
PIVOT PAST THE PANDEMIC

© 2020 Syneos Health®. All rights reserved.

パンデミック後の
転換

2020年4月

© 2020 Syneos Health®. All rights reserved.

インサイト ハブ
サイネオス・ヘルス

新型コロナウイルス時代のライフサイエンス

業界におけるコマーシャルビジネス



パンデミック後の転換
2

© 2020 Syneos Health®. All rights reserved.

はじめに
新型コロナウイルス感染症の発生によって、ヘルスケア業界全体で極めて特有の変化が
起こっています。その変化は急に訪れた、急を要する変化である一方、このような変化
は起こるべきである、と我々は常々考えていました。最終的にいつかは変わらなくては
ならないことが、突然今必要となったのです。

ヘルスケアは長年、小売業やその他の業界に追随するかたちで、確実ではあるものの、デジタル化のペース
はゆっくり進んできました。しかし今、医療従事者（HCP）は他に選択肢がないため、業務の多くをオンライン
で行うようになりました。奇しくもパンデミックがデジタル化を標準化するきっかけになったと考えられま
すが、かと言って、誰しもが同じように対応しているわけではありません。製薬企業は限られた経験を活かし、
短期間で MR チームを在宅勤務に切り替え、すべての業務をオンライン化し、ツールの抜本的な見直しを図っ
ています。

患者も外出がはばかられ、従来のように通院をしたり、定期通院時に病院で使用していた機器を使用するこ
とができず、対応を迫られています。そして、医師は患者への治療方法を変えています。サイネオス・ヘル
スが最近実施した調査によると、新型コロナウイルス感染症の対応策として医師の 59% が遠隔診療を導入し
ています。また、学会出席のための移動が制限されているため、同僚の医師から情報を得たり、教育資材を
活用するなど、新しい方法で情報収集および学習を行っています。

かつて経験したことのない状況によって、75% の医師が患者数は減少したと回答しています。医師は業務を
行う時間はあるのに患者数が減少しているため、新型コロナウイルス感染症対策の保証を求めており、一方
でサプライチェーンの継続も望んでおり、可能な限りの支援を求めています。サイネオス・ヘルスはこうし
た状況に対応する 4 つの転換ソリューションを構築しました。これは新しい概念でもなければ、試験的なソ
リューションでもありません。すでに実証済みのソリューションです。今後 6 年間に起こるであろうと予想
されていた以上の変化が、向こう 6 カ月で起こると予想されるヘルスケア業界ですが、このソリューション
を活用することで大胆に牽引していくことができます。製薬企業がこの危機に直面しても勢いを失うことな
く、形成されつつある新しい未来で成功するために、この転換ソリューションを通して貢献できると考えて
います。

新型コロナウイルス感染症は、HCPのデジタル行動を加速

遠隔診療は 
1 カ月で

421%
増加

サイネオス・ヘルス、2020年4月 Veeva Systems、2020年3月 Sermo RTB、2020年4月 米国心臓病学会、2020年4月

リモートディテーリング
はわずか 2 ～ 3 週間で

790%
増加

新型コロナウイルスの
感染拡大危機の中で

Sermo へのログインは

19%
増加

バーチャル会議での 
ソーシャル 

エンゲージメントは

5 倍
増加



転換 1：
1 対 1 のリモート 
エンゲージメントの最適化
MR 達は長きにわたって医師の業務を深く理解し、医師のニーズに的確に応え
る様々なサポートや必要なツールを提供してきました。増え続ける業務の合
間を縫って、たったの数分しか面会できなかったとしても、MR は医師が必要
としているものを的確に提供してくれるに違いないという安心感を医師達は
抱いていました。しかし、それは一瞬にして変わりました。
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医師は何ら予告もないまま、新たな制約、ニーズ、
負担を伴う全く新しい現実に直面しています。MR の
フィールドチームは万全の態勢を整えていたものの、
医師が求める新しいパートナーとして新たなスキル
やツールが必要です。HCP を支え、更なる発展を目
指すには、1 対 1 のリモートエンゲージメントを最適
化し、フィールドチームをもっと活用すべきです。

