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Medii 関連サービス利⽤規約 
 

第1条 (定義) 

Medii 関連サービス利⽤規約(以下｢本規約｣といいます)において使⽤する⽤語の意味は、

それぞれ以下に定めるとおりとします。 

(1) ｢当社｣とは、株式会社 Medii をいいます。 

(2) ｢本サービス｣とは、第３条第１項各号に定める内容のサービスをいいます。 

(3) ｢会員｣とは、第５条に基づいて当社が本サービスの利⽤主体として認めた医療機

関、医師、医学⽣等をいいます。 

(4) ｢利⽤医師会員｣とは、会員のうち、第３条第１項第１号に定める会員をいいます。 

(5) ｢専⾨医会員｣とは、会員のうち、第３条第１項第 1 号に定める会員をいいます。 

(6) ｢専⾨的知⾒｣とは、会員が本サービスを通じて他の会員に対して提供する専⾨医と

しての医学的知⾒及び経験をいい、診断・治療⼜はこれに準ずる⾏為を含まないも

のとします。 

(7) ｢コンサルティング契約｣とは、専⾨医会員及び利⽤医師会員の間で、専⾨医会員が

利⽤医師会員に対して専⾨的知⾒を提供することを内容として締結する契約をいい

ます。 

(8) ｢会員契約｣とは、第６条第１項に定める契約をいいます。 

(9) ｢アカウント認証｣とは、当社がアカウント情報を⽤いて本サービスを利⽤する権利

を確認することをいいます。 

(10) ｢アカウント情報｣とは、本サービスに関する ID 及びパスワードをいいます。 

(11) ｢取得情報｣とは、会員が本サービスの利⽤により取得した情報をいいます。 

(12) ｢登録情報｣とは、会員⼜は申込者が当社に対して届け出た⾃⾝に関する情報をいい

ます。 

(13) ｢本サイト｣とは、本サービスを提供するために当社が運営するウェブサイト

(https://www.medii.jp/その他ドメイン名に medii.jp を含むウェブサイト及びこれら
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のウェブサイトを閲覧可能なアプリケーションその他のサイトを含む。)をいいま

す。 

(14) ｢申込者｣とは、新たに会員になろうとする者をいいます。 

(15) 「医学⽣」とは、第 5 条第 2 項第 3 号に定める者をいいます。 

 

第2条 (本サービスの⽬的及び留意事項) 

1. 本サービスは、本サイトにおいて会員が他の会員に対して専⾨的知⾒を提供するため

のプラットフォームを運営し、会員がこのプラットフォームを通して他の会員から専

⾨的知⾒の提供を受けることを⽬的とします。 

2. 本サービスにおいて、当社は会員が他の会員に対して専⾨的知⾒を提供するためのプ

ラットフォームを運営するにとどまり、当社⾃⾝が専⾨的知⾒を提供するものではあ

りません。 

3. 本サービスを通じて会員から提供される専⾨的知⾒その他の情報の提供は、あくまで

医療・医学的知⾒にかかる情報の提供を⽬的としており、診断・治療⼜はその他の医

療⾏為若しくはこれらに準ずる⾏為を含まないものとします。利⽤医師会員は⾃⼰の

責任において本サービスを利⽤し、本サービスを通して得た専⾨的知⾒に基づく患者

への診断・治療は、利⽤医師会員の⾃⼰の判断と責任で⾏うものとします。 

4. 利⽤医師会員は、⾃⼰の責任において患者に対する治療⽅針等を判断するための検討

材料とする⽬的でのみ、本サービスを利⽤することができるものとします。 

5. 会員が医療機関である場合は所属する利⽤医師会員に本規約を遵守させるものとし、

会員が個⼈の利⽤医師会員である場合は、本サービスの利⽤にあたり所属する医療機

関の内規等を遵守するものとする。 

6. 本サービスを利⽤するにあたって、当社所定の⼿続がある場合には当該⼿続に従うこ

ととします。 

 

第3条 (本サービスの内容等) 

1. 会員は、別途当社が定める⽅法にてアカウント認証を⾏うことにより、本サイトにお

いて、次の各号に定める当社のサービスを利⽤することができます。 

(1) 専⾨的知⾒の提供を受けること 

専⾨的知⾒の提供を受けることを求める会員（医学⽣を除く、以下「利⽤医師会

員」といいます）は、コンサルティング契約の委託者として、本サービスに登録さ
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れた専⾨科（当社と会員の間で合意した診療科に限る）から専⾨医であり専⾨的知

