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深刻な病気を抱える患者さんを助けるための革新的な医薬品を開発し、提供します。

私たちは、患者と顧客の皆さま、従業員、国際社会、株主、環境とその他のステークホルダーに対し
て、「すべての製品に最も大切なものは、製品に携わる者の誠実さである」という信念に基づいて
行動することをお約束します。 また、私たちは効果的なガバナンスと最高レベルの倫理に基づい
た行動をもって業務を行います。 私たちは透明性を追求し、ステークホルダーとの対話を求め、そ
のニーズの理解を高めます。 経済、社会、および環境的なサステナビリティ（持続可能性）を真剣
に受け止め、当社の提携先や納入業者にも同じ基準を期待しています。 

患者と顧客の皆さまに対して

私たちは、重篤な疾患を持つ患者の皆さまの未だ満たされていない医療ニーズに応える革新的か
つ高品質の医薬品を提供するために、卓越した科学レベルを維持し、バイオ医薬品の研究開発に
投資していきます。 常に、厳密な科学的手法に基づき、臨床的に優れ、経済的にも合理性のある
医薬品を提供することを通じて、患者さんの生活の質の向上を図ります。 また、私たちの医薬品に
関する十分な情報が適切に入手できるよう努めます。 

従業員の皆さんに対して 

私たちは、多様な人材（“ダイバーシティ”）とあらゆる文化を受け入れ（“インクルージョン”）、共に働
きます。 従業員の健康と安全、各々の専門的能力の開発、ワーク・ライフ・バランス、そして公平か
つ一人ひとりを尊重した待遇を最優先します。

国際社会に対して 

私たちは、人々の健康を改善し、未来に向けて持続可能な社会をつくるため、誠実な市民として行
動します。

株主に対して

私たちは、堅調な業績を持続させ、株主への価値を生み出すよう努めます。

環境に対して 

私たちは、天然資源の保護を奨励し、当社の事業活動と製品が環境に与える影響を最小限に抑え
るよう努めます。

当社のミッション

当社のコミットメント
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Bristol-Myers Squibb（ブリストル・マイヤーズ スクイブ）は、深刻な病気を持つ患者の
方々の病気を克服できる革新的な医薬品を発見、開発し、提供することを使命としていま
す。 当社は、何を実施するにしても、患者さんを中心に考えています。 当社は全力を尽くし
て事業に取り組んでおり、最も大切なことは製薬企業としての高潔さや清廉性であるとい
うBMSの伝統に触発されています。

当社の清廉性の原則および2014年BMS業務行動倫理基準において、高度な規制を受
けた業界にある複雑で競争的な市場で当社は事業を遂行していることを認識しなが
ら、BMSの全従業員が当社のミッションを責任をもって達成できることを重視していま
す。 本基準は、当社の方針と手順の基本要素であり、皆さんの行動の指針となります。 ま
た、同僚とのつきあい方、当社パートナーや仕入先との取引方法、患者さんや当社が全世
界で事業を遂行している多くのコミュニティ、環境のためになる働き方などに対して共通
の枠組みを提供します。 本基準は、私たちが下すあらゆる事業上の決断の一部として機
能すべきであり、 私たち自身の存在を反映するものです。

私たち一人ひとりは、これらの原則の遵守に個人として責任を負っています。 本原則を注
意深く読み、わからないことがあれば質問してください。 私たちは一丸となって清廉性に
取り組みながら、当社のミッションを進めていきます。

従業員の皆さん

Lamberto Andreotti 
最高経営責任者

Alan Lacy 
取締役会 
監査委員会 
会長

Anne Nielsen 
チーフ・コンプライアンス 
＆エシックス・オフィサー



2 | 清廉性の原則

当社の「清廉性の原則： 業務行動倫理基準」（本基準）は、法令を遵守し倫理的に事業を遂
行するための一般的な指針を与えます。 本基準は、当社の高水準の倫理的な振る舞いをま
とめたものであり、当社の従業員、患者、顧客、株主および国際社会との取り組み方の基盤
を成しています。 

本基準は、BMSの従業員が遵守しなければならない法令、規制、方針と手順について完璧
に説明しているわけではありません。 私たちは、毎日数多くの複雑な状況に直面しますが、
あらゆる状況に対応できるような包括的な規則を作り上げるのはほぼ不可能です。 本基準
は、特定の規則や指針が見つからないときに、どのように行動すればよいのかを決定する
のに役立ちます。 決定を下すときに、「正しい行動とは何なのか？」、 「この行動は当社の規
程や関連する法律を遵守しているのか？」、 そして「この行動は一般大衆、メディア、政府に
どのように見られるのか？」と自問してみるとよいでしょう。 本基準に基づき、さらにこうした
考えを反映して下す決断は、ほとんどの場合正しい決定です。

