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社員の皆さんへ
皆さんが接するすべての患者、
顧客、
医師、
そして一般の人々にとって、
皆さんがファイザー
の顔になります。
これは、当社の高い基準を維持することが皆さんの第一義的な責任で
あることを意味します。
今、皆さんが手にしている
「ファイザー社員行動指針（通称：ブルー・ブック）」および関連
ウェブサイト http://integrity.pfizer.com は、
この基準をもう一度見直す新たなチャンスを
提供するものです。私たちの倫理上の責任を果たすため、その指針となる一連のコンプ
ライアンスに関するポリシーがここに記載されています。皆さん全員がこれらのポリシー
の文面だけでなく、
その精神にも従うことが求められています。
インテグリティに関して言えば、その情報源は、
この冊子やウェブサイトに限定されるも
のではありません。もし、倫理的な問題や適法かどうかについて質問があるときは、
この
ブルー・ブックやウェブサイトによって相談すべき担当者を特定することができます。も
し、不明点や質問が生じた場合、皆さんは担当者へ相談するべきです。
一般の人々の疑惑や不信感を引き起こす経営者や企業に関するニュースは、毎日のよう
に新聞紙面に登場しますが、
ファイザーはそれらとは一線を画します。私は、当社の歴史
を誇りに思っています。すべての関連する法令や規則を遵守してきたということは、150
年を超える当社の伝統であり、
グローバル・ビジネスにおける当社の最も重要な強みの
ひとつとなっていると私は考えます。
私は、
これらの原則を忠実に業務に適用することを皆さんにお願いします。原則に従わ
ないことは、
ファイザーの信用と将来性を危険にさらすことであり、それは皆さん自身を
危険にさらすことにもなります。
最後になりますが、皆さんが当社のプラクティスや社員の行動に懸念を感じたときは、
いつでも私に相談してください。私たちは複雑な世界で生活し、仕事をしています。
しか
し、結果として倫理的な行動は強みや成功の源となります。当社は、開かれた前途（Our
Path Forward）のための必須のプラットフォームである倫理的な規範に対し、皆さんの真
摯な取組みと断固した遵守を求めます。
ファイザーでは、インテグリティを伴ったパフォ
ーマンスとは、私たちの行動を意味するだけではなく、私たちそのものなのです。
ジェフリー・B・キンドラー

会長兼最高経営責任者

インテグリティは、
より健康な世界を実現
するという

ファイザーの目的
を達成するために必要な
信頼関係の基盤です。

※インテグリティ：誠実と高潔
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ファイザー社員行動指針（通称：ブルー・ブック）は、
ファイザーが世界中でどのように事業を行うかを規定する当社の会社方針や法令上の義
務についての指針です。
このブルー・ブックは、世界各地で働くファイザーの社員が参考にすべき一般的な指針ですが、適用法や会社方針を
すべて網羅し、
詳細に説明したものではありません。
また、
関連する法令の概要、
会社方針や業務手順の詳細も説明されていません。
ファイザー
は、いつでも予告なく、
またはブルー・ブックを改訂することなく、その裁量により、雇用に関する会社方針、業務手順、条件を変更、更新、改正
する権利を留保します。
ブルー・ブックの内容は、雇用契約の条件を定めるものではなく、何ら契約の継続を保証するものと解釈されるもので
はありません。
ファイザーでの雇用は、
自由意志に基づいたものです。
このブルー・ブックは、法的な効果を有する文書でなく、情報の提供を目
的としたものです。
ここに記載された情報は、以前印刷されたブルー・ブックに優先し、
ファイザーは、いつでも一方的に変更または破棄するこ
とができ、
さらに、包括的な情報ではありません。
コンプライアンス・ウェブサイト
（http://integrity.pfizer.com）
で閲覧することができるブルー・
ブックのオンライン版は、
このブルー・ブックを含むすべての印刷版に優先します。印刷版あるいはオンライン版にかかわらず、
ブルー・ブック
に含まれる情報とファイザーの会社方針や業務手順との間に相違点がある場合は、会社方針と業務手順が優先されます。
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インテグリティを伴った
パフォーマンス―共同責任

インテグリティを伴って行動
するとは何を意味するでしょ
うか？
インテグリティを伴って行動するとは、
ファイザーのコアバリューとファイザー
社員行動指針で説明されている基準
を遵守しながら、正しい優先順位を設
定して、私たちの責任を果たすことを
意味します。
インテグリティを伴った行動は、以下
により実行できます。
• 私たちのあらゆる行動をインテグリ
ティに結びつけて考えてみる。
• 私たち自身が、個人として高い倫理
基準を保つ。
• インテグリティと責任を伴った行動
ができる環境を育むために、
リーダー
シップを示す。
ファイザーにおいて、インテグリティを
伴ったパフォーマンスとは、私たちの
行動を意味するだけではなく私たち
そのものなのです。

インテグリティを伴った
パフォーマンス
ファイザーは、常にインテグリティを伴って行動することにより、皆
さんが当社の基準を守ることを期待しています。そのために、以下
の原則を守るようにしてください。
• 基準を知り、基準を実行する。ファイザーのコアバリュー、そしてこ
の冊子で概説される適用法令および会社方針を知り、理解し、そ
れに従って行動することにより、私たちそれぞれが、手本になるこ
とができます。
• 法を知り、
その不明点は厳しく問いただす。皆さんは、自らの職務と
責任レベルに適用される法令に精通することが期待されていま
す。もし、法令等に関する質問がある場合には、上司、法務部門（日
本においては法務・コンプライアンス部門）、または米国本社のコ
ーポレート・コンプライアンス・グループに質問してください。
• 勝手に決め付けない。
「シニア・マネジメントは既に知っている」、
「マネジメントはこの件に関して全く気にも留めていない」などと
勝手に判断してはいけません。
また、適切な措置は取られないだろ
う、
と決め付けてはいけません。
ファイザーのマネジメントは、倫理
的かつ適法な行動基準が守られるように真剣に努力しています。
実際に、責任を負うべき管理職の人は、部下の懸念に対応する義
務があります。何か間違っていることがあれば報告してください。
• 違反に気づいたらそのままにしない。私たちはみんな、法令と会社
方針を真剣に受け止める必要があります。法令または会社方針に
違反している人がいると思うときは、その人物と直接話すか、また
は皆さんの上司、人事部、もしくは米国本社のコーポレート・コン
プライアンス・グループに知らせることにより、その状況が適切に
処理されるための方法をとってください。
• 業務プロセスの改善を支援する。ある種の違反は、皆さんが日常
行っている業務プロセスや業務コントロールの中に埋もれてしま
い、簡単には気付かないかもしれません。もし、改善のための提案
があれば、遠慮することなく提言してください。
• 常にインテグリティを伴った行動をする。
ファイザーが、皆さんによ
る法令や会社方針の違反を期待するようなことは決してありませ
ん。たとえ、その違反が収益の向上や業績目標の達成に役立つと
しても、それが奨励されたり、違反するように圧力をかけられたり
と感じるようなことも、決して許してはなりません。
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インテグリティを伴ったパフォーマンス ̶ 共同責任

インテグリティを伴ったパフォーマンス

当社の基準
皆さんは、
ファイザーの社員として、会社の高い信用を守りぬく名誉
と責任を共有しています。倫理的かつ適法に行動する度に、
この名
誉と責任を共有しているのです。皆さんはそのような行動をとるこ
とが自然に身についていると思いますが、場合によっては「正しい
選択」をすることが困難である状況が多くあります。
だからこそ、
このファイザー社員行動指針（通称：ブルー・ブック） が
あるのです。
これは、倫理的かつ適法に業務を行う上で鍵となる会
社のコンプライアンス体制、適用法令、そして主な会社方針に関す
るガイドブックです。
インテグリティを伴ったパフォーマンスを行い、
コンプライアンス基
準を堅持することは、会社と社員が共同で負うべき責任です。会社
は、ファイザーが適用法令や規制をどのように遵守するかを（コン
プライアンス体制、会社方針、業務手順を通して）明確にした上で、
その取組みをモニターし、違反行為を是正する責任を負っていま
す。社員の皆さんは、
このファイザー社員行動指針に書かれた基準
を理解し、それに従う責任を負います。
また、必要に応じて指導やア
ドバイスを求める責任も負うのです。

Q. ファイザー の会社方針と業務手順は
どこで入手できますか？
A. 会 社 方 針 と 業 務 手 順 の 全 文
は 、P o l i c y S o u r c e ウェブ サ イト
（http://policysource.pfizer.com）から
入手することができます。皆さんには、
これらの方針や手順がどのように適
用されるか理解し、かつ、
それに従うこ
とが求められます。もし、質問や懸念
があれば、上司に相談するか、法務部
門（日本においては法務・コンプライ
アンス部門）か米国本社のコーポレー
ト・コンプライアンス・グループにアド
バイスを求めてください。

ファイザーは、その取引先に対しても高い基準を適用します。
したが
って、取引先は、
ファイザーの代理として実施する業務に関連して適
用されるすべての方針を遵守することが求められます。
このファイザー社員行動指針に記載されている基準は、私たちがビ
ジネスを行うすべての国で適用されます。すべての社員は、勤務し
ている国の法令・規制を遵守する必要があります。それに加えて、私
たちの親会社であるファイザー・インクが米国企業であるため、米
国外での行為についても米国法、たとえば汚職防止や賄賂禁止に
関する法令などが適用される場合があります。皆さんの業務活動に
対して、
どの法令・規制が適用されるか不明なときは、必ず上司、法
務部門（日本においては法務・コンプライアンス部門）、または米国
本社のコーポレート・コンプライアンス・グループに相談してくださ
い。
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インテグリティを伴ったパフォーマンス

ファイザーのコンプライア
ンス・プログラム
「誠実と高潔」への誓い
私たちは、
自他共に最高の倫理規範
を、そして製品・業務プロセスに最
高の質を求めます。

ファイザーには、全社にわたって倫理的かつ適法な行動をサポート
することを目的とした、優れたコンプライアンス・プログラムがあり
ます。
これは、米国本社のチーフ・コンプライアンス・オフィサー、
コー
ポレート・コンプライアンス委員会、コーポレート・コンプライアン
ス・グループおよび各国のコンプライアンス・リエゾン（日本におい
ては法務・コンプライアンス部門の長）が基本的な構成になります。
さらに、各国の管理職、関連部署、専門の監査グループの非公式な
ネットワークにより支援されています。
ファイザーのコンプライアンス・システムに関する以下の各項目は、
皆さんが上司には聞くことができない追加のアドバイスが欲しいと
きに、誰に質問したらいいのかを特定するのに役立ちます。

「業績改善」への誓い
誠実さと人間尊重の観点を確認し
ながら、私たちの業績を慎重に評価
し、継続的な業績改善に努めます。

チーフ・コンプライアンス・オフィサー
チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、
ファイザーのコンプライア
ンス・プログラムを監督する責任を負っています。
このプログラムに
は、会社の法令・規制上の義務に関するモニタリングと自己評価プ
ログラムが含まれています。チーフ・コンプライアンス・オフィサー
は、全社を通じて、
ファイザーの基準が広範囲に適用され、一貫した
解釈がされることを確保します。さらに、チーフ・コンプライアンス・
オフィサーは、コーポレート・コンプライアンス委員会の議長を務
め、最高法務責任者に直属してします。

