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コンプライアンス 
パンフレット
フレゼニウスメディカルケアの 
ビジネスパートナー向け



フレゼニウスメディカルケア（以下「FME」）は、倫理的交流およ
び適用されるすべての法律、規制、業界規範への準拠に尽力してい
ます。フレゼニウスメディカルケアは、ビジネスパートナーにも同
じように尽力することを求めています。「ビジネスパートナー」と
いう言葉は、フレゼニウスメディカルケアの関連会社、役員、取締
役、従業員以外の、フレゼニウスメディカルケアが連携しているす
べての個人または組織を指します。

当社の重要なビジネスパートナーは、当社の成功において重要な
役割を果たしています。しかし、これらの関係はフレゼニウスメディ
カルケアにリスクがないわけではありません。フレゼニウスメディ
カルケアとその関連会社は、ビジネスパートナーの活動の責任を問
われる場合があります。このようなリスクを軽減するために、フレ
ゼニウスメディカルケアは、誠実性をビジネスパートナーとの関係
の中心的な要素とすることを求めています。また、ビジネスパート
ナーは、フレゼニウスメディカルケアの代理として、またはそのビ
ジネスに関連して行うすべての行動について、倫理的行為を基準と
することを求めています。 

このパンフレットでは、ビジネスパートナーとの良好な関係を促
進するための倫理的なビジネス慣行に関するフレゼニウスメディカ
ルケアの要求について説明します。

背景
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透析における数十年の経験、革新的な研究、透析

サービスおよび透析関連製品分野での世界的リー

ダー、それがフレゼニウスメディカルケア。当社の

革新的な技術と治療コンセプトにより、腎疾患患者

様は、より自信を持って前を向くことができます。

当社は、可能な限り高い生活の質を患者様に提供し

ます。

当社の 
ビジョン

フレゼニウスメディカルケアは、革新的な製品と治

療法の開発を通じて、治療に最適かつ持続可能な臨

床、品質、技術的水準を実現します。フレゼニウス

メディカルケアの独自の地位は、長年にわたるプロ

フェッショナルとしての経験と継続的な革新の上に

築かれています。したがって、当社の研究開発の焦

点は、革新的な製品と治療法の改善を生み出すため

に必要な技術的および臨床的優位性を維持すること

に当てられています。

当社の 
ミッション
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フレゼニウスメディカルケアは、優れ
た製品とサービスを通じて世界中の患
者様の生活を向上させるために日々努
力しています。当社の患者様、顧客、
支払人、投資家、規制当局は、当社の
事業が誠実であり、適用されるすべて
の法律、規制、業界規範に従って行わ
れることを期待しています。当社の継
続的な成功と評判は、その期待に沿っ
た行動にかかっています。

当社の事業は、規制が厳しく、数多
くの複雑な法律、規制、業界規範の対
象となっています。当社は、これらの
基準を遵守しながら事業を成長させる
ことに取り組んでおり、当社のビジネ
スパートナーが、このパンフレットに
記載されている原則であるフレゼニウ
スメディカルケア倫理および業務遂行
規範（以下「規範」）、フレゼニウス
メディカルケアのガイドライン、ビジ
ネスパートナーのビジネスに適用され
るポリシーに従うことを求めていま
す。これらの原則に従わなかった場
合、ビジネスパートナー、フレゼニウ
スメディカルケア、および関連する個
人は、罰金、ライセンスの喪失、また
はその他の重大な制裁を受ける可能性
があります。 フレゼニウスメディカル
ケアは、コンプライアンスに真剣に取
り組み、ビジネスパートナーにもそれ
を求めています。

フレゼニウスメディカルケアの従業
員は、日々の業務において規範、ポリ
シー、ガイドラインに従っています。
フレゼニウスメディカルケアは、ビジ
ネスパートナーに対して当社の規範、
ポリシー、またはガイドラインに従う

共同の取組み

ことを要求しませんが、これらの文書
に示されている適切なビジネス倫理の
原則と、適用されるすべての法律、規
制、業界規範に従うことを期待してい
ます。当社は、適用される法律、規
制、業界規範を遵守しながら事業の成
長に取り組むことが正しい行動である
と信じています。誠実性を持って行動
することで、顧客、医療従事者、規制
当局、ビジネスパートナーなどの利害
関係者から信頼を獲得できます。当社
の成功の鍵は信頼です。相互信頼と適
用基準の遵守は、フレゼニウスメディ
カルケアとビジネスパートナーとの良
好な関係において不可欠な要素です。

フレゼニウスメディカルケアとビジ
ネスパートナーの成功は、ビジネス目
標とその達成方法にかかっています。
最高の倫理基準を遵守することで、業
界と業績の基準を引き上げることがで
きます。

このパンフレットをよくお読みくだ
さい。疑問が生じた時に参照することも
できます。このパンフレットに求める情
報が記載されていない場合は、フレゼニ
ウスメディカルケアの営業窓口または地
域のコンプライアンス担当者にお気軽に
お問い合わせください。また、フレゼニ
ウスメディカルケアのWebサイト
（www.freseniusmedicalcare.com）でも
お問い合わせいただくことができます。
このサイトでは、フレゼニウスメディカ
ルケアのコンプライアンスに関する詳細
情報も参照できます。
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フレゼニウスメディカルケアは、堅牢なコンプライアン

