
販売情報提供活動におけるリスクの変遷
および10年後を見据えたリスク管理の構築に向けて
「広告活動監視モニター事業報告書」および「販売情報提供活動監視事業報告書」

を踏まえた分析・考察

要旨

2018年9月に「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」（以下「本GL」と記載）が発出さ
れ、翌年の2019年10月に本格適用されて以来、”販売情報提供活動に関する業務上の全ての言動は経営陣
が責任を負う”という原則の下、製薬企業は本GLに即した形での社内体制の整備・構築を求められてきた。また、
本GL策定の契機ともなった「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業」およびその後継に当たる「販売情報
提供活動監視事業」による報告は今年度で4年目となり、販売情報提供活動の適正化が図られ続けているも
のの、疑義報告は増加傾向を続けている。

更に、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡大により、デジタル・ツールを用いた情報提供活動の浸
透が加速し、医療現場における環境も大きな変化が見られるようになった。そして、中期的には業界全体で” 
Beyond the Pill”のトレンドが本格化することも予想され、事業拡大に向けて着々と準備を進めている企業も現れ
始めている。

本稿では、10年後の医療環境の変化および想定される新たなリスクを見据えつつ、製薬企業においてどのよう
なリスク・コントロールが求められるのかを考察していきたい。
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「広告活動監視モニター事業報告書」および「販売情報提供活動監視事業報告書」における

過去4年間のリスク特性の変遷と注目すべき傾向

1. モニター医療機関は継続的に拡充される中で、疑義報告が行われた医薬品数は増加し続けており、依

然として指摘され続けている3つの「共通リスク」がある

平成28年度の広告活動監視モニター事業の施行的実施以降、検討され続けてきた一般医療従事者まで疑義報告

を可能とする制度の設立は「販売情報提供活動監視事業」により結実し、更に多くの医薬品が監視可能となったことに

より、今後より一層の不適切な情報提供活動への抑止力になると期待されている。

一方で、各年度の報告書で継続して指摘されている「不適切な情報提供の特性」として「”クローズドな場”での情報提

供」「資料が配布されない情報提供」「医療関係者向けWebサイトでの情報提供」があり、更にこれらは「組織的な関与

の可能性が疑われる疑義報告」として言及されていることから、製薬企業は更に厳格な対応が求められている。
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MRへの安全性と有効性のバランスの取れた教育等の改善策の実施

H28年度報告書の特徴 H29年度報告書の特徴 H30年度報告書の特徴 R1年度報告書の特徴

結果

および

効果

モニター医療機関の監視技能が
向上した

調査期間の長期化とモニター医療機関の拡大により、疑義報告件数が増加した
組織的な関与の可能性について検討できる機会が増えた

更に多くの医薬品が監視可能

モニター調査の継続的な実施・拡大は不適切な情報提供に対して一定の抑止力となる
平成28年度以降 、製品概要・記事体広告・製品説明会等における不適切な販売情報提供活動の大きく減少した

