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原　則

法令、法的要件および倫理的価値観の遵守

ファミリー企業であるビー・ブラウングループは、そ
の企業戦略に基づき、企業統治理念に法的責任および企
業責任を採り入れています。ビー・ブラウングループの
各国法人は、事業活動を行う自国内の関係法令等の遵守
（合法性）を最低基準として求められます。また、一部の
国では、自国の法令に加え、優れた企業統治理念の導入
を慎重に検討する必要があります。 

ビー・ブラウングループにおけるコンプライアンス※1

とは、法令等とその要求事項を遵守することにとどまら
ず、誠実性、公正性および持続性の倫理的価値観も含む
ものです。これにより、私たちビー・ブラウングループの
行動が社内外のいずれにおいても透明性のあるものと

なるよう徹底しています。 

本行動規範は、全社員の倫理的行動の原則をまとめた
ものであり、全世界で私たちが展開しているすべての事
業活動に欠くべからざるものです。また、本行動規範は、
ビー・ブラウンのコンプライアンス管理システム全体の
基盤でもあります。ビー・ブラウングループの各国法人
は、本行動規範を最低限の基準として定める必要があり
ます。各国法人には、自国の法令に加え、優れた企業統治
理念の導入を慎重に検討することが求められ、必要に応
じて国内またはグローバルガイドラインを以て補足す

る義務があります。 

 
ビー・ブラウン Sharing Expertise – 取締役会一同 

※1「法令・諸規則等を遵守し、社会的規範に基づく誠実かつ公正な企業活動の推進」 
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1．利益相反※2

ビー・ブラウングループは、社員の個人的利益がビー・
ブラウングループの企業利益を妨げないことを保証しま
す。 

利益相反は、社員の個人的利益がビー・ブラウング
ループの社員としての業務遂行を妨げる、または「対
立」する場合に生じます。ビー・ブラウングループは、社
員の個人的な利益および活動を認め、尊重しますが、す
べての社員から全面的な忠誠を期待します。 

社員は、ビー・ブラウングループのビジネスに抵触し
得る、または、社員の本来の職務遂行を妨げかねない活
動には関与しないものとします。 

社員の職務は、常にビー・ブラウングループの最善の
利益のために遂行されなければなりません。社員は、私
的利益のためまたは不正に他を利する目的でビー・ブラ
ウングループでの地位、またはビー・ブラウングループ
の情報もしくは資産を利用してはなりません。 

ビー・ブラウングループの社員は、利益相反とその可
能性によるリスクを避けるため、自らの上司または所定
の部署もしくはコンプライアンス委員会に利益相反ま

たはその可能性を報告する必要があります。報告を受け
た上司または所定の部署もしくはコンプライアンス委

員会は、必要に応じて、当該利益相反に対処し、解決にあ
たります。

※2「ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為」

ビー・ブラウングループは、専門知識、特許、商標、不動
産および設備をはじめとする会社の財産、所有資産およ
び事業機会を保護します。 

ビー・ブラウングループの事業に不可欠な会社の財産
および所有資産は、社員の多大な努力と献身によって積
み上げられてきたものです。 

ビー・ブラウングループの全社員は、ビー・ブラウング
ループの持続的な成功と成長を確保し、推進するため
に、ビー・ブラウングループの財産およびその他の重要
資産を保護することが期待されています。

ビー・ブラウングループは、所有するすべての情報を社
外秘とすることで、ビー・ブラウングループのあらゆる事
業および営業秘密を保護します。ビー・ブラウングループ
は、事業および営業秘密を極秘情報として取り扱います。 

秘密情報を取引相手に開示する際には、当該情報につ
いて秘密を保持するよう取引相手に要請します。事業秘
密および営業秘密を含む文書およびその他のデータ媒

体は、すべて特別に保護し、不正アクセスから保護する
ものとします。 

ビー・ブラウングループは、社員の個人情報が不正に
開示されないよう保護します。 

社員の個人情報は、あらゆる適用規制に従い、細心の
注意を払って取り扱われます。 

ビー・ブラウングループは、特別な組織的および手続
き上の対策を講じて秘密情報および個人情報を保護す

るよう厳重に注意を払い、これらの情報の不正な収集、
使用および加工を回避します。 

ビー・ブラウングループは、多様性を尊重し、いかなる
場合にも、人種、年齢、外観、民族的背景、性別、宗教、政
治思想、障害、性的指向またはその他法令で保護される
特性に基づいて雇用または経営上の決定を行いません。 