サイネオス・ヘルスの場合、基本的なアプローチから
始めます。フィールドチームの多くは現在、テレワー
クを初めて行っており、自宅であっても慣れない仕
事環境で勤務をしています。弊社のクイックスター
トトレーニングは、初めてテレワークを行う MR に
新たなテクノロジーのスキル、セールストレーニン
グ、対人スキルといった、バーチャルエンゲージメン
トでも対面営業と同程度の生産性を上げるための役
立つ知識を提供し、MR のスキルを素早く向上させる
ことができます。

包括的なトレーニングプログラムを通じて、フィー
ルドチームは新しい環境でも素晴らしい成果をあげ
るための準備ができます。Veeva Engage やその他の
プラットフォームは、スキルの習熟度の確認やテス
トに使用します。MR がこれらのプラットフォームを
使っていることを確認するために、弊社は「Rules of 
Virtual Engagement」を利用し、バーチャル環境で
の人との関わりを最適化します。お客様それぞれの
専門治療領域や医師による処方数状況に基づき、MR
が新たな環境でも常に的確にターゲットを絞り、話
すべき医師に接しているかどうかを確認できます。
シンプルなディテーリングとツールの活用は MR の
業務を効果的にし ( これまでとは全く異なる独創的な
戦略を必要とされてはいるものの )、フィードバック
を得ながらより進化していきます。

医療提供者は業務上速やかな対応が求められるため、
ライフサイエンス業界の担当者には少なくとも柔軟
性を期待します。医療提供者は常に業界の専門知識
が得られるようにしておく必要があります。その
ニーズに対応するのが、先進的なエンゲージメント
センターです。コールセンターと統合させたシング
ルビューの CRM により、医師が必要な時に必要な顧

客担当にいつでも連絡することができます。こういっ
た場所を設けることで、医師や患者からの具体的な
質問に答えることができ、科学者や看護師、保険償
還担当者から質問があった際にも必要な情報を迅速
に提供することができ、MR 活動をより効果的に補強
します。革新的なエンゲージメントセンターを稼働
させることで、弊社はある製薬企業の携帯型診断装
置の HCP への普及目標を 96% 達成しました。また、
別の製薬企業で、最初は充足度がかなり低かったバー
チャルミーティングを、550 件設定することができ、
ターゲットの過半数以上を達成しました。

バーチャル関連で医師の生活にもうひとつ新たに発
生したこととして、医師同士の仲間グループでの活
動があります。医師同士のグループに参加すること
がこれまで以上に重要になっています。HCP がデジ
タルのソーシャルサークルに割く時間は増加傾向に
あり、調査結果から 80% の HCP が医療業務にソー
シャルメディアを利用していることが示されていま
す。事実、HCP は独学用のライブ動画コンテンツの
視聴に 1 週間当たり平均 180 分間費やし、モバイル
端末を使って学習した情報を毎日 10 回以上シェアし
ています。学会参加のための出張やその他の対面で
のイベントへの参加が不可能となる中で、パンデミッ
ク中、このようなサークルの影響力は大きくなり、
より存在感を高めました。こうした影響力を増しつ
つある分野を利用し、注目を集めている新デジタル・
キー・オピニオン・リーダーを特定して、同業者向け
のライブ講演配信を主催したり、バーチャル広告を
出すことができます。このようなアイデアで、医師
との新たな関係を速やかに構築し、新型コロナウイ
ルス感染後も関係を継続することができます。

の HCP は医療業務で
ソーシャルメディアを
利用している。

80%
習得した情報を毎日 
10 回以上共有する。

10x



転換 2：
HCP のデジタルメッセージの 
強化
新型コロナウイルス感染症がきっかけとなり、人に会うこと、会う頻度に対す
る私たちの考えは一新されました。対面診療の減少に伴い、意思決定者やイン
フルエンサーには他のチャネルを利用する新たな機会が開かれています。オム
ニチャネルプランは、メディア、セルフサービス、1 対 1 での繋がりなどをひ
とつのモデルとして最適に組み合わせ、HCP との面会や、その頻度などを最適
化して、HCP にインパクトを与えることを可能とします。
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パンデミック期間中、常に最新の製品情報を持っておくことが重要、もしくは極めて重要であると回答した医
師が 89% おり、そのニーズに応えるためにはプログラム化されたメディアを立ち上げることが必要不可欠です。
メディアの活用を最適化するために、サイネオス・ヘルスは HCP のターゲットリスト、利用チャネル全体のトラッ
キング、1 対 1 のメディア配信、高度な分析を含んだソリューションを提供しています。最初の立ち上げに要
する期間はわずか 1 週間で、お客様への負担は最小限に抑えられます。迅速に現場で使えるようにすることと、
効率性を重点に置いて設計されています。最近サービス提供したあるクライアントのケースでは、対面ディテー
リング 1 回分と同額のコストで、1 年を通して 3,000 名の HCP にアプローチすることができました。

