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ボストン・サイエンティフィックの使命
ボストン・サイエンティフィックは、	

世界中の患者さんの健	

康状態を改善するために、	

革新的な治療法を提供し、	

患者さんの	人生を実り多いものと	

することに全力で取り組みます。
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ボストン・サイエンティフィック	
のコアバリュー

当社のコアバリューは、強固な基盤であり、かつ、当社の信念に基づき
社員一人ひとりが従うべき指針です。明確でわかりやすく、社内外を問わ
ず、すべての事業活動における基盤となっています。

誠実さと思いやり：私たちは、患者さん、顧客、地域社会、そしてお互いに
対し、誠実さと思いやりを持って行動します。

多様性：私たちは、多様な個性あふれる人材を登用し、社員の独自の才
能やアイデア、経験を尊重します。

グローバルな連携：私たちは、グローバルな組織の強みを活かして連携
を図り、世界中のより多くの人々に当社の治療法を提供します。

高い業績：私たちは、業績を向上させ、患者さん、医療従事者および株
主に利益をもたらします。

意義のあるイノベーション：私たちは、創造性に富んだ企業文化を醸成
し、先進的なアイデアによって患者さん、顧客、従業員に価値をもたらす
革新的なサービスおよびソリューションを提供します。

ウィニング・スピリット：私たちは、患者ケアを更に向上させるため、	
迅速、機敏で責任ある行動を取り変化に対応します。

ボストン・サイエンティフィックでは、すべて
の従業員がその一員として、患者さんの人
生を実り多いものとする革新的な治療技
術の開発に取り組んでいます。また、顧客
と連携しながら、患者さん、医療システム、
そして	その	相互にサービスを提供してい
ます。

誠実さは、ボストン・サイエンティフィックの
事業活動の基盤です。ボストン・サイエンテ
ィフィックの一員として行動・発言する際
の	社員の	態度は、 消費者が当社製品に
対して持つイメージや、株主が当社を投資
対象としてどう評価するかに影響を与えま
す。当社の信用を守ることは、私たち全員
の責任です。

誠実さは、正しい行動の実践を誓約するも
のです。つまり、誠実に行動し、社員同士、
さらには顧客や患者、納入業者に対して公
平に接し、尊重しあうということです。誠実
に行動することで、当社の価値観を明確に
反映し、会社や100ヶ国以上に置かれた拠
点の信用を高めることができます。

誠実さは常に、職務や部門を問わず、コン
プライアンスと顧客満足度の確保に努め
る上での最優先事項です。行動規範、会社
の方針、適用法を守らない場合、それと同
時に、顧客に不満が生じた場合には、信頼
関係、事業、そして信用を危うくすることに
なります。

行動規範は、既存の会社方針と規則の基盤となっています。 
行動規範は、以下のような場合に活用してください。

•	 すべての取引関係における誠実さと倫理を維持しなが
ら、同時に高い顧客満足度を確保するよう努める 

•	 倫理に関する議論を促進し、私たち一人ひとりが日常業
務の上で直面する倫理的ジレンマやグレーゾーンへの対
処方法を改善する

すべての社員に、社員自身、およびボストン・サイエンティフィック
のために正しい行動を実践することが期待されています。すべて
の企業活動において法律を守り、誠実かつ正直に行動すること
が求められています。また、自らの行動に責任を持つことが求め
られています。誠実に行動することには、会社の企業イメージや
信用を守る、あるいは法的な問題を回避する以上の意味があり
ます。それは誰もが誇りを持って働ける職場を維持していくこと
なのです。

ボストン・サイエンティフィック行動規範. 3

ボストン・サイエンティフィック行動規範



誠実に行動するとは、行動規範を
ただ読むだけではなく、それを実
践するということです。規範に従う
ことは、ボストン・サイエンティフィ
ックの社員の職務の一部と考えて
ください。ですから、おかしいと思
うことを目撃したり経験した時に
は、適切な相談報告先に質問し、
報告してください。答えを聞くま
で、質問を繰り返してください。行
動規範に時々目を通して、内容を
確認してください。
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誠実な行動とは?



Q どの会社方針や手続が自分の仕事に適用
されるのかわからないときは、どうすれば
よいですか? 

A 行動規範はボストン・サイエンティフィックで働く全社員にとって一般的なガイドライン
となるものです。特定の方針や手続につい

ての質問がある場合は、あなたの上司に確認する
か、行動規範の最後に掲載されている相談報告先
まで問い合わせてください。

Q私は、勤務している国とは法律が異なる国
で業務をしています。この規範は両方の国
に適用されますか?

A ボストン・サイエンティフィックは、会社が事業活動を行っているすべての地域の法令の
文言と精神および慣習を尊重しています。

行動規範は、全世界の社員に適用されることに配
慮し、幅広い内容になっていますが、法律は地域ご
とに異なります。ある地域では合法であることが、
別の地域では違法となることもあります。社員は、
必ず適用法、方針、手続に従って業務を行う必要が
あります。もし、当社の行動規範、会社の方針、手
続と、現地の法律や慣習が相反する懸念がある場
合は、行動規範の最後に掲載されている相談報告
先のいずれかに問い合わせてください。

行動規範は、ボストン・サイエンティフィックの全世界の社員、役
員および取締役に適用されます。また、当社の代理として活動す
る販売業者、代理店、請負業者、臨時社員や納入業者にも当社
の行動規範の基準を保つことが要求されます。行動規範の遵守
を求められることは、当社の社員以外の者がボストン・サイエン
ティフィックの社員であると示唆するものではありません。

以下の内容は、上級役員および取締役に適用されます。上級役
員および取締役に対して規範の適用を免除する場合は、取締役
会あるいは中立な立場での取締役で構成した委員会によっての
み行うことができます。この免除の手続は、法令の要請がある場
合には開示されます。

行動規範の精神を実践する
この行動規範は、ボストン・サイエンティフィックの誠実さをもっ
て企業活動を行う決意を表明するものです。この規範では、常に
誠実に行動するとはどういうことか、また、ボストン・サイエンティ
フィックの価値観に従うことの意味について説明して	
います。ボストン・サイエンティフィックは、業務全般において、社
員に規範の精神を理解し各条項を遵守することを求め	
ています。これは、以下のように行動することを意味します。

•	 行動規範およびその他の会社の方針、手続および適用
法に記述されている自分の業務に関連する事項を理	
解する。

•	 当社が事業活動を行っている全地域の適用法の規制	
に従う。

•	 行動規範、会社の方針、手続および適用法の規制	
に従う。

•	 行動規範、会社の方針、手続および適用法に違反する疑
いがあるときは、それを声に出して言う。

•	 要求された場合は、行動規範を通読し、理解し、遵守す
ることに同意したことを保証する。

•	 行動規範に従うことは、社員の職務の一部であることを
理解する。

行動規範で起こり得るすべての状況を網羅することはでき	
ません。そのため、あなたには、適切に判断を下し、アドバイス
や確認が必要なときには質問をすることが求められています。
多くの相談報告先があります。あなたのマネジメント、Global 
Compliance、Human Resources、Legal、Global Internal 
Audit、Advice Line、また、行動規範の最後に掲載されている相
談報告先一覧のいずれにでも連絡することができます。行動規
範以外にも、自分の業務に適用される会社の方針、手続に注意し
てください。

行動規範は、ボスト 
ン・サイエンティ 

フィックの全世界の社員、 
役員および取締役に 

適用されます。
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誠実な行動とは?

質問と回答

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）



Q昨年私は、その当時は適切だと思っていた
方法でプロジェクトを管理しました。その
後、行動規範のトレーニングセッションに

出席してから、問題のある行動をしたのではないか
と気になります。どうすればいいでしょうか?

A疑問に思っていることを尋ねるべきです。上
司に相談するか、行動規範の最後に掲載さ
れている相談報告先に連絡してく	

ださい。それが過去に起こったことだとしても、誠
実さの問題を解決するのは社員全員にとって最善
の方法です。進行中の問題に歯止めをかけること
ができる場合もありますし、もし、将来において、
同様の状況が発生した場合にも、どのように対処
すればよいか、もっとよく理解しておくことができる
でしょう。

Q誠実さに関する懸念があったので上司と話
し合った結果、調査するとの返事でした。
しかし、何のアクションもとられませんでし

た。数ヶ月経ちますが、誠実さに反するのではと私
が懸念した状況は、まだ続いています。上司にもう
一度尋ねるのは恐ろしい気がします。どうすればい
いでしょうか? 

A対応してもらえるまで、問い続けるべきで
す。この状況では、上司の上司か、行動規範
の最後に掲載されている相談報告先のひと

つに連絡することを考えてみてください。あなたの
上司が調査をして、問題ないと判断したか、既に是
正措置が取られている可能性もありますが、どのよ
うに判断したのか知ることで安心できるで	
しょう。別の相談先に連絡すれば、状況をはっきり
させることができるでしょう。

質問する、または懸念を報告する
社員には、行動規範、会社の方針、手続および適用法に対する違
反行為、または違反の疑いがある行為を関知した場合、すぐにそ
の懸念を報告する責任があります。どうしたらよいかわからない
場合は、アドバイスを求めてください。行動規範の最後に掲載さ
れている相談報告先一覧を参照してください。

これまでに経験のない状況、何が起こっているのか判断できな
い状況、または重大な局面に遭遇した場合は、自分に次の質問
を投げかけてみてください。

•	 行動規範、会社の方針、手続および適用法に従っている
だろうか?

•	 この状況で、自分は何が公正で誠実だと考える	
だろうか?

•	 患者の治療において何が最善だろうか?

•	 これが新聞の第一面に掲載されたら、自分はどんな気
持ちがするだろうか? ボストン・サイエンティフィックの社
員、顧客、患者または株主は、どう感じるだろうか?