ビー・ブラウングループは、人権保護に関するコンプ
ライアンスおよびその促進への責任を認識し、国際労働
機関（ILO）の中核となる労働基準を遵守しています。
ビー・ブラウングループは、文化的多様性を企業資産と
みなします。多様性および機会均等性はいずれもビー・
ブラウングループの理念の一部を成すものであり、グ
ローバル市場におけるビー・ブラウンの成功の重要な要
素です。ビー・ブラウングループの多様性に富んだ社員
構成は、グループの最大の強みの一つであり、魅力的な
企業としての世界的評価を高めるものです。

ビー・ブラウングループの雇用方針は、有能な人材を
惹きつけ、長い間会社に貢献してもらうことです。また、
ビー・ブラウングループが実践する雇用は、各国の法令
に則り機会均等を保証し、法令遵守に留まらず、事業を
展開するすべての国々で全社員と全顧客に配慮した環

境を築くことを目的とします。 

ビー・ブラウングループは、環境維持に取り組んでいま
す。ビー・ブラウングループは、現在および将来の世代の
ための、きれいな環境の確保を目指します。 

環境保護のための法令および国際的基準を遵守する

ことは、最低限の取組みであり、これら法令遵守に留ま
らず、環境を尊重し、天然資源を大切に利用します。
ビー・ブラウングループは、環境保護への責任とエネル
ギー保全を両立させながら、世界水準の製品を生産して
います。 
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。

医療産業界は高度に規制されており、過失が重大な悪
影響につながる可能性があります。このような事態を回
避するため、ビー・ブラウングループのすべての事業活
動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
す。ビー・ブラウングループの全社員は、汚職を避ける責
任を持ち、事業取引において、いかなる場合も不当な利
益を得るまたは維持する目的で不当な価値を提供、約
束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
サービス等）も受けてはなりません。 

7．汚職と贈収賄の回避6．社員の安全

これは、取引相手および代理人となる第三者を含め、
すべての取引関係に当てはまるものです。第三者からの
寄付、教育プログラム資金または製品の寄付の要請につ
いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。

医療産業界は高度に規制されており、過失が重大な悪
影響につながる可能性があります。このような事態を回
避するため、ビー・ブラウングループのすべての事業活
動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
す。ビー・ブラウングループの全社員は、汚職を避ける責
任を持ち、事業取引において、いかなる場合も不当な利
益を得るまたは維持する目的で不当な価値を提供、約
束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
サービス等）も受けてはなりません。 

7．汚職と贈収賄の回避6．社員の安全

これは、取引相手および代理人となる第三者を含め、
すべての取引関係に当てはまるものです。第三者からの
寄付、教育プログラム資金または製品の寄付の要請につ
いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。

医療産業界は高度に規制されており、過失が重大な悪
影響につながる可能性があります。このような事態を回
避するため、ビー・ブラウングループのすべての事業活
動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
す。ビー・ブラウングループの全社員は、汚職を避ける責
任を持ち、事業取引において、いかなる場合も不当な利
益を得るまたは維持する目的で不当な価値を提供、約
束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
サービス等）も受けてはなりません。 

これは、取引相手および代理人となる第三者を含め、
すべての取引関係に当てはまるものです。第三者からの
寄付、教育プログラム資金または製品の寄付の要請につ
いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

8．公正競争および公正取引

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。

医療産業界は高度に規制されており、過失が重大な悪
影響につながる可能性があります。このような事態を回
避するため、ビー・ブラウングループのすべての事業活
動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
す。ビー・ブラウングループの全社員は、汚職を避ける責
任を持ち、事業取引において、いかなる場合も不当な利
益を得るまたは維持する目的で不当な価値を提供、約
束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
サービス等）も受けてはなりません。 

