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クックメディカルのはじまり

1963
創業者：ビル・クック
創業地：米国インディアナ州ブルーミントン
最初の製品：ガイドワイヤ、ニードル、カテーテル

ガイドワイヤ カテーテルニードル



現在のクックメディカル

2020
製品供給国：135ヵ国
事業部門：バスキュラー事業部、メド・サージ事業部
社員数：約 12,000 名

135
Countries Reached

クックメディカルは半世紀以上にわたり、低侵襲、インターベンション、経皮的カテーテル治療分野の
治療製品・診断製品を供給しています。



私たちの目的

私たちは倫理的かつ起業家精神をもった家族経営の企業であり、人々や
コミュニティが、それぞれの可能性を最大限発揮できるよう支えるために
存在しています。



私たちが日々行うこと

私たちはユニークな医療機器ポートフォリオを開発・製造し、世界中のヘ
ルスケアシステムにお届けします。

患者さんに貢献できることは私たちの誇りであり、そのために行うことすべ
てにおいて、最高水準の品質・倫理・サービスを追求します。

ミッション



私たちのバリュー

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。

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。

敬意をもって接する 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。

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。

一緒に解決する 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。

透明性を確保する 私たちは互いに誠実に、関わる人々と
情報を共有します。

継続的に改善する 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。

社会に貢献する 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。



私たちのビジネスの進め方

私たちの倫理・コンプライアンスプログラムは、創業者ビル・クックの「自
分が望まれるように他人に接するべきだ」という強い意見から生まれまし
た。事実、クックが設立初日から行ってきたことはすべて、「正しいことを
する」という、ひとつのシンプルな考え方に基づいています。

会社が大きくなりすぎて自分の哲学を全員に直接説明することができなく
なったとき、ビルはそれを文章に書き留めました。最近では、倫理・コン
プライアンスチームとそのプログラムが活発に活動し、企業文化を次世代
の社員に引き継いでいます。

倫理とコンプライアンス



最も大切な方々との接し方 

患者さん
医師と患者さんの関係は神聖なものです。この関係はサポートされるべき
ですが、干渉されるべきではありません。私たちには、質の高いケア、情
報へのアクセス、プライバシーに対する患者さんの権利を守る責任があり
ます。

顧客
私たちは、顧客には公正かつ誠実に接する強力なパートナーが必要だと
考えています。これは、臨床医だけでなく、流通パートナーやサプライチェー
ンの顧客にも適用されます。

倫理とコンプライアンス（続き）



政府機関
私たちは、政府機関とオープンに、正直に、そして透明性を持って仕事を
しています。私たちは、患者さんと進歩のために何か異なることをすべき
だと考えたときには、発言することを恐れません。

地域社会
コミュニティの強力なパートナーであることは、地域社会にとっても、地域
のビジネスにとっても、そして私たちクックの社員にとっても良いことです。
私たちは、金銭的な貢献だけではなく、時間、リーダーシップ、思考、ア
イデアを提供します。

お互いに
私たちは、エゴではなく個性と情熱によって動かされています。私たちは
社員を大人として扱い、クックで働くすべての人が、自身の成功と失敗に
責任を持つことを求めています。

倫理とコンプライアンス（続き）



ダイバーシティがあり、インクルージョンが生まれる
クックメディカルでは、自分たちの会社のことを、一人ひとりが成果と強
みに応じて評価される会社であると定義しています。

多様な人材が私たちをより強くします。
ダイバーシティとは、私たちが何者であるか、そして私たちの特徴を表し
ています。さまざまな背景、民族、身体能力、性別、宗教的信条を持つ人々
からなる多様な人材が、クックのチームに幅広い経験、知識、強みを提
供しています。また、私たちのコミュニティがバランスのとれた強靭なもの
であり続けるために、多様な考えや意見を持つことも大切にしています。

事実、研究と私たちの経験の両方から、多様性のある労働力は、多様性
のない労働力よりも、革新的で成功することが多いことがわかっています。
私たちにとって重要なことは、信頼感、尊敬、誠実さを醸成することです。

ダイバーシティ＆インクルージョン



インクルーシブな職場環境が重要
私たちは、社員が心を込め、思いやりを持って行動することを奨励し、平
等を育む尊敬の念を持って互いに接することで、インクルーシブな職場環
境を促進する方法を常に模索しています。

インクルーシブな文化は不可欠なものです。インクルーシブな社風とは、
日々ベストを尽くして働きたいと思えるような社風です。クックでは、イン
クルージョンが、顧客と患者さんのために素晴らしい仕事をする、結束力
のある革新的なチームを作るのに役立っています。

クックでは、社員が自分の人生に合った機会を持てるように努力していま
す。そのような機会のいくつかは、社員サポートのページでご覧いただけ
ます。また、クックで働くことをより深く知りたい方は、Life@Cook をご覧
ください。

ダイバーシティ＆インクルージョン（続き）

https://www.cookmedical.com/careers/employee-support/
https://www.instagram.com/lifeatcook/?hl=en


