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誰のための規範でしょうか？

全世界のCookグループ企業（
「クック」
といいます）の全社員のためのものです。
当社が運営
しているタイプのビジネスには、多様性が存在する場合があります。
患者さん、宿泊客、顧客、
乗客、入居者、同僚のいずれに応対するにせよ、私たちはみな、文化と一連の基本的価値観
を共有しています。当社の業界または所在地を問わず、クック社員として、クックのバリュー
を日常業務に反映するという期待は、私たち一人ひとりに向けられています。

会社の構成

Cook グループ会社

クックのグループ会社は、5 つの異なる事業分野から構成

リゾート事業

サービス事業

医療機器事業

ライフサイ
エンス事業

財産管理事業

最新の組織図については、
トランスフォーメーション・サイトをご訪問ください。
https://intranet.cookmedical.com/sbu/tr/Pages/default.
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ユーザー・ガイド（続き）
どのように規範を利用すべきでしょうか？

規範を徹底的に読み、見つけやすい場所に
置いてください。目次もクリックできるので、
探している箇所をすぐに見つけられます。規
範には、規範を日常業務に利用しやすくする
ことを目的とした仮定の状況（
「デシジョン・
タイム」
）が含まれています。
規範に沿った決
定をするのに役立つデシジョン・ツリー（
「行
動決定チャート」
）もあります。
どのように規範は役立ちますか？

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

倫理・コンプライアンス（E&C）ヘルプラ
イン：

オンラインE&C報告ウェブサイトには、電話
またはオンラインで
（法律が認める場合、匿
名で）問題を報告できる現地電話番号を記
載しています。https://cook.ethicspoint.
comを訪問して、
「Report」をクリックし、電
話する現地電話番号を見つけてください。

規範は、会社として行った約束と全クック社
員に向けられた期待を理解するのに役立ち
ます。
付録には、日常業務で直面し得る状況
への対処に役立てることを目的とした様々
な理解用の教材に加え、どのように対応す
べきか、
またどのような責任を負うかについ
ての指針があります。
規範に答えのない疑問がある場合は？

当社のウェブサイトには多くのリソースがあ
ります。https://compliance.cookgroup.
c o m また は h t t p s : / / i n t r a n e t .
c o o k m e d i c a l . c o m / c b f / e c （C o o k
Intranet）.疑問については、あなたの管理
者もしくは監督者、またはあなたの勤務地
の倫理・コンプライアンス担当者に連絡する
こともできます。Cookグループ・グローバル
倫理・コンプライアンス・オフィスには、+001
812.331.1025で連絡することができます。
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経営陣からのメッセージ
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社員の皆さん

当社が最近、将来に向けて当社の再設計を始めたため、各地のクック社員は、当社文化の
基礎についての考えを共有し、当社の将来に伝えたい特徴とバリューを確認しました。私た
ち全員が一致したように、当社は、創業時代からの強固な構成要素、つまり、品質、問題解
決、技術革新、家庭への関心、博愛、強い共同体意識、
そして健全性を維持したいと考えてい
ます。

54年間当社に勤務してきたのか、昨日から働き始めたのかに関係なく、あなたは、当社の文
化と絆を維持する能力の中心に健全性があることを理解し、感じることもできるでしょう。
クック・ファミリーと、過去50年にわたり会社を築くのに貢献してきた全社員が、品質の実現
と倫理的行動という貴重な信用を築き上げました。
その信用を守る責任は、私たち全員にあ
ります。

この新しいグローバル行動規範は、
すべてのクックのグループ会社のためのものです。
そこ
で、あなたは当社の共通の目的とバリューについて学ぶでしょう。実例とリソースも、あなた
の意思決定と行動を導く助けとなることがわかるでしょう。
私たち一人ひとりが、毎日行う仕
事のなかにある当社の目的とバリューを実現するため、
クックの名前とクック・ファミリーに
対して責任を負っています。
そうすることによって、次の50年間、
そしてその後も、当社の文化
を確実に伝えることができるのです。
皆さんの努力に感謝します！

ピート・ヨンクマン
Cookグループ社長

キャロル・シーマン

Cookグループ副社長
チーフ・グローバル倫理
・コンプライアンス
・オフィサー
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私たちは倫理的かつ起業家精神に満ちた企業の一員として、人々や地域社会がその可能性
を最大限に発揮できるように貢献します。

私たちのバリュー：
誠実に行動する

私たちは高い倫理水準およびこのバリューを、判断や行動の指
針とします。

品質を追求する

私たちの製品やサービス、行動はすべて人の命にかかわるた
め、自らに最高レベルの品質基準を課します。

透明性を確保する
社会に貢献する
敬意をもって
接する
一緒に解決する
継続的に改善する

私たちは互いに誠実に、関わる人々と情報を共有します。

私たちは私たちの時間、
スキル、
リソースの提供により、地域社
会がより良くなると確信しています。
私たちは多様な考えや見かたを受け入れ、一人ひとりの貢献
に感謝し、
すべての社員とビジネスパートナーに敬意を払いま
す。
私たちはまず理解するために傾聴し、次に解決策を見出すこと
でイノベーションに取り組みます。
私たちはデータ、経験、
フィードバックそして互いに学
びあうことを通じ、絶えず仕事の進め方、働き方を改
善します。
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Cook グループ・グローバル倫理・
コンプライアンス・プログラム

Cookグループ・グローバル倫理・コンプライアンス・プログラムは、世界中の企業に適用され
る法規制に従うという当社のバリューと約束を反映して事業を行う一助になることを目的と
しています。本規範中、Cookグループ・グローバル倫理・コンプライアンス・プログラムを
「本
プログラム」といいます。
本プログラムは、効果的な倫理・コンプライアンスのプログラムとな
るよう、適用法・規則・規制上の指導、業界の指導、業界のベスト・プラクティス
（
「社外適用基
準」
といいます）を基礎としています。

リーダーシップと
説明責任

取締役会と執行経営陣を含むCookグループのリーダーは、効
果的なグローバル倫理・コンプライアンス・プログラムをサポー
トすることを約束します。取締役会は、チーフ倫理コンプライア
ンス役員（CECO）に対して、本プログラムの構造と内容を構築
する責任を課しました。
CECOは、取締役会を代表する取締役会
監督委員会、
プログラム諮問委員会、上級経営陣と協力して、
会社全体の本プログラムの実施状況を監督します。
社員として、私たちは、期待、ポリシー、手続き、会社が特定する
ベスト・プラクティスに従って、事業を行うにあたり、自分自身と
お互いが説明責任を果たします。
取締役会監督委員会：取締役会を代表してコンプライアンス監
督責任を負うCookグループ取締役会の委員会です。

プログラム諮問委員会：本プログラムの実施と統合についてグ
ローバルE&Cチームを支援するために設置された職能専門知
識を有するグループです。
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Cook グループ・グローバル倫理・コ
ンプライアンス・プログラム（続き）
基準文書

教育と研修

コミュニケーション
と意識

本プログラムの基本文書は、
この行動規範であり、
「本規範」と
いいます。本規範は、クックの事業を行う際に、どのように行動
することが期待されるかを説明します。

倫理・コンプライアンスその他の職能が作成する追加のポリ
シー・手続き・指針文書は、特定の状況またはリスクの分野につ
いて取り上げます。
これらの文書は、E&Cウェブサイトにありま
す。
研修は、社員がCookグループ基準文書・社外適用基準を理解
するのに役立ちます。ポリシー・手続き・指針・社外適用基準に
従う方法を知るには、
これらを理解することが重要です。
あなた
が倫理・コンプライアンス上の義務を果たすのに役立つよう、
クックは定期的に適切な研修を行っています。
良好なコミュニケーションは、本プログラムの成功と潜在的リス
クの識別・低減にとって重要です。
クックは、報復の恐れなく、安
心して懸念を提起できる環境を促進し、法律が認める場合、希
望により匿名で提起するためのリソースを提供します。懸念を
報告した社員に対する報復は、許されません。
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Cook グループ・グローバル倫理・コ
ンプライアンス・プログラム（続き）
監視・監査

効果的な本プログラムには、継続的評価の手段として、事業活
動の監視・監査が組み込まれます。
クックは、社員・企業・ビジネ
ス・パートナーの活動を監視・監査し、本プログラムの有効性を
評価し、改善の機会を特定します。

調査と対応

不正行為は、当社が活動する業界における信頼性についての
当社の信用を損ないます。
クックは、不正行為の訴えを調査し
ます。不遵守または改善する分野を確認した場合、適切な是正
措置を講じます。

継続的な
本プログラムの改善

当社が活動する環境は、頻繁に変化するため、
クックは、倫理・
コンプライアンス・プログラムがダイナミックなものであると認
識しており、必要に応じて、本プログラムを見直し、更新します。
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あなたの責任とは何でしょう？

Cookグループの社員として、私たちはそれぞれ、以下の責任を負います。
•

•

•
•

•

会社のバリューを守り、倫理的に行動すること。

適
 用されるクックのポリシー文書（本行動規範を含みます）を読み、理解し、それ
に従うこと。

倫
 理上の違反行為と不正行為を報告し、クックの監査と調査に全面的に協力するこ
と。
自
 らの言葉と行動で模範を示すことにより、他の社員が本規範に従うよう促すこと。
本規範の遵守のための年次研修と検定を修了すること。

さらに、供給業者、請負人、販売店、ならびに当社のために取引を行うその他の者に対して、
Cookグループ基準文書・社外適用基準に従ってクック関連の事業活動を行うよう要求しま
す。
注:

本規範は、
すべてのクックの事業に適用するように策定しました。
本規範で対象とするいくつ
かのトピックは、当社の事業活動の一部には特に関連がないかもしれませんが、本規範の残
りの部分は、
そうした会社と社員にも適用されます。
クックのリーダーの責任

マネージャー、
ディレクター、
リーダーその他のリーダーは、正しい雰囲気を生み出し、手本と
してリードすることが期待されます。
私たちはみな、管理者とリーダーから、行動規範とCook
グループ基準文書を尊重することを学びます。
リーダーは、本規範とCookグループ基準文書
を理解していなければならず、社員がそれらを日常業務に応用するのを支援する責任を負
います。
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あなたの責任とは何でしょう？（続き）

リーダーは、以下により、正しい環境を生み出します。
•

定期的に期待していることを社員に伝えること。

•

現
 実的な目標を設け、倫理基準を曲げるよう間接的な圧力を受けていると社員が感
じないようにすること。

•

•

•

•

•

•

•

正しい手本となること。

業
 績評価中、倫理的で基準に沿った行動と本プログラムについて話し合うこと。
倫理的行動で社員を表彰すること。

ポリシーまたは法律の既知の違反または違反の疑いの証拠を誠実に報告するよう促
すこと。
 理と健全性の懸念に関する話し合いを促進する労働環境を助長すること。
倫

安
 心して問題または懸念を提起できると社員に感じさせ、リーダーが耳を傾けること
を社員に納得してもらうこと。
誠
 実に違反を報告する社員の秘密を守り、彼らを報復から保護すること。

実行と説明責任

社員マニュアルに定めるとおり、本規範の違反は、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合が
あります。
免除と修正

本規範またはCookグループ基準文書の免除または修正は、事情によって正当化される場合
のみ認められ、執行経営陣のみが認めることができます。
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クックの
品質基準
• 良質の製品・サービス

• 業務文書と記録の管理
• 営業経費
• 記録管理プログラム

• データ・プライバシー

• 会社の秘密情報と知的財産

もっと学びたいですか？
このトピックに関するシナリオ、
Q&A、チェックリスト、判断の基準
については、付録を参照してくだ
さい。

• 調査
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良質の製品・サービス

品質に取り組む。

クックの信用は、製品・サービスの品質の上
に築き上げられています。当社は、当社の事
業全体を通じて、関連産業が定義する最高
レベルの品質を維持するよう努めています。
当社は、当社のビジネス・パートナーを経由
する場合を含め、どこでどのように材料を調
達するか、どのように製品を製造するか、ど
のように当社の製品・サービスをマーケティ
ング・販売・供給するかについて、細心の注
意を払っています。当社の製品・サービスを
利用する人々の健康と安全に対する当社の
取り組みは、常に当社のあらゆる活動の中
心になけれ ばなりません。些細な異常で
あっても、品質に予想外の結果をもたらす
場合があります。
高品質を達成することは、当社のあらゆる
段階での目標です。

20年続くCookサービス賞
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以下を行わなければなりません。
•

品質を最優先とすること。

•

仕事を行うときは常に、部門と職務
のポリシー、手続き、指針文書を厳
守すること。

•

•
•
•
•
•

仕事に誇りを持ち、業務に関係なく、
細部に入念な注意を払うこと。

質問すること。

期 限内に必要な研修を修了するこ
と。
品質について懸念があるときは、必
ずスピークアップすること。

 質上または規制上の問題をもたら
品
す可能性がある状況を直ちに報告す
ること。
あ
 なたの仕事と当社の範囲内で品
質を改善する方法を探すこと。
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業務文書と記録の管理
正確に記録を作成、維持、保持ま
たは処分する。