⾒を提供する他の会員（医学⽣及び利⽤医師会員本⼈を除く、以下「専⾨医会員」

といいます）を選択の上、当社所定のフォーマットに専⾨的知⾒の提供を受ける際

に前提となる情報等を⼊⼒することにより、当該専⾨医会員に対し、専⾨的知⾒の

提供の依頼を⾏い、チャット機能その他当社が本サービス上において提供するツー

ル（以下「チャット等」といいます）を通じて、専⾨的知⾒の提供を受けることが

できます。 

(2) 専⾨的知⾒を提供すること 

専⾨医会員は、コンサルティング契約の受託者として、前号の依頼を受けた際、

別途当社が指定する期間内に、当社が定める⽅法にて、当該依頼を⾏う利⽤医師会

員に対し、チャット等を通じて⾃⼰の専⾨的知⾒を提供することができます。 

(3) 専⾨医会員を評価すること 

専⾨医会員から専⾨的知⾒の提供を受けた利⽤医師会員は、当社が定める⽅法に

より、当該専⾨医会員に対する評価を本サービス上において登録することができま

す。ただし、当該評価が第１３条第１項各号の規定に反する場合、その他当社が適

切でないと判断した場合には、当社は⾃らの裁量で当該評価の投稿⼜は登録を削除

することが出来るものとし、利⽤医師会員及び専⾨医会員は予めこれに同意するも

のとします。 

(4) 症例情報を閲覧すること 

会員（医学⽣を除く）が、⾃⼰の患者の健康状態や病歴その他専⾨的知⾒を記載

した症例情報（以下単に「症例情報」といいます。）を当社所定のプラットフォー

ムにアップロードを⾏い、会員（医学⽣を除く）が症例情報を閲覧することができ

るものとします（以下「症例バンクサービス」といいます）。 

(5) その他当社が任意に提供する情報を受領すること 

2. 会員は、第２条のほか、本サービス及び専⾨的知⾒の提供が診察、診断⼜は治療その

他の医療⾏為を⾏うものではなく、当社の定める⽅法にて、利⽤医師会員から提供さ

れる限られた情報のみに基づいて疑われる疾患の可能性等に関する意⾒を専⾨家医師

⼜は症例情報から取得するにとどまるものであり、特定の疾患にり患している旨の医

学的判断やこれに基づく疾患の治療⽅針を伝達すること、医薬品の具体的な使⽤を指

⽰すること、処⽅等を⾏うことを含まないことを、あらかじめ了承の上、本サービス

を利⽤するものとします。 
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第4条 (本規約の適⽤等) 

1. 本規約は、当社と申込者及び会員との間に適⽤されます。また、本規約は、本規約に

定めのある事項に関する限度で、コンサルティング契約を含む会員同⼠の間にも適⽤

されます。 

2. 会員が医療機関である場合、当該会員は、本規約の定めと⽭盾しない範囲で本サービ

スを実際に利⽤させる当該会員に所属する医師に対し、本規約に定める義務を遵守さ

せるものとし、当社に対し、当該医師⼜は医療従事者の⾏為について、⼀切の責任を

負うものとします。 

3. 当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更できるものとします。 

(1) 本規約の変更が、契約者の⼀般の利益に適合するとき 

(2) 本規約の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相

当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

4. 当社は、前項に基づき本規約を変更する場合には、変更後の利⽤規約の効⼒発⽣⽇の

１か⽉前までに、契約者に当該変更内容を適宜の⽅法で通知し⼜は本サイトにおいて

掲⽰するものとし、変更後の利⽤規約の効⼒発⽣⽇以降に、契約者が本サービスを利

⽤した場合⼜は当社の定める期間内に会員契約の解除⼿続をとらなかった場合には、

契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。 

 

第5条 (会員登録) 

1. 申込者が、本規約に同意した上で、当社所定の⼿続をもって本サービスの利⽤を申し

込み、当社がかかる申込みを承諾した時点(承諾は、本サイト上に申込者の申込みを受

け付けた旨表⽰する、電⼦メールにより通知する等、当社所定の⽅法により⾏うもの

とします)で、申込者は、この時点で会員となります。なお、申込者が、本サービスの

利⽤を申し込んだ時点⼜は本サービスを利⽤した時点で、本規約に同意したものとみ

なします。 

2. 会員は、次の各号に定める条件をそれぞれすべて満たす場合に限って会員資格を有す

るものとします。 

(1) 医師の場合 

ア.厚⽣労働⼤⾂の認可した医師国家資格保有者であること 

イ.各専⾨領域の専⾨研修修了医であること 
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(2) 医療機関の場合 