パンデミックによって、アプローチを根底から見直す必要性に迫られています。弊社のステークホルダー エン
ゲージメントへのアプローチは、包括的なオムニチャネルの経験に基づいており、逐次進化させることができ
ます。以下の図は、ターゲットリストや様々なマーケティング資料や資材、e-mail などのデジタルツールをど
のように組み合わせれば、サポートを必要としている医師に対して最適なサービスを提供できるかを示したも
のです。

面会やその頻度の期待が高まるにつれ、個人レベルでの関連性を高くし、プライバシーを確保した、より一貫
性のある経験を HCP に提供することが必要になるとサイネオス・ヘルスは考えています。そのためにオムニチャ
ネルモデルを設計するだけでなく、オムニチャネルを管理し、競争力の高い情報を提供し、システムを横断し
たナビゲーターを作ることが肝要です。今年初め、サイネオス・ヘルスはこの分野をリードする革新的な会社で
ある Indegene Omnipresence との戦略提携を発表しました。私たちの目標は、ビジネスのクラウドと患者のク
ラウドを近代的なデジタルエコシステムに統合し、垂直統合型のヘルスケア インサイトをエンドツーエンドで
継続的に提供することです。

コンタクトセンター エンゲージ
メントのためにリソースを再配
する

e ディテーリングとセルフスケ
ジューリング機能を稼働させる

各チャネルの貢献度を
評価し、組み合わせを
最適化して効率性を高
める

電子メールなど特定の人に向けたデジタ
ルを活用することで、HCP とのコンタク
トを増やす。また、その回数を増やすこ
とでブランド知名度を向上させ、オンラ
インの HCP 向け資料を利用してブラン
ドに関する知識を高める

HCP 周辺の患者が、ターゲット地域を設
定したデジタルチャネルを閲覧すること
で患者の需要を喚起し、医療提供者との
対話を促す

代替チャネルを稼働させる
ことによって、HCP との
面会やその頻度の全体目標
を維持するプランを策定
する

減少したエンゲージメントの
影響を評価

HCP との面会や頻度の減少分
を補うため、ターゲットリス
トを拡大する

1. ターゲット以内、もし
くは医療提供者数が少
ない

2. チャネル利用の伸びし
ろがある医療提供者

新型コロナウイルス感染症に対応したモデル

現在のモデル

コール 
プラン

MR のディ
テーリング

e ディテー
リング

コンタクト
センター

デジタル  
ダイレクト

統合分析

患者の 
掘り起し

HCP 向け 
資料 / 資材



パンデミック後の転換
7

© 2020 Syneos Health®. All rights reserved.

こうした新しいチャネルを使って、何を伝えればよ
いでしょうか。また、危機に直面している医療従事
者の心に届くよう細心の配慮をもって伝えるにはど
うすればよいのでしょうか。行動科学に基づいたメッ
セージはサイネオス・ヘルスの数あるサービスの基盤
であり、この 2 つの質問には概ね答えることができ
ます。例えば、あるグローバル製薬企業は CRM シス
テムの効果を高めたいと考えていました。弊社の行
動サイエンティストと協力し、人々がヘルスケアに
対して実際にどう感じるかをより深く理解するため
に、心理学の「自己制御」理論を利用しました。そ
の結果、新しいウェブコンテンツの導入部分でその
場を離れてしまう人の数は半減しました。現在の危
機は、人間の反応や人間関係を根底から変えていま
すが、どんなサポートや繋がりがあればギャップを
埋めることができるか行動科学によって示すことが
できます。

