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CME デジタル
「CME Live」のご案内

2021年8月
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CME Liveのサービスを開始します

日経メディカル Online（NMO）では、2020年3月に製薬企業様のメディカル・
アフェアーズ（MA）部門様向けの医療情報プラッフォームとしてCMEデジタル
（動画版）、8月にはCMEデジタル(テキスト版）の提供を開始いたしました。
サービス開始以来CMEデジタルは医師、薬剤師などのNMO会員に向けたCME（生
涯教育）、疾患啓発の情報提供プラットフォームとして多くのご利用をいただいて
おります。

この度、CMEデジタルの新しいサービスとして、Live講演の集客のためのプラッ
トフォームとして「CME Live」のサービス提供を開始いたします。製薬企業様の
プロモーションプラットフォームとしてご活用いただいているNMO「WEB講演
会」同様、MA部門様が実施するLive講演会の集客プラットフォームとして、是非
「CME Live」のご利用をご検討ください。

CME Liveとは・・・
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◆貴社が主催する疾患啓発、医師生涯教育関連講演会について、日経メディカル Onlineが集客します。
◆ターゲットのセグメントは、識別コード、日経メディカル Online登録属性（勤務医/開業医、診療科目、病床数等）や、
記事閲覧履歴等で選択が可能です。
◆申込者の個人情報、視聴者の視聴状況等のレポート提供致します。

CME Live 集客プランの概要

＊日経メディカル Onlineとシステム連携を行った
配信事業者のみ実施可能です。

申込者・視聴者リストおよび
視聴状況レポートの提供

告知 参加申込

申込完了
通知

※会期当日に
リマインドと集客を兼ねた
メールを送信
（視聴URLも通知）

・講演模様、スライド資料を同期し
て表示

アクセス先URLからログイン
してWeb講演会を視聴

都内スタジオ セミナー会場

貴社会議室

・申込者の個人情報、Web講演会
視聴者の個人情報と視聴状況レポートをご提
供（メールアドレスは含みません）

・ワンクリックで申込※対象者だけに告知

視聴申込フロー Web講演会開催

・サイト内テキストアド(PC&スマホ)

・ターゲティングメール
最終案内

※参加申込者に
申込完了メールを送信
(視聴URLも通知）

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業からの情報提供の授受

についての許可を取ります

MReach規約画面

＊CME Liveで現在システム連携が完了している配信企業は、木村情報技術、Jストリームの2社です。(敬称略)

・告知ページ

CME Liveでのポイントインセンティブはございません。
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告知イメージ（サイト内テキストアドおよびターゲティングメール）

■件名全角３８文字以内
■メール本文には、演題名、開催日時、演者名、 セミナー内容、申込/視聴URLを記載
■メール下部に日経メディカル Online関連記事/ランキングを記載します。
（記事の選択は日経メディカル Onlineで行います）
■告知のタイミング
サイト内テキストアド⇒開催2週間前の10:00から掲載開始
ターゲティングメール⇒開催1週間前の17:00、当日7:00、当日開催90分前に配信

告知対象者だけに表示およびターゲティングメールを配信します。

前日
まで

当日

※複数社の告知がある場合、
並び順はローテーションになります

主催企業ロゴ

配信会社の
視聴環境確認
ページ先へリンク

●日経メディカル Onlineサイト内(PC&スマホ） ●ターゲティングメール ●申込ページ(PC&スマホ）
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CME Live料金表

年間実施回数

告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥500,000 ¥400,000 ¥350,000 ¥480,000 ¥384,000 ¥336,000 ¥450,000 ¥360,000 ¥315,000 ¥430,000 ¥344,000 ¥300,000

～5,000 ¥625,000 ¥500,000 ¥438,000 ¥600,000 ¥480,000 ¥420,000 ¥563,000 ¥450,000 ¥394,000 ¥537,500 ¥430,000 ¥376,000

～10,000 ¥1,250,000 ¥1,000,000 ¥875,000 ¥1,200,000 ¥960,000 ¥840,000 ¥1,125,000 ¥900,000 ¥788,000 ¥1,075,000 ¥860,000 ¥753,000