医療法第１条の５第１項に定める病院⼜は同条第２項に定める診療所その他のこれ

らに準ずる機関であること 

(3) 医学⽣の場合 

国公⽴⼤学及び私⽴⼤学の医学部及び⼤学院その他のこれらに準ずる機関に属する

学⽣であること 

(4) その他 

当社が特段に認めた者であること 

3. 会員資格を有しない者が会員資格を偽って本サービスを利⽤することは、理由の如何

を問わず⼀切禁⽌します。また、会員登録後に会員資格を喪失した会員は、直ちに当

社に通知するとともに、退会の⼿続を⾏わなければなりません。 

4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第１項に定める申込みを承諾しな

い場合があります。この場合であっても、当社はその理由について申込者に開⽰せ

ず、また、申込者は当社の判断に異議を述べることはできません。 

(1) 申込者が虚偽の内容の登録情報を当社に申告し、⼜はそのおそれが明⽩である場合 

(2) 申込者が成年被後⾒⼈、被保佐⼈⼜は被補助⼈のいずれかであり、後⾒⼈、保佐⼈

⼜は補助⼈の同意等を得ていない場合 

(3) 申込者が会員資格を保有せず、⼜は保有しないことが明⽩である場合 

(4) 会員契約が解除されことがある場合、⼜は本サービスの利⽤を停⽌されたことがあ

る場合 

(5) 過去に、本規約その他当社との間で締結した契約上の義務の履⾏を怠ったことがあ

る場合、その他本規約上の義務の履⾏を怠るおそれがあると当社が判断する場合 

(6) 反社会的勢⼒等（暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5年を経過し

ない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は

特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同様とします）で

あるか、⼜は資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しくは経営に

協⼒若しくは関与する等、反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏って

いると当社が判断する場合 

(7) 既に本サービスの会員となっている場合 

(8) 前各号に掲げるもののほか、当社が申込者を会員として認めることが不適当である

と判断した場合 
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5. 当社は、別途必要と判断した場合は、申込者に対して、⼀定の書類の提出を求めるこ

とができます。この場合、申込者は、速やかに当該書類を提出するものとします。 

6. 申込者が医師である場合、第 1 項の申込みに先⽴ち予め本サービスの利⽤について所

属する医療機関の承諾を得ておくものとします。 

 

第6条 (本サービスにおける契約関係) 

1. 第５条第１項の定めに基づき会員登録を完了した時点で、当社と会員との間に、本規

約を内容とする契約（以下「会員契約」といいます。）が成⽴するものとします。 

2. コンサルティング契約については、次の各号の定めが適⽤されるものとします。 

(1) 利⽤医師会員が、不特定の専⾨医会員に対して専⾨的知⾒の提供依頼を⾏い、これに

対して専⾨家会員が応答した時点で、当該各会員の間に、コンサルティング契約が成

⽴するものとします。 

(2) 会員は、コンサルティング契約の成⽴後は、当該契約を任意に解除することができな

いものとします。ただし、以下①に掲げる場合は、当該コンサルティング契約は当然

に終了するものとし、以下②に掲げる場合は⼀⽅の会員の意思表⽰により終了しま

す。 

1 専⾨医会員が、第３条第１項第２号に定める期限内に、専⾨的知⾒の提供しない

場合 

2 専⾨的知⾒を提供するにあたっての前提条件が異なる等、専⾨的知⾒を適切に提

供できないやむを得ない場合 

 

第7条 (登録情報の変更) 

1. 会員⼜は申込者は、登録情報に変更が⽣じた場合には、速やかに、本サイトにおいて

変更が⽣じた登録情報の更新を⾏う⽅法により、当社に対して変更の届出をするもの

とします。また、本サイトにおいて｢必須項⽬｣(会員資格に係る情報を含みますが、こ

れに限りません)と表⽰されている登録情報に変更が⽣じた場合には、会員⼜は申込者

は、直ちに、当社所定の⽅法に従って当社に変更の届出をするものとします。 

2. 会員が前項の義務を怠ったことにより発⽣した⼀切の損害について、当社は⼀切の責

任を負わないものとします。 

 

