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ボストン・サイエンティフィックの 

サードパーティ行動規範 

目的 

このサードパーティ行動規範（「本規範）」）は、サードパーティに対するボストン・

サイエンティフィックの期待を示したものです。サードパーティとは、ボストン・サイ

エンティフィックの製品の販売、マーケティング/販売促進を行う個人または会社（デ

ィーラー、ディストリビューター、エージェント、および／またはサブディーラー、サ

ブディストリビューター、サブエージェントなど）などの総称を指します。本規範は、

ボストン・サイエンティフィックに関わるビジネス等を行うに際して、順守して頂きた

い倫理観と誠実性に関する指針となります。 

誠実に取引を行う 

サードパーティは、ボストン・サイエンティフィックに関わるビジネスを行う際に、常

に本規範に従って行動して頂くことが期待されています。具体的には、以下の行動規範

に従ってビジネスを行って頂くことになります。 

• 本規範、および取引を行うすべての地域における適用法令の規定を理解し、それ

に従う 

• あらゆる取引において公正かつ誠実に行動する 

• 要請があった場合は、サードパーティとその従業員、サブチャネルパートナー、

サブコントラクター、エージェントまたはその他のサードパーティが、本規範お

よび適用法令を理解し、順守することに同意していることを証明する 
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• ボストン・サイエンティフィックのトレーニングに参加し、その後、自社の従業

員、サブチャネルパートナー、サブコントラクター、エージェントまたはその他

のサードパーティに対しても、本規範および契約上の要求事項に関するトレーニ

ングを行う 

• 本規範および適用法令に関して懸念事項や違反の疑いがある場合は、直ちにボス

トン・サイエンティフィックにその旨を報告する 

• 品質に対しては細心の注意を払い、ボストン・サイエンティフィックの製品に品

質上または薬事上の問題を引き起こす可能性のある状況が発生した場合は、直ち

にその旨を報告する 

ボストン・サイエンティフィックと協働するということは、生命に関わる革新的技術に

取り組むコミュニティの一員になるということを意味しています。誠実さはボストン・

サイエンティフィックの基盤です。誠実さとは、正しいことを行うという約束です。サ

ードパーティの誠実な行動は、ボストン・サイエンティフィックの価値と評判に対して

のみならず、サードパーティご自身のビジネスにも良い影響を与えることにつながりま

す。  
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利益相反を回避する 

サードパーティの取引または個人的利益とボストン・サイエンティフィックの利益が対

立する時、サードパーティは利益相反に遭遇する可能性があります。サードパーティ

は、自社の利益とボストン・サイエンティフィックの利益（評判を含む）間の利益相

反、あるいはそのように見える行動は回避する必要があります。忘れてはならない点

は、たとえ意図がなくとも、利益相反に見える場合には、それだけで悪影響を及ぼすこ

とがあるということです。利益相反の可能性があるような場合には、直ちにそれらの特

定を行い、ボストン・サイエンティフィックの主要連絡先にご報告ください。 

ボストン・サイエンティフィックの秘密情報を保護する 

ボストン・サイエンティフィックの専有情報は重要であり、機密にしておく必要があり

ます。ボストン・サイエンティフィックの機密情報は、製品仕様書、原価計算表、利益

情報、サプライヤーの名称、購買戦略、契約詳細、研究開発データ、財務、販売とマー

ケティング情報、および知的財産を含みますが、それらに限定されません。 

サードパーティは、ボストン・サイエンティフィックとの取引に際し、ボストン・サイ

エンティフィックの機密情報を入手あるいは使用することがありますが、専有情報が窃

まれたり、不適切に開示されたり、悪用されたりすることがないよう機密情報保護の責

任を負っています。  

機密情報保護のためには、情報の使用が限定されますので、以下の事項を順守くださ

い。 

• 意図された目的でのみ使用すること 

• ボストン・サイエンティフィックから委託された業務を行う際に使用すること

（サードパーティまたはその従業員の個人的利益のためにボストン・サイエンテ

ィフィックの機密情報を決して使用しない） 
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• 許諾を受けて、サードパーティ（サードパーティの取引に対して責任のあるボス

