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プライバシー・ステイトメント 
 
 

本プライバシー・ステイトメントでは、ギリアド・サイエンシズ・インク、その完
全子会社および承継者（「ギリアド」と総称します。）が、オンラインおよびオフライ
ンにおけるその製品、サービス、アプリケーションおよびウェブサイト（「当社サービ
ス」と総称します。）に関連して個人情報を法令に則り適切にどのように取り扱うかを
説明しています。本プライバシー・ステイトメントは、ギリアドが受領し取り扱うす
べての個人情報に適用されます。「個人情報」とは、個人に関する情報または情報の集
合であって、直接的なものであるか間接的なものであるかを問わず、ギリアドまたは
ギリアドに代わる者が収集しうるものをいいます。 
 

当社サービスをご利用になる場合またはギリアドに個人情報をご提出いただく場合
には、事前に本プライバシー・ステイトメントをお読みください。当社サービスにア
クセスしこれを利用することにより、お客様および取引先等（「お客様等」といいま
す。）は、ご自身の個人情報が本プライバシー・ステイトメントに従って収集、利用お
よび開示されることに同意したことになります。 
 
 
情報の収集方法 
 

本人から直接 
当社ウェブサイトまたはモバイルアプリ経由 
医療従事者から 
開発業務受託機関（CRO）および治験責任医師から 
臨床試験に登録した被験者本人から 
政府機関または公文書から 
外部業者、データブローカーまたは取引先から 
業界団体または患者団体から 

 
ギリアドは、保有しているお客様等の個人情報を、公共のデータベース、ソーシャ

ル・メディア・プラットフォーム、その他の第三者といった他の情報源から取得した
情報とともに利用したり、それらにより内容を充実させたりすることがあります。た
とえば、こうした第三者からの情報を利用して、医療従事者の免許を確認・照合した
り、人口統計学的情報とご提供いただいた情報を関連づけることでお客様等の関心を
より的確に把握したりすることがあります。 
 
 
収集する個人情報 
 

連絡先および優先連絡先（氏名、電子メール、郵送先住所、電話番号および緊急時
連絡先など） 
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経歴情報および人口統計学的情報（生年月日、年齢、性別、民族、配偶者の有無お
よび性的指向など） 

臨床試験の管理、研究の実施、患者支援プログラムの提供、当社製品の流通および
販売、コンパッショネートユースおよび拡大アクセスプログラムの管理ならびに有害
事象報告の追跡にあたって当社が収集する、健康および医療に関する情報（心身の健
康状態および診断に関する情報、症状に対する治療、遺伝情報、家族の病歴、服用中
の薬（用量、服用のタイミングおよび頻度）など） 

両親または法定後見人に関する情報 
取引の遂行または患者支援プログラムへの適格性判断のための財務情報 
当社ウェブサイトまたはモバイルアプリでアカウントを作成するにあたりお客様等

が選択したユーザー名およびパスワード 
お客様等の写真、ソーシャル・メディアにおけるユーザー名、デジタル署名または

電子署名 
一般に入手可能な情報 
インターネット上の活動（お客様等の閲覧履歴、検索履歴および当社サービスや広

告に係るインタラクションの情報など） 
お客様等の好み、特性、言動、考え方および能力を反映したプロファイリングのた

めに、上記の他の個人情報に基づいて作成した推測 
有害事象に関する情報 

 
ギリアドは、お客様等について収集した情報を、公共のデータベース、ソーシャ

ル・メディア・プラットフォームおよび第三者といった他の情報源から取得した情報
とあわせて利用することがあります。 
 
お客様等が医療従事者である場合には、以下の情報も収集することがあります。 
 

専門資格、学歴、職務経歴、所属医療機関・所属政府機関および履歴書に記載され
る情報（実務経験、教育、使用言語など） 
お客様等が関与したことのあるギリアドのプログラム、製品および活動に関する情報 
ギリアドとの関係、お客様等による当社製品の処方および当社との契約に関する詳細 
お客様等の業務に関する、一般に入手可能な情報（免許・資格に関する情報、懲罰履
歴、過去の訴訟および規制上の手続きならびにその他デューディリジェンスに関する
情報など） 
 