クックの事業は、すべて何らかの方法で規
制されており、当社のポリシーは、
ハードコ
ピーであれ、電子的なものであれ、正確で完
全な記録を作成・維持・保持し、社外適用基
準に従って記録を処分することです。社員と
して、あなたは、クックのポリシー・手続き・
指針に従って、
クックの事業活動に関連する
完全な情報を読みやすく、かつ正確に記録
する義務を負っています。
以下を行わなければなりません。
•

良好な業務記録を作成すること。

•

 費の正当な事業目的を記録するこ
経
と。

•

取引を正確に記録すること。

以下を行ってはいけません。
•

他
 の人の名前を署名または偽造し、
情報を修正液で塗りつぶし、または
他の方法で不明瞭にし、もしくは日
付を遡らせ、あるいは他の人に代わっ
て出勤すること。（例外：患者の健康
情報の匿名化。
）

A

付録

前へ

次へ

営業経費

クックは、営業経費の負担と報告に関して、
最高水準の倫理的行動を約束します。
クッ
クは、Cookグローバル出張・経費ポリシー
で説明するとおり、必要・合理的・合法的な
営業経費を払い戻します。
それらの経費を
負担・報告する際は、正しい判断を行う必
要があります。
例えば、以下を行ってはいけません。

• クックの資金を不正使用すること。
•
•
•

経費報告を偽ること。

営業経費の証拠として、偽造した記
録を提出すること。

期限を過ぎた経費報告を提出するこ
と。
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最後に見
たページ

ホーム

業務文書と記録の管理（続き）
記録管理プログラム

公式記録とは、作成、受領、修正、維持、保
管、検索または送信される記録情報で、
クッ
クの事業活動をサポートするものです。
これ
には、書類、電子メール、テキストメッセー
ジ、写真、電子的またはデジタルの記録が含
まれ、ボイスメールその他の文書も含まれ
ます。記録の保存とクックが必要としなく
なった記録の定期的な処分は、当社の事業
をより良く運営し、当社の活動を改善するの
に役立ちます。

クックのグローバル記録管理プログラムは、
当社の記録の保持・保管・処理の指針を示
すことを目的としています。記録管理プログ
ラムには、歴史的アーカイビング
（インディア
ナ州ブルーミントン市のCookグローバル本
部アーカイビング部に連絡してください）と
訴訟ホールド手続き
（法務部に連絡してくだ
さい）も含まれます。
必要な保持期間につい
ては、あなたの地域または業界の記録保持
スケジュールを参照してください。質問があ
る場合は、あなたの部門または職務の記録
コーディネーターに連絡してください。

A

付録

前へ

次へ

以下を行わなければなりません。
•

•
•

記録管理プログラム手続きとあなた
の業界・地域の記録保持スケジュー
ルに従って、記録を作成・維持する
こと。
あ
 なたの会社の記録見直し手順に
従って、文書を見直すこと。

 管文書であるとみなされるすべて
保
の文書と、文書保持期間が訴訟ホー
ルド中に終了する場合であっても、
Cook グループ法務部が訴訟ホール
ドに設定するものを保存すること。

リソース：
• Cookグローバル出張

・経費ポリシー：
www.cookmedicaltravel.com

• 記
 録管理プログラムのポリシーと手続き

• マネー・ロンダリング防止ポリシーと指針
• P
 CI、
インシデント対応等を含むプライバ
シー・データ保護ポリシー

リソースについては、以下のE&Cイントラネッ
ト・サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec
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最後に見
たページ

ホーム

データ・プライバシー

社員・顧客・患者さん・当社ビジ
ネス・パートナーのプライバシーを
尊重する。

Cook企業の全社員が、当社のビジネス・
パートナーとサービス・プロバイダーと同様
に、プライバシー保全とデータ保護で重要
な役割を果たします。当社のプライバシー・
データ保護ポリシーは、社員またはリゾート
宿泊客の情報、クレジットカード番号、生年
月日、患者さんの健康情報などの個人デー
タを保護する際の指針となります。

Cook Distribution Center

A

付録

前へ

次へ

必要な職責を果たしているとき、研修を受
けた安全対策に従うことが必要となる規
制対象個人データに接することがよくあり
ます。
各種業界の規制対象個人データの例
は、以下のとおりです。
•

•

•

ホ
 テル宿泊客の名前、住所、電話
番号、生年月日、電子メール、社
会保障番号、またはクレジットカー
ド情報。

社 員の名前、住所、電話番号、電
子メール、 生 年 月 日、 給 与 情 報、
研修または懲戒記録、労働者災害
補償情報、病気休暇情報、または
社会保障番号などの国民識別情報。

 者さんの名前、住所、電話番号、
患
電子メール、生年月日、内科的診
断または治療の情報、口座番号ま
たは支払情報。
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ホーム

最後に見
たページ

データ・プライバシー（続き）

A

付録

前へ

次へ

以下を行わなければなりません。
•

 ook データ分類レベル表を参照し
C
て、異なるデータ型に要求されるセ
キュリティを理解すること。

• す
 べての必修の会社プライバシー・
データ保護研修を修了すること。

•
•
•

•
•

 制対象個人データの使用に関する
規
法律上・契約上の義務を理解するこ
と。

 制対象個人データは、職責を遂行
規
するのに必要となるもののみにアク
セスし、使用すること。

 ook グローバル記録保持ポリシーで
C
説明するとおり、かつ適用されるデー
タ・プライバシー法に従って、規制
対象個人データを収集・使用・送信・
開示・維持し、確実に廃棄すること。
 号化などの Cook IT が承認した技
暗
術ツールを用いて、 規 制 対 象 個 人
データを保護すること。

リソース：
• Cookデータ分類レベル表
• プライバシーポリシー

• ITポリシー

• Cookグローバル記録保持ポリシー

• グ
 ローバル・プライバシー・オフィス
（ブルーミントン）+001 812.331.1025

• E
 MEAプライバシー・オフィス
（リメリック）
+353 61 334 440
• APACプライバシー・オフィス
（香港）
+852 3472 1688

リソースについては、以下のデータ・プライバ
シーのイントラネット・サイトを訪問してくださ
い。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv

インディアナ州ブルーミントン市のCookグローバル本社

 制対象個人データについて質問が
規
ある場合は、あなたの地域の IT マ
ネジャーまたは Cook グループ・プラ
イバシー・チームの助言を求めるこ
と。
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ホーム

最後に見
たページ

会社の秘密情報と知的財産
当社の情報を保護することが当社
の信用を保護します。

クックの最も価値ある資産の一つが当社の
秘密情報です。
秘密情報とは、公に利用でき
ない情報をいい、保護対象健康情報、クレ
ジットカード情報、秘密の社員データ、研究
開発プロジェクト、設計図、営業秘密、事業
計画、製造の方法・プロセス、供給業者また
は顧客の契約条件、価格設定、売上高、入札
価格、見積り、価格提案、入札への回答、非
公開決算その他の情報であって、開示され
た場合、クックの競争相手にとって有益、ま
たはクックにとって有害となる可能性があ
るものが含まれますが、
これらに限定され
ません。

知的財産とは、アイデアについての権利を
いいます。例えば、法律は、特許の形で発明
を、著作権の形で書かれた作品を、商標の
形で商標名・ロゴを、
そして営業秘密を保護
します。

A

付録

前へ

次へ

当社の秘密情報・知的財産を保護するあな
たの義務は、クックを退職した後も適用さ
れます。

クックは、当社の顧客とその患者さん、社
員、供給業者、納入業者、宿泊客、当社のそ
の他の取引相手の知的財産・秘密情報も
尊重します。

Cook Korea

私たち一人ひとりがクックの秘密情報・知
的財産を保護し、無許可の開示または使用
を防止しなければなりません。
秘密情報・知
的財産は、競争業者に伝えてはいけません。
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ホーム

A

付録

前へ

次へ

会社の秘密情報と知的財産（続き）
以下を行わなければなりません。
•
•
•
•
•
•

C
 ook データ分類レベル表を参照し
て、異なるデータ型に要求されるセ
キュリティを理解すること。

•

あ
 なたが勤務する地域の秘密情報を
知ること。

•

適
 用されるデータ・プライバシー法
規に従って、秘密情報の収集・使用・
開示・維持・保管・処分を行うこと。

•

 密情報の使用に対する法律上・契
秘
約上の制限を理解すること。

職
 務に必要な場合に限り、秘密情報
を他の社員と安全に共有すること。

適
 切な書面同意なしに、外部に秘密
情報を伝えないこと。適切な契約、
不開示または同意の書式は、Cook
グル ープ・プライバ シー・ チーム
（Privacy@CookGroup.com または
電話 +001 812.331.1025）から入手
することができます。

 密情報は適切に保管・移動してく
秘
ださい（暗号化、パスワード保護、
ロックしたエリアでの保管など）。

 して、 暗号化されていない電子
決
メールを使用して、個人情報（PII）、
個人健康情報（PHI）またはクレジッ
トカード情報を送信しないでくださ
い。
秘 密情報の無許可の使用、開示ま
たは紛失は、あなたの監督者と現
地 IT マネージャーに直ちに報告して
ください。

リソース：
• 著作権に関する質問：
CRIライブラリアン
CRI.Library@cookmedical.com

• 知的財産法の基本原則（Brinks, Gilson, &
Lione）

リソースについては、以下のE&Cイントラネッ
ト・サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec
リソースについては、以下のデータ・プライバ
シーのイントラネット・サイトを訪問してくださ
い。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv
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調査・研究

ホーム

市場調査によって、見通しが得られ、
当社のビジネスとソリューションが
前進します。

クックの事業分野の多様性を考慮して、各
種の調査・研究を行っています。適用される
共通の基準があります。
いくつかの調査・研
究は、顧客ニーズと当社の製品・サービスに
ついての印象を理解するのに役立ちます
（顧客、供給業者または宿泊客のマーケティ
ング調査など）。
いくつかの調査・研究は、当
社の医療用品の基盤となっている科学の向
上に役立ちます。

透明性は、当社の調査・研究にとって極めて
重要で、業績に悪影響を及ぼす可能性があ
る交流を避けるのに役立ちます。当社は、正
確なデータとデータ分析の重要性を認識し
ており、肯定的であるか否定的であるかを
問わず、適時・正確な方法で、当社の製品・
サービスに関する調査・研究結果の提供を
約束します。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

医療機器・ライフサイエンス産業

当社が臨床調査を実施する際の最優先事
項は、尊厳と敬意をもって、かつ現地の被
験者保護法規に従って、安全に被験者を治
療することです。
当社の被験者からは、
イン
フォームド・コンセントを得るとともに、当
社は、参加者を不必要なリスクから保護す
るよう努め、被験者が当社の調査・研究に
付随するリスクの性質と目的を理解するの
を助けます。

Cook特許賞のブロック
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調査・研究（続き）

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

以下を行わなければなりません。
•

•

 外適用基準と、一般に受け入れ
社
られた倫理上・職業上の基準に従
うこと。

 査・研究に参加する人々の生命・
調
安全・健康・プライバシー・尊厳
を保護すること。

調査・研究がクックのために実施される
か、当社に代わって発表される場合、当社
は、当社が必要とする種類の調査・研究
の実施経験がある調査者・研究者と協力
します。当社は、
これらのパートナーが当
社の高い基準を共有し、調査者・研究者
が取引関係をクックに開示するよう要請
します。当社は、当社の調査・研究活動に
関する金銭上その他の関係の完全かつ正
確な開示を約束します。
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

倫理的な
ビジネス・パートナー
としてのクック
• 利益相反
• 事業交流
• 第三者

• 広告と宣伝

もっと学びたいですか？
このトピックに関するシナリオ、
Q&A、チェックリスト、判断の基準
については、付録を参照してくだ
さい。

• 反トラストと公正競争
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最後に見
たページ

ホーム

利益相反

個人的な利益が業務上の決定に
影響しないようにする。

利益相反が生じるのは、個人的な活動もし
くは利益（または親しい人の個人的な活動
もしくは利益）がクックの最善の利益と対
立するときです。業務上の決定は、家族ま
たは友人の潜在的な個人的利得または利
益ではなく、クックの必要性に基づき行う
べきです。あなたが正しい判断を行い、実
際の利益相反または利益相反の外観につ
ながる可能性がある状況を回避すること
を期待します。
ここでは、利益相反が生じる
いくつかの例を紹介します。

あなたまたは親族が、クックの競争業者、
販売店または納入業者との間に金銭的利
害関係、仕事または取締役の地位を有して
いる。

家族、
ドメスティック・パートナーまたは密
接な個人的関係を有するその他の人が、
あ
なたの部門またはあなたの管理チームで
働いているか、その他の形であなたによっ
て管理されている。

クックに対する責任と対立する可能性があ
る副職またはあなた自身の事業がある。

クックを通じて得られる情報に基づいて、
個人的な機会を利用する。

A

付録

前へ

次へ

以下の状況は、利益相反を呈する可能性が
あります。
これらの状況または類似した状
況のいずれかがあなたに当てはまる場合、
あなたのマネジャーまたは人事部に連絡し
てください。
• ク
 ック社員が顧客または納入業者と
デートする。
•
•

