
この契約書に入念に目を通してください。  

インテグレーションモジュール契約  

このインテグレーションモジュール契約（「本契約」）は、この LATITUDE NXTインテグレーショ

ンソフトウェアを利用する貴殿と、東京都新宿区西新宿 1-14-11に登記上の事務所を有する

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社（「BSJ」）との間において締結されるもので

ある。  

 

以下の「同意」ボタンをクリックすることにより、貴殿は、貴殿の組織を代表して、本契約を読

み、理解し、本契約に定める諸条件に拘束されることに合意したことを確認する。貴殿が本

契約の諸条件のいずれかに同意しない場合には、(I) BSJ は、本契約に記載されている

LATITUDE NXT ソフトウェアに関するライセンスを貴殿に付与せず、貴殿は LATITUDE NXT

インテグレーションソフトウェアを利用することができず、(II) 貴殿は以下の「同意しない」ボタ

ンをクリックしなければならない。  

  

1.         LATITUDE NXTシステム 

            1.1 LATITUDE NXT ウェブサイト BSJ は、統合された植込みデバイス

システムの機能として、インターネットベースのデータ管理システム（「LATITUDE NXT ウェブ

サイト」）を提供している。貴殿は、BSJ との別途契約（「LATITUDE NXT ライセンス契約」）に

基づき、デバイスの遠隔モニタリングを実行し、デバイス情報（顧客/患者情報を含む）（「デバ

イスデータ」）を管理するため、LATITUDE NXTウェブサイトのアクセスおよび利用を許諾され

ている。  



            1.2 LATITUDE NXT インテグレーションモジュール BSJは、LATITUDE 

NXT ウェブサイトに保存されているデバイスデータを、電子的な医療記録システムおよび/ま

たは臨床情報システム（併せて「EMR/CIS システム」）にダウンロードできる LATITUDE NXT

ウェブサイト用のインテグレーションモジュール（「LATITUDE NXT インテグレーションモジュー

ル」）を開発した。LATITUDE NXT インテグレーションモジュールは、LATITUDE NXTウェブサ

イトユーザ向けのオプションとしてのインテグレーションモジュールソフトウェアである。

LATITUDE NXT インテグレーションモジュールを通じて、LATITUDE NXT ウェブサイトから

EMR/CIS システムに移行できるデータセットは、貴殿によって選択されるメッセージの種類に

依拠する。当該データセットには、基本的患者特性、各種デバイス設定（例：ペーシング設定、

除細動の設定）、イベントカウンター、デバイスの機能性に関する診断（例：リードインピーダン

ス、センシング閾値、ペーシング閾値）（「標準データセット」）が含まれる可能性がある。標準

データセットに含まれるデータ以外にデータを更に追加して移行するには、別途合意書で対

処されなければならない。 

1.3 LATITUDE NXTセキュリティ 貴殿の施設における LATITUDE NXT

ウェブサイトから EMR/CIS システムへの標準データセットの移行は、一定のセキュリティプロ

セスおよび安全機能を利用して行われる。貴殿が LATITUDE NXT インテグレーションモジュ

ールの利益を享受するために、貴殿は、BSJ から貴殿に発行される全てのセキュリティパス

ワードおよび証明書（併せて「セキュリティ文書」）を厳格に秘密として保持し、知る必要のある

業務従事者または代理人にのみに限定して開示することに同意する。 

1.4 LATITUDE NXTサポート BSJ は、日本における通常の営業時間中、

LATITUDE NXT インテグレーションモジュール用の案内およびヘルプデスクサポート

（「LATITUDE NXT インテグレーションモジュールサポート」）を貴殿に提供する。BSJは、自己

の単独の裁量にて、適宜LATITUDE NXTインテグレーションモジュールサポートを変更するこ

とができる。貴殿は、LATITUDE NXTインテグレーションモジュールサポートを受けている時、



BSJ が合理的にサポートサービスを実行することができるように、情報、施設、サービス、付