～15,000 ¥1,500,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥1,425,000 ¥1,140,000 ¥998,000 ¥1,350,000 ¥1,080,000 ¥945,000 ¥1,275,000 ¥1,020,000 ¥893,000

～20,000 ¥1,875,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000 ¥1,781,000 ¥1,425,000 ¥1,247,000 ¥1,688,000 ¥1,350,000 ¥1,182,000 ¥1,594,000 ¥1,275,000 ¥1,115,000

～25,000 ¥2,187,000 ¥1,750,000 ¥1,530,000 ¥2,075,000 ¥1,660,000 ¥1,453,000 ¥1,963,000 ¥1,570,000 ¥1,374,000 ¥1,875,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000

～30,000 ¥2,500,000 ¥2,000,000 ¥1,750,000 ¥2,350,000 ¥1,880,000 ¥1,645,000 ¥2,250,000 ¥1,800,000 ¥1,575,000 ¥2,150,000 ¥1,720,000 ¥1,505,000

～40,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥2,850,000 ¥2,280,000 ¥1,995,000 ¥2,700,000 ¥2,160,000 ¥1,890,000 ¥2,600,000 ¥2,080,000 ¥1,820,000

40,001～ ¥3,500,000 ¥2,800,000 ¥2,450,000 ¥3,300,000 ¥2,640,000 ¥2,310,000 ¥3,150,000 ¥2,520,000 ¥2,205,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000

1回 3回 6回 12回

【注意事項】
① 1回から実施可能。複数回実施の場合は回数レート適用（1年単位、領域ごと）
② 集客期間は開催2週間前から告知を開始致します。
・サイト内告知枠2週間掲載（初日は10:00頃から掲載開始）
・メール告知期間中3回（開催1週間前の17:00頃に1回、当日7:00頃及び開催90分前頃にそれぞれ1回配信）

③ CME Liveの配信会社は日経メディカル Onlineとシステム連携した配信会社に限ります。
（当初は、木村情報技術、Ｊストリームの2社）

④ 上記料金内にCME Liveの配信/運営費用は含まれておりません。またアンケート画面作成も含まれておりません。
⑤ 医師と薬剤師（もしくは看護師）への同時配信の場合、実施料金テーブルにおける低い方の金額が12回レート料金となります。
＜Ex.医師3万人＋薬剤師3万人対象の1回レートの場合⇒￥2,500,000（医師1回レート）+￥1,720,000(薬剤師12回レート）＝￥4,220,000＞

⑥ 昼夜講演など、1部講演終了と2部講演開始が120分以上空く場合は、告知ターゲティングメールを1本追加でご購入頂きます。
（実施集客プラン料金の20%の料金が追加となります。ただし、ミニマム費用として20万円）
その場合のメール配信は、開催1週間前、当日7:00頃、第1部開始の90分前頃、第2部開始の90分前頃の合計4回配信になります。

⑦ 講演本数が5本以上（異なる内容で）、もしくは講演時間の合計が4時間超となる場合、実施集客プランの50%増しの料金となります。
その場合、告知ターゲティングメールを1本追加し、講演中にも配信いたします。

【オプション】
１）告知ターゲティングメールを追加したい場合、追加1本あたりにつき、実施集客プラン料金の20%を申し受けます。（ミニマム20万円／通）
２）告知期間を1か月間に延長したい場合、実施集客プラン料金の40%増しとなります。その場合、サイト内告知枠は1か月間掲載、メール告知は期間中5
回となります。（ミニマム30万円）

案件に応じて実施プランをご提案させていただきます。
システム連携2社以外の配信会社での実施もお問い合わせください。
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講演会終了後の提出ログレポートイメージ

★視聴者情報レポート
氏名、勤務先、勤務先住所、識別コード（個人、施設１、施設２）、
職種、診療科目、視聴開始～終了時間、滞在時間、端末種別、
アンケート回答結果
※視聴情報に関しては配信会社様に応じて一部仕様が異なります。