Cook 社員の配偶者が競争業者に勤
務している。

顧 客が無料の海外チャリティ・イベ
ント（医療ミッション旅行など）にクッ
ク社員を招待する。

• ク
 ック社員が取締役となるよう勧誘
される。
•
•

 入業者がクック社員を試合（ゴル
納
フ、スキーなど）に招待する。

社員が他の社員（マネージャー）と
デートする。

あなたには、利益相反が存在するかどうか
を決定するため、利益相反の認識、明白な
利益相反、または実際の利益相反を管理
者に開示する責任があります。あなたのマ
ネージャーまたは監督者は、適切な処分を
決定し、決定を記録します。
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トナーとしての Cook

事業交流

正しい事業は、正しい判断を必要
とします。当社は、事業交流に関
する規則に従い、好意ではなく、
誠実さと信用の上に提携関係を構
築します。
クックのために取引を行うときは、公平か
つ公正に行動しなければなりません。
この
ことは、常識を働かせて、事業交流が事業
決定または購買に影響した、
または影響す
る可能性があるという外観も回避すること
を意味します。
クックは、多くの業界で事業
を行っており、不適当な事業交流に参加す
ることは、クックの事業と信用を損なう可
能性があり、社外適用基準に違反する可
能性もあります。

贈収賄禁止の原則は、
クックのために事業
上の優位性を得るために、
ある人に直接的
または間接的に利益をもたらすものを提
案 また は 提 供することを禁じています
（詳細については、腐敗防止のセクション
を参照）。
このため、当社は事業交流に関
するガイドラインを策定しました。事業交
流の報告に関する当社のポリシー・手続
き・指針を定めたのは、職業上の判断を阻
害する可能性がある利益を決して提供し
ないようにするためです。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

適用される現地規制を厳守することも必
要です。
クックのポリシーと現地の規制との
間に不一致がある場合は、厳しい方の要件
を遵守しなければなりません。
いつ事業交流が一線を越えるのか、判断が
困難な場合もあります。贈与を受けること
で、提供者または受領者がそれらに「不適
切な影響」がある、または贈収賄が認めら
れると考える場合があることを忘れないで
ください。
このため、贈り物を提供するとき
には、送っているメッセージに注意しなくて
はなりません。

24

Cook グループ・グローバル行動規範／倫理的なビジネス・パー
トナーとしての Cook

最後に見
たページ

ホーム

事業交流（続き）

贈り物とは何でしょう？

贈り物とは、受取人がその物品の支払いを
行うことが期待されない場合の価値のある
物品であり、ロゴ付きＴシャツなどのマーケ
ティング品目、花・果物のバスケットなどの
贈り物、または車の使用といったサービス
が含まれます。

正当な業務上の会食とは何でしょ
う？

接待・娯楽とは、受け手が入場料またはチ
ケットの支払いをするのを期待されていな
いスポーツ行事、
コンサート、演劇など、何ら
かの行事への出席です。

付録

前へ

次へ

交流が以下に該当する場合、事業交流に
参加することができます。
•
•
•

正当な業務上の会食とは、クックの事業に
ついて話し合うことを目的とする会食です。

接待・娯楽とは何でしょう？

A

•

Cook グループ基準文書に従ってい
ること。
現 地の法律と合理的で倫理的な業
界慣行に従っていること。

 業目的（クックのための職責に関
事
するセミナーまたは会議に参加する
場合など）に直接関連する合理的
な経費の支払いを伴うこと（ただし、
まず監督者の承認を得ることを条件
とします）。
 際の利益相反または忠誠心の分
実
裂を生じさせないこと。

インディアナ州ブルーミントン市のCookグローバル本社
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Cook グループ・グローバル行動規範／倫理的なビジネス・パー
トナーとしての Cook

事業交流（続き）
以下を行ってはいけません。
•

•
•
•

•

現
 金またはギフトカードなどの現金
等価物を受け取ること。

社
 外適用基準に違反する違法な事
業交流に参加すること。

贈
 り物、または他の都市を訪問する
際の車の使用などのサービスを求め
るか、これを受けること。

見
 返りの条件として何かを受け取る
こと。（見返りとして何かを行い、ま
たは何かを提供することを強制し、
または強制するように見える贈り物
その他の交流は、不正です。
）
提
 供者が自らの会社または団体の
基準またはポリシーに違反する可能
性があるものを受け取ること。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

プログラム審査会議や夕食など、既存の契
約に関する臨時のイベントに関連する事業
交流は、もっともなものであり、そうでない
ことを示す事実がなければ、
このポリシー
に違反しません。

パートナーの組織のポリシーまたは行動基
準に違反する事業交流に、
それを知りなが
ら参加することはできません。

医療専門家（HCP）との交流には、HCPとの
交流に関するCookグループ基準文書が適
用されます。
リソースはE&Cウェブサイト
（https://compliance.cookgroup.com）
にあり、HCPと交流する場合は、
これに従
わなければなりません。
Cookグループ基準文書に関する事業交流
の例外は、関連する倫理・コンプライアンス
部が協議・承認・記録しなければなりませ
ん。
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Cook グループ・グローバル行動規範／倫理的なビジネス・パー
トナーとしての Cook

最後に見
たページ

ホーム

第三者

第三者が当社の高い基準に従うよ
うにする。

当社に協力する第三者（供給業者、納入業
者、販売店、
コンサルタント、一時的契約労
働者、代理店を含みます）には、労働・健康・
安全性、環境保護、管理システムについて、
契 約 上 、社 外 適 用 基 準・倫 理 的 商 慣 行・
Cookグループ基準文書の要件に従う義務
があります。
クックに協力する第三者は、業
務を開始する前に、適切な契約を締結すべ
きです。

協力相手となる潜在的な第三者を特定する
場合、当社のビジネス・パートナーをもっと
知り、より良 い市 場 の 理 解 を得るた め 、
デュー・ディリジェンスと身元調査を実行す
ることによって、
リスクを軽減する処置を講
じます。

カリフォルニア州ポーウェイ、K-Tube

A

付録

前へ

次へ

以下を行わなければなりません。
•
•
•

 社の事業のために公正に競争す
当
る機会を第三者に与えること。

 三者と協力する前に、潜在的な
第
利益相反があるかどうかを検討する
こと。

決して、違法または不正な行為を行
うよう、第三者に対して要求、示唆
または誘導しないこと。自分で行う
ことが認められないことを他者に要
請することはできません。

クックメディカルには、第三者の関与を支
援するためのリソースがあります。サプラ
イ・チェーンマネージメント
（SCM）チームと
ディストリビューションチャンネルマネージ
メント
（DCM）チームは、第三者との契約に
ついて、一般的に責任を負います。
SCMチー
ムまたはDCMチームと協力して、品質と健
全性について信用がある有資格の第三者
を選択してください。SCMチームまたは
DCMチームは、契約前のデュー・ディリジェ
ンスと、その結果生じる第三者との取り決
めが確実にクックのポリシーに従うよう支
援します。その他のクックの業務について
は、Cookグループのグローバル腐敗防止
プログラムの責任者に連絡してください。
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Cook グループ・グローバル行動規範／倫理的なビジネス・パー
トナーとしての Cook

第三者（続き）

第三者である個人または組織との業務上の
関係を開始した後も、非倫理的その他の不
適切な行動の前兆について、注意を怠らな
いようにしてください。質問または懸念があ
る場合は常に、あなたのマネージャー、法務
部または倫理・コンプライアンス担当者の
助言を求めてください。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

供給業者の各種部品

商品またはサービスを購入する場合、
クック
は、商品またはサービスの実際の提供者に
のみ支払いを行うことを忘れないでくださ
い。商品またはサービスの販売に関するす
べての請求書には、購入または販売される
品目とその価格、割引、
リベートまたは無料
で提供される品目を正確かつ明確に記載し
なければなりません。
法務部の事前承認がある例外的な場合を
除き、クックは、提供者が所在し、営業所を
維持し、またはサービスを提供した国以外
の国で、商品またはサービスの提供者に支
払いを行うことができません。

リソース：
• 貿易制裁リスト
（E&Cウェブサイト）

• C
 ookグループのグローバル貿易コンプラ
イアンス責任者

リソースについては、以下のE&Cイントラネット・
サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec
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トナーとしての Cook

広告と宣伝

誠 実 か つ
事業を推進する。

健

全

最後に見
たページ

ホーム

A

付録

前へ

次へ

に

クックの製品・サービスの広告は、事実でな
ければならず、当社が行う具体的な主張は、
公正であり、実証されていなければなりま
せん。
クックのポリシーは、詐欺的な広告ま
たは不当な販促活動に従事しないことで
す。また、当社のポリシーにより、当社の製
品・サービスを取引・販売するために作成す
る資料は、公開前に審査・承認を受ける必
要があります。
クックの社員とその代理店は、競争業者の
製品、サービスまたは社員を批判すること
を避けるべきです。
医療機器・ライフサイエンス産業に対する
追加の要件

医療用品のマーケティング・販売は、製品が
販売される各国の規制に従わなければな
りません。医療用品を取引・販売するすべて
のクックのグループ会社、
すべてのクックの
社員、クックの医療用品のすべての販売店
は、医療用品が登録され、販売される国の
規制当局が決定した、承認済みの使用目的
にのみ、クックの医療用品のマーケティン
グ・販売を行うことを約束しなければなりま
せん。

以下のいずれかをマーケティング資料に含
める前に、関連ポリシーを参照するか、法
務または倫理・コンプライアンスの担当者
と協議してください。
•
•

広告と促進奨励金（例えば、リベー
トや割引）。

競争業者の製品と当社製品の比較。

• ク
 ックの商標・商号以外の会社商標・
商号の使用。

承認前の製品の宣伝、または適切な規制
当局の承認を得ていない用法の宣伝も禁
止されています。
「適用内クレーム」
とは、製
品の承認済みラベル（
「取扱い説明書」
また
は「IFU」
ともいいます）で裏づけられたもの
です。
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トナーとしての Cook

ホーム

反トラストと公正競争

公正な競争により、成功が訪れ
ます。

クックのポリシーは、自由で公正な競争
を支援することを目的としています。当
社の継続的成功は、当社が参加する全
産業の市場で効果的に競争することが
できるかどうかにかかっています。当社
は、取引を行う国の競争法を遵守する
ことを約束します。独占禁止・公正競争
の法律は、公正な取引を制限する独占、
価格拘束、低価格設定その他の慣行を
禁止することによって、顧客と患者を保
護し、不当な商慣行を防止することを目
的としています。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

当社は、当社の競争業者についての事業
関連情報を求めていますが、当社がそうす
るのは、公開文書の調査などの合法的・倫
理的な手段によってです。他の会社に関す
る秘密情報を開示するよう他者に促さない
でください。
さらに、他の会社についての噂
を広めたり、その製品・サービスの品質を
不当に推測したりしないでください。

リソースについては以下のE&Cイントラネット・
サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

インディアナ州ブルーミントン市、Cookグローバル本社の噴水
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Cook グループ・グローバル行動規範／良き企業市民として
の Cook

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

良き企業市民
としてのクック
• グローバル腐敗防止プログラム
• 贈収賄禁止
• マネー・ロンダリング防止
• 人権

• 国際貿易

• インサイダー取引

もっと学びたいですか？
このトピックに関するシナリオ、
Q&A、チェックリスト、判断の基準
については、付録を参照してくだ
さい。

• メディアとのコミュニケーション
• ソーシャル・メディア
• 政府への情報提供

• 政治活動とロビー活動
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Cook グループ・グローバル行動規範／良き企業市民として
の Cook

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

グローバル腐敗防止プログラム

贈収賄禁止

取引は、買うのはなく、正しい方法
で獲得する

当社は、詐欺・贈収賄・腐敗に積極的に反対
します。贈収賄禁止、腐敗防止、
「キックバッ
ク禁止」の法律は、当社の全事業活動にお
いて、不適切な影響を防止する取り組みを
私たち一人ひとりに求めています。
これらの
法律（米国対外腐敗行為防止法、英国贈収
賄法、世界各地のクックの事業活動に適用
される可能性がある他の関連した法律を含
みます）をよく理解してください。贈収賄は、
どこであっても違法です。
当社は、当社の全事業活動において、最高
の倫理水準を期待します。社外適用基準の
遵守に加え、現地の慣例または慣行よりも
厳しい場合であっても、
クックの倫理基準を
遵守し、Cookグループ基準文書に従わなけ
ればなりません。

クックのために第三者が行うサービスは、
当社の期待に応え、社外適用基準・Cookグ
ループ基準文書に従ったやり方で行われる
ことをクックの全員が確保しなければなり
ません。
第三者と契約する前に、第三者を知
るための合理的な処置を講じ、彼らが提供
するサービスに対して公正な市場価格を支
払い、正確にすべての支払いを記録しなけ
ればなりません。

