メディカルアフェアーズの プロフェッショナルを目指すあなたに

MA/MSL 活動において必要な知識を基礎から体系的に学ぶ

ＭＡアカデミー

オンラインと Face to Face のブレンデッド講座で確実に知識を習得

&

集合研修

ＭＡアカデミーとは
メディカルアフェアーズ（MA）は、医療への貢献のために活動する
製薬企業の中で、病で苦しむ患者さんのために最善の医療を届ける

メディカルアフェアーズ（ M A )

ことが大きな目的のひとつです。

すべては患者さんのために

特に担当領域に関わるメディカルアンメットニーズの同定、メディ

カルプラン（MP）の策定といった MA の活動は、常に患者さんを中
心に考えることが求められます。MP に基づいた活動には、エビデ
ンス創出を目的とした臨床研究の企画や実施、論文発表や講演会の

実施など、非常に多岐にわたります。これらの活動は、すべてコン
プライアンス遵守の上に成り立つものでなければなりません。コン

プライアンスを遵守し、高度なサイエンス知識とコミュニケーショ

メディカル
戦略

データ
創出

情報収集

リーダーシップ

試験 / 研究

医学情報

医学関連
知識活用
医学的教育

ン力を持つ者がこの業務にあたることが求められています。

シミック・アッシュフィールドの MA アカデミーはそれらを総合

KOL* からの
インサイト収集

コンプライアンス

的・体系的に習得できる画期的なプログラムを通じて、MA分野の
第一線で活躍できる人材を育成します。

医療従事者
との情報交換

メディカルアフェアーズに求められる能力
* KOL(Key

Opinion Leader)

インプットとアウトプットを効果的に行うブレンデッドプログラム
e-ラーニングは、製薬業界の基礎～МＡの知識まで 20 科目以上！ 集合研修ではロールプレイや演習などの実践プログラム

e ーラーニング
製薬基礎知識
製薬関連法規
臨床研究
研究倫理

医薬品開発

集合研修
MＡ導 入 研 修

ビジネススキル
医療統計演習
医療経済演習

パブリケーション

MAアカデミーは、将来 MA 部門で仕事がしたい方
や、すでに MA 部門の仕事をされている方でより知
識を高めたい方に、必要な知識と技術をご自身のス
ケジュールに合わせて効果的に習得できるオンライ
ンベースの養成講座です。
MA/MSL 活動における必要な知識を、基礎から体
系的に学ぶことで実践力を身に着けることができ
ます。
M S L（メディカル・サイエンス・リエゾン）

受講可能期間（１年間）は
ご自身のペースでの受講が可能

週末に行われる
通いやすいスケジュール

* 一部の基礎スキル研修は希望者のみの受講科目です

医学・科学的見地から KOL との情報交換を通じて、医療現場
のインサイトを入手し、
新しい治療法や最適な治療を普及させ
る役割を担うメディカルアフェアーズ分野の職種。

ごあいさつ
近年、iPS 細胞研究等に代表されるような医療技術の進歩に伴い、Patient Centric（患者さん中
心）の考え方が高まってきております。製薬企業は、画期的な新薬を開発して市場にもたらすと
同時に、患者さんにその薬を役立ててもらうための様々な付加価値の情報を追加することも重
要な役割となってきています。
メディカルアフェアーズ（MA）は、その役割を全うするために欠かすことのできない部門です。
医療現場におけるステークホルダーとコミュニケーションを行いながら、メディカルアンメッ
トニーズ（MUN）を同定し、その解決に取り組みます。したがって、医学的・科学的知識はもち
ろん、関連法規等の知識や高いコミュニケーションスキルが求められます。
MA アカデミーは、このような必要な知識を効率的に学習できる画期的なプログラムとなって
おります。近い将来、MA 部門で働きたい方や、すでに MA 部門で働いている方でもぜひ、このプ
ログラムをご活用いただきたいと思います。修了生の皆様が MA 部門でご活躍をされることを
心から期待し、皆様のご参加をお待ちしています。