・・・・

※メールアドレスは含まれません
※薬剤師/看護師には登録属性によって一部識別コードが付与
される場合があります。診療科目は含まれません。
※医師/薬剤師など、複数職種を同時集客した場合、混合した
状態でのログレポートになります
※上記とは別のSheetにて、事前登録のみ（当日視聴なし）の
リストもご提供いたします。

講演会の翌営業日の15～16時を目安に視聴者情報ログレポートを提出いたします
※ログレポートのダウンロード期限は7日間です。ご注意ください

医師個人
識別コード

施設識別コード
（MDB） 氏名 職種 勤務先名称 所属部署 勤務先

郵便番号
勤務先
住所

612345 3690001 日経　一郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第一病院 内科 108-8646 東京都　港区
612346 3690002 日経　二郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第二病院 内科 108-8646 東京都　港区

日経　薬子 薬剤師（薬局勤務） 日経BP薬局 108-8646 東京都　港区
612348 3690004,3690010 日経　三郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP中央病院 内科 108-8646 東京都　港区

日経　薬太郎 薬剤師（薬局開設） BPドラッグストア 108-8646 東京都　港区
612350 3690007 日経　四郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所 108-8646 東京都　港区
612351 3690004,3690012,3690045 日経　五郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第四病院 外科 108-8646 東京都　港区

日経　六実 薬剤師（病医院勤務） 日経BP第10病院 薬剤部 108-8646 東京都　港区
612353 3690009 日経　七子 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP労災病院 内科 108-8646 東京都　港区

勤務先病床数 施設識別コード
（NMO登録時施設） 診療科目1 診療科目2 診療科目3 入室時間 退室時間 滞在時間 帯域 Q1 Q2

病院（500床以上） 3690001 内科 2020/3/19 19:31 2020/3/19 19:31 0:00 ios
病院（500床以上） 3690002 内科 循環器科 内分泌内科・糖 2020/3/19 19:25 2020/3/19 19:30 0:01 android

2020/3/19 19:06 2020/3/19 19:30 0:24 android
病院（300～499床） 3690003 内科 神経内科 2020/3/19 19:26 2020/3/19 19:29 0:03 windows

2020/3/19 19:19 2020/3/19 19:36 0:00 ios
診療所（1～19床） 3690004 腎臓内科 2020/3/19 19:39 2020/3/19 19:39 0:00 ios
病院（300～499床） 3690005 内科 消化器内科 2020/3/19 19:18 2020/3/19 20:03 0:06 macos

3690006 2020/3/19 19:10 2020/3/19 19:30 0:18 windows 1 1
病院（500床以上） 3690007 内科 2020/3/19 19:20 2020/3/19 19:29 0:00 macos 1 1

・・・
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識別コード イシ コジン シキベツ		施設識別コード
（MDB） シキベツ		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先
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住所		勤務先病床数		施設識別コード（NMO登録時施設） シキベツ		診療科目1		診療科目2		診療科目3		入室時間		退室時間		滞在時間		帯域		Q1		Q2

		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						3/19/20 19:31		3/19/20 19:31		0:00		ios

		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		3/19/20 19:25		3/19/20 19:30		0:01		android
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						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク												3/19/20 19:19		3/19/20 19:36		0:00		ios

		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						3/19/20 19:39		3/19/20 19:39		0:00		ios

		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				3/19/20 19:18		3/19/20 20:03		0:06		macos

						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク				3690006								3/19/20 19:10		3/19/20 19:30		0:18		windows		1		1

		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						3/19/20 19:20		3/19/20 19:29		0:00		macos		1		1
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						日経 薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都港区 トウキョウ ト ミナトク												3/19/20 19:19		3/19/20 19:36		0:00		ios

		612350		3690007		日経 四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都港区 トウキョウ ト ミナトク		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						3/19/20 19:39		3/19/20 19:39		0:00		ios

		612351		3690004,3690012,3690045		日経 五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都港区 トウキョウ ト ミナトク		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				3/19/20 19:18		3/19/20 20:03		0:06		macos