 
個人情報の利用目的 
 

ギリアドは、通常の業務において、以下のような内部の利用目的のためにお客様等
の個人情報を取り扱います。 
 

お客様等との連絡手段を確立し維持するため 
お客様が、ギリアドまたはギリアドのパートナーによる臨床試験への参加を要望さ

れた場合の対応のため 
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ギリアド製品や当社サービスの利用に関連する、疾病管理、教育または意思決定支
援システムを実施するため 

お客様等がギリアドのサービスをお求めになられた場合に、お客様等の申込みの完
了、当該サービスに対するお客様等の適格性の評価、当該サービスの履行・維持およ
び当該サービスの更新において、お客様等を支援するため 

申込み・応募、臨床試験および当社サービスに関する問合せに回答するため 
将来におけるサービスの需要について提案を行うため 
当社のアフィリエイトの製品やサービスについて、当該アフィリエイトからお客様

等にお知らせするため 
役務提供事業者を通じて取引を履行するため 
法律、セキュリティ、手続および規制に関する要件を充足させるため 
詐欺行為、疑わしい行為および違法行為から保護するため 
当社のウェブサイトや事業の分析について統計をまとめるため 

 
 
個人情報を取り扱う理由 
 

ギリアドでは、以下のような法的根拠がある場合に、個人情報を取り扱います。 
 

当社サービスやプログラムへのアクセスをお客様等に提供するにあたり、個人情報
の移転または取扱いを行うことが、ギリアドの正当な利益に該当する場合 

お客様等とギリアド（またはそのアフィリエイト）との間の契約履行にあたり、個
人情報の移転または取扱いが必要となる場合 

お客様等の利益のために締結したギリアド（またはそのアフィリエイト）と第三者
との間の契約履行にあたり、個人情報の移転または取扱いが必要となる場合 

重要な公共の利益のため、法的請求権の成立、行使もしくは防御のため、またはお
客様等の重大な利益のため、個人情報の移転または取扱いが必要となるか法的に要求
される場合 

適用される法により個人情報の移転または取扱いが要求される場合 
特定の規定、プライバシーに関する通知および／または（ギリアドがお客様等の同

意を収集する）同意書に記載されたお客様等の同意がある場合 
 
 
個人情報の共有 
 
グループ会社内での共有 
 

クライアント向け当社サービスの通常の履行にあたり、ギリアドでは、研究および
統計を目的として、医薬品の安全性および有効性を目的として、疾病管理、システム
管理、犯罪防止・検知を目的として、また本プライバシー・ステイトメントで定める
その他の目的のため、ギリアドとそのアフィリエイト内で個人情報を共有することが
あります。 
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役務提供事業者との共有 
 

ギリアドは、当社サービスの履行を当社に代わって他の企業や個人に遂行させた
り、特定の製品または当社サービスについて他の企業や個人と協働したりすることが
あります。役務提供事業者には、データ分析会社、クレジットカード処理会社、顧客
サービス・支援事業者、電子メール・SMS 事業者、ウェブのホスティング・開発会社
およびフルフィルメントサービス会社などがあります。そのほか、当社が他の会社と
共同開発・販売する製品の共同プロモーション・パートナー企業も含まれます。ギリ
アドに代わって役務提供事業者が個人情報を収集することもあります。 
 
事業取引に関連して行う共有 
 

事業の展開を続けるにあたって、ギリアドは、資産を売買することがあります。原
則として、個人情報を含むユーザー情報も、売買の一環として譲渡する事業用資産に
含まれます。また、ギリアド自体またはギリアドの資産の大半が買収・取得された場
合にも、お客様等の個人情報は譲渡される資産に含まれます。したがって、資産の売
買といった状況においては、お客様等の個人情報を第三者に開示したり移転したりす
ることがあります。 
 
