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Biopharmaceutical Acceleration Model (BAM)とは？

約2年前、サイネオス・ヘルスは「バイオ医薬品のライフサイクルを加速させるビジネスモデル」、 
BAM™(Biopharmaceutical Acceleration Model™)を世界的に立ち上げ、弊社独自の包括的なサービス提供を
もって製薬企業および医療機器企業の開発や製品の上市をグローバルでいかに加速させ貢献できるかということ
を実証してきました。

Biopharmaceutical Acceleration Modelとは、弊社の統合的なソリューションをベースにしたサービス提供の
アプローチ方法のことを指します。弊社がビジネスを行う医薬・医療品市場では、薬事やテクノロジー、ソーシャル
メディア、経済、疾患などあらゆる関連要因によって日々状況が変わりつつありますが、その重要な変化の多くに対
応できるフレキシブルで拡張性のある構想がBAMです。

医薬・医療品市場で高まる圧力や規制推進など数多くの要因がある日本において、Biopharmaceutical 
Acceleration Model (BAM)に強い関心が寄せられています。様々な規模の企業が存在し、多岐にわたるニーズ
がある中で、弊社がどのようなサービスを提供できるのか関心をお持ち頂いています。主にご質問いただくのは三
点です。一点目は、BAMの詳細と、BAMが日本の環境下でどのようにクライアントのニーズに適応するのかとい
うこと。二点目は、日本でBAMの価値が最大限に活きてくるのはどのようなタイプの企業かということ。また、実
際にどのように活用しているのかということ。そして 三点目は、BAMを既に導入した事例から、参考にできる点に
ついてです。
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BAMはどのような点で2019年現在の日本市場に 
適しているのでしょうか?

現在の日本のヘルスケア市場は、かつて経験したことのないレベルで変化しつつあることには間違いありません。
それ故に、多くの企業が早急にその変化に対応する必要性に気付き始めており、例えば医師へのサービス提供な
ど、従来では革新が難しいと考えられていた分野においてもその必要性が高まっていることが見て取れます。この
変化の中核には、真の革新的な治療をより早く、コストを抑えた形で市場に出さなければいけないという喫緊の課
題があり、その必要性は日本においてドラッグ・ラグが改善しつつある中でも、更に求められているという背景があ
ります。同時に、ポートフォリオのうち、成熟・衰退期にある医薬品・医療機器の効率化についても考慮しなければ
いけません。後発品と同じ効果でも価格が高いという訳にはいきません。

これらのニーズに応える為には根本的な変革が必要であり、二つのドライバーとなる点を推し進めていく必要があ
ります。この二点はBAMとも関係します。一つ目のドライバーは、臨床開発における従来の安全性および有効性
評価に加え、もっと包括的なアウトカム・ベースの研究(いわゆるリアルワールド・エビデンス(RWE))も普及してい
くべきということ。またそのプロセスに合わせて、開発プロセスの早い段階から上市戦略を組み込んでいく必要性
があります。この点を正しく実施すれば、薬価算定する際に製品の真の革新的な点が適切に評価されることにな
ります。

二つ目のドライバーは、承認後の医薬品がどのように上市され、ライフサイクルを辿るべきか今一度考え直すことで
す。成熟期に向かって柔軟性のある、その製品に合った、費用対効果の高い方法が取られているか徹底的に再考す
る必要があります。 

BAMのコンセプト は、この二点のドライバーを根本からサポートするようにデザインされています。社内各部門間
の境界を越えた組織体制を実現させ、従来のCRO、CSO、コンサルティング、エージェントやアドバイザリーのサー
ビスに弊社独自のインサイト重視のオペレーション方法を融合させました。インパクトのあるインサイトは臨床開
発を通して、上市／市場展開の過程で取り込まれ、そして、患者さんや医師、治療で得られたインサイトをまた戻す
形で次の研究や開発に取り入れるという、組織全体の学習サイクルを最大限に活用しています。 

さらに、弊社サービスを利用することによって、すべてのフェーズでコスト削減できるという利点があります。 バリ
ューチェーンを通してエンド トゥ エンドでサービスをご利用いただくことにより、必然的にランニングコストが削
減できます。投資すべきものの選択肢が広がり、不要な支出を回避することができ、柔軟な支払条件設定などの
価格戦略の幅を広げます。このアプローチは取引の多いクライアントだけに特別提供するいわゆるKey Account 
Management（重要顧客管理）ではありません。BAMの価値を最大限に引き出すべく、バリューチェーンを通し
て、個々のクライアントに特化した個別のサービスやプロセス、チームを集約しソリューションを提供しています。 
詳細は図 A をご参照ください。

図A
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どのような企業がBAMを利用することでメリットを得
ることができますか？またどのようなメリットですか？

