別表

［ ユニバ ーサル コネク ト

ア ドバン ス

メデ ィカルＶ ＰＮ接 続サー ビス］

１ ．ネッ トワー クサー ビスの 提供
当社（ 以下「 乙」と いう） は、ネ ットワ ークサー ビスの利 用者（ 以下「 甲」と いう） に対し 、第 ５ 項記載の ネットワ ークサ ービス （以下 「本ネ ットワ ー
ク サービ ス」と いう） を提供 します 。 なお 、本ネッ トワーク サービ スは 医 療機関 、薬局 、およ びそれ らに対し て医療機 器また は情報 システ ムを提 供する 事
業 者向け に提供 される サービ スです 。
２ ．用語 の定義
この別 表にお いては 、次の 用語は それぞ れ次の意 味で使用 します 。
（１） 審査支 払機関
社 会保険 診療報 酬支払 基金お よび国 民 健康保 険団体連 合会を いう。
（ ２）オ ンライ ン資格 確認等 システ ム
オ ンライ ン資格 確認シ ステム 、特定 健診情 報管理シ ステムな らびに 薬剤情 報管理 システ ム の総 称をい い、社会 保険診療 報酬支 払基金 および 国民 健 康
保 険中央 会が管 理およ び運営 するシ ステム をいう。
（ ３）オ ンライ ン請求 システ ム
保 険医療 機関・ 保険薬 局によ る診療 報酬等の オンライ ン請求 のため に、審 査支払 機関が 管理お よび運営 するシス テムを いう。
（４） 配信拠 点
オ ンライ ン資格 確認用 端末のWindowsセキュ リティ パッチ およ び資格 確認に 必要な アプリ ケーシ ョンソ フトを配 信するた めに社 会保険 診療報 酬支払
基 金が準 備して いる拠 点をい う。
（５） オンラ イン資 格確認 等シス テム 用 設備
社 会保険 診療報 酬支払 基金お よび国 民健康保 険 中央会 がオン ライン 資格確 認等シ ステム 用に準 備してい る電気通 信設備 をいう 。
（６） オンラ イン請 求シス テム用 設備
審 査支払 機関が オンラ イン請 求シス テム 用に 準備して いる電 気通信 設備 を いう。
（７） 配信拠 点設備
社 会保険 診療報 酬支払 基金が 配信拠 点に準 備してい る電気通 信設備 をいう 。
（８） 証明書 の有効 期限
証 明書の 有効期 間の最 終日を 有効期 限という 。

３ ．ネッ トワー クサー ビスの 概要
本ネ ットワ ークサ ービス は、甲 が オン ライン請 求システ ム、オ ンライ ン資格 確認等 システ ムおよ び配信拠 点を利用 するた めに、 以下の 体系に よ り、 甲設
備 とオン ライン 請求シ ステム 、オン ライン 資格確認 等システ ム 用設 備およ び配信 拠点設 備間を 、アク セス回線 、アクセ スポイ ント、 ネット ワーク サービ ス
用 電気通 信回線 および ネット ワーク サー ビ ス用電気 通信設備 で接続 し、甲 がＩＰ ｓｅｃ とＩＫ Ｅの組 み合わせ による専 用の仮 想的閉 域ＩＰ ネット ワーク
（ 以下「 仮想的 閉域Ｉ Ｐネッ トワー ク」と いう）を 利用でき るよう にする ネット ワーク サービ スです 。
ユ ニバー サルコ ネクト アド バンス メデ ィカルＶ ＰＮ接続 サービ ス
│
└ ─デバ イス証 明書タ イプ
├─初 期サー ビス
├─接 続サー ビス
└─追 加証明 書 利 用サー ビス
４ ．ネッ トワー クサー ビス提 供 の前 提条件
（ １）甲 設備の 準備
甲 は、乙 が本ネ ットワ ークサ ービス を提供 する前提 条件とし て、自 己の責 任と費 用負担 で本ネ ットワ ークサー ビス専用 の甲設 備およ びアク セス回 線
を 用意す るもの としま す。ま た、甲 は、甲 の責任に て、乙か ら提供 される ＶＰＮ 接続専 用のク ライア ントアプ リケーシ ョン（ 以下「 ＶＰＮ クライ アン
ト 」とい う）を 甲のコ ンピュ ータ（ 以下「 甲端末」 という） にイン ストー ルし、 本ネッ トワー クサー ビスを利 用するた めに必 要とな る初期 導入設 定を
行 うもの としま す。な お、甲 は、Ｖ ＰＮク ライアン トを乙所 定の使 用条件 を遵守 し て使 用する ものと します。
（ ２）オ ンライ ン請求 および オンラ イン資 格確認等 システム の利用 手続き
甲は 、本ネ ットワ ークサ ービス の開始 日までに 、甲の責 任と費 用負担 により 、社会 保険診 療報酬 支払基金 が定める ところ に従い オンラ イン資 格確認 等
シ ステム の利用 および 審査支 払機関 が定め るところ に従いオ ンライ ン請求 システ ムの利 用が可 能とな るよう必 要な手続 きを完 了させ るもの としま す。
（ ３）デ バイス 証明書 のイン ストー ル
甲 は、「 ユニバ ーサル コネク ト ア ドバン ス メデ ィカルＶ ＰＮ接 続サー ビス デバイ ス証明 書タイ プ」を利 用するに あたり 、乙が 運営す る公開 鍵証明
書 認証局 （以下 「ＦＥ ＮＩＣ Ｓ認証 局」と いう）の 公開鍵を 含む認 証局デ ィジタ ル証明 書（以 下「認 証局 証明 書」とい う）お よびＦ ＥＮＩ ＣＳ認 証局が 発
行 するク ライア ント用 ディジ タル証 明書（ 以下「デ バイス証 明書」 といい 、認証 局証明 書とあ わせて 「証明書 」という ）を乙 が指定 するユ ーザポ ータル
（ 以下「 ユーザ ポータ ル」と いう） よりダ ウンロー ドし、自 己の責 任と費 用負担 で本ネ ットワ ークサ ービスを 利用する ために 、甲端 末に証 明書を インス ト
ー ルする ものと します 。