スプログラムを確立しています。ビジネスパートナーと

プログラムの要素を共有して、ビジネスパートナーによ

る法律、規制、および倫理的な義務の遵守を支援してい

ます。適用される法律、規制、および業界規範の遵守は

全員の責任ですが、フレゼニウスメディカルケアのビジ

ネスパートナーは、フレゼニウスメディカルケアに不要

なリスクや責任を与えないようにするための基準に従う

特別な義務があります。フレゼニウスメディカルケア

は、この取り組みを重視しています。ビジネスパート

ナーの継続的なエンゲージメントは、ビジネスパート

ナーが適用される法律、規制、業界規範を遵守し、規範

の原則、およびビジネスパートナーに提供されるフレゼ

ニウスメディカルケアのガイドラインとポリシーに従う

ことにかかっています。 

はじめに

当社のビジネスパートナーが当社の期

待に応えられるようにフレゼニウスメ

ディカルケアでは次のようなリソース

を数多く提供しています。

  適切な業務遂行に関するガイドライ
ンとポリシー

  当社が求める業務の遂行の原則に関
するコンプライアンストレーニング

  コンプライアンスの問題を極秘に提
起するための手段

  基準の遵守を証明するための監査
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当社の期待と 
ビジネスパートナーの責任

ビジネスパートナーには以下の責任が 

あります。 

1   誠実性を持って行動し、ビジネス
パートナーとフレゼニウスメディカ
ルケアの評判を保護します。

2   規範の原則、フレゼニウスメディカ
ルケアのガイドラインとポリシー、
および文書、ビジネスパートナーに
適用されるすべての法律、規制、業
界規範義務の文書および精神を読
み、理解し、それに従って行動しま
す。

3   法律、規制、業界規範、または規範
や本パンフレットに記載されている
行動に関連する状況へのアプローチ
方法がわからない場合に問い合わせ

ます。フレゼニウスメディカルケア

の営業窓口、地域のフレゼニウスメ
ディカルケアのコンプライアンス担
当者、またはフレゼニウスメディカ

ルケアコンプライアンスアクション
ラインに問い合わせることが奨励さ
れています。

4   法律、規制、業界規範、またはフレ
ゼニウスメディカルケアの規範、ガ
イドライン、またはポリシーの違反

が疑われる、または実際に発生した
場合に必ず報告します。そのために
は、現地のフレゼニウスメディカル
ケアの営業窓口または地域のコンプ
ライアンス担当者に連絡するか、コ
ンプライアンスアクションラインに
連絡してください。 

5   契約で合意された基準を含む、適用
基準への順守を測定する監査/監視
手順および調査に協力し、是正措置

を実施します。
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コンプライアンスの 
優先を求める理由

当社の利益となります。当社は一企業

として、非倫理的または違法なビジネ
ス慣行に関わることや、当社がそれを
行うこともできません。そのため当社
は、仕事する相手のことを把握し、パ
ートナーにも同様に完璧な業務遂行へ
の取り組みを求めます。

それが、ビジネスパートナーの利益
となるからです。当社のビジネスパー

トナーは、隠れた危険を認識する必要
があります。コンプライアンスへの取
組みは、ビジネスパートナーが当社（
およびその他の企業）との取引で成功
するうえで不可欠です。不適切な行為
を回避するための対策を積極的に講じ

ない場合、ビジネスパートナーとその
従業員は、起訴やビジネスパートナー
またはそのビジネスへの悪影響など、
潜在的なリスクにさらされる可能性が
あります。   

私たち全員にとって重大な利益とな
ります。私たちは企業市民として、腐
敗のない社会に貢献する責任がありま
す。

そのためには違法また非倫理的な業
務遂行を避難するだけでは不十分で
す。当社は、当社自身とパートナー
が、そのような行為を阻止し、検知
し、ゼロトレランスで対応することを
求めています。 
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当社の 
歴史

2019年、2007年から2016年のインシデ
ントに関する数年間の調査の結果、フ
レゼニウスメディカルケアは、偽のコ
ンサルティング契約、偽造文書、仲介
者のシステムを通じた賄賂提供を含
む、さまざまな陰謀を通じて、少なく
とも17ヵ国の公衆衛生当局者に不適切
な支払いを行っていたことが判明しま
した。結果として、フレゼニウスメ
ディカルケアは米国司法省および米国
証券取引委員会と和解することになり
ました。当社は2億3,100万ドルの罰金
を支払うことに同意し、監視対象とな
りました。 

当社は自分たちの歴史を変えること
はできませんが、そこから学ぶことに
誠心誠意取り組んでいます。そして、
当社は、コンプライアンスに積極的に
取り組む企業文化と、適切な予防対策
を確立したことを誇りに思っていま
す。これにより、当社の将来の成功
は、倫理的な業務遂行と誠実性という
強固な基盤に基づくものになります。
フレゼニウスメディカルケアは、最良
な製品、サービス、価格が広く行き渡
る、公平、公正、透明なビジネス環境
を維持することがすべての人にとって
の重要な利益であると強く信じていま
す。 
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このセクションでは、関連して起こること

が多い汚職/賄賂と利益相反という2種類の

不適切な行為について説明します。

国際 
腐敗防止法と 
利益相反
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与えられた権限を個人の利益のために乱用すること。  

以下の行為が含まれます。

_ 入札を取るために当局に賄賂を贈る
_ 紹介や商品の販売などで見返りを受け取る

フレゼニウスメディカルケアは、医療従事者、政府職
員、民間団体、あるいはフレゼニウスメディカルケア
による商品やサービスの購入または販売に関係あるか
どうかにかかわらず、いかなる形の汚職も許容しませ
ん。当社は、当社のビジネスパートナーが、価格、品
質、およびサービスに基づいてビジネス上および規制
上の決定を行い、責任を果たすことを求めます。

