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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。
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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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デジタル経由の

情報提供が進む

本橋 最後はフリーで、OPDに

関すること、あるいは興味深い

と思われたことについてトピッ

クをお話しいただきたいと考え

ております。川越様、いかがで

しょうか？

川越 10年ほど前に、自宅の外

壁塗装の工事で詐欺に遭いかけ

たことがあるのですが、同じよ

うな事業をやっていた友人がセ

カンドオピニオンで見積もりを

出してくれて、危うく難を逃れ

ました。その時、彼に「呼んで

もいないのに来るビジネスは、

詐欺だと思ってくれ」と言われ

て、強い衝撃を受けたんですね。

医療業界に身を置いていると

大げさな話に聞こえるかもしれ

ませんが、これからのMRの仕事

も、おそらくは呼ばれないと発

生しない時代になっていくだろ

うと思っています。このような

状況の中で、今はまだオンライ

ンでなんとか会えていても、こ

れから先は呼ばれるMRしか医師

と会えなくなっていくでしょう。

『医薬経済』という雑誌に調

査結果が出ていたのですが、呼

ばれたMR活動の割合は、企業別

で全体の2.5〜4.5%しかありませ

ん。衝撃的なデータですが、呼

ばれないと仕事ができない時代

になれば、95%以上のMRはなに

もできなくなってしまうわけで

す。どうすれば医師から呼ばれ

るのかということを、今から企

業は考えなければならないで

しょうね。そういった意味では、

呼ばれるMRになるための一つの

要素として、OPDは重要なポイ

ントになるかと思います。

高橋 コロナ禍で、MRがなかな

か先生方と会えませんという声

をよく耳にします。GPは訪問し

やすくなってきましたが、HPは

まだまだ難しいそうですね。状

況によっては、またGPにも会え

なくなることもありえますし、

これほど大きな規模の感染症の

流行ですと、あと2〜3年はこの

ままかもしれないと覚悟をする

必要があると思っています。

昔ながらの方法が通用しなく

なってきているのに、最新のテ

クノロジーをそこに取り入れる

だけでは、あまりうまくいかな

いでしょう。MRが病院を訪問し

て、先生方と話して処方を依頼

し、売上を立てるという従来の

ビジネスモデルを、今、どの製

薬企業もそのままオンラインに

移行しようとしています。です

が、実際には先生方からアポイ

ントをもらえない、メールを

送っても開いてもらえない。そ

の原因が何かということが分か

らないまま、コロナ禍だからリ

モートディテールで情報提供し

ようとしても、先生方の対応は

変わらないでしょう。MRがそも

そも先生方となぜ会えないのか

という根本的な原因を解決して

いないからです。今までのやり

方を、それがうまくいかないで

あろう環境に持ち込もうとして

いるわけですから、このやり方

はそう遠くないうちに破綻する

ことは目に見えています。

2020年6月末に、あるコンサル

ティング会社がドクターの情報

チャネルの好みがどのように変

わったかを示すデータを公表し

ていました。コロナ禍以前に

「デジタル経由で情報がほし

い」と言っていた先生は10%ほど

でしたが、5月末の段階で約30%

まで増えてきています。コロナ

禍になって2〜3カ月の間で、先

生方の情報を得るチャネルの好

みが一気に変化しました。

これはおそらくもっと進んでい

く可能性があって、70〜80%ま

では上がっていくのではないか

と思っています。その背景には、

先生方が時間を自由に使えると

いう利便性の問題もあるので

しょう。

2020年の診療報酬改定で、一

番注目を浴びたのは医療者の働

き方改革でした。院長先生方は、

いかに残業を発生させないかや、

発生しても年間980時間以内に減

らすことが求められ、そのため

