◎ 経営陣や社内関連部門から納得感の得られるプランニングをいかに実施するか？
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医薬品マーケティング

における

市場・売上予測 戦略策定
と

経験豊富な筆者達の成功体験・失敗事例や、そこから得られた多くのノウハウを収載
試読をご希望の方は右記アドレスからお申し込みください（http://www.gijutu.co.jp/doc/b_1986.htm）
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● 定 価：８０,０００円(税抜）

本書のポイント①： マーケティングの基本プロセスと実践での応用法
◎市場・売上予測のコツ、「患者数」や「薬価」といった不確定な要素・変数の捉え方
・潜在・顕在患者数や受療患者数、将来患者数を少ない情報から推定する
・競争激しい市場での自社製品のシェア率の予測法 ・経営陣から納得感が得られるロジカルな予測法とその説明法

◎セグメンテーション、ターゲティングの正しい設定法、工夫点
・自社製品や市場の特徴をふまえた、顧客層の正しい切り分け方
・保有患者数・処方数の多い「ハイポテンシャルドクター」の見分け方

◎ポジショニングの戦略的な考え方、成功策
・競合に対して優位に立てるポジショニングの設定法

・ドクターの印象に残るキーメッセージの導き方

本書のポイント②： 市場は今後どのように変化する？その攻略法は？
◎リアルワールドデータで何が分かる？ 市場調査やマーケティングへの活用法とは？
◎厳しいプロモーションコード下での正しいドクターへのアプローチ法、ＫＯＬ選定や支援の在り方とは？
◎マルチチャネル時代の医薬品プロモーション

デジタルチャネルの上手な活用法とは？

～話題の“オムニチャネル型プロモーション”とは？

医療現場が望む、デジタル／非デジタルのバランスとは？

◎ＬＣＭに大きな影響を及ぼす新しい薬価制度の実像とは？ マーケットアクセスの強化ポイントとは？
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第１章 医薬品マーケティングのための
市場調査・環境分析の手法と活用

第４章 これからの医薬品プロモーションの変化と
マーケティングミックスの実施

第１節 目的に応じた市場調査の手法と
使い分けでのポイント
・市場調査企画段階における調査手法選定のプロセス
第２節 医薬品マーケティングにおけるＳＷＯＴ分析の活用
・SWOT分析でのファクトを意味づける
・SWOTからクロスＳＷＯＴへ
第３節 海外市場における調査の実際と活用法
・海外市場調査のイニシアチブを取るべきはHQ？
それとも現地法人か？
第４節 市場調査からの上手なアンメット・メディカル・ニーズ
の引き出し方・解釈
・顕在アンメットニーズと潜在アンメットニーズ
・アンメット・メディカル・ニーズを掘り起こすには

第１節 医薬品プロモーションにおける
４Pおよびマーケティング・ミックスの基本的考え方
第２節 次世代型営業・マーケティングへの挑戦
・なぜ今営業マーケティングモデルの見直しが必要なのか
第３節 事例から見るマルチチャネル成功のポイント
・医療者の利用するサイトの多様化
第４節 グローバル市場の動向を踏まえた
本邦でのマルチチャネル戦略の方向性
第５節 デジタル技術を活用した
オム二チャネル型情報提供のポイント
第６節 患者向けデジタルマーケティングの実施での留意点
第７節 医療現場が医薬品情報提供に望む、
デジタル/非デジタルコミュニケーションのバランス
・デジタルと非デジタルの共存～当院の事例を通じて考える
・非デジタルな情報伝達の限界
第８節 医薬品プロモ－ションを巡る
当局規制の動向と今後の影響
・医療用医薬品市場の変化と各製薬企業の対応
・販売情報提供活動に関するガイドラインの策定
・今後のプロモーションに及ぼす影響とその対策
第９節 DTC（疾患啓発活動）活用の考え方
第１０節 ジェネリック80％における
調剤薬局への医薬品プロモーション
第１１節 地域医療構想を踏まえた今後の情報提供のあり方
第１２節 ＡＩがもたらす、マーケティング・営業活動の変革
・ＡＩに期待できること・ＡＩが実現していくこと
・製薬業界でＡＩを活用した戦略・戦術構築が
インパクトを持つ理由
・今後の在り様、来るべき変化をリードするアティテュード

第２章 医薬品市場・売上予測の手法と
患者数予測の活用
第１節 患者数予測のための厚生統計の活用
・人口動態調査 ・患者調査 ・国民生活基礎調査
・ICD（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）
第２節 売上予測における「潜在患者数・診断患者数・
治療患者数」の算出でのポイント
・患者数に関連する疫学的指標 ・患者数推計
・リアルワールドデータ
第３節 売上予測における
「受診率・診断率・投薬率」の算出でのポイント
・調査対象と調査方法
第４節 将来患者数の予測でのポイント
・売上予測と患者数予測
第５節 自社製品のシェア率算出と競合分析での留意点
第６節 がんの年齢階級別罹患数の将来予測
・がんの全部位の罹患数将来予測
・部位別、年齢階級別のがん罹患数予測
第７節 心不全の患者数の現状と将来予測
・心不全の患者数の現状と将来予測
第８節 希少疾患医薬品市場性評価と
患者推定へのアプローチ
・公的登録情報やな調査データによる希少疾患患者数の
俯瞰 ・オーファンドラッグのアンメットニーズ

