
Patient Connect for Life Sciences
製薬企業様向けPatient Centricを実現する患者・
医療機関等をつなぐプラットフォーム
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製薬企業の「RWD/RWE」への取り組み
RWD/RWEへの期待は、製薬/ヘルスケア業界など多くの分野で高まっています。治験で得られた治療や医薬品の有効性、
安全性、費用対効果などの情報に加えて、 RWD/RWEなどの実臨床の情報を活用することで、標準化された良質な医療・
ヘルスケアサービスを創出する可能性を持っているためです。

製薬企業の場合、有効な治療法が確立されていない疾患に対する医療ニーズ(アンメットメディカルニーズ) やエビデンスの把
握にRWDが活用されつつあります。例えば、投与された薬剤の種類や併用薬、臨床検査値、年齢・性別などのデータを組み
合わせて分析することで、患者プロファイル毎の有効性や安全性を明らかにして新薬開発などに活かすことが可能となります。

医療のPatient Centricへの潮流と製薬企業の役割
「Patient Centric」とは、患者中心の医療（PCCM:Patient-Centered Clinical Method)の略称であり、患者と医師の相互意思
決定に基づいた医療を指します。Patient Centricのコンセプトは、1980年代にカナダのウェスタンオンタリオ大学家庭医療学
講座のグループによって開発され、Moira Stewart博士の著作によって広く知られるようになりました。現在は、北米をはじめと
してヨーロッパ、オセアニア、東南アジアの各国で医学部の教育カリキュラムや研究に導入されています。

現状、Patient Centricはそれほど浸透しておらず、医師や病院を中心とした医療が通常であり、患者が受動的であるために、
継続的な医療の課題となってきました。

日本では、政府が患者を中心とした「地域包括ケア」を推進し、海外では、製薬企業が患者・医療機関・自社などをつないだ
Patient Programを導入するなど、昨今のテクノロジーの発展を背景にPatient Centricを実現しつつあります。
これらの取組みは、多くの「RWD/RWE(リアルワールドデータ・リアルワールドエビデンス)」を生み出し、そうしたデータは患者
ケアや創薬への活用が期待されます。



Patient Centric実現に向けた課題と対応策

上記のPatient Servicesを実現する仕組みがPatient Connect for Life Sciencesです。

財政支援
治療を続けるために必要な各種支援(医療保険、高額医療費制度など)に対する知識不足や、それらの支援を受けるための
手続き上の煩わしさが患者には存在します。

治療
遠方の病院への通院を選択せざるを得ない場合もあり、多くの患者が治療を受ける施設では治療を受けるまでに更に時間を
要します。さらに病状の経過によっては、治療計画が変更されることも多くあります。

教育
患者は、自身の病気について医師からの情報を頼りにする傾向があり、病気に対する理解が受動的になる状況にあります。

エンゲージメント
患者は、医療従事者を重要視していないため、患者の状況を十分に医療従事者が把握していないと判断した場合、病院を変
更しがちであり、一貫した治療を受けづらい状況を招きます。

臨床
患者からRWD/RWEの情報を提供される機会は少ないため、製薬企業の医薬品の研究・開発に時間が必要となります。
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財政支援
医療機関とのコミュニケーションを製薬企業が患者に提供す
ることで、財政支援(医療保険、高額医療費制度)を受ける手
続きのサポートや患者の財政状況に応じた医療の紹介を行う

治療
医療機関と患者間のコミュニ
ケーションを円滑に推進すること
で、適時・適切な処方を、手間を
かけずに受けられる環境を提供
する

教育
疾患、治療方法、医薬品の有効
性・安全性、保険制度などに関
わる情報を提供することで、治療
計画に対する患者の意思決定を
サポートする

エンゲージメント
患者毎の治療計画を将来に
渡って、継続的にサポートす
ることで、一貫した治療を受
ける長期医療を実現する

臨床
薬のリスク評価とリスク緩和・
軽減をサポートし、より早く効
果的に製薬に寄与する為に、
治療中の患者のバイタル情報
を取得する

■課題

■対応策



Patient Centricを実現する患者・医療機関等をつなぐプラットフォーム

Patient Connect for Life Sciences
Patient Connect for Life Sciencesとは製薬企業様向けPatient Centricを実現する患者・医療機関などをつなぐプラット

フォームです。患者の継続的な治療や意思決定をサポートする「サポートコーディネータ」を製薬企業に設置し、患者と医療機
関など、治療をサポートする関係者をつなぎます。
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Patient Connect for Life Sciencesの主な機能
Patient Connect for Life Sciencesは、製薬企業、患者、医療機関などをつなぐための各種機能を有しています。

患者への教育
・コーチングプランの設定/訪問の計画
・対面/オンライントレーニング
・コンテンツ/ナレッジ管理

治療計画管理
・目標設定
・実績管理(フォローアップ/治療の順守)
・サポートコーディネータ向けポータル

イベント管理
(アポイントメントなど)

・アポイントメントなどのスケジュール管理
・アラート基準の設定
・リマインダ通知

コミュニケーション

・問い合わせ管理
・文書/FAX/メールのテンプレート
・マルチチャネル連携
・アンケート作成/送付

患者管理

・患者の登録/更新
・医療情報(電子カルテなど)の管理
・患者のバイタル情報などの管理
・患者向けポータル

医療機関管理
・医療従事者の登録/更新
・医療機関向けポータル
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導入適合性診断
Patient Connect for Life SciencesはDigital CloudIP ※です。成功裏のDigital CloudIP導入のためにクイック（5週間～）に導
入適合性診断をご支援します。導入適合性診断では現行組織・業務を整理した上で適合性分析（Fit & Gap分析）を行い、コ
スト規模を概算し、導入計画を策定します。

導入適合性診断

現行組織・業務整理 導入計画策定適合性分析

 現行組織・役割可視化

 現行業務プロセス収集

 導入機能の優先順位検討

 導入スケジュール

 Fit & Gap分析

 プロトタイプ作成

コスト規模概算

 IT投資コスト概算

 ITランニングコスト概算

1週間～ 2週間～ 1週間～ 1週間～

※Digital CloudIPとは、Deloitteがこれまで培ってきた知見やプロジェクト経験をもとに、業界ごとに最適化したソリューション群です。
経営課題を解決するだけでなく、業界標準・最先端の業務プロセスやオペレーションをコストを抑えて最短で手に入れることをサポートします。
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