コーポレート・コンプライアンス委員会
コーポレート・コンプライアンス委員会は、各事業部門の代表によ
り構成されています。
この委員会のメンバーは、
ファイザーのコンプ
ライアンス戦略とプログラムを監督し、チーフ・コンプライアンス・
オフィサー、取締役会、シニア・マネジメントに対して、重大なコンプ
ライアンス上の問題、
リスクおよびトレンドを報告する役割を担っ
ています。米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グループも
含むファイザー内の多くの組織が、
この委員会の業務をサポートし
ています。また、社内の監督・監査を担当するグループが、
この委員
会にリソースおよび情報を提供しています。
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コーポレート・コンプライアンス・グループ
米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グループは、チーフ・コ
ンプライアンス・オフィサーとともに、
日常的な業務における、法令、
会社方針および業務手順の遵守を確保しています。
コーポレート・コンプライアンス・グループは、
「要報告コンプライア
ンス問題（RCI：Referable Compliance Issues）」すなわち法令また
は会社方針に対する重大な違反やそのおそれがあるとき、チーフ・
コンプライアンス・オフィサーに代理して、当該違反を調査する責任
を一手に負っています。要報告コンプライアンス問題は、会社や社
員、一般の人々に対するリスク
（財務、投資、広報活動、環境、健康、
安全に関する重大なリスクを含む）をもたらします。コーポレート・
コンプライアンス・グループは、
この要報告コンプライアンス問題の
調査に関連して、社員個人や他のグループに協力を要請することが
あります。
しかし、コーポレート・コンプライアンス・グループの明確
な承諾を得ないで、要報告コンプライアンス問題の調査が行われる
ことはありません。

重要用語
要報告コンプライアンス問題（RCI）
と
は、調査すべき対象として米国本社
のコーポレート・コンプライアンス・
グループに報告されなければならな
い法令または会社方針に対する重大
な違反（そのおそれがある場合も含
む）をいいます。具体的な状況により
ますが、その違反が重大であるかど
うかは以下の点により考慮されます。
• 違反行為が故意に行われたか、反
復して行われたか？
• 犯罪を構成する行為か？
• 管理職が関与しているか？

コーポレート・コンプライアンス・グループは、問題案件を調査し、
行動基準の遵守を推進することに加えて、インテグリティを伴って
行動するというファイザーの社風を高めるために、プロアクティブ
な活動に取り組んでいます。それには、
リスク評価の実施、目標を定
めたトレーニングの導入、継続的なコミュニケーションとコンプラ
イアンス教育の主導などがあります。コーポレート・コンプライアン
ス・グループのその他の役割として、
このブルー・ブックの発行、
コン
プライアンス・ウェブサイトの維持・管理、コンプライアンス・ホット
ラインの管理を行うとともに、
コンプライアンスに関する情報を、広
く利用できるようにしています。

• その違反行為により、社員や一般の
人々が、健康上、安全上のリスクに
さらされたか？
• 違反による影響は大きいか？
違反行為が要報告コンプライアンス
問題かどうかが不明なときは、米国本
社のコーポレート・コンプライアンス・
グループに問い合わせてください。
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Q: ファイザーの倫理的かつ適法な行動
基準への遵守はどのように実施されま
すか？
A: 社員や関連する第三者に、
このファイ
ザー社員行動指針に記載される法令、
会社方針および業務手順の遵守を徹
底させることは、米国本社のチーフ・コ
ンプライアンス・オフィサーとコーポレー
ト・コンプライアンス・グループの第一
義的な責任です。法令や会社方針に
対する違反だけでなく、以下のいずれ
かに該当する場合も、解雇を含む懲戒
処分の対象となります。
• 他者に法令またはファイザーの会社
方針に違反するように指示した場合
• 違反容疑に対する会社の調査に協力
しない場合
• 懸念や違反の通報を行った社員に対
して何らかの報復をする場合
• 部下の行為を適正に管理・監督しな
い場合

コンプライアンス・リエゾン
各国のファイザーのコンプライアンス・プログラムをさらに強化す
るのが、
このコンプライアンス・リエゾンです。
このリエゾンには、米
国本社の社内弁護士または各国のマネジメントのメンバーが就い
ています。コンプライアンス・リエゾンは、ファイザーの倫理的かつ
適法な行動の基準をいかに適用し、実施するかについて疑問があ
るときに、社員と経営陣のコミュニケーションを促進する役割を担
っています。

コンプライアンスに関するその他の情報源
具体的な案件に対する専門的な情報や法令遵守に関するサポー
トは、法務、安全性モニタリング、監査、セキュリティ、人事、財務、
コー
ポレート・ガバナンスその他の機能を有する数多くの部署やその担
当者から提供されます。
さらに、部門や各国のコンプライアンス機能
が皆さんをサポートします。何か支援が必要な場合は、関連するコン
プライアンス支援部署（日本においては法務・コンプライアンス部
門）
に相談するか、
米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グルー
プに問い合わせてください。
コンプライアンス情報と連絡先については、おもにコンプライアン
ス・ウェブサイトhttp://integrity.pfizer.comから得ることができま
す。
このウェブサイトには、
このファイザー社員行動指針に要約され
ている法令、会社方針や業務手順に関する有益な情報とその他の
リンクが含まれています。また、
このウェブサイトから、次に関する
問合せ先を検索することもできます。
• チーフ・コンプライアンス・オフィサー
• コーポレート・コンプライアンス委員会
• コーポレート・コンプライアンス・グループ
• 各国のコンプライアンス・リエゾン
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ファイザー社員としての
私たちの責任
ファイザーの全社員は、ファイザー社員として行動する際に最高レ
ベルの行動基準を維持する責任を負っています。インテグリティは、
当社を特徴づけるものの中核に位置します。
したがって、私たちは、
日々の業務の中でインテグリティを伴って行動することが期待され
ているのです。ファイザーは、実効性のあるコンプライアンス・プロ
グラムを維持するためには、皆さんが果たす役割が不可欠だと考
えています。
このファイザー社員行動指針に書かれた基準に従うと
いうあなた自身の責任に加えて、会社のリスクに関わる懸念を（理
想的には、そのリスクが現実の問題を引き起こす前に）提起する責
任を負っているのです。
他の社員が米国または外国の法令、特定のファイザーの会社方針
や業務手順に違反していると信じるに足る合理的な理由があれば、
皆さんは、そのことを上司または米国本社のコーポーレート・コン
プライアンス・グループを通じて、チーフ・コンプライアンス・オフィ
サーに直ちに報告する義務があります。
ファイザーには、オープンド
ア・ポリシーがあり、かつ、報復を禁止し、秘密を守るという方針が
あります。正当な懸念を提起しようとする社員の行為を奨励し、その
社員を保護する制度があります。疑問を抱いたときはいつでも、そ
の懸念を提起するのが最善の方法なのです。
コンプライアンス違反は、
ファイザー、顧客、患者、投資家、そして社
員に対して重大なリスクを引き起こします。皆さんが懸念を提起す
ることで、マネジメントが潜在的な問題に対処し、会社を守る機会
を得ることができます。以下の表は、
コンプライアンス違反の結果と
して起こるいくつかの事柄を示したものです。

Q. ファイザー社員行動指針に記載されて
いる基準について、私にはどんな責任
があるのですか？
A. 皆さんは、
自らの業務と責任レベルに
適用される法律および会社方針をす
べて理解し、それらを遵守する義務を
負っています。業務を行う上でファイ
ザーの会社方針を遵守しないと、解
雇を含む懲戒処分の対象になること
があります。
また、皆さんは、必要に応
じて助言を求めたり、懸念を提起した
り、適用法と会社方針の違反を報告し
たりする責任を負っています。
このフ
ァイザー社員行動指針に定められた
基準に対する違反について何か気付
いた場合、または違反のおそれがあ
ると思ったときは、上司、または米国
本社のコーポーレート・コンプライア
ンス・グループを通じてチーフ・コン
プライアンス・オフィサーに直ちに報
告しなければなりません。

ファイザーに発生する結果

社員に発生する結果

• 社員の不正行為に基づく会社に対する訴追、罰金そ
の他の処罰

• 不正行為に基づく訴追、罰金、懲役・禁固その他の処罰

• 政府機関への開示
• 既存のビジネスの喪失

• 解雇を含む懲戒処分
• 個人の評判・評価に対するダメージ
• 他の社員への健康被害

• ファイザーへの損害（信用の喪失、取引業者や顧客と
の関係悪化、ビジネス機会の喪失）
患者や一般の人々に発生する結果

投資家に発生する結果

• 製品の安全性の低下

• ファイザーに対する信頼の喪失

• 環境リスク

• 投資価値の損失

• 医薬品のコスト増加

• ファイザーの優れた内部統制モデルに対する信用の失
墜

顧客に発生する結果
• ファイザーとの取引における信頼関係の喪失
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オープンドア・ポリシー
Q. 報復が懸念される場合は、
どうすれば
良いでしょうか？
A: 助言を求めたり、懸念を提起したり、
不正を報告する社員に対する報復は
厳しく禁じられています。正直に、誠意
をもって不正の可能性を報告した社
員に対して報復があった場合は、たと
え最初の報告が間違いだったと判明
しても、ファイザーは、適切に対処し
ます。
しかし、故意に虚偽の報告をし
た場合は、当該社員にそれ相応に対
応します。皆さんや他の社員が行った
誠意ある通報等に対して報復された
と疑われる場合、直ちにコーポレー
ト・コンプライアンス・グループに問
い合わせるか、またはコンプライアン
ス・ホットラインへ電話をしてください。

ファイザー内にオープンな雰囲気、
アクセスのしやすさ、そして話合
いの基盤があるからこそ、私たちは、
コンプライアンスに取り組むこ
とができます。懸案事項のほとんどは、それらが会社、社員、
または一
般の人々にとっての問題となる前に、各国で解決することができま
す。オープンドア・ポリシーは、
とりわけ法的・倫理的な問題に関して
だけでなく、業務の品質に関しても、社員がアイデアを出し、懸念を
提起し、また質問することを奨励するためのものです。すべての管
理職は、直属の部下や連絡してきた社員のために「オープンドア」
の精神を維持し、
この方針をサポートする責任を負っています。
私たちは、皆さんがどんな事柄でも気軽に上司と話し合えると感じ
られることを願っていますが、場合によっては、上司のサポートが得
られないこともあります。そのような場合には、次に掲げるような上
司以外の人に相談すべきです。
• もう一段階上の役職の上司
• 所属事業部門の長
• 各国の人事責任者
• 米国本社の人事グループ（Corporate Human Resources Group）
また、
ワールドワイド・ヒューマン・リソースのオープンドア・ソリュー
ション・グループ、米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グルー
プ、
その他の管理職に相談することもできます。
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機密保持
社員の皆さんが、会社のコンプライアンス・プログラムに安心して
参加できると感じられることは重要なことです。
したがって、機密保
持は優先すべき事項であり、
ファイザーは、コンプライアンス・プロ
グラム内で行う情報のやり取りについて、皆さんの秘密を保護する
ために最善の努力を払っています。
しかしながら、十分な調査を実
施するために、あるいは一定の法的な要請に基づき、皆さんの身元
を機密扱いにしておけない場合があります。機密保持に関して懸念
があるときは、
ファイザー・コンプライアンス・ホットラインに匿名の
電話をかけることもできます。