フレゼニウスメディカルケアは、グローバル企業とし

て、以下を含むさまざまな管轄区域の腐敗防止法を遵

守しなければなりません。

_ 米国海外腐敗行為防止法（FCPA）
_ イギリス賄賂防止法（UKBA）
_ ドイツ刑法
_ 当社が事業を展開している各国の腐敗防止法

A. 汚職防止/賄賂防止

汚職とは？

ABC法 

および規制の 

主要な要素

ABC法では以下のことが禁止されて

います。 

_ 不適切な優位性を確保する、また
はビジネスを獲得または維持する
ことを目的として、当社のビジネ
スパートナーを通じて直接的また
は間接的に個人（政府職員、医療
従事者、 またはその家族など）に
対して価値のあるもの（個人的な
利益/好意の形であるかどうかを問
わず、物品、サービス、またはそ
の他のものを含む）を提案、約
束、承認、または提供する。 

_ 不適切な優位性を確保する、また
はビジネス上の意思決定に影響を
与えることを目的として、個人的
に、または他の個人や法人のため
に価値のあるものを受け取る、ま
たは受け入れることを要求または
同意する。

賄賂とは？

意思決定に不適切な影響を与えた
り、過去の不適切な行為について報
酬を与えたりするために、提案、約
束、授受される価値のあるもの。

賄賂には以下のものが含まれます。
_ 現金および現金同等物
_ 贈答品（現金または現物）
_ 食事、娯楽、イベント後援
_ 旅費など

フレゼニウスメディカルケアの 

ビジネスパートナーに対する期待

 

すべてのビジネスパートナーは、適用されるすべての
法律、規制、業界規範の内容および精神を遵守するこ
とが求められます。このパンフレットでは、ビジネス
パートナーが遵守しなかった場合にフレゼニウスメ
ディカルケアに責任が生じる可能性があることについ
て説明しています。例えば、フレゼニウスメディカル
ケアは、ビジネスパートナーがフレゼニウスメディカ
ルケアの事業に関連して行った不適切な支払いについ
て、FCPAの責任を負う可能性があります。当社は、
違法行為や非倫理的な行為に関与するビジネスパート
ナーとの関係を維持しません。 
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Q：私は販売代理店を個人経営してお
り、フレゼニウスメディカルケアが野
心的な販売目標を達成できるよう支援
することに注力しています。私の国の
厚生大臣には数ヵ月後に結婚する予定
の娘がいます。その娘の結婚式に私の
豪華な浜辺の別荘を提供すれば、フレ
ゼニウスメディカルケアの新しい透析
装置を全国すべての公立病院に導入す
る大型契約を大臣と結ぶことができま
す。フレゼニウスメディカルケアに費
用を請求しないという条件で、私はこ
の取引を行うことができますか。 
A：いいえ。これは、あらゆる適用基準
によって不適切な影響力とみなされま
す。フレゼニウスメディカルケアは、
最終的に費用がかかるかどうかに関係
なく、ビジネスパートナーにこのよう
な行為を行わないことを求めます。

Q：私はフレゼニウスメディカルケア
製品の販売代理店に勤務しています。
私の地域の腎臓病クリニックのマネー
ジャーは、最近行われた交渉の場で私
のカフスボタンを褒めてきました。そ
れは高価なもので、1～2年使用してい
るものでした。私は、上司に勧められ
て、将来の取引関係に対する感謝の印
として彼にそのカフスボタンをプレゼ
ントすることを検討しています。
A：フレゼニウスメディカルケアは、上
司の発言にかかわらず、フレゼニウス
メディカルケアと関連付けられる可能
性がある価値のある贈答品を提供しな
いことを求めます。それが取引関係に
好ましい影響を与えるかもしれないと
あなたが感じた場合、あるいは受け手
が求めた（たとえ暗黙的にであって
も）場合、なおさら贈答品の提供を控
えることが重要です。 

サンプルケース
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利益相反（COI）は賄賂や汚職とは異なりますが、汚
職と密接に関連することが頻繁にあります。汚職や賄
賂の存在は、（非公開の）個人的な関係の存在を暗示
することも多く、その逆も同様です。

利益相反の例には次のものがあります。

_ あなたまたは従業員の仕事の仕方に不適切な影響
を与える、フレゼニウスメディカルケアの従業員
との個人的な関係

_ あなたの親戚にフレゼニウスメディカルケアでの
職を紹介し、あなたのビジネス上の地位を利用し
て、その親戚を就職できるようにする

_ フレゼニウスメディカルケアの競合他社または顧
客の取締役会または諮問委員会を務め、ビジネス
パートナーとして持つ情報を使用して競合他社に
利益をもたらす

_ フレゼニウスメディカルケアの顧客のために働き
ながら、フレゼニウスメディカルケアの利益のた
めに、その顧客への販売ビジネスを積極的にサポ
ートする

_ フレゼニウスメディカルケアの被雇用者であると
同時に、フレゼニウスメディカルケアの顧客また
は販売仲介者であり、内部情報を不適切に使用し
てフレゼニウスメディカルケアの判断に影響を与
え、顧客や販売仲介者としての自分に利益をもた
らす

