直しのベースとなっ

た考え方に、ライフコースアプ

ローチという概念があります。よ

く出る事例が、45歳の主婦の方

が検診を受けたところ、乳がん

が見つかりました。手術をする

ことになり、もっといい病院が

あるかもしれないと思って調べ

たところ、病院ランキングにも

出るような専門病院を見つけて、

そちらで手術を受けました。胸

の手術をしたので、形成外科を

紹介してもらい、そこで形を整

える手術をしました。3年後、再

発してしまい、今度は専門医の

もとで放射線治療を受けました。

それでもがんが消えず、最後に

は緩和ケアを受けるという一連

の流れです。

ペイシェントジャーニーと異

なるのは、企業側の立場から、

各プロセスの拠点となる病院と

患者さんの流れに注目する点で

す。適切な病院に患者さんが辿

り着いていなければ、本来使わ

れるべきところで薬が使われて

いないということになります。

そもそもの検診率が低ければ、

なぜ低いのか。検診を受けてい

ても専門病院への紹介がうまく

いっていなければ、なぜうまく

いっていないのか。それらを一

つひとつ解決していくことに

よって、製薬企業のマーケティ

ングが理想とする患者さんと薬

の流れが形作られるのです。

一人十色の時代に、あちこち

で聞いた話をもとにペイシェン

トジャーニーを作っても、絵に

描いた餅になりかねません。今

お話ししたライフコースアプ

ローチという概念で、もう一度

マーケティングを描きなおした

ほうがよいのではないかと思い

ます。各プロセスの医療機関で、

製薬企業としてどういったメッ

セージを、医療者を通して伝え

てもらうべきなのか、改めて考

えるのです。その上でパンフ

レットが必要であれば作ったり、

最初の受診率が低ければCMを

作ったり、そういった方向性で

マーケティングをしたほうが成

功するのではないでしょうか。

高橋 本社が画一的なメッセージ

を決めてMRに伝えることは、

マーケティングの展開の中では

効率の良いプロセスではありま

す。ただテレビやインターネッ

トを通して医療に関する情報が

これだけ広まったことで、先生

方も一般の方々も多様化してい

ます。同じ情報提供をしても、

評価する先生もいれば、評価し

ない先生もいます。

このような状況で本社が画一

的なジャーニーを考えても、お

そらく現場にはフィットしない

でしょう。そうではなくて、患

者さんのケースはさまざまで、

悩むこと、思うこと、考えるこ

とがどれだけ多くあるのかを知

るほうが、現場のディテーリン

グに役立つメッセージやトレー

ニングにつながるのではないか

と思います。

今西 最近になって、患者さん

の医療に関するリテラシーや経

済状態などの情報が見落とされ

ているなと感じています。どの

ぐらい手先が動くのか、どのぐ

らい面倒くさがっているのか、

そういった電子カルテから読み

取れる情報が大きく抜け落ちて

いるように思えるところがあり

ます。おそらく、身近にいる元

気な高齢者の方々をイメージし

ながら作ってしまったのではな

いかなと考えています。ライフ

コースアプローチも、ペイシェ

ントジャーニーも、リアルな

データを使った設計はもちろん、

常にブラッシュアップしていく

必要があるのかなと思っていま

す。

ただ「ブラッシュアップをし

ませんか？」と提案をしても

「今まで作ってきたペイシェン

トジャーニーやマーケティング

プランにフィットするデータが

まずは欲しい」「ここから外れ

たデータは、異常値と考えられ

ないですか」というご意見をい

ただくことがあります。実態に

目を向けることを避けている

ケースが多いなと思う時があり

ます。

高橋 異常値として扱われるよ

うな患者さんが多く集まる病院

を担当しているMRにしてみれば

「本社の言っていることは、全

然現場にフィットしないな」と

思えるでしょうね。MRと本社と

の距離が開いていきかねません。

キックオフミーティングを開い

たり、マーケティングからの

メッセージを出したりしてやる

気を促そうとしても、MR側は白

けてしまうし、一体感も削がれ

ていってしまいます。本社側は

現場のことをもっと知ったほう

がよいのではないでしょうか。

電子カルテ利用

での注意点

本橋 ありがとうございます。

今、お話しいただいたように、

電子カルテデータは非常に有効

に活用できると感じております。

一方で、このようなリアルな

データを利用する上で、どのよ

うなことに気を付けなければな

らないでしょうか？

高橋 電子カルテの情報は、患

者さんにとって究極の個人情報

です。その保護という観点を踏

まえて適切な扱い方をするとい

うことは、絶対に外せないで

しょうね。

今西 電子カルテを使ってすべ

てを教えてしまうと、そこで思

考停止してしまいかねません。

せっかくリアルなデータを使っ

ているのに、ただ暗記するだけ

で終わってしまうと、そこに合

致しない患者さんを見落として

しまいます。良くも悪くも、こ

れはあくまでもある1人の患者さ

んについての情報なんだという

意識を常に持って、思考停止し

ないように心がけること。何か

ら何までわかってしまうような

究極の個人情報を扱う際には、

そういったことが必要になって

くるのかなと思っています。

高橋 MRが情報提供活動に活

かすために電子カルテを読むに

