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業務倫理規範

当社の 
ビジョン

常に患者さまの 
生活を変える。

当社の目的 手術に変革をもたら
す。医療を進歩させる。
生活を変える。

当社の 
価値観

私たちは考え、行動
し、思いやりを持ち
ます。
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 CEOからのメッセージ  
当社のビジョンは、常に患者さまの生活を変えることです。このビジョンを達成するために当社が必要とする能力
は、最初から最後まで明確な目的と共通の考え方です。当社の信念体系である、The Cheetah Wayは、私たちの
目的、価値観、能力、戦略を包括しています。The Cheetah Wayの根底にあるのは、NuVasiveの業務倫理規範
に概説されている、誠実性（インテグリティ）、リーダーシップ、説明責任、明確性、包括性の原則に対する揺るぎな
き約束です。  

本規範は、当社の価値観に基づいており、私たちが選択を行う上での指針となるように作成されています。私たち
一人ひとりが誠実に行動し、誠実に事業を行い、正しいことを行う上でお互いに対し説明責任を負う必要がありま
す。本規範は、私たちが日々行う選択について継続的に対話をするよう促し、正しい判断を行えるようにしてくれま
す。本規範をよく読んで理解し、NuVasiveでの個々の職務に当てはめなければなりません。   

最高経営責任者 (CEO)
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NuVasiveの株主としての意思決定は、当社のビジョン、目的、価値観に基づいて行われます。
これらは、私たちが行うすべての決定を導く力です。 

本規範は、プロとして行動する際に、お互いに対し何を期待すべきかを理解することに役立ちます。NuVasive
や当社の関係者、地域社会、または当社がサービスを提供する外科医および患者の皆さまに危害を与える恐れ
がある事象を目撃した場合は、必ず報告してください。報告が歓迎され、懸念事項を真剣に受け止められるよ
うな環境を今後も支援してくれることを、当社の管理者の皆さんに期待しています。発生し得る問題を早期に特
定し、問題が大きくなる前に、迅速かつ効果的に対処できるようにすることが非常に重要です。   

特定の状況下でどのように行動するかに関し質問や疑問がある場合は、本規範を参照するか、経営陣またはグ
ローバルリスク＆インテグリティチームに指示を仰いでください。手術を変革し、医療を進歩させ、生活を変え
るという当社の目的を達成する際に、常日頃から本規範を遵守することは、私たち全員の責務です。      

Chris Barry 
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本規範の重要性

当社の規範は、世界中の全従業員、役員、取締役の行動の指針となる原則を定めており、
当社のあらゆる企業ポリシーと手順の基礎となります。

本規範への当社の約束は、当社が世界で展開する事業のあらゆる側面において、業界の
財務面、法律面、倫理面での基準に確実に準拠する上で役立ちます。私たち全員が本規
範をよく読み、理解し、これに従うことが重要です。私たちは、当社の規範だけでなく、当
社が事業を展開している国の法規制に準拠した形で、自らの行動を律する責任を負いま
す。また、流通業者、販売代理店、コンサルタント、およびその他の第三者の代表者 
（以下「第三者」といいます）が当社の規範を遵守し、最高の倫理的および法的基準を維
持することを期待しています。
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当社の指針

当社の規範の中核を成すものは、倫理的かつ合法的な行動に対する当社の約束です。そ
して私たちは、NuVasiveの従業員として、最高の倫理基準を維持するために、常に尽力し
ています。当社の規範が、倫理的かつ合法的に行動することへの当社の約束を超越してい
るということが、ここでは重要なのです。また、当社の行動規範は、従業員間や顧客、そし
て一般社会とどのように関わっていくかを規定しています。以下の原則は、私たちの行動の
指針となります：

当社の規範は、あらゆる状況を網羅している訳ではありません。そのため、疑問がある場合は、どのように行動するべき
かを決定する上で、私たち一人ひとりが優れた判断力と常識を活用する必要があります。特定の状況に対する行動の仕方
や対処方法が分からない場合は指導を求め、質問をして、懸念を表明するべきです。 