BAMを活用いただく企業は、大きく分けて3つに分類できると考えています。まず、大手のグローバル製薬企業や
日本の製薬企業のクライアントは、アウトソーシングやエージェント、アドバイザリーサービスなど2-3のサービス
を独自に組み合わせて既にご利用いただいており、BAMのバリューを引き出されています。例えば、臨床試験の提
案書を作成する際に必ず行うこととして、治験のブランディングと製品のネーミングサービスを盛り込むことがあり
ます。クライアントが単一の治験管理チームの下、統合的にサービスを利用できるようご提案します。二つ目の企業
例として、海外市場での成長軸が大きく、収益の多くも海外がシェアを占めているような中小規模の日本企業（多く
は、まだグローバルに乗り出しはじめたばかりという状況の企業）が該当します。このような企業にとって、エンド
トゥエンドのサポートモデルは、広範囲に亘る上市／市場展開のプロセスを確立させ、日本企業をグローバル企業
へと導くという点で、非常に魅力があると思います。特にヨーロッパやアメリカ市場への参入準備を開始された企業
様にとって弊社のサービスは有効であると考えます。BAMから価値を得られる第三の企業グループは、開発した革
新的な治療を上市するために、第一もしくは第二弾の上市プランに日本を候補として検討しているものの、様々な
理由から典型的なアウトライセンスやコ・プロモーションモデルに思いとどまっている、海外の中小規模のバイオフ
ァーマです。弊社のキャピタル・ソリューション・チームのサービスを同時に活用することで、投資家の目に留まり、
資産（コンパウンド）の希薄化を回避しつつ、上市後のコントロールを強化できる可能性があるという点から、多く
の革新的なバイオテクノロジー企業間で弊社のエンドトゥエンドモデルの活用が高まりつつあります。これまでに
ない早さで、より効率的に革新的な医薬品を日本に上市できたら、BAMを活用する利点は非常に大きいと思いま
す。詳細は図 B をご参照ください。

具体的に、このモデルで日本に関係してくるサービス内容は 
何がありますか?

BAMなどのイノベーションについてお話するには、実際のビジネスの状況を言葉で説明するのが良いでしょう。 
このモデルの仕組みをご理解いただくのに、3 つのコンポーネントを説明します。 以下のとおりです。

1. Syneos One – Syneos Oneは、グローバル経験豊富な業界のプロフェッショナルが集まったチームで、ク
ライアントが保有する資産のLab to Life（研究から患者さんの元に届くまでの）プロセスに関して尽力していま
す。彼らの役割は、会社全体の目線でクライアントのニーズにお応えすることであり、弊社の各ビジネスラインか
らは独立していますが、ご要望を基に各サービスの調整を行います。オーケストラの指揮者のような存在だと捉え
ていただければと思います。彼らはそれぞれに経験を積んだヘルスケアにおけるベテランで、弊社が提供する広範
囲に亘るサービスをタイムリーかつ効果的にクライアントに提供することに専念しています。そうすることで、統合
的なサービスの円滑な提供が滞ったり、最も伝えるべきメッセージ性が稀薄になったり、時としてサービスが軟弱
化したりということを回避できるのです。 また、Syneos Oneは、上市のニーズと臨床開発計画との間にずれが
生じるリスクを確実に回避し、開発プロセスの可能な限り早い段階で上市に関する要素を取り込むことにも役立ち
ます。 中小規模バイオテック企業に需要が高いサービスとして、資金に関するサポートに特化したチームの提供
も可能です。バイオテック企業はサイネオス・ヘルスと連携することで投資家に対する信頼性が高まるということ
をよくご存知です。なぜならば、サイネオス・ヘルスはバイオテック企業が持ち合わせない上市／市場展開に関す
るサービスを提供できるからです。弊社であれば企業の投資家探しをサポートし、資金調達を強化することがで
きると考えます。

