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住友ファーマ株式会社（旧：大日本住友製薬株式
会社）に入社。ＭＲとして医師とコミュニケーション
を取るのが苦にならず、営業としての実績目標に対
しても「あまり大変だと思ったことはありません」。
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1 MRに求められるのはコミュニケーション能力。
ただ薬を販売す
るのではなく、医師と信頼関係を築くことが重要。2 オフィスのフ
リーデスク。打ち合わせをしたり、医師に提案する情報を整理する
ときに活用する。3 自社の製品についてプレゼンテーションを行
うことも。4 MRは各所を自ら訪れて情報を届ける仕事でもある。
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そこで大切なのは、知っ
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試験だったと振り返る。
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