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会長兼最高経営責任者からのメッセージ

従業員および取締役の皆様

PPDの評判と強固な基盤は、適法で倫理的な行動への揺るぎないコミットメ
ントによって築かれています。このコミットメントは、世界中で展開される
当社の事業の拠り所であり、有力なグローバル医薬品開発業務受託企業とし
て当社の成功の継続にとり 極めて重要です。

このコミットメントの重要な一面は、いかなる贈収賄や腐敗行為も断固とし
て許容しない姿勢です。当社の腐敗防止コンプライアンス方針と行動規範
は、PPDのコンプライアンスプログラムの必要不可欠な要素であり、当社の
決定的な原則である「私たちは正しいことを行う」に基づいています。 
当方針と規範における主な前提はどちらも基本的に同じです。それは、 
日常業務において高い水準の倫理的・法的基準を持つ重要性です。

本方針は贈収賄および腐敗に関するPPDの要件と期待の概要を示し定義
しています。これらに対する理解を深めるための例も提供しています。ま
た、潜在的な贈収賄や腐敗行為を認識し、常に法律に従って、倫理的に正
しい行動を実践するための指針を示し、質問をしたり、懸念を提起するた
めに必要なツールを提供することを目的としています。

私たち一人ひとりに、本方針、ならびにすべての適用法令を遵守することの重要性を知り、これらを理解
する責任があります。

PPDに対する皆様の継続的な取り組みに感謝いたします。自分の仕事に誇りを持ち、今後も高い倫理基準
を持って行動されるようお願い申し上げます。

David Simmons 
PPD会長兼最高経営責任者

本方針の
概要   

贈収賄および腐敗へ 
の対応に関するPPD 

の要件と期待。
   
また、潜在的な 
贈収賄や腐敗行為

を認識し、常に法律に従
って、倫理的に正しい行
動を実践するための指針
を示し、質問をしたり、
懸念を提起するために必
要なツールを提供するこ
とを目的としています。

DAVID SIMMONS 
会長兼最高経営責任者
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当社のコミットメントとは？

PPDは、贈収賄および腐敗行為を一切容認しない姿勢
を取っています。当社は、企業倫理・法令遵守の徹底
を図り、あらゆるビジネス取引および関係において、
プロ意識を持って公正に行動することに尽力します。
私たちは、高い倫理基準を保ち、すべての適用法令を
遵守することに努めます。 
 
社員の指針となる当社の原則：「正しいことを行う」
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本方針を定めた理由とは？
PPDの評判は、私たちが職務や勤務地を問わず、最高レベルの倫理基準を持ち、 
すべての適用法を遵守して業務を遂行するかどうかにかかっています。

本方針は、私たちの業務に適用される腐敗防止法および贈収賄防止法への遵守に特に重
点を置いています。合法的かつ倫理的なビジネス関係を保つことへのコミットメントを
明確にし、そして当社ビジネスに関連する情報や事例を提供しています。

本方針は、潜在的問題の特定を助け、問題を解決したり、質問をしたり、懸念を上申す
るために必要な情報を提供します。

贈賄とは？ 
贈賄とは、 誰かが別の人に不当
な優位性を得る目的で、有価物
を提供する、または提供を約束
する行為のことをいいます。

腐敗とは？ 
腐敗とは、権力または権限のあ
る地位の者が関与する不正、 
違法、または非倫理的な行為 
です。

インテグリティと
は？ 
インテグリティとは、法に従
い、高い倫理基準、PPDの行動
規範および本方針で定める原則
に基づいて、常に正直な態度で
行動することです。
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本方針の対象者とは？
PPDの全社員は本方針の遵守が義務付けられています。 
本方針は、世界中の当社のビジネス活動すべてに適用さ 
れます。

また、取締役、役員、従業員（正社員、契約社員、派遣社員
に関わらず）、請負業者、在宅勤務者、日雇労働者、派遣ス
タッフ、フリーランサー、臨時労働者、ボランティア、イン
ターンを含む、当社のグローバル組織で働くあらゆるレベル
のすべての者を対象としています。本方針では、上記に挙げ
る人々を総称してPPDの人員と呼びます。 

ただし、本方針はまた、ベンダー、サプライヤー、下請業
者、JVパートナー、代理人、コンサルタント、およびその
他の代表者など、PPDまたは当社の顧客に代わって行動す
るすべての第三者にも適用されます。これらの者および事業
体を総称して、当社のビジネスパートナーと呼びます。 

 

贈賄の防止、発見、
報告、および調査は、 
私たち全員が共有する責
任です。
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どのように本方針を遵守しますか？
私たち一人ひとりが、時間を取って本方針を読み、その内
容を理解し、必ず方針を遵守することが重要です。本方針
は、贈収賄の疑いに対する質問や問い合わせ、詳細の報告
について、具体的な方法を定めています。

