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Veeva Systems【NYSE:VEEV】(本社 : カリフォルニア州プレザントン、日本法人 本社 : 

東京都渋谷区、日本法人代表取締役 : Sebastian Bather、以下 Veeva) は、皮膚科領域

の医薬品グローバルリーダーである LEO Pharma社とのパートナーシップを拡大したことを

発表しました。LEO Pharma社は、Veeva Linkのデータ製品群のひとつであるリアルタイム

のインテリジェンスを提供するアプリケーション Veeva Link for Key Peopleを使用して、医

科学専門家のコミュニティで有用な議論を促進していきます。LEO Pharma社のメディカルア

フェアーズ部門とセールス部門は、Link for Key People を活用することで、皮膚科領域の医

科学専門家とのエンゲージメントを拡大できるようになります。(本リリースは、Veeva米国本社

が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちらからお読みいただけます。) 

原文： https://www.veeva.com/resources/leo-pharma-leverages-veeva-link-for-key-

people-to-expand-engagement-with-scientific-experts/ 

 

LEO Pharma社のグローバルフィールドメディカルエクセレンス担当シニアディレクターである

Joshua Corriveau氏は、次のようにコメントしています。「当社は、皮膚科領域の標準治療の

向上に努めており、世界中の科学、デジタル、クリニカルの分野のリーダーから最新の知見を

LEO Pharma 社、Veeva Link for Key People を活用し、 

医科学専門家とのエンゲージメントを拡大 

～ 皮膚科領域の医薬品のグローバルリーダーとして、 

より効果的に医療コミュニティと関わりながら、 

患者のQOL向上を目指して新たな治療法の開発に取り組む ～ 

https://www.leo-pharma.com/
https://www.veeva.com/jp/link
https://www.veeva.com/resources/leo-pharma-leverages-veeva-link-for-key-people-to-expand-engagement-with-scientific-experts/
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得ることはきわめて重要なことです。私たちが皮膚科領域でイノベーションを起こすためには、

関連する研究開発の最前線にいる専門家に関して、正確でタイムリーなデータを得る必要が

あります。Link for Key Peopleは、既知の専門家との関係を深め、さらには新たな専門家を

特定して、患者ケアを進歩させる医科学専門家との情報交換の促進に役立ちます。」 

今後 2～3年毎に新薬の上市を計画している LEO Pharma社のメディカルアフェアーズ部門

は、世界中の医科学専門家とのエンゲージメントにおいて重要な役割を担っています。各専

門家に関してより深く理解することによって、進化し続けるヘルスケアエコシステムの中で、対

面およびデジタルでのエンゲージメントを充実させることが可能になります。Linkは Veeva 

CRM とシームレスに統合されており、グローバルおよびローカルでの医学会、臨床試験、デ

ジタルエンゲージメント活動など、幅広いソースから重要なインサイトを提供します。 

Veeva Linkのジェネラルマネージャーである Kilian Weissは、次のようにコメントしています。

「LEO Pharma社の急速なクリニカルイノベーションのペースを鑑みれば、同社のメディカル

アフェアーズ部門とセールス部門が正確なエンゲージメントを行っている先駆的存在であるの

も不思議ではありません。LEO Pharma社のメディカルアフェアーズ部門とセールス部門は、

Veevaのリアルタイムのカスタマーインテリジェンスを活用し、主要なリーダーの学術的センチ

メントや専門家のネットワークを把握することにより、キーパーソンと効果的にコミュニケーション

を取り、患者の QOL を向上させることが可能になります。」 

LEO Pharma社はすでに Veeva Commercial Cloud（マルチチャネルエンゲージメント、コ

マーシャルコンテンツ管理、メディカルコンテンツ管理のソリューションを含む）を活用していま

すが、そこに Link for Key Peopleが追加されます。また同社は、Veeva Digital Trials 

Platformのアーリーアダプターです。バイオ医薬品企業が医療関連のアクティビティの影響

に関する理解を深め、新たな専門家や医療従事者を特定してつながり、より有意義でバランス

の取れたエンゲージメントを促進するために Link for Key Peopleがどのように役立つか、そ

の詳細については、veeva.com/jp/VeevaLink をご覧ください。 

Veeva Link は、共通のデータアーキテクチャ上に構築されたデータ製品スイートである

Veeva Data Cloud の一部です。 

 

 

 

https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/
https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/
https://www.veeva.com/jp/products/commercial-cloud/
https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/
https://www.veeva.com/jp/products/content-management/vault-promomats/
https://www.veeva.com/jp/products/content-management/vault-promomats/
https://www.veeva.com/jp/products/vault-medcomms/
https://www.veeva.com/jp/products/digital-trials-platform/
https://www.veeva.com/jp/products/digital-trials-platform/
https://www.veeva.com/jp/link
https://www.veeva.com/products/veeva-data-cloud/
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LEO Pharma社: https://www.leo-pharma.com/ 

Veeva Link for Key People: https://www.veeva.com/jp/link 

Veeva CRM: https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/ 

Veeva Commercial Cloud: https://www.veeva.com/jp/products/commercial-cloud/ 

マルチチャネルエンゲージメント: https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/ 

コマーシャルコンテンツ管理: https://www.veeva.com/jp/products/content-

management/vault-promomats/ 

メディカルコンテンツ管理: https://www.veeva.com/jp/products/vault-medcomms/ 

Veeva Digital Trials Platform: https://www.veeva.com/jp/products/digital-trials-

platform/ 

 

 

 

 

【Veeva Systems社について】 

Veeva Systems社はライフサイエンス企業向けにクラウドベースのソフトウェアを提供するグロ

ーバルリーディングカンパニーです。世界最大規模の製薬企業からバイオテクノロジー分野の

新興企業まで、1,100社を超える顧客に技術革新への取り組みや卓越した製品力によって、

お客様の成功にコミットする様々なサービスを提供しています。パブリック・ベネフィット・コーポ

レーション企業として Veevaは、お客様や従業員、提携企業、株主、サービス提供業界を含

むすべてのステークホルダーの利益バランスを保つことにコミットします。詳しくは、

https://veeva.com/jp/をご覧ください。 

 

Forward-looking Statements 
This release contains forward-looking statements regarding Veeva’s products and services 
and the expected results or benefits from use of our products and services. Such 
statements are based on our current expectations. Actual results could differ materially 
from those provided in this release and we have no obligation to update such statements. 
There are numerous risks that have the potential to negatively impact our results, including 
the risks and uncertainties disclosed in our filing on Form 10-K for the period ended 
January 31, 2022, which you can find here (a summary of risks which may impact our 
business can be found on pages 13 and 14), and in our subsequent SEC filings, which you 
can access at sec.gov. 

【本件に関するお問い合わせ先】 

Veeva Japan 株式会社 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー5階 

TEL：03-6721-9800  FAX：03-3449-7800  E-mail：japan.info@veeva.com 
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