本基準は、BMS の全従業員、およびBMSの契約業者に適用されます。 本原則は、当社の規
程やその他のBMSの手順書の基盤となるものです。 また、当社のコンプライアンス・プログ
ラムの重要な要素を形成します。 当社のコンプライアンス・プログラムを遵守することは、
当社と当社従業員が複雑、競争的で高度な規制を受けた業界内で適切かつ効率的に事業
を遂行するために極めて重要です。

従業員には、本基準および皆さんの業務に適用されるBMSの手順書を理解してそれに従
う責任があります。 本基準ならびに業務に適応されるBMSの各種手順書について質問が
ある場合は、コンプライアンス&エシックス室に問い合わせてください。

清廉性の原則の紹介
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私たちは、何事も患者を中心に考えながら実施す
るという共通の目的に向かって、協力しながら仕
事に取り組んでいます。 この考え方は、当社製品
の開発、製造、販促する方法の基準となるアプロ
ーチです。 

何事も患者を中心に
考えながら実施する



科学と研究の清廉性

当社は、重篤な疾患を持つ患者の皆さまの未だ
満たされていない医療ニーズに応える革新的か
つ高品質の医薬品を提供するために、卓越した
科学レベルを維持し、バイオ医薬品の研究開発
に投資していきます。 倫理面での清廉性に妥協
せず、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実
施の基準、医薬品の臨床試験の実施に関する基
準、動物福祉の実践の基準など、適用される法規
制や実践ガイドラインを順守しながら、研究開発
に取り組みます。

データの開示

BMSは、科学情報の公表を極めて高く評価して
おり、公表物の内容に責任を負う著者を支援して
います。 科学の真の精神に基づき、当社は臨床
情報やデータを患者、医学/研究コミュニティ、メ
ディア、政策立案者、一般大衆と共有することに取
り組んでいます。 この取り組みは、患者のプライ
バシーやインフォームド・コンセントを保護し、国
内の規制体系の整合性を尊重し、バイオメディカ
ル研究への投資を奨励しながら行なっています。 
また、BMSの臨床試験結果は、米国国立衛生研
究所のウェブサイト(www.ClinicalTrials.gov) で
公開されています。 

製品の品質

当社は、顧客の期待や規制要件を満たす、あるい
はそれ以上の医薬品を提供することに取り組ん
でいます。 また、BMSは、世界中で医薬品の適正
製造・品質管理業務基準の遵守に尽力していま
す。 さらに、効率的な品質システム、および組織
全体で実施し維持するように求められているガ
バナンス構造とリソースの確保に力を注いでい
ます。 当社は、生産・工程能力の改善を継続的か
つ積極的に促進し、BMS医薬品を最高水準の品
質に保つ責任を担っています。
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安全の監視と報告

BMSは、当社が販売している医薬品や臨床試
験で研究中の医薬品に関連する安全性データ
を監視、評価しています。 当社が全世界の安
全性報告要件を確実に満たすには、従業員は
当社製品に関連する有害事象やその他の事象

（BMS-CP-044に定義）に気づいたら、速やかに
報告しなければなりません。 BMSは、全世界で有
害事象報告ホットラインを設置しています。 米国
を拠点とする従業員は、 電話 +1 866-232-2557 
または電子メール： worldwide.safety@bms.com 
で報告してください。 他の地域を拠点とする従
業員向けの連絡先情報は、ウェブサイト http://

teams.bms.com/sites/GPVE/Pages/Index.aspx 
の「有害事象の報告」にある「連絡先情報」リンク
をご覧ください。

製品保証

当社は、当社製品の完全性と当社ブランドを偽
造、改ざん、窃盗、流用から守ることに取り組んで
います。 従業員は、こうした事例の可能性に気づ
いたら、コーポレート・セキュリティおよび品質&
コンプライアンスの担当者、事業部門の上級管理
職に24時間以内に速やかに報告しなければなり
ません。

プロモーション活動

当社は、品質、効能、安全性、価値に基いて当社製
品を販売します。 また、医療関係者と患者の両方
が、利点やリスクを含め、当社製品の臨床的側面
を理解できるようにプロモーション資料を作成し
ています。 当社の広告とプロモーション内容は、
正確かつ誠実で、承認済みの製品ラベルと一致し
ています。 当社製品に特定の効能を表現する場
合、その表現は効能の正当性を実証するものであ
り、安全性情報と釣り合いがとれています。 当社
は、医療関係者または患者に対して承認済みのプ
ロモーション資材のみを使用します。 

本基準は、特定の規則や指針が見つからないときに、どのように行動すればよいのかを決定するのに役立ちます。
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当社は医療活動を尊重し、医師と患者の関係の
誠実性を支援します。 また、医療関係者、患者の
支援グループ、支払人、およびその他の人々に対
して、彼らの決断に不適切な影響を与えないよう
に、あるいは与えているとみなされないように接
します。