田中 弘之
シミック・アッシュフィールド株式会社
メディカルアフェアーズ事業部門
薬学博士

ＭＡアカデミーの活用
法人のお客様

個人のお客様
□ 将来のキャリアの可能性を広げたい

□ 組織強化が必要だが、
人財育成にかけているリソースがない

□ MA の勉強をしながらビジネススキルも身につけたい

□ 既存の業務を行いながら効率的にスキルアップを図りたい

□ MSL・MA 部門について理解を深めたい

□ 共通した体系的知識をチーム内で共有したい

□ MA の知識を効果的に習得したい
□ 今さら聞けないしっかりとした基本を確実に押さえたい
□ MA のエキスパートレベルを目指したい

対象者

MAやMSLとして働くことを目指している方やご興味がある方

理系大学院生以上 または 社会人の方（研究者、企業に勤めている方等）

□ 若い世代の育成を行いたい
□ 社内昇進・昇格の基準を検討したい
□ MA/MSL トレーニングを一元管理したい
□ 社内 MA/MSL 認証の基準にしたい
□ MA/MSL 経験豊富な講師のプログラムに参加させたい

日本語での議論が可能な方

ご受講開始前に簡単なインタビューで、受講要件を満たしているか確認
を行います。要件を満たさないと判断された場合はご受講をお断りする
場合がございます。

＜例＞
□アカデミアでライフサイエンス系 □製薬企業・医療機器メーカーに
在籍中で、メディカルアフェアー
自然科学に関する研究に携わって
ズの業務に興味のある方
おり、製薬企業での勤務に興味の
ある方
□ライフサイエンス系自然科学の大 □製 薬 企 業 の メ デ ィ カ ル ア フ ェ
アーズ関連部門に在籍中で、メ
学院に在学中で、将来製薬企業の
ディカルアフェアーズの基礎知識
メディカルアフェアーズ部門にて
を再確認されたい方
活躍したいと考えている方

企業様のご要望･目的に応じて、コンテンツのカスタマ
イズが可能です。メディカルアフェアーズ部に異動さ
れた方、メディカルアフェアーズで業務を行っている
方々へのフォローアップ研修として活用いただけます
ので、ご相談ください
柔軟なプログラム
ニーズに合わせて、e - ラーニン
グと集合研修の組み合わせや講
座の内容をカスタマイズ

進捗管理の一元化
受講者の学習状況はタイムリー
にシステムから管理者アカウン
トに共有されます

ＭＡアカデミーの特徴
MA アカデミーは、これまでの製薬企業に対する MA コンサルティング、MSL 研修の実績をフル活用した学習プログラムです。
最大の特徴は、自己学習が可能なインプットには e-ラーニングを活用ししつつ、対面型の集合研修でアウトプットの実習を行う
ことにあります。このブレンデッドなプログラム構成によって、オンライン学習のメリットと対面実習を通じた習得知識の定着
が期待できます。
カリキュラム修了後には、MA 業務を行うにあたっての圧倒的な自信を身につけることができるでしょう。

経験に基づいた
独自のプログラム

■ MAコンサルティングや社内MSLへの研修実績を持つシミック・アッシュフィールドのノウハウが凝縮
■ e-ラーニングと集合研修を併せたブレンデッドプログラムによる効果的な MA知識と技術の習得
■ MSLに必要なコミュニケーションスキルなどを含めた包括的プログラム
■ 高い評価を得ている現役 MSL 研修の教材をベースにオンライン学習用に開発
■ 最新の学術知識を織り込んだ教材は常にアップデート

