
汐田総合病院 院内フリーWi-Fi 利用規約 

 
1. 目的と方針 
 汐田総合病院(以下「当院」という)が、 者の と 者サービスの 実を る とを 的

として、 用者 け公 無線ネットワーク(「以下「本サービス」という)を提供する。また、災害時

などの有事の際における多様な通信手段を確保するものとする。 

 
2. 適応範囲 
 本サービスを 用するためには、本 用規約に同意していただ 必 がある。なお、 用者が、本

サービスの 用を した場合、本規約のすべての内容に同意いただいたものとみなす。本サービス

提供エリアは、汐田総合病院 1F、2F（2 階病棟も含む）、3F、４F、5F、6F、7F、8F 全てのエリア

を対象とする。 

 
3. 定義 

・ 用者：本サービスを 用する 者または 院者、病院関係者を指す。 

・通信端末：スマートフォン、タブレット等の無線 LAN へのアクセス機器を指す。 

 
4. 利用内容と利用者の責務 
 ・ 用者は、本サービスを 用してインターネットに接続する とができる。 

 ・本サービスを 用するために必 な通信端末およ フト ア、供 、その 傍 は、  

用者が 備するものとし、院内からの機器の貸し しは わないものとする。 

・ 用者が だ通信端末については、 用者 が し、盗 や 、 損等が して 

も当院はその責任を負わないものとする。 

・本サービスの 用に関わる機器の設定は、 用者 が うものとする。 本サービスを 用する 

機器への設定や僺 の い合わ については、当院では わないものとする。 

・通信端末の や フト アに係る事由により本サービスが 用できない場合があ ても、当 

院は責任を負わないものとする。 

・ 用者は、本サービスの 用に際し「 正アクセス 為の禁止する法傢(平成 11 法傢 128 号)」 

およ 関 法傂等を しなけれ ならない。 

・本サービスへ接続する通信機器へのセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必 

な対策は、 用者が うものとする。 

・本サービスの 用にあた ては、 は は イ ンでの 用の 、 は かの  

用者の偧 とならないよう 傼して 用するものとする。 

・本サービスの 用 は無 とする。ただし、 用者がインターネット で 用した有 サービ 

スについては、その 由にかかわら 、当該 用者が 用を負 するものとする。 

・当院は本サービスの な 用を るため、 用者のアクセス を する とができる。 

 



5. サービス利用に伴うリスク 
 ・本サービスについては、常に安定した接続環境を保証するものではないとする。 

 ・悪意のあるサイトまたは第三者より ID やパスワード、個人情報、クレジットカード情報などを 

盗聴される危険がある為、 に な通信については、 用者の判 のもと実 するものとする。

当院では の責任を負わないものとする。 

 
6. 禁止事項 
 用者は、本サービスの 用にあたり、 に傲 る 為を禁止とする。 

 １） ユーザ ID およ パスワードの 正 用(第三者への譲渡、貸与を含む) 

 ２） 者や当院の やそのたの を 害する 為およ 害するおそれのある 為 

 ３） 者や当院の または イ ー を 害する 為およ 害するおそれのある 為 

 ４） 者や当院に や損害を与 る 為およ 害するおそれのある 為 

 ５） 公 に する 為およ そのおそれのある 為 

 ６） 者や当院を 中偟する 為 

 ７） 性 ・ ・ に関する に 用する 為 

 ８） ン ュータ イルス等の有害な を提供する 為 

 ９） 定または 定多 に の ールを 信する 為 

 10) ファイル共有や OS アッ ートなどの ータを 信する 為 

 11) の全項 に傲 る か、法傂に もし するおそれのある 為または当院が  

   とする 為 

12) 用者が禁止事項を う とにより、 者に損害が た場合、当該 用者は当該損害の  

に関わる全ての法的責任を負うものとし、当院は の責任を負わないものとする。 の場合 

において、当院に損害が た場合は、 用者に対し、損害の を 求する とができる。 

 
7. サービス運用の停止・中止 
 当院は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運用を停止・中止できるものとする。 

 ・本サービスが あるいは 者の に 障をきたすと判 した場合 

 ・本サービスの ステ 保 または 事を う場合 

 ・本サービスに係る設備やネットワーク障害等、やむを得ない事由の場合 

 ・災害、停 その 常事 により、本サービスの通常運用が ない場合 

 
8. 免責 
 1) 当院は、 用者が本サービスを通 て得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用 

性等について、いかなる保証も わないものとする。 

2) 本サービスの提供に際し、 用者の通信機器等が ン ュータ イルス 偦等の 害、 ータの 

損または その 本サービスに関 して した 用者の損害について、当院は の責任 

を負わないものとする。 

3) 用者が本サービスに接続しようとする通信機器の 成や設定、 用する フト アやア リ 



ー ン等の 由により本サービスを 用できない場合があ ても、当院は の責任を負わ 

ないものとする。 

4) 用者が本サービスを 用した とにより、 の 用者や第三者との に た 等について、 

当院は の責任を負わないものとする。 

5) 当院は、本サービスにおける通信 は保証しないものとする。 

6) 当院は、本サービスの 用に関する情報を (裁判所、捜査機関等の公的機関)から提供を求め 

られた場合、 用者の同意がな とも、 れに る とができるものとする。 

7) 当院は、 用者の偢 なしに本サービスの内容を できるものとする。 

 
9. サービス・規約の変更 
 当院は、 用者に な 本サービスの内容およ 規約を できるものとする。本規約の

に 用者が本サービスを 用したときは、 用者は の規約に同意したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
附則 本規約は、2022 年 4 月 25 日から施行する。 

公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院 

 