法的義務を遵守するための共有 
 

ギリアドは、(a)ギリアド、その従業員、当社サービスの他の利用者または市民の権
利、財産もしくは安全を保護し防御する場合、(b)当社サービスの利用に適用される規
約・規定を履行する場合、(c) 所轄官庁からの法的に有効な要請がなされ、および/ま
たは、司法手続き、裁判所命令もしくは法的手続きに応ずることを要請される場合、
あるいは (d)第三者からの権利侵害の主張に対応する場合において、開示が必要である
と誠実に判断したときは、お客様等の事前の許可なく、お客様等の個人情報もしくは
お客様等による当社サービスのご利用に関する個人情報を開示する権利を有します。
また、適用法令、法的手続きまたは政府当局の要請に応じるために必要であるとみな
す場合にも、個人情報を開示することがあります。 
 

また、目的を問わず、個人を特定できない集計データまたは匿名化されたデータを
第三者に開示する場合もあります。 
 

ただし、ギリアドでは、個人情報を第三者に売却することはありません。 
 
 
オンラインでの情報収集方法 
 

ギリアドのウェブサイトおよびアプリケーションでは、利用者のウェブサイト訪問
に関する情報であって個人を特定できる可能性のあるもののうち、利用者が能動的に
提出したものではない情報を収集することがあります。また、個人を特定できない情
報を、クッキーやウェブ・ビーコンといったさまざまな技術を利用して収集すること
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があります。クッキーは、ウェブサイトから利用者の端末のハードディスクに送信さ
れる小さなテキストファイルです。ウェブ・ビーコン（GIF ファイル、ピクセルまた
はインターネット・タグともいいます。）によって、ギリアドは、ウェブサイトへの訪
問の有無、訪問回数等、お客様等が当社ウェブサイトをどのように閲覧したかを、把
握することが可能となります。クッキーやウェブ・ビーコンを用いることで、利用者
が当社ウェブサイトをご利用になる際、利用者のブラウザは、直前に訪問したウェブ
サイトの URL や、利用者の端末で使用しているブラウザのバージョンといった情報を
自動的にギリアドのウェブサイトに送信します。このような受動的情報収集技術によ
る情報の収集は、より良いサービスの提供、利用者の好みに基づくギリアド・ウェブ
サイトのカスタマイズ、統計の作成、傾向の分析、その他のギリアドのウェブサイト
の管理および改善を可能にし、結果、利用者によるギリアド・ウェブサイトの利用を
容易にします。お客様等は、ご自身のブラウザの設定により、クッキーの受取りを拒
否することもできますが、受動的情報収集技術の利用を停止すると、ウェブサイトの
一部機能をご利用になれないことがあります。こうした技術を利用して収集した情報
は、追加情報がなければ利用者を特定するために使用できません。 
 

ギリアドが当社サービスの履行を委託している取引先（ウェブサイトのプロバイダ
など）の中には、ギリアドのウェブサイトやアプリケーションにおいて自社のクッキ
ーを使用しているものもあります。ギリアドは、こうしたクッキーに直接アクセスし
これを管理することはできませんが、ギリアドのウェブサイトやアプリケーションで
ギリアドや取引先が使用するクッキーについても、本プライバシー・ステイトメント
が適用されます。また、ギリアドでは、ソーシャル・メディア企業（Facebook など）
がギリアドのウェブサイトに「ウィジェット」を設定することを認めています。こう
した第三者のツールは、ウェブサイト間の閲覧を追跡するためにも利用されることが
あります。たとえば、利用者が Facebook にログインしている間は、Facebook のウィ
ジェットが設定されているサイトを訪問するごとに、その訪問が Facebook に知らさ
れます。こうした第三者のプライバシー対応については、ギリアドの管理が及びませ
ん。 
 

インターネット・ブラウザによっては、「トラッキング拒否」（「DNT」）設定など、
個人を特定できない情報を収集する追跡技術の利用を制限したり無効化したりする機
能が搭載されています。現在、ギリアドでは DNT シグナルに対応していません。 
 