第8条 (本サービスの利⽤等) 
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1. 本サービスは、会員のみが利⽤することができます。 

2. 会員が医療機関である場合は、当該会員は、⾃⼰に所属する医師のうち、当社が認め

た者に対してのみ本サービスを利⽤させることができます。 

 

第9条 (専⾨的知⾒に関する権利関係等) 

専⾨医会員が提供した専⾨的知⾒が著作物である場合、当該著作物に係る権利(著作権及び

著作者⼈格権)は、当該専⾨的知⾒を提供した者に帰属します。但し、利⽤医師会員は、本

規約に定める範囲内で専⾨的知⾒を利⽤することができ、当該専⾨的知⾒を提供した者は

このことを予め承諾の上、⼀切異議等を述べないものとします。 

 

第10条 (当社による会員に関する情報等の利⽤) 

1. 当社は、次の各号に掲げる⽬的の下、当社が定める⽅法により会員が提供した専⾨的

知⾒及び会員が本サイトに登録した情報を収集することがあり、かかる収集により得

られた情報を無償で利⽤できるものとします。 

(1) 本サービスの実施上必要なシステム運⽤のため 

(2) 会員が希望する場合、当社のサービスの情報やサイトのアップデート等のご連絡の

ため 

(3) 本サービスの停⽌・中⽌・契約解除の通知のため 

(4) 本サービスの利⽤規約に違反する⾏為への対応のため 

(5) 本サービスに関する当社の利⽤規約、当社が定めるプライバシーポリシー等の変更

等の通知のため 

(6) 紛争、訴訟等への対応のため 

(7) 本サービスに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため 

(8) 当社が定めるプライバシーポリシー所定の第三者提供のため 

(9) 当社が本サービスを利⽤する医師に対し、勤務先を提案するため 

(10) 医療⾏為の効率化及び医療技術の向上・発展を⽬的として、関連諸法令・指針を遵

守したうえでビッグデータを利⽤した研究開発を⾏うため 

(11) 個⼈を識別できない形式に加⼯した統計データを作成するため 

(12) 前各号に付随する本サービスの提供・維持・改善のため 
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2. 利⽤医師会員は、本サービスを利⽤するにあたり、⾃⼰の患者の健康状態や病歴その

他専⾨的知⾒の提供を受ける際に前提となる患者に関する情報が、当社及び他の会員

に提供され、取り扱われることにつき、当該患者から予め同意を得るものとします。 

3. 会員（医学⽣を除く）が、症例情報を症例バンクサービスにアップロードする場合、

これに先⽴ち、当該症例情報に係る患者に対して、症例情報を医師の教育⽬的で提供

すること及び症例情報を症例バンクサービスにアップロードすること等につき予め同

意を得るものとします。この場合、当社所定の同意書⼜は当該同意書と同内容の同意

を得るものとします。 

4. 当社は、会員に対して、当社が提供する本サービス以外のサービスに関する協⼒依頼

等に関するご案内を送付することがあり、会員は、これを承諾するものとします。 

5. 会員は、当社が、第１項各号に掲げる⽬的のために同項に基づき収集した情報を、当

社のビジネスパートナー及び業務提携会社その他の当社が適切と判断する第三者に対

して提供することにつき、予め同意するものとします。 

6. 会員は、本サービスの利⽤を通し、⾃⾝が当社に提供した情報に関する利⽤⽬的の通

知、開⽰、内容の訂正、追加若しくは削除、利⽤の停⽌、消去⼜は第三者提供の停⽌

を請求することができます。当該請求に関する措置については、「個⼈情報に関する

開⽰等申請について」（PDF）をご参照ください。ただし、個⼈情報保護法その他の

法令により当社がこれらの義務を負わない場合、正当な理由なく同内容の請求が何度

も繰り返される場合、⼜は過度な技術的作業を要する場合は、これらの⼿続を⾏うこ

とができない場合があります。 

7. 本規約に記載のない事項については、本サイトに掲載するプライバシーポリシー

(https://e-consult.medii.jp/PrivacyPolicy)を適⽤します。 

8. 当社の個⼈情報の取扱いに関するご意⾒、ご質問、苦情のお申出その他個⼈情報の取

扱いに関するお問い合わせは、以下宛にご連絡ください。なお、法令に定める場合を

除き、当社はお問い合わせに対して回答する義務を負うものではありません。 

 