包括性
意思決定において多様な 
意見を奨励し、支援すること。

明確性
オープンで正直であり、建設的であ
ること。

説明責任 
責任ある選択を行い、責任を負う 
勇気を持つこと。 

誠実性
誠実で、倫理に基づいて行動すること。 

リーダーシップ
他者を鼓舞させ、敬意を持って模範
を示し他者を先導すること。

NuVasive  
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違反した場合
本規範だけでなく、適用される企業ポリシーや当社が事業を展開してい
る国の法規制を認識し、これらに準拠した形であらゆる事業活動を行う
ことが私たちには求められています。従って、本規範に違反した場合、当
社はこれを深刻に受けとめ、調査を実施します。違反した場合は必要に応
じて、非公式なカウンセリング、再研修、解雇、または犯罪行為の報告を
含む懲戒処分を受ける可能性があります。 

問題の報告と指示の要請 
当社には、説明責任と明確性のある環境を維持するという共通の責任を
有しており、いつでもコミュニケーションを取れる状態を保つことが不可
欠です。関係者全員に、上司に懸念事項を相談することが奨励されてい
ます。NuVasiveは、法律や当社の規範に対する違反を目撃したり、これ
を疑う場合に声を上げることを、すべての関係者に求めています。  

トレーニングと教育
当社は、継続的な教育やトレーニングが私たちの成功に寄与し、当社の
事業を管理する一連の複雑な法令、規則、規制やガイドラインを遵守す
る上で役立つと考えています。従って、全従業員、役員、取締役、および第
三者は、当社の規範およびポリシー、そして当社が事業を展開している国
で適用される法的要件を確実に遵守するために、継続的なトレーニング
を受けなければなりません。認定を行わなかったり、必須トレーニングを
適時修了しなかった場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。

管理者の責任
管理者には、別の責任もあります。信頼を構築し、模範を示して他者を先導
し、適切な行動を示し、チームが規範やその他のポリシーを理解し、これら
を遵守できるようにしなければなりません。 

管理者は責任の一環として、以下を行う必要があり

ます：
管理者に懸念を相談することに抵抗がある場合は、人事部門、法務部門の弁
護士、グローバルリスク・インテグリティ部門、コンプライアンス・倫理リエゾン
（CEL）、またはインテグリティ・ホットラインにも相談することができます。違
法行為や倫理に反する行為であるか、当社の規範やポリシーに対する違反な
どであるかに関係なく、報告を行う必要があります。NuVasiveは、善意で問題
や懸念事項の報告を行った人に対する報復を禁止しています。善意で報告を
行った人に対する報復は、当社の規範に対する違反と見なされます。 

チームで規範について話し、当社の倫理基準が、当社のビジネ
スの進め方にどのような影響を与えるかを明確化する。 

規範や適用法に対する違反が疑われる場合は、
迅速に対応する。

懸念がある場合は、名乗り出るよう働きかける。 

NuVasive  
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ご質問、懸念事項、報告は 
以下までご連絡ください： 

www.lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline

– 電話：

米国 
1-866-907-7409 
オーストラリア 
1-800-037-469 
プエルトリコ 
1-866-907-7409 
ドイツ 
0800-236-6687 
シンガポール 
800-130-1925 
日本 
0120-974-965 
英国 
0808-189-0507 

ブラジル 
0-800-591-9068 
イタリア 
800-798-774 
オランダ 
31-850644006 
コロンビア 
01-800-5189518 
フランス 
0805-080039 
スペイン 
 34-518880508

当社のコンプライアンス・倫理リエゾン（CEL）は、
既存の従業員で構成されています。当社の規範に
おける目標と目的を事業全体に普及・定着させる
ために正式に選任された従業員たちです。当社の
CELは、グローバル組織全体において、拡張性、一
貫性、および関連性のある倫理的な文化を確立し、
これを維持することに尽力しています。また、コンプ
ライアンス、プライバシー、安全、およびセキュリテ
ィに関連する問題において、各地域の事業をサポ
ートしています。 