PPDの全人員は、本方針に関するトレーニングを毎年受
ける義務があります。これには、本方針を読み、その遵守
を確認することが含まれます。一部の国で働く、あるいは
特定の職務を担う従業員は、追加のトレーニングや認証を
受けなければならない場合があります。

   本方針
   は  

贈収賄の疑いに対す
る質問や相談、詳細
の報告について具体
的な方法を定めてい
ます。
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遵守しなかった場合は？
いかなる贈収賄行為も、関与する個人のみならず、会社、および贈収賄を
承認した、あるいはそれについて知っていた者にまで、深刻な結果をもた
らします。 

+ 個人 – PPDの従業員、取締役、または役員は、贈収賄が行われた国のみなら
ず、米国や英国でも起訴され、多額の罰金や懲役刑の対象となる場合がありま
す。これらの罰金は、払い戻しされず、保険の対象にもなりません。本方針に
従わない従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。

+ PPD – 米国では、会社は各違反についての多額の罰金に加え、政府契約からの締
め出しの対象となる場合があります。米国および英国の「親」会社など、PPDの
他のグループ会社は、さらなる刑罰を科せられる可能性があります。

+ ビジネスパートナー – PPDは、贈収賄に関与するビジネスパートナーとの取
引をおそらく停止することになります。ビジネスパートナー、およびその従業
員、取締役、役員にも、上記に挙げる影響が及ぶ可能性があります。

+ 贈収賄を承認した、または知っていた者 – 賄賂を授受してなくても、法律や本
方針の違反者となることを忘れないでください。贈収賄が行われたことを知っ
ていた、または当然知っているべきだった、あるいはそれを疑っていた人物に
もリスクがあります。
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方針を遵守して、取引を失った場合はどうなりますか？

私たち全員が本方針に従うことが極めて重要です。PPDに対
する誤った忠誠心、取引や利益に対する欲によって道を外れ
るようなことがあってはなりません。

会社の成功を助けるために、適用法、本方針、その他の会社
方針に違反してはなりません。

いかなる従業員、役員、または取締役も、結果として取引を
失ったとしても、本方針の違反となる活動への参加を拒否す
ることで、不利な立場に置かれることはありません。

私たちは全員 
この方針を遵守します  
いかなる従業員、役員、また
は取締役も、結果として取引
を失ったとしても、本方針の
違反となる活動への参加を拒
否することで、不利な立場に
置かれることはありません。
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質問、懸念の報告先、情報の入手先は？ 
質問の問い合わせ、懸念の報告、詳細情報の入手は、当社の腐敗防止に対するコミットメントを維持するために欠
かせません。これらの問題について誰かに相談したい場合は、以下に連絡してください。

+ 当社の法務担当者
+ 当社の社内弁護士 

+ CAO 

+ 社内弁護士またはCAO（最高経理責任者）から指名された人  

 

これらの手段で自分の質問または懸念が解決されない場合や、これらの人々に直接相談しにくい場合は、 
以下の方法でPPD行動規範ホットラインに連絡するか、メールをお送りください。

ホットラインは、独立したサービス業者により運営されており、適用法で認められる範囲において、すべての電話
内容が機密に扱われます。また、お望みの場合、適用法で認められていれば、匿名で報告することもできます。 
当社の報復禁止方針では、合法的かつ善意で犯罪や法律／方針違反の疑いを報告した、あるいはかかる犯罪や違反
の疑いの調査に協力する者を、解雇や懲戒処分などの好ましくない方法で扱ってはならないと定めています。

+ 行動規範ホットラインに電話をかける：
+ 米国およびカナダ：+1 888 898 4087

+ その他の地域：+1 770 613 6324

+ 電子メール：Corporate.Compliance@ppdi.com

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/04-103r01.pdf?nodeid=165481727&vernum=-2
mailto:Corporate.Compliance%40ppdi.com?subject=Anti-Corruption%20Policy
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PPDの方針とは？
当社は、一切の腐敗行為や贈収賄に関与せず、 
またこれらを容赦しません。

これが意味するものは？
私たちは、不当な優位性を得るために、PPDを代表して有価物の提供
を提示したり、許可してはなりません。また、PPDから不当な優位性
を得るために提供されていることを知りながら、またはそれを薄々感じ
ながら有価物を求めたり、受け取ったりしてはなりません。

本方針は、PPDの人員と以下の者とのすべてのやりとりを対象にして
います。

+ 公務員

+ 取引先

+ 仲介業者

公務員に接する場合は、特に注意する必要があります。

「価値のあ
     るもの」  

  とは？  
賄賂には、現金や贈答品に限らず、
受領者にとって価値のあるあらゆ
るものが含まれます。例えば、 
商品引換券やギフトカード、 
相手が望む慈善団体への寄付、 
奨学金、融資、債務免除、割引、
家族の雇用、会社の施設や財産の

