実消化クラウドサービス 導入事例

ファイザー株式会社 様
製薬ビジネスを支えるシステムを6ヵ月でクラウド化
保守コストの大幅削減や、業務効率の30〜40%向上を実現
医 薬品卸から「どの商品が」
「 どの医療機 関・調剤 薬 局へ」
「 どれだけ納入されたのか」といった実 績を示す「実 消化
データ」。ファイザー様では、15 年前に構築したシステムを使って、この実消化データを処理してきましたが、システムの
老朽化に伴い、増え続けるデータやビジネス上の変 化への対応が困難になっていました。そこで、同社では NEC の
「実消化クラウドサービス」にシステムを移行。その結果、以前の課題をトータルに解消するとともに、関連業務の効率
を30 〜40 ％向上しています。
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