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ライフサイエンス業界は、まさに激動の最中にあります。

伸び続ける平均寿命、治療法に大きく影響する新しい規制、パテントクリフ*、そ
して医療機器のコモディティ化――課題が山積するなか、ライフサイエンス企業に
は、厳しい法規制に対応しながら迅速にイノベーションを成し遂げるというプレッ
シャーが重くのしかかります。成果がより重視される世界でこうした状況に立ち向
かうために、企業は価値の再定義を余儀なくされています。

そんな地殻変動の中心にいるのが顧客です。現代の医師と患者は、さまざまなヒ
ト、モノ、コトとつながっており、手にしている情報量も膨大です。企業に対しても、
自分のことをよく知り、ニーズを先読みして、いつでも好きなチャネルでやりとり
できることを期待しています。必要とされているのは、一人ひとりの既往歴やニー
ズに合わせて治療計画を立てることであり、大量に薬を処方するだけの画一的な
治療方針では、もはや不十分です。

各種規制や外的要因がますます厳しく、複雑になっていくなか、企業は高まり続け
る顧客の期待にどのように応えていけばよいのでしょうか。

何より大切なことは、すべてを顧客中心に考えることです。この eBookで、最初
の一歩を踏み出すお手伝いをします。

*特許切れとともにジェネリック医薬品が発売されることで先行医薬品の売上が激減する現象。

はじめに



3

健康管理には、いつの時代でもそれなりの苦労や難しさが伴うもの
です。少し前までは、近所の開業医があらゆる病気、ケガを診療する
ことが普通でした。しかし、現代の医療は細分化されて複雑になり、
さらに人口の高齢化に伴い、治療の長期化も慢性化しています。

医療機器や医薬品は高度に専門化され、カスタマーサポートの負荷
も大きくなっています。臨床データの量も膨大になり、そこから得ら
れる医学的知見によって医療はさらに進化していくことでしょう。複
雑化は加速しこそすれ、停滞することはありません。企業に問い合わ
せる医療従事者は、文字どおり生死を左右する問題に、明確でスピー
ディな答えを求めています。

専門性の高い問い合わせへの対応
医師や薬剤師など、医療に携わる専門家は、何年にもわたる教育と
実務経験を積んで専門性を高めていきます。こうしたスペシャリスト
からの製品に関する疑問点や、医薬品に対する高度な質問に答える
には、MSL*のような、十分な知識を持ち細やかな対応が可能なカス
タマーサービスと医療のスペシャリストが必要です。もちろん、法令
を順守しながら、タイムリーに対応することも求められます。さらには、
どこからでもアクセスできるシンプルかつカスタマイズ可能なビュー
と、国や地域の法令に準拠したワークフローを備えたツールを使い、
一貫性のあるサポートを提供できるようにする必要もあります。

*メディカルサイエンスリエゾン。医学的・科学的見地から医療関係者に情報提供を行う
専門職種。営業的側面がないところがMRとは異なる。

企業に問い合わせる 
医療従事者は、文字どおり 
生死を左右する問題に、 
明確でスピーディな答えを 
求めています。

第1章

複雑化する医療



4

有害事象報告とクレーム対応
ライフサイエンス企業にとって、製品の潜在的
な問題を迅速、的確に把握することは、法令
順守の観点からも非常に重要です。これを実
現するために、カスタマーサポート担当者には、
複雑なスクリーニングプロセスを自動化する
ツールが必要になります。また、有害事象や
クレームを品質管理部門および安全管理部門
に適切にエスカレーションするための、セキュ
リティ、トレーサビリティ、コンプライアンスに
対応したワークフローを整備する必要があり
ます。

法令順守と報告の重要性
内部モニタリングにおいても外部監査において
も、もっとも重要なのは報告です。問い合わせ
件数にもとづいて要員計画を立てたり、在庫
数を把握して欠品のないようにしたりなど、安
定したサービスや品質を提供するためにも報
告は欠かせません。

ライフサイエンス企業にとって、法令は常に大
きな課題です。米国連邦政府や州政府のみな
らず、世界各国の法令や規制に対応する必要
があります。トレーサビリティの確保や米国食
品医薬品局、関係当局への報告などをスムーズ
に行うためのツールが不可欠です。

患者ケア
果たすべき責任は、これだけではありません。
総合的なケアを継続的に提供して治癒率を上
げるために、患者、医療サービス提供者、医療
保険者が、HIPAA（医療保険の携行性と責任
に関する法律）の要件に準拠する形で医療記
録を活用できるようにする必要があります。患
者は、医療機器や治療で最大の効果を得るた
めの情報や、同じ傷病に苦しむ患者や専門家
とつながる手段がほしいと考えています。患者
へのサポート提供は、拡大するヘルスケアの
エコシステムにおいて重要な要素です。製品を
利用する患者や医療提供者に、スピーディに
効率よく行き届いたサービスを提供するには、
データにもとづいてサービスをパーソナライズ
することが重要です。