•	 正しい行動とは何だろうか?

ボストン・サイエンティフィックの報復禁	
止方針－行動規範の基盤－は、厳守されます。	

 当社は、誠実さについての懸念を誠意	
をもって報告した個人に対する（上司、	

同僚、その他からの）いかなる報復も許しませ
ん。当社の報復禁止方針は、誠実さに	
ついての懸念に関する報告や、これに	
関する調査に協力またはサポートを行	

う社員にも適用されます。
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誠実な行動とは?

質問と回答

法的に、または誠実さにお
いて問題になりうる判断や
行為を行う前に、あなたの
上司に相談してください。

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）



手本を示す
社員全員が模範です。私た
ち一人一人が、誠実な行動を
とるとはどういうことか、模
範を示すことができます。	
全員が一丸となってこそ、誠
実さと説明責任を大切にす
る企業文化を維持すること
ができるのです。これは、以
下のように行動することを
意味します。

•	 すべての企業活動におい
て公正、誠実に行	
動する。

•	 直属の部下に対して、行動規範、会社の方針、手続およ
び適用法、会社の誠実さへの取り組みを理解し、それに
従って行動するよう指導する。

•	 誠実さを大切にする環境を部署内で維持する。

•	 必要な場合の相談報告先を知っておく。

•	 誠実に質問をしたり、懸念を報告する、あるいは調査に
協力する社員をサポートする。

•	 誠実さについての懸念や、行動規範、会社方針、手続お
よび適用法に対する違反行為があると疑われる場合は、
すぐに報告する。

上司には、模範となり、部下と同僚に手本を示す責任がありま
す。上司は、行動規範の精神をサポートするとともに、行動規範、
会社の方針、手続および適用法の遵守を重視して自らの業務を
実施することで、率先してその重要性を示す手本とならなければ
なりません 。

Q同僚が行動規範に違反しているのではな
いかと思います。何かした方がいいでしょ
うか? 

Aはい。あなたの上司か、行動規範の最後に
掲載されている相談報告先に報告すべ	
きです。誠実な行動について、明確でなくて

も懸念がある場合は早急に解決した方が他の社員
のためにもなります。社員は、誠実さについての懸
念を声に出すことを期待されています。全社員に、
行動規範を守る責任があります。
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誠実さを実践するとは、品質の高
さを最優先して日々の仕事をする
ことです。あなたが行うべき誠実
な行動とは、いかに他人に対して
敬意を払い、いかに会社の資産を
取り扱い、いかに利益相反を避け、
いかに個人情報を保護し、また、い
かに職場環境を健康で安全に保
つか、ということにまで及びます。

どうしたら職場で	
誠実さを実践で.
きるでしょうか? 

誠実な行動とは?

質問と回答

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 



Q私のエリアのプロダクトビルダーは、製造
指示書に従っていない場合があります。 
ある社員は自分が考えた手早い方法を使

っていて、他の社員にもその方法を勧めています。
私がこの問題を明らかにしたことを同僚に知られ
たくないのですが、製品の品質にも影響があるの
ではと心配です。どうすればいいでしょうか?

A上司にすぐこの問題を知らせるか行動規範
の最後に掲載されている相談報告先のひ
とつに連絡してください。製造指示書に従

うことは、非常に重要です。製造指示書に従わなか
った場合、不適合な製品ができたり、薬事法上の問
題、その他の重大な問題が生じる可能性があ	
ります。状況に応じて、報告者があなたであること
は、可能な限り機密扱いとなります。当該地域にお
ける法規制を受けない限り、Advice Lineを使って
匿名で報告することもできます。法規制がある場合
は、報告者に別の手段を案内しています。

Q製造ラインで製品の欠陥を減らす方法を
思いつきました。しかし、この方法は製品
の製造にかかる時間を増やすと思うので、

提案するかどうか迷っています。どうすればいいで 
しょうか?

A提案してください。ボストン・サイエンティフ
ィックでは、社員から寄せられる経営や事
業の改善に関する提案をすべて尊重	

します。あなたのアイデアがうまくいけば、製品の
欠陥を防ぐための時間をかけることで、廃棄する製
品を減らすことができます。最終的には時間の節
約になる上、当社の製品の品質と患者ケアの質の
向上につながる可能性があります。通常、このよう
な提案は、あなたの上司や、その上司と話し合うの
が一番よいのですが、それができないと思う場合
は、行動規範の最後に掲載されている相談報告先
のひとつに連絡してください。

品質にこだわる
品質に対する当社の取り組みは、「私は、患者ケアとBoston 
Scientificのあらゆるもののクオリティーを向上させます」という
会社の品質方針に表れています。このメッセージは、どの職種に
おいても、すべての
社員が、品質およ
び適用される法令、
法規の遵守に係る
決定や行動に参加
できることを示して
います。ボストン・サイエンティフィックは、品質に対する責任を持
つことを求めています。これは、以下のように行動することを意味
します。

•	 仕事に誇りを持ち、どんな仕事でも細部に気を配って遂
行する。

•	 会社の方針、手続および指示に常に従う。

•	 規定の研修を期間内に修了する。

•	 品質に疑問がある場合は、適切に対応する。

•	 製品への苦情となる可能性がある事柄は、すべて直ちに
報告する。

•	 品質または薬事法上の問題を引き起こす可能性がある
事柄は、すべて直ちに報告する。

•	 自分の業務、会社の業務で品質を向上させる方法を考え
てみる。

•	 何よりもまず、品質を第一に考える。

社員が誠実に仕事を行うことで、ボストン・サイエンティフィック
が、法律、法規を遵守し、顧客の要求、そして患者のニーズを満
たすことができるのです。
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質問と回答

どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

Q飛行機で、ボストン・サイエンティフィック
の製品を使っている女性と隣り合わせにな
りました。その女性が言うには、その製品

は最近故障したそうですが、彼女の説明では何が
起こったのか、よくわかりませんでした。そこで、彼
女の名前と電話番号を聞いておきました。更に何
かすべきでしょうか?

A はい。苦情報告の手続に従ってください。手続がわからなければ、すぐにCustomer 
Complaint Call Centerに電話をして、知っ

ている情報を全部伝えてください。会社には、この
ような患者の経験についての情報を収集し、製品
に問題があるかどうかを判断することが義務付け
られています。状況によっては、会社は、規制当局
にこのような製品情報を報告しなければな	
りません。

質問と回答

社員が誠実に仕事を行うことで、ボス	
トン・サイエンティフィックが、法律、	
法規を遵守し、顧客の要求、そして患者	
のニーズを満たすことができるのです。

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）



敬意をもって人と接する
当社の誠実さへの取り組みには、敬意と公平性をもって人と接す
ることも含まれています。これは、以下のように行動することを意
味します。

•	 業務に関連するすべての活動において、社会人としての
節度を持って行動する。これには、会社主催の社外イベ
ントや親睦会が含まれる。

•	 社員の処遇は、業務上の理由にのみ基づいて決定する。
例えば、採用、昇進、解雇、異動、休職、および給与に関
する決定は、業務上の理由にのみ基づいて行う。

•	 会社、顧客および同僚の財産を尊重する。

•	 暴力や暴言によって、人を不当に扱ったり、相手を侮辱す
るような行動をとらない。これは、嫌がらせ、いじめ、脅
迫、不適切な言葉遣いや振る舞い、乱暴な行動、暴力そ
の他の、同僚の業務を妨げる行為をいう。

•	 社員の行動について、適用されるすべての方針に従う。

•	 秘密情報に該当する場合、または、会社の許可を得てい
る場合を除いては、職場での活動、プロセス、製品、研究
開発、業務に関する会話は、いかなる形式（音声または
映像）であっても一切記録しない。レコーダーを職場か
ら撤去する、あるいはその使用を中止するよう会社が求
める場合には、必ず従うこと。
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どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

ボストン・サイエンティフィックは、すべての社員に均等な機会を
提供する公正な雇用慣行の遵守に努めています。当社は、人種、
肌の色、宗教、障害、性別、国籍、性的指向、年齢、遺伝、兵役、
その他の法的に保護されている属性によって差別したり、嫌がら
せを許したりすることはありません。また、ボストン・サイエンティ
フィックは、多様性を尊重し、多様性のある職場が真の競争優位
性を築くと考えています。

Q最近、重要な決定を行う会議に出席しまし
たが、その席で同僚が、他の出席者の目の
前で公然と私の意見に反対しました。彼

女は会議中ずっと、私を罵り、怒鳴りつけ続けまし
た。この女性同僚の言動について報告した方がい
いでしょうか? 