コンプライアンス・ホットラ
イン
コンプライアンス問題は、多くの場合、各国やマーケット毎のロー
カル・レベルで解決することができますが、コンプライアンス・ホッ
トラインは、ローカルで適切に解決できない問題に対処するため
のもうひとつの手段です。コンプライアンス・ホットラインでは、匿
名で懸念を報告したり、情報やアドバイスを得たりすることができ
ます。

Q. 米国本社のコーポレート・コンプライ
アンス・グループに懸念を報告した場
合、回答は得られますか？
A.

はい。すべての質問と報告された懸
念に対して迅速に回答することが、
コー
ポレート・コンプライアンス・グループ
の目標です。皆さんから報告された懸
念について調査が必要な場合、コー
ポレート・コンプライアンス・グループ
は、すみやかに調査を行い、可能な場
合は、調査の状況や結果を皆さんに
報告します。
しかし、米国本社のコー
ポレート・コンプライアンス・グループ
には、調査対象の社員や報告者を含
め、すべての社員に対して機密保持の
義務があります。
したがって、いかなる
問題についても、その詳細な情報は、
「知る必要がある」人にのみ開示され
ます。

各国のプライバシー保護に関する法令により、
コンプライアンス・ホ
ットラインが使用の可否や使用条件に影響することがあります。た
とえば、一部の国では、
コンプライアンス・ホットラインの使用が、シ
ニア・マネジメントが関与する重大な懸念を通報するときに限定さ
れたり、匿名による通報が一切認められない場合があります。
（※）
しかし、ほとんどの国において、コンプライアンス・ホットラインは、
年間を通じて24時間使用することができ、特別な訓練を受けた外
部のスタッフによって運営されています。コンプライアンス・ホット
ラインへの電話は追跡されることも録音されることもなく、また、希
望すれば、匿名で電話することもできます。
コンプライアンス・ホット
ラインの担当者は、あなたの懸念に耳を傾け、質問を行い、提供さ
れた情報を検討します。その後、担当者から報告された案件は、米
国本社のコーポレート・コンプライアンス・グループにおいて適切
に対処されます。電話をかけた社員は、会社がその通報にどのよう
に対処したかを連絡してもらうこともできます。
コンプライアンス・ホットラインについての詳しい情報や問合せは、
コンプライアンス・ウェブサイトhttp://integrity.pfi zer.com、または
この冊子の最初の連絡先ページを参照してください。国によって
は、
コンプライアンス・ホットラインの利用に関する追加情報が参照
できるパンフレットが入手可能な場合があります。
（※）

※日本においては、コンプライアン
ス・ホットラインの通報内容を制
限する法令はなく、また、匿名によ
る通報も認められています。また、
ファイザージャパンでは、コンプラ
イアンス・ホットラインの詳しい情
報が参照できる「ファイザー・コン
プライアンス・ホットライン」を作成
しています。
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私たちの誓い
ファイザーは、市場において適法かつ倫理的に競争します。医療
担当者、患者、病院、学術研究機関、政府、規制当局、パートナー、顧
客、取引先との関係において、私たちは責任をもって行動します。私
たちの顧客に革新的な製品を提供し、すべてのビジネス上の取引
を正直かつ公正に行います。
「顧客志向」への誓い
私たちは、顧客のニーズに応えるこ
とを第一とし、常に顧客の満足に焦
点を置いています。

私たちの顧客および市場に対するこれらの誓いを守るために、私た
ちは、次のことを実行します。
• すべてのヘルスケア関連法令を遵守し、私たちの市場に対する規
制を尊重する
• 法令・規制に従い、公正に、製品を販売し、かつ、医療担当者と相互
関係をもつ
• 当社製品の安全性、有効性、品質をモニターする

「チームワーク」への誓い
成功する企業になるためには、変化
する顧客のニーズに応えるために、
組織または地理的な壁を越えて共
に協力し合わねばならないことを私
たちは知っています。

• 当社製品の製品情報と安全情報を医療担当者と一般の人々に通
知する
• 医療記録などの情報を機密として扱うことにより患者のプライバ
シーを確保する
• 政府当局やビジネス・パートナーと道義的かつ誠意をもって交流
する
• すべての独占禁止法と競争法に従う
• ビジネス情報を適切に収集する
• すべての関税法と反ボイコット法に従う
私たちは、次のことは行いません。
• 公務員やビジネス・パートナーへの違法な支払い
• 不適切な贈物や接待の申し出または受領
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ヘルスケア関連の法令と
規制
ファイザーは、製薬業界という独特の業界に属しています。私たち
の製品の購入者は、多くの場合、製品を推奨し、処方し、使用する人
ではありません。購入決定者が医師や医療機関、薬剤師である一方
で、購入者（あるいは、薬剤費の償還者）は、政府や医療保険会社で
ある場合があります。
このような理由から、製薬業界は多くの法令や
規制の対象となります。
ヘルスケア関連の法令と規制により次のことが求められています。
• 政府やその他の法令上の医療プログラムにおいて不正行為や濫
用を少なくすること
• 医療費の償還のための公営・民営システムの運営をサポートする
こと
• 金銭や他の誘因による医療判断に対する不当な影響力を排除す
ること
• 患者、医療担当者、医療機関に対し、製品情報が適切に宣伝・伝達
されるようにすること
• 医療コストを削減すること
• 患者を守り、医療サービスの質を向上すること
ファイザーはグローバル企業であるため、ある国の法令・規制が他
の国における業務活動に適用されることがあります。たとえば、米
国食品医薬品局（FDA: the U.S. Food and Drug Administration）
の規制を、米国外におけるファイザーの業務でも従う必要がありま
す。各国の法令・規制が米国のそれと異なる場合には、
より厳しい法
令・規制に従わなければなりません。

事実：ヘルスケア関連の法
令や規制の遵守
FDAが求める要件、反キックバック
法、PhRMA（米国研究製薬工業協会）
規約その他の米国ヘルスケア法令、
規制等に関する、ファイザーの米国
ヘルスケア法コンプライアンス・プロ
グラムの詳細については、
ファイザー
本社ガイド（ホワイト・ガイド）および
フィールド・ガイド
（オレンジ・ガイド）
を参照してください。
国際的な法令・規制および業界の
自 主 規 制 に つ い ての 一 般 的 な ガ
イドとして、ファイザーの医療担当
者との相互関係に関するグローバ
ル・ポリシー
（GPIHP: Global Policy
on Interactions with Healthcare
Professionals）
を参照してください。
これらのガイドや ポリシーの 参 照
は、コンプライアンス・ウェブサイト
http://integrity.pfizer.comにアクセス
してください。

ファイザーは、医薬品と生物学的製剤の開発、製造、流通、マーケティ
ングを規制するすべての適用法令と規制を遵守し、
グローバル・レ
ベルでヘルスケア関連の法令・規制に従うことを誓います。社員は、
自分の業務に関連する、すべての適用法令・規制に通じている必要
があります。
ファイザーの方針に従うことにより、皆さんは、製薬業界のビジネス
に関連するすべての法令・規制の遵守を確実にすることができます。
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マーケティング活動におけ
るインテグリティ
製薬業界の規制と基準を忠実に守る
だけでなく、
ファイザーは企業の行い
として公正に競争することを約束し
ます。私たちは、当社のマーケティン
グ活動に適用されるすべての法令に
従います。
これらの法令の下では、競
争に不正な手段を用いることや、営
業において不正または欺まん的な行
為や行動を取ることは違法です。次
はその一例ですが、
これに限定され
るものではありません。
• 虚偽または誤解を与える広告
• いかなる形であれ、販売に関連して
行われる不当表示
• 競合他社または顧客の社員に対す
る賄賂・リベート
• 競合他社の製品に関するアンフェア
なコメント

プロモーション活動と
医療担当者との相互関係
宣伝や製品広報への規制は、私たちの顧客との関係に直接影響し
ます。すべての社員は、プロモーション活動と医療担当者との相互
関係に関する法令・規則を確実に遵守するために、
ファイザーが堅
持する基本的な原則を理解する必要があります。
すべてのマーケティングに関する資料やコミュニケーションは、次
の条件を満足しなければならないのがファイザーの方針です。
• 正確で誤解を与えない
• バランスが取れていて、実証されており、科学的に正確である
• ローカルの医療、法律、そして規制の基準に準拠している
医師、看護師、薬剤師、その他処方薬を投与、処方、購入、推奨する
医療担当者と私たちとの関係は、厳しいルールにより規制されてい
ます。規制の対象は、プロモーション活動のみに限られているわけ
ではなく、医療担当者との教育上および営業上の関係も厳しく規制
されています。医療担当者とのすべての相互関係は、次の指針に従
う必要があります。
• ファイザーの医療担当者との相互関係に関するグローバル・ポ
リシー（GPIHP: Global Policy on Interactions with Healthcare
Professionals）
• 国際製薬団体連合会（IFPMA: the International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers & Associations）の医薬品マーケ
ティング行動規範
• 適用される国および地域の業界団体の規約
• 適用法令、規則その他の業界基準
営業、マーケティング、メディカル、規制対応関係の業務に従事する
社員は、表示、プロモーション・プログラム、製品サンプルその他関
連するファイザーの会社方針と業務手順に精通している必要があり
ます。
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私たちの製品の安全性、有
効性、品質をモニターする
ファイザーでは、患者の安全性は何よりも優先されます。
したがっ
て、私たちは自分たちの製品の安全性と認容性を理解するために
真剣に取り組む必要があります。それにより、世界中の医療担当者、
患者、規制当局にリスクとベネフィットを比較した高品質の情報を
提供することができます。
製品の安全性を理解することは、製品の品質や有効性への理解と
同じくらい不可欠なことです。
これらの要素は、臨床試験において徹
底的にモニターされます。
しかし、製品が市場に出て実際に使用さ
れて、はじめて安全性と有効性が完全に判明するのです。
製品に関する情報は多ければ多いほど良いのです。
そのため、
ファイ
ザーの社員である皆さんは、市場に出回っている私たちの製品の安
全性、品質、有効性に関して報告しなければなりません。実際に、当社
は、薬の有害事象と製品の品質への苦情を調査し、規制当局に報告
する法的義務を負っています。

Q: ディナー・パーティーで、
ある出席者が、
「私の妻は、糖尿病性足病変を治療
するためにファイザー製品を使用して
いるのですが、今日は喉の痛みをうっ
たえて、家にいます。」
と言いました。会
社に報告すべきですか。
A: はい。報告する必要があります。その
事象をどのように知ったか、その深刻
さ、それがファイザー製品の副作用と
考えるかどうかにかかわらず、知った
ときから 24 時間以内に、製品の安全
性に関する部門（日本においてはメデ
ィカル部門）に情報を報告しなければ
なりません。それは、皆さんの倫理的
かつ法的な義務です。