2. Dynamic Assembly – Dynamic Assemblyとは、その出処や帰属に関係なく、スペシャリストの能力とテ
クノロジーを統合するアプローチを意味します。弊社はBAMを支える、非常にオープンで依存性のない、柔軟なア
プローチでテクノロジーを取り入れています。 社内のテクノロジーソリューションに頼りがちな多くの競合他社と
は異なり、弊社はクライアントのニーズに最も適したサービスを提供するためであれば、時に自社以外のテクノロジ
ーパートナーを選ぶことさえも最善の方策であると考えています。弊社の最大の強みは、インテグレーターとしての
役割を果たすことであり、人財、インサイト、経験を提供することです。クライアントは、革新的なテクノロジー企業
と協業する柔軟性と順応性を弊社に期待していると思っています。テクノロジー企業は画期的なプラットフォームを
持っているかもしれませんが、オペレーションの中に統合的にどう組み込んでいけばいいのかという経験には欠け
ています。 Dynamic Assembly は、スタンフォード大学が実践するオープンイノベーションシステムのアイデア
と非常によく似ています。これは実際、どのような意味があるのでしょうか？例えば、医師との対面でのディテール
及びリモートでのコミュニケーション双方を含んだハイブリッドなモデルなど、リモート/デジタルを重視したマルチ
チャンネルの統合ソリューションをクライアントに提案するのであれば、弊社が行う唯一の提案はグローバルで提
供しているソフトウェアソリューションです。または、クライアントが必要としているサービスをすでに持っている日 
本企業と提携することや、場合によっては、グローバルのソフトウエアプロバイダーとも提携することもあるでしょう。 
ニーズに合ったフレームを選ぶのはクライアントご自身です。弊社はあくまでインテグレーターとして、エンドト 
ゥエンドのサービスとコンポーネントを組み合わせたインターフェースを、コンプライアンスに沿った、費用対効果 
の高い形で提供します。詳細は図Cをご参照ください。

顧客タイプ 主要ニーズ BAMソリューション

大手外資・内資メーカー
• アウトソーシングに関わる取引コストの削減
• 開発段階から上市戦略を検討・構築
• バリューチェーン間を跨った、インサイトの

質及び量の向上

• 2-3のサービスを組み合わせた統
合サービスの提供

• 開発段階における上市／市場展開
に関するアドバイザリーサービス

中小規模の内資メーカー • グローバル化
• 欧米市場での開発及び上市の加速

• Syneos One
• コンサルティング
• エンドトゥエンド・ソリューション

中小規模の外資バイオ 
ファーマ

• 資産（コンパウンド）の希薄化を回避した形
での日本市場参入

• 費用対効果の高いケイパビリティの獲得
• 参入市場に関するインサイトの獲得

• Syneos One
• CRO+コンサルティング+CCO

図B
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BAMの日本での実例から学べること

日本におけるBAMの3つの活用例を示し、サイネオス・ヘルスと連携することでどれだけクライアントの価値を引き
出すことができるかご紹介します。 多くの場合、クライアントは弊社のバリューチェーンの中から３～５つのサービス 
を統合的に活用されます。現時点ではバリューチェーン全部を活用している日本のクライアントはまだいらっし 
ゃいませんが、その理由として、BAMは導入してまもなく、まだ初期段階であるということ、グローバルで展開して
いるサービスの全てを日本で提供してはいない点が挙げられます。

1. 中規模グローバル製薬会社のメディカル・アフェアーズ・フィールドチームのトランスフォーメーション 
ある特定領域に特化したこの企業は、日本におけるメディカル・フィールドチームをグローバルのビジネスラインに
合わせて構築・配置するという点について課題を抱えていました。人材採用サポートというグローバルチームから
の当初のリクエストを受けて、すべてのステークホルダーと協議・調整を行った結果、アウトソースMSLと弊社グロ
ーバルMSLアカデミーのトレーニングプログラムの両方を合わせて提供することとなり、革新的なKoLエンゲージ
メント戦略でフィールドチーム全体のトランスフォーメーションを実現しました。日本にグローバル戦略に沿った 
フィールドメディカルチームを配置するだけでなく、強固なチェンジマネジメント・モデルを取り入れることによって、 
当初のクライアントの要望を超えた付加価値をもたらしました。

2. バイオテクノロジーデバイス企業 
この EUの小規模バイオテック企業は、サイネオス・ヘルスと長期的なグローバル戦略で提携し、革新的な医療機器 
の開発と上市スピード、ビジネス範囲を大幅に拡大してきました。弊社のサポートもあって、今では日本と中国で 
上市する計画が進行しています。デバイスの開発をどのように進めるか、投資家からの支援をどのように受けるかと
いう課題がありましたが、弊社のサポートの結果、どちらも達成することが出来ました。 ここで学べるポイント 
として、臨床開発プロセスのより早い段階で、上市に関する専門知識やソートリーダーシップを活用した方がい 
いという点、そして難しい市場も含めて検討し、グローバル全体で上市計画を立案すべきという点が挙げられます。