トン・サイエンティフィック代表者により承認されており、また、機密情報を適

切に保護することにも同意している）と取引するに際し、サードパーティに対

し、正当な取引を行うために知っておく必要がある場合に、ボストン・サイエン

ティフィックの機密情報を提供すること 

• 安全が保てる適切な方法でボストン・サイエンティフィックの機密情報を伝える

こと 

• 処分する際には、適切な方法で処分すること 

  



92010492, Rev. E サードパーティ行動規範 
 

5 
 

患者情報を尊重する 

サードパーティは、ボストン・サイエンティフィックとの取引に際し、患者に関する医

療上およびその他の個人情報を入手したり目にしたりすることがあります。個人情報に

対しては厳格な法規制がなされており、ボストン・サイエンティフィックは、こうした

個人情報を尊重し、適切に保護する対策を講じています。サードパーティもまた、個人

情報を保護することが求められており、業務目的に限り患者情報を使用することができ

ます。正当な取引を行うために他者が患者情報を知る必要があり、その使用がサードパ

ーティ担当のボストン・サイエンティフィックの責任者により承認されており、さらに

その開示が禁じられていない場合に限り、患者情報を開示することが可能となります。

患者情報を入手し処理する場合のデータ処理に際しては、すべての関連法令を順守して

行ってください。  

公正な商慣行に従う 

ボストン・サイエンティフィックは、真実、正確、完全、公正、有益、適応内かつ法的

要求事項を満たした製品情報の提供を通じて、公平な競争の場において公正かつ活発な

競争を支援します。ボストン・サイエンティフィックは、サードパーティもまた同様に

公正な取引を行うことを期待しています。 

つまり、サードパーティは、重要な事実を不正確に伝えたりあるいは伝えなかったり、

または他の不公正な商習慣により他の者を都合よく利用してはなりません。身分を偽っ

たり隠したりしてはなりません。反トラスト法、公正競争法および独占禁止法は、不正

な行為を制限することで公正な競争を維持するのに有益な法令です。そして、ボスト

ン・サイエンティフィックと協働するサードパーティは、これらの法律そのものはもち

ろんそれらの法の精神の両方を尊重しなければなりません。  

その目的を果たすために、以下のことを実行して頂くようお願いします。 
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 常に、他社（競合相手を含む）とは関わりなく入札に参加し、入札に関するディ

スカッションは決してしないこと 

 

 競争を制限する可能性のある当事者と、競争を阻害するような合意、了解または

調整等を決して行わないこと、また、競争に影響を及ぼす重要事項についての情

報交換も決して行わないこと 

 

 価格情報または価格設定に影響を及ぼす可能性のある情報（費用、製造、製品と

サービス、販売地域、流通チャネル、顧客に関する情報、またはボストン・サイ

エンティフィックの他の機密情報を含むが、それに限定されない）を競合に決し

て開示しないこと 

贈賄しない 

ボストン・サイエンティフィックのサードパーティは、すべての贈収賄防止法や腐敗行

為防止法（米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法およびその他の国内法を含む

が、それらに限定されない）を順守しなければなりません。 

 

ボストン・サイエンティフィックは、目的や相手方を問わず、すべての贈賄を禁止して

います。 

ボストン・サイエンティフィックのサードパーティは、不正な取引上の優位性を確保・

保持するため、または、決定権の行使に不正な影響を与えるために、外国の公務員、政

党（政党の議員や候補者を含む）またはボストン・サイエンティフィックの顧客、医療

従事者（「HCP」）または患者に対し経済的利益を提供したり、贈与したり、請求し

たり、約束したり、または受領したりしてはなりません。1   
 

1 「外国の公務員」には、外国政府もしくはその省庁や機関の役人や職員、公的国際組織の役人や職員、またはかかる政府や省庁、取次機関、政府

機関を代表して、またはかかる公的国際組織を代表して公式の立場で行動する者が含まれる。医療従事者（HCP）は、直接的・間接的を問わずボス

トン・サイエンティフィック製品を購入し、リースし、推奨し、または使用するか、別の方法でボストン・サイエンティフィック製品の購入、リー

スまたは使用に重大な影響を与える可能性のある個人または医療機関を意味する。これには、買付業者、GPO（group purchasing 
organization）、サードパーティ支払人、医療保険会社、病院、クリニック、購入代理業者、実務マネージャー、医師、看護師および医療技術者が