Aはい。当社は、どのようなものであれ、脅迫
または虐待と思われるような言動は認めて
いません。上司、その上司の上司、Human 

Resources、または行動規範の最後に掲載されて
いる相談報告先に、この出来事について報告してく
ださい。当社は、オープンな対話を推奨しています
が、私たちは常にお互いを尊重し、建設的な職場
環境を維持しなければなりません。

質問と回答

当社の誠実さへの	
取り組みには、敬意と	
公平性をもって人と	
接することも含	
まれています。

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）
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会社の資産を尊重する
会社資産には、多くの人が考えているよりも、はるかに多くのも
のが含まれます。ほんの一例を挙げるだけでも、設備機械、技術
構想、事業戦略、顧客リスト、および会社の情報を含む資料など
が含まれます。会社の資産を使用したり、会社の資産にアクセス
する時には次のことを守らなければなりません。

•	 適切かつ効率的に会社の資産を使用すること

•	 会社のお金を賢く使うこと

•	 会社の資産を、窃盗、損失、不正なアクセスや使用、破壊
または浪費から守ること

•	 指定のVPNを経由せずに個人用のノートパソコンやデス
クトップPCからボストン・サイエンティフィックの社内情
報システムに接続しないこと

•	 個人的利益のために会社の資産を使用しないこと。こ
れは特に、あなたがボストン・サイエンティフィックの専
有情報を作成したり、作成をサポートしてとしても、ボス
トン・サイエンティフィックでの業務以外の商業的利益
のためにその情報を使用することはできないということ
です。

•	 適用される当社の方針および法律に合致した方法で使
用すること 

どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

時と場合により、合理的な範囲で会社の情報システムを私的に
使用しても構いません。しかし、会社情報のセキュリティが脅か
されることがあってはなりません。法律によって制限されない限
り、当社は、会社の資産（会社の情報、コンピューターシステムを
含む）に保存されている情報を監視、アクセス、検査し、またそれ
らの情報の開示を行うことがあります。また、当社は、社員に対
し、いつでも会社資産を返却するよう求めることができます。

また、ボストン・サイエンティフィックの資産および専有情報を不
正に使用すると、法律に違反する可能性があることも考慮してく
ださい。

Q私の兄は、私の仕事用のコンピューターに
電子メールを送ってきたり、私の会社用携
帯電話に電話をかけてきます。これは許さ

れることですか?

A当社の情報システムは会社の資産であり、
一般に業務活動にのみ使用するものです。
時と場合により、私的な使用が許されるこ

ともありますが、自分で適確に判断しなければなり
ません。あなたの私的な使用は、行動規範、会社の
方針、手続で許された範囲内で、なおかつ仕事を妨
げない程度に留めてください。会社用のメールアカ
ウントからメッセージを送信した場合、受信者は、
あなたが会社を代表して発言していると想定して
いることを忘れないでください。名誉毀損のメッセ
ージ、不適切なトーンで書かれたメッセージ、公表
された場合に会社に悪影響を及ぼす可能性のある
内容のメッセージを送信しないでください。あなた
のメッセージが、他の人にどう解釈されるか、慎重
に考えてください。

Q上司から期限の短い仕事の指示がありま
した。納期に間に合わせるためには自宅で
仕事をしなければなりません。社外からア

クセスできるよう、業務関連資料を個人用のメー
ルアカウントで送受信しても構いませんか?

Aいいえ。会社の情報をボストン・サイエンテ
ィフィック以外の情報システム（個人用の電
子メールサービスなど）に送信・アップロー

ドすることはできません。代わりに、ISサービスセ
ンターに連絡してVPN（Virtual Private Network）
をインストールしてください。VPNをインストールす
ると、在宅勤務が可能になります。また、ボストン・
サイエンティフィックの情報システムに保存されて
いる資料にアクセスできるようになります。

Q私は、勤務時間外に何人かの同僚と一緒
に小規模なビジネスを始めようとしていま
す。私の上司はそれを知っています。このビ

ジネスは会社の業務とは競合せず、利益相反には
ならないという承認をもらっています。私の会社用
携帯電話の番号を、このビジネスの電話番号として
使用することができますか?

Aできません。当社でのあなたの業務と利益
が相反せず、公表済みで承認もされた副業
を行うのは構いませんが、そのために、当社

の勤務時間、会社の資産およびその他のリソース
を使用することはできません。これは、配偶者、交
際相手、友人、親族の事業活動についても同様で
す。例えば、ボストン・サイエンティフィック社製以
外の製品について顧客に話をしたり、試供品を配
布したりすることはできません。

質問と回答 質問と回答

会社資産には、多く	
の人が考えているよりも、はる
かに多くのものが含まれます。
ほんの一例を挙げるだけでも、	

設備機械、技術構想、	
事業戦略、顧客リスト、	

および会社の情報を含む資料
などが含まれます。

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）



Qクリスマスの時期には必ず果物やチョコレ
ートの贈答用詰め合わせを送ってくる業者
がいます。受け取ってもよいのでしょうか?

Aクリスマスの贈答用詰め合わせがそう高価
ではなく、また、頻繁にもらうわけでもない
のであれば、あなたがその業者に何らかの

義理を感じたり、あなたの判断に影響が生じること
はないと思われます。その場合は、受け取って構い
ません。ただし、独り占めせず、同じ部門の他の社
員と分けあうのがよいでしょう。
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利益相反を防ぐ
あなたの個人的な利益とボストン・サイエンティフィックの利益
が対立すると、利益相反が生じる場合があります。ボストン・サイ
エンティフィックは、社員が会社の成功のため最善を尽くすこと
を求めています。あなたは、自分の利益と会社の利益（会社の評
判を含む）が相反する、あるいは相反するとみなされるような活
動を行ってはなりません。利益相反の例には、以下のようなもの
があります。

•	 副業として、競合他社、納入業者あるいは顧客に対して
コンサルティングを行ったり、そこに勤めたりすること。

•	 競合他社、納入業者あるいは顧客との間に経済上の利
害関係があること。

•	 請負業者の選択決定に当たり、自分が経済上の利害関
係を有している、あるいは配偶者や交際相手、親戚が勤
務している会社を当社の請負業者として選択する決定に
関与すること、あるいはその会社の管理監督を	
行うこと。

•	 当社の業務を行う過程で生じたビジネスチャンスを利用
して、私的な利益を受け取ること。

•	 当社の最善の利益を妨げることになるであろう競合的な
ビジネスを開始したり、ビジネスチャンスを追求したりす
ること。

•	 業者または顧客が当社に紹介した個人を雇用す	
ること。

•	 納入業者または顧客と緊密な個人的関係または恋愛関
係になること。

•	 自分が管理すべき社員（部下など）と緊密な個人的関係
または恋愛関係になること。

•	 配偶者や交際相手、親戚を雇用したり、直属の上下関係
となること。

• 	 納入業者の選定中や納入業者との契約交渉中にその請
負業者	納入業者とのレジャー、エンタテイメントその他
の交流を行う。

納入業者、請負業者その他の業者、および顧客や競合他社から
の贈答品や接待によって、業務上の取引関係において客観的立
場を貫くことが難しくなる場合もあります。業務上の意思決定に
影響を及ぼすか、及ぼすと思われる場合、納入業者、業者、請負
業者、顧客や競合他社から贈答品、接待、または個人的な便宜
供与を決して受け取らないでください。以下のような贈答品は決
して受け取ってはなりません。

•	 現金または現金に相当するもの（例えば、宝くじ、商品	
券など） 

•	 受け取ると恩義を感じさせるもの。

•	 業務上の判断に影響を及ぼすもの、または影響を及ぼす
と思われるもの。

•	 華美過大なもの、頻繁に贈られる場合（例えば、頻繁な
食事や豪勢な食事、高級品など）。

• 	 当社、または贈与者の勤務先の行動規範、会社の方針お
よび手続に違反するもの。

発生する可能性のある利益相反に上司にすべて事	
前に上司に報告してください。報告を受けた上司は、	
Global	Compliance、Legal	Department、Human	Resources門
への報告を含め、当社の方針に合致に従って、適切に対応	
しければなりません。
利益相反が存在するかどうか不明な場合は、詳細について
Global	Compliance、Legal	Department、Human	Resourcesに
問い合わせてください。

どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

質問と回答

Q私はボストン・サイエンティフィックの社員
として、会社と取引している請負業者を管
理しています。先日、その業務委託先から

私 と私の家族分の にワールドカップの観戦チケッ
トを贈られました。これは受け取っても構わないで
しょうか?

A顧客、納入業者、取引業者から提供される
高額のスポーツ観戦チケットやギフトを受
け取ると、あなたの客観的な判断に影響を

及ぼし、利益相反が発生したり、発生したと誤解さ
れるおそれがあります。ケースバイケースではあり	
ますが、上司、Global Compliance、行動規範の最
後に掲載されている相談報告先に問い合わせて、	
チケットを受け取てよいかどうか判断を仰いでく	
ださい。

Q私はボストン・サイエンティフィックの社員
ですが、今度のチャリティウォークに会社
が参加できるよう、支援募金を実施しよう

としています。地元企業を訪問して寄付を募ること
はできますか?

Aできます。ただし、ボストン・サイエンティフ
ィックの納入業者、取引先や	顧客に寄付を
求めることはできません。特定の企業に連

絡する前に、地域の関連部門に確認してください。

質問と回答

発生する可能性	
のある利益相反	
利益相反の	
疑いがある	
場合は、事前に	
上司に報告すべて	
開示してください。Advice Line 

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  
世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）
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質問と回答質問と回答

Q私の部門は、現在、業者を選んでいる最中です。部下の
一人が、彼の姉が経営している会社を推薦しました。同
社についての良い評判は、他からも聞いています。部下

の一人がその経営者と血縁関係にあっても、この会社を候補と
して考えてもいいのでしょうか?

Aこの会社を候補とすることはできますが、経営者と関係
がある社員が、業者の選択決定に関与することはでき
ません。また、この業者が選ばれた場合、この社員が業

者の管理をすることもできません。さらに、この社員は、自分の
姉の会社が選択されるのを後押しするような会社の秘密情報や
その他の利益を姉に提供できないことを、理解しておかなけれ
ばなりません。また、あなたは、社員の家族が関わっている状況
では特に、実際の利益相反について上司に相談しておいた方が
よいでしょう。

どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

企業秘密に関する情報を守る
ボストン・サイエンティフィックの保有する情報は価値の高いもの
であり、秘密保持が必要です。社員には、業務上、必要に応じて
情報を使うことが許されていますが、その情報を、盗用、不当な
開示、あるいは悪用から保護する責任があります。以下の事項に
従って行動してください。

•	 会社の情報は、本来の目的にのみ使用する。

•	 各自の職務に関連する会社情報にのみアクセスする。

•	 会社の情報は、業務上その情報が必要不可欠な同僚と
のみ、開示が禁止されていない場合に限り、共有する。

• 	 会社の秘密情報の第三者への提供は、業務上その情報
が必要不可欠であり、当該第三者が情報を適切に保護す
ることに同意した場合に限り、提供する。

• 	 社員以外の者に会社の情報を開示する場合は、必ず
Legalが承認した手続に従う。

• 	 会社の情報が記載された書類をコピーしたり、職場から
持ち出したりするのは、業務上それが必要な場合のみと
する。そのような場合は常に、ボストン・サイエンティフィ
ックが定めている保護対策の範囲外の会社情報であって
も、情報の機密性を確保してください。

•	 会社の秘密情報を送信する場合は、安全な方法で送信
てください。

• 	 会社の情報を廃棄する場合は、適切に廃棄する。

Q最近結婚しましたが、私の配偶者は結婚前からかなり
の額の競合他社の株を所有していました。これは利益
相反になりますか? 