更に幅広い監視により更なる抑止力となると期待

モニターが広告活動監視の視点を身に付けるうえで、不適切事例の共有が効果的であった

証拠を残さない形での情報提供

は行政指導等を行いにくいため対
策が必要
証拠を残さない形での情報提供

に対応できる広告活動監視モニ
ター制度の在り方の検討

医療関係者への不適切な情報提供活動監視の教育・啓発活動が必要

証拠を残さない不適切な情報提供活動への対応として新規ルールを設
けることを検討

一般医療関係者が不適切事例を報告できる公的報告制度の検討

モニター医療機関のさらなる拡充の必要性

診療所への拡大検討
販売情報提供活動監視事業

の開始
医療従事者への普及・啓発活動
を実施

販売情報提供活動監督部門に

よる監督指導の実施等の改善策
に取り組む必要

初年度として試行的に実施
医療現場では不適切な情報提
供が依然として行われている

モニター医療機関の拡充
中小規模病院への拡大

一般の医療機関にも制度を拡充

モニター

“クローズドな場”での不適切な情報提供が多くあった
意図的に証拠を残していないのではないかと疑われるケースもあった

組織的な関与が疑われるケースもあった

登録した医療関係者のみが閲覧可能なインターネット上の“クローズドな場”でも不適切な事例が散見された

意図的に資料配布しないと疑われるケースもあった

製品説明会などで説明資料が配布されない等の証拠を残さない報告が散見された
意図的に不適切な情報提供が行われている可能性が疑われた

医療関係者向け情報サイトで不適切な情報提供が散見された

共通

リスク

医薬品
種類別

リスク

新製品の発売前後での疑義報
告が多数あった

「抗がん剤」「鎮痛薬」「糖尿病治
療薬」の疑義報告が多かった

「抗がん剤」「鎮痛剤」「抗菌薬」

「腎性貧血治療薬」の疑義報告
が多かった

検討

事項

図2：過去4年間の各報告書における特徴と変遷

出所：厚生労働省が公表した各年度報告書を基にデロイトトーマツが編集

図1：モニター報告および一般報告が行われた延べ医薬品数・違反が疑われた延べ医薬品数

モニター報告者 モニタリング対象期間

疑義報告が行われた延べ医薬品数

うち、違反が疑われ
た延べ医薬品数

左について、違反が
疑われた延べ項目数

H28年度 モニター医療機関 3か月 39件 非公表 （64件）

H29年度 モニター医療機関の拡充 5か月 52件 非公表 （67件）

H30年度 モニター医療機関の更なる拡充 8か月 64件 45件 74件

R1年度
モニター医療機関の更なる拡充

および一般の医療機関

8か月
（一般報告：6か月）

77件 41件 59件

出所：厚生労働省が公表した各年度報告書を基にデロイトトーマツが編集
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図3：違反が疑われた事例の情報入手方法（複数回答）の変遷

H28年度
割合（件数）

H29年度
割合（件数）

H30年度
割合（件数）

R1年度
割合（件数）

製薬企業担当者（口頭説明） 11.1% (5) 24.6% (16) 40.7% (22) 50.0% (23)

製薬企業担当者（印刷物・提供） 28.9% (13) 23.1% (15) 27.8% (15) 19.6% (9)

製薬企業担当者（印刷物・持ち帰り） 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0)

製薬企業担当者（データ・提供） 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0)

製薬企業担当者（データ・持ち帰り） 11.1% (5) 4.6% (3) 11.1% (6) 8.7% (4)

企業の製品説明会（Webによるものを除く） 13.3% (6) 27.7% (18) 1.9% (1) 6.5% (3)

Webセミナー 4.4% (2) 0.0% (0) 0.0% (0) 8.7% (4)

企業のホームページ 15.6% (7) 12.3% (8) 0.0% (0) 0.0% (0)

医療関係者向け情報サイト 0.0% (0) 1.5% (1) 9.3% (5) 2.2% (1)

医療関係者向け専門誌・学会誌 2.2% (1) 0.0% (0) 1.9% (1) 2.2% (1)

その他 13.3% (6) 6.2% (4) 7.4% (4) 2.2% (1)

合計 100% (45) 100% (65) 100% (54) 100% (46)

増加傾向

図3-1：増加傾向のある情報入手方法割合の推移（%）
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図3-2：減少傾向のある情報入手方法割合の推移（%）
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2. 疑義報告のあった情報提供方法として、データ・資料提供に基づく情報提供は減少傾向がある一方