にどうタスクシェアするのか、

そういったことを厚生労働省か

ら求められています。病院が変

わっていく中で、先生に「業務

の効率化にまったく役に立たな

いから、MRと会う必要はない」

と思われたら、アポイントなど

絶対にもらえません。コロナウ

イルスが流行っていなくても、

働き方改革の影響で医師と会え

なくなっていた可能性は十分に

考えられます。先生と会うこと

の意味や、そこで提供する価値

について、もう一度考え直す必

要があるだろうと思っています。

川越 本当にそうですね。今まで

は講演会も19時頃からが当たり

前でしたが、それだと勤務時間

外になってしまいますから。

高橋 残業が発生しますよね。そ

うすると院長先生としては、残

業する先生に残業代を支払わな

ければならず、病院経営を圧迫

します。それはどこの院長先生

も嫌がることです。

川越 新型コロナウイルスが流行

する前から、病院内の講演会は

開催が難しくなってきていまし

たが、今後はますますできなく

なっていくでしょうね。勤務時

間内という制約がある中で、ど

のように情報提供していくのか

を改めて考えなければいけませ

ん。

ＭＲの役割

高橋 製薬業界や医療現場が変化

してきていますから、従来のや

り方が限界を迎えることは目に

見えています。やるべきことを

刷新したほうがよいでしょう。

一つのアイディアですが、MRの

評価指標の考え方をガラッと変

えるくらいのことをやらないと、

MRの活動というのは変わらない

だろうと感じています。ディ

テーリングや説明会の回数を目

標として追うのではなく、MRが

いかに医療者に喜ばれる情報提

供をしたのかをその期のMRの評

価とするのです。

目標を追わせると、どうして

もMRの活動に影響が出てしまい

ます。「売上は足りていなくて

もディテーリングの目標回数は

達成したので、行動の部分は評

価してください」というのは、

どこにでもある話です。それで

薬の価値を先生方や患者さんに

届けたことになっているので

しょうか。回数で追われた途端

に、そういった観点が抜けてし

まいます。目標設定や制度設計

が現場にフィットしない活動を

引き起こしている可能性がある

ことに、本社の方々は一度目を

向けられるとよいのではないか

と思います。

川越 コロナ禍でMRがドクター

に会えない中、新薬の立ち上げ

にはどの会社も苦戦をしていま

した。ポジティブにとらえると

やはりMRは必要だということが、

これで改めてわかったと思いま

す。ドクターも患者さんも、今

までの状態をずっと貫き通した

いという現状維持バイアスの中

にいるので、新薬への切り替え

には強いストレスを感じます。

これまでは、そこにMRが情報提

供をして「じゃあ変えるか」と

なっていたのが、コロナ禍で、

変えるまでに至るのが難しく

なってしまいました。ワクチン

ができたとしても、あと2、3年

はこの流れが続いていくでしょ

うが、そうするとその間に出る

新薬は、すべて立ち上がれない

ことになってしまいます。どう

すれば立ち上げられるのか、改

めて考えていただきたいですね。

最近では、AIやデジタルトラン

スフォーメーションに熱心な企

業ほど、MRの評価が高まるとい

うおもしろいデータも出てきて

います。このデータを見て、ま

ずは本社がAIなどの技術を駆使し

て興味を持ってもらい、医師が

本当にこの患者さんに使えるだ

ろうかと考えた時にMRを呼んで

ディスカッションするような流

れを作らないと、これからの新

薬の立ち上げはなかなか難しい

だろうなと思いました。

イギリスの病院に勤務してい

たある薬剤師の先生は、数年間

の勤務期間中にほとんどMRと会

わなかったと話していました。

会わなくても薬剤師が困らない

ような制度・システムが整備さ

れているそうで、これからの日

本もそれと近い方向性になって

いくかもしれません。例えば、

フォーミュラリーを導入してい

る病院だと、医師が処方しよう

と電子カルテに入力した時に

「これはフォーミュラリーに

載っていません」という表示が

出る病院が日本にもすでにあり

ます。それを見ても処方したい

薬を使う医師は、ほとんどいな

いそうです。

テーマ