５ ．ネッ トワー クサー ビ スの 内容
（ １）初 期サー ビス
a．初 期設定
乙 は、甲 が本ネ ットワ ークサ ービス を利用で きるよう にする ために 、ネッ トワー クサー ビス用 電気通信 設 備およ びネッ トワー クサー ビス用 電気通 信
回線 に対し て、所 定の準 備作業 を実施 します。
b．証 明書の 発行
乙 は、甲 に対し 、甲が （２） 利用サ ービス を利用す るための 証明書 を発行 します 。なお 、証明 書は（ １）初期 サービス および （２） 利用サ ービス
（ 以下総 称して 「基本 サービ ス」と いう） の契約１ ＩＤにつ き２枚 発行お よび利 用でき るもの としま す。
c．接 続ＩＤ の発行
乙 は、甲 に対し 、甲が 仮想的 閉域Ｉ Ｐネット ワ ークに 接続す るため のＩＤ および パスワ ードを 発行しま す。
（ ２）利 用サー ビス
a．接 続認証 機能
乙 は、甲 が証明 書をイ ンスト ールし た端末 において 、ＶＰＮ クライ アント を用い て仮想 的閉域 ＩＰネ ットワー クに接続 しよう とする ときに 、あら かじ
め ネット ワーク サービ ス用電 気通信 設備に 登録 され た機体チ ェック 属性値(証明書 情報)と甲端 末の証 明書が合 致し、か つあら かじめ ネット ワーク サービ
ス 用電気 通信設 備に登 録され たＩＤ とパス ワードと 甲により 入力さ れたＩ Ｄとパ スワー ドとの 両者が 一致した 場合に仮 想的閉 域ＩＰ ネット ワーク への接
続 を許可 する機 能を提 供しま す。
b． ＶＰＮ 接続機 能
乙 は、甲 が本ネ ットワ ークサ ービス を利用で きるよう にする ために 、アク セスポ イント から、 審査支払 機関が準 備した 接続拠 点まで の区間 を、仮 想
的閉 域ＩＰ ネット ワーク により 接続し ます。
（ ３）追 加証明 書 利 用サー ビス
乙は、 甲が本 ネット ワーク サービ スを利 用するた めの証明 書を追 加で提 供しま す。な お、証 明書は 基本サー ビスの契 約１Ｉ Ｄにつ き最大 ３枚ま で追加

で きるも のとし ます。
６ ．証明 書の有 効期限 につい て
本ネッ トワー クサー ビスに て利用 する証 明書の有 効期間は 以下の 記載の とおり です。 有効期 限を過 ぎた証明 書は当然 に失効 するも のとし ます。 甲は、 失効
と なった 証明書 での本 ネット ワーク サービ スの利用 はできま せん。 本ネッ トワ ー クサー ビスを 継続使 用する 場 合は、甲 が新た に証明 書をユ ーザポ ータル より
ダ ウンロ ードし 、証明 書の切 替を行 うもの とします 。
認 証局証 明書 ：２０ 年
デ バイス 証明書 ：５年