お問い合わせ窓⼝：株式会社 Medii管理部 

住所：東京都渋⾕区渋⾕ 2丁⽬ 6-6 Good Morning Building by anri 201 

メールアドレス：info@medii.jp 

URL：https://medii.jp/ 

 



 -9- 

   

第11条 (アカウント情報の管理等) 

1. 当社は、会員 1 名につきアカウント情報を 1つ発⾏するものとします。 

2. 会員は、アカウント情報を管理する⼀切の責任を負うものとし、当社は、アカウント

情報の使⽤上の過誤⼜は第三者による不正使⽤等について、⼀切の責任を負わないも

のとします。 

3. 会員は、⾃⼰のアカウント情報及びアカウント認証を条件とする本サービスを利⽤す

る権利を第三者(会員の同居者その他⼀切の関係者を含みます。本項において以下同様

とします)に使⽤させず、第三者と共有し、⼜は第三者に許諾しないものとします。会

員のアカウント認証がなされた本サービスの利⽤及びそれに伴う⼀切の⾏為は、すべ

て会員による利⽤及び⾏為とみなし、会員は、その⼀切の責任を負担するものとしま

す。 

 

第12条 (禁⽌事項) 

1. 会員は、本サービスの利⽤に関して、次の各号に掲げる⾏為を⾃ら⼜は第三者を通じ

て⾏うことができません。 

(1) 当社⼜は第三者の権利(知的財産権、知的財産権を取得し⼜は登録等を出願する権利、

プライバシー権、肖像権を含みますが、これらに限られません)を侵害する⾏為⼜は侵

害するおそれのある⾏為 

(2) 当社の秘密に属すべき個⼈情報、技術上⼜は営業上の情報を本サービスの利⽤の⽬的

を超えて使⽤若しくは複製し、⼜は第三者に開⽰若しくは漏洩する⾏為 

(3) 法令その他の規制(個⼈情報保護法、医療法及び医療広告に関するガイドラインを含み

ますが、これに限られません)に違反する⾏為 

(4) 他者を差別、誹謗中傷する⾏為⼜は他者の名誉若しくは信⽤を毀損する⾏為 

(5) 第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為 

(6) 犯罪に結びつく⾏為⼜は犯罪⾏為に関連する⾏為 

(7) 本サイトにおける本サービスの利⽤画⾯を不特定⼜は多数⼈に閲覧させる⾏為 

(8) 取得情報を著作権法で認められた私的利⽤の範囲を超えて、複製、出版、公衆送信、

送信可能化、改変その他の態様で利⽤する⾏為 
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(9) 当社の通信設備、コンピューターその他の機器及びソフトウェアに不正にアクセス

し、⼜は、それらの利⽤若しくは運⽤に⽀障を与える⾏為若しくはそのおそれのある

⾏為 

(10) 前各号に掲げるもののほか、本規約に違反する⾏為、法令に違反する⾏為、本サービ

スの運営を妨害する⾏為、当社の信⽤を毀損する⾏為その他当社に不利益を与える⾏

為 

2. 専⾨医会員は、本サービスの利⽤に関して、次の各号に掲げる⾏為を⾃ら⼜は第三者

を通じて⾏うことができません。 

(1) 当社所定の形式を逸脱した専⾨的知⾒を提供すること 

(2) 正当な理由なく、利⽤医師会員の依頼の趣旨に反することが明らかな専⾨的知⾒を提

供すること 

(3) 関連医学会が推奨するガイドラインに沿わない治療法を記載した専⾨的知⾒を提供す

ること 

3. 会員は、取得情報を第２条に掲げる⽬的の範囲内でのみ利⽤するものとし、その他の

⽬的(商業利⽤⽬的を含みますが、これに限られません)に利⽤してはならないものと

します。 

4. 会員は、本サイトにおいて他の会員が発信した症例等の資料(スクリーンショットの画

像等も含みます)を、当該他の会員の同意を得ることなく利⽤しないものとします。 

5. 会員は、本条の禁⽌事項に該当する⾏為その他本規約に違反する⾏為を⾏ったことに

よって、当社に対して損害を与えたときは、その損害を全部賠償する責任を負うもの

とします。 

 

第13条 (利⽤料⾦及び⽀払⽅法) 