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そういったシステムが導入され

ていくと、病院内でMRの立ち位

置はますます難しい状況になる

でしょう。フォーミュラリーに

いかに載せるかも含め、本社と

MRの役割分担は、これからの重

要なテーマになるのではないか

と思っています。本社が発信し

たいメッセージをすべてMRが伝

えるというのは、もう時代錯誤

です。医師に呼ばれるまでは本

社の責任というように、役割分

担をしてしまってよいのではな

いかと思います。

高橋 今も先生と会えているMR

は確実にいますが、彼らは新型

コロナウイルスが流行る前から

会えていた人たちです。一方、

これまで病院に押し掛けていた

だけのMR、独りよがりのディ

テーリングをしていたMRが、今

アポイントをもらえない状況に

直面しているのだろうと感じて

います。実際、MRの活動に価値

を感じていない先生方もいます。

「MRがいなくても、自分で調べ

るからいいよ」と言われて、

まったく出番がないケースも多

いのです。一方で「MRは必要だ

よ」と言う先生もいます。「MR

は、こちらが必要としていそう

な情報をうまくまとめて持って

きてくれる。最新の情報を効率

よく吸収できるから、やっぱり

来てほしいよね」というご意見

をいただくこともあります。

最近、病院の薬剤師の先生か

ら「MRにとにかく来てほしい」

と話しているのを耳にしました。

「なぜですか？」と聞くと「今

までMRが対応していた病院の先

生方からの問合せが全部、薬局

に回ってきて、DI室がとても大

変な状況になっている」という

答えが返ってきました。その方

は「早くMRが病院に来て、医師

に薬の正しい使い方を教えてく

れる状況になって欲しい。でも

コロナ禍でMRが病院に来られな

いのはわかるけど、先生から電

話で質問行かないの？行かない

なら、今までの活動って何だっ

たの？」とMRに話しているのだ

そうです。コロナ禍で、MRに対

する医療者の期待や要望が表面

化してきているなと思っていま

す。

MRの現状

川越 ウェブ面談は移動の必要が

ありませんから、すべての部下

のディテーリングに上司が同行

できるようになりました。ある

外資系メーカーの営業所長さん

が、実際に同行してみたそうな

のですが「こんなにディテーリ

ングが下手だとは思わなかっ

た」とショックを受けていまし

たね。MRがどのようなディテー

リングをしているのかというこ

とは、今までブラックボックス

になっていましたが、それがオ

ンラインになってホワイトボッ

クスになったわけです。現実を

見た上で、どうすればいいのか

ということを改めて考えていか

なければなりません。

高橋 そういった意味では、マ

ネージャーのポジションにいる

方々の考えが、非常に重要にな

りますね。MRのディテーリング

の質の他にも、MRにやりがいを

感じさせる関わり方も必要です。

製薬業界やMRに憧れていたのに、

入社した途端に数字で追求され

て、想像と違ったと辞めていく

方はいまだにいらっしゃいます。

そういったMRがやりがいを持っ

て働ける環境を、現場の責任者

として整えるのがマネージャー

のはずですよね。

実際、「お前、なんで売れて

ないんだ」と数字で追求されて、

MRが嫌になってしまったという

話はよく耳にします。そうでは

なくて「価値ある新薬を世に送

り出すためには、今ある薬で患

者さんや医療者に喜んでもらっ

て、売上を上げて、新薬の開発

の費用を稼ぐことがとても重要

なんだよ」とわかりやすく諭せ

る、そういうマネージャーが現

場に少ないのかもしれません。

数字ではない観点でものを語れ

るマネージャーが増えていくと

いいなと思っています。

川越 先ほども話しましたが、面

談時間を測ってみて、それを長

くする方法を一緒に考えてみる

のもいいと思います。

うまくいかなければ、別のアプ

ローチを試してみてもいいです

よね。ある外資系メーカーの研

修で、3年目までのMRを集めて

ロールプレイングをしてもらっ

たことがあります。そこで「3分

間、製品の話をしてはいけな

い」というルールを設定したの

ですが、全員3分以内に製品の話

をしはじめて、全滅してしまい

ました。非常に衝撃的でしたね。

まずは医療や患者さんをベー