A必要な予防措置がとられていれば、おそらく問題はない
と思います。ただし、Global ComplianceまたはLegalに
相談してください。一般的に、ボストン・サイエンティフィ

ックの競合他社、請負業者、または顧客の会社への投資は、投
資先の会社が株式公開企業で、かつ会社の発行済株式総数の
1パーセント以下である場合を除き、事前の承認が必要となりま
す。なお、配偶者が競合企業の株式を保有しているか否かを問
わず、ボストン・サイエンティフィックの専有情報は誰にも口外し
ないよう注意してください。

Q友人の会社で、週末だけコンサルタントとして働いて欲
しいと頼まれました。友人の会社は医療機器分野の会
社ではありません。これは問題になりますか? 

Aあなたの友人の会社が医療機器分野ではなくとも、利
益相反がないことを確認するために、事前にあなたの
上司に報告してください。あなたの友人の会社が、当社

または当社の競合他社、顧客、納入業者、請負業者に商品やサ
ービスを提供しているかどうかを知っておくことが重要です。ま
た、副業が当社におけるあなたの業務に支障をきたさないこと
も大切です。

Q私の夫は会社を経営していますが、ボストン・サイエンテ
ィフィックで私が担当している顧客が必要としている製
品を販売しています。その製品は、ボストン・サイエンテ

ィフィックの製品と競合するものではありません。ボストン・サ
イエンティフィックの顧客を訪問する際に、夫の会社の製品に
ついて話したり、試供品を置いてきたりしても構いませんか? 夫
をその顧客に紹介することはできますか? 

Aできません。ボストン・サイエンティフィック製品と競合
しない場合であっても、会社の顧客を訪問中に、当社以
外の個人や企業のための販売活動を行うことはできま

せん。ボストン・サイエンティフィックの顧客関係を利用してその
製品を販売することは、たとえ競合する製品ではないとしても、
あなたまたは顧客に利益相反が発生したり、発生したと誤解さ
れる可能性があります。

Q会社の秘密情報と考えられるの 
はどんな情報ですか? 

A一般に公開されていないボストン・サイエン
ティフィックの情報のすべてが、秘密情報と
考えられます。形式（文書、電子ファイル、

映像または口頭によるもの）は 問いません。また、
当社が開発した情報、購入した情報、あるいはライ
センスを有する情報や納入業者や顧客を含めた第
三者から入手した情報を含みます。

Qカフェテリアで列に並んでいるときに、 
2人の社員が、翌日発表される予定の売上
金額を大声で話しているのが聞こえ 

ました。これは問題ないでしょうか?

Aいいえ。社員が、業務上必要な会社の情
報を話すことは構いませんが、会社の秘密
情報を大声で、また公に話してはいけませ

ん。建物内のカフェテリア、廊下、ロビー、その他の
公共の場所は、秘密にしなければならない会話を
する場所として適当ではありません。その社員に、
話の内容が聞こえていると注意するといいでしょ
う。状況によっては、行動規範の最後に掲載されて
いる相談報告先に連絡することも考えてください。
当社の秘密情報を保護するために、公共の場所で
は、特に注意してください。特定の非公開情報を他
者に口外することは、証券取引法に抵触する可能
性もあります。その他の詳細については、行動規範
のインサイダー取引規制に関するセクションを参照
してください。

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）



Qボストン・サイエンティフィックを退社し、別の会社に移
ります。退職したあとも、ボストン・サイエンティフィッ
クへの守秘義務を負うのでしょうか? 

Aはい。ボストン・サイエンティフィック退職後も、当社の
秘密情報を使用・保有・開示してはなりません。ボスト
ン・サイエンティフィックでの在職中にあなたが作成した

機密文書や会社の占有情報が記載された文書、営業秘密が記
載された文書のコピーを退職時に持ち出すことは禁止されてい
ます。このような行為は、法律に抵触するおそれがあります。

Q私は今、全国営業会議に出席しています。顧客に重要な
電子メールを送らなければなりませんが、私のメールボ
ックスは満杯で送信できません。古い電子メールの消

去を手伝うと申し出てくれた上司にパスワードを教えてよいでし
ょうか? 私たち2人は、その顧客の重要な締切に間に合わせた
いのです。

Aいいえ。例え上司であっても、また、どんな状況であって
も、ログオンIDとパスワードは決して共有してはいけま
せん。ログオンIDとパスワードは、当社の情報システム

の安全を確保するための役割を果たしています。その情報は、
絶対に誰にも教えてはいけません。ログオンIDとパスワードの
共有は適切ではありませんので、業務を進められる別の手段を
とってください。例えば、他の社員にその顧客宛ての電子メール
の内容を伝えて、あなたの代わりに電子メールを送信してもらっ
たり、顧客に電話で事情を説明した上で、フォローアップの電子
メールを送信したりすることができるでしょう。

Q私はボストン・サイエンティフィックが「ハイリスク」に
指定する国へ出張する予定です。会社の秘密情報の漏
えいを防ぐにはどうしたらいいでしょうか?

A「ハイリスク」国への出張を準備するにあたっては、事
前にISサービスセンターに連絡する必要があります。セ
ンターからは出張中のデバイスの保護に必要なツールが

支給されます（例えば、貸出用ノートパソコンが支給される場合
もあります）。

Qノートパソコン、携帯電話、タブレット、またはボストン・
サイエンティフィックの会社資産であるデバイス、ボスト
ン・サイエンティフィックに関する情報が保存されたデ

バイスが盗まれたり、セキュリティーが破られた疑いがある場合
は、どうすればよいですか?

AIS Service Centerまたはあなたの地域のIS担当者に連
絡してください。ISはその事件を記録し、あなたのデバイ
スへのリモートアクセスができないようにし、当社のセキ

ュリティ管理部門に連絡します。セキュリティ管理部門は、秘密
情報が危険にさらされたかどうかを判断し、適切な措置をとり
ます。顧客情報および患者情報を含め、盗まれたデバイス上の
情報を間違いなくすべて開示して、会社がデータ漏洩の可能性
に関するすべての法律を遵守できるようにしてください。また、
あなたのノートパソコンやその他の携帯デバイスは、必ず安全
な方法で保管してください。例えば、デバイスをホテルの客室に
置いて出かける場合には金庫に保管してください。デバイスを車
内に置いて車を離れる場合には、カバーをかけるなどして施錠
してください）。

Q以前の同僚から電話があり、当社の取締役の名前と、そ
の指揮管理系統を表した組織図をもらえないかと言わ
れました。彼女は、以前当社に勤務しており、当社に戻

りたいので、現在の幹部構成を知りたいとのことです。組織図を
渡していいでしょうか? 

A当社の社員と組織構成に関する情報は秘密情報です。
秘密情報は、社内外を問わず、承認された人だけに開示
されます。適切であることがはっきりしており、かつ、あ

なたにその権限がある場合を除き、いかなる情報も開示すべき
ではありません。これは、すべての会社情報について言えること
です。この場合、あなたは、電話をしてきた以前の同僚に、その
情報は秘密情報だから渡すことができないと伝えるべきです。
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質問と回答 患者、顧客、および社員のプライバシー.
を守る
ボストン・サイエンティフィックは、事業活動上、患者、顧客およ
び社員の医療記録やその他の個人情報を入手します。個人情報
については厳重な法律要件の下に管理されており、また、当社
は、そのような個人情報を尊重し、情報を保護するために適切な
措置を取っています。社員もまた、プライバシーを保護しなけれ
ばなりません。患者、顧客、および社員の情報は、業務上の目的
でのみ使用してください。また、他者との情報の共有は、その情
報が必要な業務上の理由があり、開示が禁止されていない場合
に行ってください。さらに、上記のようなデータをボストン・サイ
エンティフィックの社外に移動する場合には、必ず暗号化してく
ださい（例：セキュリティ機能付きのUSBメモリー、暗号化された
電子メールなど）。常に、行動規範、会社の方針、手続および適用
法の要求に従って行ってください。

どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

Q私は、ボストン・サイエンティフィックの端
末で受信した患者リストを持っています。
中には非常に良好な回復をみせた患者も

おり、優れた症例でした。私の上司に患者の氏名も
挙げてこの成功例を伝えてもいいでしょうか?

A いいえ。患者の氏名は保護対象の医療情報です。特定の目的において承認を受けた者
のみ開示され、その者のみが使用すること

ができます。当該患者の治療にあたったチームメン
バーが承認された目的に沿って行う場合を除き、患
者情報を記載したメッセージを送信してはなりませ
ん。保護対象となる医療情報の例としては、上記以
外にも、患者の住所、カルテ（診療記録）番号、電
話番号、電子メールアドレス、社会保障番号、年齢、
その他個人の心身の健康状態に関する情報、個人
に対する医療提供記録、個人に対する医療費の支
払記録などが挙げられます。

Q以前ボストン・サイエンティフィックに勤
務していた元社員から電話があり、ボスト
ン・サイエンティフィック在籍中に作成した

SOPのドラフトと方針を送ってもらえないかと頼ま
れました。依頼に応じてもいいでしょうか?