効果的に学習できる
ラーニングシステム

認定証の発行

■ 受講者の能力をさらに高める、
インタラクティブな集合研修を伴うプログラム
■ 学習管理システムで、
進捗を見える化しモチベーションを維持

■ 確認課題に対するフィードバックを行う、
一方通行ではないプログラム
■ 質問は随時受付

■ 全カリキュラム受講後、
最終試験合格者に認定証を発行

コースと学習方法
スペシャリストコース

プロフェッショナルコース

将来、メディカルアフェアーズ領域における

製薬企業にて 3 年以上の経験があり、
スペシャ

自身の可能性を広げたいという想いを

リストコース修了者、もしくは同等の知識・

MA
応用演習

MA アカデミーは支えたいと考えてい
ます。

社会人としての基本的ビジネスス

スキルをお持ちの方が参加いただける
コースです。MA の実際の業務を演習
を通じて実践練習していただくこ

MA スキル取得

キルから製薬業界・メディアカ
ルアフェアーズに関する知
ができます。

れることが期待できます。一

MA
基礎演習

MA
基礎知識

識を体系立てて学ぶこと

とで、よりスムーズに業務に慣

部、英語での議論も必要に
なります。

基礎スキル取得
ビジネス
スキル

＊2019 年後半開講予定

製薬業界
基礎知識

*

製薬業界
の働き方

*

オンラインインプット
＆集合研修でのアウトプット

MA 実務に即した実践演習
＆ディスカッション

*

希望者のみの受講となります

ライフスタイルに合わせた受講
受講期間（１年間）内において、e -ラーニングは常時受講可能です。知識の定着まで、何度でも繰り返して視聴いただけます。
ご自身のペースに合わせてインプット学習を行いながら、3 回（計 6 日間）の集合研修での講師との双方向コミュニケーショ
ンに重点を置いた講義により、実践的なスキルを身に着けていただきます。

スペシャリストコース受講タイムラインイメージ

短期集中で学ぶ

受講開始

集合研修 集合研修
（土・日）（土・日）

認定証発行

集合研修
（土・日）

最終試験

e -ラーニング

合格

Ａ さん

６ヶ月

３ヶ月

受講開始

第、最終試験をご自身のタイミン
グで、ご受験いただきます。
試験はウェブシステム上で実施い
たします。なお、最終試験の受験

６ヶ月

集合研修 集合研修
（土・日）（土・日）

最長 12 カ月間 e-ラーニングコンテンツを受講可能
※集合研修はシミック・アッシュフィールド本社研修室にて開催します

認定証発行

集合研修
（土・日）

１２ヶ月
最終試験

e -ラーニング

９ヶ月

合格

Ｂ さん

３ヶ月

全てのコンテンツの学習が終了次

は受講期間内に 2 回まで可能です。

最短約 6 カ月で修了

じっくり学ぶ

最終試験について

スペシャリストコース カリキュラム
MA 人財としての即戦力につながる幅広い知識とビジネススキルを網羅
e -ラーニングでは、製薬業界に関連する基礎知識から MA 業務

集合研修では、臨床研究経験豊富な医師や MA 経験豊富な講師

に欠かせない実践的な知識まで、総合的な学習が可能です。各

による双方向コミュニケーションに重点をおいた講義を行い

種端末にも対応しており、１コマの講義を 15 分以内に分けて

ます。

配信いたしますので、場面を選ばず効率的な学習が可能です。

実務に役立つスキルを Face to Face で学んでいただきます。

各単元毎にテストがあり、習得度の確認ができます。もちろん

集合研修は、週末を利用して実施します。

受講期間中は、繰り返し何度でも学習していただけます。

e-ラーニング
製薬業界の基礎知識

医薬品開発概論

医薬品情報概論、医療用医薬品添付文書、医薬品の副作用、薬剤に関
する基礎知識、薬物の体内動態、薬物相互作用、医薬品情報の創出と
活用、医療関連制度、PMS の概要

医薬品開発の流れ、非臨床試験、GLP の基礎、治験、GCP の基礎、
GPSP の基礎、GVP の基礎、RMP（リスク管理計画）、製造販売後調
査（使用成績調査、特定使用成績調査）
、安全性情報定期報告

関連法規・規制・ルール

臨床研究

医薬品・医療機器等法、各種関連法規、コンプライアンス、コード・
オブ・プラクティス、 公正競争規約、 医療用医薬品プロモーション
コード

観察研究、コホート研究、ケース・コントロール研究、データベース
研究、医療統計解析学の基礎、医療経済学の基礎、HTA、費用対効果、
QALY、ICER

研究倫理

パブリケーション

研究倫理の基礎、ヘルシンキ宣言、ベルモントレポート、生命倫理の
原則、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、研究者主導臨床
研究、企業主導臨床研究、臨床研究契約、臨床研究法