4 /

患者の76%が、 
製薬会社には、患者が
自ら健康管理を行う 
ための情報とサービス
を提供する責任がある
と考えている。

Accenture社による
2014年の調査より

4
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お客様事例

Zimmer
10万種類を超える人工関節や医療機器を扱うZimmer

社は、Salesforceソリューションを活用して医師との連
携を強化し、新時代の医療の要件に応えています。複
数のシステムに分散していた顧客情報を Sales Cloud

に集約することで、リードジェネレーションとパイプライ
ンの状況をひと目で把握し、厳格な法規制やガイドライ
ンに従ってコンプライアンスの状況を監視できるように
なりました。

Salesforce1 Platformと Salesforce1モバイルアプリ
の導入により、営業担当者は外出先でも簡単に顧客情
報を引き出せます。医師や理学療法士の相談を受け
て、人工関節が体内でどのように動くのかをモバイル
機器を使って説明することもできます。

動画を見る ›

http://www.youtube.com/watch?v=Prf75xyhpYw


サービス担当者には、 
膨大なデータから必要な 
ものを迷うことなく選べる
ツールが必要です。
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ここまで、より良いサービスと患者ケアを提供するにあたりライフサ
イエンス企業が直面する課題について見てきました。こうした課題
に対処するために必要なのは、より個別化されたサービスを迅速に、
セキュアに、効率よく、各種法規制に準拠する形で提供できるシン
プルなカスタマーサポートソリューションです。

より個別化されたサービス
現代の医師と患者は、あらゆる情報を入手できるようになっていま
す。そのためライフサイエンス企業にも、高度な製品知識と最新の
臨床情報を提供してくれることを期待しています。これに対応する
ためのカスタマーサービスソリューションは、機密性が求められる
情報を確実に保護しつつ、それぞれの顧客に関連する情報を既往歴
も含め有用な形で提示するものが望ましいでしょう。信頼性の高い
情報を提供し、治療に対する不安を取り除き、コミュニケーション
しやすくしてくれる――そんな企業に、患者は信頼を寄せてくれるの
です。

第 2章

賢いカスタマーサービス
のための処方せん
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よりスマートなサービス
製薬会社や医療機器メーカーをはじめとする
ライフサイエンス企業にとって、適切な情報を
適切なタイミングで利用できるオムニチャネル
サービスの提供は必須要件です。また、問い合
わせやクレームの内容を検討し、対応の優先順
位を決め、同時にコンプライアンスに対応しな
ければならないMSLやサービス担当者には、
膨大なデータから必要なものを迷わずに選べる
ツールが必要です。適切な情報を手にすること
で、次のアクションを迅速に起こすことが可能
になります。

よりスピーディなサービス
医療分野においては、重要な意思決定が数分
単位、場合によっては数秒単位で行われていま
す。このペースに取り残されないよう、問い合
わせ対応や有害事象の報告はスピーディに行う
ことが大切です。サービス担当者がデータを
掘り起こしたり、複数システムに分散した情報
を検索したりするのに時間を取られることなく、
さまざまなチャネルから流れ込む大量の問い合
わせを効率よく処理できるようにする必要があ
ります。

よりセキュアなサービス
データセキュリティは、医療分野における最重
要事項です。患者、医師、病院、メーカー、保
険会社など、医療に関わるすべての人が、機密
性の高い情報が確実に保護されることを求めて
います。FDA CFR 21 Part 11 や、HITECH Act

（経済的および臨床的健全性のための医療情
報技術に関する法律）といった米国の各種規制
も、データ保護とデータセキュリティに対しては
非常に厳格な水準を定めています。医薬品や
医療機器にとって、安全性の確保は何よりも大
切なことです。

Service Cloudなら、 
よりスマートに、 
よりスピーディに 
サービスを提供 
できます。

7
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お客様事例

AmerisourceBergen
医薬品卸大手の AmerisourceBergen社では、Service Cloudを
使ってさまざまなチャネルから寄せられる 6,000件以上の問い合わ
せに日々対応しています。また、医師が処方せん情報や保険金請求
書にアクセスして、情報を更新できるようになっています。

同社では、Salesforce1 Platformで構築したカスタムアプリを使っ
て、返品対応、インフルエンザワクチンの注文処理、新規取引申請、
与信・回収などの業務を管理しています。ツールで返品対応を自動
化したことにより、これまで処理に 70日かかっていたのが、わずか
3日に短縮されました。効率よく在庫を管理できる顧客にとっても、
有効期限内の製品を再び市場に送り出すことができる同社にとって
も、これは大きなメリットです。

また、Service CloudとCommunity Cloudを連携させて患者、医
療サービス提供者、医療保険者が機密性の高い情報にアクセスして、
保険金請求や診療報酬の管理などのサービスを簡単に利用できるよ
うにしています。紙の使用量は 95%も削減され、これまで 3か月か
かっていた処理もわずか数日で完了できるようになりました。
同社 CIOの Dale Danilewitz氏は次のように語っています。
「Salesforceのおかげで、変化にすばやく対応できるようになりま
した。ビジネスニーズの変化や新規制にも、わずか数時間で対応で
きます。」