A いいえ。これらは会社の専有情報とみなされますので、元以前の社員がその文書を作
成していたとしても、提供することはできま

せん。

質問と回答

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）
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記録を慎重に扱う
正確で完全な業務記録を保管することは、社員一人一人の責	
任です。記録は、十分に注意し、常に再確認して、適用されるす
べての文書作成方針に従って作成してください。当社の記録を
改ざんしたり、不正に変更することは許されません。情報が正
確かどうか確認できない時は、推測で処理を進めないでくださ
い。正確な情報を入手するための方法を考える、上司と協議する
など、確認のためにできることを行ってください。詳細については、
「Good Documentation Practice Guideline」を参照してください。

業務記録を正確かつ完璧なものにするには 時間と経費を正確に
記載すること、議事録を正確に記録すること、必ず必要な情報を
すべて含めること、 顧客や同僚の名前など他者の名義で作成し
ないこと、会社の記録を修正液で消さないこと、日付を遡って記
入しないこと、などが守られていなければなりません。

あなたが保有または管理している社内記録に適用される、文書
保管に関する方針や保管期間を十分に理解してください。当社
の文書保管に関する方針に従って、社内記録を保管または処分し
てください。訴訟または行政による調査に関連する記録は、その
問題が解決するまで破棄してはいけません。文書保管や分類に
ついての質問は、行動規範の最後に掲載されている相談報告先
に連絡してください。

当社は、当社が公開する情報が、正確かつ適用法の法的基準を
満たすための手続ならびに会計管理システムを構築し、運用して
います。社員には、財務情報を報告・開示する社内手続には必ず
従い、必要に応じて内部監査手続に協力する義務があります。財
務記録に関する質問は、Corporate Controllerにお問い合わせく
ださい。

Q Marketingの役員から営業担当者にスライ
ドプレゼンテーションが送信されました。
そのプレゼンテーションには、最近の学術

論文から引用したデータが掲載されており、他社
製品と当社製品の有効性を比較している内容で
す。プレゼンテーションには「機密」、「社外秘」と
記載されています。このプレゼンテーションを私が
担当している数名の医師に送信してもいいでしょう
か?ボストン・サイエンティフィックのコンサルタン
ト医師でもあります。

Aいいえ。ボストン・サイエンティフィックの文
書に「機密」や「社外秘」と記載されていた
ら、外に開示することはできません。取引に

役立つ情報であるとしても同様です。社外秘や機
密に指定された資料を社外で利用する必要がある
と思われる場合は、資料の作成者に連絡して、適
切なプロセスに従って社外利用の審査を受け、承
認を取得するよう依頼してください。

Q不正確な情報が含まれていると思う財務
報告書に署名するよう求められています。
どうすればいいでしょうか?

A上司と対応を協議して、不正確な情報が含
まれていると考える理由を説明してくださ
い。もし、報告書に誤りがあれば、修正しな

ければなりません。上司と協議しても、適切な対応
がなされなかったと思われる場合は、行動規範の
最後に掲載されている相談報告先に連絡してく	
ださい。

Q開発中の新しい製品について、同僚が話し
ていた話の内容を、又聞きしました。私は
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サイ

ト）にこの情報を掲示できますか?

Aいいえ。当社の機密情報を、SNSやその他
のパブリックフォーラム（ブログやチャット
ルームなど）で共有することは禁止されて

います。また、こういったサイトにコメントを投稿す
る際は、投稿が業務の一環である場合を除き、当
社を代表して発言しているとの誤解を招かないよう
注意してください。

質問と回答

どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

業務記録を正確か	
つ完璧なものにするには、	
時間と経費を正確に	
記載し議事録	

を正確に記録するとともに、	
必ず必要な情報をす	
べて記載してください。

患者、顧客、および社員のプ.
ライバシーを守る（続き）

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）
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健康で安全な職場環境を維持する
安全で健康な職場環境の維持、環境の尊重、天然資源の保護
は、社員全員の責任です。業務を進める中で、自分自身、および
社員の安全を守るようにしてください。品質に関する当事者意識
と同様に、ボストン・サイエンティフィック社員全員が、自分自身
と同僚の安全に責任を負います。これは、以下のように行動する
ことを意味します。

•	 環境、健康、安全に関して適用されるすべての基準	
に従う。

• 	 勤務中、当社の用事、または当社が開催に関わっている
イベント中や、当社を代表して業務についているときは、
薬物/アルコールの使用に関して適用法および会社の方
針に従う。

•	 職場環境が安全でない場合は、各拠点のシステム（例：
安全観察カード、アイデアボードなど）を利用するか、
または上司を通じて報告する。

•	 職場環境が安全でない場合、自分自身で是正措置を取る
ことが安全かつ適切であれば、是正する。

•	 危険物を適切に取り扱う。

•	 当社の方針と法律に従って廃棄物を処理する。

•	 当社の施設や情報システムを安全に保つ。

•	 セキュリティに関する手続、方針に従う。

•	 効率的に資源を使用する。

•	 できるだけリサイクルを行う。

安全な環境を維持する
ボストン・サイエンティフィックの社員として、一人ひとりに職場環
境を安全に維持する責任があります。ボストン・サイエンティフィ
ックは、当社敷地内において行われる暴力行為は、加害者・被害
者が当社の社員であるかどうかを問わず、一切認めません。それ
には以下の行為が含まれます。

•	 何らかのコミュニケーション手段（例：手紙、電子メール、
ソーシャルメディア、写真、口頭など）を通じて表現される
暴力や脅迫、暴力を行うことをほのめかすこと。

•	 敷地の内外、勤務時間の内外、およびコミュニケーショ
ン手段を問わず、社員またはボストン・サイエンティフィッ
クと関連のある個人（例：請負業者、取引業者、特約店の
社員）によって行われる、またはそういった人物に対する
言葉および態度による脅迫、暴力、物理的な脅迫。

•	 暴力を行うという脅迫または暴力行為の過程で、会社、
顧客、業者、取引業者訪問者、社員の所有物を破壊、汚
損すること。故意・過失を問わない。

ボストン・サイエンティフィックの社員は、常に当社施設の安全を
確保するよう努めなければなりません。これは、まず社員IDカー
ド社員証をセキュリティチェックに通してからでなければその人
物をボストン・サイエンティフィックの社屋内に立ち入らせないと
いうことです。もし誰かが社員証を持たずにあなたの後に続いて
入ってきたら、この人物をすぐにビルの入口にある警備室に連れ
て行き、警備員に報告してください。

プライベートを含め、あなたや他のボストン・サイエンティフィ
ック社員が危険な状態に置かれるようなことがあれば、Global 
Securityに報告してください（例：ボストン・サイエンティフィック
の職場に侵入するおそれのある人物に対して禁止命令が出され
た場合など）。Global	Security	Departmentが内密に適切な措置
を講じて、あなたと職場の全社員を保護します。

どうしたら職場で誠実さを実践できるでしょうか?

ボストン・サイエンティフィッ
クの社員は、常に当社施設
の安全を確保するよう努め

なければなりません。

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）



ボストン・サイエンティフィック行動規範. 29

誠実さは、職場の外.
での事業活動にど	
のように係わって	
くるでしょうか?

誠実に行動するとは、ボスト
ン・サイエンティフィックのチー
ムメンバーは、公平かつ正直
に他の人に接し、すべての適
用法や政府規制に従うという
ことです。誠実さは、	
（顧客、政府関係者、業者、そ
の他の第三者などとの）良好
な関係を築くための基本であ
り、当社の事業活動の基	
盤です。

ボストン・サイエンティフィックの社	
員として、一人ひとりに職場環境を	
安全に維持する責任があります。
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誠実さは、職場の外での事業	
活動にどのように係わってくるでしょうか?

顧客との信頼関係を築く
顧客との長期的な関係は、誠実さと信頼に基づいています。ボス
トン・サイエンティフィックは、製品に関するすべての情報が、薬
事承認および適用法の基準に合致し、信頼性があり、正確で不
備がなく、かつ公正で、完全なものでなければならないと考えて
います。すべての販売促進資料は、客観的な事実と実証済みの
研究に基づいたものでなければなりません。資料には、適用法
が要求する情報が含まれ、配布前に、会社の方針と手続に従って
承認されなければなりません。

当社は、事業活動を行うすべての地域において、誠実さを犠牲
にして営業活動を行ったり売上を維持することはしません。当社
の販促活動や販売活動をする上で、顧客またはその代表者に対
し、自分の個人的利害を雇用主や患者の利益に優先して考える
ことを薦めてはなりません。すべての贈答品、支払い、および食
事を含む接待の提供に際しては、以下の事項を守って	
ください。

•	 法律、規則、一般的倫理、接待を受ける人の所属組織の
基準に合致していること。

•	 当社が事業活動を行う国において適用される当社の方
針をすべて遵守していること。

•	 ボストン・サイエンティフィックの誠実さへの取り組みと
一致した行動をとること。

医師その他の医療担当者は、当社の顧客であるだけでなく当社
に対する価値あるサービスの提供者です。例えば、当社製品に関
する研究を実施したり、製品開発上の重要な意見を提供したり、
他の医療担当者に当社製品の安全で有効な使用方法についての
知識や経験を伝授する、といったことです。医療担当者との関係
は、政府および公的機関の調査の対象となる可能性があります。
会社の方針はこうした状況に対応したものになっていますので、
必ず従ってください。
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Qボストン・サイエンティフィックの販売代理
店のひとつから、手数料を国外にある別の
事業体に支払うよう求められました。これ