1. 本サービスにおけるシステム利⽤料、専⾨的知⾒の取得に当たっての費⽤その他の費

⽤は、当⾯無償とし、当社が本サービスの全部⼜は⼀部を有償とした場合には、会員

は、当社に対し、別途当社が定める本サービスの利⽤料を当社が定める⽅法で⽀払う

ものとします。 

2. 当社は、専⾨的知⾒を提供した専⾨医会員に対し、当社が別途定める⽅法により、商

品券や外部のウェブサイトのポイントに交換可能な当社独⾃のポイント等を付与する

ことがあります。 
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第14条 (秘密保持) 

1. 本規約において「秘密情報」とは、本規約⼜は本サービスに関連して、会員が、当社

より書⾯、⼝頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開⽰されたか、⼜は知り得

た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味

します。但し、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。 

(1) 当社から提供若しくは開⽰がなされたとき⼜は知得したときに、既に⼀般に公知とな

っていた、⼜は既に知得していたもの 

(2) 当社から提供若しくは開⽰⼜は知得した後、⾃⼰の責めに帰せざる事由により刊⾏物

その他により公知となったもの 

(3) 提供⼜は開⽰の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得

したもの 

(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの 

(5) 当社から秘密保持の必要なき旨書⾯で確認されたもの 

2. 会員は、秘密情報を本サービスの利⽤の⽬的のみに利⽤するとともに、当社の書⾯に

よる承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開⽰⼜は漏洩しないものとします。 

3. 前項の定めに拘わらず、会員は、法律、裁判所⼜は政府機関の命令、要求⼜は要請に

基づき、秘密情報を開⽰することができます。但し、当該命令、要求⼜は要請があっ

た場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。 

4. 会員は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指⽰に従い、秘密

情報並びに秘密情報を記載⼜は包含した書⾯その他の記録媒体物及びその全ての複製

物を返却⼜は廃棄しなければなりません。 

 

第15条 (設備等) 

1. 会員は、本サービスを利⽤するために必要な設備(コンピューター、通信機器、インタ

ーネットへの接続環境等)を、⾃⼰の費⽤と責任において⽤意するものとします。 

2. 当社は、会員が本サービスを利⽤するにあたり使⽤するすべての設備との互換性を確

保するために、当社が管理若しくは第三者に管理を委託している設備を改造・変更・

追加する、⼜は、本サービスの提供⽅法を変更する等の義務を負わないものとしま

す。 

 

第16条 (登録抹消等) 
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1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知⼜は催告するこ

となく、本サービスの利⽤を⼀時的に停⽌し若しくは会員登録を抹消し、⼜は会員契

約を解除することができます。 

(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、⼜は違反するおそれが明⽩である場合(当該会員

が会員資格を喪失したにもかかわらず第５条第３項に基づく退会⼿続を⾏わない場

合を含みますが、これに限られません) 

(2) 医事関連法等を含む法令違反を犯した場合 

(3) 不正⾏為を⾏った場合若しくは⾏うおそれが⾼いと当社が判断した場合 

(4) 本規約に基づく債務が履⾏されない場合 

(5) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合(当該会員につき、会員資格がない

ことが判明した場合を含みますが、これに限られません) 

(6) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 30⽇間以上応答がない場

合 

(7) 仮差押、差押、競売、破産⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始等の申

⽴があった場合、⼜は公租公課等の滞納処分を受けた場合 

(8) 前各号に掲げるもののほか、当社が本サービスの利⽤、会員としての登録、⼜は会

員契約の継続を適当でないと判断した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により会員に⽣じた損害について⼀切の責任

を負わないものとします。 

 

第17条 (退会) 

1. 会員が本サービスの利⽤を終了する場合は、当社所定の⽅法により会員⾃⾝で退会の

⼿続をするものとし、当社が確認したことをもって会員契約が解約されたものとしま

す。 

2. 会員の資格は、当該会員のみについて有効とします。当社は、会員が死亡した場合に

は、当該会員の相続⼈若しくは利害関係者から当社に対してその旨の届出があった⽇

⼜は当社が当該会員の死亡を知った⽇のいずれか早い⽇をもって、前項に定める解約

があったものとみなして取り扱います。 

 

第18条 (本サービスの停⽌等) 
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1. 当社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知す

ることなく、本サービスの全部若しくは⼀部の提供を停⽌⼜は中断することができる

ものとします。 

(1) 本サービスに係るコンピューターインフラ・システムの点検⼜は保守作業を緊急に

⾏う場合 

(2) クラウドインフラを含むコンピューターインフラ、通信回線、電源供給等本サービ

ス提供に必要な第三者の提供する設備⼜はサービスが事故等により停⽌した場合 

(3) 地震、落雷、⽕災、⾵⽔害、停電、天災地変等の不可抗⼒により本サービスの提供

ができなくなった場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか、当社が停⽌⼜は中断を必要と判断した場合 