•  コンプライアンス責任者（メール：complianceofficer@nuvasive.com） 

•  グローバルリスク・インテグリティ部門の担当者 
（メール： GRI@nuvasive.com）

•  コンプライアンス・倫理リエゾン（CEL）  

•  人事部門の担当者 

•  法務部門の弁護士（インテグリティ・ホットライン経由で24時間いつでも相
談可能）： 

– オンライン：

NuVasive  
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注記:その国の法令で許可されている場合は、匿名で報告することができます。但
し、身元を開示すると、NuVasiveはより迅速かつ徹底的な調査を行えます。

https://www.lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline/LHILandingPage.asp
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多様性と包括性 
NuVasiveは、類似性ではなく、多様性にこそイノベーションが存在すると考えており、お互いの違いや、当社が取引をしているあらゆる関係者の違いを活用
しています。当社は、従業員こそが最大の資産であり、多様な考え方、背景、関心、信念を活用することで、イノベーションを加速させ、患者ケアを進歩させ、
より強い会社にしていくことができると信じています。そのためNuVasiveは、人材の採用方法から、リーダーの発掘・育成方法、包括的な変化を促進するた
めのポリシーや実践の構築に至るまで、あらゆる業務に、多様性と包括性を組み入れることに力を入れています。   

生産性が高く、 
安全・安心な職場

差別やハラスメントの禁止 
NuVasiveは、差別やハラスメントを一切容認しません。当社は、言葉や
身体的なハラスメント、いじめ、または威圧的、攻撃的、虐待的、敵対的
な職場環境を作り出すような行為を容認しません。そして、当社の価値
観を遵守することを、すべての従業員、および医療提供者（HCP）を含む
その他の第三者に求めます。また、差別やハラスメントを目撃したり、経
験した際には声を上げることで、自分自身やお互いを尊重している姿勢
を示します。ただちに声を上げ、上記のいずれかのリソースに状況を報告
します。  

公平な雇用機会  
NuVasiveは、公正に敬意を持ってすべての従業員を扱います。こ
れには、すべての従業員と当社求人への応募者に、平等な雇用機
会を提供することも含まれます。当社は、不法な差別を禁止してい
ます。採用の決定にあたっては、個々の資格、実証されたスキル、
能力、実績、およびその仕事に関連する要素を重視します。    
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職場の安全
NuVasiveにとって、安全に作業を行うことは何よりも重要で
す。自分自身の健康と安全だけでなく、仲間の健康と労働環
境に対し、私たち一人ひとりが責任を負っています。これは、
例え困難であっても責任ある選択を行い、事故や怪我、危険
な行為や状況について、速やかに報告することを意味します。
私たち全員に、法律を遵守して、自分の業務を安全に遂行す
る方法を知る責任があります。 

NuVasiveは、勤務時間中のみならず、勤務時間外でも、薬物
のない職場環境を支持しています。会社の敷地内外を問わ
ず、安全かつ効果的に業務を遂行することを妨げたり、妨げ
る可能性のある薬物の影響を受けることなく業務を行えるよ
うでなければなりません。そのため、私たち全員に報告する義
務があります。 

NuVasiveは、暴力行為や暴力を振るうという脅迫を一切容認
しません。職場の安全を守るために、会社の敷地内に武器を
持ち込むことは禁止されています。また、連邦、州、および地
方自治体の健康および安全に関する法律だけでなく、 
当社が事業を展開している国の方針や手順にも従うことが重
要です。 

安全に関するヒント 
以下のことを常に覚えておいてください：

常に適切な保護具を着用する。

危険な活動を中止し、継続する前に 
管理者に通知する。

すべての化学物質、危険物、管理物質、 
廃棄物を適切に取り扱い、保管して処分する。

流出、怪我、その他の事故があった場合は、速やかに  
safety@nuvasive.comに報告する。

必要な安全衛生トレーニングに参加する。

生産性が高く、 
安全・安心な職場
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個人情報 
NuVasiveにとって、プライバシーとデータ保護は重要です。当社は、
私たちの製品やサービスを利用する患者や医療従事者（HCP）の皆
さまだけでなく、当社の従業員や求人への応募者、そして当社が取
引を行っているその他の第三者のプライバシーを保護する義務と責
任を認識しています。従業員は、個人情報の適切な収集、利用、 
保管に関する規則や基準を知り、これらを理解していなければなり
ません。 

個人情報とは？ 
個人情報とは、特定の個人を識別するために、単独または他の情報と組
み合わせて利用することができる情報をいいます。これには、個人の名
前、住所、電子メール、生年月日、運転免許証番号、金融口座番号、政府
の識別番号などの情報が含まれます。 

個人情報や機密情報の侵害に気づいた場合は、直ちにその件について
プライバシーオフィス（privacy@nuvasive.com）または情報セキュリテ
ィ（infosec@nuvasive.com）に報告してください。 
ITサービスデスクに報告することもできます。 