で、口頭表現を伴う情報提供が増加傾向を示している

報告書内でも言及されている“クローズドな場”での情報提供（下記の表中では「製薬企業担当者（口頭説明）」）

における疑義報告は、増加の一途を辿っており、令和元年度の報告書においては全体の50%を占めるまでに至っている。

また、「製品説明会」および「Webセミナー」においても疑義報告が増加しており、口頭表現を伴う場での情報提供方法に

リスクが移行していると考えられる。特に、COVID-19感染拡大の影響下においては、「Webセミナー」や「リモート面談」が急

増していることから、デジタル環境における口頭表現に対するリスク・コントロールが重要になってくると想定される。デジタル

環境は、リアル環境に比べ、コンプライアンス担当者による”Web講演会のリモート・チェック”、”録画・録音などによる事後

チェック”の拡大などのリスクセンシング機能を働かせやすいなどのメリットがある一方で、情報提供内容が聴講者に記録さ

れやすいなどの新たなリスクも発生することが想定されるため、製薬企業は更なる対応策が求められることになるだろう。

一方、減少傾向の見られる「製薬企業担当者（印刷物・提供）」、「製薬企業担当者（データ・持ち帰り）」、「企

業のホームページ」、「医療関係者向け情報サイト」では、製薬企業の社内承認を得たプロ―モーション資材に基づき情報

提供活動が行われていることから、本事業への対応として、製薬企業におけるプロモーション資材の社内審査体制の整備

が次第に進み、資材の”品質”が向上している結果が表れてきていると推察される。

出所：厚生労働省が公表した各年度報告書を基にデロイトトーマツが試算



3. 違反が疑われた項目では、データ加工による事実誤認などのプロモーション資材に関連する項目に減

少傾向がある一方で、口頭表現に関連する項目では増加傾向が見られる

令和元年度の報告書で増加傾向を示している「事実誤認の恐れのある表現」「有効性のみを強調した」「他社の製品

を誹謗・中傷する表現を用いた」は、全てが”口頭表現”に関わるものである。情報提供担当者が現場で「何を伝えるか」

に主眼が置いてモニタリングや社内トレーニングなどを実施してきた企業にとっては、これからは「何を伝えるか」に加え、「どの

ような表現で伝えるか」という更に踏み込んだディテールにまでリスク・コントロールを行うことが求められていると考えられる。

更に、このようなディテールをモニタリングで把握するためには、業務記録の作成ルールの厳格化および社内トレーニングの強

化などの対応策が想定されるが、リアル環境により近い情報をモニタリングするために録音・録画などの手法の導入を検

討する製薬企業が増加していくだろうことは想像に難くない。

一方、「事実誤認の恐れのあるデータ使用・加工」や「信頼性の欠けるデータを用いた」などのプロモーション資材に記載

されているデータ・グラフに関連する疑義項目は減少傾向が見られ、前頁と同様に、製薬企業における資材審査が改善さ

れつつあることが推察できる。
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図4：違反が疑われた項目（複数回答）の変遷

図4-1：増加傾向のある違反が疑われた項目割合の推移（%） 図4-2：減少傾向のある違反が疑われた項目割合の推移（%）

H28年度
割合（件数）

H29年度
割合（件数）

H30年度
割合（件数）

R1年度
割合（件数）

信頼性の欠けるデータを用いた 0.0% (0) 9.0% (6) 10.8% (8) 5.1% (3)

整合性のないデータを用いた 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0)

（引用時に）データの抜粋・修正・統合等を行った

0.0% (0) 14.9% (10)

9

25.7% (19)

2

8.5%
(5)

（引用時に）グラフの軸の尺度の変更、矢印・補助線の

追加、着色等を行った
2 0

それ以外で事実誤認の恐れのあるデータ使用・加工をした 8 3

未承認の効能効果や用法用量を示した 14.1% (9) 11.9% (8) 10.8% (8) 11.9% (7)

誇大な表現を用いてデータを説明した 17

71.9% (46)

0

41.8% (28)

8

33.8% (25)

7

45.8%
(27)

エビデンスのない説明を行った 0 0 11 14

それ以外で事実誤認の恐れのある表現を用いた 29 28 6 6

有効性のみを強調した（副作用を含む安全性等の情報

提供が不十分な場合も含む）
0.0% (0) 7.5% (5) 9.5% (7) 11.9% (7)

利益相反に関する事項を明記しなかった 0.0% (0) 0.0% (0) 2.7% (2) 1.7% (1)

他社の製品を誹謗・中傷する表現を用いた 0.0% (0) 4.5% (3) 5.4% (4) 10.2% (6)

その他 14.1% (9) 10.4% (7) 1.4% (1) 5.1% (3)

合計 100% (64) 100% (67) 100% (74) 100% (59)
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分な場合も含む）

他社の製品を誹謗・中傷する表現を用いた
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利益相反に関する事項を明記しなかった

出所：厚生労働省が公表した各年度報告書を基にデロイトトーマツが試算

増加傾向
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図5：違反が疑われた医薬品の種類（報告が多い順）