使用などが挙げられます。 
不正な意図で提供されれ
ば、これらすべてが賄賂に
なりえます。直接、あるい

は第三者を通じて提供されるかは
関係がありません。
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本方針の下で、どのような支払いが認められま
すか？
自分たちが「できること」を知ることは、「できないこと」を知ることと同じ
く重要です。原則として、以下の行為は認められます。

+ 政府機関または企業に直接支払われる、正当な手数料や必要経費。

+ 顧客に提供される割り戻しや大量取引に伴う割引（かかる割り戻しが他の
適用法に則っていること、会社の社内弁護士、CAO、またはこれらから指
名された人から、［国有企業を含めた、］政府が所有または管理する顧客
への割り戻しに事前承認を受けていることが条件）。

+ 身の安全を守るために支払いを強要される恐喝に対する支払い。身の安全
に対する明示的または黙示的な脅威に直面した場合、これ以外の場合には
禁じられている支払いを行うことが認められます。ただし、社内弁護士に
早急に報告する必要があります。かかる支払いは、PPDにより恐喝に対す
る支払いとして正確に記録されるものとします。

+ 公務員または他の者に対する、本方針で明確に認められたその他の種類の
支払い。

  

         
指名された人  

社内弁護士およびCAOから指
名された人、または社内弁護
士に被指名人として指名され
た法務部の一員、またはCAO
に被指名人として指名された

財務部の一員。ゼネラル
カウンシルの場合、指名
された人とは通常、PPD

のイントラネット上で解
説されている適切な職 

責を持つ法務チームの一員 
です。

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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 質問はございませんか？ 
不当な優位性とは？ 不当な優位性とは、正しく行動していれば、得ることが
できなかった、または得るべきではなかったPPDや顧客の利益のことをいいま
す。例えば、契約の授与、規制認可の迅速化、税免除、通常の手続きを踏まない
商品の通関などが挙げられます。

 
公務員とは？ 公務員には、以下が含まれます。 

+ 政府、またはその機関、部局、省庁の幹部や職員（役職を問わない） 

+ 政府、またはその機関、部局、省庁を代表して、または公的な立場で行動す
る者 

+ 政府が全部または一部を所有する企業または事業の役員や職員
+ 公的な国際機関の幹部または職員（次に述べる定義を参照）
+ 政党の役員や職員またはそれに代わって公的な立場で政党のために行動す 

る人物
+ 公職候補者

米国政府または他の国の政府であるかに関わりません。また、当社が事業を展開
する多くの国では、政府が病院を所有しているため、病院に勤める医師やその他
の治験スタッフは、公務員であることを忘れないでください。
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質問はございませんか？ 
公的な国際機関とは？ 公的な国際機関には、国連、世界銀行、国際通貨基
金、赤十字社、アジア開発銀行、世界保健機関などの組織が含まれます。 
特定の組織を公的な国際機関として扱うべきかどうかについて質問がある場合
は、社内弁護士または指名された人に相談してください。 

取引先とは？ 取引先とは、PPDのための活動において、接触する人物また
は組織のことをいいます。これには、現在のおよび将来的な顧客、サプライヤ
ー、ベンダー、下請業者、医療者、および治験実施施設のスタッフなどが含ま
れます。

 
仲介業者とは？ 仲介業者とは、代理人やコンサルタントなど、会社に代わ
って何らかの業務を行う第三者のことをいいます。例えば、許認可の取得に関
連して、政府当局に支払いを行う責任がある関係者などが挙げられます。仲介
業者の使用は一般的であり、全く問題がなく、差し支えありません。重要なこ
とは、仲介業者は当社の代理人として行動するため、仲介業者の不正行為に対
し、当社が責任を問われる可能性があることです。
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賄賂と見なされる可能性がある支払いを求め
られた場合は？
不適切な支払いを行うことに対する、弁解の余地はありま
せん。かかる支払いを求める人が誰であ ろうと、あるいは
競合他社が同様の支x払いを日常的に行っていようとも、
私たちは本方針および当社の行動規範ﾍを常に守らなけれ
ばなりません。

特定の状況において何をすればよいか分からない場合は、
支払いを行う前に企業法務担当者、ゼネラルカウンシ
ル、CAO、またはそれらから指名された人に相談してく
ださい。賄賂の支払いまたはその承認、まﾜたは賄賂だと
思われるいかなる支払いを求められた場合、これらのいず
れかの者に報告する義務があります。
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便宜を得るための支払いおよびキックバック
不適切な支払いの申し出や要求は、さまざまな方法で生じる可能性があります。 
時には、通常の業務の一部に見えることもあり、識別するのが難しい場合もありま
す。一般的に、便宜を得るための支払いやキックバックを求められたときにこの問
題は生じます。