透明性が鍵です。実際のCOIまたはその可能性は、フ
レゼニウスメディカルケアに開示する必要がありま
す。フレゼニウスメディカルケアは、その関係が並行
して存在できるかどうかを評価し、公正で公平なビジ
ネス上の意思決定のために統制または予防対策を適用
する必要があるかどうかを判断します。フレゼニウス
メディカルケアの営業窓口または現地のコンプライア
ンス担当者に連絡してください。

COIは、個人的な利益があなたのビジネス上の判断
や意思決定に、影響を与える、影響を与える可能性が
ある、または影響を与えると解釈される場合に発生し
ます。このような状況は避けるべきです。

利益相反のよくある例 利益相反への対処法

B. 利益相反
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Q：私は、週末にはいつもフレゼニウスメディカルケ
アの主要担当者と一緒にハイキングに出かけます。こ
れは問題ですか？
A：あなたとあなたの担当者がそれぞれの上司に個人
的な関係を開示せず、その上司の指示に従っていない
場合、問題となる可能性があります。あなたの雇用主
が、従うべき具体的なCOIプロセスを用意している場
合があります。原則として、自分の開示物や上司から
の回答の記録を維持して、その関係を秘密にしようと
していると解釈される可能性を最小限に抑える必要が
あります。

Q：近所で地元の運送会社を経営している友人がいま
す。最近、彼からフレゼニウスメディカルケアとビジ
ネスを行うための支援を頼まれました。彼に何と言う
べきでしょうか。
A：あなたの友人をフレゼニウスメディカルケアの営
業窓口に紹介することはできますが、フレゼニウスメ
ディカルケアは、あなたの友人およびそのビジネスと
のあなたの個人的な関係および職業上の関係を開示す
ることを求めます。

Q：私はフレゼニウスメディカルケア製品を10年間販
売しています。私の息子はインターンシップ先を探し
ています。フレゼニウスメディカルケアとの長年にわ
たる関係から、フレゼニウスメディカルケアのセール
スマネージャーにインターンとして息子を採用するよ
う依頼しました。息子の履歴書を送ってもいいです
か？
A：フレゼニウスメディカルケアでは、採用プロセス
は人事部門のみが処理します。フレゼニウスメディカ
ルケアでは、社内の採用プロセスが厳格に定められて
おり、社内の要件と規制に従って選抜が行われます。
すべての候補者は互いに競い合い、そこに優先権は一
切ありません。

Q：私は、フレゼニウスメディカルケア製品のプロモー
ションのためのオフサイトイベントを手配しており、
ケータリングサービスを必要としています。このイベ
ントの費用はフレゼニウスメディカルケアが負担する
ことになっています。兄がレストランを所有している
ので、フレゼニウスメディカルケアに割引を提供する
と同時に、兄にわずかなビジネス機会を提供すること
で、ウィンウィンの状況を作ることができると思いま
す。問題はありますか？ 
A：フレゼニウスメディカルケアは、あなたの兄弟の
レストランをベンダーとして利用する前に、あなたが
フレゼニウスメディカルケアにその関係を開示して、
この行動が本社の最善の利益と矛盾しないようにする
ことを求めます。フレゼニウスメディカルケアは、こ
の利益相反の可能性を最適な形で管理する方法を検討
し、決定します。

Q：私は個人経営の臨床管理コンサルタントをしてお
り、フレゼニウスメディカルケアに臨床の効率化プロ
グラムについて助言を行っています。私はその他に、
フレゼニウスメディカルケア製品およびその他の医療
機器メーカーの製品を販売する会社も経営していま
す。私はフレゼニウスメディカルケアの担当者と仲の
良い友人なのですが、その友人はフレゼニウスメディ
カルケアに助言を行うことは問題ないと言っていま
す。フレゼニウスメディカルケアとビジネスを継続し
ても問題ありませんか？ 
A：これは利益相反になる可能性があります。フレゼ
ニウスメディカルケアは、フレゼニウスメディカルケ
アが公平な意思決定を行えるように、この状況をあな
たの友人の上司に明確に開示することを求めます。フ
レゼニウスメディカルケアは、相互の関係を解消する
ための一連の行動を提案する場合があります。

サンプルケース
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汚職や利益相反を回避するには、まず
当社との関係、そして当社の事業に影
響を及ぼす可能性のある個人や団体に
対するアプローチについて意識するこ
とが大切です。例えば、フレゼニウス
メディカルケアまたはそのビジネス
パートナーに与えられたビジネスに関
して意思決定を行う、または意思決定
に影響を与える権限を持つ人物は、過
度に影響を受けたり、行動を「説得」
されたりするべきではありません。フ
レゼニウスメディカルケアとビジネス
パートナーにとって有利な話は、公正
な条件、市場価格、サービス、製品に
基づいて行われるべきであり、倫理的
なビジネス関係以外のものから派生す
るものであってはなりません。フレゼ
ニウスメディカルケアまたはそのビジ
ネスパートナーにとって有利となる不

影響力のある立場の 
第三者

公平な判断なしに、意思決定が行われ
るように注意する必要があります。

政府職員や医療従事者は、特に公立
病院で働いている場合、政府職員でも
ある可能性があるため、交流する際に
は特に注意を払う必要があります。多
くの法的枠組みにより、企業による政
府職員への違法な提案に対して、非常
に厳しい制裁が課されます。また、政
府職員への提供物の禁止基準は、民間
の個人と取引をする際よりも大幅に低
くなる場合があります。

次のセクションでは、重要な用語を
定義してから、影響力のあるサードパー
ティとの関係をどのように扱うべきか
について説明します。
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政府職員：