贈収賄・腐敗は、経済的・社会的な発展を
制限し、貧困・飢餓・病気・犯罪の原因とな
り、不公平な事業環境を生み出し、顧客を
害します。
このため、各国は、そうした慣行
を防止する処置を講じています。いかなる
支払い、贈り物または価値のある物品につ
いても、提供、約束、実行、承認、提供、要
請、受領の同意または受け入れを行っては
いけません。
この指針は、直接的または間
接的に第三者と協力しているかどうかを問
わず適用され、米国対外腐敗行為防止法、
英国贈収賄法、贈収賄・横領の防止に関す
るその他の国際的な腐敗防止法に合致し
ます。

ブリスベンのCook Australia
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Cook グループ・グローバル行動規範／良き企業市民として
の Cook

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

グローバル腐敗防止プログラム（続き）

マネー・ロンダリング防止

すべての金融取引の健全性保護

マネー・ロンダリングとは、資金を合法的な
ものに見せかけるため、合法的な事業を通
じて、違法な活動から資金を移動するため
に犯罪者、テロリスト等が使用する方法で
す。当社は、
この活動を防止するよう事業を
行うことを約束します。

リムリックのCook Ireland

以下を行わなければなりません。
•
•
•

警
 戒し、当社の顧客を知り、顧客が
どのように当社の製品・サービスを
使用するかを知ること。
 法的な事業活動に従事する調査済
合
みの評判の良い第三者とのみ事業を
行うこと。

 わしい活動をグローバル倫理・コ
疑
ンプライアンス・オフィスに報告する
こと。

リソースについては、以下のE&Cイントラネット・サ
イトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec
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Cook グループ・グローバル行動規範／良き企業市民として
の Cook

最後に見
たページ

ホーム

A

付録

前へ

次へ

グローバル腐敗防止プログラム（続き）

人権

尊厳と基本的人権を促進する。

クックは、当社の活動が、直接的に、または
当社のビジネス・パートナーの行動を通じ
て、基本的人権を侵害しないよう努めます。
当社は、建設的な社会的規範となり、適用
される労働・賃金・勤務時間に関する法律
に従うことによって、基本的人権を促進する
ことを目指します。
当社は、
スクリーニング手法を用いて、それ
と知りながら、体罰、強制的または刑務所労
働、児童労働、労働者の搾取または人身売
買に関与する当社サプライ・チェーン内の個
人または会社との取引を行わないようにし
ます。当社は、第三者である納入業者、供給
業者その他のビジネス・パートナーが当社
の取り組みを共有するよう期待します。
当社
は、奴隷制・人身売買が当社の組織または
当社サプライ・チェーン内のどこであっても
確実に起きないようにする措置を講じます。

以下を行わなければなりません。
•
•
•

活
 動する場所のすべての適用される
雇用法を尊重・遵守すること。

い
 かなる人権侵害行為にも従事せ
ず、人権侵害行為を行う人々と取引
を行わないこと。

労
 働法違反または人権侵害を見た
か、その可能性に気づいた場合、ス
ピークアップすること。

West Baden Hotelのドーム

当社は、紛争鉱物の使用の開示を義務づけ
る法律に基づき、責任ある紛争鉱物（スズ、
タンタル、
タングステンおよび金と定義され
ます）の調達も約束し、当社の取引相手も、
紛争鉱物の調達に関する同様の基準を採
用するよう期待します。
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Cook グループ・グローバル行動規範／良き企業市民として
の Cook

ホーム

国際貿易

国 際 貿 易 に 適 用される法
律を尊重する。

クックが取引する多くの国々が、技術（情報・
ソフトウェア）、個人情報、医療機器その他の
商品の輸出入を管理する法律を有していま
す。政府は、特定の国、会社、組織または個
人に対して、取引規制（制裁を含みます）を
課す場合もあります。
クックは、当社の事業
に影響する取引規則の遵守を約束します。
これらの法律の違反は、顧客にサービスを
提供するクックの能力を危険にさらし、罰
金・刑罰を受ける結果となる可能性があり
ます。
取引規制は複雑です。当社が遵守しなけれ
ばならない重要な規制分野の例には、以下
があります。
国の制裁（仕向地規制）

米国、欧州連合の諸国、
その他の数カ国は、
他の国・地域に対して、制裁と貿易制限を課
しています。現在の制裁については、E&C
ウェブサイトのCook貿易制裁リストを参照
してください。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

規制当事者（エンドユーザー規制）

テロリスト、
テロリズムの支持者、麻薬密売
人などと確認された特定の個人、集団また
は組織を対象とする制裁・規制は、各種の
規制当事者リストによって管理されていま
す。
禁止活動（最終用途規制）

これらの規制は、取引される品目がその活
動と明らかに関係がない場合であっても、
化学もしくは生物兵器の開発、弾道ミサイ
ル開発または機微な核活動に関与する
「エ
ンドユーザー」
との取引を禁止しています。
米国の軍民両用商品・技術（
「みなし輸出」
を含みます）

平和的利用のために友好国の顧客に出荷
される場合であっても、特定の製品・ソフト
ウェア・装置・関連技術は、米国政府によっ
て規制され、輸出許可承認を必要とする場
合があります。米国法の下では、米国にい
る外国国民に対する技術（技術データとソ
フトウェア）の移転は、外国国民の国に対す
る輸出と
「みなされ」、輸出許可承認を必要
とする場合があります。
クックのみなし輸出
プログラムは、エンジニアリング機能によ
り、輸出規制対象技術との間の相互作用を
管理します。
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国際貿易（続き）
輸出先変更の「危険信号」

「危険信号」とは、輸出が記載された以外
の最終目的地、
エンドユーザーである受取
人または最終用途に関わる可能性がある
警告です。
これらの警告は、一般的に、口頭
ま た は 書 面 の 情 報 と い う 形 を とり、
輸出の態様に関する詳細の一貫性または
正 確 性 に つ いて、疑 問 を 提 起します。
「危険信号」は、進める前の解決を必要と
します。
米国の反ボイコット規制

これらの規則は無許可の国家ボイコット
（イスラエルのアラブ連盟ボイコットを含
みます）への参加を禁止し、米国所有会社
の外国子会社に影響を与えます。
分類（関税コード）

輸入品は、仕向地の関税表符号化システ
ムに基づき分類し、正確に輸入税率（輸入
品に対して徴収される税）を決定し、他の
関税・統計要件を裏づけなければなりま
せん。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

これらの地域のいずれかに関する支援につ
いては、E&Cウェブサイトを参照し、かつ／
またはあなたの倫理・コンプライアンス担
当者またはCookグループの世界貿易コン
プライアンス・オフィスに連絡してください。
資源：
• 倫理・コンプライアンス・ポスター：国際貿易

リソースについては、以下のE&Cイントラネット・
サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

ノースカロライナのCook Winston-Salem

顧客評価

輸入申告または輸出申告を裏づける貿易
文書は、商品の販売取引価額、
または販売
されない場合、商品の費用を反映しなけ
ればなりません。関税または税金の節減
のための価額調整は、認められません。
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インサイダー取引

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

内 部 情 報 に 基 づ いて 取 引 をし
ない。

クックで仕事をしている過程で、
ビジネス・
パートナーその他の会社とその事業活動
に関する非公開情報を知ってしまう場合
があります。非公開情報を保護し、決して
証券売買についての決定を行うために使
用しないでください。
インサイダー取引と
は、会社の事業活動についての「重要な非
公開情報」を有しているときに、
（当社の事
業に関連する会社（当社の顧客、納入業
者、供給業者または競争業者を含みます）
の）株式を売買する違法な活動をいいま
す。

Cookグローバル本社のロビー

• 「重要な」情報とは、会社の証券の

購入、保有または売却についての
決定を行うとき、合理的な投資家
が重要と考えるであろう情報です。
他の会社の株価に影響を及ぼす情
報は、一般的に「重要」です。
•

情
 報は、
（例えば、プレス・リリース、
株主への通信、または関連規制機
関への公の申告で）一般公開され、
公開市場・金融市場が情報を読み、
理解する時間を有していたときまで、
「非公開」とみなされます。
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ホーム

インサイダー取引（続き）
内部情報の例としては、決算、収益予測、経
営陣の変更、新製品発売、または他社の売
買計画に関する情報があります。内部情報
には、開発中の新製品または経営戦略の
変更に関する情報が含まれる場合もあり
ます。

インサイダー取引は、米国の連邦法および
その他の現地証券法の下で、違法かつ非倫
理的です。
以下を行わなければなりません。

ある会社について「重要な非公開の」情報
を有している場合、以下を行ってはいけま
せん。
 の会社の株式、オプション、債券
• そ
その他の債務証券を売買すること。

•

他
 の誰かに非 公 開 情 報を話すか、
非公開情報を伝えることによって「情
報提供」すること。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

注意事項：

業務の一環として、クックまたは他
の会社に関する重大または非公開
の情報を受け取る場合があります。
この情報は、秘密に維持しなけれ
ばならず、あなたの知識に基づき、
他の会社の株式を売買することは
できません。

資源：
• イ
 ンサイダー取引ポリシー

リソースについては、以下のE&Cイントラネット・
サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

インディアナ州ウェスト・ラファイエット市のCook Research Inc.
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メディアとの
コミュニケーション

認可を受けた人のみがクックを代
表して発言する。

クックは、協力的で責任ある方法で、正当
なメディアの問い合わせに応じます。当社
が所在する地域社会での当社の信用は、話
し合いのための適切なチャネルを有し、正
確で適時の一貫した情報を提供することに
左右されます。
当社は、特定の社員にのみ、
メディアに発言する権限を与えます。権限
を有する者 には 、コ ー ポレートコミュニ
ケーションズが通知します。
メディアからの
すべての問い合わせは、あなたの国または
地域のコーポレート・マーケティング・コ
ミュニケーション部に転送しなければなり
ません。
このポリシーは、危機的状況、また
は当社がニュースで取り上げられる状況に
も適用されます。

資源：
• ソ
 ーシャル・メディア・ポリシー

リソースについては、以下のE&Cイントラネット・
サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

ソーシャル・
メディア

オンライン活動にも注意する。

ソーシャル・メディアは、社員の仕事の仕
方、お互い同士・顧客・パートナーとの関わ
り方を変えています。
当社は、
ソーシャル・メ
ディアを受け入れるという戦略的決定をし
ました。
しかし、当社は、特に以下の関連
データ保護法の遵守を含め、当社の社員が
責任をもって、合法的に、職業人に相応し
い方法でソーシャル・メディアを利用するこ
とを引き続き主張します。社員がソーシャ
ル・メディアの否定的側面を回避するのを
支援するため、当社はソーシャル・メディ
ア・ポリシーを有しています。以下は、その
ポリシーにある従うべき指針の一部です。

あなたは、ソーシャル・メディア・プラット
フォームで発表する内容について、個人的
に責任を負います。あなたは、
ソーシャル・
メディア・プラットフォームであなたの仕事
または当社の事業について話す場合、以下
のような断り書きを入れなければなりませ
ん。
「これらは、私の個人的見解であり、
クッ
クメディカルのものではありません。
」
ソーシャルプラットフォーム（個人的／非公
開グループを含みます）に、
クックの製品ま
たは商標名について投稿し、
または製品の
画像を投稿しないでください。

患者さん、顧客、
クック社員を含め、他の人
のプライバシーと秘密を尊重してください。
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最後に見
たページ

ホーム

政府への情報提供
当社の義務を理解する。

クックは、当社が事業を行う各国で、名実
ともに法律を遵守することを約束します。
クックの社員と代理店（当社を代理する会
社または個人）は、社外適用基準を尊重・
遵守し、正確かつ適時に合法的な情報の
要請に応じる必要があります。
クックの経
営陣は、適切かつ完璧に対応するため、あ
らゆる政府、規制当局またはメディアの問
い合わせについて、直ちに報告を受けなけ
ればなりません。
外部の個人または機関か
ら連絡を受けた場合、経営陣またはCook
グループ法務部に直ちに連絡してくださ
い。

インディアナ州ブルーミントン市のCook Aviation

A

付録

前へ

次へ

医療機器・ライフサイエンス産業に対する
追加の要件

いくつかの国において、当社は、医療専門
家との間の一定の金銭的交流に関する情
報を中央政府に提供することを法律により
義務づけられています。
これらの国と規則
は、以下を含みますが、
これらに限定され
ません。
•

米国－公開支払法

 ランス－フランス・サンシャイン法
• フ
（Le loi Bertrand legislation）
• デ
 ンマーク－デンマーク HCP 提携
／サンシャイン法
•
•

韓国－韓国サンシャイン法

 本－医療機器業界および医療機
日
関その他の組織との関係に関する透
明性ガイドライン

新しい法律が毎年可決されています。当社
がこれらの報告要件を満たすため、HCPと
のすべての交流について透明性を確保し、
HCPとのすべての金銭的交流を正確に記
録しなければなりません。
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政治活動とロビー活動

