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患者さん中心

社会との信頼関係構築

レピュテーションの向上

事業の発展



タケダの従業員としての私たちの決定や行動は、人々の生命や生活に影響を与え得るもの

です。このような決定を行い、行動をとるにあたっては、高い倫理基準が求められます。

タケダ・グローバル行動規準は、高い倫理基準を達成するための枠組みを示すものであり、

また私たちが日々守るべき原則を定めるものです。この行動規準は、私たちがこれまで受け

継いできた遺産であり、またタケダイズムおよび「患者さん中心－社会との信頼関係構築－

レピュテーションの向上－事業の発展」という4つの優先事項の礎でもある、「誠実」であり

続けることの一助となるものです。

タケダでの役割が何であれ、私たちはタケダ・グローバル行動規準を日々の業務のなかで

実践する責任があります。それは、患者さんへの、私たちお互いへの、ひいては社会へのコミ

ットメントです。また、それは私たちの組織へのコミットメントでもあります。倫理的な行動こ

そが、タケダがそのミッションを達成できる唯一の方法だからです。

タケダ・グローバル行動規準を熟読し、理解してください。そして何よりも実践してください。

タケダ・エグゼクティブチーム
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私たちは、タケダが最も重要と考える目的、即ち、安全かつ有効で、人々の生活をよりよいものに
変えることのできる医薬品、ワクチン、その他のヘルスケア製品を提供するために、力を尽くします。
そのためには、私たちはいつも最初に、「それは患者さんにとって正しいことか？」を、問いかけなけ
ればなりません。

•	 私たちは、患者さんの健康、幸福および安全を第一に考えます。
•	 私たちは、患者さんを尊重し、患者さんのプライバシーを守ります。
•	 私たちは、患者団体と適切で公正な関係を持ちます。
•	 私たちは、タケダ製品およびタケダ製品で治療または予防する疾患について、
　   客観的で正確な情報を提供します。
•	 私たちは、患者さんと医療関係者の関係を尊重します。

患者さん中心
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私たちは、患者さんの健康、
幸福および安全を第一に考えます。

タケダでの役割が何であっても、私たちにとって一番

重要で、考慮しなければならないことは、患者さんの

ニーズです。

研究開発、製造、販売その他のあらゆる活動において、

誠実であることは、会社としての基本精神の中心に

あるものです。私たちは、患者さんがタケダの製品

およびサービスに適切にアクセスできるようにする

責任を負っています。単独で行動するか、他の機関

や政府と協働するかにかかわらず、私たちは患者さん

にとって持続的かつ有意義な影響をもたらす解決策

を見出す努力をします。

私たちは、製品に関するクレームその他の問題に迅速

かつ透明性を持って対処します。

私たちは、患者さんを尊重し、
患者さんのプライバシーを守ります。

患者さんの個人情報やデータは、適法な目的に限り、

適用される要件に従い、すべての必要な同意を取得

したうえで使用します。私たちは、患者さんの情報や

データを保護するために必要な手段を講じます。

私たちは、患者団体と適切で
公正な関係を持ちます。

適切かつ倫理的に患者団体を支援すること、また患者

さんの生活を改善するために患者団体と協力する

ことは、私たちが人々のよりよい健康に貢献すること

に繋がります。こうした交流において利益相反および

不当な影響を避けることは不可欠です。

私たちは、タケダ製品およびタケダ製品で
治療または予防する疾患について、
客観的で正確な情報を提供します。

私たちは、タケダ製品およびタケダ製品で治療また

は予防する疾患に関する情報を提供する責任を負っ

ています。私たちが、広告、プロモーションまたは教育

的活動を通じて情報を提供する場合、適用される要件

に従い、適切なコミュニケーション・チャネルを使用し

ます。また、私たちは、情報が正確・公正で、バランスの

とれた、科学的な根拠のあるものであるようにします。

私たちは、患者さんと
医療関係者の関係を尊重します。

患者さんが治療に関する事項について私たちに尋ね

てきた場合には、私たちは医療関係者による助言を

求めるよう促します。

私たちは、決してタケダ製品の未承認効能向け販売

促進を行いません。
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私たちは、患者さんとタケダ社内外のステークホルダーに対するタケダのコミットメントを実現するため、
倫理的な行動および決定を通じて、社会との信頼関係を築きます。