No H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

1 抗がん剤 抗がん剤 抗がん剤 抗がん剤

2

（以下、順不同）

骨粗鬆症治療薬

抗てんかん薬

乾癬治療薬

気管支拡張剤

糖尿病治療薬

抗リウマチ薬

造影剤

注射針

抗ウイルス薬

抗アレルギー薬

代謝調節剤

抗ヒスタミン薬

抗うつ薬

統合失調症薬

（以下、順不同）

潰瘍性大腸炎治療薬

局所麻酔薬

糖尿病治療薬

C型肝炎治療薬
抗ウイルス薬

便秘関連治療薬

抗リウマチ薬

高脂血症治療薬

骨粗鬆症治療薬

多発性硬化症治療薬

胃炎・胃潰瘍治療薬

血小板減少症治療薬

抗てんかん薬

認知症治療薬

鎮痛薬 鎮痛剤

3 糖尿病治療薬 抗菌薬

4 脂質異常症治療薬 腎性貧血治療薬

5 漢方薬 慢性便秘症治療薬

6 抗アレルギー薬 パーキンソン病治療薬

7 抗ウイルス薬 利尿剤

8 抗菌薬 COPD治療薬

9 抗血栓薬 入眠剤

10 慢性便秘症治療薬 うつ症状治療薬

11
緑内障・

高眼圧症治療薬
抗精神病薬

12 乾癬治療薬 認知症治療薬

13 気管支喘息治療薬 組織接着剤

14 血友病治療薬 抗リウマチ薬

15 抗真菌薬
緑内障・

高眼圧症治療薬

出所：厚生労働省が公表した各年度報告書を基にデロイトトーマツが編集

4. 疑義報告があった医薬品の種類では、”常に報告数が多い医薬品”と”販売情報提供活動が活発化
することにより報告数が変動する医薬品”の2パターンに大きく分類できる

