
2012年11月15日 

お客様各位 

日本電気株式会社     

医療ソリューション事業部 

「ID-Link」サービス窓口   

 

「ID-Link」サービス利用約款改定のお知らせ 

 

 拝啓 時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。 

 首記の件、下記の通り内容の一部を改定させていただきます。 

 今後ともよろしくお願い申し上げます。 

                    敬具 

記 

１．改定日 

 

   2012年11月15日 

 

２．改定内容 

     

改定前 改定後 

第２条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味

で用いるものとします。 

（１）利用契約 

本約款に基づく本サービスの利用に係る

当社との契約をいいます。 

（２）契約者・利用者 

契約者：当社との間で利用契約を締結し

サービスを利用する資格を持つ法人又は

個人事業主をいいます。 

利用者：サービスを利用する資格を契約

者から受けて本サービスを利用する契約

者および第６条第２項に定める「契約申

込書」に利用者として記入された第三者

の役員又は従業員をいいます。 

※追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味

で用いるものとします。 

（１）利用契約 

本約款に基づく本サービスの利用に係る

当社との契約をいいます。 

（２）契約者・利用者 

契約者：当社との間で利用契約を締結し

サービスを利用する資格を持つ法人又は

個人事業主をいいます。 

利用者：サービスを利用する資格を契約

者から受けて本サービスを利用する契約

者および第６条第２項に定める「契約申

込書」に利用者として記入された第三者

の役員又は従業員をいいます。 

（３）協議会 

    地域における医療・介護・福祉・薬局な

どの機関における診療情報等の共有化、

医療情報の連携ネットワーク環境の整備

促進、患者中心の医療の推進、医療の質 

・安全性の向上を図り、国民により良い

医療サービスを提供できる保健医療福祉

社会への提案および環境基盤作りに寄与

することを目的とする契約者の所属する

組織をいいます。 

 

 

 

 



（３） 個人情報 

本サービスの提供に際して当社が知り得

た個人に関する情報であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述

により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別で

きることとなるものを含みます。）をいい

ます。 

（４）センター設備 

       本サービスの提供にあたり必要となる、

エスイーシ保有の機械、器具、電気通信

回線その他の電気的設をいいます。 

   （５）本サーバー等 

      本サービスを利用するために必要な、契約

者のゲートウェイサーバー及びこれに付

随する機器をいいます。 

   （６）サービス初期画面 

       本サービスのシステムログイン画面をい

います。 

（本約款の変更） 

第３条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、別紙を

含む本約款をいつでも変更することができる

ものとします。 

  ２ 変更後の約款は、当社が変更内容をサービス初

期画面上に掲載した時点から効力を有するも

のとし、これをもって、本サービスに係る料金

その他の提供条件は、変更後の約款記載の内容

が適用されるものとします。 

 

（４）個人情報 

本サービスの提供に際して当社が知り得

た個人に関する情報であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述

により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別で

きることとなるものを含みます。）をいい

ます。 

（５）センター設備 

       本サービスの提供にあたり必要となる、

エスイーシ保有の機械、器具、電気通信

回線その他の電気的設をいいます。 

（６）本サーバー等 

      本サービスを利用するために必要な、契約

者のゲートウェイサーバー及びこれに付

随する機器をいいます。 

（７）サービス初期画面 

       本サービスのシステムログイン画面をい

います。 

（本約款の変更） 

第３条 当社は、当社所定の方法により相当の期間を 

定めて契約者または協議会に通知し、契約者ま

たは協議会（以下「契約者等」と総称します。）

の同意を得たうえで、別紙を含む本約款の内容

を変更することができるものとします。ただ

し、変更の内容が軽微であり、当該期間中に契

約者等から異議の申立てがなされない場合、当

該期間の満了をもって契約者等による同意が

なされたものとみなします。 

２ 変更後の約款は、前項の契約者等の同意をもっ

て効力を有するものとし、これをもって、本サ

ービスに係る料金その他の提供条件は、変更後

の約款記載の内容が適用されるものとします。 

 

 

 

本件問い合わせ先 

  日本電気株式会社 

医療ソリューション事業部事業推進部内 

「ID-Link」サービス窓口 

  e-mail：necidlink@med.jp.nec.com   Tel:03-3798-6756 

以上 



地域医療連携ネットワークサービス「ID-Link」利用約款       
平成２４年１１月１５日発行 

日 本 電 気 株 式 会 社 
 

 
 