政府職員とは、行政府で選出、指名、または雇用され、地方政府、地域政府、州政府、
または中央政府（公衆衛生当局、税関、税務当局、司法当局、行政官など）に代わって
行動する個人に加え、（i）政府が所有または管理する組織を代表して行動する個人（公
立病院や国公立大学の医師やスタッフなど）、（ii）政党を代表している、または公職の
候補者である個人、および（iii）公的な国際機関（国連、世界銀行、経済協力開発機構
（OECD）など）を代表して行動する個人を指します。

医療従事者： 

医療、歯科、製薬、または看護の専門職に従事し、自分が専門とする活動の過程で、医
療機器または医薬品を処方、購入、供給、推奨、または管理できる個人を指します。こ
の定義に基づき、「医療従事者」という用語には以下のものを含むものとします。（i）
医療機器または医薬品を処方、購入、供給、推奨、または管理する権限を持つ政府、機
関、またはその他の組織（公共部門か民間部門を問わない）の公務員または従業員。
（ii）主に医療従事者として業務を行うフレゼニウスメディカルケアの従業員。ただし、
（a）フレゼニウスメディカルケアの他のすべての従業員と、（b）医療機器または医薬
品の卸売業者または販売業者は含まないものとします。 

潜在的な紹介元： 

潜在的な紹介元とは、患者またはビジネスをフレゼニウスメディカルケアに紹介する立
場にある人または団体を指します。例えば、医師、医師の家族、医師助手、病院、介護
施設、高度看護施設、リハビリテーション病院、病院のスタッフや管理者などです。 
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フレゼニウスメディカルケアのビジ
ネスに影響を与える立場の人物と取
引する場合は、次の原則が適用され
ます。
_ ビジネスパートナーが提供を検討

している、提案されている物品ま
たはサービスには、文書化された
本物のビジネスの存在が必要で
す。

_ 契約は、過去、現在、または将来
のフレゼニウスメディカルケアの
ビジネス取引に対する不適切なイ
ンセンティブや報酬のためのもの
であってはなりません。

_ フレゼニウスメディカルケアとビ
ジネスを進めるビジネスパートナ
ーには、必要なサービスを適切、
正確、タイムリーに提供するため
の経験、専門知識、リソースが必
要です。

_ 配偶者、近親者（親、兄弟姉妹、
子供、または義理の家族）、また
は近しい間柄と、間接的に影響を
与える目的や、その行為に対して
報酬を与える目的で、ビジネス契
約を締結することは許可されませ
ん。

_ 物品またはサービスは、常に公正
な市場価値で提供または取得し、
その判断は品質および価格に基づ
いて行われる必要があります。

Q：私は、公立病院の腎臓内科の責任者と会って、フ
レゼニウスメディカルケア製品の使用方法とその重要
性について説明しました。そして彼に腎臓病カンファ
レンスの代表者としての後援を依頼されました。 
A：フレゼニウスメディカルケアは、政府または医療
機器業界に期待されるコンプライアンス基準を満たし
ていないために、そのような要求に応じられないこと
を説明することを求めます。 

Q：医療従事者を顧客として維持するために、フレゼ
ニウスメディカルケア製品を適正な市場価格より5%
低い価格で販売することはできますか。
A：フレゼニウスメディカルケア製品は適正な市場価
格で販売し、品質と価格に基づいて購買決定がされる
必要があります。  将来の関係を築くための不適切な
インセンティブとして割引を使用すべきではありませ
ん。

Q：私は個人経営のコンサルタントとして、フレゼニ
ウスメディカルケアと契約し、販売戦略に関するアド
バイスを提供しています。同時に、腎臓病向け医療機
器の販売業者の調達部門に勤務しています。ただし、
その仕事でフレゼニウスメディカルケア製品の購入や
販売は行っていません。このことを誰かに伝える必要
がありますか？ 
A：フレゼニウスメディカルケアは、その販売会社の
あなたの上司とフレゼニウスメディカルケアの営業窓
口に連絡することを求めます。フレゼニウスメディカ
ルケアは、利益相反または利益相反への興味が生じな
いように、その関係を変えることを希望する場合があ
ります。

影響力のある立場のビジネス

パートナーと出会える場合と

は？

 
上述のビジネスパートナーは、サービ
スまたは物品の購入（直接的か間接的
かを問わない）に関する契約パートナー
であるか、あなたの下請業者である可
能性があります。

主な考慮事項サンプルケース
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旅費と宿泊費は、出張者が通常の事業
所から離れてビジネス関連の活動を行
うために必要な交通、宿泊、および/ま
たはビザに関連する費用です。

旅費および 
宿泊費

旅行と宿泊に関しては、以下の原則が適用されま
す。
_ 旅費および宿泊費は、正当な事業目的に関連し

たものであり、適用される現地の法律、規制、
および業界規範に従って提供される必要があり
ます。

_ 支払いは、合理的な価格（高級ホテルでないな
ど）でビジネスの目的に適している旅費と宿泊
費に対してのみ認められます。

_ 旅費や宿泊費は、不適切な利益やビジネス上の
優位性の確保または報酬を意図して、提供また
は支払いが行われるべきではありません。

_ ビジネスパートナーの配偶者、家族、または同行
者の旅費や宿泊費などの費用を支払うことはでき
ません。

_ ビジネスパートナーに提供される航空券はエコノ
ミークラスである必要があります。

_ 影響力のある立場の人物の旅費と宿泊費は、監視
や管理の対象にする必要があります。

_ 発生した旅費および宿泊費は、完全かつ正確に記
帳および記録する必要があります。
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政府職員に対する食事や娯楽の提供など、社用の贈答品や接待は、多くの場合汚職や賄賂において大きな役
割を果たします。豪華な食事、娯楽、贈答品は、特定の提案またはプロジェクトに賛成するように「動機づ
ける」、または過去の決定について報酬を与えるために、得意先、意思決定者、またはビジネスパートナー
に提供され、汚職と贈収賄によく用いられます。 