これは、取引相手および代理人となる第三者を含め、
すべての取引関係に当てはまるものです。第三者からの
寄付、教育プログラム資金または製品の寄付の要請につ
いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

8．公正競争および公正取引

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。

医療産業界は高度に規制されており、過失が重大な悪
影響につながる可能性があります。このような事態を回
避するため、ビー・ブラウングループのすべての事業活
動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
す。ビー・ブラウングループの全社員は、汚職を避ける責
任を持ち、事業取引において、いかなる場合も不当な利
益を得るまたは維持する目的で不当な価値を提供、約
束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
サービス等）も受けてはなりません。 

これは、取引相手および代理人となる第三者を含め、
すべての取引関係に当てはまるものです。第三者からの
寄付、教育プログラム資金または製品の寄付の要請につ
いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

9．製品の安全性および品質

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。

医療産業界は高度に規制されており、過失が重大な悪
影響につながる可能性があります。このような事態を回
避するため、ビー・ブラウングループのすべての事業活
動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
す。ビー・ブラウングループの全社員は、汚職を避ける責
任を持ち、事業取引において、いかなる場合も不当な利
益を得るまたは維持する目的で不当な価値を提供、約
束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
サービス等）も受けてはなりません。 

これは、取引相手および代理人となる第三者を含め、
すべての取引関係に当てはまるものです。第三者からの
寄付、教育プログラム資金または製品の寄付の要請につ
いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

9．製品の安全性および品質

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。

医療産業界は高度に規制されており、過失が重大な悪
影響につながる可能性があります。このような事態を回
避するため、ビー・ブラウングループのすべての事業活
動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
す。ビー・ブラウングループの全社員は、汚職を避ける責
任を持ち、事業取引において、いかなる場合も不当な利
益を得るまたは維持する目的で不当な価値を提供、約
束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
サービス等）も受けてはなりません。 

これは、取引相手および代理人となる第三者を含め、
すべての取引関係に当てはまるものです。第三者からの
寄付、教育プログラム資金または製品の寄付の要請につ
いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

10．Sharing Expertise （専門知識の共有） 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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いては、あらゆる法令およびビー・ブラウングループの
関連方針により認められる限りにおいて承認されます。
これにより、すべての資金援助が取引上の圧力を受けて
いないことが記録され、透明性があり、該当する場合に
は、適正市場価格で取引されていることが保証されま
す。ビー・ブラウングループは、公正に実施することがで
きない事業活動を一切行いません。

ビー・ブラウングループは、非倫理的または非合法の事
業活動ではなく、優れた業務の遂行を通して、公正かつ
誠実に競争に打ち勝つことを目指します。また、国内外の
すべての貿易管理法および禁輸措置法を遵守します。 

ビー・ブラウングループは、顧客、競合他社、患者、行政
当局者および社員と公正なやり取りを行います。また、
自由かつ公正な競争を、適正かつ透明性をもって推進し
ます。ビー・ブラウングループは、その製品およびサービ
スの品質を拠り所とし、不当または非合法な事業活動、
とりわけ自由競争に影響を及ぼすことを意図した談合

またはそのように見なされる行為を一切行いません。 

ビー・ブラウングループは、グローバル企業として、事業
を展開する管轄区域の法令および国際法を遵守します。 
国連を初め、一部の管轄区域で制定されている禁輸措
置等の貿易輸出制限も尊重します。ビー・ブラウング
ループは、法令を遵守する取引先とのみ事業活動を行う
ことにより、組織犯罪やテロ資金供与と闘うことに努め
ます。 

ビー・ブラウングループは、安全で信頼性のある高品質
の製品およびサービスを開発、製造し、流通させます。
ビー・ブラウングループが重視するのは、患者の安全で
す。 

ビー・ブラウングループの製品およびサービスは、患
者の健康を改善し、苦痛を和らげる一助となることを目
的としています。ビー・ブラウングループの製品は、すべ
ての法令および行政要件に加え、安全性および品質保証
に関するビー・ブラウングループの内部規定を遵守した
ものです。ビー・ブラウングループは、法令および内部規
定と手順に従い、製品工程を継続的に監視します。 