私たちは、電話、手紙、
ファックス、電子メール、
ウェブサイト、
ファイ
ザー開催イベントでのアンケート、会議、オフィスや社交の場などで
の日常的な会話、
または様々な方法で製品の問題を知るかもしれま
せん。製品の問題に関するいかなる情報も、気が付いたときから 24
時間以内に報告する必要があります。すべてのファイザー社員、その
他の契約関係がある従業者は、各国の製品の安全性に関する部門（
日本においてはメディカル部門）に問い合わせるか、または上司に
どのように情報を報告したらよいかについて尋ねてください。
クオリティへの誓い
｢クオリティ｣は、私たちの仕事やすべてのバリ
ューに深く根づいています。私たちは、世界中
に高いクオリティのヘルスケアを提供すること
に専念します。私たちの活動やビジネス・プロ
セスは、すべての利害関係者の期待を上回るク
オリティを達成することを目的としています。

13
http://integrity.pfizer.com

市場

製品情報の開示
誠実なコミュニケーション：
関係者すべてのために
信頼は、私たちのビジネスにとっ
て不可欠な部分です。医療担当者
は、私たちの研究と結果を信頼し
ています。消費者は、私たちの製品
の品質を信頼しています。株主は、
私たちが継続して企業価値を向上
させることを信頼しています。だか
らこそ、製品情報に関する誠実な
コミュニケーションが絶対不可欠
なのです。

ファイザーの確固としたメディカル情報管理のプロセスは、当社製
品のベネフィットとリスクのプロファイルが絶え間なく維持されるこ
とを確実にしています。
また、すべての新製品の情報について、患者、
医療担当者、規制当局との間で、確実かつ適時なコミュニケーショ
ンが取れるようになっています。世界中で、当社製品の使用方法、安
全性、禁忌、副作用について、また必要に応じて使用上の注意と特
徴について、関係者に周知されます。私たちは、
これらの情報を次の
方法で提供しています。
• 添付文書
• 医師その他の医療担当者への郵送
• 教育および販売促進資料
• ファイザーの担当者によるプレゼンテーション
• 臨床試験の結果の開示
• 市販後調査の内容とその状況の開示
提供される情報は、関連製品に直接関係する科学的常識と整合性
がなければなりません。さらには、地域的な医療水準上の要件と各
国政府の規制に準拠している必要があります。

患者のプライバシー
特定の研究や業務活動において、患者の医療記録や個人の医療情
報の収集にかかわる場合があります。患者の情報は、厳格に機密と
して扱い、適用法令・規制に従い、あるいは患者の承諾に基づいて、
使用し、開示される必要があります。ファイザー社員と、共に働くす
べての契約関係にある個人および会社は、患者、消費者その他の人
々から委ねられた情報を保護し、そのプライバシーとセキュリティを
確実なものとする必要があります。
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賄賂と汚職（※）
ファイザーは、長年にわたる会社方針として、社員および当社を代
理して行動する第三者は、公務員に対して不正に影響を与えたり、
不正なビジネス上の便宜を得るために、金銭や経済的利益を提供
することを禁じています。
私たちが事業を行うほとんどの国において、事業上の決定や公務
に影響を与えることを目的として、公務員に、金銭や経済的利益を
（直接・間接にかかわらず）提供したり、約束することを禁じる法律
があります。米国では、海外汚職行為防止法（FCPA: Foreign Corrupt
Practices Act）が海外でビジネスを行う米国企業を規制しています。
FCPAは、米国企業の社員が、不正なビジネス上の便宜を得るため
に直接または間接に経済的利益を米国以外の公務員、政党、政党
役員に与えることを違法としています。その上、FCPAの条項には、そ
れに関連して不正な経理処理を違法とする規定があります。米国企
業として、ファイザー・インクとそのすべての米国子会社、非米国子
会社、およびその社員は、FCPA に従う必要があります。
また、私たち
は、すべての国や地域の贈賄禁止と汚職防止に関する法律に従う
必要があります。
当社のビジネスにおいては、特に賄賂と汚職の問題に気をつける
必要があります。なぜなら、多くの場合、政府は、当社製品の規制当
局であり、かつ、主要な顧客であるからです。また、当社は医療担当
者や科学者からサービスの提供を受けますが、彼らの多くは公的
機関の従業員であり、公務員と見なされる場合があります。
このよう
な理由から、
ファイザー社員は、公務員の業務に不正な影響を与え
ることを目的としたり、あるいは不正な影響を与えるように見られる
ような金銭や経済的利益を提供してはなりません。
また、ファイザーは、多くの国で違法とされている「商取引上の賄
賂」を禁止しています。商取引上の賄賂とは、取引先のビジネス判
断に影響を与える目的で、取引先の社員に対して経済的利益を提
供することをいいます。
ファイザーは、社員、
コンサルタント、中間業
者または代理人が、直接または間接に商取引上の賄賂を提供する
ことを禁止します。
※ 日本における賄賂・汚職
賄賂（わいろ）
とは「不正な意図で他人に金品を贈与すること、また、その金品」
をいい、汚職は「職権や地位を濫用して、賄賂を取るなどして不正な行為をする
こと」を意味します。
日本では、公務員による汚職が処罰の対象となっており、国
家公務員や地方公務員のほか、国立大学法人の教授や独立行政法人の職員等
のみなし公務員に賄賂の提供、約束または申込みをしたときは刑法により罰せ
られます。NTT、JR、JT、NHK等の職員に対する賄賂は、特別法により刑法に準じ
て処罰されます。
また、
日本以外の外国公務員に対する賄賂も不正競争防止法
により処罰されます。以上の前提からすると、公務員が関与しない商取引上の
賄賂は日本の国内法に抵触しませんが、
ファイザーはこれをグローバル・レベ
ルで禁止しています。

Q: 私はファイザーの業務で世界各地に
出張しており、
「通常の商慣習」には幅
広い解釈があることを知っています。
ある国で習慣的な礼儀とされる行為
が、他の国では賄賂と見られることが
あります。
このようなとき、私はどう対
処すれば良いでしょうか？
A: ファイザーが不正にビジネス上の便
宜を得るために、公務員、医療担当者
その他のいかなる人にも金銭や経済
的利益を提供してはいけません。皆さ
んは常に、ファイザー社員行動指針、
ファイザー賄賂禁止・汚職防止指針と
業務手順、医療担当者との相互関係
に関するグローバル・ポリシー、その
他の関連する会社方針、業務手順、法
律に従うことを期待されています。助
言が必要な場合、法務部門（日本にお
いては法務・コンプライアンス部門）
か米国本社のコーポレート・コンプラ
イアンス・グループに問い合わせてく
ださい。

反キックバック法
米国では、反キックバック法が、
メディ
ケアやメディケイドの償還対象である
医療品（処方薬を含む）やサービスの
推奨と購入に影響を与えることを目的
として、経済的利益を提供することを
禁止しています。
これは、医療担当者
による治療法や医薬品の推奨が個人
的な利益によって影響を受けないよ
うにするためのものです。詳細につい
ては、コンプライアンス・ウェブサイ
ト、http://integrity.pfizer.comにアクセ
スしてください。
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独占禁止法と競争法
Q. 私の隣人は当社の競合他社で働いて
います。彼女の会社がどのように医薬
品卸と付き合っているかについて話し
合ってもかまいませんか？
A. いいえ。適用される法令に基づいて通
常のビジネス会議で話し合ってはい
けない問題は、社交の場でも同じ理由
から話し合ってはなりません。

独占禁止法や競争法は、自由な事業活動を守るものです。
これらの
法律は複雑で要約するのは難しいですが、少なくとも、価格や取引
条件、あるいは公正な競争に影響を与えるようなファイザーと競合
他社との合意を禁じています。
不適切な合意を防ぐため、
ファイザーは次のことを禁止しています。
• 価格、
コストその他の取引条件について競合他社と話し合ったり連
絡をとること
• 不公正な取引の制限や競合他社を市場から排除することについて
供給業者や顧客と話し合ったり連絡をとること
• 競合他社との間で市場や顧客の割当てを合意すること
• 顧客や供給業者をボイコットすることを他の者と合意すること
独占禁止法や競争法が適用される地域でビジネスを担当する場
合、その地域でどのように適用されるかを含め、法律およびその意
味を認識する必要があります。国によりその内容は大きく異なりま
すが、多くの国には、独占禁止法と競争法が施行されており、また、
米国のものよりも厳しい競争法を施行している国もあります。一般
に競争法は、販売代理店契約、顧客へのリベートや割引、特許、著作
権、商標のライセンス、再販業者の販売地域制限、価格政策を規制
しています。
独占禁止法や競争法は複雑ですので、行動を起こす前に法務部門
（日本においては法務・コンプライアンス部門）に相談してください。

業界団体
業界団体の会議や業界の会合は、通常、正当で有益な役目を果た
します。
しかし、
これらの会議は、競合他社が集まり、話し合い、競争
法の違反の可能性があるため、
大きなリスクを伴います。
マーケティ
ングや価格戦略についての不適切なジョークでさえ、間違って解
釈され、誤って報告されることがあります。会話の流れが競争を阻
害するような方向になった場合、皆さんはその件について話し合う
ことを断り、直ちに会話の場から離れることが求められます。
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ビジネス情報の収集
今日のビジネス環境において、私たちは他の会社の製品とサービ
スに関する多くの公開情報にアクセスすることができます。事業を
行う上で公開情報を入手し、それを利用することは、一般的に認め
られています。
他社の情報は、ウェブサイト、公表された記事、価格の公示、広告、
パンフレット、公開講座、顧客との会話などの公開されている情報
源から自由に収集することができます。また、外部のベンダーに依
頼してビジネス情報を収集するかもしれません。
しかし、外部に依
頼する場合は、法務部門（日本においては法務・コンプライアンス部
門）
とビジネス情報収集に関する部門が定める選別および契約締
結の手順を踏む必要があります。
（※）
他社もビジネス情報は、倫理的で、法律や機密保持義務に違反しな
い方法で、収集・使用する必要があります。虚偽の表示、詐欺、窃盗、
スパイ行為、賄賂などの違法あるいは不道徳な方法で情報を収集
したり、そのようなことを第三者に依頼してはいけません。もしビジ
ネス情報を収集するために第三者を利用する場合には、その第三
者がファイザーの方針を認識して、情報を合法的かつ倫理的に収
集するように、皆さんは最善をつくす責任があります。
この分野での
助言が必要な場合、法務部門（日本においては法務・コンプライア
ンス部門）か米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グループ
に相談してください。
※ ファイザージャパンでは、経理・財務部門（プロキュアメント･グ
ループ）が 定めるベンダー採用のための手続きに従ってくださ
い。

Q: 私の上司は、重要な臨床試験におい
て、競合他社が治験参加者をどのよう
な基準で採用しているのかについて、
私に調べてきてほしいといっています。
その情報は公開されていません。参加
希望者を装って、競合他社の臨床試験
場所に電話して、単純に質問をしても
良いでしょうか。
A: い い え。皆 さん が ファイ ザ ー の 社
員であると開 示しな いことや、そう
で な い も の の ふりを することは 、
虚 偽 の 表 示 に 当 たるので、競 合 他
社 の 機 密 情 報 に アク セ ス す る 上
で 倫 理 的 な 手 段 で は ありませ ん 。
これ は 、ファイ ザ ー の 会 社 方 針 に
違 反 す るととも に 、コ ア バ リュ ー
の一つであるインテグリティにも違反
します。ビジネス情報の収集を目的と
する実地調査に着手する前に、その
方法が適法かつ倫理的であるか否か
について、法務部門（日本においては
法務・コンプライアンス部門）に相談
する必要があります。