•	 私たちは、従業員が個人として貢献し、能力を発揮し、成長することができる、多様性があり、多様な
人々の参加を促し、安全に配慮した、オープンで協働的な職場環境を整備します。

•	 私たちは、他者の財産および情報についてはこれを尊重し、保護します
•	 私たちは、率直な対話や、多様な考え方・意見を、尊重します。
•	 私たちは、タケダの誠実さに懸念が生じそうなときには、ためらわずに意見を述べます。

社会との信頼関係構築
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私たちは、従業員が個人として貢献し、
能力を発揮し、成長することができる、
多様性があり、多様な人々の参加を促し、
安全に配慮した、オープンで協働的な
職場環境を整備します。

タケダは、安全と健康に配慮した職場環境を整備し、

私たちのサービスの提供を受ける患者さんや、拠点

とするコミュニティと同様に、多様性のある人々を

従業員とします。このような多様な人々の参加を促

す環境を実現するために、私たちは人種、皮膚の

色、性別、年齢、国籍、宗教、性同一性、性的指向、障

がい、身体的特徴にかかわらず、違いを認め合い、

尊重し、また相互に敬意を払います。

私たちが取り組むハラスメントや差別のない環境と

は、すべての同僚、取引先および社外のステークホル

ダーに対して、礼儀、配慮、そしてプロ意識をもって

対応することを意味します。

私たちは、従業員の実力、職務に対する適性および

潜在能力に基づいて、従業員の雇用、育成、評価、昇進

を行います。そうすることで、私たちの目標達成に資

する権限と意欲を従業員に与えます。

私たちは、えこひいきあるいは職権の濫用と疑われる

行動をとらないように注意します。また、潜在的であれ

実際のものであれ、利益相反を避けるために正しい

決定を行います。

私たちは、他者の財産および
情報についてはこれを尊重し、保護します。

責任ある企業市民として、タケダは第三者の秘密保持

および有効な知的財産権を尊重します。私たちは、他

者の権利を侵害しないためのプロセスを保持します。

私たちは、適法な目的のためにのみ個人の情報や

データを収集し、これを適切に使用します。また、私

たちは個人の情報やデータを保護します。

私たちは、率直な対話や、
多様な考え方・意見を、尊重します。

信頼関係の構築とは、従業員が考えを共有し、議論

に積極的に参画できるようにし、これを従業員に促

すことを意味します。すべての意見が、より良い解決

策や判断につながり得るものとして、尊重されます。

私たちは、タケダにおける自らの役割や責任、自ら

が行う判断の影響や会社が期待する内容が明確に

理解できないときには、それらについて質問します。

私たちは、タケダの誠実さに懸念が生じそうな
ときには、ためらわずに意見を述べます。

私たちの行動や決定がタケダをリスクにさらす可能

性があると考える場合、または私たちのバリューが

サプライヤーや社外の第三者を含む他者の行動や

決定によってリスクにさらされようとしていると誠実

に信ずる場合に、そのことにつき声を上げることは、

私たち一人ひとりの責任です。

すべての懸念に対して、速やかに、機密に、かつ敬意

をもって対応します。私たちのバリューおよびタケダ・

グローバル行動規準に沿わない行動またはプラク

ティスに対しては、迅速かつ適切な措置をとります。

誠意をもって懸念を提起した従業員に対して、報復

的な対応がなされることは決してありません。

タケダ・グローバル行動規準



タケダのために私たちが行う行動や決定は、会社に対する社会の評価に影響を及ぼし得るものです。その
ため、私たちは、自らのあらゆる行動が、努力を重ねて築かれてきたタケダのレピュテーションに与え得る
影響について注意を払います。