 
特別プログラムおよび臨床試験 
 

ギリアドでは、アプリケーション、特別プログラム、臨床試験、活動、イベントま
たはプロモーション（「プログラム等」といいます。）を提供するにあたり、プログラ
ム等ごとの固有・追加規定、プライバシー通知または同意書において、お客様から提
供を受けた情報がプログラム等に関してどのように取り扱われるかをご説明すること
があります。プログラム等によっては、お客様の服薬を支援するオプションが含まれ
ます。ギリアドでは、必要に応じて追加規定を定めることがあります。プログラム等
に関与・参加する場合には、事前に適用される規定をお読みください。 
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情報に関する選択 
 

ギリアドが個人情報の公正かつ適法な取扱いについて本人の同意を根拠にする場合
には、対象となる個人情報を収集する前に同意をご提供いただきます。お客様等の同
意は、法定後見人、代理人または委任状の名宛人といった代理人を通じて付与いただ
くことも可能です。ギリアドが個人情報の公正かつ適法な取扱いのために同意を根拠
にする場合、お客様等は、いつでも同意を撤回することができます。 
 
 
データの国際間移転 
 

ギリアドは、アメリカ合衆国、EU およびアジアにサーバーその他の保管施設を管理
しており、本プライバシー・ステイトメントで定める目的および方法により、個人情
報をその所在国から第三国に移転することがあります（当該目的に関連して役務提供
事業者や関係会社が個人情報を取り扱い保管することを含みます。）。どのような状況
であっても、ギリアドは、お客様等のプライバシーを保護するための合理的な措置を
講じます。こうした措置には、適用される法で要求されるとおり、プライバシー、セ
キュリティおよび契約上のコントロールのほか、本プライバシー・ステイトメントで
定める措置などがあります。 
 

個人情報が、本人の本国から第三国に送信された場合には、当該個人情報には、送
信先の国の法律が適用され、プライバシー・シールド原則と一致する当該国の法律に
従い、当該国の政府、裁判所、法執行機関および規制機関に開示されることがありま
す。 
 

ギリアドでは、役務提供事業者や関係会社から、本プライバシー・ステイトメント
に沿った個人情報の保護を行うという保証を得るように努めています。役務提供事業
者や関係会社が提供する適切な保証の例としては、本プライバシー・ステイトメント
で定めるギリアドのプライバシー原則が要求するものと同等以上の個人情報保護を契
約で義務づけることがあります。役務提供事業者や関係会社が本プライバシー・ステ
イトメントに違反して個人情報を利用または開示していることを知った場合には、当
該利用もしくは開示を阻止または停止するために適切な措置を講じます。 
 

ギリアドは、2017 年から 2021 年にかけて、EU-U.S.プライバシー・シールド・フレ
ームワークおよび Swiss-U.S.プライバシー・シールド・フレームワークに参加し、
2021 年 5 月に脱退しました。EU およびスイスからアメリカ合衆国に移転されるデー
タについては、ギリアドは、標準契約条項（Standard Contractual Clauses）といっ
た、効力を有する適切なデータ移転保護措置を取っており、今後もそれに依拠するも
のとします。 
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セキュリティ 
 

ギリアドは、お客様等の個人情報を不正アクセス、開示、改ざんおよび破壊から保
護するために、物理的、技術的かつ組織運営的な合理的な安全管理・保護措置を講じ
ています。こうした措置には、SSL を利用したコミュニケーションの暗号化、保存情
報の暗号化、ファイヤウォール、アクセス制限、職務の分掌および同様のセキュリテ
ィ・プロトコルがあります。 
 

ギリアドでは、プライバシーの重要性、個人情報の適切かつ安全な取扱方法および
管理方法について、従業員の研修を行っています（人的管理措置）。ギリアドと共同プ
ログラムを実施するエージェントや企業による個人情報の取扱いについては、本プラ
イバシー・ステイトメントおよびプライバシー・シールド原則が適用されます。 
 

インターネットで送信した個人情報については、秘密保持の保証ができないことに
ご留意ください。インターネットで個人情報を送信する際には十分な注意が必要で
す。ギリアドでは、権限のない第三者がお客様等の個人情報に不正にアクセスするこ
とはないと完全に保証することはできません。したがって、インターネットで個人情
報をギリアドにご提出いただく場合には、その利益とリスクの両方を十分に考慮して
いただく必要があります。 
 