顧客は、ビー・ブラウングループ製品の安全かつ信頼
性のある高品質な製品に信頼を置きます。顧客満足は、
ビー・ブラウングループの事業の持続的な成功の基盤と
なるものです。顧客の信頼を維持し、患者の安全性およ
び満足度を高めるため、ビー・ブラウングループの全社
員は、製品およびサービスの品質に注力します。 

ビー・ブラウングループの各国法人は、すべての品質
要件への準拠を徹底するため、適切な対策を講じ、すべ
ての苦情について記録し、適時に対応します。

「Sharing Expertise （専門知識の共有）」は、顧客や
取引先との緊密かつコンプライアンスを踏まえた対話を
通じて、ビー・ブラウングループの医療分野における医学
専門知識および知見を共有し、系統的に発展させ、効果
的に利用するというビー・ブラウングループの約束です。 

ビー・ブラウングループの社員にとって、「Sharing 
Expertise（専門知識の共有）」は、自らの専門知識とビー・
ブラウングループの専門知識を持続的に発展させ、貢献
することを意味します。 

顧客や取引先との継続的な交流を通じ、医療業界の
ニーズを認識し、医師やその他医療従事者と力を合わせ
ることで、患者のQOLを向上させていきます。 

コンプライアンスプログラムおよび手順 

ビー・ブラウングループ各国法人の経営陣は、企業要
件および国内の関連規定に従い、それぞれのコンプライ
アンスプログラムを策定、維持し、継続的に改善する義
務を有します。 

コンプライアンスプログラムには、現地のコンプライ
アンス委員会の設置、コンプライアンス委員の任命、本
行動規範の普及と研修、コンプライアンス状況の継続的
な監視、書面による定期状況報告のほか、行動規範また
は法令違反の疑いについて社員が報告しやすい通報窓

口の整備を含みます。 

ビー・ブラウングループは、複雑な法令、規則、基準、規
制を厳格に遵守することが求められる高度に規制され

た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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ビー・ブラウングループは、全社員に対して安全な労働
環境を提供し、維持することに努めます。経営陣と社員
は、共に、安全かつ生産的な事業展開を行うことに尽力し
ます。 

上司には、社員がそれぞれの役割に応じたすべての安
全手順について適切な訓練を受けさせる義務がありま

す。全社員は、薬物依存、脅迫、暴力またはハラスメント
が発生した場合、自らの上司に直ちに報告する義務を持
ちます。報告があった場合は、適切な措置を講じます。
共に仕事をする中で、労働管理システムと健康管理シス
テムとがビー・ブラウンの誇る高い労働水準を確かなも
のにしています。

ビー・ブラウングループは、世界中の事業展開におい
て、最高水準の行動基準を守ることに努めます。ビー・ブ
ラウングループは、非合法かつ不当な利益または便宜の
供与を行わず、そのような利益または便宜を受けること
もしません。
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影響につながる可能性があります。このような事態を回
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動において、誠実かつ公正な取引を行うことが必要で
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束、支払い、承認してはならず、不正な利益（金銭、物品、
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た業界で事業活動を行っています。本行動規範は、公正
かつ法令を遵守した事業活動を行うと同時に、違反を回
避する上での指針となるものです。違反は、ビー・ブラウ
ングループの評判を損ねるだけでなく、社員および
ビー・ブラウングループに深刻な罰則が科される事態を
招く可能性があります。 

コンプライアンスの徹底のため、ビー・ブラウング
ループの社員には、行動規範または法令違反の疑いを認
めた場合に、これを報告する義務があります。適切な通
報窓口は、コンプライアンス委員の管理のもと確立され
ています。コンプライアンス違反の疑いに関する報告
は、すべて適切な調査を行い、必要に応じて是正措置が

講じます。ビー・ブラウングループは、違反やその疑いを
誠実に報告した社員に対するいかなる報復行為も禁じ

ます
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