は認められますか？

Aいいえ。	商物品やサービスをボストン・サイ
エンティフィックに提供した当事者以外の事
業体や、物品やサービスが提供された国以

外の国にある事業体への支払いは通常認められま
せん。	このような要求は、不正行為の可能性を示す
兆候（危険信号）です。通常とは別の支払先に支払
われた資金は、賄賂用の裏金作り、不正な支払いへ
の流用、取引の隠蔽、脱税に利用することが可能に
なります。	ボストン・サイエンティフィックでは通常、
そのような要求を禁止しています。ただし、このよう
な要求に合法的で説得力や裏付けのある根拠が存
在する場合もあります。そのような場合には、支払
い方法について必ず事前にLegal Departmentの承
認を取得してください。	

Qボストン・サイエンティフィック製品は、アイ
ルランドにあるボストン・サイエンティフィ
ックの製造施設のひとつから私の所在国に

出荷されています。製品は当国の港に着荷しました
が、通関が遅れています。私はボストン・サイエンテ
ィフィック社員として国内の物流を担当しているの
ですが、税関職員から、多忙を極めているので「昼
食代」を現金でもらえれば税関港湾施設からの出
荷を優先できると言われました。この昼食代を支払
ってもいいでしょうか？

Aいいえ。ボストン・サイエンティフィックは、
行政サービスが実施されるための支払いを
行いません。また、公務員に対してその職務

に関連する非公式かつ不正な支払いを行うことは
ありません。このような支払いは、時に「ファシリテ
ーション・ペイメント」と呼ばれることもありますが、
ボストン・サイエンティフィックの倫理と誠実さに対
する取り組みから逸脱しており、また、ほとんどの
国では違法行為です。

Q営業の仕事をしていますが、担当地域の医
師の一人と個人的に親しくなりました。 
私たちの関係は、恋愛関係に発展しそ 

うです。このことを誰かに話す必要がありますか? 

Aはい。顧客や顧客になる可能性のある人と
の間で、緊密な個人的関係または恋愛関
係になりそうなときは、早急に上司または

Human Resourcesに知らせることが必要です。当
社は、顧客との間に生じた利益相反（利益相反に
見える場合も含む）を避けるために、適切な措置を
取ります。また、ボストン・サイエンティフィックは、
顧客や顧客になる可能性のある人が、社員の家族
やパートナーである場合、社員の、その人たちに対
する現行または開発中の製品、サービスおよび技
術に関するマーケティング、販売、販売促進活動を
禁止している点にも注意してください。また、当社
は、直接、間接にかかわらず、社員が販売手数料を
受け取ることを禁止しています。

質問と回答質問と回答 第三者を管理する
納入業者、請負業者、コンサルタント、特約店、代理店およびそ
の他の第三者と取引をする際には、以下のことに留意して	
ください。

•	 取引先の選定に当たっては、第三者間での公正な競争の
機会を与える。

•	 違法、または不適切な目的に第三者を利用しない。禁じ
られている行為を第三者に代行させてはならない。

•	 第三者と取引を開始する前に、利益相反の可能性がない
かどうか考慮する。

•	 取引相手には、必要条件を満たし、品質と誠実さで評価
されている業者を選択する。

•	 第三者との契約は、必ず会社の方針に従って行う。

第三者との取引開始後は、倫理上またはその他の不適切な行動
が取られていないかどうか、注意してください。疑問や不安があ
る場合は、上司、または行動規範の最後に掲載されている相談
報告先に相談してください。

商品やサービスの対価を支払う際、ボストン・サイエンティフィッ
クは、その商品やサービスを提供した業者に対してのみ支払いを
行います。商品やサービスの販売に係わる請求書には、購入また
は販売した品目とサービスの内容、その価格、値引き、リベートお
よび無償提供品が正しくかつ透明性をもって記載されていなく
てはなりません。販売時に値引きやリベートの内容が決まってい
ない場合は、LegalかGlobal Complianceに連絡し、条件を確認
してください。Legalが事前承認した稀な場合を除き、ボストン・
サイエンティフィックは、商品やサービスを提供した業者が居住
しているか、営業所があるか、またはサービスが提供された国に
おいてのみ、当該業者に対して支払いを行うことができます。

当社が事業活動を行う 
国において適用される 
当社の方針をすべて遵 

守していること。
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誠実さは、職場の外での事業	
活動にどのように係わってくるでしょうか?
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Qヨーロッパの公立病院の医師が50才にな
りました。その医師が住んでいる都市で開
催される、サッカーのワールドカップ決勝

戦の観戦チケットをプレゼントしたいと思います。
この医師に直接チケットを渡すことはできないと
思いますが、代わりに、奥様にチケットを渡すこと
はできますか? 

Aできません。それが公務員に渡されると推
測できる場合は、誰に対しても贈答品を提
供することはできません。多くの国におい

て、公立の医療機関で働く医療担当者は公務員で
あるとみなされます。通常、贈答品は制限されてい
ます。ボストン・サイエンティフィックの指針を参照
して、贈答品に関する規則を把握してください。

Qあるコンサルタントから、必要なすべての
薬事承認を5万ドルで取得するという申し
出がありました。彼は、「お金で手続が早

く進む」と言っています。私には、このお金が本当は
どう使われるのかわかりません。これは問題になり
ますか?

Aはい。このコンサルタントの言動には疑わ
しいものがあります。当社は、賄賂とみな
される可能性のある支払いは一切行いま

せん。実際に提供されるサービスの内容、また、
このコンサルタントがボストン・サイエンティフィッ
クの代わりに何を支払うつもりなのかを確認して
ください。それが確認できなければ、顧問料が何
に使われるのかについて、疑うべきです このコン
サルタントに返事をする前に、LegalまたはGlobal 
Complianceに連絡してください。コンサルタント
には、問題のない契約をして、詳細な請求書を提出
し、サービスの提供を証明する文書を提供する必
要があります。

質問と回答

政府機関と慎重に接する
ボストン・サイエンティフィックは、世界中の政府機関の役人や職
員と業務上の係わりがあります。多くの国において、政府機関の
役人や職員との接触には非常に厳しい規則があります。そのよう
な人 と々の付き合いは、規則を守り、誠実さをもって公正に行わ
なければなりません。政府機関の役人や職員の職務上の判断に
不正に影響を与えようとしているとみなされる行動は、絶対にと
ってはなりません。賄賂やキックバックとみなされるような物品
やサービスの提供は絶対にしてはなりません。賄賂は金銭に限
られているわけではありません。物品、接待、旅行その他の提供
や、提供を約束することも賄賂になります。もし、政府機関の役
人や職員にそのような便宜を要求または強要された場合は、	
早急に行動規範の最後に掲載されている相談報告先に報告して	
ください。

Q私の所属部門のある職種で人材を募集し
ています。応募者の一人が政府高官の令
嬢で、この政府高官はボストン・サイエンテ

ィフィックの利益に影響を及ぼす可能性がありま
す。彼女を採用してもいいでしょうか？ 

Aボストン・サイエンティフィックの募集職種
に対する候補者は全員、その職種の採用基
準に従って客観的に評価しなければなりま

せん。政府職員に影響や経済的利益を供与する、
あるいは医療担当者やその他の顧客から取引を獲
得することを目的として、新たな役職を設けたり特
定の個人を採用したりすることはできません。その
個人の採用を判断する前に、Legal Departmentお
よびGlobal Complianceと詳細を確認してください

質問と回答

多くの国において、 
政府機関の役人や職 
員との接触には非常 

に厳しい規則があります。 
そのような人々との 

付き合いは、規則を守り、 
誠実さをもって公正 

に行わなければなりません。
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すべての人に公平に接する
ボストン・サイエンティフィックは、社員が誰に対しても公正に接
するよう求めています。これは、重要な事実を不正確に伝えたり、
省いたり、その他の不公正なビジネス手法によって人を騙したり
しないということです。当社の社員であることをごまかしたり、隠
したりしてはなりません。ボストン・サイエンティフィックは、  
平等な競争条件での公正で活発な競争を支持しています。反ト
ラスト、公正競争、および独占禁止に関する法令は、不正な行為
を規制することにより、公正な競争の維持に寄与しています。当
社は、競合他社の事業に関する情報を求めていますが、公的文
書などの、合法的かつ倫理的な手段を通してそれらを入手してい
ます。あなたの知り得た秘密情報を漏洩したり、他社の秘密情報
を漏洩するよう、他者に働きかけてはなりません。さらに、他社
を中傷したり、他社製品の品質について不当に憶測するようなこ
とはしないでください。

このような法規制の対象となる領域においては、違法または倫
理に反するとの印象を与える言動すらも避けなければなりませ
ん。これは、以下のように行動することを意味します。

•	 「注意を要する話題」に関して、当社外の個人または企
業と話す場合には、事前にLegalに相談すること。「注意
を要する話題」には、製品の価格設定、取引条件、製品
市場、製品開発、マーケティングおよび販売計画、および
研究開発費や人件費などの主要経費などに関する話題
がすべて含まれます。

•	 競合他社が注意を要する内容の話題を持ち出してきた
場合は、直ちに会話を打ち切ること。その後、会話への
参加を拒否したことを文書に記録し、Legalに連絡す	
ること。
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Q私は営業のエリアマネージャーです。病院
管理者とのミーティングで、この管理者か
ら価格情報までもれなく掲載された競合

他社の製品リストを渡されました。このリストを所
属事業部の営業管理部門に送ってもいいでしょう
か?