第３章 医薬品マーケティングにおける
ＳＴＰの策定とライフサイクルマネジメント
第１節 医薬品マーケティングにおけるＳＴＰの策定プロセス
・STP分析の目的と実施 ・セグメンテーション
・ターゲティング
・ポジショニング
第２節 競合優位なポジショニング設定の重要ポイント
・企業目線のポジショニング設定
・ポジショニング設定での変数
第３節 セグメンテーション・ターゲティングのための
ペイシェントフローの作成留意点
・戦略立案のためのSTP
第４節 ディテールで医師に印象付けるための
STPとメッセージ訴求の要件
・ブランドプランへのキーコンセプト・ポジショニングの
落とし込みのポイント
第５節 プロモーション効果のトラッキングと戦術見直し
・プロモーション効果のトラッキング
第６節 NDBオープンデータを活用した
医薬品エリアマーケティング
・活用事例①：医薬品市場構造の分析
・活用事例②：抗ウイルス剤のエリアマーケティング
第７節 特許を効果的に用いた
医薬品ライフサイクルマネジメントの実践
・医薬品ＬＣＭに資する独占期間
・ＬＣＭのための特許の可能性と限界
第８節 学術集会データを活用したマーケティングの効率化

・不確定要因の取り扱い方

第７章 市場に変化をもたらす、
医療関連規制と市場動向
第１節 地域包括ケアにおけるフォーミュラリーの活用
・DPC病院ではフォーミュラリーの作成は必須
・地域フォーミュラリーのマネジメントは薬局薬剤師
第２節 地域包括ケアの今後の動向と医薬品市場の変化予
測
・在宅医療の制度と実際
・変化する医薬品市場へのアプローチ
第３節 診療報酬改定が薬剤使用に与える影響・変化
・後発医薬品の使用促進
・処方量の制限（残薬・重複投薬の防止）
・不適切な多剤投与の削減 ・抗菌薬の薬剤耐性対策
第４節 かかりつけ薬剤師が地域包括ケアで担う役割と
今後の市場について

第８章 リアルワールドデータの
医薬品マーケティングへの応用

第１節 リアルワールドデータの種類および
長所・短所と収集方法
・民間が利活用可能なデータ ・データの限界または制限
第２節 リアルワールドデータ、
ナショナルレセプトデータベースの活用
・NDBオープンデータ ・民間データベース
・韓国のHIRAの現状 ・医療情報データベース
・製薬企業のRWD活用の現状
第３節 リアルワールドデータの
医薬品プロモーション・医療経済評価への活用
第４節 製薬企業におけるRWD利活用の取り組み事例
・医薬品開発、製造販売後でのの利活用
第５章 これからの医師への情報提供・支援のあり方と
・次世代医療情報データベース・デジタルテクノロジーへの
ＭＳＬ機能の強化
期待と課題
第１節 医薬品プロモーションにおけるMRとMSLの在り方
・MR・MSLその役割と機能における共通点と相違点
第９章 医薬品の医療経済分析と
・MRとMSLの協働における課題
マーケットアクセスへの応用
第２節 製薬企業におけるパブリケーション支援のあり方
第１節
第３節 アドバイザリーボードと
・戦略的プライシングの考え方
コングレスアクティビティの企画・運営での留意点
第２節 医薬品の医療経済分析と薬価申請への活用
・MAスタッフによる各種コングレス活動について
・費用対効果評価制度がもたらす価格交渉へのインパクト
第４節 ＫＯＬの選定・評価と企業内における評価基準の統一
第３節 医療経済分析で求められる財政インパクトの評価
・期待役割に基づいたKOLの選定方法及び選定基準
・ニボルマブ（オプジーボ）による問題提起
・企業内における情報共有の考え方
・財政インパクト分析（BIA）
第５節 ＫＯＬ育成の効果的な手法
第４節 医療経済分析における患者アウトカムの評価方法
・KOL育成の方法の具体的な選択肢と効果
・「選好に基づく尺度」の種類
第５節 医療経済評価の
第６章 開発段階における
製品戦略・マーケティング戦略への活かし方
マーケティング・ライフサイクルマネジメント ・医療経済評価の製品戦略への活かし方
第１節 開発早期の予測精度を上げる
第６節 医師が求める薬剤の経済性情報と
疫学・オープンデータ・市場調査の活用
そのプロモーションツールへの活用
・早期開発段階に行う売上予測の難しさ
第２節 研究開発段階から承認前までの
薬価戦略と算定の考え方
第７節 マーケットアクセス機能の強化策
第３節 研究開発・製品企画における
市場性評価と開発疾患領域の策定
第４節 研究開発・医薬開発プロジェクトの経済性評価
・研究開発評価 ・医薬開発プロジェクトの経済性評価
第５節 医薬品開発期における
ＴＰＰの運用と開発戦略・マーケティングへの活用
第６節

第７節 ライセンス候補化合物の売上予測とマーケティング
・ジェネリック医薬品やバイオ医薬品，再生医療の影響
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・マーケットアクセスのケイパビリティの強化について
・マーケットアクセスの業務プロセスについて
・プライシング機能の強化について
第８節 医療経済学的視点でみた
今後の医薬品流通と薬価のあり方
・薬価改定ルールによる高い仕切価格の戦略性と医薬品
流通の取引慣行の形成
・日本の医薬品市場の問題と薬価制度改革
第９節 医療経済学的視点でみた、費用対効果が
患者・医療従事者の意思決定に及ぼす影響とは
・

「医薬品マーケティング」
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