医療関係者との交流

当社の研究や事業が、医療関係者に調査員、コ
ンサルタントまたは講演者としてのサービスを
要求する場合、法的かつ適切な事業目的を満た
すために、およびかかるサービスの要件が適用
される法的要件およびBMSの規程要件を満たし
ている場合のみ、そのようなサービスを要請しま
す。 当社は適用される業界のガイドラインやそ
の他の規制要件を遵守し、当社規程に従って食
事や接待を提供し、教育的、臨床的、科学的な討
論を実施します。

法令等で要請されている場合は、当社は医療関
係者への支払い、またはその他の価値ある物品
の贈答に関する情報を収集、報告、開示します。

データ上のプライバシー

当社は、情報源、主題の所有者、データの目的を
問わず、当社がアクセスする個人情報を尊重し、
怠りなく保護します。 通常の事業の過程で、当社
は個人が特定される財政状態、健康、給付金の情
報に関連するデータを個人から極めて大量に受
領、回収、維持、使用します。 一部のデータには、
従業員の健康、顧客、消費者、研究テーマ、ベンダ
ー、競合会社に関連する極秘情報が含まれる場
合があります。 

プライバシー・データの取り扱いに関する法令
は、国によって異なります。 当社はグローバルプ
ライバシーオフィスを設置しており、当社が事業
を遂行する地域で個人情報の保護をサポートす
る方針を制定しました。 プライバシーデータの取
り扱いに関連する法令について質問がありまし
たら、グローバルプライバシーオフィスに電子メ
ール global.privacy@bms.com  または電話 
(+1 609-897-3383 / +1 877-578-4009)でお問
い合わせください。

BMSが主催する臨床試験に参加する患者

この章の土台となるBMS会社規程

BMS-CP-049   科学出版物 

BMS-CP-030   実験動物の飼養と動物実験

BMS-CP-014   品質 

BMS-CP-044    BMS製品の安全情報に関する報告

BMS-CP-037   製品保証

BMS-CP-043    医療関係者との交流

BMS-CP-016   プライバシー

BMS-CP-006    コンピュータシステムの使用と情
報資産の保護
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私たちは、BMSの優れた評判を大切に考えていま
す。私たちは、当社業務での意思疎通、職場の内外
において、当社の評判を維持することが不可欠であ
ることを踏まえて、正直かつ誠実に行動します。

市場で適切な 
私たちの振る舞い



利益相反 

私たちは、個人の利益と会社の利益が相反する
状況を避けることを目指しています。 そして、利
益相反を疑われる状況さえも当社と自分自身の
評判を傷つけることを理解しています。 当社の事
業上の決断は、個人の利益ではなく、適正な判断
と客観性おいて規律されます。 潜在的な利益相
反が存在するかどうかはっきりしない場合は、経
営陣、法務部門、またはコンプライアンス&エシッ
クス室に指導を仰いでください。

副業およびその他の個人的な活動

副業は私たちの仕事上の責任の遂行を妨げ、 
BMSの業務上の利益と相反する可能性があるた
め、絶対に勧めません。 さらに、皆さんはBMSの
名称、情報、勤務時間、資産、または他のリソース
を使用して副業を行なったり、社外の個人的な活
動を請け負うべきではありません。 また、外部企
業の役員、重役またはその他の責任ある地位へ
の就任に合意する、政治的要職またはその他の
政府の要職を求める、あるいは慈善、民間、宗教、
教育、公共、政治、社会的な組織での業務に関与
する前に、BMSの業務上の利益との相反の可能
性を検討すべきです。 利益相反とみなされる可
能性がある場合は、助言を仰ぎ、BMS規程に基づ
く承認を得てください。

環境および安全衛生

私たちは、当社が事業を遂行するコミュニティに
ついて配慮し、環境的に持続可能なように事業
を遂行しています。 また、資源保護、公害防止、
環境への責任に関する原則を当社の事業プロ
セス、施設、業務、製品に採り入れています。 さら
に、政府、業界、教育機関、一般人と協力して、環
境および安全衛生 (EHS) 分野の懸念に対処する
規制、調査、プログラムを実施します。 当社は、日
常的な責任の不可欠な部分である、環境保護、

および個人と公衆の健康と安全性を考慮してい
ます。

購買と契約

当社は、品質、安全性、価格、および提供される価
値のみに基づいて商品とサービスを購入します。 
当社と提携している第三者には、清廉性と公正な
取引に対する当社のコミットメントを共有するよ
うに求めます。 当社は、購買決定する際に利益相
反を避けるように取り組んでいます。 グローバル
調達部門、契約センター・オブ・エクセレンスおよ
び法務部門と協力して、契約書、作業記述書、そ
の他の文書など 、適切な書面による契約が行わ
れていることを確認します。 これらの文書は当社
の利益を保護し、準拠法を遵守し、また当社の価
値、倫理基準、清廉性へのコミットメントと合致す
るものです。