行動科学を基盤としたソリューションを使うことで、
一旦 HCP と繋がりさえすれば、HCP の行動変容が期
待できます。そのため、弊社は行動工程に沿ったメッ
セージ マッピングやモチベーションのスコアリング
に至るまで、メッセージ作成に関する多岐にわたる
技術を駆使しています。人々の感情が昂っていて、
心配が尽きない今のような状況においては、メッセー
ジ性ある言葉が重要な結果をもたらす可能性があり
ます。「促進要因」と「阻害要因」はヘルスケアでは
動機づけに関して比較によく使われる言葉です。以
下のマトリックスは、この 2 つの典型的な言葉がど
のようにメッセージを素早く伝え、コンテンツを提
供する際に、お客様の行動変容の動機づけをするか
を示しています。

製品 X の安全性 
プロファイルは、 

将来より多くの選択肢
を提供します。

製品 X によって、 
より良い結果が 

得られます。

製品 X は、 
患者にとって副作用が少
ないという更なるメリッ

トがあります。

製品 X の安全性 
プロファイルは、 

製品 Y と同等です。

製品 X は、 
再入院を減らす上で 

有効的です。

製品 X には、 
ほとんど副作用が 

ありません。

製品 X の安全性 
プロファイルは、 

安心感を与えます。

製品 X によって、 
最悪の結果を 

回避することができ
ます。

製品 X は、 
忍容性について 

実証されています。

阻害要因中立的要因促進要因

安全性

有効性

忍容性



転換 3：
患者にデジタル 
エンゲージメントを活用する
かつて遠隔診療サービスを提供する医師は導入の先駆者とみなされていました
が、新型コロナウイルス感染症拡大の緊急事態によって、もはやメジャーなも
のになりつつあります。医療提供者と患者も遠隔診療を急速に導入しています。
遠隔診療は単に医療提供の場が変わるだけではありません。それは、安心に対
する人々の期待にも応えます。弊社はライフサイエンスをリードする会社とし
て、これまでにないこの事態に人々はどう対応するのかを理解するため、行動
科学を利用しました。そして、その結果を利用して、管理するための簡単なツー
ルや新しいインターフェースを作成しています。
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医師は遠隔診療プラットフォームへの移行を迅速に
進めています。その理由はいくつかありますが、サ
イネオス・ヘルスが最近実施した調査によると、60%
の医師が「診察方法を向上させると考えたから」と
回答しています。Doxy、Teladoc、MD Live、Doctor 
on Demand、Epic、場合によっては Zoom といった
プラットフォームで試験的運用を行った結果、医師
は遠隔診療は期待が持てると認識はしたものの、医
薬品業界自体が追いついていないと感じています。
こうした動きに合わせて、弊社はカスタムリサーチ
やバーチャルアドボードを活用したコンテンツや共
同ブラウジングを作成し、医師を継続的にサポート
することができます。

今日のような不確実な時代に、患者は新たなサポー
トを必要としています。チャットボットやアドヒア
ランス リマインダーといったデジタルツールは、患
者が医師の対面診療を受ける機会が減っている今、
より重要性を増しています。弊社はこうしたツール
の共同開発に関して大きな成功を収めており、その
実績は新型コロナウイルス感染症拡大期や終息後に
も大きな影響を与えると想定しています。弊社はネ
イティブのチャットボットアプリの市場投入に貢献
しました。このアプリは、医師、ナースエデュケー
ター、患者による共同制作で、慢性疾患を持つ患者
が新たに投薬治療を始める際の最初の 3 カ月間をサ
ポートすることを目的に開発されました。このアプ
リは北米と欧州で現地化され、6 カ国語に翻訳され
ています。40% のユーザーがこのアプリをリマイン
ダー、投与量の記録のため、3 カ月経過後も使い続け
ています。こうしたアプリは教育資料を普及させる
のにも役立ち、直接サポートを提供できるので、人
と人を繋げるツールとしても活用できます。

人財リソースに対する新たな圧力を考慮すると、事
前に行うメディアターゲティングも、全く新しい可
能性をもたらし、大きな見返りが期待できる方法で
す。患者への利益投資という点で、早めに告知する
ことで大きく違いが出てきます。データモデリング
は、セグメンテーションとモデリングを素早く精緻
化し、必要とする患者により効率的に届けるために
役立てることができます。活用方法としてアドヒア
ランスのスコアリングと逆ターゲティングの 2 つが
あげられます。アドヒアランス スコアリングでは、
特定の治療を受けた患者の平均日数に従って HCP を
ランク付けし、このスコアをターゲティングとセグ
メンテーションの指針として使うことができます。
また逆モデリングでは、ミクロレベルの人口動態デー
タを用いて、患者密度が高く、HCP がより活発に活
動している場所を特定することができます。