法律で許可されており、適切な同意を得た場合にのみ、従業員は正当
な目的を達成するために必要最小限の個人情報だけを収集、使用、
開示、保存したり、これらにアクセスすることができます。同様に、効
果的な技術的・組織的対策を整えることで、個人情報を保護するため
に必要なあらゆる措置を講じ、必要な期間だけデータを保持しなけ
ればなりません。 

会社の資産と情報セキュリティ  
私たちは、NuVasiveのあらゆる財産、資産、機密情報または専有情報（会社
の資産）を盗難、損失、誤用、廃棄から守る義務を負っています。会社の資産
には、事務機器や設備、会社の資金などの有形のものや、専有情報や会社の
データなどの無形のものがあります。財務データ、顧客データ、事業戦略、研
究開発活動、知的財産など、競合他社が利用する恐れのある未公開情報や、
開示されてしまうと NuVasiveやそのビジネスパートナーおよび顧客が不利益
を被る恐れのある未公開情報もすべて専有情報の対象となります。専有情報
へのアクセスおよび使用は、
承認された目的のみに限定さ
れ、適切な許可やビジネス上
の目的を持たない人物には一
切共有されません。また、会
社以外の（個人の）デバイス
からは、速やかに削除されな
ければなりません。特定の情
報が専有情報なのかどうか確
信が持てない場合は、はっき
りするまで、専有情報として扱
うようにしてください。当社の
情報システムを不正使用、破
損、流用から安全に守るため
に、技術的なシステムを維持
し、事務的措置や物理的なセキュリティ対策を講じる必要があります。これ
は、プライバシーポリシーやセキュリティポリシーを遵守し、暗号化ソフトウェ
アを使用し、当社のシステムへの侵害の疑いがある場合にはIT部門に通知す
ることにより、当社のコンピュータ、モバイル機器、および情報システムをサイ
バー攻撃から保護することを意味します。 

iProtectは、サイバーセキュリティ、
データプライバシー、情報管理を
対象とした情報セキュリティ意識
向上プログラムです。共に努力すれ
ば、私たちは「人間のファイアウォ
ール」として機密情報を保護し、有
害なハッキングや漏洩、悪用から、
当社や顧客の大切なデータを守る
ことができます。

生産性が高く、 
安全・安心な職場
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第三者からの期待  
倫理的な行動と責任あるビジネス慣行に対する当社の約束は、当社を代表して行動
したり、当社の利益のために行動するすべての第三者にも及びます。世界のどこに
事業所が所在しているかは関係ありません。第三者が当社の規範の基準を遵守し、
当社が事業を展開している国のさまざまな法律、規則、規制を確実に遵守している
ようにするため、合理的かつ定期的なデューデリジェンスを実施しなければなりま
せん。すべての事業運営において、人権の保護を支持し、尊重しなければなりませ
ん。第三者は、いかなる形態の強制労働、年季奉公、奴隷労働、児童労働にも関与
してはならず、従業員に対し過酷な扱いをしたり、非人道的な扱いをしてはいけませ
ん。当社は、当社の事業運営およびサプライチェーンにおけるこうした慣習の防止に
努めています。同様に、紛争鉱物の開示に関して適用される慣習や法律にも従って
います。 

適切な状況下における適用除外措置  
適切な状況において、本規範における規定の一部の適用が、当社
のコンプライアンス責任者によって除外される場合があります。執
行役員、取締役、または主要会計担当者が関与する適用除外措置
は、NuVasiveの取締役会によってのみ付与され、このような適用除外
措置は、適用法律に従い開示されるものとします。NuVasiveは、本規
範を定期的に見直し、必要な場合や適切な場合は、更新または修正
を行うことができます。 