そのため、贈答品、食事、または娯楽は、適用される法律、規制、および業界規範に従った形で提供するこ
とがきわめて重要です。フレセニウスメディカルケアでは、不適切な行為に見える行動を避けることもビジネ
スパートナーに奨励しています。中立的な立場で考えて贈答品、食事、または娯楽の提供がどのような印象を
与えるかを考慮してください。

社用の贈答品、食事、 
および娯楽

贈答品

贈答品には、謝礼として提供される金銭
的または非金銭的価値のある品目が含ま
れます。贈答品には、商品のプロモー
ション、寄付、スポンサーシップは含ま
れません。これらは、フレゼニウスメ
ディカルケアの他のポリシーで扱われて
います。あなたがフレゼニウスメディカ
ルケアの事業に関連してそのような慣行
を実践する場合、フレゼニウスメディカ
ルケアはそれらのポリシーの原則につい
てあなたに教えます。

食事
食事とは食べ物や飲み物にかかる費用
を指します。

娯楽 

娯楽とは、文化的イベント、社会的イ
ベント、スポーツ、レジャー、レクリ
エーション行事を指します。

接待
接待には、食事や娯楽の代金支払いま
たは提供が含まれます。接待には、セ
クション4で説明している旅行や宿泊は
含まれません。

_ 不適切な利益またはビジネス上の優位性を
得ることを意図して、贈答品や接待を提
供、提案、または受領してはなりません。

_ 贈答品や接待の授受のみでは賄賂とはみな
されないことに注意してください。

_ 贈答品や接待は、仲介者を介さずに、オー
プンで透明性の高い形で受ける必要があり
ます。

_ 現金または現金相当物（ギフトカード、小
切手、またはクーポンなど）の贈答品を提
供、贈与、受領することは絶対にしないで
ください。

_ 配偶者、親戚、または友人には、独立した
正当なビジネス上の理由で受け取る必要が
ない限り、贈答品と接待を提供すべきでは
ありません。

_ 食事を提供する場合、受け取る人の立場と
状況に応じて、適度かつ適切なものでなけ
ればなりません。

_ 接待の場は、情報の交換やビジネス上の話
し合いにふさわしい場所を選ぶ必要があり
ます。

_ 当社は、ビジネスパートナーに対する接待
の禁止を奨励しています。それを行った場
合は、価格に関係なく適切な記帳および記
録の保存を求めます。
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Q：許容される贈答品と許容されない贈答品について
教えてください。
A：許容される品目を判断する最も一般的な方法は、
贈答品の金銭的価値を控えめに指定し、不適切な目的
があるとみなされた場合に贈答品の授受を回避するこ
とです。通常、慣習的な接待、まれな謝礼、および会
社のロゴや広告が記載された販促的な性質を持つ頼ま
れていない小さな贈答品は許容されます。フレゼニウ
スメディカルケアは、現金や、購入または規制上の意
思決定が保留されている場合に贈答品を提供すること
は適切ではないと考えています。 

Q：フレゼニウスメディカルケア製品/サービスに関す
る重要なオピニオンリーダーである医療従事者
（HCP）をビジネスディナーに招待したいと考えて
います。そのHCPは、配偶者もディナーに参加でき
るかどうか尋ねてきました。そのHCPは、他の医療
機器会社にも同じことを要求することがよくありま
す。要求に応じても問題ありませんか？ 
A：フレゼニウスメディカルケアは、これは会社のポ
リシーで許可されていないこと、そして他の会社の対
応に関係なく、そのような要求に応じることはできな
いことをHCPに説明することを求めます。 

Q：顧客をビジネス目的の食事に招待することは許可
されますか？ 
A：食事は、それがビジネス上の目的に関連している
場合にのみ、ビジネスパートナーに提案または提供す
ることができます。食事の提供は、招待される人のビ
ジネス上の意思決定に影響を与えない程度のひかえめ
なものにし、招待される人の立場と状況に応じて適切
なものにする必要があります。会社のポリシーや、法
律で招待が禁止されている場合（たとえば、相手が政
府職員など）に注意してください。

Q：私が行けないワールドカップの開幕試合のチケッ
トを2枚、顧客に提供したいと思っています。このチ
ケットを贈答品として提供することはできますか？
A：そのチケットの提供がフレゼニウスメディカルケ
アのビジネスと関連していると合理的に判断される場
合は、チケットを提供することはできません。フレゼ
ニウスメディカルケアは、ワールドカップの開幕戦の
チケットをぜいたく品とみなします。娯楽イベントへ
の招待は、招待される人が公正な市場価値の料金を支
払い、招待者を通してチケットを優先的に入手するこ
とがない場合に限り、提供や受け取りが許可されま
す。