Aいいえ、そのリストを受け取ったり中身を見
たりしないでください。当社の誠実さと秘
密情報の保護への取り組みは、競合他社の

秘密情報の保護も含んでいます。また、本件のよう
にあなたから情報を求めたわけではない場合も同
様ですです。あなたにできることはただひとつ、そ
のリストを病院管理者に返却して、受け取れないと
伝えることです。メールなどで電子ファイルを受領
した場合は、そのメールを削除して、送信者に削除
した旨と、これ以上の情報は送信しないよう伝えて
ください。

Q私の部下は、以前、競合他社に勤めていま
した。彼は、今でも、その会社の秘密情報
である品質手順書を持っていて、 私は、そ

れを見たくないかと聞かれています。私自身は興味
があります。どうすればいいでしょうか?

Aその品質手順書を受け取ったり目を通した
りしないでください。当社にはそれを見る
権利はありません。たとえそのような情報

を入手したとしても、当社の誠実さへの取り組みに
従い、当社はそれを使用しません。その部下に彼が
以前勤めていた会社に対する責任があることをよく
理解させてください。あなたの部下が競合他社の
秘密情報を所有している場合は、Legalに連絡して
ください。

質問と回答 質問と回答

知的所有権を尊重する
ボストン・サイエンティフィックは、特許・商号・商標・著作権・営
業秘密その他の知的財産について、知的所有権を保有していま
す。当社はまた、他社の知的財産についても尊重します。ソフトウ
ェアや出版物など、ライセンス協定がある資産の使用について質
問がある場合は、Legalに問い合わせてください。当社が他社の
知的財産権を侵害している、または逆に当社の知的財産権が他
社によって侵害されていると思われる場合は、すぐにLegalに連
絡してください。

誠実さは、職場の外での事業活動にどのように係わって
くるでしょうか?
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ボストン・サイエンティ 
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当社は規制の厳しい環境で事業活
動をしています。自分の業務に適用
されるすべての要件を知っておくこ
とは、非常に重要です。上記の要件
には、臨床研究、製品開発、製造、
製品プロモーション（販促）、顧客
とのコミュニケーション、当社製品
や関連サービスの請求に関する規
則が含まれる場合もあります。ま
た、輸出入要件、インサイダー取引
規制（株式取引規則）、政治活動や
政治献金を対象とする要件など、そ
の他の活動に関する法律もありま
す。マスコミ、政府機関、弁護士に
はどのように対応すればよいかも
知っておいてください。適用される
要件のすべてを把握し従うことが、
職場における誠実さと品質上の重
要な要素となります。
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誠実に行動する.
ために知ってお	
くべき他の法令.
や基準にはど	
のようなもの	
がありますか?

ボストン・サイエンティ	
フィックは平等な競争	

条件での公正で活発な競争を支
持しています。
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誠実に行動するために知っておくべき	
他の法令や基準にはどのようなものがありますか?
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Q医療担当者から、ボストン・サイエンティフ
ィック製品の適応外使用について質問さ
れたらどうすればよいですか?

A適応外使用について質問された場合には、
その使用法での安全性・有効性が立証され
ていないこと、当社としては適応外使用は

勧められないことを報告してください。販売目的と
とられないように、誠実に質問に答え、それ以上、
詳細に話したり、適応外使用を推奨するような話は
してはなりません。話題が適応外使用にフォーカス
されると、たとえその話が医師側から始められたも
のであっても、適応外使用の販売促進とみなされ
るおそれがあります。製品について医療担当者と話
す場合は、当社の承認プロセスに従って確認され
た情報に重点を置いてください。

Q社員と顧客を交えた夕食会を開きました
が、支払いが食事代の上限を超えてしまい
ました。どうすればいいでしょうか?

A 夕食会の出席者全員をリストアップして、上司に食事代の上限を超えたことを報告して
ください。領収書を改ざんしたり、実際には

食事会に出席していない人物の名前を追加したりし
て1人当たりの支払額を引き下げるようなことは絶
対にしないでください。また、食事会についての不
正確な情報で提出しないでください。

質問と回答 インサイダー取引規制を理解する
ボストン・サイエンティフィックの株式を取引する場合は、「イン
サイダー取引」にならないように注意してください。インサイダー
取引とは、会社またはその株価に影響を与えるような「重要な未
公開情報」を知りながら、その会社の株取引（例えば、会社の株
式購入または売却）に関与することをいいます。秘密情報が「重
要な未公開情報」に該当するかどうか判断できない場合は、以
下のことを自問してください。

•	 合理的な投資家が、この情報を投資判断の基準として重
視するだろうか?

•	 情報公開がボストン・サイエンティフィックの証券価格に
影響を与えることが合理的に予測されるだろうか?

さらに、未公開情報に基づいたボストン・サイエンティフィックの
証券取引を可能にするような「ヒント」を、同僚、家族、友人など
を含む他者に漏らすことも、禁止されています。

この規制が適用されるのは、ボストン・サイエンティフィックの株
式や情報だけではないことに注意してください。インサイダー取
引の対象は、競合他社および異業種の企業の証券取引にも及び
ます。よって、あなたがボストン・サイエンティフィックでの業務上
知り得た第三者の情報の扱いについても、同様に注意してくださ
い。当社の証券を取引する前に、当社のStock Trading Policyを
確認してください。質問がある場合は、Legalまで問い合わせてく
ださい。

臨床、薬事および医療制度の基準を把.
握する
ボストン・サイエンティフィックの製品は、政府機関、保健を管轄
する公的機関およびその他の国際的な規制当局により規制され
ています。当社は、当社が事業活動を行っているすべての国の、
臨床、薬事および医療制度の規制を社員が遵守することを求め
ています。医療機器企業に適用される法律および規制は常に変
化しています。自分の業務に影響する法令および規制を知って
おかなくてはなりません。もしわからなければ、上司に確認する
か、Global ComplianceまたはLegalにお問い合わせください。

ボストン・サイエンティフィックは、米国政府医療制度またはそ
の他のプログラムへの参加が認められていない人を米国内での
業務のために採用または雇用しません。ボストン・サイエンティ
フィックは、米国政府の適切なデータベースに基づいて、不適格
者がいないか調査しています。米国内の社員で、不適格者であ
る、または不適格者になったことがわかった人は、すぐにGlobal 
Complianceに連絡してください。

Q「重要な未公開情報」が何をさしているか
わかりません。自分がそれを持っているか
どうか、判断する方法はありますか?

A通常、一般に開示することで、その企業の証
券価格、また投資家の株式の売買に関する
判断に影響を及ぼすことが合理的に予測さ

れる情報を、重要な情報といいます。重要な情報に
は、財務情報、役員の交代、政府機関による調査、
事業買収または売却、製品のリコールなどが含まれ
ます。会社が、プレスリリースその他の方法で一般
公開していない情報は、未公開情報となります。自
分が、重要な未公開情報を持っているかどうかわか
らない場合は、証券の取引をする前に、あなたの上
司またはLegalに連絡してください。

質問と回答

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）



誠実に行動するために知っておくべき	
他の法令や基準にはどのようなものがありますか?
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Q私の知人が他社で働いているのですが、あ
る会議で彼はFDAの職員に声をかけられ
ました。その職員は、彼の仕事や会社につ

いて細かい質問をしてきたので、不安になったそう
です。もし私に同じようなことがあったら、どうすれ
ばよいでしょうか?

Aまずその職員の身分の証明を依頼し、連絡
先を控え、これ以上の話をする前に会社に
確認をしたい、と伝えてください。それから

この職員にボストン・サイエンティフィックの適切な
担当者を紹介し、職員の質問に回答してもらいま
す。その後、すぐにLegalに連絡してください。当社
は政府機関の関係者に協力しますが、 会社の情
報を提供する前に、Legalで状況を把握しておく必
要があります。また、必ずボストン・サイエンティフィ
ックの適切な担当者が政府への対応を行うように
取り計らう必要もあります。

質問と回答

輸出入関連法令および反ボイコット法.
を知る
当社が事業活動をしている国の多くには、テクノロジー、個	
人情報、医療機器その他の製品の輸出入を規制する法律があり
ます。政府も、特定の国や地域、組織、および個人に対して定期
的に取引制限をかけることがあります。自分の業務に適用され
る、輸出入関連の会社の方針を必ず理解しておいてください。疑
問があれば、Legalに連絡してください。

法律により、他国との取引を禁止している国もあります。このよう
な法律は「ボイコット」といわれています。ボストン・サイエンティ
フィックに対し、ボイコットに協力するよう要請があった場合は、
直ちにLegal に報告してください。また、ボイコットをしている国
と当社の取引について情報を求められた場合にも、報告してくだ
さい。当社には、要請の内容によっては、法律に基づく政府機関
への報告義務があります。質問・疑問がある場合には、Legalま
で問い合わせてください。

政治献金、輸出入、
または反ボイコッ 

ト法について質問が 
ある場合は、Legalまで問い

合わせてください。

マスコミ、政府機関、弁護士への対応を知
っておく
マスコミ、政府機関、弁護士などにどのように対応する
べきかを知っておくのは重要なことです。マスコミ、証券
アナリスト、投資銀行に対するプレスリリースの配信およ
び対応は、当社の担当役員およびCorporate Affairs and 
External Relations、Government Affairs、Investor Relations 
Departmentを通じてのみ、対応を行います。政府機関や弁護士
との連絡は、Legalを通じて行ってください。次のガイドラインに
従ってください。

•	 会社から明確にその権限が与えられている場合を除き、
会社の事業について意見を述べたり、肯定も否定もしな
いでください。

•	 マスコミから接触があった場合はCorporate Affairs and 
External Relationsに連絡してください。

•	 アナリスト、格付機関、投資銀行から連絡があった場合
は、Investor Relationsに連絡してください。

•	 弁護士または政府機関から会社の事業について連絡が
あった場合は、Legalに連絡してください。

•	 命令書、訴状、召喚状その他の法的文書を受け取った場
合は、すぐにLegalに連絡してください。また、適用される
その国・地域の会社方針に従ってください。

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス

Advice Line 
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）
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発言してください。もし、倫理
的な行動や誠実な行動がとれ
ない立場にあると感じたら、上
司に相談してください。また、
良心に基づき疑問を提示した
人や、調査に協力している人を
サポートしてください。正しい
選択ができるよう学んでおくこ
とが、誠実な行動を実現する
ための重要な要素なのです。

質問や懸念.
があるとき	
はどうすれ	
ばよいですか?