 
データの完全性および目的の制限 
 

ギリアドでは、個人情報を、収集の目的に適合する方法または本人の同意を得た方
法でのみ利用します。また、個人情報がその利用目的に合致し、正確で、完全である
ことおよび最新の内容であることを確保するため、適切な措置を講じています。ギリ
アドでは、個人情報の収集の目的を達成するために個人情報が必要である期間に限っ
て個人情報を保管します。ただし、適用される法に基づいてギリアドに課されたデー
タ保持期間の適用がある場合にはこれを優先します。つまり、お客様等の個人情報を
ギリアドが保管する年数は、データの取扱い目的と必要性に左右されます。個人情報
の保持期間に関する詳細については、この後でご案内するお問い合わせ先にご連絡く
ださい。 
 
 
お客様等の権利 
 

お客様等は、ギリアドがお客様等の個人情報を取り扱うことに関して、一定の権利
と選択肢を有しています。お客様等の法域によっては、適用される法により以下のよ
うな権利が追加的に認められます。 
 

お客様の個人データの利用目的を請求すること 
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お客様等について収集された個人情報のカテゴリーおよび／または特定の一部を知
ること（ご自身の個人情報が売却・開示されたかどうか、だれと共有されているかと
いった情報も含まれます。） 

ギリアドがお客様等について保有する個人情報の写しを閲覧すること 
お客様等の個人情報の削除を請求すること 
お客様等の個人情報を修正または変更すること 
お客様等の個人情報の利用内容について異議を申し立てること 
 
ギリアドは、保持している情報をそのご本人に提供し、また、ご本人と権限のある

代理人だけが当該情報に関する権利を行使できるようにするため、お客様等から個人
情報に関するご請求があった場合には、お客様等の身元を確認する権利を有します。
ご本人に代わり授権代理人がご請求される場合には、当該請求権限を有していること
を確認するため、追加情報を要請することがあります。その場合には、当該請求権限
を有することを記載した授権書や証拠となるものを取得していただくことがありま
す。 
 

個人情報がギリアドの記録保持義務およびその実務に従って破棄、消去または匿名
化されている場合には、ご請求に応じられないことがあります。個人情報へのアクセ
スを提供できない場合には、ギリアドは、法的または規制上の制限の範囲内で、ご本
人に説明を行うよう努めます。 
 

ご請求にあたっては、当社ウェブサイトから、 
 

欧州経済領域（EEA）の居住者 
アメリカ合衆国またはその他の国の居住者 
をクリックして、お問い合わせいただくか、 
 
電子メール： privacy@gilead.com 
電話：    +1 (833) GILEAD2 または (+1 (833) 445-3232) 
郵便： Gilead Sciences, Inc. 
 担当部署：Privacy 
 333 Lakeside Drive 
 Foster City, CA 94404 
 USA 
へお問い合わせください。 

 
ご請求の対応に必要となりますので、ギリアドにご連絡いただく際にはかならず送

信者の氏名および連絡先（電子メールアドレス、電話番号および郵送先住所など）の
ほか、詳細なご請求の内容を記載してください。また、ギリアドのウェブサイトに関
するご連絡には、登録の際に利用した電子メールアドレスや個人情報を提供したギリ
アドのウェブサイト URL（www.giliad.com など）があれば記載してください。個人情
報の削除、変更または修正を請求する電子メールには、件名欄に「削除請求」または
「変更・修正請求」と記載してください。適切にお送りいただいたご請求はすべて適
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時に（現地の適用法により期限が定められている場合には、当該期限内に）対応すべ
く努めます。ギリアドの本プライバシー・ステイトメントまたは実務に関するご質問
や苦情は、privacy@gilead.com にご連絡いただくか、上記の郵送先住所にご連絡くだ
さい。 
 

ギリアドでは、お客様等がご自身の個人情報に関して行うなされる選択や請求を理
由として当社サービスを制限したり、当社サービスへのアクセスを拒否したりするこ
とはありません。ただし、お客様等が選択する内容によっては、当社サービスを提供
することが困難になることがあります。 
 