通商に関する制限
ファイザーがビジネスを行う米国とその他の国々では、特定の国家
や団体と取引を行うことを制限または禁止する法律があります。同
様に、多くの国々は、特定の製品や技術を含む取引を制限したり禁
止しています。米国には、ある国々が他の国々に対して行うボイコッ
トに関して企業がどのように対応しなければならないかを規制す
る法律があります。ファイザーの国際事業に従事する社員は、
これ
らの法律や適用範囲について知る必要があります。質問や懸念が
あれば、法務部門（日本においては法務・コンプライアンス部門）ま
たは米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グループに相談
してください。
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私たちの誓い
ファイザーは、すべての点でインテグリティを伴って行動しながら、
健全な成長と収益目標を達成することを誓います。私たちは、会社
と株主にとって最善の方法で経営を行い、私たちの活動や業績を
率直に報告し、さらには、私たちの資産およびリソースの使用に注
意を払います。
会社と株主の最大の利益を守るため、私たちは、次のことを行い
ます。
• 正確かつ完全な帳簿と記録を保持する
• 財務報告に関する実効的な内部統制システムを維持する
• 私たちの義務に沿った会社記録を保持する
• 会社のリソースを適切に使用し、社有コンピューターやネットワー
クを安全に保つ
• 機密情報、財産的価値のある情報、個人情報を保護する
• 特許および商標を保護する
• 機密情報と内部情報を不当に利用したり、開示しない
• 利害関係の対立を回避する
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帳簿と記録管理
正確な業務記録は、会社の運営上そして投資家の信頼を維持・保
護する上で、必要不可欠なものです。
これは、
ファイザーが、完全、正
確かつタイムリーな財務情報などの開示を、一般の人々や世界中
の政府機関に提供する義務を果たすのに役立ちます。
ファイザーの
すべての帳簿、記録、会計は、完全かつ正確に会社のビジネス取引
を反映していなければなりません。
これには、タイムカード、伝票、
勘定書、請求書、経費報告書、給与および福利厚生に関する記録、
業績評価、その他の重要な会社データなどが含まれます。

不正会計の報告
もし、会社の帳簿に記録されていない資金や資産があること、会社
の帳簿について虚偽的・作為的な記録があることに気が付いたと
きには、
皆さんにはこれを報告する義務があります。
不正会計を知っ
たり、
その疑念がある場合、米国本社のコーポレート・コンプライア
ンス・グループまたは米国本社の内部監査部に直ちに報告してく
ださい。
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記録と情報管理
Q: 自分の記録をどれだけの期間、保管
し、
また、いつ廃棄したらよいのかを、
どのようにして決めればよいのでしょ
うか？
A: どのような記録も廃棄する前に、ま
ず、それが｢法的措置または税務監
査のための保全 (Legal or Tax Audit
H o l d ) ｣ が 必 要とされる文 書である
か否かを判断する必要があります。
必 要とさ れる 文 書 で あ れ ば 、廃 棄
を 直ち に 中 止しな け れ ば なりませ
ん。次 に、ファイザーの 法 人 記 録 保
管スケジュー ル（ E R R S ）を 参 照し、
その 文 書をどれ だ けの 期 間 保 持 す
る必要があるか判断します。詳しい
情報が必要な場合、eRIMグループ、
recordsmanagement@pfizer.com
に問い合わせてください。

当社には記録と情報管理に関する会社方針と業務手順があり、フ
ァイザーのニーズに従って、かつ、適用される法令・規制や、環境、
税務、雇用関係、取引関係の観点から必要となる要件に従って、会
社の記録が維持、保管され、さらに、必要に応じて確実に廃棄さ
れるようになっています。ファイザーの詳しい法人記録保管スケ
ジュール（ERRS: Enterprise Records Retention Schedule）から
は、記録の適切な保管期間に関する詳細な基準が得られます。皆
さんは、ERRS、自分の業務とロケーションに固有の要件、そして適
用される会社方針や業務手順のすべてに通じていることが期待さ
れています。
記録は、訴訟やその他の調査において、通常の保管期間を超えて政
府規制当局を含む第三者に要求されることもありえます。当社の方
針として、
ファイザーが関与する訴訟や政府による調査に関連する、
すべての記録を保管することにしています。｢法的措置または税務
監査のための保全 (Legal or Tax Audit Hold)｣の指示を受けた場合、
または調査が起こると信じる正当な理由があるときは、関連する
いかなる情報も変更したり、処分することを差し控えなければなり
ません。
どの記録を保全するべきかを判断するために、ファイザー
の法的措置のための保全リストを参照するか、法務部門（日本にお
いては法務・コンプライアンス部門）に問い合わせてサポートを仰
いでください。
ファイザーのERRS、法的措置のための保全に関する情報、その
他の記録管理に関する情報は、http://eRIM.pﬁzer.comで検索する
ことができます。その他のサポートが必要な場合、eRIMグループ、
recordsmanagement@pﬁzer.com に問い合わせてください。

重要用語
業務記録 とは、
ファイザーの業務遂行の一環として作成または保存さ
れる記録情報のことで、紙か電磁的かにかかわらずあらゆる媒体に記
録されたものをいいます。たとえば、会社組織や業務活動に関する情
報を記録している、紙の書類（手書きを含む）、録音・録画のテープ、お
よびコンピューター・ベースの情報（電子メール、
コンピューター・ファ
イルその他の媒体）が含まれます。
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社有コンピューターや
リソースの適切な使用
ファイザーは、社員ができるだけ効率的に業務遂行できるように、
さまざまな電子機器およびネットワークをサポートしています。す
なわち、携帯電話、PDA、インターネット・アクセス、電子メール、そ
の他のシステムを利用することにより、私たちの生産性を著しく向
上させることができます。
ところが、
もし、
これらが不正に使用された
ときは、ファイザーのデータとシステムは重大な危機にさらされて
しまいます。
皆さんは、
ファイザーのテクノロジーと情報システムのセキュリティ
と整合性を確保するため、次のことを遵守してください。
• 承認された仕組みやツールと手続きのみを利用して、ファイザー
のネットワークにアクセスする
• パスワードは決して他人に知らせず、問題が起きた時には直ちに
変更する
• 社内で承認されていないソフトウェアは、自分のコンピューターに
インストールしない
• ファイザーのシステムを使用して、不適切なものを表示したり、入
手、伝達してはならない
• 取引業者とのファイザーの業務情報の共有は、
ファイザーの電子
メール、
または会社により承認されたテクノロジーを使用して行う
• 管理職および外部業者と契約した社員は、直属の部下の退職やそ
の業者との契約終了から 24 時間以内に、それらのシステムへのア
クセス権を確実に削除する
ときには、皆さんはファイザーの電子機器をたまたま個人的に使用
することがあるかもしれませんが、法令で規制される場合を除き、
会社のコミュニケーション・システムを介して送受信された情報、
ま
たは保存された情報に関して、個人のプライバシーは保証されませ
ん。また、電子通信を含むすべての文書は会社の所有物であり、い
つでも調査の対象となります。

Q: ある社員がジョーク集を週に 1度、私
と他の社員にメールで送ってきます。
その中にはかなり不快なものも含ま
れます。
その人は、
これで問題になりま
すか？
A: はい、なります。
この社員は二つのフ
ァイザーの会社方針に違反している
ため、懲戒処分の対象となり得ます。
つまり、お互いを尊重する職場環境
を維持することと、会社の業務にのみ
電子機器を使用するという点です。友
人、そして同僚として、そのメールの
送信をやめるように彼に助言すべき
です。
Q: 私は時々、秘書に私のネットワークの
パスワードを使って、電子メール・アカ
ウントにアクセスさせ、私のスケジュー
ルやメールの管理を頼みますが、
これ
は許されますか？
A: いいえ。皆さんは、限られた技術サ
ポートの状況を除き（その場合でも、
後で 直ちに パスワードを変 更 する
必要があります）、ネットワークのパ
スワードを誰とも共有してはいけま
せん。Microsoft Oﬃce Outlook ®の多
様な権限委任機能を利用すれば、秘
書は上司のメールを適切に管理する
ことができます。

ファイザーのコンピューターと通信資源の
適切な使用
次のいずれかを含んだり、
助長したりするコミュニケーションに、
ファイザー
のコンピューターや通信システムを使うことはできません。
• 悪態またはいかがわしい言葉
• 違法またはわいせつな情報
• 受信者の業務またはシステムに損失や損害をもたらすおそれのあるメ
ッセージ
• 中傷的なメッセージ
• 社員やその他の者の業務を妨害する使用
• 許可されていない目的での社員に対する勧誘
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機密情報と財産的情報
重要用語
機密情報または財産的情報とは、製
造方法やパターン、図案、会社の事業
活動に関する情報のほかに、事業上
秘密に保持され、かつ、それを知らな
かったり、使用していない競合他社に
対して、当社を有利にするような情報
をいいます。

私たちが日々作り出す製品、サービス、発想、
コンセプト、その他の情
報は、私たちの会社の重要な財産的な資産です。私たちは、
これらの
資産を様々な法律によって保護することができます。そのような機密
情報または財産的情報の例としては、マーケティングの計画・戦略、
営業・マーケティングのデータ、顧客・社員の記録、研究・技術のデー
タ、製造技術、価格情報、事業開発の機会と新製品および新規サー
ビスに関連する情報が含まれます。
私たちの会社の機密情報と財産的情報、そしてファイザーに提供さ
れた第三者の機密情報と財産的情報を保護し、その不適切または
承諾のない開示を防ぐことは、
ファイザーにとって重要なことです。
次の原則に従うことにより、皆さんは機密情報と財産的情報を保護
することができます。
• 電話、
ファクス、テレックス、電子メール、その他の情報を保管・送信
する電子手段を使用するときには細心の注意を払う
• 機密情報や財産的情報は、
ファイザー以外の電子メール・アカウン
トに転送しない
• 業務遂行上、必要でなくなったすべての機密データへのアクセスを
終了する
• 他人が偶然聞いてしまうかもしれない公共の場で、機密情報に関
する会話をしない
• 最初に機密保持に関する契約を書面により締結し、法務部門（日本
においては法務・コンプライアンス部門）からの承諾を得るまで
は、外部の第三者に機密情報を提供しない
• 外部の第三者からの非公式な電話や電子メールによる問合せに
気を付ける
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特許、商標、著作権
ファイザーの知的財産を保護することは、会社の競争優位性を維持
する上で必要不可欠です。ファイザーの知的財産には、特許、営業
秘密、著作権、商標、科学的および技術的知見、
ノウハウ、会社の活
動を通じて得た経験などが含まれます。皆さんは、
ファイザーの「商
業上多大な価値を伴うすべての知的財産権」を確立させ、保護し、
維持し、そして他社から防衛することのほか、責任をもってこれらの
権利を行使することが期待されています。
ファイザーの知的財産権を保護することに加え、他者の有効な知的
財産権も尊重しなければなりません。他者の知的財産権を許可なく
使用した場合、会社は民事訴訟の対象になったり、損害賠償請求を
受けたりするといったリスクを被る可能性があります。知的財産の
盗用や不正使用は、会社はもちろん、皆さん自身に対しても、多額
の罰金刑や刑事罰に処せられる場合があります。