属品への BSJのアクセスを与えることを含み、BSJと協力する責任があることを確認する。ま

た、貴殿には、EMR/CIS システム、および、LATITUDE NXT インテグレーションモジュールの

適切な機能性に必要な第三者のハードウェア、ソフトウェアまたはインターネットをも維持する

責任がある。 

2.         LATITUDE NXT インテグレーションモジュールライセンス 

2.1 ライセンス付与  BSJ は、貴殿の施設における LATITUDE NXT

ウェブサイトおよびEMR/CISシステムとの間の標準データセットのダウンロードの目的でのみ、

LATITUDE NXT インテグレーションモジュール並びに適用される全ての付属書類およびユー

ザーガイド（「文書類」）を内部的に利用する、非独占的、譲渡不能およびサブライセンス不可

能なライセンスを付与する。 

2.2 ライセンス制限事項 本契約において明示的に認められていない

LATITUDE NXTインテグレーションモジュールの使用は、禁止される。本契約において明示的

に認められている場合を除き、貴殿は、以下の行為をしてはならず、また、第三者に以下の

行為を許したり、これらを行う権限を与えたりしてはならない。すなわち: (i) 全体または部分的

を問わず、第三者に対してLATITUDE NXTインテグレーションモジュールの使用またはアクセ

スを認める、または LATITUDE NXTインテグレーションモジュールへのアクセスおよび使用す

る権利をサブライセンス、貸与または譲渡すること。 (ii) LATITUDE NXTインテグレーションモ

ジュールを改ざん、改良またはその他の形で修正すること。 (iii) LATITUDE NXTインテグレー

ションモジュールのソースコードを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングま

たはその他の形で解明すること。 (iv) LATITUDE NXTインテグレーションモジュール内に配置

されている、または含まれている BSJ またはそのサプライヤの独占所有権のあるマーク、機

密性のあるキャプション、商標、商号またはブランド名を削除、破損すること。  



3.         契約期間および契約終了     

3.1 本契約は、貴殿が「同意」をクリックした日付に始まり、2 年間（「初回契約

期間」)継続する。いずれかの当事者が相手方当事者に 60 日前（その時点での契約期間満

了の 60 日前）までに更新しない意思を書面にて提示する場合を除き、契約期間は自動的に

さらに 1年間更新される（「更新契約期間」)。本契約の「契約期間」とは、初回契約期間と更新

契約期間とを指す。  

3.2 本契約は、一方当事者が重大な契約違反の状態にある場合、相手方に対

する有効な書面による通知によって直ちに解除することができる。すなわち: (a) 通知後 45日

以内に当該違反が是正することが不可能な場合は通知後直ちに、(b)  当該違反が 45 日以

内に是正可能であるが、違反当事者が非違反当事者の合理的に満足する状態に是正するこ

とができなかった場合は当該通知の 45 日経過後に解除することができる。一方当事者は、

相手方が本契約第 8条、LATITUDE NXT ライセンス契約または取引関係契約書に定める義

務に違反した場合、相手方に対する書面による通知をもって本契約を直ちに解除することが

できる。 本契約は、LATITUDE NXT ライセンス契約の期間満了により自動的に解除される。

本契約の解除または期間満了により、(a) 本契約において付与された全てのライセンスは失

効し、(b) 貴殿は LATITUDE NXT インテグレーションモジュールの使用を直ちに中止し、全て

の文書類を廃棄しなければならない。本契約第 2条 2項および第 4条から第 8条までは、本

契約の解除または期間満了後も有効に存続する。 

4.         所有権    「BSJの財産」とは、 (a) フォーマット、構造、設計、ツールおよび関連する

全ての文書類、アイディア、方法、手順等を含む、LATITUDE NXTインテグレーションモジュー

ル（HL7 パブリックスタンダードを除く）、 (b) 上記のいずれかに関するあらゆる派生的な著作