便宜を得るための支払い（いわゆる「袖の下」）とは、通常、一部の国において、
政府の日常業務を受けるため、またはそれを迅速化させるために、公務員が求めて
くる少額の非公式な支払いのことをいいます。例えば、商品の通関許可を得るた
めに税関職員に50米ドルを支払う行為は、便宜を得るための支払いと考えられま
す。大半の国において、この種の支払･いは依然として賄賂であり、本方針で認め
られていません。

キックバックとは一般的に、取引を獲得または維持するために、ある会社が別の会
社に所属する者に対して行う支払いのことをいいます。例えば、PPDのサプライヤ
ーが、PPDのサプライヤーとして選定されるように、または取引を継続させるため
の手段として、PPDの従業員に金銭を支払った場合、これはキックバックと見なさ
れます。キックバックを求めることも、受け取ることも禁じられています。

  

不適切な支払い 
の申し出や要求 

不適切な支払いの申し出や
要求は、さまざまな方法で
生じる可能性があります。
時には、通常の業務の一 
部に見えることもあり、 
識別するのが難しい場合も
あります。 



贈答と接待

正しいことを行う
PPDポリシーNo.：10-103r04             発効日：2020年1月1日
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不当な優位性を与える、または求めるために、贈答品、 
接待、旅行、またはその他の払い戻しを授受してはなり 
ません。

現金ではないささやかな贈答品や接待の授受は通常の業務慣行の一 
部であり、国によっては、会議の前や特定の祝日に関連して贈答品を贈
ること（公務員に対する贈答品の提供も含む）が慣習となっています。 
会社として、私たちはこれを尊重します。当社の方針は、第三者と交わ
される合法的で適度な、かつ慣習的な贈答品や適切な接待を禁じていま
せん。

現金、またはギフトカードや商品引換券などの現金同等物は提供しては
なりません。ただし、日本の葬式などまれにこれがすべきこととされる
慣習が存在する場合は、この限りではありません。これら例外の要請は
すべて、PPD Gifts and Hospitality Registerを介して、事前承認を
受ける必要があります。

以降のセクションは、どのような種類のやりとりが適切かを判断するの
に役立ちます。

当社の方針は、第三者と
交わされる合法的で適度

な、かつ慣習的な贈答品や適切
な接待を禁じているわけではあ
りません。 
 
 
 

http://ppdg-hr.saiglobal.com:8080/NetForms/jsf/main.jsp
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この贈答品または接待は適切ですか？
贈答品や接待の授受を検討している場合は、次の一覧を参照してください。
贈答品または接待が以下の条件をすべて満たす場合に限り、差し支えありま
せん。

+ 適度な価値のものであること

+ その状況において、妥当かつ慣習的であること

+ 直接的かつ透明な方法で行われ、不正に見えるいかなる状況も避けること

+ 公務員や取引先に影響を与えるという願望も含め、不当な優位性を得た
いという期待（たとえ部分的であっても）によって動機付けられていな
いこと

+ 上品であり、現地の慣習も含め、一般的に認められるビジネスにおける
常識的な作法の基準に一致するものであること

+ 現地の法令を遵守していること

+ 当社の出張および経費に関するグローバル方針に則っていること 

+ 必要に応じて会社の記録、ならびにPPD Gifts and Hospitality 
Registerに適切に記録・文書化されること

+ 現金または現金同等物ではないこと

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/travel/Policies_and_Procedures/Pages/Travel_Policies_Procedures.aspx
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GIFTS & HOSPITALITY REGISTER
2011年7月以来、PPDの全人員は、贈答品や接待をGifts and Hospitality Registerに登録することが義務化されています。
下記のフローチャートは、登録する必要性の有無を判断するうえで役立ちます。質問がある場合、またはさらに詳細な指
示が必要な場合は、本方針の付録を参照してください。これによっても質問の回答が見つからない場合は、電子メールで 

PPDCintellateBusinessSystemAdmin@ppdi.comまでお問合せください。 

贈答品または 
接待を提供す
る予定である

相手は公務員
ですか？

承認されたIMプラ 
ンナーのリストを介して
計画される治験責任医師

会議に関係している

会社のロゴが付いた適度
の価値のものですか？

出張方針に則る顧
客との食事／飲み

会ですか？

一人あたり50米 
ドル未満の価 

値ですか？

記録する必要はあ
りません

事
前

に
G

ifts and
 H

o
sp

itality R
eg

isterに
登

録
す

る
必

要
が
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り

ま
す

はい

いいえ

はい

いいえ

はい
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はい

いいえ

はい

いいえ

mailto:emailto:PPDCintellateBusinessSystemAdmin%40ppdi.com?subject=
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GIFTS & HOSPITALITY REGISTERが 
存在する理由は？
Gifts and Hospitality Registerは、他者と交わす儀礼を追跡管理
するのに役立つツールです。当社は、贈答品が不適切であるかどう
か、またはそのように見えるかどうかを判断するのが難しい場合が
あることを理解しています。当記録簿は、次のように役立ちます。