「抗がん剤」は、過去4年間において常に疑義報告数が最多であり、この領域においては毎年多くの新製品が上市され

続けており、医療現場へ提供される情報量が常に多い傾向がある。「鎮痛剤」は、平成30年度に続いて令和元年度の

報告書においても2番目に多い報告数となっており、また、 「抗菌剤」および「慢性便秘症治療薬」は、平成30年度から令

和元年度にかけて報告数が大きく増加している。これらは、直近2年間で大型の新製品または複数の新製品が発売され

ている領域である。

一方、令和元年度の報告書で4番目に報告数が多かった「腎性貧血治療薬」は、令和元年度後半から複数の新製

品が発売されている。 「新製品の発売前後での疑義報告が多い」という点は平成29年度の報告書でも言及されている

通りであり、情報提供活動の活性化および新規のプロモーション資材の使用開始により、特定領域（医薬品種類）の

疑義報告件数が変動していることが想定される。



5. 疑義報告件数が多い医薬品種類の「疑義項目」および「問題のあった情報提供活動」を分析すると、

新製品の上市時期から経年的にリスク特性が推移していることが読み取れ、新製品のプロモーション

資材において”事実誤認の恐れのあるデータの掲載および加工がないか”に留意することにより、上市時
期のプロモーション・リスクを低減できる

新製品の上市時期における疑義報告のうち、「プロモーション資材に基づく情報提供」が占める割合が大きいことが特

徴として挙げることができる。具体的なプロモーション資材として、「プレゼンテーション用スライド」「製品紹介パンフレット」「ヒ

アリング用資料」「医療関係者向け情報サイト上のWeb講習会」など様々な情報提供チャネルが含まれており、これらは、

販売情報提供活動GLにより、企業内で適切な審査体制を構築することが求められているため、「組織的な関与の疑い」

という観点での検討の俎上に載りやすい傾向がある。

また、上市後は、「口頭表現」への移行傾向を読み取ることができる。「口頭表現」に関するリスクは、「本社から指示を

受けるもの」と「担当者が独自で考案するもの」の2パターンが想定される。前者は、社内トレーニングにより販売戦略（メッ

セージ）がインプットされるケースが考えられ、これは販売情報提供活動監督部門を中心とした社内コンプライアンス体制

での監視により、リスク・コントロールが可能と考えられる。後者は、「どのように表現したか」などのディテールまでもモニタリン

グ範囲に含める必要があるため、より実効性の高いモニタリング対応策が必要となる。

一方で、「糖尿病治療薬」はこれまで継続して多くの疑義事項が報告されていたが、令和元年度において報告数が減

少した要因として、本監視事業の継続およびモニター医療機関の拡大による抑止効果が働いたことも一因と推察される。

6

図6-1：疑義報告の多い状態が続いている医薬品種類の各年度のリスク特徴（疑義報告事例より集計）新製品の上市があった年度

A. 抗がん剤

資材 資材 資材 表現 表現

B. 鎮痛薬/鎮痛剤

表現 資材 表現 資材 表現

C. 抗菌薬

図6-2：H30からR1年度にかけて疑義報告が増加した医薬品種類の各年度のリスク特徴（疑義報告事例より集計）

資材 資材 表現 資材 表現

D. 便秘関連治療薬/慢性便秘症治療薬

表現 資材 表現 資材 表現

G. 腎性貧血治療薬

図6-3： R1年度に新たに疑義報告があった医薬品種類の各年度のリスク特徴（疑義報告事例より集計）

表現

図6-4： H30からR1年度にかけて疑義報告が顕著に減少した医薬品種類の各年度のリスク特徴（疑義報告事例より集計）

E. 糖尿病治療薬

資材 資材 資材 表現

エビデンスのない説明や信頼性に欠ける／

不正確な情報に基づく説明を行った事例

未承認の効能効果や用法用量を示した事例 事実誤認の恐れのあるデータ加工を行った事例 安全性を軽視した事例

誇大な表現を用いた事例他社製品の誹謗およびそれに類する説明を行った事例 利益相反に関する事項を明示しなかった事例

その他の事例（不適切な営業手法含む）

出所：厚生労働省が公表した各年度報告書を基にデロイトトーマツが編集



これまでデロイト トーマツが販売情報提供活動GLへの対応を支援した経験を総括すると、
各社によって対応状況にはギャップが見受けられ、早期に対応を始めている企業においては現状の対応策の