当社のサプライヤー、流通業
者、医療従事者（HCP）は、当
社NuVasiveの文化の一部で
あり、当社と同じ倫理基準を
維持するために最善を尽くし
ています。  

生産性が高く、 
安全・安心な職場
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販売、マーケティング、および宣伝  
いかなる時でも、正確かつ真実に当社の製品やサービスについて表現することが不可欠です。そして、公平性を欠いていたり、誤解を招いたり、虚偽的である販売やマーケ
ティング慣行に従事しないでください。ここでいう販売、マーケティングおよび宣伝とは、非常に広範にわたります。当社の現在および将来の顧客、患者さま、投資家、または
マスメディアに対し、当社の製品やサービスを知らせるために作成された、あらゆる情報、トレーニング、プログラムや資料（「マーケティング資料」といいます）の全てが含ま
れます。すべてのマーケティング資料は、合理的で、公正、客観的で明確、また製品のラベリングと一致していなければなりません。更に、マーケティング資料は、当社のポリ
シーおよび当社が事業を展開する国の法律に一致するよう、適切な審査および承認手続きを経た上で、承認を受けなければなりません。同様に、（適用される規制当局や
政府機関の決定によって）承認された用途のためだけに、製品を販売および宣伝する必要があります。競合他社の製品に対する発言や比較は、公正かつ実証済みで、すべ
ての法令を遵守していなければなりません。また、競合他社の製品やサービスや従業員の名誉を傷つけてはなりません。  

安全かつ高品質の製品とサービス  
NuVasiveは、安全で信頼できる高品質なサービの開発と提供に務めてい
ます。すべての従業員および第三者は、当社製品の品質を確保するために
設けられたあらゆるプロセス、手順、およびポリシーを遵守する必要があり
ます。全従業員が、製品やサービスの品質に関する懸念や、臨床治療に関
する倫理的な懸念がある場合は、速やかに懸念を提起する義務を負って
います。NuVasiveは、クレームや有害事象を深刻に受け止め、当社が事業
を展開している国々の法令や規制に基づき、直ちにこれを認識し、調査し
ます。  

市場での 
品格ある行動  

研究開発
当社は、最高品質の研究・開発、およびデータ収集に全力を尽くして
います。臨床研究に参加する可能性のある患者さまの安全性を確保す
ると共に、当社に提供された情報のセキュリティやプライバシーを確
保するために必要な措置を講じなければなりません。このような研究
やデータ収集はすべて、データ保護法を遵守するだけでなく、正確な
報告、解釈、検証を可能にする形で、慎重に記録、維持、保護されな
ければなりません。

市場での品格ある行動
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医療従事者との関係 
NuVasiveのサービスを提供するために医療従事者（HCP）を関与させる場合は、提供するサービスを正確に記載した契約書を作成し、すべて
の作業が適切に文書化されているようにする必要があります。不適切な報酬や賄賂になる恐れがある場合は、医療従事者に支払いを行った
り、その他の価値あるものを提供してはなりません。 

当社の製品やサービスが効果的に使用されるように支援して患者ケアを改善することや、革新的な医療製品を開発すること、あるいは医療研究や教育を支援することなど、
その目的は問わず、私たちは、当社と協働しているHCPと、倫理的で透明性のあるやりとりを行うように努めています。例えば、医療従事者とのやりとりには、会議、講演会、
シンポジウム、製品の販促、研究・教育イベント、コンサルティング契約などが含まれます。このようなあらゆるやり取りにおいて、当社が事業を展開している国の医療従事者
との関係に適用されるすべての法規制を認識し、それらを遵守する必要があります。医療従事者と業務上の取り決めを行ったり、不適切な勧誘を行って当社の製品やサー
ビスを奨めさせたり、使用させること、およびこのような行為に対し報酬を提供してはいけません。 

慈善活動および政治活動 
NuVasiveは地域社会への還元に力を入れており、チャリティ団体、教育団体、
慈善団体への参加と支援を従業員に奨励しています。企業として行う慈善活動
は、当社のビジョンや目的に沿ったものでなければなりません。チャリティ団体、
教育団体、慈善団体やその理念に対する当社の支援は、当社の製品やサービ
スの推奨、使用、または購入を条件としていたり、それらに関連していてはなり
ません。医療機関（HCO）や医療従事者（HCP）に対する寄付や、医療従事者
の要請に基づく寄付はすべて、当社の援助ポリシーに準拠していなければなら
ず、当社の資金、時間、その他の資産をチャリティ団体や慈善団体に寄付する
前に、当社の援助委員会（グラント・コミッティ）から、事前承認を得る必要が
あります。NuVasiveを代表して行われる政策や政治活動（会社の資金、時間、
資産の使用など）は、法律と当社の規範に則ったものでなければならず、法務
顧問による事前承認が必要です。個人として市民活動や政治活動を行う場合
は、NuVasiveの見解や行動ではなく、自分自身の見解や行動であることを明確
にしなければなりません。 