公正な競争

当社は開放された、競争的な市場を支援し、当社
製品の強みと価値のみに基いて競争します。 ま
た、公正な競争と取引慣行に関する法令を尊重
し、遵守します。 これは、価格、原価、販売条件に
影響を与え、市場や顧客を分割し、不正に取引を
制限し、競合会社、納品業者または顧客との取引
を不当に制限したり市場から締め出す競合会社
と不適切な協定について話しあったり、不適切
な協定を締結しないことを意味します。 当社は、
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競合会社の製品を軽んじることなく、また競合会
社には同様の高い水準を保持することを期待し
ています。 

汚職防止

BMSは、全世界のいかなる場所でも賄賂、キック
バック、不適切な支払いを禁止しています。かかる
支払いを拒否すると、BMSが事業機会を失う場合
でもこの方針は変わりません。 当社は、決断に影
響を及ぼし、事業を取得、保持し、不適切な優位性
を確保するために、支払い、利益または価値のあ
る物を提供（直接または第三者を通じて間接的に
約束、承認、調整、提供、要求、または受領や受諾
に合意する）ことはありません。 BMSは、米国海外
腐敗行為防止法、英国贈収賄法、その他の国の類
似法など、世界の汚職防止法や基準の遵守に取り
組んでいます。

国際貿易活動

BMSで遂行する全事業は、米国政府が科してい
る、または承認した経済制裁や禁輸処置に従わ
なければなりません。 BMSは、法務部門が直接関
与しない限り、そして法務部門から事前に書面で
承認を得ない限り、米国の禁輸措置や貿易制裁
が科されている国との取引に関わりません。 

他の国や地域の組織も、特定の国、事業体または
個人との輸出や取引に制限を課している場合が
あります。 当社は、関連する政府の取引制限組織
と人物一覧に記載されている医療関係者が提供
するサービスには関与しません。 また、商品、情
報、ソフトウェア、技術の輸出入時に、あらゆる準
拠法、規制、制限を遵守します。 さらに、適用され
る反ボイコット法を順守し、ボイコットに参加する
ようにBMSに要請があれば、速やかに当局に報
告します。

政治活動

当社は、政治プロセスには個人で参加するように
勧めており、個人の選択に従って、政治目的のた
めにボランティア活動をするかどうかを決定する
ことができます。 個人的な政治活動のために、会
社での勤務時間、会社の資産または施設を使う
ことはできません。 

当社には、患者が当社の医薬品を適切に利用で
き、政府の政策により生物医薬品の研究や技術
革新を支援させるという目的を推進させるため
に、政治活動に関与する政府業務担当組織があ
ります。 当社の政府業務担当組織が主催する政
治活動に参加するには、勤務時間、会社の資産、
施設を利用することができます。 こうした政治
活動には、教育事業、当社の草の根運動、および
BMSイノベーションのための従業員政治支援基
金 (EPAF)（連邦選挙資金用に基いて設立され、
米国を拠点とする、どの党派にも属さない従業員
の政治活動グループ）が主催する活動などが挙
げられます。

従業員は、政治献金の返還を要求することはで
きません。

本原則に基いて下す決定は、ほとんどの場合正しい決定です。

この章の土台となるBMS会社規程

BMS-CP-009  利益相反

BMS-CP-013  購買 

BMS-CP-040  外部当事者との契約

BMS-CP-004  環境および安全衛生

BMS-CP-011  公正な競争

BMS-CP-034  贈賄防止

BMS-CP-064   制裁対象国、取引制限組織、反ボイ
コット

BMS-CP-048  政治献金

BMS-CP-058   連邦ロビー活動の開示
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私たちが行うすべてのことにおいて、BMSの情報や
その他の資産の正確性、品質、適切な取り扱い、 
使用を確認します。私たちは、いかなる時でも誠実
に行動します。

当社の事業活動に 
効率的な統制を適用



製品在庫レベル

当社は、直接および間接的な顧客が期待する需
要を反映し、特殊な状況に支えられた適切な在
庫レベルを維持します。 当社は、前記の目的に一
致した製品在庫管理に関する方針と手順を実践
するために、合理的に最善を尽くします。

会社記録

適正な業務上の決断を下すには、正確な情報が
求められます。 当社は、正確で完全な業務記録と
それを裏付ける詳細情報を作成して保管します。 
会社記録には、財務と会計の記録、出張と接待の
経費、業務と勤務時間の記録、当社を代表して作
成した他の記録があります。 当社は、会社の方針
と手順に従って、秘密、極秘、専有の記録を注意
して取り扱います。 また、会社規程と、BMS法務
部門からの指示に従って、電子記録を含む文書
を保存します。