Q：娯楽の提供または受け取りは禁止されています
か？賄賂とみなされない安価な娯楽についてはどうで
しょうか？ 
A：贈収賄は、多くの形態があり、金銭的および非金
銭的の両方があり、価値があるものなら何でもそれに
該当する可能性があります。一般的に娯楽は、会議や
会合の厳密なプロフェッショナルな性質を薄める傾向
があります。特定の状況下では、たとえ少額の接待で
あっても、あなたや他の人がビジネス上の意思決定を
行う能力に影響を与える可能性のあるインセンティブ
または賄賂とみなされる可能性があります。さらに、
娯楽は、上品かつ適度でない場合、提供してはいけま
せん。この点を考慮して、当社の原則では全面的に娯
楽を避けています。

サンプルケース

20

フレゼニウスメディカルケアセクション5



フレゼニウスメディカルケアが業務を行う方法と、製品とサービスを
プロモーションする方法は、厳しく規制されています。フレゼニウス
メディカルケアは、適用される法律、規制、業界規範を遵守してビジ
ネス慣行、マーケティング、販促活動を行うための具体的なポリシー
を策定しています。フレゼニウスメディカルケアの製品またはサービ
スに関するすべての販促資料は、慎重に取り扱う必要があります。

当社の製品とサービスについて話し合

う際には、ビジネスパートナーとその

従業員、関連会社、および下請業者は

次のことを心がける必要があります。

_ 製品やサービスについての説明は、
常に誠実で正確で誤解を招かないも
のにする

_ 利益とリスクについて、公正でバラ
ンスのとれた説明を行う

_ 適切な臨床情報によって裏付けられ
たことのみを伝える

_ 宣伝文句が自国の政府によって承認
または許可された製品の使用法と一
致し、その内容と宣伝方法が適用さ
れる法律、ルール、および規制に準
拠していることを確認する

_ 賄賂や受領者に影響を与える試みと
みなされる可能性のある利益を避け
る

顧客、広告、 
プロモーション

フレゼニウスメディカルケア

製品に関する情報の入手先

 
フレゼニウスメディカルケアのWebサ
イトにアクセスするか、フレゼニウス
メディカルケアの営業窓口または臨床
チームにお問い合わせください。
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フレゼニウスメディカルケアの事業に関連するすべて
の記録には、各取引の真の性質と目的を正確かつ公正
に反映させる必要があります。フレゼニウスメディカ
ルケアに関連するすべての取引は、適切な勘定項目に
明確かつ迅速に記録する必要があります。フレゼニウ
スメディカルケアの事業に関連する財務記録と勘定項
目の整合性を維持するために、内部会計統制を維持し
てください。 

当社は、紙による記録と電子記録をすべて、データ
保持に関する適用法とフレゼニウスメディカルケアの
指示に従って維持することを求めます。フレゼニウス
メディカルケアの事業に関連して、虚偽、誤解を招
く、または不正確な記録を作成、提出、または承認す
ることは許可されません。以上の要件は、他の行動が
フレゼニウスメディカルケアにとって有益であると思
われる場合でも適用されます。

帳簿と記録
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フレゼニウスメディカルケアは、ビジネスパート

ナーに対し、法律、規制、業界規範、当社の倫理お

よび業務遂行規範の潜在的違反および実際の違反を

迅速に報告するよう積極的に奨励しています。

潜在的なコンプライアンス違反には次
のものがあります。
_ 賄賂または汚職、詐欺、盗難、また

は文書の改ざん
_ 患者や会社の情報の不適切な開示
_ 法律、規制、業界規範、フレゼニウ

スメディカルケアの倫理および業務
遂行規範の違反などの非倫理的な行
動

_ フレゼニウスメディカルケアの事業
または誠実性に重大な損害を与える
可能性があると報告者が誠意をもっ
て考えるその他の事項

潜在的な違反の報告

ビジネスパートナーは、正しくないと
思われる状況に遭遇した場合、見て見
ぬふりをしてはいけません。多くの場
合、正しい行動は、上司またはコンプ
ライアンススタッフに通知することで
す。ただし、場合によっては、慎重を
期する問題について信頼すべき人物
や、適切な助言を提供できる立場にあ
る人物が誰か明確でないことがありま
す。疑問がある場合や、上級職員への
報告が適切に処理されていないように
思われる場合は、ビジネスパートナー
がフレゼニウスメディカルケアのコン
プライアンスアクションラインに連絡
することを奨励しています。この報告
ツールは、フレゼニウスメディカルケ
アの代わりに外部プロバイダーによっ
てサポートされており、法律で禁止さ
れていない限り、フレゼニウスメディ
カルケアのすべての場所から電話と
Web（www.fresenius.ethicspoint.com）
で利用できます。コンプライアンスア
クションラインでは、年中無休24時間
体制でスタッフが待機しています。フ
レゼニウスメディカルケアは、報告と
苦情を適切に処理するためにドイツ本
社に専任チームを設置しています。 

維持できます。ただし、一部の国（ス
ペインなど）では、匿名での報告は現
地法では許可されていない場合があり
ます。また、報告者が身元情報を開示
し、さらに状況を明確にするための質
問の回答に協力すると、調査を進める
のに役立つ可能性があります。

報告者が自分の名前を述べた場合に
も、当社は報告者の秘密を保護するた
めに法的に可能かつ適切なあらゆる努
力をします。 

潜在的な違反とは？ 潜在的な違反に遭遇した場合に 

取るべき行動

報告者は匿名性を維持できるか？
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ビジネスパートナーが 
行うべきこと 
（疑わしい場合の例）