第１章 本約款の適用等 

（本約款の適用） 

第１条 本約款は、日本電気株式会社（以下「当社」といいます。）

が、株式会社エスイーシー（以下「エスイーシー」といいま

す。）から提供を受け、契約者に提供する地域医療連携ネッ

トワークサービス「ID-Link」（以下「本サービス」といいま

す。）に適用されます。 

  ２ 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款の内容を十分に

理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。 

（用語の定義） 

第２条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で用いるもの

とします。 

（１） 利用契約 

本約款に基づく本サービスの利用に係る当社との契約

をいいます。 

（２） 契約者・利用者 

契約者：当社との間で利用契約を締結しサービスを利

用する資格を持つ法人又は個人事業主をいいます。 

利用者：サービスを利用する資格を契約者から受けて

本サービスを利用する契約者および第６条第２項に定

める「契約申込書」に利用者として記入された第三者

の役員又は従業員をいいます。 

（３） 協議会 

    地域における医療・介護・福祉・薬局などの機関にお

ける診療情報等の共有化、医療情報の連携ネットワー

ク環境の整備促進、患者中心の医療の推進、医療の質 

・安全性の向上を図り、国民により良い医療サービス

を提供できる保健医療福祉社会への提案および環境

基盤作りに寄与することを目的とする契約者の所属

する組織をいいます。 

（４） 個人情報 

本サービスの提供に際して当社が知り得た個人に関す

る情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別できることとなるものを含み

ます。）をいいます。 

（５）センター設備 

       本サービスの提供にあたり必要となる、エスイーシ 

保有の機械、器具、電気通信回線その他の電気的設を

いいます。 

   （６）本サーバー等 

       本サービスを利用するために必要な、契約者のゲート

ウェイサーバー及びこれに付随する機器をいいます。 

   （７）サービス初期画面 

       本サービスのシステムログイン画面をいいます。 

（本約款の変更） 

第３条 当社は、当社所定の方法により相当の期間を定めて契約者ま

たは協議会に通知し、契約者または協議会（以下「契約者等」

と総称します。）の同意を得たうえで、別紙を含む本約款の

内容を変更することができるものとします。ただし、変更の

内容が軽微であり、当該期間中に契約者等から異議の申立て

がなされない場合、当該期間の満了をもって契約者等による

同意がなされたものとみなします。 

２ 変更後の約款は、前項の契約者等の同意をもって効力を有す

るものとし、これをもって、本サービスに係る料金その他の

提供条件は、変更後の約款記載の内容が適用されるものとし

ます。 

（当社からの通知） 

第４条 当社は、サービス初期画面への掲載その他当社が適当と判断

する方法及び範囲で、契約者が本サービスを利用するうえで

必要となる事項を通知するものとします。 

  ２ 前項に定める通知は、当社が当該通知の内容をサービス初期

画面に掲載した時点から効力を有するものとします。 

（本サービスの内容） 

第５条 本サービスの具体的な内容は、別紙１「サービス仕様書」記

載のとおりとします。 

２ 当社が契約者に提供する本サービスの内容又は提供条件を

既存のものから変更した場合、契約者は、当該変更後の内容

に基づき本サービスを利用するものとします。 

３ 当社は、本サービスの全部又は一部を、エスイーシーその

他の第三者に委託することができるものとします。 

４ 契約者は、本サービスの有償オプション機能の利用を希望

する場合は、当社が別途定める約款に基づき、別途当社との

間でかかる有償オプション機能に関する利用契約を締結する

ものとします。 

 

第２章 契約等 

（利用契約の締結等） 

第６条 本サービスの利用を希望する法人又は個人事業主（以下「法

人等」といいます。）は、当社との間で利用契約を締結する

ものとします。利用者は、契約者の契約内容に基づいて本サ

ービスを利用できるものとします。 

  ２ 本サービスを利用しようとする法人等は、当社所定の「契約

申込書」に自己の名称、所在地、利用者の記載、その他当社

が定める事項（以下「登録内容」といいます。）を記載のう

え当社に提出し、当社がこれを受領した日から 8営業日以内

に法人等に対し何らの意思表示をしなかった場合、かかる期

間の満了日をもって利用契約が成立するものとします。 

  ３ 契約者は、当社との間で利用変更契約を締結することにより、

利用契約の内容を変更することができます。 

  ４ 契約者が当社所定の「登録情報変更申請書」を当社に提出し、

当社がこれを受領した日から 8 営業日以内に契約者に対し

何らの意思表示をしなかった場合、かかる期間の満了日をも

って利用変更契約が成立するものとします。 

  ５ 当社は、本約款の規定にかかわらず、次のいずれかに該当す

る場合には、利用契約（登録情報変更申請契約を含みます。

以下同じ。）を締結しないことがあります。 



                                                 