責任をもって政治活動に従事する。

「政治活動」
とは、政党の成功もしくは失敗、
公職の候補者または政治集団を対象とする
活動です。
クックには、クックの社員が社外適用基準
（政府職員、選挙立候補者、政党、政治活動
委員会との政治的交流に適用される要件
を含みます）を理解・遵守するというポリ
シーがあります。
これらの法的義務は、国ご
とに異なり、同じ国の別の地域でも異なる
場合があります。
質問があるか、追加の助言
が必要な場合は、あなたの地域の倫理・コ
ンプライアンス担当者に連絡して、指示を受
けてください。

「ロビー活動」には、政府機関の立法、行政
その他の政策に影響を与える活動が含まれ
ます。

クックは、会社の事業に影響する問題に関
する連邦・州・地方の公共政策上の議論に
対する責任ある企業参加の原則を支持しま
す。
クックは、公共政策の構築への参加は、
企業の社会的責任の一要素であると考えて
います。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

法律が認 めるように、会社の資源は、ロ
ビー活動の支援（クック政府関係部門、ロ
ビー活動に従事する公共政策の組織・社員
の要員・経費を含みます）に使用することが
できます。会社の資源は、グローバル政府
業務の職務を通じて使用し、ロビー活動を
支援するコンサルタントを雇い、ロビー活
動に従事する団体・会員組織に会費を支払
い、特定の公共政策の成果を擁護するため
に創設されたロビー活動提携団体を支援
することができます。

West Baden Hotelの玄関
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最後に見
たページ

政治活動とロビー活動（続き）
クックの社員は、指示を受けるために地方
の倫理・コンプライアンス担当者に連絡する
ことなく、公共の場で、論争に関するクック
の立場または姿勢を表明しようとしてはい
けません。

多少の例外がありますが、ほとんどの国で
は、会社が払い戻さない場合であっても、
クックのような会社の社員からの公務員お
よび／またはその配偶者に対する、あらゆ
る種類のほとんどすべての個人的な贈り物
が禁止されています。
その規制は、旅行、食
事、接待、
スポーツ競技のチケットから、
ゴル
フコースのグリーン料金等を含め、金銭的
価値を有するあらゆる贈り物に適用されま
す。
その規制は、米国の連邦選挙法に基づき
行われる政治献金を対象としていません。
この禁止について質問がある場合は、あな
たの地域の倫理・コンプライアンス担当者
に連絡して、指示を受けてください。

A

付録

前へ

次へ

クックは、
クック、
その役員、社員が遵守でき
るよう、
ロビー活動に関する税法規を含め、
ロビー登録・報告要件に関する社外適用基
準を詳細に調査します。
クックは、法律が要
求するとおり、適切な国家・連邦・州・地方
の政府機関に対して、ロビー活動を詳述し
た文書を提出します。

リソース：
• 政治的交流に関するCookグループ基準文書

• 社
 員マニュアル―社員の行動：
勧誘と分配

リソースについては、以下のE&Cイントラネット・
サイトを訪問してください。
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

West Baden Hotelのドーム
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最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

責任ある
隣人としての
クック
• 地域社会への関与

43

Cook グループ・グローバル行動規範／ 責任ある隣人として
の Cook

地域社会への関与

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

私たちが住み、働く地域社会の人々
を支援する。

Cookグループは、一貫して、当社グループ
企業が所在する地域社会の良き隣人であ
ろうと努めています。
当社は、地域社会の発
展・成功を支援するための機会と義務を認
識し、
このための能動的なアプローチを毎
日実践しています。

West Baden Hotelの改装工事

当初より、Cookファミリーは、力強い慈善
の核を会社に注入してきました。
ファミリー
の情熱の一つに従って、当社は、何十もの
建築学的に重要な建物の復旧、保存また
は再利用を支援してきました。
これには、
イ
ンディアナ州南部のFrench Lick and West
Badenリゾート、
インディアナ州ブルーミン
トン市のFountain Square Mall、Grant
Street Inn、Graham Plaza、
イリノイ州カン
トン市（Bill Cookの故郷）の中心街の一部
が含まれます。
これらのプロジェクトはすべ
て、当社社員が故郷と呼ぶ地域社会の経済
と活気を回復させる助けとなりました。

当 社 は 、他 の 社 会 的・教 育 的・環 境 的・
文化的なプロジェクト、また地域社会の強
化を目的としたプログラムにも関わってき
ました。
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地域社会への関与（続き）
これらの地域社会パートナーシップには、以
下が含まれます。
•
•
•
•
•

 営利団体の資金調達イベントの支
非
援。

低
 収入の個人・家庭向け健康クリニッ
クの設立支援。
地
 域社会の運動施設への支援構築。
芸術・文化イベントの後援。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

人々の生活に対する当社の影響は、当社が提
供する製品・サービスに限られません。地域社
会の向上を支援すれば、当社自らの社員とそ
の家族の向上も支援することになります。
良き
隣人であるということは、地域社会を私たち一
人ひとりが住み、働きたい場所にするのを支援
するということです。
William Cook Europe（WCE）

生
 涯教育を当社社員に提供する学
校・大学との提携。

• ク
 ック社員の児童向けボランティア指
導プログラムへの関与。

•
•

•

発
 展途上国の患者を援助する医療用
品・専門知識の提供による、医療ミッ
ション旅行の支援。
児
 童向け地元スポーツ団体の後援。

休
 暇シーズン中の地元の孤児院への
支援提供。
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最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

素晴らしい職場と
してのクック
• 雇用慣行

• ダ
 イバーシティ、エクイティ＆インクルー
ジョン
• 礼儀正しい職場

• 環境衛生と安全
• 資産と財産

もっと学びたいですか？
このトピックに関するシナリオ、
Q&A、チェックリスト、判断の基準
については、付録を参照してくだ
さい。
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雇用慣行

お互いに敬意と尊厳をもって接す
る。

Cookグループは、人々が働きたくなるよう
な会社となるよう努めています。当社は、ダ
イバーシティ、エクイティ＆インクルージョン
を尊重し、当社の雇用決定・社員啓発・昇
進・報酬は、個人の資格・技術・業績に基づ
きます。
これらの決定は、性、性同一性、人
種、民族性、肌の色、出身国、宗教的所属、年
齢、性的指向、妊娠状態、婚姻または家庭の
状況、復員軍人の地位、障害、
その他の保護
階層などの個人的特性に基づきません。

当社は、不公平、非倫理的または危険な労
働条件から社員を保護し、債務付き労働、
強 制 労 働 ま た は 児 童 労 働 に 関 与 しま
せん。

ダイバーシティ、エクイティ＆インク
ルージョン

当社は、様々な方法・解決策・貢献を信頼・
尊重・評価する人々のチームが、当社が創造
する製品または当社が提供するサービスを
改善すると考えています。
そのため、当社は、
その背景に関係なく、社員が十分に貢献す
ることができる寛容的な労働環境を創出し
ようと努めています。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

次に、当社は、あなたが自分に示してほし
いと考えるのと同じレベルの尊敬と尊厳を
もって、あなたが他の人に接するよう期待
します。忘れないでください。当社は、いか
なる形の差別も許しません。

礼儀正しい職場

当社は、攻撃的、敵対的または脅迫的な労
働環境を生む行動を許しません。当社は、
ハラスメントの恐れなく、仕事ができる肯定
的な職場を維持するよう努めています。
いじめまたはハラスメントは、口頭、肉体的
または視覚的な場合があり、様々な形態を
とる可能性があります。
自分がハラスメント
の標的となっていると考えているか、他の
人がハラスメントを受けているのではない
かと考える場合は、クックが耳を傾けるこ
とを信じて、懸念を提起してください。クッ
クは、誠実に懸念を提起した人に対する報
復を許しません。

E&Cヘルプラインを利用して、懸念を報告
することもできます。
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の Cook

環境衛生と安全

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

当社の環境を守ることは、共同の
責任です。

私たちはみな、安全で健康的な環境で働く
権利を有します。危険な慣習は、負傷や同
僚その他の人への傷害など、深刻な結果
をもたらす場合があります。当社は、当社
の社員と当社の取引相手の健康と安全を
保護する職場に向けて努力します。
クック
のポリシーは、以下を目的として作成され
ています。
•

•
•

•

インディアナ州ウェスト・ラファイエット市の
Cook Advanced Technologies

 員・近隣住民・環境を保護する
社
こと。

 社的な協力、指導者の関与、管
全
理の基準・システムを利用して、環
境衛生・安全問題を管理すること。

 社の製品・サービス・運営と関
当
係する可能性がある職場の危険と
環境リスクを認識・除去・防止する
こと。
環
 境的に持続可能な慣行と地域社
会を促進すること。
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の Cook

ホーム

環境衛生と安全（続き）
以下を行わなければなりません。
•

•
•
•
•

適
 用される環境・健康・安全上のポ
リシー・手続き・指針・社外適用基
準に従うこと。

安
 全で責任ある方法で行動すること。

あ
 なたの環境に注意を払い、これを
認識し、状況に相応しい合理的な予
防措置を講じること。

安
 全の文化を促進し、職場の危険と
環境影響を軽減するよう努めること。

人
 々または財産への危害をもたらす
可能性がある脅迫的な振る舞いまた
は身体的な行動を含め、職場の安全
を危うくする状況を報告すること。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

 物（違法薬物、合法薬物／処方薬物）と
薬
アルコールの影響下で働くことは、安全面
の危険を引き起こし、あなたの安全だけで
なく、他の人の安全に影響を及ぼす可能性
があります。当社は、業務中、またはクック
事業の遂行中、社員が薬物またはアルコー
ルを使用することも、その影響を受けてい
ることも認めません（ただし、分別のあるア
ルコールの消費が会社後援イベントに関
連して許可された場合を除きます）。違法
薬物の販売・頒布・所有も、会社敷地では
禁止されます。
グローバル・セキュリティ部門が認めない
限り、クック会社施設に武器を持ち込むこ
とはできません。

French Lick Hotel & Resort
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の Cook

最後に見
たページ

ホーム

資産と財産

A

付録

前へ

次へ

当社の資源を正しく管理する。

クックの資産・財産は、社員に提供される
クックの車両などの例外が適用されない限
り、
クックの事業のためにのみ使用すること
を目的としています。資産・財産には、物理
的財産（コンピュータ装置など）から、知的
財産・営業秘密・専門知識まで、あらゆるも
のが含まれます。私たちはみな、クックの資
産を損失・窃盗・誤用・浪費から保護するた
め、正しい判断をしなければなりません。当
社資産は、以下を含みますが、
これらに限定
されません。
•

•

施
 設と設備。これらの資産は、適切
に維持し、窃盗・不正使用から守ら
なければなりません。

当
 社の信用。実体性のない資産です
が、優良な製品・サービス、地域社
会への関与、倫理的取引関係につい
ての当社の信用は、長年にわたって
築かれたものです。クックの信用を
保護・改善するように行動し、発言
する義務が私たち一人ひとりにありま
す。

以下を行わなければなりません。
•
•
•
•

会社ポリシー・指針・規則に従って、
適切かつ効果的に会社財産を使用
すること。
会社の資金を賢明に使うこと。

窃盗、損失、無許可のアクセスもし
くは使用または浪費から会社財産を
保護すること。
個 人的な利得のために会社財産を
使用することを慎むこと。

適切な時間と場所に関する現地のクックの
ポリシーに従って、情報システム（電子メー
ルや電話など）は、随時の合理的な個人的
利用に用いることができます。
しかし、
この
利用は、決してクックの情報のセキュリティ
を危うくしてはいけません。
クックは、現地
法によって規制されない限り、クックの財
産、システムまたは装置上の情報を監視、
アクセス、審査または開示できることを忘
れないでください。
当社は、
いつでも会社財
産の返却を要請することができます。
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Cook グループ・グローバル行動規範／懸念の報告

懸念の報告

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

私たちのバリューを実践する。

気づいてください
すべてのクック社員が倫理とコンプライアン
スについて責任を負っています。
管理職に対 「誠実」に報告するとは、どういう
して、またはE&C ヘルプラインを通じて、
ことでしょう？
Cookグループ基準文書または社外適用基
準の違反または違反の疑いを報告するよう 「誠実」とは、違反の可能性があると本当に
考えていて、虚偽の報告を行っていないこと
奨励します。
を意味します。

報復禁止ポリシー

報復禁止とは、誠実に懸念を報告した場合
に、懸念を報告したことを理由とする不利
益な結果、例えば、解雇、降格、望ましくない
職務への配置、停職、手当の減額または保
留が許されないことを意味します。報復が
疑われる場合は、人事部に報告しなければ
なりません。

E&C ヘルプライン

フリーダイヤル電話番号と発信に関する説
明は、E&Cヘルプライン報告ウェブサイトに
あります。
ウェブサイト：
https://cook.ethicspoint.com

インディアナ州インディアナポリス市のCook Regentec
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