秘密情報の保護

当社業務の過程で、私たちはBMSまたはBMSの
ビジネスパートナー、仕入先、顧客に関する秘密
情報を作成したり、入手することがあります。 会
社の利益を守るために、私たちはこうした極秘情
報を業務上合法的に知る必要がないBMSの社
内外の人と共有しません。 かかる情報の共有が
適切な状況では、適切な承認を得て、守秘義務契
約を締結します。 特定の情報の秘匿性や権利性
についてわからない場合、法務部門に指示や指
針を示すように依頼します。 秘密情報を保護す
る私たちの義務は、BMSに雇用されている間、お
よび雇用関係が終了後も継続します。

会社資産の保護 

私たちは、BMSの資産とリソースを尊重して大事
にし、かかる資産を使用して会社のミッションを
促進することに努めます。 また、物理的な設備、
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資金、財産、在庫品またはその他の価値のある
アイテムを含め、BMS資産の保護に取り組みま
す。 私たちは、BMS資産の窃盗や破壊は会社に
損害をもたらし、禁止されていることを理解して
います。 また、通常の事業以外のプロジェクトや
目的のためにBMSの資産を使用する前に、許可
を得ます。

知的財産

事業と製品の技術革新は、BMSの最も貴重な資
産に含まれます。 特許、企業秘密、著作権、商標、
ロゴ、事業プロセス、研究、顧客または仕入先の
リストなどの知的財産は、BMSに競争上の優位
性を与えます。 私たちは創造力に富み、物事を実
現するための新しいアイデアや方法を開発する
情熱を共有します。そして、BMSの技術革新や知
的財産の資産を保護する責任も共有します。 ま
た、これらの知的財産を紛失、盗難、その他の誤
用から守ります。 さらに、第三者の知的財産権を
尊重します。

情報資産の保護 

私たちは、当社事業の実質的にあらゆる側面、
および通常の勤務時間以外の時間や勤務場所
以外の場所で、全世界でコンピュータ、情報シス
テム、インターネット、電子メール、増加するモバ
イル端末を使用しています。 そのため、端末や
サービスの使用時間、使用場所、所有者を問わ
ず、BMS事業を遂行するために使用するデジタ
ル端末やサービスのセキュリティを確保する責
任を担っており、そのために適切な手段を講じ
ます。 

私たちは、電子機器の使用、オンラインによるコ
ミュニケーションと意志の疎通に清廉性の原則
が完全に適用されることを理解し、清廉性の原則
を尊重します。 また、BMS事業を遂行する際、あ

私たちは正直かつ誠実に行動し、わからないことがあれば質問することを奨励されています。
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るいはBMSまたはBMS情報を電子媒体で参照
する際は、社内外のソーシャルメディアサイトへ
の投稿時も含めて、情報の機密性とセキュリティ
を配慮し、尊重し、プロとして、十分に意識しなが
ら行動します。

情報開示

BMSは、金融、事業、その他の問題に関する正確
でタイムリーな情報を投資家や政府機関に提供
します。 米国証券取引委員会、その他の政府機
関に提出する報告書や書類、および公的な通信
記録について、誤解を招かないよう公正で、正
確、理解しやすい情報を適宜開示します。 本基
準の遵守を徹底するため、特定の従業員のみが
BMS情報の開示権限を持つことを理解します。 

重要な非公開情報 

私たちは、BMSやBMSと取引をする企業に関す
る秘密情報または重要な非公開情報を、受領を

承認されていない社内外の人物に公開すること
はできません。 重要な非公開情報とは、公にされ
ていない秘密情報で、合理的な判断力を持つ投
資家ならば企業株式の売買を決断する際に重要
だとみなす情報です。 私たちが重要な非公開情
報を取り扱う方法は、法令とBMS規程で管理さ
れています。 特定の情報を開示しなければなら
ず、配布する方法を決める際にこれらの規則が
適用されます。

有価証券取引

私たちは、BMSまたはその他企業に関する重大
な非公開情報を利用して、個人的な利益を得ま
せん。 また、かかる情報に基いて有価証券を取
引せず、かかる情報を他人に提供しません。 有
価証券には、株式、単位株、ストックオプション、
社債などがありますが、これらに限りません。 私
たちは、BMSまたはBMSが取引しているその他
の企業の秘密情報を公開前に受領することがあ



ります。 こうした非公開または「内部（インサイダ
ー）」情報の一部は、重要です。

BMSまたはBMSが取引しているその他の企業の
重要な非公開情報について知っている従業員
は、最高機密扱いで取り扱い、かかる情報を利用
してBMSやその他の企業の株式取引を行うべき
ではありません。 このタイプの重大な非公開情
報には、次のようなものがあります。