論文作成ガイドライン、GPP3、STROBE 声明、CONSORT 声明

集合研修
製薬業界の基礎知識

MSL 導入教育

医薬品概論、メディカルアフェアーズ基礎知識、MA 経験者によるレク
チャー

MA の Vision & Value、KTL(Key Thought Leader)/KOL(Key
Opinion Leader)

ビジネススキルトレーニング

OUTPUT トレーニング

ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、ネゴシエーションスキル、
プレゼンテーションスキル

MA 部員としての訪問 / 面会トレーニング

MA 導入教育

医療統計 / 医療経済学演演習

メディカルアフェアーズとは

MA の歴史的変遷、MA の機能と役割、MA の中での MSL の役割

医療統計学のハンズオンセミナー、医療経済学の基礎

効率的な学習をサポートする
ウェブラーニングシステム
MA アカデミーは、
受講申し込みから修了 * まで、ウェブベースで行うことが可能です。

ラーニングシステムでできること
□ e -ラーニングの受講
□ オンラインセミナーの受講
□ 受講状況確認
□ 集合研修スケジュールの確認
□ 集合研修の申し込み
＜デモ画面＞

* 集合研修の出席登録はウェブシステムで実施しますが、
研修はシミック･アッシュフィールド本社にて行います

MA 基礎知識

□ オンライン試験の受験
□ 課題提出およびフィードバック
□ 運営事務局とのコンタクト

集合研修会場
集合研修はシミック･アッシュフィールド
株式会社 本社の研修室で実施します。

浜松町ビルディング

〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1
アクセス

JR 浜松町駅より 徒歩 7 分
地下鉄大門駅より徒歩 10 分

お申込みから受講の流れ
受講 申込み手続き

Web から お申込み

MAアカデミーウェブページより
必要情報をご入力ください。

https://www.cmic-ashﬁeld.com/ma/ma-academy

Web インタビュー

ご入金

これまでのご経験を伺い、

Paypal アカウントでのお支払い、または Paypal

適切なご受講内容をご案

サイトでのクレジットカード払いとなります。

内します。

( お振込みをご希望の方はご相談ください。)

受講開始から 修了認定

ご受講開始

進捗の確認

最終試験

認定証発行

eｰラーニングと集合研修を組

学習スケジュールの進捗を確認し

全てのコンテンツの学

最終試験に合格された方に

み合わせることで、知識とスキ

ながら学習を進めます。e-ラーニ

習 が 修 了 次 第、ご 自 身

は、M A ス ペ シ ャ リ ス ト /

ルをしっかりと身に付けてい

ングはご自身のペースでご受講い

のタイミングで最終試

プロフェッショナル認定証

ただきます。

ただけます。
（契約期間一年間）

験の受験が可能です。

を発行いたします。

修了認定について

CERTIFICATE
of completion

E

修了認定証

ＭＡアカデミーの認定証は、
「スペシャリストコース」
「プロフェッショナルコース」それぞれの最終試験に

M

Hanako Yamada

SA

合格された方へ発行されます。
MA アカデミーは、欧米を中心に製薬企業に対する支援ビジネスを展開している Ashﬁeld 社と共同で
開発された国際的なプログラムです。

お申込み・お問合せについて
ＭＡアカデミーウェブページにプログラムの詳細を掲載しています。
こちらのページから Web 登録が可能です。
ＭＡア カ デ ミ ー
ウェブページ

https://www.cmic-ashﬁeld.com/ma/ma-academy

QR コ ー ド

シミック・アッシュフィールド株式会社
運営会社

本社・研修室：〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1
TEL：03-6779-8215
https://www.cmic-ashﬁeld.com

シミック ・ アッシュフィールド株式会社
MA アカデミー 総長 赤 手 未 唯
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本認定は MA/MSL としてグローバルに活躍できる知識・スキルを身に着けていることを証明します。
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