+ 贈答品や接待の授受に関し、承認の依頼や承認を得ることができ
ます

+ 贈賄やその他の不適切な行為の疑いから私たちを守ってくれます

+ 当社の記録保存の義務を果たす助けになります

+ 当社の贈答と接待の慣行について、グローバルな全体像を描きだ
すことができます

+ 贈答と接待に関して、オープンな文化を醸成できます

どのように価値を
判断する

のですか？
贈答品を受け取り、その価値
が分からない場合は、最善の
推定を行ってください。イン
ターネットなど利用できるツ
ールを使用し、該当すると思
われる価格を算定します。 
複数の人を対象とした贈答品
または接待に関連する記録を
行う場合（治験開始時の訪問
における昼食など）、一人あ
たりの価格を見積もります。
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現地の上限価値
米国や中国などの一部の国は、公務員が受けることができる贈答品または接待の
価値に上限を置く現地の規制を設けています。自国の規則を把握し、それに従う
ようにしてください。Gifts and Hospitality Registerによって、提案されてい
る贈答品または接待の価値が高すぎると判断された場合は、より価値の低い代替
案を選んで、再申請してください。

認められない、および認められる贈答品・
接待の例
治験責任医師会議（Investigator Meeting：IM）のための旅行、宿泊、贈答
品、食事、および接待は、高額であってはならず、会議の目的に焦点を当て、 
かつ医療者に与える便益に関する現地の規制に従って行われる必要があります。
この状況において、認められる可能性が低い贈答品および接待として、以下が挙
げられます。

+ リゾートタイプのホテルへの滞在 

+ ゴルフや観光などの活動

+ 指名された出席者の家族の交通費および宿泊費
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当社では、上記の指針に一致する適度な価値の販促品および仕事がらみの食事を
除き、既存のあるいは潜在的ビジネスパートナーから贈答品を受領することや、
接待を受けることはできません。

多くの国で慣習的と見なされ、認められる可能性が高い贈答品として、以下が挙
げられます。

+ 特定の祝祭日に関連したケーキやクッキーなどの菓子類 

+ 治験開始時の訪問・手続きなど、時間がかかる可能性が高い治験スタッフの
会議で提供される適度な朝食や昼食

慈善の寄付は慈善寄付方針に従って行わなわれる必要があります。公務員や取引
先に不適切な影響を及ぼす目的（全部または一部にかかわらず）で、慈善寄付の
申し出または提供を行ってはなりません。

Gifts and Hospitality Registerで、すべての贈答品および接待が事前に承認さ
れていること（申請基準を満たす場合）、および関連する顧客によって事前に承
認されていることを確認してください。米国の「サンシャイン法」やフランスの
「ベルトラン法」など、開示要件を定めている国では、当社もまた関連する内部
報告手順に従います。

慈善寄付方針に従って行
わなければなりません 

公務員や取引先に不適切な
影響を及ぼす目的（全部ま

たは一部にかかわら
ず）で、慈善の寄付の
申し出または提供を行
ってはなりません。

慈善の寄付は 

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Clinical%20Development/CDS_Operations/SitePayments/Pages/Transparency-Reporting.aspx
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Clinical%20Development/CDS_Operations/SitePayments/Pages/Transparency-Reporting.aspx


帳簿記録
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帳簿記録
PPDは、会社のすべての取引を合理的に詳細なレベルで、
正確かつ正しく反映した帳簿、記録、および勘定を維持し 
ます。

PPDは、本方針への遵守を徹底するために必要な内部会計統制システムを維持
することに注力しています。これら統制は、以下を保証するためのものです。

+ 当社が行う取引は、包括的かつ個別的に、経営陣により承認され、それに応
じて資産や資金へのアクセスが制限される。

+ 当社が行う取引が、1）一般に認められた会計原則および当社の財務諸表に
適用されるその他の基準に則り、 2）当社資産に対する説明責任を確保する
方法で記録される。

+ 貸借対照表に記録される勘定科目はその根拠となる会計情報と妥当な間隔で
照合され、必要に応じて実地に資産との比較が行われる。

+ 重大な不一致に対して、適切な措置が講じられる。 
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会社のために行われるすべての支払いは、以下を含む書面による適切な文書で裏
付けされる必要があります。