Q

A

「HCPまたはHCOへの助成金」を選択する際に、NuVasiveが営利団
体の関与を制限している理由は何ですか？ 

本規範は、NuVasiveが、HCPやHCOに助成金を提供して、当社製品
の購入、使用、推奨、またはその他の販売上の配慮を確保したり、こう
した行為に報酬を提供しているという誤った認識を与えないように、こ
のような分離を定めています。 

贈収賄および汚職の防止 
当社はあらゆる取引において、すべての贈収賄防止法および適用される汚職防止法
を遵守することに取り組んでおり、汚職や贈収賄の行為を一切容認しない方針を取
っています。従って、不適切なビジネス上の利益を得るために、不適切な支払いや、
サービス、接待、便宜を提供したり、申し出たり、これらを求めたり、受け取ったりし
てはなりません。汚職防止法は、当社が事業を展開している国で絶えず変化してい
ます。このため、HCPとやり取りをする場合は、現地の法規制の遵守はもちろんのこ
と、当社の規範の精神や意図にも注意を払わなければなりません。第三者が、当社
の規範の基準や当社が事業を展開している国のさまざまな汚職防止および贈収賄
防止に関する法律、規則、規制を確実に遵守しているよう特に注意を払い、合理的
かつ定期的なデューデリジェンスを実施するべきです。この点に関して不審な行動
があった場合は、当社のコンプライアンス責任者に報告してください。 

市場での品格ある行動



NuVasive  
業務倫理規範

グローバルな事業展開を通じた 
確かな誠実性（インテグリティ）

生産性が高く、 
安全・安心な職場 13

A
いいえ。誠意ある商談の一環としてのみ、HCPに食事を提供するべ
きです。 

例えばこれには、医療技術の開発や改善、価格設定や契約交渉など
の正当なテーマについてのディスカッションが含まれます。食事に費
やした時間の大半をディスカッションで占めるべきです。カジュアル
な懇親会や親睦を深めることが、HCPとの食事の主な目的であって
はなりません。

Q
良好なビジネス関係を築くために一般的な話し合いをすること
は、HCPに食事を提供する目的として適切ですか？

贈答品と接待 

ビジネスの場面では、贈答品を交換したり、接待を行うことはよくありますが、贈
答品や接待の授受が利益相反を生じさせたり、法律や当社のポリシー、または当
社の規範の精神や意図に違反しないように注意しなければいけません。企業とし
て、不適切な報奨や、ビジネス上の便宜を提示してビジネスチャンスを生み出そう
としてはならないのです。当社が提供または受領する贈答品や接待は、相手から
の要求に基づいたものであってはならず、控えめな価値のものであり、良識的で（
「品格の良いもの」）、頻繁に授受されてはならず、ビジネスにおいて慣習的なも
のであり、NuVasiveのポリシーで許可されているものでなければなりません。さら
に、当社が事業を展開している国の中には、厳格で複雑な法律により、HCPや政
府関係者への贈答品や接待を制限したり、禁止している国もあります。このため、
当社のポリシーで規定された要件に合っていない限り、そのような個人への贈答
品や接待の提供は避けなければなりません。

政府機関や政府職員との関係 
当社は、すべてのお客さまに対し定められている倫理的な取引基準と同様の基準
を、政府機関に対しても適用しなければなりません。政府職員には、連邦機関、
州機関、地方自治体の職員、被選挙権執行者、国立・州立病院の職員などが含ま
れる場合があります。政府職員への贈答や接待については、あらゆる法律、規制
および規則を充分に理解し、これらを慎重に遵守しなければなりません。政府機
関によるあらゆる検査や調査に全面的に協力することは、NuVasiveのポリシーで
す。従業員、役員、または取締役が検査や召喚の要求、または調査通知を受けた
場合は、適時に対応できるよう、当社の顧問弁護士またはコンプライアンス責任
者に通知しなければなりません。いかなる場合でも、政府とやりとりを行う際は、
重要な情報を誤って記載したり、誤って表現したり、省略してはなりません。また、
政府機関に提供するすべての記録が、正確で、完全であり、適時に提出されるよ
うにしなければなりません。