物、改良版またはその他の修正版を意味する。本契約におけるライセンスに関して BSJ と貴

殿との間におけるのと同様に、BSJ は、BSJ の財産に関する全ての知的財産権の唯一の所



有者となる。貴殿または貴殿の患者は、デバイスデータの唯一の所有権を保持する。BSJ は、

LATITUDE NXT インテグレーションモジュールに関して貴殿が BSJ に対して提供する全ての

提案、フィードバック、改良案等を、貴殿に対していかなる義務も負わずに利用することがで

きる。法律の運用等に伴い、BSJ の財産またはその一部に対する知的財産権を貴殿が有す

るか、または後に得た場合には、貴殿は当該権利を放棄し、本契約により当該権利をBSJの

みに譲渡、移転すること、また当該譲渡を有効に行い、また当該権利を保護、維持するため

に必要な支援を、BSJに対して行うことに同意する。  

5.         機密情報 「機密情報」とは、(a) BSJの製品に関連する情報に限られず、サ

ービス、製品計画、製品価格、マーケティング計画、ビジネス機会、個人または患者に関連す

る情報を含み、BSJの営業上または技術上の非公表情報、(b) BSJから機密情報または資産

として特に指定された BSJ の情報、および (c) 本契約の諸条件を意味する。ただし、機密情

報の定義には、(i) 貴殿の責によらず本契約に違反しない公有財産、(ii) BSJ から最初に受

領するより以前から明確に所持していた情報、(iii) 貴殿が BSJ の機密情報を利用または参

照することなく単独で開発したと証明できる情報、(iv) 貴殿が開示制限を受けず、非開示義

務にも違反することなく第三者から受領した情報が除かれる。貴殿は、上記 (i) から (iv) の

例外のいずれか一つに該当しない限り、BSJ の情報を厳に機密として保持し、当該機密情報

の取扱いおよび保護に関して合理的に劣らない対応を行う。貴殿は、本契約で明示的に許可

されている範囲で、本契約の有効期間中のみ BSJ の機密情報を利用することができ、本契

約における権利および義務の遂行に関連して合理的に必要な従業員および代理人にのみ当

該機密情報を開示することができる（少なくとも、当該従業員または代理人が本契約に定めら

れている義務と同等に保護的な、拘束的利用および開示制限にのみ関連しなければならな

い）。上記にかかわらず、貴殿は、裁判所または当局の有効な命令または要求に従って、当

該要求または命令に対して異議を申し立てるための合理的な通知を BSJに行った上で、BSJ

の機密情報を開示することができる。貴殿による BSJの機密情報の開示は、いかなる方法で



あっても、当該機密情報の機密性および資産性を変更、影響または減少させてはならない。

BSJは、BSJの資産およびセキュリティ文書類を、BSJの機密情報として指定する。 

6. 保証と免責条項  

            6.1 貴殿の保証 貴殿は、貴殿の施設における LATITUDE NXT インテグ

レーションモジュールおよび EMR/CIS システムへのデータセットの移行に関する BSJ または

貴殿の利用が、第三者の知的財産権、プライバシー権またはその他の権利を侵害しないた

めに必要となるデバイスデータを所有し、全ての必要な権利を入手していることを表明し、保

証する。  

            6.2 BSJの保証 BSJは、貴殿に対する LATITUDE NXTインテグレーショ

ンモジュールの最初の配送から 90日間、貴殿に提供された文書類に従って LATITUDE NXT

インテグレーションモジュールが適切にインストールされ、利用されている場合、適用される文

書類に記載されている通り、LATITUDE NXT インテグレーションモジュール用の仕様書に従

い実質的に LATITUDE NXT インテグレーションモジュールが稼動することを保証する。貴殿

の唯一の法的救済および本保証の違反への BSJ の唯一の義務の通り、BSJ は貴殿に対し

て追加の費用なく保証違反を構成する LATITUDE NXT インテグレーションモジュールにおけ

る再現可能なエラーを修正する商業上合理的な努力を行う。本契約第 6条第 2項における保

証を除き、BSJは、デバイスデータの正確性、または、LATITUDE NXTインテグレーションモジ

ュールとその利用が、断続的、エラーフリーまたはウィルスフリーであることを含め、本契約の