• 社内の財務情報

• 新事業の開始

•  新薬の開発、承認、承認の欠如、あるいはまた
は技術的革新

•  別会社の買収、子会社の売却、重要な認可、提
携契約など重要な取引の検討

•   重要な訴訟または政府による調査の開始また
は終了 

情報が公開されているとみなされるのは、BMS
が投資家に公開した場合と、投資家が合理的な
期間 その情報に対処することが許可されてい
る場合のみです。 公開情報には、プレスリリー
ス、bms.com に記載され、またはメディアにより
広範に報道され、BMSが確認している、BMSの
株主向け年次報告書または定期報告書に記載さ
れている情報などがあります。 

従業員は、「空売り」、「プット」、「コール」オプショ
ンやその他のヘッジ取引を含め、BMSの有価証
券で短期的な投機的変動から利益を得られる取
引には関与しません。

BMS有価証券の売買について質問があれば、コ
ーポレート・セクレタリまたは法務部門に問い合
わせてください。

この章の土台となるBMS会社規程

BMS-CP-017   直接顧客の製品在庫水準管理

BMS-CP-005  BMS記録管理

BMS-CP-039  事業活動費 

BMS-CP-012  商標および著作権

BMS-CP-006   コンピュータシステムの使用と情報資産の
保護

BMS-CP-001  差別およびハラスメント対策

BMS-CP-071  BMS情報の開示

BMS-CP-010  重要情報の開示

BMS-CP-007  有価証券取引
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私たちは互いに価値を認め尊重し合い、深刻
な病気を持つ患者さんを助けるための革新
的な医薬品を発見、開発し、提供するという
当社のミッションを共有しています。

多様性（”Diversity”）に富み、 
自立を促し(“Empower”)、高度に強くつながった（“Engage”） 

労働力を維持する



互いに尊重／職業上の行為

私たちは、最高水準の職業上の行為に従って行
動し、私たちが関わる一人ひとりを尊重し、威厳を
もって接します。 コミュニケーションの手段が面
談であれ、あるいは書面や電子メディアであれ、
私たちは職業人らしく、礼儀正しく対応します。 特
に、不快な言動、威圧的、敵対的な言葉や行動の
使用、類似の職業倫理に反する行為は、本基準に
反しています。 私たちは、強力な関係を築き、イン
クルージョンの文化を育み、共通のゴールに向か
ってチームメンバーを支援する重要性を強化し
ます。 BMSのリーダーとマネージャーは、互いに
尊重し、正直、誠実、安全、信頼できる前向きな職
場環境を育成する責任を担っています。

安全な職場環境

私たちは、同僚、当社製品を使用している人々、
会社の施設内にいる人々、業務に関与している
人々、一般の人々の健康、安全、福祉を配慮し、保

護します。 私たちは、職場での事故、怪我、疾病、
または他の同僚を危険にさらすような状況を適
宜に報告するなど、安全な職場環境の維持に互
いに責任を負っています。 

また、違法薬物やアルコールがない職場を育成
し、過剰なアルコールの摂取、中毒、関連した職
業倫理に外れる振る舞いを避ける責任を担って
います。 さらに、威嚇的な振る舞いや暴力的な振
る舞いは許容されません。 

こうした概念は、職場、会社の施設内はもちろん、
職場以外の仕事関連の状況下、例えば、出張中、
会議中、業務関連の社交行事に適用されます。

インクルージョンの文化

地理的、民族的、文化的、個人的、職業上の異な
る背景をもった人々をまとめあげてチームを作
るBMSの能力は、市場で独自の競争上の優位を
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生み出します。 当社は、グローバルな労働力の多

様性を誇りにしており、事業を遂行するあらゆる

場所で差別を禁止する法令を遵守します。 また、

当社は、従業員のキャリアを開発するためにやり

がいのある有意義な機会を与えて、従業員の業

務経験を豊かにします。

雇用機会均等： 差別およびハラスメントの
禁止 

当社は、性別、人種、肌の色、宗教、出自、年齢、身

体的または精神的な障害、妊娠、市民権、退役軍

人、婚姻の有無、性的指向、性同一性と表現、遺

伝情報、または準拠法で保護されるその他の特

質に基いて、職場で差別のない機会均等を保証

します。

当社は、不安にさせる、または腹立たしい振る舞

いや言動、威圧的、敵対的、腹立たしい言葉、画

像、行為などの不快な行為の対象とされない職

場環境を保証するように務めます。 こうした行為

は、絶対に許容されず、本基準に反しており、懲戒

処分の対象となる可能性があります。

人権

BMSは、国際連合 世界人権宣言 (UDHR) の下で

確立された原則を全面的に支持しています。この

人権宣言では、すべての人間の平等、生存権、自

由と保障、個人の自由、経済的、社会的、文化的な

自由を掲げています。 当社は、人権の保護を支

援、尊重し、人権侵害の共謀を避け、多様性に富

んだ包含的な職場を受け入れ、差別や嫌がらせ

のない、従業員の健康的で安全、かつ公平で尊

重された待遇の推進に取り組みます。

当社は、本基準が私たちの日々の活動に溶け込む環境を育成します。

この章の土台となるBMS会社規程

BMS-CP-001  差別およびハラスメントの禁止

BMS-CP-002  薬物乱用の禁止

BMS-CP-003  職場における脅迫・暴力行為

BMS-CP-004  環境および安全衛生

BMS-CP-069  人権
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当社は、清廉性の原則が私たちの日々の活動に
溶け込み、コンプライアンスと倫理的な行いが
認められ尊重される環境を育んでいます。