Q：ある国において、商標権、特許権、著
作権が付与されている場合、
これらの
権利はその他の国においても保護さ
れていますか？
A: いいえ、必ずしも保護されているわ
けではありません。米国本社の法務
部門に属する知的財産グループは、
必要に応じて、会社資産に関わる商
標権・特許権・著作権の状況を全世
界を対象として追跡調査しています。
あるものについて商標権・特許権・著
作権が付与されているかどうかを調
べるには、知的財産グループ（日本に
おいては知的財産統括部）に問い合
わせ、皆さんが懸念を持つ国におい
て、それが保護された状態にあるか
どうかを調査するように要請してくだ
さい。

「革新」への誓い
革新は、人類の健康改善とファイザーの成長と収
益を支える鍵です。
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個人情報のプライバシー
プライバシー法
企業や個人にとって、個人情報のプラ
イバシーとセキュリティに対する懸念
が、世界的に高まってきています。国
や文化が異なれば、
どの情報が、
どの
程度の安全性で、
どのくらいの費用で
保護されるかについての考え方も異
なります。
しかし、多くの国が、プライ
バシー法を制定し、強化しています。
これらの法律は、個人に自分自身の
情報をコントロールする権限を与え
ることを目指しており、個人情報の使
用に制限を設け、保護手段を設定し、
違反者に責任を負わせます。
プライバシー法とファイザーのデータ
ー・プライバシーへの取り組みについ
ての詳しい情報は、
プライバシーのウ
ェブサイト、http://privacy.pﬁzer.com
を参照してください。

個人情報のプライバシー保護は非常に重要なことです。すべての社
員、求職者、被験者、研究者、患者、医療担当者、ベンダー、サプライ
ヤー、そして世界中の多くの人々が、
ファイザーに個人情報を提供し
ています。
ファイザーと個人情報を共有するということは、
ファイザーに対する
信頼に基づく行動にほかなりません。個人情報を機密かつ安全に
保つことは、法律上の義務であり、また、ファイザーのコアバリュー
にあるインテグリティと人間尊重を常に実践することになります。
すべてのファイザー社員と業務受託業者は、個人情報を保護し、適
用法令およびファイザーの業務手順の範囲内でその個人情報を使
用する義務を負っています。次の原則に従うことにより、個人情報の
プライバシーは保護されることになります。
• 個人情報は、適正な事業活動目的のためにのみ収集し、その目的
と当社の法的義務を満たすのに必要な限りにおいてのみ保有する
• 個人情報を収集、処理、保存、転送するときは、情報の保護に適切
な注意を払う
• 個人情報は、合理的な必要のある人との間でのみ共有し、正しく保
護する
• 各国の法令に従って必要な場合は、個人情報を収集、処理、転送、
保存する際に、本人に通知を行い、
または承諾を得る
• 会社が所有する社員の個人データは、本人が見直したり、訂正で
きるようにする
• 個人情報を含む記録は、会社方針に従って適切に破棄する
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内部情報
多くのみなさんは「インサイダー取引」の制限について聞いたこと
があると思います。簡単に言えば、ある証券（株式、債券、オプション
など）に関連する
「内部情報」
（非公開の重要情報）を知っているとき
に、その証券の売買を行うのは違法であるということです。
ファイザ
ーの方針は、
ファイザーにおける雇用期間中に皆さんが取得するあ
らゆる内部情報を、故意または過失により、使用し、
または開示する
ことを禁じています。
会社を通じて得た情報は、それが公知になる前は、
ファイザーが発
行する証券のみならず、
どの会社の証券取引にも使用してはなりま
せん。
また、他人がインサイダー取引を行えるように、内部情報を提
供することもできません。
これは、皆さんがどこに住んでいようと、
ま
た、情報の受け手がどこに住んでいようと適用されます。
証券取引を規制する法令の違反は厳罰に処せられます。規制当局
は、
コンピューター化された記録検索を通じて証券取引活動を監視
することができ、違反が発見された場合には、会社および社員に対
し、厳しい民事罰および刑事罰が科せられることになります。

Q: 私は、
ジョイント・ベンチャーの相手方
とプロジェクトの仕事をしている研究
者ですが、その相手方が科学的な大
発見の最終段階であることを知りまし
た。私か、
あるいは自分の配偶者で、
そ
の相手方の株式を購入したいと考え
ています。購入しても良いですか？
A: いいえ。あなたもあなたの配偶者も、
そしていかなる肉親も、あなたが持つ
情報が一般に公表されるまで、相手
方の株式を購入することはできませ
ん。皆さんがこの情報を使用したり、
または他人に提供してしまうと、皆さ
んは、
ファイザーの方針と証券取引を
規制する法令に違反することになり、
皆さん自身が民事罰および刑事罰を
科せられることになります。

重要用語
重要情報とは、投資家が証券の購入、売却または保持の決定を行うの
に重要とみなしうる情報を指します。
これには、経営成績、業績の見通
し、配当内容の変更、合併・買収・事業譲渡・ジョイント・べンチャーな
どの可能性、重要な製品開発計画、関連する行政規制に関する情報、
主要な訴訟の成り行き、ビジネスの方向性の大きな変更等が含まれ
ます。
情報は、適切な方法で広く一般に開示されていない場合、非公開とみ
なされます。たとえば、証券取引の規制当局へのファイリング、会社のプ
レス・リリース、会社とプレスまたは一般の人々との間の会議やウェブ
キャストは、一般的に、適切な情報開示とみなされます。その証券取引
が合法だと判断されるためには、情報が幅広く入手可能となっているこ
とだけでなく、市場において情報が周知されるために合理的な時間が
経過したことが必要となります。
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利害関係の対立
Q: 私は、
ファイザー製品の重要な成分で
ある化学物質を生産する会社に投資
したいと思います。
これは利害関係の
対立になりますか？
A: その可能性があります。その会社へ
の関与が金銭的なものだけであって
も、あなたのファイザーにおける立場
や購入決定への影響力、あなたの投
資額、
継続的な顧客としてのファイザー
の重要性によっては利害関係の対立
が起こる可能性があります。投資する
前に、上司に相談するか、法務部門（
日本においては法務・コンプライアン
ス部門）またはコーポレート・コンプ
ライアンス・グループに相談してくだ
さい。
Q: 私の配偶者は、
ファイザーがある広告
資料を作成するために契約しようとし
ている取引先のパートナーです。
しか
し、
私の現在のポジションでは、
ベンダー
の選定に関するいかなる決定の権限
も持っていません。何か報告する必要
がありますか？
A: はい。すべての潜在的な利害関係の
対立あるいはそのような外観の存在
は、皆さんや会社の評判に悪影響を与
えるおそれがあるため、皆さんの上司
と法務部門（日本においては法務・コ
ンプライアンス部門）に対して書面に
より開示しなければなりません。

利害関係の対立は、会社の利益に対して、皆さんが個人的、社会的、
金銭的、または政治的にいずれかの利益を持つときに起こります。
利害関係の対立があるような外観が存在するだけでも、皆さんや
会社の評判に悪影響を与える場合があります。潜在的な利害関係
の対立は、書面で報告し、上司または法務部門（日本においては法
務・コンプライアンス部門）から承諾を得る必要があります。皆さん
の職責に関連して、利害関係の対立に関する部門の方針と業務手
順を理解することは、皆さんにとって非常に重要なことです。その他
追加の情報に関しては、http://policysource.pﬁzer.com を参照して
ください。
ほとんどの利害関係の対立は、簡単でお互いに納得できる方法で
解決することができます。利害関係の対立には、次のようなものが
あります。

個人的な投資または取引
ファイザーは、皆さんが個人的な投資を行う権利を尊重し、かつ、個
人の生活に干渉することを望みません。一方で、皆さんは、自分の
利益と会社の利益との間で潜在的な対立が存在したり、対立が存
在するような外観が発生したりするのを回避する責任を負います。
あまり具体的に示すと、上記方針の適用を制限してしまうおそれが
ありますが、利害関係の対立を引き起こす状況は確かにあります。
たとえば、皆さんや家族の方が、次のいずれかに該当する場合など
はこの方針が適用されます。
• サプライヤー、競合他社、顧客に対して、大きな経済的利害関係が
ある状況
• ファイザーが関心を持っている、あるいは持つ可能性のあると知
られている取引に利害関係がある状況
• ファイザーの事業機会を個人の利益のために利用している状況
• サプライヤー、競合他社、当社の顧客から、謝礼、手数料その他の
報酬を受取る状況

個人的な関係
利害関係の対立を避けるため、ファイザーは近親者を同じ事業部
門に雇用しないようにしています。職場外での家族や親しい個人的
な友人の行動も、皆さんの職場での意思決定上の客観性を失わせ
る場合は、利害関係の対立になりえます。
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副業・兼業
皆さんの社外のビジネスや利害がファイザー社員としてのモチベー
ションや業績に影響を及ぼすような場合は、利害関係の対立が存
在することになります。ファイザーの競合他社との兼業や関与は許
されません。顧客、サプライヤー、製品・サービスの提供者によって
雇用されたり、それらに関与したりすることは慎まなければなりま
せんが、マネジメントからの適切な承諾により許可される場合が
あります。そのような副業・兼業が許される場合でも、社員はファイ
ザーとの機密保持契約に拘束されることに変わりはありません。

贈物の授受、接待、融資その他の厚意を受けること
業務を進める上で礼儀正しいことが奨励される一方で、当社は、皆
さんと皆さんの近親者が、心ばかりの僅かな金額とは言えないよう
な贈物、サービス、心付け、接待、その他の物品を、会社のサプライ
ヤー、顧客、その他の第三者から受け取ったり、贈ったりすることを
禁じています。加えて、そのような心ばかりの僅かな金額の贈物の
授受についても、定期的ではなく、また、頻繁ではない場合にのみ
認められます。

Q: 私の国では、
ビジネスの相手からの贈答品を拒否することは、失礼な
ことと見なされます。贈物が提供されたらどうしたらよいですか？
A: 文化によっては、ビジネスを行う相手からの贈物を拒否することは、
その人とのビジネス関係を損なうことがあります。そのような文化
圏でビジネスを行う場合、
どのように贈物に対処するか上司に相談
してください。贈物の価値からみて、贈り主が皆さんに影響を与えよ
うとしていると思われるときで、なおかつ、ビジネス関係を維持する
ために受け取る必要がある場合、会社を受領者として受け取ること
が可能かもしれません。
こういった国では管理職が、そのような贈
物をどう取り扱うかに関する一貫した方針を策定する必要がありま
す。たとえば、食品であれば、皆で食べられるようにしたり、時計や絵
画は、全員が見えるようにファイザー施設内に展示するなどが考え
られます。