含まれる。 
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贈賄について 

贈賄は、取引上の優位性を不正に確保するために、価値のあるものの提供を申し込んだ

り、実際に提供することをいいます。贈賄とは、ある人物にその影響力または決定権を

不正に行使してもらうために、現金、贈物、接待、旅行、無償の物品もしくはサービ

ス、雇用上での有利な処遇、またはその他の便宜供与という形式でものを提供する行為

を言います。 

贈賄を回避する重要性について 

(1)贈賄は倫理に反しています。贈賄は競争を妨げ、商品やサービスの価格を割高に

してしまいます。医療分野では、贈賄は医学的判断を狂わせ患者に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

(2)贈賄は法律に反しています。サードパーティは、直接であれ、サブチャネルパー

トナー、サブコントラクター、エージェントまたは他のサードパーティを介して

間接的に行われる場合であれ、贈賄すれば起訴される可能性があります。 

贈賄に関与するリスクを最小限に抑える方法について 

 従業員に対しては、前歴を含め、厳格な採用過程を踏むこと 

 外国の公務員およびHCPと適切に付き合うための方針および統制を採用し、こ

れらの方針と統制に関するトレーニングを従業員、サブチャネルパートナー、

サブコントラクター、エージェントまたはその他のサードパーティに対し行う

こと 

 業務上の取引の透明化を図り、適切に記録されていることを確認すること 

 正確な帳簿と記録を保持すること 
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 潜在的な腐敗の証拠となり得る「レッドフラッグ（red flag）」に気を付けるこ

と 

 内部監査を定期的に実施し、異常事態や方針違反疑義が特定された場合は、適

切な措置を講じること 

順守して頂くガイドラインについて 

外国の公務員およびHCPとの関わり方は、厳格な法律で規制されています。ボスト

ン・サイエンティフィックのサードパーティおよびその従業員は、常に、取引を行う国

および地域すべてにおいて関連法令、業界基準および本規範を順守することが求められ

ています。サードパーティは、以下の原則を組み入れた方針を策定して頂く必要があり

ます。 

 HCPとの関わりが生じる場合に、金銭の支払い、食事の提供、旅費提供その他

何等かの経済的利益の提供を伴う場合は常に、その提供物が適法なものであり、

記録され、透明性が保たれ、また、それらがボストン・サイエンティフィックと

の契約の範囲内で提供されなければなりません。提供される内容は、ビジネス上

の関わりに必要な範囲を超えてはならず、贈賄になるような提供はしてはなりま

せん。 

順守すべきその他のガイドラインについて 

直接的なスポンサーシップの禁止:ボストン・サイエンティフィックには、医師の独立

した医学的判断には妥協の余地はなく、患者がいかなるときにおいても、最善の治療を

受けられることを担保する責任があります。このような関係性があることから、ボスト

ン・サイエンティフィックのポリシーでは、個別の医師や公務員が第三者の会合や会議

に参加するための旅費やそれにかかわる費用（登録費用なども含む）を禁止していま

す。ボストン・サイエンティフィックのサードパーティに対しても、私たちはボスト
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ン・サイエンティフィックのために行うサードパーティのビジネスにおいて、医師への