 
 

（１） 本サービスの利用を希望する法人等が、本サービスに

関する金銭債務の不履行、その他本約款に違反したこ

とを理由として、過去に利用契約を解除された事実が

あるとき 

（２） 契約申込書又は登録情報変更申請書に虚偽の記載、誤

記があったとき又は記入漏れがあったとき 

（３） 契約申込書又は登録情報変更申請書を提出した法人等

が金銭債務の履行を怠るおそれがあるとき 

（４） 未成年者その他法令により行為能力が制限されている

場合に、法定代理人等の同意を得ずに当社に対して本

サービスの利用申込を行ったとき 

（５） 本サービスの利用を希望する法人等に対して本サービ

スを提供することが当社の業務上あるいは技術上著し

く困難であると当社が判断したとき 

（６） その他、当社が不適当と判断したとき 

（権利義務譲渡の禁止） 

第７条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本

約款及び利用契約上の権利又は義務の全部若しくは一部を

他に譲渡してはならないものとします。 

 

第３章 権利の帰属 

（著作権） 

第８条 本サービスにおいて当社が提供するホームページ等のコンテ

ンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、当社又

は当社が定める者に帰属するものとします。 

 

第４章 提供条件等 

（初期導入） 

第９条 契約者は、自己の責任と費用により、本サーバー等、インタ

ーネット接続サービスその他の本サービスを利用するため

に必要なものを準備し、本サービスを利用可能な状態に維持

するものとします。当社は、契約者・利用者がサービスを利

用するにあたり使用する通信機器、ソフトウエア及びこれら

に付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するた

めに、当社の管理する設備、システム若しくはソフトウエア

を改造、変更又は追加したり、サービスの提供方法を変更す

る義務を負わないものとします。 

（維持管理） 

第 10 条 当社は、契約者に対して本サービスを円滑に提供できるよ

う、善良なる管理者の注意義務をもってセンター設備の維持管

理を行います。 

（一時的な中断） 

第11条 当社は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要

することなく、本サービスの提供を中断することができるも

のとします。 

（１） 本サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を

行う場合 

（２） 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 

（３） その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供で

きない場合 

  ２ 当社は、前項に定めるもの以外に、本サービスの提供に必要

な設備の定期点検を行う場合、サービス初期画面にその旨を

掲載することにより、本サービスの提供を一時的に中断でき

るものとします。 

  ３ 前二項に定める事由により本サービスを提供できなかったこ

とに起因して契約者又は第三者（他の契約者を含みます。以

下同じ。）が損害を被った場合であっても、当社は一切その

責任を負わないものとします。 

（利用期間） 

第12条 本サービスの利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始

した日から本約款に基づき利用契約が終了するまでの間と

します。 

 

第５章 料金 

（料金等） 

第13条 本サービスに係る料金（以下「本サービス料金」といいます。）

は、別紙２「料金表」記載のとおりとします。 

（料金等の計算方法） 

第14条 本サービス料金は、本サービス利用開始月の翌月から発生す

るものとし、毎月１日から末日までの間（以下「料金月」とい

います。）を１ヶ月として計算するものとします。また、契約

者による本サービスの利用が月の途中で終了した場合であっ

ても、当該月は１ヶ月として計算されるものとします。 

２  当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の対

象期間を変更することがあります。 

（料金等の支払方法） 

第15条 契約者は、当社又は当社の指定する者からの請求に対して、

次の各号のいずれかの方法により、本サービス料金を当社に支

払うものとします。 

（１）当社が発行する請求書に基づく口座振込 

（２）口座振替 

（３）その他当社が定める方法 

２  本サービス料金の支払が前項第１号に定める口座振込によ

る場合、契約者は、本サービスを利用した月の翌月末日まで

に、当該月の本サービス料金を当社の指定する銀行口座に振

込む方法により支払うものとし、当該口座振込に係る手数料

を負担するものとします。 

３  本サービス料金の支払が第１項第２号に定める口座振替に

よる場合、本サービスを利用した月の翌月２６日（当日が金

融機関又は郵便局の休業日の場合は翌営業日）に当該月の契

約者指定の口座から引落されるものとします。 

４  前三項の規定にかかわらず、当社は、本サービス料金の全

部又は一部の支払時期を変更することがあります。 

５ 当社は、既に支払われた本サービス料金については、いか

なる場合であっても契約者に一切返還しないものとします。 

（支払遅延損害金） 

第16条 契約者が支払期限までに本サービス料金及びその消費税等相

当額を支払わない場合、当社は、契約者に対し、支払期限の

翌日より支払日までの日数に応じ、本サービス料金に対し年

利8.25％を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請

求できるものとします。 

（端数整理） 

第 17 条 本約款に基づく計算結果に１円未満の端数が生じた場合、

当該端数は切り捨てるものとします。 



                                                 