潜 在 的な利 害 関 係の対 立
― 自らに問うべき質問
皆さんの社外での経済的またはその
他の利害関係や義務が、
ファイザーに
おける業務に影響を及ぼしている場
合、利害関係の対立が発生しているお
それがあります。次の質問は、潜在的
な利害関係の対立があるか否かを判
断するために自分自身に問いかける
べき質問です。
• ファイザーと事業を行う会社に大き
な経済的利害関係を持っているか？
• ファイザーの通常の業務時間を、社
外の仕事や趣味の時間に使っている
か？
• サプライヤー、顧客、競合他社から高
価な物品や度重なる贈物を受け取
っているか、その場合、それらの贈物
は、ファイザーにおける自分の意思
決定に影響を与えるか、
または与える
ような外観が存在するか？
• 配偶者、親戚、親しい友人を雇用した
り、直接管理する地位にあるか？
利害関係の対立について質問がある
場合、米国本社のコーポレート・コンプ
ライアンス・グループに相談してくだ
さい。
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私たちの誓い
社員はファイザーの最も大切な財産であり、すべての社員と求職者
に、公正かつ敬意をもって接することをファイザーは誓います。私た
ちは、協力、チームワーク、信頼の価値を信じています。敵意やハラ
スメントは、当社において一切許されません。
皆さんが敬意を持って公正に処遇される、安全な職場環境を作る
ために、私たちは次のことを行います。
• すべての社員に対する公正で公平な処遇
• 当社が事業を行うすべての国で労働関連の法令・規制に従う
• 前向きでハラスメントのない職場環境を促進する
• すべての社員の健康と福祉を守る
私たちは次のことは行いません。
• いかなる差別、
ハラスメント、報復への関与
• 違法薬物の使用の容認
• 職場でのアルコールまたは処方薬の乱用の容認

「人間尊重」への誓い
ファイザー発展の基礎は人財です。私たちは多
様性にこそ私たちの力の源があると考えていま
す。
これまで社員に敬意をもって接し、人間性を
尊重してきた当社の歴史は私たちの誇りです。

「リーダーシップ」への誓い
リーダーは、知識を分かち合い、個々人の傑出
した努力を評価することによって、周りの者の
能力を高めると当社では考えています。当社は、
このようなリーダーシップ発揮の機会を組織の
あらゆるレベルで提供できるよう努めます。
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平等な雇用機会と待遇
ファイザーは、平等な雇用の機会を提供し、かつ、個人的特徴（たと
えば人種、肌の色、宗教、性別、個人が認知している性別、性的指向、
年齢、出身国、未婚既婚の別、身体的な障がい、軍歴の有無、その他
法律により保護されている特徴）に関係なく求職者と社員を処遇す
ることを、会社の方針として掲げています。
管理職は、
この方針についてコミュニケーションを図り、実施する責
任を負っています。各事業部門は、平等な雇用機会と待遇を提供し
ているかについて、定期的にモニターおよび報告を行い、必要に応
じて、その体制を是正する必要があります。

差別やハラスメント
ファイザーは、言葉や行動によるハラスメントのない職場環境を尊
重します。ハラスメントには、人種、肌の色、宗教、性別、個人が認知
している性別、性的指向、年齢、出身国、未婚既婚の別、身体的な障
害、軍歴の有無、その他法律に定める個人的な特徴についての不
快なコメントや行為が含まれます。
この方針は、雇用条件を作成す
る際や採用決定を行う場合、または、威圧的、攻撃的、侮辱的な職
場環境を生み出す行為や個人の業務遂行に対する不当な干渉が
あった場合に適用されます。
管理職、上司、社員その他の者によるハラスメントや差別があり、会
社がその行為を知っていた（または知っているべきであった）にも
かかわらず、適切な是正措置を取らなかったときは、
ファイザーは、
そのハラスメントや差別について責任を問われる場合があります。

自由意志に基づく雇用（※）
書面による合意や適用される法令が
ある場合を除き、
ファイザーの各社員
は、自由意志に基づき雇用されてい
ます。自由意志に基づく雇用とは、特
定期間の雇用に対する保障がなく、
会社は、理由または通知の有無にか
かわらず、いつでも個人の雇用を終
了する権利を保持していることを意
味します。
ファイザー社員が継続的な
雇用について口頭で表明したとして
も、
この関係を変更することは一切あ
りません。
※日本では、労働基準法、労働契約法
その他の労働関連法規に基づき、
社員の雇用は保護されており、正
当な理由なしに雇用を終了するこ
とはありません。

Q: 私の同僚はいつも人種に関するジョー
クを言っています。彼は面白いと思っ
ているようですが、そのようなジョーク
は私を嫌な気分にさせます。
どうしたら
よいでしょうか？
A: あなたは、その同僚のジョークが職場
環境を悪くしていることを彼自身に気
付かせる必要があります。もし、あな
たが自分自身で対処できると思うとき
は、そのようにすることを奨めます。
ま
た、
その問題について対処すべき上司
に報告・相談したり、人事部門の担当
者やオープンドア・ポリシーに基づく
コンタクト先に連絡したりすることも
可能です。また、ファイザー・コンプラ
イアンス・ホットラインに電話すること
もできます。
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差別とハラスメントの報告
ゼロ・トレランス
ファイザーでは、職場におけるハラ
スメントおよび差別を一切許しま
せん。

Q: 米国でセクシャル・ハラスメントが大き
な問題になっていることを知っていま
すが、異なる基準を持つ米国以外の
国ではどうなるのでしょうか？
A: ともに働く仲間を尊敬するという考え
方は、世界共通であり、国や地域に限
定されるものではありません。世界中
の全社員が同僚から敬意をもって処
遇される職場環境を作る必要があり
ます。
したがって、
ファイザーの差別と
ハラスメントに関する方針はグローバ
ル・レベルで適用されます。ある行為
が、敬意をもって同僚と接する職場環
境と調和したものかどうか明確でない
場合、各国の人事責任者に相談してく
ださい。それに加えて、各国において
適用される法律にも従う必要があり
ます。
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ハラスメントや差別的行為に関与した社員は、解雇を含む懲戒処
分の対象となります。管理職は、ハラスメントと差別のない職場を
維持する責任を負います。
また、
ファイザーは、報復のない環境を提
供することを誓います。
ファイザーは、差別とハラスメントに関連する質問、懸念、問題、苦
情を解決するために、全社でオープンなコミュニケーションを推進
しています。差別やハラスメントを受けたり、気がついたときは、次
の手続きを行うことができます。
• 上司、人事責任者、事業グループの管理職に相談する
• オープンドア・ソリューション、または米国本社の人事部門に連絡
する
• 米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グループ、また、ファ
イザー・コンプライアンス・ホットラインに連絡する

ファイザーの社員

薬物とアルコールの乱用
私たちは、個人のプライバシーを尊重しますが、薬物の乱用は、職場
において深刻な健康上・安全上の問題を引き起こすことも認識して
います。社員の健康と福祉のために、
また、私たちの競争力を強化す
るためにも、薬物乱用のない環境を作り上げることに力を注ぎます。
ファイザーの方針や指針は、思いやりのあるものですが、断固とした
意思を示したものになっています。違法な薬物の使用と、
アルコール
と医薬品の乱用は、場所にかかわらず、職場において業務時間内は
禁じられています。

重要用語
違法な薬物には、
ファイザーが事業
を行う国や地域の法令により禁止
され、または制限されている、化学
物質、麻薬、規制対象医薬品、不法
な医薬品などが含まれます。

採用前の薬物検査に加えて、薬物またはアルコールの乱用の疑いが
もたれるような、異常または一貫性のない行動を示した場合、社員
に対して検査が行われることもあります。また、事情が許す場合、社
員は無作為に検査されることもあります。
（※）
※ ファイザージャパンでは、薬物やアルコールの乱用に関連して、
採用前の薬物検査および入社後の社員に対する無作為の薬物検
査は実施されていません。
Q: 私の同僚は、最近アルコールのにおいをさせて出勤しています。彼女
は酔ったようには見えませんが、職場で酔っ払っているのではと心配
です。彼女に直接問いただすようなことは、
したくありません。
どうした
ら良いでしょうか？
A: 同僚である彼女が飲酒問題を抱えている場合、彼女と他の社員の安
全だけでなく、彼女の業務遂行能力をもそこなっているおそれがあり
ます。彼女が仕事中に酒気を帯びているという証拠があると判断した
ら、上司、人事部、米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グルー
プに連絡する必要があります。
Q: 私は、
自分が薬物乱用の問題があるのではと思っています。
ファイザー
は私に手を差し伸べてくれるでしょうか？
A: もし、
あなたがアルコールや薬物などの乱用の問題を心配しているな
らば、
ファイザーは、社員支援プログラムにおいて利用可能なカウン
セリングに連絡して支援を求めることを奨めます。あなたが自発的に
薬物乱用の問題について支援を求める場合は、会社が承認した上で、
治療やリハビリその他のサポートを受けるために必要な有給休暇を
取得することができます。詳しい情報については、
ファイザーの薬物
乱用防止に関する会社方針を参照してください。
（※※）
※※ ファイザージャパンでは、設問にあるような、薬物やアルコールの
乱用に関する社員支援プログラムやその治療のための有給休暇
取得制度はありません。
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地域社会と一般市民
私たちの誓い
ファイザーは、私たちがビジネスを行っているコミュニティの活動
に積極的に参加するほか、コミュニティの改善に尽力することを誓
います。
「より健康な世界の実現のために（working together for a
healthier world）
」
という理念のもと、私たちは次のことを実行します。
• コミュニティへのサポート
• 皆さんの安全と環境の保護
• 人間の生命と動物保護の尊重
• すべての一般市民、マスコミ、政府からの質問に対する適切な対応
• 責任ある政治活動の実行
• 各国の政府との協力関係の構築

企業市民と責任ある経営
2002年10月、
ファイザーは、企業、国連機関、非政府組織、労働組合、
学術団体の中で、良き企業市民を推進する国際ネットワークである
「国連グローバル・コンパクト」に加盟しました。
ファイザーは、
この
協定に署名した最初の米国製薬企業です。
2008年2月、
ファイザーは、責任あるサプライ・チェーン・マネジメン
トのための製薬業界の原則（the Pharmaceutical Industry Princip
les for Responsible Supply Chain Management）の支援企業となり
ました。
これらの原則は、倫理、雇用、健康と安全、そして環境に対処
し、社会的に責任のあるビジネス行為を推進することを目的として
います。
ファイザーは、既存または将来の主要なサプライヤーとの
関係を評価するために、
これらの原則を用います。