重大な事項に関するその他の一切の保証を行わない。BSJ は、非抵触、タイトル、特定の目

的への適合性、機能性または商品性を含み、これに限られない、本契約の重要な事項に関

するその他の暗示的な一切の保証を行わない。 

7. 責任制限 本契約第 4条および第 5条の違反を除き、いかなる場合でも、い

ずれの当事者も、相手方当事者または第三者が受ける、利益喪失、事業中断その他の、本



契約もしくは LATITUDE NXT インテグレーションモジュールの使用不能から生じる経済的損

失（を含むがこれに限定されない）、性質を問わないあらゆる損害（間接的、特別、懲罰的、結

果的損害等）に対して責任を負わない。BSJ は、 (I) デバイスデータの正確性または完全

性 (II) デバイスデータの使用を通じて提供されたサービス (III) 被害者が貴殿または第三者を

問わず、貴殿、委託医師または代理人のデータの誤使用、サービスの提供、または貴殿、委

託医師または代理人のサービス、行為または不作為により生じたあらゆる損失に対して賠償

責任を負わない。本契約第 5 条の違反を除き、本契約に関したまたは関係しない、BSJ の完

全に統合された責任は、行為の目的である LATITUDE NXT インテグレーションモジュールに

支払われる費用を超えない。1 つまたはそれ以上の要求の存在は、この制限を拡大させるこ

とはない。 

8.         一般条項  

8.1 顧客（医療担当者） 貴殿は、臨床医を通じて、患者に全ての医療

上および健康上のサービスを提供できる唯一の者でなければならない。前述の内容に限ら

ず、貴殿はデバイスデータに含まれる全ての患者の医療データおよび情報をモニターおよび

レビューしなければならず、デバイスデータによって示される如何なる情報をも含んだ、全て

の患者の医療上のサービスを手配しなければならない。 

8.2 非医療サービス 貴殿は、本契約に基づき提供される BSJ のサービスが

治療または患者の医療上のサービスの実施ではないこと、BSJ が患者の医療上のサービス

の提供者ではないこと、また、医療行為管理や、デバイスデータに含まれる如何なる情報をも

含み、患者の医療データおよび情報をレビュー、モニターまたは分析するための LATITUDE 

NXTインテグレーションモジュールの使用を決定する責任を BSJが有しないことを認識し、同

意する。また、貴殿は、LATITUDE NXT インテグレーションモジュールに含まれ、提供される



全ての情報は、貴殿の参考のためにのみ提供されるものであって、エラーの可能性もあり、

専門的な判断の実施の代替となるものではないことを確認する。 

8.3 機密情報および個人情報  本契約当事者双方は、本契約のもと、

個人を識別可能な医療上の情報の安全性および機密性を維持するための各々の義務を認

識し、個人情報および機密情報について適用される法令等を遵守することに同意する。 

8.4 第三受益者  貴殿は、BSJ の第三提供者には、貴殿に対す

る直接の義務および責任はなく、また、BSJ の第三提供者が、当該第三提供者および/また

はその知的財産の保護に関連する本契約の条項の受益者であることを認識し、同意する。 

8.5 その他  本契約および LATITUDE NXT ライセンス契約は、当事

者間の完全なる合意を定め、書面または口頭を問わず、本契約の主題に関する当事者間の

あらゆる従前の合意または表明より優先される。 本契約は、両当時者の正式な書面による

場合を除き、変更、改変、修正されてはならない。一方当事者により、本契約に規定されるい

かなる権利の行使における不履行または遅延は、その免責として取り扱わない。本契約は、

両当事者、その相続人および権利承継者を拘束する。本契約は、法原則との相反を問わず、

日本法に従って解釈される。本契約のいずれかの条項が、管轄権を有する裁判所により無

効または法的拘束力がないと判断された場合も、残存部分は効力を維持するものとする。本

契約に基づく全ての通知は、 (i) 本契約の上記の前文に記載された両当事者の住所宛また

は一方当事者が適時指定する住所宛に送付されなければならず、 (ii) 書面および個人宅配、

書留郵便（書留郵便受領書が必要）またはファックス（ここに記載される方法により確認され

ていることが必要）で送達されなければならない。 

 