７ ．接続 サービ ス提供 時間帯
本ネッ トワー クサー ビスに おける 接続サ ービスの 提供時間 帯は、 ２ ４時 間３６ ５日と します 。ただ し、利用 規約に基 づき、 乙 は接 続サー ビスの 提供を 中
断 するこ とがで きるも のとし ます。
８ ．接続 サービ ス障害 受付時 間帯
本ネッ トワー クサー ビスに おける 接続サ ービスの 障害受付 時間帯 は、９ 時から ２１時 （毎月 １０日 のみ９時 から２４ 時）と します 。
９ ．接続 サービ ス障害 対応時 間帯
本ネッ トワー クサー ビスに おける 接続サ ービスの 障害対応 時間帯 は、２ ４時間 ３６５ 日とし ます。
１ ０．料 金月
本ネッ トワー クサー ビスに おける 料金月 は、毎月 末締めと し、当 月１日 から当 月末日 までと します 。
１ １．留 意事項
（ １）甲 は、本 ネット ワーク サービ スの利 用に あた り、甲が 核兵器 、生物 化学兵 器等の 大量破 壊兵器 およびミ サイル等 （以下 「ＷＭ Ｄ」と いう） の開発
等 を行っ ていな いこと 、なら びに、 本ネッ トワーク サービス の利用 目的が ＷＭＤ または 軍事用 途でな いことを 保証しま す。
（ ２）甲 は、第 ５項に 定める サービ スにお いて、ダ ウンロー ドサイ トの事 情等に より、 予告な くクラ イアント アプリケ ーショ ン、対 象ソフ トウェ アおよ
び 対象ア プリケ ーショ ンがダ ウンロ ードで きなくな る場合が あるこ とを了 承する ものと します 。その 場合、乙 は、 それ により 甲に発 生した 損害に つい
て 、一切 の責任 を負担 しない ものと します 。
（ ３）本 ネット ワーク サービ スによ り提供 される証 明書は、 「ユニ バーサ ルコネ クト アドバ ンス メディカ ルＶＰＮ 接続サ ービス 」への 接続の 認証の 目的
の みに提 供され るもの であり 、甲は 、証明 書を他の 目 的に使 用しな いもの としま す。甲 が証明 書を他 の目的に 使用した ことに より甲 または 第三者 が損害 を
被 った場 合であ っても 、乙は 、なん らの責 任を負わ ないもの としま す。
（ ４）甲 は、証 明書を 、本ネ ットワ ークサ ービスを 利用する 者以外 の第三 者に提 供しな いもの としま す。
（ ５）甲 は、日 本国内 の端末 からの み本ネ ットワー クサービ スを利 用 しま す。
１ ２．品 目一覧
本 ネット ワーク サービ スにお ける品 目は、 以下のと おりとし ます。
品名

型名

備考

支払種別

単位

メ ディカ ルＶＰ Ｎ接続 サービ ス
デ バイス 証明書 タイプ 初期 費

ＮＳ２Ｅ０５０Ｓ

課金対象は別途甲乙間で合意したＩＤ分

従量料金制（従量払）

ＩＤ

メ ディカ ルＶＰ Ｎ接続 サービ ス
デ バイス 証明書 タイプ ＩＤ 利用料

ＮＳ２Ｅ０５０Ｇ

課金対象は別途甲乙間で合意した
ＩＤ数分

従量料金制（従量払）

ＩＤ

ＮＳ２Ｅ０５１Ｇ

課金対象は別途甲乙間で合意した
追加証明書枚数分

従量料金制（従量払）

枚

メ ディカ ルＶＰ Ｎ接続 サービ ス
デ バイス 証明書 タイプ 追加 証明書

利用 料

［ 変更内 容］
（ ２０２ ０年１ ２月１ ０日） 本別表 を適用 します。
（ ２０２ １年２ 月１８ 日）第 ３項の サービ ス体系を 修正しま した。
（ ２０２ １年３ 月１８ 日）接 続先に 配信拠 点を追加 しました 。
（ ２０２ １年１ ０月１ 日）第 １項の 記載を 変更しま した。

［ 凡例］
本 別表で は、以 下の略 称を用 いてい ます。
略

称

名

称

ＩＤ

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ

ＩＰ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＶＰＮ

Ｖｉｒｔｕａｌ
Ｎｅｔｗｏｒｋ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
Ｐｒｉｖａｔｅ

以

上
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