コンプライアンスと本基準を 
当社の文化に統合する
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私たちは、自社の手順書、業界コード、当社が事
業を展開する国々の法令法規を遵守します。 本
基準は、私たちがお互いに、そして当社のビジネ
スパートナー、仕入先、顧客、株主、コミュニティ
に負うべき責任を明確にしています。

法令法規の遵守

私たちは、当社業務を規制するあらゆる法令法
規及び会社規程を遵守します。 多くの場合、本基
準は、法令法規で要求されるより高い基準の遵
守に取り組んでいます。 法令法規は、当社が業
務を展開する国や州、または私たちが所属する
BMS事業体により異なる場合があります。 私た
ちは、当社が事業を行っている国や州の法令を
遵守します。 また、BMSは米国を拠点とする公開
会社であるため、いくつかの米国法が米国外の
BMSの事業体にも適用されます。私たちは、どの
法律が自分たちの事業活動に適用されるのかを
理解しなくてはなりません。不明な点は、BMSの
法務部門に問い合わせてください。

本基準の適用

私たちは、本基準を自らの仕事や業務上の決定
に組み込む責任を互いに負っています。 また、私
たちは自らの仕事に影響を与える手順書を理解
し、質問がある場合は上司やその他のBMSの担
当従業員に尋ねることを期待されています。 

BMSの管理職は、本基準と当社の手順書に関し
て追加的な責任を負っています。 管理職は、コン
プライアンス文化を育成し、本基準へのコミット
メントを示し、最高水準の清廉性を持って行動す
るなど模範となることが期待されています。

また、管理職は自らが管理する活動に特に影響
する方針や手順書について明確にし、部下の従
業員が効率的かつ適切に任務を遂行するのに必
要な研修を受けられるようにします。 管理職は、
質問に答え、違反の可能性に関する報告書を受

領できるように準備しておきます。 法令、方針、手
順への違反の可能性に関する報告を受けた管理
職は、これらの懸念をコンプライアンス&エシック
ス室に報告しなければなりません。 各BMSのリー
ダーと管理職は本基準に関する定期的な討論を
促し、本基準が業務上の決定を下す上で欠かせ
ないものとして考慮される職場環境を育むべき
です。

懸念の報告とサポートを得ること

本基準やBMSの手順書について質問がある場合
は、上司またはBMSの担当従業員に連絡してくだ
さい。 BMS規程への違反の可能性、または違法も
しくは倫理に反する業務上の振る舞い、疑わしい
会計、内部統制、監査の問題について懸念があり
ましたら、以下に報告ルートの選択肢を挙げます
ので、いずれかを選んで報告してください。

• 上司
•  人事部門または担当の従業員
• 適切な管理責任者
• 法務部門の弁護士
• コンプライアンス&エシックス室

コンプライアンス&エシックス室に直接報告する
のは従業員の自由であり、このルートを使ったから
といって不利な取り扱いを受けることはありませ
ん。 懸念の報告には、虚偽の告発を招いたり、助
長する意図があってはなりません。 

コーポレート・オンブズマン

職場の懸念はその本質や機密性に応じて、代替ル
ートを使って対処することが最善な場合がありま
す。 このような場合、従業員はコーポレート・オン
ブズマンに連絡をとることができます。 コーポレ
ート・オンブズマンは、中立で公正な立場を保ち、
組織の正義を確認し、従業員の上司や人事部門の
担当者などの所定の経路を通じて解決できない
職場の懸念に対して公正で公平な解決策を見出

本基準は、私たちが下すあらゆる事業上の決定の一部であり、 私たち自身の存在を反映するものです。
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すために取り組みます。 コーポレート・オンブズ
マンは、関与した人物の権利や義務を考慮しな
がら、こうした懸念の解決にあたり独力で見直し
支援する責任があります。

懸念が提起されたらどうなる？

BMSの担当管理職と従業員は、あらゆるアドバ
イス要請に返答し、不適切な行為に関する報告
を思慮深く検討します。 必要に応じて調査を実施
します。 個人は、調査の過程で協力し、誠実で率
直であることを期待されます。 懲戒処分や是正
措置は、特定の事実や状況に応じて行われます。 
法令、本基準またはその他の会社規程に反する
行為は、現地法令および団体協約の条件に従っ
て、解雇を含む懲戒処分の対象となることがあり
ます。 不適切な行為を報告しない、意図的に虚
偽の報告を行う、調査への協力を拒否しても、懲
戒処分の対象となることがあります。