「善き市民」への誓い
当社が事業を展開している世界各国およびコ
ミュニティをより良い生活と労働の場とする上
で、私たちは積極的な役割を担っています。そ
れぞれの国や地域市場に溢れるバイタリティー
は、当社の長期的な事業発展に直接影響を及
ぼします。
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地域社会に対する支援
ファイザーは、その医薬品とコミュニティへの協力を通して、世界中
の人々の健康に良い影響を与えています。私たちの地域社会への
取組みは、世界中で、医薬品の入手を容易にし、医薬品が行き届い
ていないコミュニティに対する医薬品提供を強化するために、会社
のリソース（人材、技術、専門知識、資金）を提供することにフォーカ
スしています。
地域の非政府組織（NGO: Non-Governmental Organizations）、多
国間機構（MLO: Multi-Lateral Organizations）、政府、民間部門の
パートナーとの直接的な協力を通じて、ファイザーは、持続可能な
プログラムの開発・導入に取り組んでおり、世界中で人々がより健
康的な生活を送ることができるよう努力しています。私たちの取り
組みには、次のようなものが挙げられます。
• グローバル・ヘルス・フェロー・プログラム
• 国際ジフルカン®・パートナーシップ
• 国際トラコーマ･イニシアティブ
• オンコロジーと禁煙を対象としたグローバル・ヘルス・パートナー
シップ・プログラム
• ファイザー・ヘルプフル・アンサー®（米国のみ）
と、様々な患者処方
援助プログラム
• ファイザー・ヘルス・ソリューションのコミュニティにおける医療サー
ビス
• 社員マッチング・ギフト・プログラム
• 自然災害による伝染病発生に代表される、世界的または地域レベ
ルでの緊急事態への対応
• その他様々な地域、国内、世界レベルでのイニシアティブ

治療に対する取組み
ファイザーは、健康増進、医療スキル
の向上のための教育、医療へのアクセ
スを容易にするような、様々な世界的
プログラムに参加しています。
例えば、次のようなものがあります。
• グローバル・ヘルス・フェロー・プロ
グラムへのサポートおよび社員の派
遣：ファイザーの社員が、発展途上の
国々において、非営利団体とともに
働くプログラムで、組織的な医療の
課題への対処と、
コミュニティが必要
とする技術支援、知識、
スキルの提供
を目的としています。
• 国際トラコーマ・イニシアティブの共
同設立：予防可能でありながら、失明
の主な原因となっているトラコーマ
撲滅に取り組んでいる官民共同のパー
トナーシップです。
• ファイザー・ヘルス・ソリューションを
通じて、医療教育の提供、ライフ・ス
タイルの改善プログラム、その他の
コミュニティにおける医療サービス
を提供しています。

ファイザーの健康への投資に関するその他の情報は、
ファイザーの
年次企業責任報告書（Corporate Responsibility Report）を参照し
てください。
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安全と環境の保護
世界中の人々の健康と幸福増進に関するファイザーの誓いの一環
として、私たちは、自然環境や職場環境の効果的な管理を実現する
ために努力しています。
この目標を達成するために、私たちは、環
境、健康と安全（EHS: Environment, Health and Safety）に関する
会社方針とガイドラインを導入しました。
EHSの保護は、ファイザーでは全員の責務であるため、皆さんは次
のことを実行しなければなりません。
• 自らの施設に対する、EHS管理システム上の要求事項と施設が所
在する国の法的要求を遵守する
Q: 私が働く施設が、地域の環境や労働
安全衛生に関する法律・会社方針を
遵守していることを確認する方法はあ
りますか？
A: ファイザーの各施設では、コンプライ
アンスに関する潜在的な問題を特定
するため、定期的にEHS内部監査を実
施しています。監査プロセスでは、特
定された問題をタイムリーに解決す
るための行動計画の策定と実行が義
務付けられています。

• EHSのパフォーマンスを継続的に改善するようにする
• 安全で環境に配慮した操業を維持する
• 自分の職場と業務において、EHS に対する配慮を取り入れる
• 自然環境と職場環境を保護するための社会的取組みに貢献する
• 社員と市民との関係を開かれたものとし、対話を促進する
• EHSが遵守されていない場合、
グローバル EHS オペレーションお
よび EHS法務の適切な内部窓口へタイムリーに報告を行う

環境、健康と安全（EHS）の遵守
EHS遵守の責任を持つ全社員は、違反の可能性を監視および報告
するためのファイザーの会社方針と業務手順に関する研修を受け
ています。
「EHS方針とガイドライン」の全文は、
グローバル EHS オ
ペレーションのイントラネットサイト、http://ties.pﬁzer.com よりア
クセスしてください。
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臨床研究における被験者
の保護
ファイザーは、臨床研究に参加する患者と被験者の安全を守るとと
もに、世界中で行われる当社のすべての研究活動において、最高
レベルの倫理基準、科学水準および臨床研究基準を維持すること
を約束します。臨床試験に参加する人々の権利が適切に保護され、
尊重されるように、ファイザーが実施するすべての臨床試験は、適
用法令と規制に従って計画・実行されます。さらに、
ファイザーが実
施する臨床試験は、ニュルンベルク綱領（the Nuremburg Code）、
ベルモント・レポート
（the Belmont Report）、ヘルシンキ宣言（the
Declaration of Helsinki）、国際医学団体協議会が定めたヒトを対象
とした生物医学研究のための国際生命倫理ガイドライン（CIOMS
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects）、
日米EU医薬品規制調和国際会議が定めた医薬
品の臨床試験の実施に関する基準（ICH GCP: International Confere
nce on Harmonization Good Clinical Practice）などを含む、世界的
に認められた国際的な倫理の原則を守ります。

事実：臨床試験
ファイザーが資金を提供する臨床試験
に関する情報は、公的に登録された臨
床試験を公開しているhttp://www.
ClinicalTrials.govに掲示されています。
これら臨床試験の結果の概要は、http:
//www.ClinicalStudyResults.orgにお
いて一般に公開されています。

ファイザーの倫理的な研究活動を行うという会社方針は、
ますます
複雑化、高度化する臨床試験に歩調を合わせるため、定期的にレ
ビューされ、更新されています。
また、倫理に適った最高レベルの研
究の企画・実施・フォローアップを確実に実行できるように詳細な
業務手順を導入しています。
これらの業務手順は、
ファイザーの、研
究参加者の健康、福利および安全を重視する姿勢の表れであり、研
究が行われる国の文化や法令・規制に対する尊重を示しています。
また、私たちは、研究活動の期間中と終了後において、独立データ・
モニタリング委員会の適切な利用を含めた、モニタリングとレビュ
ーの体制を確立しています。
ファイザーが実施する臨床試験はすべ
て、公認の治験審査委員会または独立の倫理委員会により、あらか
じめレビューされます。
ファイザーの臨床試験プログラムと被験者保護への取組みに関
する追加情報は、http://integrity.pfizer.comとhttp://www.
pfizer.com/research から入手可能です。
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動物保護
Q: ある記者が、会社に関する基本的な情
報を求めて、私に電話をかけてきまし
た。質問に答えても良いでしょうか？
A: いいえ。皆さんが関連する事実をす
べて知っているとは限らないので、
たとえ簡単な質問であっても、製品
に関する問い合わせは医薬マーケテ
ィング部門の製品広報部に、その他
の問い合わせにはコーポレートアフ
ェアーズ・信頼性保証部門の企業広
報部に連絡する必要があります。た
とえ皆さんが正確な情報を提供して
も、それを適切でない時期に提供し
てしまうと、マーケティング計画に悪
影響を与え、競合他社に対応するた
めの時間を与えてしまうことになり
かねません。さらに、社内的に調整し
ていない状態での開示は、公開され
た情報が内部の重要情報である場
合、証券取引関連法令に関する問題
を引き起こす場合があります。一見
問題がなさそうに見える開示でさえ、
問題を起こすことがあり得るのです。

私たちは、人道的かつ倫理的な方法で動物実験を行う責任を負っ
ています。私たちの研究活動における動物の使用は徹底的に精査
され、すべての動物実験は、動物たちの痛み、苦痛、不快を最小限
にするために注意深く計画・実行され、かつ、会社が飼育している
すべての動物の健康と幸福には細心の注意が払われています。私
たちは、自らのベンダーと第三者の研究機関が、同様の高い基準を
維持し、すべての適用法令・規則を遵守することを求めています。
また、
ファイザーは、動物を使う実験を減らしたり、実験方法を変え
たり、実験を効率化したりして、代替となる方法を真剣に探し求めて
います。動物を使わない新しい実験方法を取り入れるために、私た
ちは、医薬品の効用を予測するのに役だつ新技術を積極的に開発
しています。
生物医学的な研究・実験で動物を使用する必要がある限り、私たち
は、動物の保護とその幸福のために、
グローバル・レベルまたは各
国や各地域の法令・規則で要求されるあらゆる基準に合致し、また
は、それらを上回る水準を維持していきます。

メディアまたは一般の人々
からの問合せ
ファイザーは、マスコミ、財務アナリスト、投資家、その他の一般の
人々に、正確で信頼できる情報を提供することを誓います。業績の
見通し、
プレス・リリース、スピーチ、その他のコミュニケーション手
段を含むすべての情報開示は、誠実かつ正確、
タイムリーなもので
あり、事実に基づくものでなければなりません。一般のファイザー社
員は、マスコミや一般の人々からの問合せに回答することが認めら
れていません。情報を求められた場合、皆さんは、質問者の名前を
記録して、直ちに製品に関する問い合わせは医薬マーケティング部
門の製品広報部に、その他の問い合わせにはコーポレートアフェア
ーズ・信頼性保証部門の企業広報部に連絡する必要があります。
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政治活動
ファイザーは、各国において、適切な範囲で社員が選挙を伴う政治
活動に参加することを奨励していますが、そのような活動は、厳格に
個人的かつファイザーを離れた私人としての責任で行われるもので
あり、
ファイザーの社員として行うことはできません。
このため、社員
は、会社の勤務時間中、または会社の資産や機器を使用して、個人
的な政治活動を行うことはできません。
米国籍の社員（国内・外国）は、
ファイザー・イン・アクションと会社の
政治活動委員会の活動をサポートすることができます。
しかし、その
ような支援は自発的なものでなければならず、かつ適用される法令
を遵守していなければなりません。

政府機関による調査：
情報開示と会社施設訪問の
要請

Q: 私は、地元の教育委員会の委員に立
候補しています。私の職場の同僚に、
私の政治資金イベントについて知らせ
る電子メールを送りたいと思っていま
す。送っても良いでしょうか？
A: いいえ。社員は業務に差し支えない範
囲で私用の電子メールを送ることを
許されていますが、政治的な目的の
ために、会社のメール・アドレスを含
む会社の資産や機器を使用すること
は禁止されています。

ファイザーは、政府が行う調査に関連して、情報開示やファイザー施
設訪問の要請があった場合はこれに協力します。
このような状況で
は、法務部門（日本においては法務・コンプライアンス部門）が会社
を代表して、
どのような情報を調査担当者に提供するのが適切かを
判断します。
皆さんが米国で働いており、政府機関からの問合せを受けたとき
は、法務部門かコーポレート・コンプライアンス・グループに知らせ
てください。一方、米国外で働いている皆さんが政府機関からの問
合せを受けた場合は、各国の社内弁護士（日本においては法務・コ
ンプライアンス部門）、上司、
コーポレート・コンプライアンス・グルー
プに直ちに知らせてください。
「要報告コンプライアンス問題」に関連し、または会社や社員に対
して刑事罰、重大な民事罰、行政処分が科せられる可能性のあるよ
うな情報提供やファイザー施設訪問の要請があった場合は、
すべてコー
ポレート・コンプライアンス・グループに連絡する必要があります。捜
査機関等による捜索や立入り検査は「要報告コンプライアンス問題」
と見なされ、適切に処理する必要があります。疑いがあるときは常
に、米国本社のコーポレート・コンプライアンス・グループに連絡し
てください。
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