倫理的決定の指針
私の行動は合法か？

いいえ

わからない
はい

私 の 行 動 は、Cook グ
ループ基準文書・社外
適用基準に従っている
か？

私の行動は、当社、社
員または顧客を害する
可能性があるか？

私の行動が公表されて
も快適だろうか？

いいえ

わからない
はい

はい

わからない
いいえ

いいえ

進めないでください。

進めないでください。

進める前に、Cook グループ法務部
に連絡してください。

進めないでください。

進める前に、あなたのマネージャー、
倫理・コンプライアンス担当者、人
事部または E&C ヘルプラインに連絡
してください。

進めないでください。
当社の規模の会社では、あらゆる社
員または施設が、あなたが考えてい
るのと同じ行動をとった場合、何が
起きるかを考えなければなりません。
より大規模に何かをすることで、あ
なたまたはあなたのマネージャーが
不快になるのなら、進めるべきであ
りません。進める前に、これらの問
題について、あなたのマネージャー
または本規範に記載されるリソース
のいずれかと話し合ってください。不
適切に見えることは避けてください。

わからない
他の人が新聞またはソーシャル・メディアで当社の決定に
ついて読むか、ニュースで聞いた場合、私たちが気持ちよ
く感じるようにしなければなりません。進める前に、あな
たのマネージャー、倫理・コンプライアンス担当者または
E&C ヘルプラインに連絡してください。

決定を進めて
ください。
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Cook グループ・グローバル行動規範／付録

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

付録：
シナリオ、Q&A、
チェックリスト、
判断の基準
• 良質の製品・サービス

• 反トラストと公正競争

• データ・プライバシー

• 国際貿易

• 業務文書と記録の管理
• 会社の秘密情報と知的財産
• 調査・研究
• 利益相反
• 事業交流
• 第三者

• 広告と宣伝

• グローバル腐敗防止プログラム
• メディアとのコミュニケーション
• ソーシャル・メディア

• 政治活動とロビー活動
• 雇用慣行

• 環境衛生と安全
• 資産と財産
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

良質の製品・サービス（医療分野と非医療分野）
デシジョン・タイム
手続きに従う

私のエリアの社員は、特定の作業を完
了するとき、手順書に必ずしも従いませ
ん。実際に、ある社員は、手っ取り早
い方法も編み出して、他の人も利用す
るよう勧めています。私がこの問題を提
起したことは同僚に知られたくないです
が、品質に懸念を抱いています。どうす
べきですか？

あなたの監督者またはマネージャーに
すぐに問題を提起するか、E&C ヘルプ
ラインまたはウェブサイトを利用してく
ださい（法律が認める場合、匿名にで
きます）。問題を報告しない場合、不適
合な製品またはサービス、規制問題そ
の他の深刻な問題に発展する可能性が
あります。あなたの報告は、その状況
では、できる限り秘密に保たれます。

デシジョン・タイム
製品クレーム

顧客からクックの製品についてクレー
ムを受けた場合、どうすべきですか？

クックメディカルまたはライフサイエン
スの製品の使用中に起きた問題を知っ
た場合、直ちに問題をクック内の担当
者または担当グループに報告しなけれ
ばなりません。あなたの地域の顧客サ
ポート・デリバリー部は、クレームを報
告する方法を教えてくれます。クックは、
製品と「事象」との間に因果関係があ
るのか確信がない場合であっても、ま
たは問題のある製品が当社製品でない
場合であっても、それについて知ってか
ら 24 時間以内に、当社製品のいずれ
かについての当該事象を報告しなけれ
ばなりません。
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ホーム

最後に見
たページ

良質の製品・サービス（続き）

（医療分野と非医療分野）
デシジョン・タイム
社内品質管理検査

ある新入社員が必要な数の品質検査を
完了していないように思われることを懸
念しています。どうすべきですか？

すぐにあ なたの監 督 者またはマネー
ジャーに問題を提起するか、E&C ヘル
プラインまたはウェブサイトを利用してく
ださい（法律が認める場合、匿名にで
きます）。問題を報告しない場合、不適
合な製品またはサービス、規制問題そ
の他の深刻な問題に発展する可能性が
あります。あなたの報告は、その状況
では、できる限り秘密に保たれます。

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
原材料またはサービス品目の品質

リゾートでの大規模な配膳業務で受け
取った食品またはサービス品目の一部
の品質について懸念がある場合、どう
すればよいですか？
品質上の懸念は、あなたの監督者また
はマネージャーに常に報告しなければ
なりません。あるいは、E&C ヘルプラ
インまたはウェブサイトを利用してくだ
さい（法律が認める場合、匿名にでき
ます）。

イリノイ州のCook Canton
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ホーム

業務文書と記録の管理
デシジョン・タイム
確認

私は製造の監督者です。製造計画の準
備にあたって、当社が使用する設備が
清潔で使用の用意が整っていることを
確認する必要があります。製造エリア
に入ると、設備は清潔で準備が整って
いるとオペレーターが知らせてくれまし
た。私は、自分で設備を検査せずに、
製造記録の「確認者」の欄に署名しま
した。それでよかったのでしょうか？
いいえ。あなたは、設備がきれいで使
用の準備が整っていたことを確認するた
めの独自の検査を実際には行いません
でした。自分で検査を完了するまで、
文書に署名すべきではありませんでし
た。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
経費

直属の部下の一人が、最近出張から戻
りました。彼の経費報告を審査したとき、
ホテルの領収書に、事業関連の経費だ
けでなく、個人的な出費が含まれてい
ることに気がつきましたが、経費報告
に記載された金額は、領収書の総額を
示しています。懸念を持つべきですか？
はい。必要な事業活動を行うときに生
じた出張経費は、営業経費であり、払
い戻しができます。しかし、出張のとき
に生じた個人的な出費は、営業経費で
はなく、払い戻しできません。社員に食
い違いを指摘し、経費報告を修正する
ようにいわなければなりません。
注：会 社のクレジットカードを持ってい
る場合、個人的な出費をカードで
請求してはいけません。
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ホーム

最後に見
たページ

業務文書と記録の管理（続き）
デシジョン・タイム
リゾート報奨ポイント

リゾートで働いている同僚は、宿泊客
の報奨ポイントを宿泊客のアカウント
ではなく、自分の兄弟のアカウントに
割り当てているように思います。彼がそ
うしたと証明することはできません。そ
うしたとしても、1 回だけ、あるいは間
違ってしたのかもしれません。進んで疑
いを報告すべきでしょうか？

はい。私たち一人ひとりが正直かつ正
確に仕事を行い、当社の報酬プログラ
ムに関するものを含め、当社の帳簿・
記録の健全性を維持すると信頼されて
います。進んで見たことを報告し、不正
が起きたのか、クックの他の人が判定
できるようにしなければなりません。懸
念があるなら、再発する前に、早めに
対処する方がよいのです。

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
会議のためのホテルの予約

仕事で会議に参加しています。会議は
マリオットで開催されていますが、私の
報奨プログラムはヒルトンのものです。
報酬ポイントを獲得できるよう、道路の
先のヒルトンでホテルの部屋を予約す
ることができますか？

場合によります。ヒルトンが会議のホテ
ルと同額以下の場合は可能です。ヒル
トンで部屋を予約して、会議へ歩いて
行っても問題ありません。ヒルトンが会
議のホテルよりも高額の場合は、会議
のホテルで部屋を予約しなければなり
ません。
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ホーム

最後に見
たページ

業務文書と記録の管理（続き）

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
文書の処分

私の部門では、数年間、ファイル・キャ
ビネットの中身を見直していません。記
録を見直す日を予定したので、確実に
適切な文書の処分をしようと考えていま
す。どこで助言をもらえますか？

記録の処分については、記録管理プロ
グラムのポリシーを参照し、最新の記
録保持スケジュールについて、あなた
の部門の記録コーディネーターまたは
クックの倫理・コンプライアンス部に尋
ねてください。必ず訴訟の際の証拠の
対象となっている可能性のある記録を
特定するようにし、そうした記録が訴訟
ホールドの要件に従って保持されるよう
にしてください。Cook グループの法務
部は、訴訟ホールドに関する情報を提
供することができます。
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ホーム

データ・プライバシー
デシジョン・タイム
国境を越えるデータの転送

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

Cook Family Health Center

私のプロジェクトには、ある国から別
の国へのデータ転送が必要です。どう
すべきですか？

多くの国に独自のデータ・プライバシー
規制があり、データ転送前またはデー
タ転送中に、特定の現地の要件を満た
す必要があるかもしれません。安全な
データ転送のため、あなたの部門のポ
リシーと手続きに従ってください。始め
る前に、プロジェクトへの支援を求める
ため、Cook グローバル・プライバシー・
オフィスに連絡してください。
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ホーム

最後に見
たページ

データ・プライバシー（続き）

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート

常に、あなたの部門のポリシーと手続きに従ってください。個人情報と患者の保護対象健康情報
を収集・記憶・使用・開示する場合、自問してください。

クックには、適切なデー
タ処理契約があるか？

私は、必要な個人に通
知したか？

収集しているすべての
デ ー タが 本 当 に 必 要
か？

必 要 なセキュリティ評
価を完了したか？

進めても大丈夫です。

いいえ

わからない
はい

いいえ

わからない
はい

いいえ

わからない
はい

いいえ

わからない
はい

進めないでください。

Cook グループ・グローバル・プライ
バシー部または法務部に連絡し、助
言を求めてください。

進めないでください。

（社員データについては）人事部、（患者
さんのデータについては）Cook グロー
バル・プライバシー・オフィスに連絡して
ください。
進めないでください。

Cook グローバル・プライバシー・オ
フィスに連絡し、助言を求めてくださ
い。

進めないでください。

IT セキュリティ・チームに連絡してく
ださい。
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ホーム

最後に見
たページ

会社の秘密情報と知的財産
デシジョン・タイム
過失による秘密情報の伝達

間違った人に秘密情報を送ってしまった
場合、どうすればいいですか？

秘密情報は機密に関わるとみなされて
おり、保護しなければなりません。その
ような情報が何らかの形で危険にさら
された場合、あなたの監督者と現地 IT
マネージャーに直ちに事案を報告しな
ければなりません。

デシジョン・タイム
競争業者の情報

競争業者の無人ブースで、他のパンフ
レットと一緒に競争業者の価格表を見
つけました。この情報を利用することが
できますか？

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
個人的な電子メールまたは
コンピューターの使用

私のコンピューターを使って自宅で働く
ことができるよう、私の個人電子メール
アカウントにクックの秘密情報を送って
もよいですか？

いいえ。しかし、クックが割り当て、暗
号化したラップトップを自宅に持ってい
き、会社の仮想私設ネットワーク（VPN）
を使用して、データにアクセスすること
ができます。さらに、クックの情報にア
クセスするために使用するモバイル機
器、または USB フラッシュドライブなど
の記憶装置は、暗号化し、強いパスワー
ドで保護し、決して放置してはいけませ
ん。

いいえ。クックのポリシーは、他者の
秘密情報を尊重することです。価格表
が一般公開されていない場合、情報を
利用することはできません。
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

会社の秘密情報と知的財産（続き）
行動決定チャート
秘密情報の入手または利用の前に、以下を自問してください。
この情報は、知的財産
または秘密と考えられ
るか？

クックの内部ポリシー、
外部の法律または事業
契約は、使用または開
示を制限しているか？

この情報を求めている
個人または団体は、
クッ
クのために仕事をする
ため、それを必要とし
ているか？

秘密情報の喪失、盗難、
またはその他の未許可
の使用があるか？

はい

わからない
いいえ

はい

わからない
いいえ
いいえ

わからない
はい
はい

わからない
いいえ

進めないでください。

本規範または関連したポリシーをチェッ
クして確認するか、あなたのマネージャー
または監督者に助言を求めてください。
その 情 報 が 知 的 財 産 である 場 合 は、
Cook グループ特許オフィスに相談してく
ださい。
進めないでください。

進める前に、あなたのマネージャーまた
は監督者に連絡してください。

進めないでください。

確信がない場合、情報がなぜ必要か
をその人に尋ねてください。

進めないでください。

あなたのマネージャーまたは監督者
に事案を報告してください。
進めても大丈夫です。
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調査・研究
デシジョン・タイム
国際的な臨床調査の実施

当社製品を販売しない国で第三相臨床
試験を行うことを検討しています。これ
は認められますか？

いいえ。臨床試験に適用される国際規
格は、製品が入手できない市場での試
験の実施を認めていません。

デシジョン・タイム
市場調査の実施

市場調査チームは、当社顧客のニーズ
をよく理解するため、市場調査の実施
を検討しています。謝礼として、名目的
な支払いを参加者に行ってもよいです
か？

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
臨床試験と顧客

私はクックメディカルの販売員です。取
引先の病院で臨床試験が行われていま
す。私は、この病院を担当していて、こ
れらの製品もよく知っているため、どの
患者を研究対象にすべきかを決めるの
に好都合な立場です。これは認められ
ますか？

試験の主任研究員と臨床調査が、患者
参加の決定を行います。調査の健全性
を維持するため、クックメディカルの販
売員が関与するのは、医師が製品につ
いて質問してきたか、症状を観察する
際に何らかの助言を求めてきた場合の
みであり、最終決定は、医師が行います。