市場での品格ある行動
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持続可能性
NuVasiveは、責任ある経済的、社会的、環境的慣行を確立することで、持続可能なビジネスを成功させることができると信じています。当社には、私たち自身や
NuVasive、そして私たちが暮らし、仕事をしている地域社会、そして世界にポジティブな影響を与えるような意思決定をする義務があります。当社は、継続的な
改善に焦点を当てることで、株主価値を高め、実際に影響力を持つ社会改善プログラムを実施し、責任ある資源の管理を行うことを目指しています。   

社外での機会

A
当社の事業を行う際、従業員、役員、取締役には、自分の利益で
はなく、NuVasiveの利益を優先させることが求められています。
他の機会を追求できる可能性もありますが、業務に支障をきたす
ようなことはあってはなりません。NuVasiveの従業員として、外部
での副業がNuVasiveでの業務と相反してはならず、会社のリソー
スを副業のために使用してはなりません。副業の可能性について
相談したい場合は、グローバルリスク・インテグリティ部門に連絡
してください。 

Q
配偶者と私は、地域の病院に医薬品を卸すために独立開業
しています。すでにNuVasiveのビジネスの現場にいる場合、
私の新規事業について販促活動はできますか？

グローバルな事業展開を通じた 
確かな誠実性（インテグリティ）

利益相反
私たちは、NuVasiveに対する忠誠心に影響を及ぼす可能性のある事象を認識
し、個人の利益が会社の利益と相反したり、相反すると思われる状況を回避しな
ければなりません。例えば、顧客、サプライヤー、または競合他社への多額の個
人投資を回避するだけでなく、どのような形であれ、競合他社、サプライヤー、顧
客のために働いたり、実際に相反したり、相反すると思われるような副業をするこ
とも避けなければなりません。同様に、家族や家族のように親しい関係にある人
物の職務評価や賃金、福利厚生を直接監督するような立場にあってはなりませ
ん。また、そのような人物とNuVasiveとの間におけるビジネス取引の交渉や管理
も避けるべきです。

利益相反の可能性がある場合は、コンプライアンス責任者にこれを開示して、審
査・承認を受けなければなりません。利益相反の状況に関与することは必ずしも
違規範に対する違反になりませんが、開示を怠ることで違反になる可能性があり
ます。 

グローバルな事業展開を通じた 
確かな誠実性（インテグリティ）
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インサイダー取引
NuVasiveでの雇用期間中に、当社または当社が取引を行っている他企業に関する重要な非公開情報や「インサイダー情報」を知る可能性があります。インサイダー情報と
は、一般には知られていない会社の情報であり、その会社の有価証券の売買を判断する際に、投資家が重要であると考える情報のことを指します。重要なインサイダー情報
を知っている場合、NuVasiveの株式や有価証券、または他社の株式や有価証券を売買してはなりません。また、他人がこの情報に基づいて売買できるよう、自分の友人や
家族を含む他者にその様な情報を開示してはなりません。このように「内部情報を漏らす」と、内部情報を提供した人物も、それに基づいて行動した人物も、双方が法律に
抵触したと見なされます。このような「インサイダー取引」は法律および本規範で禁止されています。当社の従業員が、NuVasiveの有価証券の取引に関与する場合は、当社
のインサイダー取引に関するポリシーを遵守する必要があります。  

正確な記録の維持
当社は、会社の記録や情報がすべて正確かつ誠実であるように務めます。正確
な業務記録を維持することは、社内の意思決定に不可欠です。また、正確な記
録を維持することは、法律を遵守し、NuVasiveの事業実績および財務実績を
社内外に誠実に報告するという当社の能力にとっても非常に重要です。記録と
は、NuVasiveでの業務の一環として作成される物理的文書または電子文書のこ
とです。すべての記録に、基礎となる取引や事象の真実を反映する正確で正直
な情報が必ず含まれているようにする必要があります。記録が虚偽であることを
認識していたり、そう信じるに足る理由がある場合は、会社を代表して記録に署
名したり、承認したり、送信することはおろか、他者に署名、承認、または送信す
る許可を与えることもできません。当社の上級財務責任者は、NuVasiveの誠実
性を促進する特別な責任を負い、当社の記録が正確であることを保証しなけれ
ばなりません。当社の最高経営責任者、最高財務責任者、主席会計責任者、会
計監査人、または同様の職務を果たす者は、本規範の原則に拘束されるだけで
なく、当社の開示情報が完全で、公正で、正確で、タイムリーかつ理解しやすい
ものであることを保証する義務を負っています。また、あらゆる適用法令や規則
や規制を遵守し、違反の疑いがある場合には、速やかに監査委員会の委員長に
報告する責任があります。

