
Mediasite+IMS が実現するWeb 講演会サービス

　　全国各地で
　　Hybrid・Web 講演会を開催
インターネットを介して行うWeb 講演
会はHybrid Event と呼ばれ、講師・視
聴者の移動にかかるコスト削減に大き
く貢献。配信場所も全国各地から。

　　医療情報提供サイトと
　　連携したマルチチャネル配信
Web 講演会のライブ配信、医学関連学
会で収録した講演を既存の医療情報提
供サイトと連携して配信。視聴ログから
Dr の詳細な活動履歴を把握可能。

　　海外の学会講演を
　　即日Web 配信
欧米にパートナー会社を持つMediasite
なら、海外での学会や報告会の収録を
現地対応。欧米支社との協業により、
グローバルな情報提供が安価に実現。

MRへのメリット
1. アンケート・クイズ・質問すべての情報

がいつでもどこでも確認できます。
2. 分析結果を基に効率的に訪問、情報提

供が可能です。

マーケティング部門へのメリット
1. Web 講演会の効果測定がより簡単に。

分析にかかる手間を削減します。
2. 効果測定の結果は次のWeb 講演会に活か

し、最適化されたWeb 講演会を実現します。

Doctorへのメリット
1. 知りたい情報が、自身の最も利用しやす

いチャネルから取得できます。
2.キュレーション機能により、最適な映像コ

ンテンツによる情報提供を約束します。

活用シーン

Web 講演会の新機能
双方向機能

アンケート・質問・クイズ

ログ機能
視覚的にログレポートをチョイス

Multiview
複数ソースの映像・資料 

Web 講演会の新機能



Mediasite Event Service  e-Promotion 活用シーン

Step1. On-Demand 配信（学会・研究会・自社講演会）における活用

Step2. Live 配信（Web 講演会）における活用

Mediasite, Mediasiteロゴは米国ソニックファウンドリ社の商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴは各社の登録商標または商標です。

配信方法
・社内限定配信（MR 活用）
　（MR が医局/クリニックへ訪問し、

モバイル端末で講演内容を紹介）

・医療従事者向け会員サイトから
配信（Dr. 個人による Web 講演
会の視聴）

・外部会員制サイトから配信 ・会員制サイトからの配信・IMS
の SFA ツールと連携

想定集客数
・MR 活用数 ・会員 Dr.（メルマガ案内）

・新規 Dr.（MR チラシ配布）
・MR 活用数

・会員制サイトの集客サービスを
利用

・会員制サイトの集客サービスを
利用 or 自社会員制サイトを利用

メリット

・Dr. に対して常に新しい情報を
提供

・映像資材を Web 上で一元管理

・会員サイトの価値を高めるコン
テンツの充実化

　サイトのエンハンス化
・新規会員獲得
・Dr. 視聴アクセスログ取得 / 解析

・MR のリソース軽減
・集客が容易
・大規模な Target Dr. を対象にし

た情報提供
・Dr. 視聴アクセスログ取得 / 解析

・Dr. の DCF コードと視聴履歴を紐
付けて、SFA ツールへ反映可能

・MR のリソースを 軽 減しつ つ、
Dr. の 行 動 履 歴、Dr. との面 談
予約を取得可能

活用シーン
・営業資材としての活用
・医局 / クリニックでの講演会上映
・MR 自主学習

・Dr. が自宅・医局から視聴
・医局 / クリニックでの講演会上映

・Dr. が自宅・医局から視聴
　( 医療情報提供サイトと連動し

たマルチチャネル配信 ) 

・Dr. が自宅・医局から視聴
・営業資材として MR が活用可能

配信方法
・MR を介した Web 講演会
　（MR が医局・クリニックへ訪問

し講演会を開催）

・外部会員制サイトから配信
　（Dr. 個人による Web 講演会の

視聴）

・オウンドメディアからの配信
　（MR を介した Web 講演会）＋
　（Dr. 個人による Web 講演会の

視聴）

・Mediasite × IMS の
　Web 講演会サービスで配信

想定集客数

・MR が Web 講演会を開催した
拠点数

※ 1 拠点あたり約 7 名前後

・会員制サイトの集客サービスを
利用

・MR が Web 講演会を開催した
拠点数

※ 1 拠点あたり約 7 名前後
・会員制サイトからのメルマガ案内
・MR チラシ配布

・MR が Web 講演会を開催した
拠点数

※ 1 拠点あたり約 7 名前後
・会員制サイトからのメルマガ案内
・MR チラシ配布

メリット

・MR 訪問機会が増加
・Target Dr. に対して最新の情報

提供が可能

・MR のリソース軽減
・集客が容易
・大規模な Target Dr. を対象にし

た情報提供
・Dr. 視聴アクセスログ取得 / 解析

・MR 訪問機会が増加
・Target Dr. に対して最新の情報

提供が可能
・Dr. 視聴アクセスログ取得 / 解析

・Dr. の DCF コードと視聴履歴を紐
付けて、SFA ツールへ反映可能

・MR のリソースを 軽 減しつ つ、
Dr. の 行 動 履 歴、Dr. との面 談
予約を取得可能

活用シーン
・Dr./ コメディカル向け
・医薬品卸販売会社向け
・地方エリア限定

・Dr. が自宅・医局から視聴（医療
情報提供サイトと連動したマル
チチャネル配信）

・Dr. が自宅・医局から視聴
・医局 / クリニックでの講演会上映

・Dr. が自宅・医局から視聴
・医局 / クリニックでの講演会上映
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