 
 

第６章 契約者の義務 

（契約者の義務・責務） 

第18条 契約者は、利用者その他本サービスに関係する者等（以下「関

係者等」といいます。）に対して、本約款に定める事項を周

知徹底し、契約者が負担する義務を遵守させるものとします。

契約者は、関係者等による本約款の違反につき、当社に対し

て責任を負うものとします。 

  ２ 本サービス提供の一時的な中断、停止並びにその他の本サー

ビスに関連する当社からの通知又は連絡は、契約者に対して

なされます。契約者は、当社からかかる通知又は連絡を受け

た場合、関係者等に対して、速やかにその内容を通知しなけ

ればならないものとします。 

（登録内容の変更通知） 

第 19 条 契約者は、登録内容について変更があった場合は、当社の

定める方法により遅滞なく当社に通知するものとします。 

（禁止行為） 

第20条 契約者･利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に

定める行為をしてはならないものとします。 

（１） 本サービスに関する情報を改竄する行為 

（２） 契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する

行為 

（３） 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む

行為 

（４） 第三者又は当社の財産、名誉及びプライバシー等を侵

害する行為 

（５） 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第

三者又は当社の個人情報を収集する行為 

（６） 本サービスの利用又は提供を妨げる行為 

（７） 第三者又は当社の著作権その他の知的財産権を侵害す

る行為 

（８） 法令又は公序良俗に反する行為 

（９） 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とす

る行為（書面により当社が事前に承諾した場合を除き

ます。） 

（10） 第三者に本サービスを利用させる行為（書面により当

社が事前に承諾した場合を除きます。） 

（11） 当社の信用を傷つけ、又は当社に損害を与える行為 

（12） その他、当社が不適切と判断した行為  

（違反行為に対する措置） 

第 21 条 当社は、契約者･利用者が前条各号に該当する行為を行なっ

ていることを知った場合、該当行為により第三者から当社に

対してクレーム・請求等がなされた場合、その他契約者･利用

者による行為が本サービスの提供あるいは運営上不適当であ

ると当社が判断した場合には、契約者に対して、次の各号の

いずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができ

るものとします。 

  （１）前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告しま 

す。 

  （２）契約者・利用者の行為により当社へクレーム・請求等をな

した第三者との間で問題を協議し、解決することを要求し

ます。 

  （３）第 26 条の定めに準じて本サービスの提供を一時停止又は

利用契約を解除します。 

  ２ 当社が契約者に対して前項第２号に基づく要求を行った場合、

契約者は、当社にクレーム・請求等をなした第三者との間で

問題を協議し、解決を図るものとし、当社を一切免責するも

のとします。また、契約者は、当該クレーム・請求等により

当社が被った損害を賠償するものとします。 

 

第７章 機密保持 

（機密保持） 

第22条 当社は、本サービスの提供に際して契約者から資料、電磁的

記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報以

外の情報であって、契約者が機密である旨表示したもの（以

下「機密情報」といいます。）について、善良なる管理者の

注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスの提

供に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を開示し

ないものとします。 

  ２ 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は

機密情報に含まれないものとします。 

（１） 既に公知のもの又は当社の責に帰することのできない

事由により公知となったもの 

（２） 既に当社が保有しているもの 

（３） 当社が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手

したもの 

（４） 当社が契約者から書面により開示を承諾されたもの 

（５） 機密情報によらずに当社が独自に開発し又は知り得た

もの 

  ３ 当社は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを

提供するために必要な範囲に限り使用、複製することができ

るものとします。また、機密情報の改変が必要なときは、事

前に契約者から承諾を得るものとします。 

  ４ 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後５年間継続す

るものとします。 

（個人情報） 

第23条 当社は、契約者・利用者の保有する個人情報を、当社所定の

ホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき管理

するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる

場合を除き、それらの個人情報を第三者に開示しないものと

します。 

  ２ 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、当社は、

契約者から個別の同意を得ることなく、個人情報を開示する

ことができるものとします。 

（１） 当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第

三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合 

（２） 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めると

ころに従い個人情報の開示を要求された場合 

  ３ 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個

人情報を開示する目的の実現に 低限必要な範囲に限定す

るとともに、前項第２号の場合を除き、開示する相手方に対

し本条により当社が負うのと同等の義務を課すものとしま

す。 

   