実効性をさらに高める検討を始めている

2018年に厚労省が販売情報提供活動GLを発出して以来、デロイトトーマツは各社の準備段階から現在に至るまで幅

広い対応策の構想および実施を支援してきた。当初は、販売情報提供活動GLで求められる社内規程類・社内体制の

整備および社内の販売情報提供活動GLの理解浸透に主眼を置く企業が多かったものの、本GLの本格的適用から約1

年間が経過する中で、モニタリングの実効性の更なる強化、コンプライアンス観点を適切に含めた人事評価およびインセン

ティブ・スキームの見直し、提携先との横断的な対応基準の統一、更に「販売情報提供活動」機能自体の見直しなどに

検討の比重が移りつつある。一方で、対応が後手に回ってしまっていた企業においては、2021年8月までに課徴金制度が

導入されることを受けて、喫緊の課題として規程類の整備および社内体制の再検討が迫られている。

リアクティブな未承認情報の提供時にデジタルを利用したスムーズな社

内体制（MRとMA/MSLとの連携）を構築したい

社内報告書の信憑性の向上のため、外部ベンダーを活用した第三者

目線からのモニタリングを実施したい

販売情報提供活動GLに対する意識の高まりを受けて、社内の資材

審査体制および審査精度を向上させたい（先発・後発品メーカー）

業務記録モニタリングの効率化およびモニタリング精度の向上のために

AIの活用などデジタルソリューションを導入したい

販売情報提供活動が行われている現場での動き・情報を経営陣まで

伝えられる社内体制を構築したい

プロモーション現場の管理職・MRに対し、業務記録の重要性に関する

意識を浸透させ、業務記録に記載される情報粒度を向上させたい

販売情報提供活動GLで求められている審査・監督委員会に社外第

三者を招聘し、社会一般通念に照らしたリスクジャッジを行いたい

リスク判断基準およびリスク・コントロール体制の見直のために、手順

書の整備または改訂を実施したい

業務記録および社内報告書（講演会実施報告など）の信憑性を

担保する方法について検討が進んでいる

マーケティング戦略段階においても販売情報提供活動GLの観点が

加味されるプロセスへの変革が検討されている

販売情報提供活動GLを遵守ながらも医療現場の情報ニーズに適

切に対応するため情報提供活動の在り方の見直しが検討されている

モニタリングが可能な販売情報提供活動の範囲に限度が出てきてお

り、効率的且つ実効的なモニタリングの在り方が見直されている

人事評価およびインセンティブ・スキームにおいて売上を優先する傾向

が残っており、販売情報提供活動GLの観点を含んだ体系への見直

しが進んでいる

手順書などの社内規程整備が形骸化しているため、実効的な規程

への改訂および手順の見直しを検討されている

提携先企業によって販売情報提供活動GLの対応状況が異なるた

め、統一的なリスク・コントロール基準の整備を検討されている

今後の検討課題（例）各社におけるニーズ（例）

図7-2：各社におけるニーズ・今後の検討課題（一部抜粋）

販売情報提供活動監督部門の体制構築の支援

販売情報提供活動を対象としたモニタリング体制構築の支援

未承認情報の提供に伴うMRとMSLとのデジタル連携プロセスの構築

支援

販売情報提供活動に関する各種モニタリング支援

（業務記録・講演会・MRディテーリング）

資材審査支援

（プロモーション用資材/ Web Site ・講演会用スライド資料）

販売情報提供

活動に関する

ガイドライン

評価や教育等

委託先・提携先企

業および卸売販売

業者への働きかけ

外部からの

苦情受付窓口設置

審査・監督委員会

の設置

販売情報提供活動

監督部門の設置

規約の作成

手順書の作成

活動状況の記録

販売情報提供活動GL対応に即した

規約および手順書の作成・改訂の支援

審査・監督委員会の体制構築の支援

社外第三者として審査・監督委員会への助言

販売情報提供活動GLに即したコンプライアンスを加味した評価体制構築支援

MR・管理職を対象とした業務記録作成スキル向上トレーニングの支援

資材作成部門・管理職を対象とした販売情報提供活動GL・作成要領に即し

た理解促進トレーニングの支援

販売情報提供活動GL対応に即した手順書の作成・

改訂の支援

委託先・提携先企業および卸売販売業者との連携お

よび対応策検討の支援

図7-1：デロイト トーマツの販売情報提供活動GL対応に関するアドバイザリー業務（一部抜粋） デロイト トーマツのアドバイザリー業務実績（例）

出所：デロイトトーマツ実績
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出所：デロイトトーマツ実績



COVID-19感染拡大により加速している「デジタル・ツールを利用した販売情報提供活動」を始めとした
今後10年間の環境変化および備えておくべきリスク特性の考察

短期的には、医療現場におけるデジタル・ツールでの情報提供ニーズが加速していることを受け、各社は「デジタル・プロ

モーションへの対応」に迫られると同時に、デジタル環境への拡大に伴う”新たなリスク”の評価および対応策の検討・実施

に迫られている。また、販売情報提供活動監視事業では、モニター側の目線も「デジタル・ツールによる情報提供」へ徐々

に比重が移り、疑義報告の情報入手方法・疑義項目にも新たな観点が見られるようになると予想される。

長期的には、各社のデジタル・ヘルスケア事業および次世代情報技術の利活用が普及し、IT関連企業のみならず、患

者を取り巻くあらゆるサービスが横断的に連結され、医療現場にも医療用医薬品に関連する医療機器などのプロモーショ

ンが日常的に見られるようになると予想される。こうした中で、医療機器などの関連製品のプロモーション規制が見直される

可能性が想定され、またAI診断の社会実装により医療現場側の”製薬企業に提供してほしい情報”にも変化が起きると

考えられる。

8
出所：デロイトトーマツ分析

図8：今後10年間で想定される環境変化・備えておくべきリスク特性