						日経 六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都港区 トウキョウ ト ミナトク				3690006								3/19/20 19:10		3/19/20 19:30		0:18		windows		1		1

		612353		3690009		日経 七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都港区 トウキョウ ト ミナトク		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						3/19/20 19:20		3/19/20 19:29		0:00		macos		1		1
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講演会終了後の提出サマリーレポートイメージ

【日時】 2014年8月22日(金) 19：00-19：30

【講演名】 〇〇〇〇〇〇〇

【講師】 〇〇〇〇〇〇〇大学　〇〇科　教授

〇〇　〇〇 先生

【ターゲット医師数】 15,000名

【事前申込数（★1）】 853名 （※申込ページアクセス者のうち、78％のユーザーが申込）

【クリプト便報告視聴人数★２】 600名 （申込率： 4.0% ）※1

【視聴者数（★2）】 150名 （視聴率： 1.0% ）※1 （歩留り率： 17.6% ）

【平均視聴時間】 0:23:40 （※視聴者数150名対象）

【職種】 勤務医 100名 66.7% 開業医 50名 33.3%

【診療科目】※2 内科 50名 66.7% 循環器科 15名 28.8% 消化器科（胃腸科） 10名 10.5%

内分泌・代謝内科 20名 8.7% 脳神経外科 3名 7.3% 小児科 5名 6.8%

外科 12名 5.9% 腎臓内科 10名 5.0% その他 1名 4.6%

呼吸器科 8名 3.2% 神経内科 6名 2.3% 消化器外科 4名 2.3%

整形外科 4名 2.3% 放射線科 4名 1.8% リハビリテーション科 4名 1.8%

基礎医学系 3名 1.8% 血液内科 3名 1.8% こう門科 3名 1.4%

アレルギー科 2名 1.4% 救急・ICU 2名 1.4% 心臓血管外科 2名 0.9%

心療内科 2名 0.9% 麻酔科 2名 0.9% 形成外科 1名 0.9%

産科・婦人科 1名 0.9% その他外科 1名 0.5% 泌尿器科 1名 0.5%

皮膚科 1名 0.5% リウマチ科 1名 0.5% 老年科 1名 0.5%

【病床数】
診療所

（無床）
50名 32.4%

診療所

（1～19床）
10名 7.3%

病院

（20～99床）
10名 9.1%

病院

（100～199床）
10名 11.4%

病院

（200～299床）
20名 8.2%

病院

（300～499床）
25名 14.6%

病院

（500床以上）
22名 15.1% その他 3名 1.4%

（★1）日別申込者数

日経メディカル Online Live セミナー報告書　開催結果

                   （注）日別申込者数（上記グラフ）には、日経BP関係者が数名含まれます。事前申込者合計は日経BP関係者を除いた数字です。

※1　申込率、視聴率はターゲット医師に対する割合

※2　診療科目延べ人数（診療科目は第3標榜科目までマルチプルアンサー）

（★2）講演時間内視聴者140名に対する視聴時間分布

20 10 2
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72

39

19 13 9
23 18 18 19
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80

100

120

メール配信日

8%
4%

12%

15%

23%

38%

5分未満 10名

5分以上10分未満 5名

10分以上15分未満 15名

15分以上20分未満 20名

20分以上25分未満 30名

25分以上 50名

アンケート回答者数 60 名 （回答率　40%）

Q1：講演内容はいかがでしたか？

【Q1回答者数】 60名

1 大変満足 40名
2 満足 10名
3 普通 7名
4 不満足 3名

Q2：〇〇について理解できましたか？

【Q2回答者数】 60名

1 理解した 50名
2 情報が不足していた 10名

Q3：先生の〇〇疾患に対する使用製剤をお聞かせください

【Q3回答者数】 60名

1 Ａ製剤 25名
2 Ｂ製剤 10名
3 Ｃ製剤 10名
4 Ｄ製剤 5名
5 Ｅ製剤 15名

日経メディカル Online Live セミナー報告書　アンケート結果