報復を許容しない 

率直なコミュニケーションは、当社の成功にとっ

て不可欠です。 当社は、実務に関して従業員が気
軽に質問ができ、懸念の声を上げ、適切な提案を
行える職場環境を維持することに取り組んでい
ます。 当社は、不適切な行為について問題や懸
念を提起したり、善意の報告を行った従業員に対
する報復行為を許しません。 



会社規程の索引
以下の会社規程は、業務行動倫理基準で参照されます。

規程番号  規程の名称
BMS-CP-001   差別およびハラスメントの禁止
BMS-CP-002   薬物乱用の防止
BMS-CP-003   職場における脅迫・暴力行為
BMS-CP-004   環境および安全衛生
BMS-CP-005   BMS記録管理
BMS-CP-006   コンピュータシステムの使用及び情報資産の保護
BMS-CP-007   有価証券取引
BMS-CP-009   利益相反
BMS-CP-010   重要情報の開示
BMS-CP-011   公正な競争
BMS-CP-012   商標及び著作権
BMS-CP-013   購買 
BMS-CP-014   品質
BMS-CP-016   プライバシー
BMS-CP-017   直接顧客在庫水準管理
BMS-CP-027   潜在的コンプライアンス事件に関する報告
BMS-CP-030   実験動物の飼養と動物実験
BMS-CP-034   贈賄防止 
BMS-CP-037  製品保証
BMS-CP-037  事業活動費
BMS-CP-040   外部当事者との契約
BMS-CP-043   医療関係者との交流
BMS-CP-044   BMS製品の安全情報に関する報告
BMS-CP-048   政治献金
BMS-CP-049   科学出版物
BMS-CP-058   連邦ロビー活動の開示
BMS-CP-064   制裁対象国、取引制限組織、及び反ボイコット
BMS-CP-069  人権
BMS-CP-071   BMS情報の開示

従業員は、inSiteまたは policiesandprocedures.bms.com で規程の全文にアクセスすることが可能です。  

規程の要約（英語版）は一般に公開されています。当社ウェブサイト bms.com「Our Company」の「Compliance & 
Ethics」）を参照するか、紙のコピーを請求するには、電子メールをcomplianceandethics@bms.comへ送信するか、
書面で以下の住所に請求してください。

Compliance & Ethics 
Bristol-Myers Squibb Company, P.O. Box 4000, Lawrenceville, NJ 08543-4000, USA
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当社のコンプライアンス・プログラム

従業員は、inSiteにあるコンプライアンス・リンクを
通じてその他の情報を取得することができます。

コンプライアンス＆エシックス・ヘルプラインの 
連絡先
電子メール： helpline@bms.com

米国： +1 800-348-5526

国際電話： +1 212-546-3406

ファックス： +1 609-252-6031

郵便：
Compliance & Ethics 

Bristol-Myers Squibb Company 

P.O. Box 4000 

Princeton, NJ 08543-4000

BMSコンプライアンス＆エシックス・ヘルプライン
に連絡する際、従業員は連絡先情報を知らせてくだ
さい。潜在的な問題を追跡し、明らかするのに役立
ちます。 秘密は守られますので、安心してください。 
報告は匿名でもできます。

すべての報告は善意で行なってください。 善意に
基づかない報告は、現地法や規制に従って懲戒処
分の対象になる可能性があります。

コーポレート・オンブズマンの連絡先

前述の電子メール、電話番号、ファックス番号を利
用してください。その他に郵便でも連絡できます。

郵便：
Corporate Ombudsman 

Bristol-Myers Squibb Company 

P.O. Box 4000 

Princeton, NJ 08543-4000

コーポレート・オンブズマンとの会話は、現地法で
要求されない限り、また公衆衛生と安全を守るため
に秘密が保たれます。

グローバルプライバシーオフィスの連絡先
電子メール： global.privacy@bms.com

+1 609-897-3383

+1 877-578-4009

有害事象の報告

BMSは、全世界で有害事象報告ホットラインを設置
しています。

•  米国を拠点とする従業員： 電話 
+1 866-232-2557 または電子メール： 
worldwide.safety@bms.com で報告してくださ
い。

•  その他の地域を拠点とする従業員： 連絡先情報
は、ウェブサイト http://teams.bms.com/sites/

GPVE/Pages/Index.aspx の「有害事象の報告」に
ある「連絡先情報」リンクをご覧ください。

•  BMSコンピュータにアクセスできない従業員： 有
害事象を現地法人の経営陣に報告してください。

製品の偽造、改ざん、窃盗、流用の可能性の報
告

現地法人のコーポレート・セキュリティ、品質、コン
プライアンスの担当者、事業部門の上級管理職に
24時間以内に連絡してください。

重要な連絡先情報
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