ギリアドが電子メールで配信するダイレクト・メールの受取りを希望しない場合に
は、ダイレクト・メール内に記載の手順に従って受取りを停止することができます。
ギリアドから今後連絡を受け取らない旨の申し出およびギリアドの特定プログラムに
関する脱退の申し出は、上記の問合せ方法によりご連絡ください。 
 
 
子ども 
 

ギリアドのウェブサイトは、子ども（「子ども」とは、居住の法域において成人して
いない個人をいいます。）から個人情報を収集したりこれを利用したりすることを意図
したものはございません。また、相手が子どもであると知りながら、ギリアド製品の
注文を受け、連絡を取り合い、オンラインで当社サービスを利用させることはありま
せん。お客様等が親または法定後見人である子どもがギリアドに個人情報を提供した
と疑われる場合には、本プライバシー・ステイトメントに記載の問合せ方法を通じて
ご連絡ください。お客様等と協力してこの問題に対応します。 
 
 
第三者サービスへのリンク 
 

ギリアドでは、当社の運営や管理が及ばない他のウェブサイト、サービスおよびア
プリケーション（「第三者サービス」といいます。）へのリンクを提供することがあり
ます。本プライバシー・ステイトメントは、第三者サービスには適用されません。リ
ンクを提供する第三者サービスは、お客様等のプライバシーを重視するという考え方
を当社と共有するものに限定するよう努めてはいますが、第三者サービスのコンテン
ツ、プライバシー・ポリシーおよび実務慣行についてギリアドが責任を負うことはで
きません。第三者サービスに対してまたはこれを経由して情報を提供する場合には、
事前に当該第三者サービスのプライバシー対応を確認し理解することをお勧めしま
す。第三者サービスの機能を利用するにあたっては、当該機能を提供する第三者サー
ビスのプライバシー・ポリシーが適用されます。 
 
 
お問い合わせ先 
 



 

10 
 

ギリアドにおける個人情報の取扱いについてご質問やご相談、および、個人情報の
収集、取扱い、移転または開示に対する同意または同意の撤回のお問い合わせは、
privacy@gilead.com にご連絡ください。 
 

ギリアドから今後連絡を受け取らない旨のお申し出およびギリアドの特定プログラ
ムに関する脱退のお申し出は、当社ウェブサイトから、または電子メール
（privacy@gilead.com）もしくは電話（+1 (833) GILEAD2 または (+1 (833) 445-3232)）
でご連絡ください。 
 

以下の住所に郵便でご連絡いただくこともできます。 
Gilead Sciences, Inc. 
担当部署：Privacy 
333 Lakeside Drive 
Foster City, CA 94404 
USA 
 

 
プライバシー・ステイトメントの改訂 
 

ギリアドは、技術革新、法令の変更およびギリアドのビジネス慣行を反映させるた
め、適用される法の範囲内で本プライバシー・ステイトメントを随時改訂する権利を
有します。プライバシーに関する実務を変更した場合には、本プライバシー・ステイ
トメントの改訂版に当該変更を反映致します。本プライバシー・ステイトメントに記
載の効力発生日を更新することをもって、当該改訂の通知とします。お客様等は、ご
自身の責任において本プライバシー・ステイトメントをこまめに確認し、改訂の確認
を行ってください。この行動の下、お客様等とギリアドとのそれ以降の関係には、そ
の時点で最新のプライバシー・ステイトメントが適用されます。 
 
 
日本に関する補足 
 

お客様等が日本の居住者であるか日本からギリアドのウェブサイトにアクセスして
いる場合には、上記プライバシー・ステイトメントに定める内容のほか、以下の補足
が適用されます。 
 お客様等の個人情報は、上記プライバシー・ステイトメント本体に定める目的に応
じた処理のため、日本国外の企業（アメリカ合衆国の企業など）に移転されることが
あります。日本国外の関連ギリアド企業および第三者が、お客様等の個人情報につい
て、適用される法で要求されかつ本プライバシー・ステイトメントで定める十分なレ
ベルの保護を実施するように、ギリアドは、適切な契約上の措置を講じます。 
 