+ 実施されたサービス、購入された商品、支払われた債務の十分かつ完全な 
説明

+ 定められている承認上限に応じた適切な経営管理レベルからの承認。

+ 取引の日付および支払額

+ 必要な支払いまたは受け取った支払いの性質、金額、方法、および受領者の
身元（名前、役職、関係など）

+ 支払いが行われたことをより十分に裏付ける他のあらゆる文書

当社のすべての活動にわたって、正確かつ完全な記録を維持することが重要で
す。特に、私たちが交わす贈答品および接待の記録を維持することは、 
私たちに影響を及ぼす腐敗防止法や贈収賄防止法の遵守に役立ちます。 
そのため、本方針は、

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Finance/policies/Pages/financial_approval_authority_matrix.aspx


正しいことを行う29 PPDポリシーNo.：10-103r04             発効日：2020年1月1日

+ 秘密または簿外の会社口座やその他の資金源を確立・維持することを禁じて
います。

+ 経費を請求するにあたって、実際に支払われた経費額を示す領収書の提出を
義務付けています。

+ いかなる理由であれ、当社の帳簿記録に虚偽、誤解を招く、または架空の記
録を行うことを禁じています。

+ 本方針で禁じられている行為のために、個人の資金を使用することを禁じて
います。

当社のすべての 
活動にわたり、正確かつ完全
な記録を維持することが重要
です。特に、私たちが交わす

贈答品および接待の記録
を維持することは、私た
ちに影響を及ぼす腐敗防
止法や贈収賄防止法の遵
守に役立ちます。



ビジネスパートナーとデュー
ディリジェンス

正しいことを行う
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ビジネスパートナーとデューディリジェ
ンス
ビジネスパートナーとの関係において、当社は倫理的かつ
合法的な行動をすることに力を尽くしています。また、 
当社のビジネスパートナーにも、倫理的、合法的に、 
プロ意識を持って、公正に行動し、本方針に従うことを期
待します。
 
当社のすべてのビジネスパートナーは、本方針に定める規則とガイドライン、
およびPPDのイントラネットおよび外部向けウェブサイトに掲載されるベン
ダー行動規範に従う責任があります。リスクが高いと見なされるビジネスパー
トナーに対し、当社はPPDとの取引の前提条件となる特定の追加要件を課し
ています。これらビジネスパートナーは、次の要件を満たす必要があります。

+ 契約の具体的な文言に従うこと – 指示が必要な場合は、法務チームにお問
い合わせください

+ 本方針を遵守することに同意し、PPDをサポートするために雇用する下請
業者にも同様に遵守させることを徹底すること

+ リスク管理に関する質問表にすべて答え、満足のいく結果を得ること

+ 外部による背景調査については、法務部が適切と見なす満足のいく結果を
得ること（詳細は、「ビジネスパートナーに対するデューディリジェン
ス」セクションを参照してください）

+ 法務チームにより個別的に決定される他の要件を満たすこと

「リスクが 
高い」 

ビジネスパー
トナーとは？   
PPDまたは当社の顧客に
代わって公務員や医療提
供者とやりとりするビジネ
スパートナーはすべて、
「リスクが高い」に分類
されます。これには、下
請業者、開発業務受託機関
（CRO）、通関業者、治
験責任医師会議のプランナ
ーなどが含まれます。

http://www.ppdi.com/About/Procure-to-Pay/Vendor-Code-of-Conduct
http://www.ppdi.com/About/Procure-to-Pay/Vendor-Code-of-Conduct
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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ビジネスパートナーに対するデューディリジェンス
取引相手のこと、また相手が倫理的行動に対して、当社と同様の認識とコミット
メントを示しているかを知ることが重要です。それは、ビジネスパートナーの行
動に対し、当社が責任を問われる可能性があるからです。当社は、各ビジネスパ
ートナー候補のビジネスに対する取り組み方が私たちと同じであり、同じ方向を
目指していると実感できなければなりません。この目標を達成する最善の方法
は、ビジネスパートナーに対してデューディリジェンスを実施し、本方針に違反
する支払い（またはその他の有価物）を提供したり、受け取ったりする可能性が
低いことを確認することです。

担当するPPDの人員は、ビジネスパートナー候補と契約を交わす、あるいは取
引を行う前に、適切なデューディリジェンスが実施されることを確保する責任が
あります。当社または顧客を代表して公務員や医療提供者との連絡係を務める 
（またはその可能性がある）新しいビジネスパートナー候補を検討する場合に
は、必要とされるデューディリジェンスについて、ベンダー管理部門に指示を仰
いでください。

 
デューデリジェ
ンスとは？
デューディリジェンスとは、適切
かつ徹底した背景調査のことをい
います。ここでは、特に贈収賄や
腐敗行為に関して、企業倫理と法
令遵守を重視した行動に対するビ
ジネスパートナーの取り組みやそ
の履歴に関連するものです。