あなたの地域の倫理・コンプライアンス
担当者と相談すべきです。一般的には
認められます。必要なサービスの見返
りとしての名目的な報酬は認められま
すが、一部の国または地域には、この
種の活動に適用される規制があります。
取り決めを記載した契約が必要です。
医療機器・ライフサイエンス業界には、
この種の対価の移転の開示に関する透
明性要件が存在する場合があることを
忘れないでください。
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利益相反
デシジョン・タイム
納入業者との契約

私は、クックの不動産について、ある
造園業者と契約しています。オープン・
リクエストに応じて、私のいとこが重要
ですが、受動的な利害関係を有する造
園企業から提案を受けました。造園業
者は、評判が良く、公正な価格を提示
しており、すべての要件を満たしていま
す。どうすべきですか？
潜在的な利益相反についてあなたのマ
ネジャーと協議するまで、その造園業
者を選んではいけません。あなたのマ
ネジャーは、決定権を他の人に移すこ
とを決めるか、利益相反が決定に影響
を及ぼすと受け取られる可能性を低くす
るため、他の手段を講じるかもしれま
せん。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
クックの外で働く

友人の会社でコンサルタントの週末ア
ルバイトをしないかと誘われました。友
人の会社は、私が勤務するクックの会
社とも、他のクックのグループ会社とも
競争していません。この仕事を引き受
けてもよいですか？

友人の企業がクックと競争しない場合
であっても、利益相反がまったくないこ
とを確認するため、引き受ける前に、
その 仕 事 について、 あ なたのマネー
ジャーに話すべきです。マネージャーは、
友人の企業がクックまたはクックの競争
業者、顧客、供給業者もしくは納入業
者のいずれかに製品またはサービスを
提供するのかどうか、その仕事がクック
に対するあなたの責任に干渉するのか
どうかを決定します。

インディアナ州ブルーミントン市のGrant Street Inn
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ホーム

利益相反（続き）

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート
自問してください。

私、 私 の 家 族 の 誰 か、
または 私と緊 密 な個人
的関係がある人が、クッ
クと取引があるか、取引
を始めようとしている供
給業者、コンサルタント、
販 売 店またはその他の
第 三 者 について、 金 銭
的利害関係を有するか、
所有、経営または勤務し
ていないか？

私、 私の家 族のいずれ
か、または 私と緊 密 な
個 人 的 関 係を有する人
が、クックの競争業者と
の間に重大な金銭的な
利害関係を有するか、そ
のような競争業者に勤務
していないか？

私には、私の部または
私の管理チームに勤務
する人との緊密な個人
的または家族的な関係
があるか？

進めても大丈夫です。

はい
わからない
いいえ

はい
わからない
いいえ

はい
わからない
いいえ

進めないでください。

利益相反の可能性があります。適切
に決定・記録するため、マネージャー
に開示してください。

進めないでください。

利益相反の可能性があります。適切
に決定・記録するため、マネージャー
に開示してください。

進めないでください。

利益相反の可能性があります。適切
に決定・記録するため、マネージャー
に開示してください。
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事業交流
デシジョン・タイム
供給業者からの贈り物

供給業者から贈り物を受けましたが、
受け取ってよいのかわかりません。どう
すべきですか？

贈り物の性質と贈り物の価値を決める
必要があります。価値が適度でない場
合は、クックのポリシーのため、社員
は高価な贈り物を受け取ることができ
ないと説明して、供給業者に贈り物を
返すべきです。一方で、贈り物が適度
かつ合理的なもので、当社のポリシー
に記載されている他の基準を満たす場
合、贈り物を受け取ることができる場
合があります。贈り物の性質により可能
なら、最善の方法は、あなたの部門の
社員と贈り物を分け合うことでしょう。
いずれの場合も、透明性が重要なので、
あなたの会社または所在地のポリシー
に従って贈り物を扱うことができるよう、
贈り物について、あなたのマネージャー
または人事部に通知すべきです。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
納入業者からの割引

クックのイベント手配に利用している会社
が、私の家族パーティーのケータリング・
サービスで割引を提供してくれました。割
引を受けてもよいですか？

クックでの役職を理由として提供される個
人的な割引は、個人的に提供される場合、
認められない贈り物とみなされ、断らな
ければなりません。ただし、この割引をす
べてのクック社員が利用できる場合、割引
を受けることができます。特例について助
言が必要な場合、あなたのマネージャー
または倫理・コンプライアンス担当者に話
してください。

注： 請負人の選定、取引場所の決定、事
業の配置につながる計画もしくは仕
様の作成、または契約交渉への参加
があなたの仕事に含まれる場合は、
よく注意して、情実または不公平な
影響の外観を生み出すか、公正性と
公正取引についてのクックの信用に
悪影響を及ぼす可能性がある行動を
回避しなければなりません。そのよ
うな場合の最善の選択肢は、クック
が供給業者の選択または更新に関与
する場合、供給業者が申し出る優遇
措置を断ることです。
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事業交流（続き）

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
顧客の移動手段

私の顧客がクックの医療用品研修ワー
クショップに参加するための航空便を
予約する必要がありますが、現金払い
を行わないため、これを報告する必要
があるのかわかりません。どうすべきで
すか？

医 療 専 門 家 の 出 張 手 配 は、Cook
Travel またはクックが指定する旅行代
理店が行わなければなりません。クッ
クが支払いを行う出張は、国または地
域の透明性ならびに開示に関する法律
および要件に応じて、追跡・報告しな
ければならない価値の移転です。
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ホーム

事業交流（続き）

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート

公務員または医療専門家（医師、看護師、技術者、調達専門家など）が関与している場合、
事業交流を開始、またはそれに参加する前に、常に倫理・コンプライアンス・ポリシーを参照し
てください。
忘れないでください。クックのポリシーが現地の法律と矛盾する場合、厳しい方が適用されます。

他のすべてについて、事業交流への参加は、一般に、一定の条件に基づき認められます。自問
してください。

事 業 交 流 は、Cook グ
ループ基準文書・社外
適用基準に基づき認め
られるか？

いいえ
わからない
はい

いいえ
事業交流の理由は適切
か？

わからない
はい

中止してください。
この申し出は不適当です。

要件を調べてもわからない場合は、
あなたのマネージャーまたは監督者
と相談して、助言を受けてください。

中止してください。
この申し出は不適当です。

事業交流は、正当な事業目的に適う
ものでなければなりません。あなた
のマネージャーまたは監督者と相談し
て、助言を受けてください。

次のページに続く。
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ホーム

事業交流（続き）

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート

いいえ
同じ価格で返礼する権
限がありますか？

わからない
はい

はい
現在の購買決定または
調達手順に関与してい
るか？

わからない
いいえ

中止してください。
この申し出は不適当です。

わからない場合、進める前に、あな
たのマネージャーまたは監督者と相
談してください。

中止してください。
この申し出は不適当です。

申し込みの背後にある目的が妥当な
場合であっても、申し込みは、他の
人には不適切に見えている可能性が
あります。認識が重要です。
あなたのマネージャーまたは監督者
と相談して、助言を受けてください。

次のページに続く。
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ホーム

事業交流（続き）

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート

クックの最善の利益の
ために行動するあなた
の 能 力 が 損 な われる
か？

はい
わからない
いいえ

他の人が、賄賂または
キックバックを提供また
は受領するものとして、
事業交流を認識する可
能性があるか？

はい
わからない
いいえ

中止してください。
この申し出は不適当です。

忘れないでください。あなたには、
クッ
クの最善の事業利益のために行動す
る義務があります。あなたのマネー
ジャーまたは監督者と相談して、助
言を受けてください。

中止してください。
この申し出は不適当です。

いちかばちかやってみると、深刻な結
果をもたらす可能性があります。進め
る前に、マネージャーと相談してくだ
さい。

進めても大丈夫です。
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第三者

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
第三者に対する支払い

デシジョン・タイム
米国の制裁

いいえ。商品またはサービスを当社に
提供した会社以外の会社に対する支払
いは、提供者が所在していない国で行
われる支払いが認められないのと同様、
認 められません。このような要請は、
潜在的な不正行為の警告信号である可
能性があります。例えば、第三者が、
不正口座の開設または賄賂用資金の積
み立て、不正な支払いへの金銭流用、
取引の秘匿、税金回避を行っているか
もしれません。

法務または倫理・コンプライアンスの担
当者に相談して、仕向国が制裁リスト
に実際に含まれているかを確認し、含
まれている場合は、この注文を履行で
きないことを販売店に知らせてくださ
い。制裁リストは、E&C イントラネット・
サイトにあります。

クックのある第三者販売代理人が、別
の国にある別の会社にコミッションを
支払うよう要請してきました。これは認
められますか？

米国の制裁下にあると考えている国を
仕向地とする製品について、アフリカの
ある販売店から注文を受けました。ど
うすべきですか？

Cook Canada
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広告と宣伝

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
製品の要請

デシジョン・タイム
不動産サービスの要請

クックは、製品が登録または承認され
ていない国に製品を発送することがで
きません。地域の販売チームは、医療
専門家と協力して、要請された製品の
代替品があるかどうかを決定すべきで
す。

いいえ。過剰な約束はしないよう注意
しなければなりません。所望の期限を
満たすため懸命に努力しますが、特定
の日を保証することはできないとその人
に知らせるのがよいでしょう。

アジアの国の医療専門家が、当社ウェ
ブサイトでクックの医療用品について読
み、製品が承認されていない国で特定
の製品を注文したいと望んでいます。ど
うすべきですか？

特定の日までに、当社の新しい建物の
スペースへ移転する必要がある新しい
入居者候補がいます。その日が間近で
あるのに、売上を得るために、その日
までに建物の修復が終わると保証して
もよいですか？
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ホーム

反トラストと公正競争
デシジョン・タイム
競争業者との情報共有

競争業者に勤務する友人が、情報提供
のみを目的として、価格情報を交換す
ることを望んでいます。これは認められ
ますか？
いいえ。これは認められません。価格
情報を交換することは、価格協定の証
拠とみなされる可能性があります。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
競争業者との情報共有

事業者団体の会議に参加していて、グ
ループとして、私たちの製品またはサー
ビスにいくら請求すべきかをどのように
合意すべきか、または全員が利益を得
られるよう、どのように潜在的顧客を
分割できるかについて、競争業者が話
しかけてきた場合、どうすればよいです
か？
会話から離れて、できるだけ早く、法
務部または倫理・コンプライアンス部に
状況を報告してください。
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

グローバル腐敗防止プログラム
デシジョン・タイム
現地の慣例

特定の国では、クックの製品の購入前
に、小額の「謝礼」を顧客に支払うこ
とが慣例だと聞いたことがあります。取
引を失わないよう、謝礼を支払うべき
ですか？

いいえ。「謝礼」を支払うべきではあり
ません。賄賂は、多くの言語で様々の
呼び方がありますが、だからといって合
法になるわけではありません。当社は、
不正または違法な支払いによってのみ
得られる事業に従事しません。要請さ
れた支払いが正当であるかどうか確信
がない場合、またはある人（顧客また
は顧客の代理人、社員もしくは家族を
含みます）に贈り物、賄賂、謝礼、キッ
クバック、秘密の支払いまたは奨励金
が提供されることを知った場合、直ち
にあなたの倫理・コンプライアンス担当
者に連絡しなければなりません。

デシジョン・タイム
合法的な支払いと賄賂を
見分ける方法

どのようにすれば、禁止された支払い
と、旅行ビザ申請や「迅速な」通関手
続きの要請の場合など、サービスをよ
り早く実行させるための合法的な支払
いとの違いを見分けることができます
か？

合法的な支払いと賄賂を区別する 2 つ
の重要な要素は、透明性と、支払いを
誰もが常に利用できるかどうかです。合
法的な「迅速」オプション料金は、通
常公開されており、設定された料金が
あり、提供される実際の追加サービス
の価格を提示し、申込書や組織の領収
書など、明確な基準文書を伴います。
サービスをより迅速に実行させるため
の支払いが認められるかどうか確信が
ない場合は、あなたのマネージャーま
たは倫理・コンプライアンス担当者に
連絡すべきです。
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

グローバル腐敗防止プログラム（続き）
デシジョン・タイム
クックの代理人

クックのために働いている人が、売上
を得るために顧客に賄賂を提供してい
ると考えています。クックではなく代理
人が賄賂を提供するのだから、この行
動について懸念する必要がありますか？
また、その供給業者が外国の公務員で
あるとは思わないため、米国対外腐敗
行為防止法（FCPA） について懸念す
る必要がありますか？

この問題について、直ちに法務または
あなたの倫理・コンプライアンス担当者
と話し合ってください。代理人がクック
を代理していて、代理人がこの種の行
動に従事していることをクックが知って
おり、知るべきであり、またはそのこと
を私たちが知っていると考えている場
合、クックは、代理人の行動について
責任を問われる可能性があります。ま
た、FCPA が焦点を当てるのは、支払
いが外国公務員に行われるかどうかで
あるとはいえ、クックのポリシーと他の
贈収賄禁止法は、FCPA よりはるかに
広範囲であり、直接的または間接的に、
不正な事業上の優位性を得る目的で、
ある人に行われる支払いまたは支払い
の申し出を禁止しています。