ダイバーシティ＆インクルージョン（続き）

ダイバーシティ＆インクルージョンのミッション

クックは、あらゆるレベルでの多様性を尊重し、性別、性同一性障害、
人種、年齢、性的指向、妊娠の有無、国籍、宗教、退役軍人の有無、
能力、階級を問わず、すべての社員が完全に参加できるように努めていま
す。私たちは、インクルージョンが創造性と革新性を育み、全社員に力を
与え、それによってクックをより強い組織にすることができると信じていま
す。そのために、クックは、バランスのとれた多様な人材を維持する企業
文化を推進しています。



クックメディカルジャパン合同会社について
（2020 年 4 月 1 日、会社形態及び社名変更）



会社概要

会社名：クックメディカルジャパン合同会社（英文表記 Cook Medical Japan G.K.）
設立日：2004 年 6 月 3 日
資本金：1,000 万円
従業員数：202 名（2020 年 1 月末現在）
職務執行者：最高執行役員 ウイリアム・グレッグ・マリナックス（William Greg Mullinax）
事業内容：医療機器の開発、輸入、製造、販売
主要取引先：株式会社東機貿、全国主要代理店（順不同）
本社所在地： 〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-1 中野セントラルパークイースト 

TEL：03-6853-9700 FAX：03-6688-9900



事業概要

テクノロジーの進化と専門知識の深化が加速する臨床の現場。そのスピードに歩幅を合わせ、より広い領域から役立つ情報の提供と 
課題解決を行うパートナーを目指して、それぞれの事業部が一丸となり力をあわせます。

詳細については、お近くのクックメディカルジャパン代理店、または弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。
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事業概要

Access 
Technologies
アクセス テクノロジー

血管内治療において、低侵襲に治療部位への 
アクセスを可能にするガイドワイヤやイントロ 
デューサーシース等を提供します。

Embolic 
Therapies
エンボリック セラピー

腫瘍や消化管からの出血、動脈瘤や動静脈奇形
など様々な血管病変に対して血管塞栓術を行う
ための血管塞栓用コイルをご提供します。

PAD 
Therapies
PADセラピー

末梢動脈疾患に対して、動脈の狭窄・閉塞を改善して 
十分な血流を得るための治療デバイスであるバルーン
やステント、薬剤溶出型ステント等をご提供します。

Aortic 
Therapies
アオルティック セラピー

大動脈の疾患である腹部大動脈瘤や胸部大動脈瘤、大動
脈解離に対してより低侵襲に治療を行うための大動脈用
ステントグラフト製品をご提供します。

Interventional 
Therapies
インターベンショナル セラピー

非血管系IVRにおけるドレナージカテーテル、 
経皮的胆管ステント等をご提供します。

Lead Management 
Therapies
リードマネジメント セラピー

感染症などにより問題の生じたペースメーカ等の
不整脈デバイスのリード抜去をサポートするための
幅広い製品とソリューションをご提供します。

Venous 
Therapies
ビーナス セラピー

静脈血栓塞栓症に対して、肺塞栓症の予防を 
行うためのデバイスである下大静脈フィルタを
ご提供します。

VASCULAR
バスキュラー事業部

主に血管内領域にフォーカスし、テクノロジーに精通した
担当者がよりシンプルで効率的なソリューションを提供し
ます。

詳細については、お近くのクックメディカルジャパン代理店、または弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。

Wound 
Care
ウンドケア

創傷治療に使用する、ブタ小腸粘膜下組織（SIS）
を由来としたコラーゲン使用人工皮膚をご提供し 
ます。



事業概要

MEDSURG
メド・サージ事業部

主に非血管領域にフォーカスし、テクノロジーに精通した
担当者が患者さんに合ったソリューションを提供します。

Endoscopy
エンドスコピー

胆管、膵管、食道、結腸、胃の診断・
治療に使用するインターベンショナル

テクノロジーをご提供します。

Critical Care
クリティカルケア

抗菌薬含浸中心静脈カテーテル、
Difficult Airway Management 機器

およびその他治療結果に基づく製品を 
ご提供します。

Reproductive Health
リプロダクティブヘルス

生殖補助医療、ハイリスク産科に使用する 
インターベンショナルテクノロジーと診断技

術をご提供します。

Urology
ウロロジー

メタリック尿管ステントなどのドレナージ
や尿路結石治療を中心とした泌尿器科
全般における診断・治療に使用する製

品をご提供します。

詳細については、お近くのクックメディカルジャパン代理店、または弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。



沿革

*  2020 年 8 月現在、リプロダクティブヘルス部門は総販売代理店 株式会社東機貿を通じて、クリティカルケア部門は総販売代理店 株式会社 MEDIK を通じて、全国の販売代理店へ製品を販売し
ています。

総 販 売 代 理 店を通じて、
日本での製品販売を開始

Cook Japan 株式会社設立 全国の販売代理店への
直接販売体制を開始 *

1970年代

2004年 2008年
リードマネジメント事
業を日本で開始

日本で初めての抗菌薬
含浸 CVC 販売開始

2015年

2017年

日本初の子宮用止血
バル ーンカテーテル 
承認取得

2013年

日本初の腹部用ステン
トグラフト承認取得

2006年
日本初のメタリック素材外
因性尿管狭窄・閉塞治療用
ステント承認取得

2014年

会社形態及び社名変更 
クックメディカルジャパ
ン合同会社へ

2020年

2012年
日 本 初 の 薬 剤 溶 出 型 PAD

（末梢動脈疾患）治療用ステ
ント承認取得