スに話をしてから、最後に自社

製品について話すストーリーを

いかに作っていくか、OPDを通

じて考えてみてほしいですね。

自分の意見がない人の話という

のはつまらないものですが、そ

れは仕事でも同じです。評価さ

れるMRは、自分の意見を持って

いますから。

本橋 最後に、今回の座談会の

総括を、お一人ずつにお伺いし

たいと思います。

必要な情報を届

ける

高橋 2011年にOPDを広める取

り組みを川越さんと一緒にス

タートして、『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~』

『One Patient Detailing実践ガイ

ドブック』を世に送り出しまし

た。その上で、製薬企業の方々

から多くいただいたのは「OPD

をやると、売上が上がるのです

か？」というお話でした。それ

も「すぐに売上を上げてほし

い」という、企業の都合に立っ

たお話を多くいただきました。

結論から申し上げますと、そ

れは先生によりますし、MRにも

よります。患者さんの診療で

困っている先生に対して、いろ

いろな観点から情報提供をする

OPDが喜ばれて、すぐ売上が上

がるMRもいますし、そもそもの

知識が足りていなくて、先生に

紹介された症例に対する情報提

供がまったくできず、売上が上

がらないMRもいます。

ですが、どのようなディテー

リングをするにしても、ユー

ザーである医療者が認めてくれ

なければ、売上も評価も上がり

ません。医療者から見たOPDは

どうなのかというと、私の知り

合いの先生には好意的な評価を

いただいているケースが多いで

すね。「この本に書いてある通

りのことをやってくれればいい

よ」と言う先生もいますし、

「症例の話をいろいろ聞きたい

から、そういうことを教えてく

れるMRなら嬉しい」と言う先生

もいます。「ここまでいろんな

話ができるなら、MRは辞めて医

師をやったほうがいいよ」と言

う先生までいます。

必要な情報を届けることは、

それほど医師にとって価値ある

活動なのです。先生の状況は変

わっていきますから、毎回OPD

をやる必要はありません。です

が、先生から個々の症例につい

て質問が来た時は「じゃあ、今

日はOPDでいこう」と、ディ

テーリングのやり方を柔軟に変

えられるMRのほうが、長期的に

は結果を出しやすいだろうと思

います。

今、いろいろな医療に関連す

る本が出版されていますが、MR

や製薬企業の方々で、そういっ

た本をしっかりと読み込んでい

る人はあまりいないように思い

ます。最近、私は糖尿病関連の

本をよく読んでいます。糖尿病

を患っていると、手術や治療が

非常に難しくなります。糖尿病

をきっかけに腎機能が悪くなっ

たり、血管が脆くなったり、い

ろいろなケースが発生します。

糖尿病を専門とする先生は知っ

ている糖尿病診療のコツを、他

科の先生はあまり知らないとい

うのはあるんですね。

例えば、今読んでいる本には、

糖尿病の患者さんが、がんやそ

の他の疾患を併発した場合、こ

ういった対応をするとよいです

よということが、各専門の先生

の観点から書いてあります。こ

の本は大変売れたらしいのです

が、それはやはり先生方が困っ

てるからです。自分の専門につ

いてはわかるけれど、患者さん

が併発している他の疾患につい

ては少し自信がないという先生

方は多いのです。

MRや製薬企業の方がこういっ

た本を読んでいれば、先生との

話をより広げられるでしょう。

先生から呼ばれるMRになるため

の第一歩として、こういった本

を読むことも大事なのではない

かと思います。医学の専門知識

を覚えろということではなく、

先生はこういうことに困ってい

るのだと知ることが重要だと

思っています。

再入院を防ぐ

川越 今後、高齢化が進むと病

気になる人が増えます。再入院

率を減らさないと、病床が限ら

れている中、病院が大変な状況

になることは容易に想像がつく

わけです。僕がお手伝いしてい

る企業さんは、再入院率の改善

に役立つテーマに取り組んでい

るところが多いですし、講演で

は再入院率を下げる必要性につ

いて真剣に話をしています。僕

がそれを話すことによってその

薬が使われて、患者さんの入院

回数が減るかもしれないと、そ