インフォマティブ データモデルを用い、遠隔診療時
代における顧客ニーズを理解することで、行動科学
に立ち返って独自のソリューションを構築すること
ができます。現在のヘルスケアエコシステムは軋轢
が多く、機能的なものもあれば、感情に左右されや
すいものもあります。行動ワークショップ、軋轢マッ
ピング、モバイルエスノグラフィー、データベース
化された工程を含む、様々な戦術により、こうした
課題を突き止め、対処することが可能です。

サイネオス・ヘルスは、行動科学で実証された原理に
基づいて、呼吸器系製品の購入工程を細かく構築し
ました。家族の病歴のうち、呼吸器関連の病気で段
階ごとに摩擦が生じる重大ポイントを明確にしまし
た。新しく得た知識を利用し、この製薬企業は大き
な効果を得るために、投資すべきところやアプロー
チすべき人達を特定することができました。新型コ
ロナウイルス感染症は、従来の工程の多くを一変さ
せ、全く異なるものへと変えました。新しい工程を
マッピングすることで、顧客と繋がりを持つべきも
のと現状からの脱却すべきことの違いが明らかにな
る可能性があります。



転換 4：
すぐに開始できる 
新しい学習プラン
効果的な評価プランは変化しているようです。変化するスピードが速く、常に
不確実性があるため、いい意味でも悪い意味でも認識間違いが起こりがちです。
リアルタイムで他者から学べるような、拡張性があって、学習を促す新たなプ
ランを構築する必要があります。それに加え、ステークホルダー独自の学習に
なっていなければなりません。そうすることで、少しでも一人一人に関連性の
あるものを提供できるようになるからです。
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製品への投資、販売、影響力は今後、数日、数週間
という単位で急速に変化していきます。したがっ
て、リーダーは競合状況を知り、明確な見通しが必
要です。それを提供するのが、サイネオス・ヘルスの
AnswerSuite です。これは、チャネル別、治療分野別
にまとめた競合他社のプロモーション戦略や支出に関
する定期情報で、特定分野の製品に関する動向を示し
ています。オンラインプロモーションの定量分析か
らメディアに費やした詳細の額まで、AnswerSuite は
インパクトを与えるために必要な新基準を明確にし
ます。

変化に重要な新しい道すじは、関連のネットワークを
マッピングすることで明確になってきます。医師は過
去に例がない状況に益々圧倒され、周囲と協力しよう
としています。このように、医師は新たに強固な関係
を構築しようとしており、弊社はそれを詳細に把握し
ながらサポートすることができます。

ある定期刊行物が関連データを調べた結果、2 人の医
師が 9 人以上の患者を共有した場合、関係構築が成立
したとみなす割合は 80% 以上であることが分かって
います 1。これはプラスになるインサイトで、弊社は
これを活用しています。サイネオス・ヘルスは公開デー
タや購入したデータを基に、2 番手のグループに入る
KOL（キー・オピニオン・リーダー）を特定しました。
このグループに入る医師達は、同僚医師の意思決定に
絶大な影響力を持っているものの、これまで大手製薬
企業とは関わっていない医師達です。紹介によって成
り立つ人間関係は、パンデミックによって再構築され、
行動変容を促す明確な道すじが示されました。

膨大な量のデータがあっても、明確な道が分からない
時もあります。新型コロナウイルス感染症の危機に
よって、短期間に、また集中的に多くのデータや経験
が蓄積されていくでしょう。この濃密で新たなイン
サイトは、生活が正常に回復し始めた時に様々な貴
重な機会をもたらすと思われます。そこで、Restart 
Playbook の構築が極めて重要になります。

学習レベルと市場に合わせて独自の Restart Playbook
を素早く作成するために、信頼性の高いサイネオス・
ヘ ル ス Think Bank プ ロ セ ス を 利 用 し ま す。Think 
Bank は将来に関する複雑な質問に機敏に対応する
ツールです。まず特徴として、専門家と業界の両方の
経験を素早く収集する迅速な学習サイクルがあげられ
ます。学習で得た極めて実用的なエビデンスやヒント
を、すべて共同のバーチャルワークショップにあげて
いきます。これは最善のアイデアを考案するだけでな
く、強力な連携を構築し、促進することを目的に設計
されています。以下の質問を熟考した上で実行します。