•	 私たちは、医療関係者との交流において、客観性と透明性を確保します。
•	 私たちは、研究開発活動を最高水準の誠実さをもって行うよう努めます。
•	 私たちは、外部のステークホルダーとの交流を、正直かつ公正に行います。
•	 私たちは、タケダの利益に反する可能性のある行動をとりません。
•	 私たちは、自らが事業活動を行うコミュニティに良い影響を与えることを目指します。

レピュテーションの向上
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私たちは、医療関係者との交流において、
客観性と透明性を確保します。

私たちが医療関係者と交流するのは、患者さんの

利益のためです。私たちは、タケダ製品の処方、使用、

投与、購入または推奨に対して不当な影響力を行使し

またはそれらに対する見返りとして、金銭、贈答、サー

ビス、接待その他の利益を約束したり、申し出たり、

提供しません。医療関係者に業務を委託する場合に

は、公正な市場価格を上回る支払を行いません。

私たちは、研究開発活動を最高水準の
誠実さをもって行うよう努めます。

私たちは、その結果にかかわらず、透明性をもって臨床

試験結果を開示します。適切かつ独立した研究開発を

支援するために、タケダの臨床試験データベースへの

アクセスを提供します。

私たちは、研究開発の提案、実施または報告において、

サイエンスに対する不正行為を防止する措置を講じ

ます。

私たちは、外部のステークホルダーとの交流を、
正直かつ公正に行います。

タケダの長年にわたる高いレピュテーションは、私たち

が提供する情報を正確かつ裏付けのあるものとする

ことによって、強固なものになります。私たちは、規制

当局その他の政府機関と交流する際、ならびに競合

他社および同業者と交流する際には、正直に、敬意を

もって、公正かつ適切に行動します。

私たちは、公務員、政府機関その他の社外のステーク

ホルダーと交流する際に、利益相反および不当な影響

力の行使または汚職と疑われる行為を行いません。

自由競争の尊重と自由競争に対するコミットメント

の一部として、私たちは、公開のまたは承認された

情報源と手段を通じてのみ、他社と競合するための

情報を収集し、利用します。

私たちは、タケダの利益に反する
可能性のある行動をとりません。

タケダでの雇用期間中にタケダ外で働くこと、または

競合他社、顧客やサプライヤーと重要な経済的利害

を持つことは、タケダの利益に反する可能性があり

ます。そのような活動が透明性をもって会社に開示

され、会社から同意を得た場合に限り、私たちはかか

る活動を引き受け、またはこれに従事します。

私たちは、自らまたは他者の不当な利益のために、

未公開の重要事実を利用しません。

私たちは、サプライヤーまたはタケダのために活動す

る第三者の選定を、適法な事業上の必要性に基づき、

公正かつ客観的な基準によって行い、個人的関係や

投資または提携関係によって優遇しません。

選定過程においても、またその後のいかなる関係に

おいても、私たちは、タケダと取引を行うことの条件

や見返りとして、既存のまたは潜在的なサプライヤー、

顧客または第三者から、金銭、贈答、サービス、接待

その他の利益を求めず、これを受領しません。

私たちは、私たちの個人的および政治的な活動が、

タケダにおける自らの役割や責任を決して損なわない

ようにします。

私たちは、自らが事業活動を行うコミュニティに
良い影響を与えることを目指します。

良き企業市民としての私たちの役割を認識し、私たち

は常に社会に有益な貢献ができるように努力し、患者

さんにとってより良い解決策を見出すため、私たちが

共有する知識を使用します。この取組みには、タケダ

製品および事業活動が環境に与える影響を最小限と

することや、私たちが行うすべての事柄において質の

向上と継続的な改善のために絶え間なく努力する

ことが含まれます。

タケダ・グローバル行動規準



私たちは、患者さん、顧客および社会に対するタケダのコミットメントに焦点を絞り、事業を発展させ、
持続可能な成果を達成します。

•	 私たちは、タケダの財産および情報の取扱いに十分に注意し、意図された目的にのみ、これを使用します。
•	 私たちは、誠実に事業活動を行います。
•	 私たちは、タケダの事業活動について述べる場合には責任ある行動をとります。