の可能性にかけているのです。

その結果として、患者さんやご

家族のためになったり、ドク

ターに感謝の言葉が行ったり、

売上が上がったりするわけです。

50歳になって、ようやくこの境

地に辿り着いたんですね。

再入院率も含め、10年後の地

域のアウトカムを良くするとい

うことを目標にしてもらいたい

なと思っています。



そのためには、一人ひとりの患

者さんの話を丁寧に聞いて、そ

の患者さんが再入院しないよう

にするにはどういった必要があ

るのかを考えることが非常に重

要になります。今後、病院に患

者さんが殺到した時にどうすれ

ばいいのか、殺到しないように

するにはどうすればいいのか、

みんなが一緒に考える時代にな

るでしょう。そういった意味で

も、OPDを勉強していただきた

いと思っています。

『One Patient Detailing実践ガ

イドブック』にも書いたのです

が、ドクターと課題を形成する

MRは優秀だし、シェア・オブ・

ディテーリングは長くなります。

質問は答えをもらうためだけの

ものではありません。課題を形

成するためのものでもあります。

質問を重ねて課題を形成した上

で、伝えたいメッセージを伝え

れば、それまで重視していな

かったテーマに目を向けてもら

うこともできます。課題を形成

するために質問を重ねていくこ

との重要性を実感した上で、

『One Patient Detailing実践ガイ

ドブック』をぜひもう一度読ん

でいただきたいなと思います。

高橋 川越さんは以前も地域診

療のアウトカムを高めることの

重要性を説いていらっしゃいま

したよね。いろいろなデータを

駆使すれば、そういった部分を

MRの評価基準に置くこともでき

るようになってきていると思っ

ています。売上が成り立つ背景

には、薬に対する評価や信頼、

効果への期待があります。そこ

からさらに一歩踏み込んで、そ

の地域の患者さんがどれぐらい

良くなって、どれぐらい病院に

来なくて済んでいるかというこ

とも、MR活動の評価軸として置

いてもよいのではないかと感じ

ています。

川越 以前、再入院率の問題が

発生した病院を取材したことが

あります。骨折した患者さんへ

の骨粗鬆症の薬の退院時処方率

が4割しかなかったので、薬剤部

が必死にドクターに処方設計を

して8割まで上げました。そこに

MRが関与していたら、その部分

だけで売上が倍になったはずで

すよね。病院の臨床指標に沿っ

た評価は非常に必要とされてい

ますし、これからビッグデータ

が揃っていくことによって、理

想的な評価がなされていくこと

を心の底から願っています。

絶え間ない努力

が必要

今西 お二人の話を聞いていて

痛感したのは、一人ひとりの患

者さんについて先生と深くコ

ミュニケーションしていくため

には、絶え間ない努力が必要だ

ということです。数限りないシ

ミュレーションはもちろん、そ

こから外れたケースもカバーし

ながら、ゴールに向けて軌道修

正していくOPDは、周到な準備

があってこそ成立するのだと再

認識しました。

お話を聞く前は、OPDは心構

えのようなものが中心になるの

かなと思っていた節もありまし

たが、決してそれだけではない

と強く思いました。加えて再認

識したのは、OPDのトレーニン

グは可能なのではないかという

ことです。マインド面に関して

は、それを感じ取る人とそうで

ない人が出てきてしまいますが、

OPDに必要なのはマインドだけ

ではありません。

おそらくですが、OPDを実践

すると、純粋に楽しいと感じる

のではないでしょうか。会社の

指示に機械的に従うよりも、は

るかに楽しいはずです。MRをし

ている方は、多かれ少なかれ医

療に興味があるはずです。OPD

を突き詰めていけば、知的好奇

心も満たされますし、人助けに

もなります。楽しみながらやっ

ていくことが、結果的には成果

につながるのかなと思いました。

今回は、OPDに共感する部分を

たくさん持たせていただくこと

ができました。業界全体が少し

でも患者さんのことを考える方

向にシフトしていくように、微

力ながら弊社も何かやっていけ

ればと考えております。

本橋 本日は貴重なお話をいた

だき、誠にありがとうございま

した。

以上