競争法の遵守 
競争の原理に反していたり、不当に取引を制限するような協定やビジネス上の取
り決めをしてはいけません。取引を制限するような協定は、当社が事業を展開
している国の反競争法に違反する可能性があります。誰が関与しているかは関
係ありません。これらの理由から、価格や価格設定、生産能力、販売、入札、利
益や利益率、コストや流通方法など、機密性が高く、潜在的に反競争的である
話題について第三者と不適切に話し合うことは避けるべきです。 

また、不適切な手段や倫理に反する手段で競合他社の情報を入手することも控
えなければなりません。同様に、守秘義務に違反して当社に開示された情報で
あると信じるに足る理由がある場合（例：以前競合他社で働いていた従業員に
よって開示された情報など）は、競争に関わる情報を受領したり、開示したり、
使用すべきではありません。 

グローバルな事業展開を通じた 
確かな誠実性（インテグリティ）
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貿易のコンプライアンス  
当社はグローバル企業です。当社が事業を展開している国において、 
当社の製品やサービス、または技術の輸出入に適用される法律、規制、
許認可要件、ボイコット、禁輸措置、その他の規制を遵守しなければなり
ません。当社の製品やその他の品目に関する正確かつ真実の情報を税関
当局やその他の関連当局に提供しなければならず、制裁対象国との取引
に関与しないようにしなければなりません。 

請求と払い戻し
当社は、当社の製品およびサービスに対する請求、回収、または払い戻し
を規定するすべての法律、規制、およびガイドラインを理解し、これらを
遵守することに尽力しています。医療上必要であると考えらえる製品やサ
ービスに対してのみ、請求を行うことができます。同様に、完全かつ正確
な記録を保持し、正確な請求および払い戻しコードを推奨および使用す
る必要があります。できるだけ早く重要な誤りを修正・報告し、不明瞭な
請求に関する問題があれば、管理者やその他の適切な人物に疑問を提起
し、請求に関する当社の活動が、適用法にきちんと準拠していることを確
認しなければなりません。 

NuVasiveを代表しての発言
NuVasiveは、正確で一貫性のある情報を一般に公開することに務めてい
ます。この目的を達成するために、会社の承認を受けた人物のみが当社を
代表して発言することができます。当社に関して社外から問い合わせを受
けた場合は、media@nuvasive.comまで連絡してください。

ソーシャルメディア
ソーシャルメディアにおける当社の活発なプレゼンスは、当社のブランドを高め、一
般の人たちや利害関係者とのつながりを強化します。当社が指定するソーシャルメデ
ィア担当者は、ソーシャルメディアにおけるNuVasiveの活動を開発、管理および監督
しています。これにより、当社が提供する情報が明確で一貫性があり、正確なもの
であるようにします。従業員がソーシャルメディアを利用する際は、責任を持って利
用することが大切です。私たちは、NuVasiveの従業員としてのアイデンティティを共
有していますが、同時に、自分の考えや意見、関心を持っている個人でもあります。
仕事以外の場でSNSに投稿したり、ブログを書いたり、Wikiに投稿したりすることが
あるかもしれません。こうした個人的な投稿であっても、ソーシャルメディアを利用す
る際は、NuVasiveや当社の同僚たち、顧客、サプライヤー、およびその他のビジネス
パートナーに対する当社の義務に則った形で利用する必要があります。ソーシャルメ
ディアを個人として使用し、NuVasiveに関する話題について話す場合は、正直に自
分が誰であるかを明らかにし、投稿する見解や意見が自分自身のものであることを
明確にする必要があります。また、会社の機密情報を決して開示しないようにしなけ
ればなりません。 

グローバルな事業展開を通じた 
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あなたの意見を声にしましょう！
本業務倫理規範をもっと便利にするためのアイデアをお持ちですか？倫理に関
してより優れた判断をするためのヒントはありますか？グローバルリスク・インテ
グリティ部門では、皆さんの意見をお待ちしています。
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