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Finance/Vendors/Pages/VMOperations.aspx


正しいことを行う33 PPDポリシーNo.：10-103r04             発効日：2020年1月1日

「危険信号」が見つかった場合は？
デューディリジェンスの過程で危険信号を発見した場合、あるいは特定のビ
ジネスパートナー候補に異常または重大なリスクが見つかった場合は、書面
によるデューディリジェンス報告を作成し、法務部に提出してください。社
内弁護士または指名された人から承認を受けるまで、取引や契約の締結を進
めないでください。

 
 
「危険信号」 
のその他の事例 
    はありますか？
+ 腐敗歴

+ 質問に対する曖昧な返答

+ 関連する社内方針や手順の
欠如

+ 立替費用の領収書の提供依
頼に抵抗する、または提供
できない

+ 請求書の明細の欠如、 
あるいは「サービス料」 
などの曖昧な用語の使用

+ 第三者への支払い要求

+ トランスペアレンシー 
インターナショナルが発 
表する腐敗認識指数で、 
25以下の評価を受けた 
国における活動

 
「危険信号」 
                とは？
危険信号とは、問題が存在する可能性を示
すものです。例えば、業者が「現金の前払
いが必要です。これは、医薬品を確実に通
関させるためです。ご心配はいりません。
ここでは、あたりまえのやり方です」と言
った場合、これは危険信号となります。

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
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リスクが高いビジネスパートナーとの契約
デューディリジェンスが完了し、契約書に署名するまで、リスクが高いビジネス
パートナーと取引を行ってはなりません。上述の契約内容に加え、契約は以下の
条件を満たす必要があります。

+ 提供される商品やサービスの詳細な説明を含むこと

+ 各商品やサービスに対して支払われる対価の詳細を記載した支払いスケジュ
ールを含むこと（状況において商業的に合理的であること）

+ 監査可能な支払方法（銀行振込など）を指定すること

PPDまたは当社の顧客の1つを代表して、ビジネスパー 
トナーが贈答品または接待を提供したい場合はどうすべ
きですか？
まず、ビジネスパートナーが本方針のコピーを持っていることを確認します。 
提案される贈答品または接待が、本方針に則っているかどうかをビジネスパー 
トナーと協力して確認します。本方針に則っている場合、Gifts and Hospitality 

Registerを通して申請すべきかを検討します。申請が必要な場合は、ビジネスパ
ートナーに代わって申請していることを明確にして、申請を行わなければなりま
せん。

質問がある場合
はどうすべきで
すか？
ビジネスパートナーが、PPDま
たは顧客を代表して公務員や医療
提供者とやりとりしても問題ない
か、またはやりとりするかどうか
について定かでない場合、あるい
はデューディリジェンスや契約要
件について分からないことがあれ
ば、法務部に相談してください。
重大な懸念がある場合は、本方針
に記載されるその他の報告手段を
用いることができます。



報告義務
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報告義務
正々堂々と報告してください。贈収賄または腐敗行為が行わ
れていることを知った、またはそれを疑う場合、あるいは懸
念がある場合は、報告してください。

当社は、誰もが安心して恐れることなく懸念を提起できる環境が不可欠であると考えています。 
当社の報復禁止方針は、誰もが報復行為を恐れることなく、違反の疑いを報告できることを保証しま
す。この報復禁止方針では、合法的かつ善意で犯罪や法律／方針違反の疑いを報告する者を、解雇や
懲戒処分などの好ましくない方法で遇してははならないと定めています。これは、かかる犯罪や違反
の疑いの調査に協力した者に対しても、同じことが言えます。

本方針、法律、または倫理原則の違反の疑いがある場合は、あなたにはそれを報告する責任がありま
す。次の方法で報告できます。

+ 電話または電子メール：社内法務担当者
+ 電話またはメールで社内弁護士に報告する 

+ 電話またはメールでCAOに報告する 

当社は、違反の可能性の報告を真剣に受け止めます。懸念や苦情については、適切に調査が実施され
ます。調査は慎重に行われるものの、必要に応じて、法執行機関または規制当局に調査結果を開示す
る場合があります。

+ 行動規範ホットラインに電話をかける：
+ 米国およびカナダ：+1 888 898 4087

+ その他の地域：+1 770 613 6324

+ 電子メール：Corporate.Compliance@ppdi.com

https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/165481727/04-103r01.pdf?func=Edit.Edit&reqp=0&nodeid=165481727&ReadOnly=True&VerNum=-2
mailto:GeneralCorporate.LegalSM%40ppdi.com?subject=
mailto:Corporate.Compliance%40ppdi.com?subject=