2. 当社は、定期的なシステムメンテナンスを⾏うため、本サービスの全部⼜は⼀部を停

⽌することがあります。 

3. 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置により会員に⽣じた損害について⼀切の責任

を負わないものとします。 

 

第19条 (本サービスの変更・廃⽌) 

1. 当社は、当社の都合により、会員に事前に通知した上で、本サービスの内容の全部⼜

は⼀部の変更⼜は廃⽌(本サービスを終了させる場合を含みます)をすることができる

ものとします。 

2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置により会員に⽣じた損害について⼀切の責任

を負わないものとします。 

 

第20条 (会員契約終了後の義務等) 

会員契約が理由の如何を問わず終了した場合であっても、本規約第７条第２項（登録情報

の変更）、第９条(専⾨的知⾒に関する権利関係等)、第１０条(当社による会員に関する情

報等の利⽤)、第１１条第２項及び第３項(アカウント情報の管理等)、第１２条第５項(禁

⽌事項)、第１４条（秘密保持）、第１６条第２項（登録抹消等）、第１８条第３項（本サ

ービスの停⽌等）、第１９条第２項及び第３項（本サービスの変更・廃⽌）、本条（会員

契約終了後の義務等）、次条(免責及び損害賠償)、第２２条第６項（反社会的勢⼒の排

除）、第２３条（分離可能性）、第２４条（会員契約上の地位の譲渡等）、第２５条(準拠

法及び合意管轄)及び第２６条(誠実協議)の規定の効⼒はなお存続するものとします。 
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第21条 (免責及び損害賠償) 

1. 本サービスに関する当社の会員に対する責任は、会員が⽀障なく本サービスを利⽤で

きるよう本サービスを運営することに限ります。 

2. 当社は、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、会員に対していかなる責任を

負わず、また、損害賠償義務その他の⼀切の法的な責任を負担しません。会員資格を

有しない者が会員資格を偽って会員登録を⾏った場合に、当該会員登録を⾏った者の

⾏為によって他の会員その他の第三者に損害が⽣じた場合にも、当社はいかなる責任

を負わず、また、損害賠償義務その他の⼀切の法的な責任を負担しません。 

3. 前項の定めにかかわらず、消費者契約法等の法令により、前項の定めが無効となる場

合であって、当社が債務不履⾏⼜は不法⾏為に基づく損害賠償責任を負う場合には、

当社は、会員に現実に発⽣した直接かつ通常の損害（逸失利益を除きます）に限り、

これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から⽣じた損害（損害の発⽣を予⾒

し⼜は予⾒し得た場合を含みます）については、責任を負わないものとします。 

4. 会員による本規約の違反⼜は会員の故意若しくは過失により当社が直接及び間接に損

害を被った場合（信頼利益、履⾏利益を含みますがこれに限られません）、会員は、

契約が終了したか否かにかかわらず、損害賠償を⾏う義務があります。 

5. 当社は、本サービスが会員の特定の⽬的に適合すること、及び本サービスにより提供

する情報が完全性、正確性、有⽤性を有することについて、何ら保証するものではあ

りません。 

6. 当社は、当社による本サービスに係るプラットフォームの提供以外の事項(会員が他の

会員に対して専⾨的知⾒の提供を希望すること、会員の専⾨的知⾒の提供の希望に対

して他の会員が専⾨的知⾒の提供の意思を表明することを含みますが、これらに限ら

れません)について、何ら保証するものではありません。 

7. 会員は、本サービス及び取得情報を、本規約及び当社の定める⽅法に従い、会員⾃⾝

の判断と責任において利⽤するものとし、当社は、会員による本サービスの利⽤⼜は

会員が取得情報を信頼してなした⾏為の結果(会員から提供された専⾨的知⾒によって

他の会員の患者に事故⼜は損害等が⽣じた等の事由を含みますが、これらに限られま

せん)について、損害賠償義務その他の⼀切の法的な責任を負わないものとします。本

サービス及び取得情報の利⽤に関し、会員間⼜は会員と第三者との間で⽣じたトラブ

ルについては、すべて会員⾃⾝の判断と責任において対処するものとします。 
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8. 会員は、第 3 条第 1 項第 5 号の症例情報をアップロードするに先⽴ち、第 10 条第 3