67%
17%

11%

5%

大変満足

満足

普通

不満足

83%

17%

理解した

情報が不足していた

39%

15%

15%

8%

23%

Ａ製剤

Ｂ製剤

Ｃ製剤

Ｄ製剤

Ｅ製剤

視聴時間分布

申し込み推移・状況

視聴者属性

集客・視聴結果

アンケート結果

講演会の翌々営業日の16時を目安に視聴サマリーレポートを提出いたします

アンケート実施について

・各配信会社様ごとに、アンケート画面作成や回収な
どの費用は別途かかりますのでご注意ください

・日経メディカル Onlineでは、アンケート結果に個
人情報を紐づけてご提供することは以下の条件のもと、
無料で行っております

条件１）個人情報を取得するような設問はご遠慮いた
だいております

条件２）講演内容に関係するものに限らせて頂きます

条件３）設問数は6問以内を原則とさせて頂きます

条件４）択一式回答の設問を必ず１つは設定ください
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想定スケジュールと、ご案内用チラシ配布時の注意事項

スケジュール

開催1.5～2ヵ月前 告知対象属性や対象数をご相談

開催1ヵ月前目途 ①講演名／講演概要（300文字目安）講師情報 開催日時等記載したインフォメーションシートのご提出（こ
の段階で正式なお申込み完了）
②配信対象者をご決定

開催3週間前目途 ③日経BPより確認用のサイト内告知原稿・メール原稿、申込画面をお送りいたします。

開催2週間前目途 ④ ③の原稿についてご確認および審査後に集客スタート
※サイト内告知は2週間表示、メールは3回配信（1週間前に1回、当日に2回）

⑤視聴ログ専用のデータ便「日経BPリード・サポートセンター」への利用者登録を完了していただきます。
セミナー当日 ⑥開催直前のリマインドメールを配信

セミナー翌営業日 ⑦日経BPリード・サポートセンターより、申込者/視聴者データのダウンロードサイトをメールでご案内。

セミナー翌々営業日 ⑧サマリーレポートのご提出

【重要】CME Liveのご案内用チラシの作成にあたっての注意事項

・医師会員登録時には、医師であることの認証を行うため、最大で1週間程度の時間を要する場合があります。そのため、講演会当日や直前での
お申込みですと視聴できない可能性がありますので、チラシ内に以下の文言を記載頂きますよう、お願いいたします。
「医師会員登録には1週間ほど時間を要する場合がありますため、開催の1週間前までにご登録頂きますよう、よろしくお願いいたします」

・日経メディカル Onlineを活用して医師のみに告知を行う場合、視聴できる職種は医師に限定します。薬剤師などのコメディカルによる案内チ
ラシからの視聴は出来ませんのでご注意ください。（視聴は医師に限定しております、などの記載をおすすめします）
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CMEデジタル（動画版、テキスト版）

CMEデジタル（動画版、テキスト版）へのお問い合わせもお待ちしております。
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CMEデジタル メニューのキャンセルポリシー

お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルする場合は、弊社のキャンセルポリシーに基づき、
キャンセル料が発生いたします。お申し込み前に、必ずご確認ください。
なお、「お申し込み」とはインフォメーションシートのご提出という前提となりますが、インフォメー
ションシートのご提出に先立ち、弊社にて各種画面や原稿の作成などが発生した場合は、お申し込み済み
とさせていただきます。

【CME Live】
・お申込み後～告知開始前日：料金の30%
・告知開始～講演会前日：料金の50%
・講演会開催当日：料金の100%

【CMEデジタル（動画版／テキスト版】
・お申込み後～配信開始前日：料金の30%
・配信開始後：料金の100%
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お問い合わせ

日経メディカル Online『CMEデジタル』へのお問い合わせ
は以下にお願いいたします。

日経BP
医療メディア広告部

nmo-adsales@nikkeibp.co.jp

日経メディカル開発
https://nmp.nikkeibp.co.jp/

03-6811-8780

mailto:nmo-adsales@nikkeibp.co.jp
https://nmp.nikkeibp.co.jp/
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