+ PPDは、贈収賄および腐敗行為を一切容認しない 

姿勢を取っています。

+ 私たちは皆、私たちの行動が本方針に則っていることを確認し、実際
の違反やその疑いを報告する個人的責任を負わなければなりません。

+ 賄賂は現金に限定されません。贈答品や接待、慈善寄付でさえも、 

状況によっては賄賂と見なされる可能性があります。

+ 賄賂は必ずしも価値が高いものであるとは限りません。昼食への招待
も、賄賂と見なされる場合があります。

+ 第三者を通じて当社の代わりに提供される賄賂も、贈賄になります。
賄賂を直接提供しなくても、直接提供したのと同じ結果を被る可能性
があります。

+ 贈収賄は、必ずしも公務員が関与するとは限りません。サプライヤー
や顧客など、すべての取引先が対象となります。

要点：

正しいことを行う
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付録—GIFTS & HOSPITALITY REGISTER
PPDは、イントラネットからアクセスできるGifts and Hospitality Register（以下「記録簿」といいます） 
を運営しています。 

PPDの全人員は、次の場合に記録簿を使用する必要があります。
1. 以下の目的で事前承認を得るため： 

（i） 贈答品または接待を提案する場合（例：地域の祭を祝うために提供するケーキなど） 
（ii）  贈答品または接待の提供の申し出があるが、まだ受けていない場合（例：サプライヤーが主催する会社接待行事への招待など）

2. 受け取った贈答品を事後的に記録する場合（事前に記録してない場合）

記録簿に記録する必要がないものは、次の通りです。

1. 適度の価値の自社ブランドの贈答品（会社のロゴが付いたマグカップ、Tシャツ、その他の販促品など）の授受

2. 一人あたり50米ドル未満の価値の贈答品または接待（価値にかかわらず、記録簿に記録する必要がある公務員と交わされるものは
除く）

3. PPDの出張および経費方針に則った飲食（顧客との打ち合わせ時など）

4. 承認されたIMプランナーのリストをを通して計画される治験責任医師会議に関連する贈答品または接待

5. 自分がPPDから受ける贈答品または接待

6. 申し出があったが辞退した贈答品または接待

7. 「スポンサーからの社員の表彰」プロセスを通じて（EMEA・APACのみ）、またはコーポレート・コンプライアンス委員会によ
り事前に承認された顧客から受け取った贈答品

8. 慈善寄付方針に則って提供される慈善の寄付または接待

http://ppdg-hr.saiglobal.com:8080/NetForms/jsf/main.jsp#
http://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/09-104r02.pdf?nodeid=119414779&vernum=-2
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次のステップ：
1. 記録簿は、承認申請を自動的に適切な承認者に回します。

2. さらなる情報を求められる場合があります。その場合は、速やかに対応してください。

3. 承認（または却下）の結果を、電子メールでお知らせします。

注記：
1. 事前承認を申請する案件については、記録簿を通じて承認を得るまでは、贈答品または接待を受けてはなりません。

2. すでに受け取った贈答品の事後記録は、事前承認を申請することが不可能だった状況に限り行います。例えば、予告なしに郵便で受け取った贈答
品、あるいは正式な会議において、受け取りを辞退することが、主催者に対して失礼または侮辱である場合に受け取った贈答品などが挙げられま
す。これらの状況では、贈答品を返却するか、他の手順を踏む必要がある場合があります（例：慈善寄付など）。

3. 2名以上のPPDの従業員が出席した接待イベントについては、一回の記録のみで構いません。記録を他の人に委任できるものの、記録の責任は最も
上役の従業員が負います。

4. 記録簿を使用することで、PPDの腐敗防止コンプライアンス方針と行動規範、購買方針、その他に適用される社内の方針と手順、ならびに現地法
に対する遵守義務が排除されるわけではありません。

5. これらの指示に従った贈答品または接待の記録の徹底を図るため、記録の漏れ等に気付いた場合は、ゼネラルカウンシル、CAO、または指名され
た人に、あるいは次の方法で会社の行動規範ホットラインまたはコーポレート・コンプライアンス担当者に直ちに報告する必要があります。 
 
    米国・カナダから電話をする場合：+1 888 898 4087 
    米国外から電話をする場合：+1 770 613 6324 
    電子メール：corporate.compliance@ppdi.com 

6. これらの指示またはGifts and Hospitality Registerについて質問がある場合は、コーポレート法務、ゼネラルカウンシル、またはCAOにお問い合
わせください。

7. この付録で定める記録簿の使用方法を含め、本方針に従わない者は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。

mailto:corporate.compliance%40ppdi.com?subject=Anti-Corruption%20Policy


詳細については、下記までお問い 
合わせください：+1 877 643 8773  

または +1 919 456 5600

ppdinfo@ppdi com

© 2019 Pharmaceutical Product Development, LLC  All rights reserved  2019年1月
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