直接的なスポンサーシップを禁止することを求めています。 

ファシリテーションペイメント:ファシリテーションペイメント（公務員の業務の履行

を促したり、早めてもらうために支払うわずかな金銭）の支払は、禁止されています。 

政治献金:ボストン・サイエンティフィックのために、またはボストン・サイエンティ

フィックの製品に関連して行われる政治献金は禁止されています。 

現金:ボストン・サイエンティフィックに代わって行う取引においては、現金または現

金代替物での取引はできるだけ制限する必要があります。ボストン・サイエンティフィ

ックのために取引を行っている地域において、取引方法が現金に限定されている場合

は、現金取引を適正に書面で記録に残すことが必要です。 

正確な帳簿と記録:正確な帳簿と記録および適切な内部統制を維持する必要がありま

す。つまり、ボストン・サイエンティフィックに代わって負担した、またはボストン・

サイエンティフィック製品を使用する、使用した、または使用する可能性のあるHCP

または他のサードパーティとの関わりにおいて負担したすべての取引金額および経費は

適時かつ合理的に詳細に帳簿、記録簿および会計簿に正確に記録され維持されるととも

に、標準会計原則に従って取引の内容および資産の処分を正確かつ公平に反映する必要

があります。帳簿や記録への虚偽の記載、誤解を招く記載、不完全な記載、重複記入、

不正確な記入は厳密に禁止されています。記録は慎重に作成し、常にダブルチェックを

怠らず、適正な文書規定に従ってください。  
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輸出入規制法およびボイコット法を順守する 

多くの国には、技術、個人情報、医療機器およびその他の物品の輸出入を規制する法律

があります。各国政府はまた、特定の国、法人および個人に対して貿易制限やボイコッ

トを定期的に行う場合があります。取引に際しては、それら輸出入規制法令やボイコッ

ト法令を理解し、順守する必要があります。 

労働、雇用および環境に関する法を順守する 

ボストン・サイエンティフィックは、サードパーティに対し、その従業員を、誠実さを

もって扱うように義務付けています。つまり、ボストン・サイエンティフィックは、サ

ードパーティに対し、以下のことを実行することを期待しています。 

• すべての労働や雇用に関する法令を順守すること。これには、従業員の健康と安

全性の保護、安全かつ衛生的な職場環境の提供、適切な保護具や、業務に関する

従業員のトレーニングの提供を含みます。 

• 強制的もしくは非自発的な労働または児童労働、体罰、肉体的もしくは精神的な

虐待、または脅迫に関与しないこと  

• 法令に準拠した賃金と手当を従業員に支払うこと。これには、最低賃金、時間外

労働、およびその他の報酬が含まれます。 

• 人種、皮膚の色、宗教、障がい、性別、国籍、性的指向、性同一性障害、性別表

現、年齢、遺伝情報、兵役、またはその他の法律上保護された区分に基づく差別

または嫌がらせを認めないこと。ボストン・サイエンティフィックは、多様性を

重んじるとともに、多様性のある職場によって真の競争力のある優位性が構築さ

れると信じています。 

• すべての環境に関する法令等を順守すること 
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すべての懸念事項を報告し質問する 

ボストン・サイエンティフィックは、本規範と法令に対する違反を重大な事項であると

考えています。ボストン・サイエンティフィックは、契約終了を含め、迅速な改善措置

を講じます。それ以外にも、以下のような場合などにも、改善措置を執ることがありま

す。 

 他の者に本規範または法令に違反するよう命じた場合 

 違反または違反の可能性を知りながら、報告を怠った場合 

 自社の従業員の行為を適切に管理することを怠った場合 

• ボストン・サイエンティフィックの監査または調査に協力しなかった場合 

• ボストン・サイエンティフィックにより義務付けられたトレーニングに参加しな

かった場合 

 誠意をもって誠実性についての懸念事項を報告した人や、またはかかかる報告に

ついての調査に参加した人に対して報復した場合 

本規範または法令等に基づき不適切であると思われる行動に気付いた場合は、ボスト

ン・サイエンティフィックのAdvice Line（24時間・365日。どなたでも使用可能なフ

リーダイアルおよびウェブサイト）にお問い合わせください。Advice Lineは、多言語

に対応しています。Advice Lineを使用して、質問をしたり助言を受けたり誠実性に関

する懸念事項を報告したりしてください。 

• 米国、カナダ、プエルトリコからは1-888-968-8425に電話してください。

（日本:0800-170-5621に電話して下さい。） 
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• 世界のあらゆる国からポータルサイトにアクセスして、国別の電話番号を取得す

ることもできますし、ポータルサイト経由で質問や報告を提出することもできま

す（ポータルサイト:adviceline.bostonscientific.com）。 

別の問合せ先として、地域のボストン・サイエンティフィックの主要連絡先に問い合わ

せることもできます。また、Global.Compliance@bsci.comからGlobal Compliance

に問い合わせることも可能です。 

 