［関係法令・ガイドラインの遵守］ 

ギリアドは、個人情報の収集、利用、および提供を規律する適用される法令を遵守
し事業を行っています。ギリアドは、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情
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報保護法」といいます。）その他の関係法令および関連する「個人情報の保護に関する
法律についてのガイドライン」を遵守して、個人情報を適切に取り扱います。 
 
［個人情報の利用目的］ 

ギリアドは、取得した個人情報を、上記プライバシー・ステイトメント本体の「個
人情報の利用目的」に定めるもののほか、以下に定める利用目的で利用します。 
 
１．医療従事者の個人情報 

・医薬品の品質・安全性・有効性または適正使用に関する情報の収集および提供の
ため 
・医薬情報・学術情報の収集および提供のため 
・治験、製造販売後調査、研究の計画、依頼、実施、および情報の提供と受領のた
め 
・ギリアドが主催、共催または後援する講演会、説明会、学会などに関する案内、
事後アンケートを行うため 
・ギリアドの内部承認手続の履践およびそれに関する記録の作成・保管のため 
・ギリアドが提供するサービスや商品に関するお問い合わせ内容の確認・回答のた
め 
・ギリアドのサイトおよびギリアド社の販売、宣伝活動における戦略立案の情報分
析のため 
・支払処理および支払調書作成に関する情報の収集・管理のため 
・支払調書作成に関する情報の収集・管理・検討のため 

 
２．患者様の個人情報 

・臨床試験、製造販売後調査、その他の当社の事業に関連する研究・調査の実施の
ため 
・安全管理業務の遂行のため 
・副作用等健康被害の補償対応のため 

 
3．採用候補者の個人情報 

・各種問い合わせ、資料請求等に関する対応のため 
・採用者選考および採用候補者との採用選考手続・入社前手続に関する連絡のため 
・採否の検討・決定のため 

 
［個人情報の共同利用］ 

個人データに関して、以下のとおり共同利用します。 
 
１．ギリアド・グループ会社 
  ①取引先（卸売業者、委託業者、弁護士等コンサルタント等）の個人データのほ

か、②当社の実施する臨床試験、製造販売後調査、研究、論文作成・発表および学
会発表等に携わる医療従事者、安全性情報を提供する医療従事者、ならびに当社提
供サービスを受領する医療従事者の個人データ、③臨床試験等参加者・当社サービ
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スをご利用の患者様の個人データを、ギリアド･グループ会社と共同利用していま
す。 

(1) 共同して利用される
個人データの項目 

①取引先の個人データ（氏名、住所、勤務・所属先、email、電
話番号、支払先金融機関等） 
②当社が実施する臨床試験、製造販売後調査、研究、論文作成・
発表、講演会・アドバイザリーボードミーティング等イベント、
および学会発表等に携わる医療従事者、安全性情報を提供する医
療従事者ならびに当社提供サービスを受領する医療従事者の個人
データ（氏名、勤務・所属先、所属科、役職名、住所、email、
電話番号、専門資格、所属学会、学歴、職務経歴、専門分野・領
域および業績、支払先金融機関、コード（アルトマーク社によ
る）、メール受信記録（開封やリンククリックの情報も含む）、学
会・ギリアド製品に関する講演会および臨床試験への参加状況、
関与したことのあるギリアドのプログラム、製品および活動に関
する情報、ギリアドとの関係（当社製品の処方および当社との契
約内容）、業務に関して一般に入手可能な情報（免許・資格、懲
罰歴、訴訟および法令違反行為に関する情報） 
③臨床試験等参加者・当社サービスをご利用の患者様に関する個
人データ（臨床試験、製造販売後調査、安全管理業務等に必要と
される項目） 

(2) 共同して利用する者
の範囲 

Gilead Sciences, Inc.とその子会社・関連会社 

(3) 共同利用の目的 ①取引先の個人データ 
・契約管理、報酬等支払とその管理 

②ギリアドが実施する臨床試験、製造販売後調査、研究、論文作
成・発表、講演会・アドバイザリーボードミーティング等イベン
ト、および学会発表等に携わる医療従事者、安全性情報を提供す
る医療従事者並びにギリアド提供サービスを受領する医療従事者
の個人データ 