現状のレギュレーションでは医療機器の方が緩やかであるため、社

内規程・ルールに差が生まれる可能性がある

医療機器メーカーとコ・プロモーションを実施する場合、販売情報

提供活動における社内規程の目線合わせを行う必要がある

医療機器と医薬品の情報提供を同時に行う場合、社内規程

類の見直しが求められる

ヘ
ル
ス
ヘ
ア
事
業

デ
ジ
タ
ル

Patient・Journeyにおける「治療」の前フェーズ（予防・発

症予測）と後フェーズ（予後・副作用管理）において、ア

プリ・医療機器が開発されると共に、業界・業種の横断的

な連携が進む

情
報
技
術

次
世
代

2022 年の社会実装に向けた「AI ホスピタルによる高度診

断・治療システム」構想が実現化するにしたがい、ソフトウェ

ア企業の参入および医療現場へのプロモーションの活性化

が予想され、治療法・処方薬の標準化が進む

新薬および新しい治療法の開発・研究が進展している領域では、

製薬企業の情報提供（デジタルおよびアナログ・ツール）は必要と

され続ける一方で、それ以外の領域におけるアナログ・ツールでの情

報提供は見直しが求められる

2020 2021 2022 2023 2025 2030

情

報

提

供

活

動

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 本社と医療現場との距離が近くなり、本社機能

（MA/MSL、開発、MKTなど）がデジタル・ツールで医療

従事者と容易に面談できるようになる

デジタル・ツール（リモート面談・ウェブ講演会）への移行に

より、販売情報提供活動のモニタリングを効率的且つ広

範囲に実施できるようになる一方で、モニタリングされない

情報提供活動（電話など）に逃げ道を求める流れも生

まれる

ウ

ェ

ブ

面

談

医療従事者のニーズがデジタル・ツール（リモート面

談・デジタル資材など）とアナログ・ツール（Face to 

Face面談・紙資材など）で二分化が進むため、情

報提供担当者は各医療従事者のニーズを把握し、

同一地域内でもアプローチ方法を使い分けることが求

められる

デジタル・ツールを希望する医療従事者に対する情報

提供活動では、提供先が偏っていく可能性がある

（例：デジタル・ツールを希望する医療従事者・医療

機関の新規開拓は難化する）

ウ

ェ

ブ

講

演

会

講演会や懇親会をデジタル環境で企画する場合、

経済的ハードルが取り払われたため、販売情報提供

担当者が自己判断で開催できるようになる

地理的制約を超えて、医療従事者同士をネットワー

キングすることが容易になる

プロモーション資材や提供資料（文献など）がアプリや電

子データに置き換わり、本社で管理することが可能となる

デジタル・プロモーション資材（ウェブサイト、ウェブ講演会な

ど）がより効果的な演出を備えたものになる

備えておくべき検討事項（想定）

「MR機能」の定義再検討および抜本

的な見直し

（デジタル・ツールの希望者には本社から

情報提供を行うなど）

医療現場のニーズに適したデジタル・

ツールの導入検討および見直し

デジタル・プロモーション運用に向けた

社内規程類の見直し

（許可される情報提供手段の種類、業

務記録への記載事項など）

社内規程類の見直し

（販売情報提供担当者が同席しない

ウェブ講演会でのルール、ウェブ講演会で

の適切なスライド・レビュー実施および講

演会の手順、講演会の企画から承認ま

でプロセスなど）

デジタル資材化するプロモーション資材

の見直しおよび適切な資材審査体制

の再検討

デジタル・ツールでの情報提供における

リスク・コントロール対策の検討

（無断の録音・録画・撮影など）

環境変化を踏まえたデジタル・プロモー

ションにおけるリスクアセスメントの実施

デジタル・プロモーションのリスク特性を

踏まえたモニタリング手法および体制の

見直し

本社機能から医療従事者への直接的

な活動へのモニタリング実施および強

化の検討

今後の環境変化および新たなリスク（想定）



最後に

「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」の本格適用以降、製薬企業においては販売情報提供活動

に関連するコンプライアンス体制を見直すために様々な取り組みが検討・実施され、企業によっては本GLをきっかけとして、飛

躍的な業務効率化に結び付けることができた例も出てきている。一方で、令和元年度報告書で顕在化してきた「口頭表現に

関するリスク」および「デジタル・プロモーションに伴うリスク」への対応は各社で急務となっている。また、人事評価およびインセン

ティブ・スキームの見直しに関しては、ビジネスへのインパクトを考慮し、慎重になっている企業が多く見受けられ、「売上至上主

義からの脱却」の議論が進むためには、業界全体として更なる試行錯誤が必要になると考えられる。

そして、未だ満たされぬアンメット・ニーズのため、また医療AI技術の社会実装により、医療業界は今後も刻々と変化し続

け、医療現場でのニーズの変化に呼応する形で販売情報提供活動のリスク特性も変化を余儀なくされると考えられる。しか

し、どのような激しい変化が起きたとしても、組織的にリスク・コントロールを適切に実施し続けられる体制を構築することができ

れば、不適正な情報提供活動を早期にリスク・センシングし、組織全体として自浄・改善することが可能となる。製薬企業に

とって何よりも重要なことは「Patient Centric」への本質的な見直しを絶えず行い、ひとりひとりの患者の方々が受ける治療のベ

ネフィットとなる適正な販売情報を医療現場に届け続けることと考えられ、更に、このような見直しに伴い、販売情報提供活

動における多様なリスクも自ずと低減していくことが期待できると想定される。
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