項のほか、会員⾃らの費⽤と責任により、当該症例情報をアップロードしたことによ

り、会員が作成する論⽂その他の⽂書（以下「論⽂等」といいます。）が、査読その

他の審査（以下「査読等」といいます。）に合格しない可能性の有無を慎重に検討す

るものとし、当社は、会員が、第 3 条第 1 項第 5 号の症例情報をアップロードしたこ

と及びこれに関連する事由を理由に、論⽂等が査読等に合格しなかったとしても、当

該会員に対して、損害賠償義務その他の⼀切の法的な責任を負わないものとします。 

 

第22条 （反社会的勢⼒の排除） 

1. 当社及び会員は、それぞれ相⼿⽅に対し、⾃ら⼜はその代表者、責任者、若しくは実

質的に経営権を有する者が、反社会的勢⼒等に該当しないことを表明し、かつ将来に

わたっても該当しないことを確約します。 

2. 当社及び会員は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号に掲げる⾏為を⾏わないことを確

約します。 

(1) 暴⼒的な⼿法による要求をすること 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求をすること 

(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いること 

(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当社及び会員の信⽤を毀損し、⼜は当

社若しくは会員の業務を妨害すること 

(5) 反社会的勢⼒等である第三者をして前各号の⾏為を⾏わせること 

(6) 反社会的勢⼒等に対して名⽬の如何を問わず資⾦提供を⾏うこと 

(7) 第三者が反社会的勢⼒等と知りながら、当該第三者と取引を⾏うこと 

(8) 代表者等が犯罪⾏為に関連する⾏為若しくは公序良俗に違反するような⾏為、ある

いはこれらの⾏為の幇助を⾏うこと 

(9) その他前各号に準ずる⾏為 

3. 当社及び会員は、⾃らが第１項に違反し、若しくは前項各号に該当する⾏為を⾏い、

⼜はその恐れがあることが判明した場合には、直ぐに相⼿⽅にその旨を通知しなけれ

ばならないものとします。 

4. 当社及び会員は、互いに、相⼿⽅による反社会的勢⼒等との関係の有無に関する調査

に協⼒し相⼿⽅から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、

これに応じるものとします。 
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5. 当社及び会員は、相⼿⽅が前各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、本

会員契約を解除することができます。 

6. 当社及び会員は、前項に基づき契約を解除したことにより、相⼿⽅に発⽣した損害に

ついて、賠償責任を⼀切負いません。 

 

第23条 （分離可能性） 

1. 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、消費者契約法その他の法令等により無効⼜

は執⾏不能と判断された場合であっても、当該無効⼜は執⾏不能と判断された条項⼜

は部分（以下「無効等部分」といいます）以外の部分は、継続して完全に効⼒を有す

るものとします。当社及び会員は、無効等部分を、適法とし、執⾏⼒をもたせるため

に必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保で

きるように努めるものとします。 

2. 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、ある会員との関係で無効⼜は執⾏不能と判

断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさない

ものとします。 

 

第24条 (会員契約上の地位の譲渡等) 

1. 会員は、当社の書⾯による事前の承諾なしに、会員契約上の地位、会員契約に基づく

権利若しくは義務の全部若しくは⼀部を第三者に譲渡し、承継し、⼜は引き受けさせ

てはならないものとします。本項に反して会員が本サービスの提供を受ける権利等の

本規約上の権利及び地位を第三者に譲渡、承継、質⼊れその他第三者の権利を設定し

た場合、当社は、催告をせず会員契約を直ちに解除できるものとします。 

2. 第１項にかかわらず、当社が本サービスを運営する事業を第三者に譲渡し、⼜は当社

が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本事業を包括承継

させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本規約上の権利及び地位並びに会員

が本サービス上で⼊⼒⼜は当社に提供した情報その他の会員に関する情報を当該事業

譲渡等の譲受⼈⼜は承継⼈に譲渡することができるものとします。但し、当社は会員

や患者の情報管理に関しては必要な措置を講じるものとする。 

 

第25条 (準拠法及び合意管轄) 

1. 本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。 
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2. 当社と会員との間で、本規約に関連して訴訟の必要が⽣じた場合、東京地⽅裁判所を

第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第26条 (誠実協議) 

当社及び会員は、本規約に定めのない事項⼜は本規約の各条項の解釈につき⽣じた疑義に

ついては、誠実に協議の上解決します。 

以上 