事業の発展
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私たちは、会社の財産および情報の取扱いに
十分に注意し、意図された目的にのみ
これを使用します。

タケダの資金およびその他の財産は貴重な資産で

あり、私たちはタケダのための適法な活動にのみこれ

らを使用します。財務、業務運営、その他の事業に関

する取引は、適用される社内外の基準に従い、正確

に記録します。

私たちは、個人の情報およびデータを含むタケダの

機密情報、ならびに研究開発その他の事業活動により

会社が保有、創出、獲得または管理する知的財産を

適切に保護します。

タケダの資産および機密情報は承認された保管場所

に保管します。これらは適法な目的のためにのみ、

かつ私たちが必要な許可またはその他の法的権限

を有する場合に限り、第三者と共有します。

私たちは、タケダのコンピュータその他のITシステム

を、適切に、効果的に、また合法的に使用することを

促進し、タケダの情報を含む機器を安全に管理し、

承認されたソフトウェアのみをインストールし、これ

らの機器を公共の場で使用する際には注意を怠り

ません。

私たちは、誠実にビジネスを行います。

私たちは、サプライヤーおよび第三者との取引に

おいて誠実に行動します。私たちは、同業者と競争

条件に関する情報の交換を行わず、反競争的行為に

関与しません。私たちは、賄賂の受領、申し出または

提供をせず、私たち自身が禁止されている活動を第

三者が私たちに代わって行うことを許しません。

私たちは、私たちが交流する第三者につき把握する

責任があります。私たちはサプライヤーその他の第

三者について、それらの活動の性質と、私たちとそれ

らとの関係に基づいて、適切な調査(デューディリジェン

ス)を行います。また私たちは、必要に応じて、私たちの

代理として業務を行い、または私たちに物品やサービ

スを提供する第三者に、タケダの基準を遵守させます。

私たちは、タケダの事業活動について述べる
場合には責任ある行動をとります。

政府、規制当局、投資家、メディアその他のステーク

ホルダーに対する財務または経営に関する情報の

提供は、許可を得た者によってのみ行われます。提供

される情報は、正確で、信頼でき、適時のものでなけれ

ばなりません。

人々の健康の改善を目的として、私たちは責任ある

ロビー活動を通じて公共政策に関する問題に関わり

ます。

私たちは、タケダについてまたはタケダのために電子

メールその他のコミュニケーションを作成する場合に

は、それらの正確性と関連性を確保し、誤った解釈を

防ぎ、会社のレピュテーションに対するリスクを避ける

ための注意を怠りません。

私たちは、ソーシャルメディアその他のコミュニケー

ション・チャネルを、タケダのビジネスの目的に限り、

かつ許可を得て、使用します。私たちは、個人のソー

シャルメディアまたはコミュニケーション・チャネルに

おいてタケダを話題にする場合には、分別をもって

健全な判断を行います。

私たちは、タケダに関連する目的のためにコミュニ

ケーション・チャネルを使用する際には、いかなる

場合であっても、中傷的または侮辱的な表現を使用

しません。

タケダ・グローバル行動規準
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タケダ・グローバル行動規準の精神を具体化した社内ポリシーおよび要領（SOP）も
日々の業務の指針として参照ください。

We Support Each Other

ご質問がある場合や懸念を提起したい場合は、同僚、

上司、Takeda Executive Teamのメンバー、または

人事もしくはコンプライアンスの担当者にご連絡

ください。

www.takeda.ethicspoint.comから質問や懸念を

報告することもできます。従業員の皆さんには、氏名を

明らかにされることを勧めますが、匿名での報告も

可能です。