3. 日本で上市を検討しているオンコロジー専門のバイオテック企業 
非常に革新的なこの米国のバイオテック企業は、日本市場で現実的なコプロモーション先を見つけることに苦戦
し、弊社にコンタクトしてきました。彼らは、すぐに活用可能で、費用対効果が高く柔軟に提供してもらえる様々な
インサイトやサービスを必要としていました。サイネオス・ヘルスは、短期的なニーズに迅速に対応し、プランを実行
するために、日本での開発、RWE、上市及び市場展開に関するエキスパートたちを招集し各ソリューションを提供
しました。このチームには、ターゲットとなるKOLと仕事をした経験があるシニアのチームメンバーも含まれていま
した。これを書いている今も、このクライアントは、必要な各サポートを継続的に利用することを希望されており、
上市時期が近づいているので、薬事関連サービスの利用もご検討されています。 今回迅速にご要望にお応えした
ケースから言える最も重要な点は、サイネオス・ヘルスがいかに迅速にグローバルの経験値とインサイトを日本の 
マーケットに合うよう取り込んだかという点と、それをどれだけ柔軟に対応したかということに尽きると思います。

弊社のソリューションをフルサービスとして活用することに現段階では躊躇されている企業様にとって、部分的に
BAMを取り入れることでクライアントのご要望を満たせる点が主に3点あります。

•  効率的な上市／市場展開、及びエビデンス重視の臨床開発の重要性が増す

•  上市計画における柔軟性

•  専門性に特化し、費用対効果の高いプロモーション活動を実現

図C
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3. Global Client Solutions – 弊社のすべてのビジネスラインには、クライアントのニーズを確実に満たすた
めにビジネス ディベロップメントとソリューションアーキテクトのチームが存在しますが、エンドトゥエンドの統合
ソリューションを提供するためには、製品のライフサイクル全体を通してクライアントと同じ目線に立って考えるこ
とができるクライアント・サービス・エグゼクティブの存在が必要であると考えています。また、クライアントを第
一に、クライアントが思いもよらない方法でサービスを組み合わせ提案できる人材が必要です。そうすることで、
クライアントの革新的な医薬品や医療機器の上市成功の可能性を最大化することへと繋がります。日本の企業も
含む大口のお取引のクライアントに対しては、BAMのバリューを最大限に活用していただけるよう専任の上級幹部 
を配置しています。特筆すべき点として、弊社のクライアントをグループ分けすると、どのグループにも最低一社 
の日本企業が含まれているという点です。サイネオス・ヘルスは、長きに亘って日本のクライアントと強い関係を 
築いてきており、クライアントのテクノロジーや会社ブランドのグローバル化に一躍を担ってきたということに誇りを 
持っています。

この他にもクライアントのニーズに応える独自性と柔軟性に富んだコンポーネントが数多くありますが、特に上記
の ３ 点は、現段階でBAMについてご理解いただける具体的な例でしょう。

モデルのコンポーネントすべてを通して提供することは、クライアントの組織変革を手助けするという重要な役割
を弊社が担っていると考えています。 日本のヘルスケア市場は変革が求められていますが、特に、医師との関係
をはじめ、変わることが非常に難しいと誰しもが痛感しています。変革するために効果的で新しいアイデアを提供
し、変革のきっかけを作ることが、弊社がもたらすことのできるバリューであり、それが弊社の重要な役割だと思
います。 例として、MSLとMRが行う医師との関わり方で、リモート・対面両方のディテーリングを統合したハイ
ブリッドなプロジェクトのアプローチなどが該当します。薬価引き下げ圧力や他社との競争に直面しているクライ
アントは、医師とのエンゲージメントをもっと生産性の高いものに変えたいと根本的なソリューションの変革を探
し求めていますが、往々にして現行のあり方が変革の最大の障壁になるものです。サイネオス・ヘルスのデジタル 
とCSOを組み合わせたモデルは、詳細に設計されており、マルチチャンネルでのエンゲージメントを高めるきっかけ 
になります。サイネオス・ヘルスと仕事をすることで、現行のあり方に対する壁を乗り越え、変化を促進すること 
が可能となります。

6  |  © 2019 Syneos Health®. All rights reserved.  © 2019 Syneos Health®. All rights reserved.  |  7

INTEGRATED SOLUTIONS IN JAPAN



今後の展望は?
BAMは、日本の現在の変化し続ける医薬品・医療機器市場の状況に適しており、日本の社員は日本の独特な
市場環境に合った形でのBAM提供に熟知しています（BAMは元々、非常にフレキシブルな設計になっていま
す）。 製薬企業がよりコマーシャル主導型かつエビデンス重視の開発と上市計画を模索する一方、プロモーシ
ョンの生産性向上も求められる中で、BAMは費用対効果の高い方法でクライアントのニーズにお応えできると
確信しています。
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お問い合わせ：
セバスチャン　バザー
日本・アジア太平洋地域統括責任
sebastian.bather@syneoshealth.com

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、横断的にバイオ医薬品ソリューションを提供する会社です。現代のマーケットの期待に応
えようとするお客様のパフォーマンスの加速を支援する、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。
当社のビジョン、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）についての詳細は、 
https://jp.syneoshealth.com/をご覧ください。
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