  このパンフレットの原則とフ
レゼニウスメディカルケアが
提供するその他のガイダンス
に従う

  ビジネスパートナーの事業に
適用される現地のすべての業
界規範、規制、および法律に
従う

  ビジネスパートナー自身、従
業員、関連会社、下請業者に
対して関連する基準を周知
し、フレゼニウスメディカル
ケアが求めるトレーニングを
受ける

  現地の会計要件に一致する帳
簿と記録を維持する

  ビジネスパートナー認定を毎
年受ける

  フレゼニウスメディカルケア
に潜在的な違反を報告する

  自信を持って難しい質問をす
る

要約

ビジネスパートナーが 
行うべきでないこと 
（疑わしい場合の例）

  ビジネスを獲得または維持す
るために、価値あるものを支
払う、あるいは支払うことを
提案する

  フレゼニウスメディカルケア
の機密情報を社外の関係者と
共有する

  委任状を入手することなくフ
レゼニウスメディカルケアの
代理として入札に参加する

  関連書類を添付せずに請求書
を提出する

  フレゼニウスメディカルケア
とのビジネス関係に関連する
非公開の関係を維持する

  フレゼニウスメディカルケア
から事前の承認を得ることな
く、再販業者/下請け業者と契
約を締結する

  契約条件に違反する

フレゼニウスメディカルケアがビジネスパートナーによる違法行為を 

認識した場合

 
当社は、ビジネスパートナーが合法的かつ倫理的に事業を行うことを求めます。
当社のビジネスパートナーのいずれかが法律、規制、業界規範、または適用され
るフレゼニウスメディカルケアのコンプライアンスポリシーに違反した場合、そ
のビジネスパートナーは、フレゼニウスメディカルケアとの取引関係の停止また
は終了や、政府機関による起訴に直面する可能性があります。
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フレゼニウスメディカルケアの予防対策–
当社と取引する際にビジネスパートナー
として期待されること

フレゼニウスメディカルケアは、法律および倫理的な行動の遵守に取り組む 
仲介者を選ぶために合理的な措置を講じます。 

本パンフレットでは、不適切な行動を一般的に許容しないことのみでは不十分であり、フレゼニウスメディカ
ルケアは、潜在的な不正行為の積極的な防止、検知、適切な対応をビジネスパートナーに期待することを記載
しています。フレゼニウスメディカルケアがビジネスパートナーによる違法行為を防止および検知し、ビジネ
スパートナーとの関係を責任を持って評価および管理するために使用している予防対策を確認してください。

フレゼニウスメディカルケアの 
サードパーティコンプライアンス管理の5つの要素

フレゼニウス 
メディカルケアの 
サードパーティ 

コンプライアンス
管理

デューデリジェンスの 
リスク評価

ビジネスパートナーの 
レビューと自己評価

契約における 
ABC規定

ビジネスパートナーの 
教育とトレーニング 

ビジネス 
パートナー認証

1

2

34

5
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当社のパートナーについて知る： 

当社は、デューデリジェンスプロセスの
一環として、ビジネスパートナーの資
格、信頼性、適用法および当社の価値観
の遵守に基づいてビジネスパートナーを
選びます。当社は、ビジネスパートナー
自体、当社がビジネスパートナーと行う
取引、ビジネスパートナーが当社のビジ
ネスに関連して行う活動にリスク評価を
適用します。当社は、ビジネスパート
ナーの選択に相当な注意を払い、適切な
レビューを適宜実施します。

コンプライアンスを確保するための契

約上の義務： 

当社は、適用される法律と、書面によ
る契約の贈収賄防止および腐敗防止規
定における当社の規範の精神と原則の
遵
守に正式に取り組むようビジネスパー
トナーに要請しています。

ビジネスパートナーに自己評価と正し

い行動の証明を要求：

毎年のビジネスパートナー認定では、
ビジネスパートナーは、適用されるす

べての腐敗防止法、規制、および業界
規範を遵守してきたこと、また、コン
プライアンスに関するフレゼニウスメ
ディカルケアのさらなる組織的な要望
に従うことを確認する必要がありま
す。

ビジネスパートナーによる、または当

社の代理としての不正行為への対応： 

フレゼニウスメディカルケアのゼロト
レランスポリシーは、ビジネスパート
ナー、その従業員、代理店、関連会
社、下請業者による違法行為に対して
思い切った対応を行うことを求めてい
ます。そのような状況では、フレゼニ
ウスメディカルケアは法的に可能なあ
らゆる手段を尽くします。

ビジネスパートナーの監査： 

リスクベースのアプローチでは、 フレ
ゼニウスメディカルケアは、フレゼニ
ウスメディカルケアの事業に関連して
違法な活動が発生しないように、ビジ
ネスパートナーとの継続的なビジネス
関係をより詳細に調査します。
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「過ちの理由を 

説明するよりも 

正しい行いをした方が 

時間がかからない」
 ヘンリー・ワズワース・ロングフェロー

免責事項： 

このコンプライアンスパンフレットに記載されている考えは、ビジネスパート
ナー（その性質を問わず）と、フレゼニウスメディカルケアまたはその関連会社
との間の法的契約の条項を補足するものであり、取って代わるものではありませ
ん。当社は、あらゆるビジネスパートナーに対して、このコンプライアンスパン
フレットのガイダンスに従って当社と協働すること、また、このコンプライアン
スパンフレットに記載されている基準に従う義務を彼らのビジネスパートナーに
も拡大することを求めます。誤解を避けるために記すと、このコンプライアンス
パンフレットは、顧客、仲介業者、サプライヤー、下請業者、それぞれの従業
員、またはその他の当事者にとっての第三者受益権または利益を生むものではあ
りません。
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