デシジョン・タイム
不当労働慣行

見込みがあるビジネス・パートナーに、
疑わしい労働慣行に従事しているとい
う評判があることを最近知りましたが、
私は、選定プロセスに関与していませ
ん。どうすべきですか？

公正な労働慣行についての当社のポリ
シーまたは当社の取り組みに反する活
動について知ったときはいつでも、あな
たの懸念を提起する責任があります。
あなたのマネージャーまたはあなたの
倫理・コンプライアンス担当者に話して
ください。
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ホーム

国際貿易

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート
自問してください。

取引には、取引制限国も
しくは禁止対象国の国民も
しくは 組 織 へ の製 品の出
荷、当該国民もしくは組織
との取引の実行、または
当該国民もしくは組織との
技術の共有が含まれ
るか？

はい

わからない

あなたの倫理・コンプライアンス
担当者に連絡して、支援を求めて
ください。

いいえ

はい
私は、ボイコット活動に参
加する合意またはボイコッ
ト関連情報の要請を伴う可
能性がある貿易取引を知っ
て
い
るか？

中止してください。
この取引は不適切です。

わからない

中止してください。

アメリカに拠点を置く会社として、
当社は、米国が支持しないボイコッ
トには一切参加しません。あなた
の倫理・コンプライアンス担当者
に連絡して、支援を求めてくださ
い。

いいえ

次のページに続く。
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ホーム

国際貿易（続き）

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート
自問してください。

はい
私は、不正確な文書（不
正確な関税情報または不
正確な価格資料を含みま
す）を伴う可能性がある貿
易取引を知っているか？

わからない

中止してください。

文書が完成するまで、進めないで
ください。あなたの倫理・コンプ
ライアンス担当者に連絡して、助
言を求めてください。

いいえ

私は、私のプラントまたは
オフィスに来る訪問客、イ
ンターン、請負人または社
員が制限国または禁止国
から来る可能性があり、ま
たは制限当事者リストに記
載されていることを懸念し
ているか？

はい

わからない

中止してください。

あなたの倫理・コンプライアンス
担当者に連絡して、助言を求めて
ください。

いいえ

次のページに続く。
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ホーム

国際貿易（続き）

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

行動決定チャート
自問してください。

はい
原料、ソフトウェア、設備
等の輸出が、禁止対象国
または制限当事者リストに
記載された受取人を輸出
先としている可能性がある
か、軍民両用規制の対象
となっている規制された製
品または技術であることを
懸念しているか？

わからない

あなたの倫理・コンプライアンス
担当者に連絡して、助言を求めて
ください。

いいえ

はい
仕向国が受取人の文書に
記載されたものでない場
合、取引は、「危険信号」
を示しているか？例えば、
積み荷には、240 ボルトの
電気規格の仕向地に向け
た 110 ボルトで動作する電
気機器が含まれているか？

中止してください。
この取引は不適切です。

わからない

中止してください。
この取引は不適切です。

あなたの倫理・コンプライアンス
担当者に連絡して、助言を求めて
ください。

いいえ

進めても大丈夫です。
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

メディアとのコミュニケーション
デシジョン・タイム
編集者への手紙

French Lick Hotel & Resortのプール

地方紙の編集者へ手紙を書くのに、クッ
クのレターヘッドを使用してもよいです
か？その問題は、当社にとって重要であ
ると考えています。

クックから認められない限り、ある問題
について手紙を書くために、クックのレ
ターヘッドまたはクックでの肩書きを使
用することはできません。ある問題に
クックの公式の対応が必要だと考える
場合、あなたのマネージャーまたはコー
ポレートコミュニケーションズに意見を
述べてください。
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ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

メディアとのコミュニケーション（続き）
行動決定チャート

メディアと話す場合、またはメディアが参加するイベントで話す場合は、
以下を自問してください。

クックを代表して発言する
権限があるか？

メディアへの発言について
のクックのポリシーを読ん
だか？

いいえ
わからない
はい

いいえ
わからない
はい

いいえ
伝えようとしている情報は
公知のものか？公知でない
場合、公的に情報を伝え
るための書面の許可があ
るか？

わからない

中止してください。

特定の社員のみに、クックを代表
して発言する権限があります。

中止してください。

当社のポリシーを知り、それに従
うことは、重要な最初のステップ
です。詳細については、コーポレー
トコミュニケーションズに連絡して
ください。

中止してください。

情報を伝えないでください。すで
に公知となっていない場合、まず
書面の許可を得なければなりませ
ん。

はい

進めても大丈夫です。
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ホーム

ソーシャル・メディア
デシジョン・タイム
ソーシャル・メディアでの共有

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

Cook Japan

私は、ソーシャル・メディア・サイトに
活発に参加しています。事業にとってよ
い情報を投稿する機会がある場合、情
報を投稿してもよいですか？

コーポレートコミュニケーションズと協
議した後、あなたのマネージャーからそ
のための承認を得ない限り、クックを
代表して公に発言しないでください。あ
なたの職務に関する情報を投稿する場
合は、クックとの関係を開示し、あな
たのコメントは個人的な意見であり、
必ずしもクックの意見を表していないと
明確に述べなければなりません。何が
適切で、何が適切でないかについての
詳細は、当社のソーシャル・メディア・
ガイドラインを参照してください。
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ホーム

政治活動とロビー活動

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
会社の財産または支給物の使用

デシジョン・タイム
社用機の使用

いいえ。クックの事業以外の目的で、
会社の時間、財産または支給物を使用
し、または会社施設への立ち入りを許
すことは、禁止されます。

いいえ。会社の資源（クックの社用機
を含みます）の候補者による使用は、
クックのポリシーによって禁止されてお
り、社外適用基準に違反する可能性も
あります。

私の兄弟は、公職に立候補しています。
昼食の間、彼の選挙運動を応援するた
め、私の机から電話をかけるか、当社
のコピー機を使用して、彼のキャンペー
ンのパンフレットをコピーしてもよいで
すか？

ある候補者がクックの製造施設を見学
したいと依頼してきました。主要空港が
施設の近くにないので、候補者は、クッ
クの社用機を使用した方が簡単でしょ
う。これは認められますか？

デシジョン・タイム
政治献金

クックの資金を選挙候補者に寄付して
もよいですか？

米国では、州で選出される公職の候補
に関しては、州により異なりますが、そ
のような寄付は、連邦の候補に対して
は禁止されています。そのような寄付に
関する問題は、あなたの地方の倫理・
コンプライアンス担当者と検討し、指示
を受けるべきです。
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雇用慣行
デシジョン・タイム
特別扱い

ある同僚は、私のマネージャーの大学
時代の友人です。その同僚は、この 2
年間に 2 回昇進しましたが、私の部の
他の人たちの方が適任だと思います。
マネージャーは、過去の交友関係のた
め、この人をひいきしていると思います。
E&C ヘルプラインを通じて、これを報
告すべきですか？

一般的には、人事部に連絡して、その
ような懸念について話し合うか、法律
が認める場合は、匿名で E&C ヘルプラ
インに電話をして、懸念を報告すること
を提案します。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
不適切な冗談

同僚の一人が昼休み中にいくつかの不
適切な冗談をいっていて、私は不愉快
に感じています。何ができますか？

この状況に対処する 2 つの方法があり
ます。

•非
 公式の方法を用いることができ
ます、それは、直接同僚と話して、
これらの冗談を不快に感じるの
で、止めるよう依頼することです。

• それについて同僚と話したくない
場 合 は、 公 式 の 方 法 を用いて、
監督者、マネージャーまたは人事
部から話してもらうこともできま
す。正式な報告手続きについては、
あなたの国または地域に適用さ
れるポリシーを参照してください。
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環境衛生と安全
デシジョン・タイム
社員の態度の変化

ある同僚は、不安で、異常に神経質な
ようです。昨日、彼女は非常に荒々し
い態度で他の同僚と話をしていました。
どうすべきですか？

この状況を無視しないでください。その
人の行動があなたや他の人に危険を及
ぼすことを懸念している場合は、その
状況について、あなたの監督者、マネー
ジャーまたは人事部に話してください。

デシジョン・タイム
飲酒

会社後援イベントに参加している場合、
夕食にワインを 1 杯飲んでもよいです
か？

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
怪我の報告

昨日、机の下に手を伸ばしたら、鋭い
端で手を切りました。手は少し出血し
ただけで、自分で切り傷を洗い、包帯
を当てることができました。これを報告
することが本当に必要ですか？

はい。どんなに軽いものであっても、あ
なたの監督者にすべての職場での事
故・怪我・病気を直ちに報告しなけれ
ばなりません。それには 2 つの理由が
あります。第 1 の理由は、迅速かつ適
切な怪我または病気の治療を確実に行
うためです。第 2 に、怪我を報告する
ことにより、評価・修正の必要がある、
場合によっては危険な状況を確認する
のに役立ちます。また、あなたの地域
で満たさなければならない規制上の報
告要件が存在する場合もあります。

夕食での 1 杯のワインなど、適量のア
ルコールは、許容範囲内です。しかし、
適切に同僚または顧客と交流する能力
がアルコールによって損なわれる場合、
ノンアルコール飲料を選ぶべきです。
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ホーム

環境衛生と安全（続き）
デシジョン・タイム
建物についての問題の報告

仕事をしていると、液体が頭上のパイ
プから漏れているのに気がつきました。
これを報告する責任がありますか？
はい。他の人、環境または財産に危害
を引き起こす可能性があると合理的に
考えられる状況を速やかに報告する責
任があります。

デシジョン・タイム
転倒と落下の防止

廊下に液体が流れていることに気づき
ました。どうすべきですか？

すべての社 員 が安 全について責 任を
負っています。最低限、施設チームに
連絡することが期待されます。そうすれ
ば、施設チームが（施設全体に）ポッ
プアップ型安全コーンまたは床濡れの
標識を置くことができます。あなたが施
設チームのメンバーを見つけている間、
他の人が流出場所に近づかないよう、
流出場所の近くに立っていることを同僚
に依頼する必要もあるかもしれません。

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
作業位置の変更

働いているとき、手首に若干の不快感
があります。不快感を軽減するため、
作業位置を変更できないかと考えてい
ます。何かいうべきでしょうか？

はい。これは、潜在的問題を示してい
る可能性があるので、早めに不快感を
報告することを奨励します。また、当社
の事案報告手続きで報告すると、サポー
ト・ グル ープ およびあ なた のマネ ー
ジャーまたは監督者に通知され、作業
位置の改善を行うことができるかどうか
確認します。人間工学的ストレス要因の
解決策を見つけ出すうえで、あなたの
情報は有益であり、あなたの安全と健
康は、当社の成功にとって不可欠です。
注 : 適 切なチャンネルを経ずに、作業
位置を変更しないでください。

85

Cook グループ・グローバル行動規範／付録

ホーム

環境衛生と安全（続き）
デシジョン・タイム
医療緊急事態

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

ワシントンD.C.のCookグループ

休憩所で同僚が意識を失いました。ま
わりには他に誰もいません。どうすべき
ですか？

これは医療緊急事態の定義を満たして
おり、しかるべく対応しなければなりま
せん。あなたの所在地の手続きに従っ
て、適切な医療緊急事態のスタッフに
通報してください。あなたには、勤務
時間中および勤務時間後の施設の医療
緊急事態手続きを理解し、これに従う
責任があります。
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資産と財産
デシジョン・タイム
友人との食費

出張で他の都市を訪問したとき、友人
を夕食に誘いました。合計が合理的な
食事の許容された経費以下である限り、
経費報告で彼の食事の支払いをするこ
とが認められますか？
いいえ。経費報告はクックのための出
張費用のみを反映しなければならず、
あなたの食事の費用のみを含めるべき
です。

デシジョン・タイム
オンライン・ショッピング

休暇シーズン中、オンライン・ショッピ
ングのために、業務用コンピューター
を使用することができますか？

特定のクックの会社ポリシーを調べる
か、あなたのマネージャーに尋ねてく
ださい。一部の Cook 企業では、処理・
保管する情報の秘密性のため、インター
ネットの利用を制限しています。特に明
記しない限り、一般に、Cook ポリシー
は、使用が臨時の場合のみであり、業
務上の責任または他のコンピューター
使用ポリシーに抵触しない限り、社員
がこの種の個人的な利用のために会社
コンピューターを使用することを認めて
います。

ホーム

最後に見
たページ

A

付録

前へ

次へ

デシジョン・タイム
副業

何人かの友人と私で、小さな副業を始
めます。その仕事がクックに対する職務
と利益相反しないという管理職からの
必要な承認を受けました。その仕事用
の代表電話番号として、私の会社用携
帯電話番号を使用することができます
か？

いいえ。個人的な仕事用の電話として、
クックの会社用電話を使用することはで
きません。クックの仕事に利益相反せ
ず、その他の制限も受けずに副業がで
きるといっても、副業のためにクックで
の時間、財産その他の資源を使用する
ことはできません。

私たちの友人と同僚を記念して、Bill Gibbons
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