は、コツがあると思っています。

電子カルテの初診の辺り、患者

さんの主訴や異常を感じた経緯

などが細かく書かれている部分

は、非常に役に立つと思います。

この治療法、この薬がなぜ選ば

れたのかについては電子カルテ

にはあまり書かれていないので、

MRとして考えるポイントになる

でしょう。先生は電子カルテに

処方する薬の名前を入力するだ

けですから、先生の頭の中にあ

る薬剤選択のルールやアルゴリ

ズムは電子カルテではわからな

いんです。

なぜそこに自社製品が入ってい

ないのか、入っているならなぜ

選ばれたのか、そういうことを

考えながら読むとおもしろいか

もしれません。その上で、担当

している先生の薬剤選択につい

て考え方を確認し、自社製品が

提供する価値を明確に伝えるこ

とが、MRの腕の見せ所です。

例えば、発売してまだ1年も

経っていない2週間処方の新薬

を担当していたとします。電子

カルテを読んで、前回処方され

た日から、患者さんが次に来院

するまで3週間ほど空いていた

ら「この患者さん、1週間くら

い薬を飲んでいないかもしれな

いけど、大丈夫だったのかな」

と考えられます。患者さんの来

院のタイミングで、薬の使われ

方、治療の結果、その後の臨床

検査値の変化なども見てみると、

M Rとして何か発見があるかも

し れません。

このように見るべきポイント

がわかって、そこからいろいろ

と想像できるようになるとよい

ですね。すると1人の患者さんに

関する情報を読むだけでも、考

えが深まっていくのではないか

と感じています。



川越 薬が切り替わった時に来院

間隔が変わったら、何かしらの

問題が発生しているはずです。

例えば、もともと1ヶ月に1回来

ていた患者さんが、自社製品に

変えてもらった後、2ヶ月後に来

た場合は「薬が高いから、患者

さんが自己負担を減らすために、

来院間隔を自己調整したんじゃ

ないか」という仮説が立てられ

ます。そこにはしっかりと突っ

込んでいっていただきたいです

ね。

自社製品を紹介する際に「薬

価が少し高いこともあって、来

院間隔を長くしてしまう患者さ

んがいるので、薬の意図や必要

性をきちんと説明してくださ

い」とお願いすることも、重要

になります。自社製品に切り替

えてもらっても、来院間隔が空

いたら、ドクターにとっても患

者さんにとってもデメリットで

しかありません。そういったこ

とが起きないようにフォローす

るためにも、リアルなデータを

見るのは非常に重要だなと改め

て思います。

今西 服薬頻度は少ないほうがい

いと簡単に考えられがちです。

きちんと毎週来るから、こまめ

にコントロールしてあげたほう

がよさそうな患者さんに、なぜ

か長い期間で使われる薬が出て

いることがあります。その薬を

入れたがために、検査値が乱高

下しても、入れた薬が抜けるま

で変えられません。

頻度高く投与しないといけな

い薬のメーカーさんが不利なよ

うに思われる状況でも、この実

態を知れば、使い分けを提案で

きるようになるのではないで

しょうか。データを活用して、

そういったところにも取り組ん

でいただけるといいなと思って

います。

高橋 病院でもクリニックでも、

先生方の処方は新患より再来の

患者さんのほうが圧倒的に多い

ですよね。そういう時の落とし

穴として、先生が慣れた薬を使

い続けていて、検査値の異常を

つい見落としていたりすること

があります。MRが「通院歴が長

い患者さんでも、途中で症状や

検査値が変化することってある

んですか？」と軽く質問を投げ

かけてみると、先生もハッとそ

こに気づくかもしれません。

5年ほど前に、大きな展示会で

電子カルテのメーカーさんにい

ろいろと話を聞いたことがあり

ます。そこで「臨床検査値が異

常値に変化した時、それを先生

に伝えるメッセージを出す機能

はないんですか？」と聞いたの

ですが「ない」というメーカー

さんばかりでした。細かな変化

を先生が見落としても、電子カ

ルテが異常を検出して知らせて

くれれば、患者さんによりふさ

わしい治療がもっと出てくるの

ではないかと思っています。今

はまだその機能がないなら、MR

が気づかせてあげてもいいはず

です。電子カルテを読んだMRの

何気ない一言がその地域の患者

さんへの貢献につながるような

ことは、いくらでもあるように

感じています。

川越 電子カルテを見れば、顧客

ニーズについてより考えること

になるので、自然とOPDにもつ

ながっていくでしょうね。

高橋 電子カルテには、看護師さ

んもいろいろな情報を入力して

いますよね。医師による診断に

関する情報ももちろん大事なの

ですが、患者さんの本音やニー

ズを知るためには、看護師さん

による情報も見落とせないなと

思います。患者さんによっては、

先生に話そびれたことを看護師

さんに話して、それが看護記録

として電子カルテに残っている

ことがたくさんあります。

川越 ああいった情報があると、

患者さんの状況をとても理解し

やすくなりますよね。ただ、な

かなかヒアリングするのも難し

い領域ですので、そこは電子カ

ルテの情報が非常に役立つだろ

うと思います。

本橋 二つめのテーマ「OPDと

電子カルテデータ」について議

論していただきました。ありが

とうございます。

以上


