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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、メディカル、コ

マーシャル、キーアカウント管理チーム向けアプリケーション（Veeva Link for Key 

Accounts）、さまざまな医療システム、学術的認知とセンチメント（ Veeva Link for Scientific 

Awareness）、およびメディカルインサイト（Veeva Link for Medical Insights）に関してリアル

タイムに情報を得られるアプリケーション、さらにアジャイルワークフローとリレーションシップ管

理（Link+）の４つの新たな Veeva Linkデータアプリケーションを発表しました。また、アジャイ

ルワークフローとリレーションシップ管理のための新しい Link+アプリケーションは、メディカル、

コマーシャル、およびマーケティングチームが主要な医科学専門家と協力しながら計画的な

取り組みを実施できるようにサポートします。この 4つの新しい Link製品は、業界をリードする

Link for Key Peopleアプリケーションに加えられます。 (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/veeva-link-adds-four-new-data-applications-

to-deliver-real-time-intelligence-for-medical-and-commercial-teams/ 

Veeva Linkに新たな 4つのデータアプリケーションを追加 

メディカルおよびコマーシャルチームにリアルタイムのインテリジェンスを提供 

～ 新規アプリケーション：Veeva Link for Key Accounts、Veeva Link for Scientific 

Awareness、Veeva Link for Medical Insights、Veeva Link+ ～ 

https://www.veeva.com/jp/products/veeva-link/
https://www.veeva.com/resources/veeva-link-adds-four-new-data-applications-to-deliver-real-time-intelligence-for-medical-and-commercial-teams/
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Link データアプリケーションは、インテリジェントなソフトウェアの自動化に加え、正確

性と深度を確保するための人によるキュレーションを組み合わせた最新のデータプラット

フォームにより構成されます。このアプリケーションで Link は、キーパーソン、顧客、出

版物、臨床試験、会議、デジタルエンゲージメントなど、ますます多くの領域でリアルタ

イムのインテリジェンスを生成できるようになります。現在の Veeva Link のデータアプリ

ケーション群には、次のものが含まれます。 

⚫ Veeva Link for Key People : 20 以上の治療分野にわたるグローバルな医科学専門家

を特定、プロファイル、追跡管理します。現在世界中で利用可能です。 

⚫ Veeva Link for Key Accounts : プロファイル、最重要人物、活動状況など、主要な

医療システムに関連するインテリジェンスを提供します。2022 年後半に提供開始予定

です。 

⚫ Veeva Link for Scientific Awareness : 特定の医薬品や治療法に関する学術的認知と

センチメントのデータを提供します。2022 年夏に提供開始予定です。 

⚫ Veeva Link for Medical Insights : 医療に関するインサイトを企業全体に提供し、キ

ュレーションして共有するワークフローアプリケーションです。2023 年初旬に提供開

始予定です。 

⚫ Veeva Link+ : アジャイルワークフローおよびリレーションシップ管理をサポートす

る Link+は、企業がさまざまな部門や地域を超えて、医科学専門家とのエンゲージメ

ントを容易に計画・連携・レビューを実施できるよう支援します。2023 年初旬に提供

開始予定です。 

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。「企業ではメディカル部門やコマーシャル部門の活動促進のため、より優れたリア

ルタイムのインテリジェンスが求められています。Veeva Link は、お客様が研究開発と治

療を改善できるように、インサイトを加速させ、エンゲージメントを推進する重要な役割

を担っています。」 

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。 

Veeva Link: https://www.veeva.com/jp/products/veeva-link/ 

Veeva Data Cloud: https://www.veeva.com/products/veeva-data-cloud/ 

https://www.veeva.com/products/veeva-data-cloud/
https://www.veeva.com/jp/products/veeva-link/
https://www.veeva.com/products/veeva-data-cloud/


 

3 © 2022 Veeva Systems Inc. All rights reserved. Veeva, V, Vault and Crossix are registered trademarks of Veeva Systems Inc. 

 

【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 

https://veeva.com/jp/
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1393052/000139305221000040/veev-20211031.htm
http://sec.gov/
mailto:japan.info@veeva.com
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