政治活動および政治献金に関する規制を
理解する
社員は誰でも、自由に政治活動に参加することができます。ただ
し、その際は、あなたが当社のGovernment Affairsと協働してい
るのでない限り、あなたの発言や行動が、ボストン・サイエンティ
フィックを代表しているかような印象を与えないようにしてく	
ださい。

個人の責任において、政治献金に関するすべての法令に従ってく
ださい。寄付金の種類にかかわらず、行動規範および適用される
方針の原則に従ってください。ボストン・サイエンティフィックは、
それが地域の法令で許されており、その目的のために任命されて
いる組織を通じてそれがなされ、事前にSenior Vice President
かそれ以上の役職者により承認されている場合を除き、政治候
補者に金銭、サービス、あるいは財産を寄付することはできませ
ん。政治献金に関する質問がある場合は、ボストン・サイエンティ
フィックのGovernment Affairsに問い合わせ、指示を仰いでくだ
さい。
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誠実に行動するために知っておくべき	
他の法令や基準にはどのようなものがありますか?

個人の責任において、政治	
献金に関するすべての法令	

に従ってください。寄付金の種類	
にかかわらず、行動規範および適	

用される方針の原則に従ってください。

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス



質問や懸念を明らかにする
誠実さについての懸念は、善意の人がよい仕事をしようとする意
図でとった行動にも生じることがあります。どうすればよいかが
わからないこともあります。わからない時は、アドバイスを求めて
ください。

•	 あなたの上司、およびその上司の上司に相談する。

•	 Global Compliance、Human Resources、Legal、Global 
Internal Audit、Global Security、または行動規範の最後
に掲載されている相談報告先のひとつに連絡する。

•	 Advice Lineに電話する。誰でも電話できるフリーダイヤ
ルで、24時間、365日対応しています。

•	 Advice Lineにウェブサイトから連絡する場合のアドレス
は次のとおりです。	
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

Advice Lineは数ヶ国語で利用できます。Advice Lineを	
利用して、質問をしたり、アドバイスを得たり、誠実さについ	
ての問題を報告することができます。フリーダイヤルの番号は、	
1-888-968-8425です。誠実さについての懸念や、行動規範、会
社の方針、手続および適用法への違反や、違反の疑いがある場
合に速やかに報告することは、社員全員に課せられた責任です。
どうしたらよいかわからない場合は、アドバイスを求めてく	
ださい。

質問や懸念があるときは	
どうすればよいですか?

44 	 ボストン・サイエンティフィック行動規範 ボストン・サイエンティフィック行動規範. 45

QAdvice Lineに匿名で電話することはでき
ますか?

Aはい。Advice Lineは、当該国の法規制があ
る場合を除き、匿名の報告を受け付けてい
ます。法規制がある場合は、報告者に別の

手段を案内しています。ただし、匿名で報告を受け
た場合、報告について更なる詳細な情報が必要に
なっても、当社にはそれを入手する手段がありませ
ん。また、あなたの報告した問題を解決するための
手段や情報を、あなたに提供することが難しくなる
可能性もあります。あなたが氏名・所属部署を明ら
かにして報告した場合には、報告に関する事項は
可能な限り機密として取り扱われます。

質問と回答

Q私は、誠実さについての懸念を上司に報告
しましたが、その直後に低い業績評価を受
けました。これは懸念を報告したことに対

する報復措置ではないかと思われます。どうすれば
いいでしょうか? 

AHuman Resources、または行動規範の最
後に掲載されている相談報告先のひとつに
連絡してください。これだけの情報では、報

復措置かどうかは判断できませんが、 事態に対処
することは、あなたにとって、また、あなたの上司や
当社にとっても大切なことです。報復措置があった
と判断された場合には、会社は適切な是正措置を
とります。

質問と回答

誠実に質問をしたり、懸念を提示する社員
をサポートする
ボストン・サイエンティフィックは、行動規範、会社の方針、手続
に基づいて誠実さに関する違反の疑いを報告した人への報復
は、一切許しません。調査に協力した人への報復も禁止していま
す。この報復禁止方針は、ボストン・サイエンティフィック、政府機
関および政府職員への報告、またはそれらが実施した調査にも
適用されます。また、ボストン・サイエンティフィックは、適用法に
より禁止されている報復行為も禁止しています。

調査に協力する
当社は、質問、懸念および違反行為に関申し立てられた報告に、
迅速かつ公平に対処します。調査は、状況が許す限り、秘密に行
われます。社員は、ボストン・サイエンティフィックが行う調査に
全面的に協力しなければなりません。

誠実さについての懸念は、善意	
の人がよい仕事をしようとする意図	

でとった行動にも生じることがあります。

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス

Advice Line
1-888-968-8425

（米国、カナダ、プエルトリコからの通話に限ります）
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質問や懸念の相談
報告先 

違反行為に対する是正措置を理解する
ボストン・サイエンティフィックは、行動規範、会社の方針、手続お
よび適用法に関する違反行為を重大に受け止めます。それが妥
当な場合は、解雇を含めた是正措置を取ります。是正措置は、他
の理由でも取られることがあります。以下のような行為が是正措
置の対象となります。

•	 他の社員に、法律、規制、会社の方針および手続に違反
するよう指示をした場合。

•	 違反、あるいは違反のおそれがあると知っていながら、
それを報告しなかった場合。

•	 自分の部下の監督を怠った場合。

•	 会社の監査や調査に協力しなかった場合。

•	 義務付けられた研修を受講しなかった場合。

•	 誠実さに関する懸念を誠実に報告したり、そのような報
告に基づく調査に協力した人に報復をした場合。

•	 内部調査に際して知り得た情報を漏洩漏洩した場合。

是正措置あるいは懲戒処分の内容は、違反の性質、程度および
頻度によって異なります。地域の法律によって異なることもあり
ます。行動規範に記載されている法律や政府による規制の違反
は、当事者および会社を、民事賠償および懲役刑を含む刑事罰
の危険にさらします。

質問や懸念があるときは	
どうすればよいですか?
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ボストン・サイエン 
ティフィックは、行動規範、 

会社の方針、手続およ 
び適用法に関する違反行為

を重大に受け止めます。 Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス



どこに相談すればよいですか?
はじめは、あなたの上司、または上司の上司に相談してみましょう。しかし、場合によっては別の人の方が相談しやすいかもし
れません。以下は、あなたが利用できる相談報告先の一覧です。

そのひとつがAdvice Lineです。フリーダイヤルで、24時間、365日いつでも連絡できます。Advice Lineは数ヶ国語で利用でき
ます。Advice Lineを利用して、質問をしたり、アドバイスを得たり、誠実さについての問題を報告することができます。

•	 米国、カナダ、プエルトリコから電話する場合：1-888-968-8425

•	 その他のボストン・サイエンティフィックのオフィス所在地から電話する場合は、行動規範の最後に記載されている電
話番号を使用してください。

•	 Advice Lineへのオンラインアクセスも、以下のアドレスで、24時間365日利用できます。	
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.

その他の相談先には、Global Compliance、Human Resources、Legal、Global Internal Audit、Global Securityがあります。

Advice Lineに電話する
米国、カナダ、プエルトリコからは、次の番号に電話してください：1-888-968-8425 それ以外の国からは、以
下のリストに記載された番号に電話してください。国により、1-888-968-8425に電話するとダイヤルしたあと
に番号の入力を求められる場合があります。番号は、次のサイトで確認してください。	
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html

下記の番号で繫がらない場合や、自分の国・地域がリストにない場合は、オペレーターに電話して	
503-906-8418に電話料金を請求するように依頼してください。あなたがボストン・サイエンティフィックの社
員であることを伝えてください。

Advice Lineへのオンライン報告を希望する場合は、いつでも、どこでも、言語にかかわらず、以下のサイトに
アクセスしてください。www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com また、Global Compliance
にも、電話（508-382-9444）や電子メール（GlobalCompliance@bsci.com）で連絡できます。

質問や懸念を相談するための相談報告先
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アルゼンチン 
（英語）

0-800-444-8084

アルゼンチン 
（スペイン語）

0-800-555-0906

オーストラリア 1-800-339276

オーストリア 0800-291870

ベルギー 0800-77004

ブラジル 0800-8911667

チリ 1230-020-5771

中国（北部） 10-800-712-1239

中国（南部） 10-800-120-1239

コロンビア 01800-9-155860

コスタリカ 0800-0121386

チェコ共和国 800-142-550

デンマーク 80-882809

フィンランド 0800-1-14945

フランス 0800-902500

ドイツ 0800-1016582

ギリシャ 00800-12-6576

香港 800-964214

ハンガリー 06-800-17199

インド 000-800-001-6112

インド 000-800-100-1071 

アイルランド 1-800615403

イスラエル 1-809-21-4405

イタリア 800-786907

日本
（英語）

0066-33-112505

日本
（日本語）

00531-121520

韓国
（英語）

00308-110-480

韓国
（英語）

00798-1-1-009-8084

韓国
（韓国語） 

00798-14-800-6599

レバノン 01-426-801
指示に従って、Advice 
Lineの番号を入力して
ください 番号：
888-968-8425

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

世界各地からオンラインでアクセス 

Advice Line 
1-888-968-8425
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