第８章 責任の範囲 



                                                 

 
 

（責任の範囲） 

第24条 当社は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、経

済産業省所定の「医療情報を受託管理する情報処理事業者

向けガイドライン」に基づき秘匿性を確保するものとしま

す。 

  ２ 当社は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの 

利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関しても

一切責任を負わないものとします。 

  ３ 契約者･利用者が本サービスの利用によって第三者に損害を

与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、

契約者は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし

ます。なお、契約者･利用者が本サービスの利用に伴い第三

者から損害を受けた場合も同様とします。 

 

第９章 利用契約の解除 

（契約者からの利用契約の解除） 

第25条 契約者は、利用契約を解除しようとする場合、解除希望日の

３０日前までに当社が定める方法により当社に通知を行う

ことにより利用契約を解除することができるものとします。 

  ２ 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において

未払いの本サービス料金及び支払遅延損害金がある場合に

は、解除希望日までにこれを支払うものとします。 

（提供停止及び当社からの利用契約の解除） 

第26条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、

契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サ

ービスの提供を一時停止又は利用契約を解除することがで

きるものとします。 

（１） 当社への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容

等に虚偽があったことが判明した場合 

（２） 支払停止又は支払不能となった場合 

（３） 手形又は小切手が不渡りとなった場合 

（４） 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競

売の申立があった場合 

（５） 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開

始の申立があった場合 

（６） 第２号ないし第５号に定めるほか、財産状態が悪化す

るおそれのある場合 

（７） 契約者が本約款に違反した場合 

  ２ 契約者は、前項による利用契約の解除、本サービスの一時停

止があった時点において未払いの本サービス料金及び支払

遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支

払うものとします。 

（本サービスの廃止） 

第 27 条 本約款のいかなる定めにもかかわらず、当社は、いつでも

本サービスの提供を廃止することができるものとします。

この場合、契約者及び当社間の利用契約は、本サービスの

廃止日をもって終了するものとします。 

 

第10章 その他 

（提供区域・準拠法） 

第 28 条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。 

  ２ 本約款及び利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、

日本法に準拠するものとします。 

（管轄裁判所） 

第29条 本約款及び利用契約に関する契約者・当社間の一切の紛争は、

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処

理するものとします。 

 附則 

本約款は平成２４年１１月１５日から実施するものとします。 

平成２４年１１月１５日付改版（第 7版） 

 

別紙１「サービス仕様書」 

1.サービス概要 

地域医療連携ネットワークサービス「ID-Link」 

本サービスは、地域医療連携のための情報共有支援を行なうサー

ビスです。 

2.サービス詳細 

・閲覧施設は、閲覧したい患者を指定し、データの閲覧申請を行い

ます。 

・公開施設は、上記閲覧申請に基づき指定された患者の診療内容を

登録します。 

・閲覧施設は、閲覧施設の患者IDと公開施設の患者IDを関連付けし

て、公開施設が登録した診療内容を閲覧します。また、画像表示

やDICOMデータのダウンロードを行うことができます。 

・閲覧施設の患者データは公開施設のアップロード領域に格納され

ます。（公開施設がID-Linkサービスを解約した場合などはその限

りではありません。）公開施設は、閲覧施設の契約申込書に基づき

閲覧施設が自院のアップロード領域に患者データを格納すること

を許可します。公開施設のアップロード領域に格納された患者デ

ータは、閲覧施設の責任において登録・削除を行うものとし、公

開施設に管理責任はないものとします。 

・センター設備に接続するための IP-VPN 又は IPSec＋IKE 環境は、

本サービスには含まれません。 

3.サービス提供時間 

24時間365日 

（本約款に基づく一時的な中断及び一時停止の時間を除く。） 

4.サービス利用料 

・料金については別紙2の通りです。 

・サービス利用料の課金開始は、職員様向け操作研修実施月を含む

3ヶ月後の1日からです。（操作研修当月も含む） 

 

 

 

別紙２「料金表」 
項

番

 

項目 

 

料金(税別) 

 

備考

1 地域医療連携ネットワークサービス

「ID-Link」 

閲覧施設 

公開施設(200 床未満) 

公開施設(200 床以上 300 床未満) 

公開施設(300 床以上) 

無償

20,000 円／月

50,000 円／月

80,000 円／月

月額 

支払 

※病床数は、一般病床と療養病床の合計です 

4/21 5/1 6/1 7/1

操作研修日 課金開始

例）4月 21 日操作研修の場合、7 月課金開始 