"Salesforceでビジネスの 
機動力が飛躍的に 
高まりました。"

– AmerisourceBergen社 CIO、Dale Danilewitz氏
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"製薬会社のエグゼクティブの
60%が、デジタルテクノロジー
の有効活用を最優先課題に 
挙げている。"
Accenture社による 
2013年の調査より

新しくなった Service Cloudなら、ライフサイエンス企
業のあらゆるニーズを満たし、オムニチャネル型のサー
ビスモデルを実現できます。MSLやサービス担当者が
必要な情報をすぐに入手できれば、コンプライアンスを
確保しながら医師と患者が期待するサービスを提供で
きます。Service Cloudで顧客とのつながりを深め、効
率よく、そしてスマートに業務を進めましょう。

複雑化する医療をシンプルに
「使いやすく、わかりやすく」というService Cloudの設
計思想は、ますます複雑化する医療業界においてまさ
に理想的です。新しい Service Cloudコンソールなら、
サービス担当者はひとつの画面で必要な情報をすべて
把握できます。また、いつでも、どこにいても、あらゆる
デバイスからでも利用できる、患者と医療提供者の交
流の場となるコミニュティを構築することも可能です。

第 3章

Service Cloudに
できること
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サービス担当者は、Service Cloudコンソールの新機能であるコンパクトフィー
ドを有効にすることで、ケースに関するもっとも緊急性の高い情報をひと目で
確認できます。Service Cloudコンソールは、企業の法令順守を支援し、患者
や医師をはじめとする顧客のロイヤリティを高め、サービスの品質向上に役立
つでしょう。コンソールでは、医師や顧客の履歴情報や製品利用に関する情報、
個々のサービスケースに関する重要なデータを確認できるだけでなく、新しい
アナリティクスツールを使って、ケース履歴の傾向を把握することも可能です。
サービス担当者がすぐに解決できない問題は、フィードから直接MSLや臨床
知識を持つエキスパートに適宜エスカレーションできます。

サービス担当者の生産性を向上
Service Cloudは、サービス担当者のパフォーマンスを可視化するだけでなく、
生産性を高めることもできます。コンソールには、サービス担当者の最新の
活動を踏まえたおすすめ記事が表示されるので、適切な内容のコンテンツを
クリック1つで顧客に提供できます。こうした省力化により、サービス担当者
の生産性向上、ケース解決時間の短縮、顧客エクスペリエンスの向上を実現し
ます。

場所と時間を選ばずに、ケース対応を開始できる新機能も追加されていま
す。サービス担当者、マネージャ、従業員は、クラウドベースで安全性の高い
Salesforce1 Platformを使って、モバイルデバイスからケースの対応を行ったり、
進捗を確認したりできます。さらに、新しい SOS機能が、これまでにないモバ
イル体験を可能にします。モバイルアプリに組み込まれた SOSボタンをタップ
するだけで、顧客はサポート担当者とつながり、その場の状況に応じたきめ細
かなサービスを受けることができます。

新しいインサイトを得る
Service CloudとCommunity Cloudを連携させると、顧客に関して一段と深
いインサイトを得られるようになります。コミュニティで医師と患者による相互
サポートを促進することのメリットは、問い合わせ件数を減らしてサービス担当
者の負担を軽減することだけではありません。顧客が製品について何を思い、
どのように活用しているのかを知ることができるほか、製品やサービスの改善
や新製品のアイデアにつながるヒントをもらえることもあります。コミュニティ
によってコミュニケーションの幅が広がり、サービス担当者やMSLが必要に応
じてサポートを提供できる新たなチャネルとしても機能します。

信頼のプラットフォーム
Service Cloudは、信頼性の高い Salesforce1 Platformを基盤に構築されて
います。セールスフォース・ドットコムは信頼をもっとも重要視しており、日々
15万社の導入企業が生成する数十億件のトランザクション処理し、多様で複
雑なセキュリティニーズに対処してきました。機密性の高いデータの管理と保
護は、Service Cloudに安心してお任せください。
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ライフサイエンス企業は、一人ひとりに合わせて個別化されたセキュアなサー
ビスを、あらゆるデバイスにスピーディに提供しなければなりません。Service 

Cloudにはこの課題に対応するための、場所と時間を問わない優れたサービス
提供を可能にするツールが揃っています。

Service Cloudは、オムニチャネル対応のデジタル戦略の中核となるソリュー
ションです。高まり続ける顧客の期待や厳格化する法規制への対応、グローバ
ル化に伴うビジネスチャンスの特定を可能にし、治療効果を高めるためのコラ
ボレーション環境を整えることを支援します。未来に備えるのではなく先を行
く、それが Service Cloudです。

おわりに
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優れたカスタマーサービスを提供することで、まったく新しいカタチ
で顧客とつながり、本当の意味で「カスタマーカンパニー」を実現
することができます。

企業の生産性を 
さらに高める 
カスタマーサービス 
ソリューション

顧客維持率の向上

ケース解決時間の 
短縮

サービス担当者の 
生産性向上39%

38%
34%
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