• より効率的かつ効果的に機能することが実証され
たものは何か

• 医療提供者、患者およびその他の顧客はどう反応
したか

• 新たにどのような具体的な機会が生じたか

• 現在の状況を鑑み、ステークホルダーの真のニー
ズに対する深い理解をどのように発展させ、社会
に広めることができるか

• 現在の危機に対して、ヘルスケア業界以外の企業
の対応から何を学ぶことができるか

これらは、部門を横断して深く検討された質問の一部
で、現状から学んだ重要な教訓や戦略を反映していま
す。Think Bank の体系的な遂行、部門を横断した専
門知識、導き出した調査結果は、現在早急に求められ
ているイノベーションを作る上で役に立ちます。

1 “Mapping Physician Networks with Self-Reported and Administrative Data.（自己申告
および管理データを用いた医師ネットワークのマッピング）” Health Serv Res. 2011 Oct; 
46(5): 1592–1609. 



パンデミック後の転換
12

© 2020 Syneos Health®. All rights reserved.

結論
多くの地域が次々とロックダウンを実施する中、この危機が自分自身や家族、友人の健
康や生活、仕事にどのような影響を及ぼすのか、多くの人が今も必死に理解しようとし
ています。それは心理的に苦痛を与え、認知力に対して過剰な負荷をもたらす結果に繋
がっています。さらに職場では不確実性と変化が広がっています。ヘルスケア業界の最
前線で働いている医療従事者の業務を早急に転換すればするほど、より患者のニーズに
応えることができます。

サイネオス・ヘルスは、行動インサイトに基づくアプローチと最先端ツールを活用して、お客様がパンデミッ
クを乗り越え、終息後に成功の礎を築くためのサポートを提供します。また、世界的なパンデミックの中で
業界のリーダーが迅速に結果を出すことができるようプラスになるベストプラクティスを提供します。弊社
コンサルティングによるアセスメントは、人間の行動を基にデータを抽出し、お客様の目標に合わせてカス
タマイズすることができます。

新型コロナウイルス感染症がもたらす現実に適応しようとする製薬企業にとって、短期間で適切な変化を遂
げることは何よりも重要です。しかし、歴史の流れの中で今、私たちを取り巻く環境はデジタル変革という、
重大な変化を迎えています。歴史的な苦難に直面する一方で、私たちは貴重な機会も同時に得ています。そ
れは、人と直接関わることの大切さを改めて考え、人間関係を最大限に活かそうと考える機会を持ったこと
です。私たちが今行っていることは人々の記憶に残るでしょう。これらの転換を活用することで、困難な時
期に成し遂げた自分達の組織に誇りを持てるでしょう。
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お問い合わせ

Leigh Householder
EVP、マネージングディレクター

インサイト&イノベーション

Rich Gorman
コマーシャル ソリューションズ SVP

leigh.householder@syneoshealth.com

richard.gorman@syneoshealth.com
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サイネオス・ヘルスのインサイトハブについて
サイネオス・ヘルスのインサイトハブは、バイオ医薬品企業が常に進化する環境の中で、優れた業務を遂行し、成功
する一助となるような未来志向で実用的なインサイトを提供しています。弊社は大胆なリサーチを行い、インサイト
に基づく製品開発モデルの情報を基盤とした視点を持ち、お客様の課題に対して現実的な解決策を導くことに重点を
置きながら、意思決定や投資方針をサポートします。

サイネオス・ヘルスについて
サイネオス・ヘルス（NASDAQ：SYNH）は、業界で唯一、横断的なバイオ医薬品ソリューションを提供する会社です。
私たちは、現代のマーケットの期待に応えようとするお客様に対し、お客様のパフォーマンスがより加速することを
支援する、医薬品開発業務受託機関（CRO）およびコマーシャルビジネス受託機関（CCO）です。 

「shortening the distance from lab to life®」（研究開発から実用化までの距離を縮める）に関する詳細については、 
syneoshealth.com をご覧ください。

インサイト ハブ
サイネオス・ヘルス