・臨床試験、市販後調査その他の当社の事業に関連する研究・
調査の実施のため 
・医薬品の品質、安全性、有効性または適正使用に関する情報
の収集および提供のため 
・医薬情報・学術情報等の収集および提供のため 
・その他「個人情報の利用目的」に記載された目的のため 

③臨床試験等参加者・患者様に関する個人データ 
・臨床試験、製造販売後調査、その他の当社の事業に関連する
研究・調査の実施のため 
・安全管理業務の遂行のため 

(4) 当該個人データの管
理について責任を有す
る者の名称 

ギリアド・サイエンシズ株式会社 
  https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan  
Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive 

https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan
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Foster City, CA 94404 
https://www.gilead.com/about/leadership  

 
２．業務提携先企業 
  ギリアド・サイエンシズ株式会社は、共同プロモーション企業と、個人データを

共同利用しています。 
(1) 共同して利用される
個人データの項目 

① 業務提携の目的となる医薬品（以下「当該医薬品」）に関す
る、ギリアド実施の臨床試験、製造販売後調査、研究、論文作
成・発表、講演会・アドバイザリーボードミーティング等イベン
ト、および学会発表等に携わる医療従事者、安全性情報を提供す
る医療従事者並びに当社または共同で提供サービスを受領する医
療従事者の個人データ（氏名、専門資格、勤務先情報〈名称、所
在地、診療科目、電話番号、email〉、講演会等イベント出席の有
無、コード（アルトマーク社による）、従業員との面会記録） 
② 臨床試験参加者・患者様等に関する個人データ（臨床試験、
製造販売後調査、安全管理業務等に必要とされる項目） 

(2) 共同して利用する者
の範囲 

共同プロモーション企業 

(3) 共同利用の目的 ① 当該医薬品に関する、ギリアド実施の臨床試験、製造販売後
調査、研究、論文作成・発表、講演会・アドバイザリーボードミ
ーティング等イベント、および学会発表等に携わる医療従事者、
安全性情報を提供する医療従事者並びに当社または共同で提供サ
ービスを受領する医療従事者の個人データ 

・当該医薬品の品質、安全性有効性または適正使用に関する情
報の収集および提供を行うため 
・当該医薬品に関する臨床試験、製造販売後調査、研究・調査
の計画、依頼、実施、およびそれらに関する情報の提供と受領
を行うため 
・当該医薬品に関する講演会や新規掲載コンテンツ、製品情報
の最新情報等の案内を行うため 
・当該医薬品・共同サービスの利用に関するアンケートや講演
会のアンケートを実施するため 
・当該医薬品の販売、宣伝活動のための情報分析のため 
・共同サービスの利用状況の管理、不正利用等発生防止、不正
利用発生時の調査、共同サービスのメンテナンスを行うため 
・その他「個人情報の利用目的」に記載された目的のため 

② 臨床試験参加者・患者様等に関する個人データ（臨床試験、
製造販売後調査、安全管理業務等に必要とされる項目） 

・当該医薬品に関する製造販売後調査、研究の結果の提供と受
領を行うため 

(4) 当該個人データの管
理について責任を有す
る者の名称 

ギリアド・サイエンシズ株式会社 
  https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan  

https://www.gilead.com/about/leadership
https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan
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３．株式会社日本アルトマーク 

ギリアド・サイエンシズ株式会社は、株式会社日本アルトマークが管理・運営する
メディカルデータベース（MDB）の個人情報を特定の企業（MDB 会員企業）と共同し
て利用いたします。 

共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の
利用目的、個人データの管理について責任を有する者の名称、住所および法人にあっ
ては、その代表者の氏名については、株式会社日本アルトマークのホームページ
（ https://www.ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/ ）をご覧下さい。 
 
 
最終更新日 2022 年 4 月 1 日 
 

https://www.ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/

