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ｅナースセンター ご利用基本条件（求職者向け） 

中央ナースセンター 

都道府県ナースセンター 
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ｅナースセンター ご利用基本条件 

eナースセンターの提供するサービスの利用に際しては、下記の eナースセンターご利用

基本条件（以下「本基本条件」といいます。）についてお読み頂き、ご承諾の上でご利用を

お願い致します。 

 

第１条（eナースセンター） 

「eナースセンター」とは、公益社団法人日本看護協会中央ナースセンターと各都道府県看

護協会各都道府県ナースセンター（以下、あわせて「ナースセンター」といいます。）がWeb

サイト上で提供するサービス（以下「本サービス」といいます。）の総称です。 

 本サービスは、医療施設等の求人活動ならびに保健師、助産師、看護師および准看護師の

求職活動を支援することを目的として提供されています。 

 

第２条（本サービスの登録） 

本サービスの利用を希望する場合、ナースセンターが定める一定の情報（以下「登録情報」

といいます。）をナースセンターに提供することにより、本サービスの利用の登録をおこな

うことができます（以下、登録したユーザーを「登録ユーザー」といいます）。 

２ 本サービスの一部の機能を利用するためには、前項の登録に加え、看護職情報登録およ

び求職票登録が必要となります。 

３ 登録ユーザーは、本サービスの利用にあたって、本基本条件の内容をすべて承諾したも

のとみなされます。 

 

第３条（登録条件） 

 本サービスに登録するためには、下記のいずれかに該当する必要があります。 

（１）保健師、助産師、看護師および准看護師のいずれかの免許を取得済みであること。 

（２）前項に掲げる免許を取得見込みであること。 

（３）大学、専門学校、養成所等（１）に掲げる免許の取得を目的とした学校等を翌年度卒

業予定であること。 

 

第４条（登録情報の変更） 

登録ユーザーは、登録情報に変更があった場合、第１７条で定める連絡先に通知し、遅滞

なく変更手続を行うものとします。 

 

第５条（ユーザーIDおよびパスワード） 

 ナースセンターは、第２条１項の登録完了後、登録ユーザーに対して、メールにより、ユ

ーザーIDおよびパスワードを交付します。 

２ 登録ユーザーは、自己の責任において、ユーザーID およびパスワードを適切に管理お
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よび保管し、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買その他の方法に

より第三者に使用させてはなりません。 

３ ユーザーID またはパスワードが盗まれた場合または盗まれたおそれがある場合には、

登録ユーザーは直ちにナースセンターに報告し、ナースセンターの指示に従うものとしま

す。 

４ ナースセンターは、ユーザーIDまたはパスワードの保有、使用、その他管理に関して、

登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。ただし、ナースセンターの責

に帰すべきユーザーIDおよびパスワードの漏洩についてはこの限りではありません。 

 

第６条（設備負担） 

 本サービスの利用にあたり、必要なハードウェア、インターネット回線、その他インター

ネットアクセスに必要な設備および利用環境は、登録ユーザーの責任と費用により準備し

て、管理するものとします。 

２ 登録ユーザーは、本サービスの利用にかかる通信費など必要な費用を負担するものと

します。 

 

第７条（禁止事項） 

 登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、本基本条件の他の条項で禁止されている行

為の他、次の行為をすることはできません。 

（１）  虚偽の情報を申請、登録する行為 

（２）  第三者に成りすまして申請、登録、利用する行為 

（３）  本サービスに係るWebサイト上のサービス、コンテンツ、ヘッダー等に対し、

発信元を隠す、偽装等の手を加える行為 

（４）  本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負担をかける行為 

（５）  本サービスの運営を妨害する行為または妨害するおそれのある行為 

（６）  ナースセンターのネットワークまたはシステム等に不正にアクセスしまたは不

正なアクセスを試みる行為 

（７）  ナースセンターまたは第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他

の権利または利益を侵害する行為 

（８）  ナースセンターまたは第三者を誹謗中傷する行為 

（９）  本サービスを第１条の目的以外の用途に使用する行為 

（１０） 本サービスを利用した営業活動、営利を目的とする情報提供等の行為 

（１１） 本サービスの他の利用者の情報の収集または蓄積をする行為 

（１２） その他法令または公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為 

 

第８条（違反等に対する措置） 
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ナースセンターは、登録ユーザーが、①本基本条件のいずれかに違反した場合、②ナース

センターから問い合わせその他回答を求める連絡に対して７日以上応答がない場合、③そ

の他ナースセンターが本サービスの利用、登録ユーザーとしての登録を適当でないと判断

した場合には、事前に通知することなく、以下の措置をとることができるものとします。 

（１） 注意または勧告 

（２） 本サービスの利用停止 

（３） 看護職情報および求職票登録情報の本サービスに係るWebサイトへの掲載停止 

（４） 登録の一部または全部の抹消 

 

第９条（本サービスの停止、利用制限等） 

 ナースセンターは、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一

部を追加、変更、削除、中断または終了することができるものとします。 

２ ナースセンターは、必要に応じ、一日に送受信できるメールの数量、アクセス時間等、

登録ユーザーの本サービスの利用を制限することがあります。 

 

第１０条（権利帰属） 

 本サービスに係るWebサイト上のすべてのコンテンツおよび本サービスに係わる発明、

考案、創作、著作物、ノウハウ、データベースを構成するデータ、プログラム、標章その他

の情報に関する一切の権利（著作権については著作権法第２７条および第２８条所定の権

利を含みますがこれに限られません。）は、ナースセンターに帰属します。 

 

第１１条（本サービスの利用） 

 登録ユーザーは、本サービスについて、自己の求職活動等本サービスの目的のために必要

な範囲でのみ利用するものとします。 

２ 登録ユーザーは、本サービスに係るWebサイト上で閲覧できるいかなる情報も、他に

複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用しないものと

します。ただし、自らが登録した自己の登録情報についてはこの限りではありません。 

 

第１２条（退会） 

 登録ユーザーは、第１７条で定める連絡先に通知することにより、本サービスから退会し、

自己の登録ユーザーとしての登録を抹消することができます。 

 

第１３条（登録情報等の取り扱い） 

 ナースセンターは、別途ナースセンタープライバシーポリシー（https://www.nurse-

center.net//nccs/scontents/9）に従って、登録ユーザーの登録情報等の利用者情報を適切に

収集、利用、管理いたします。 



5 

 

２ 登録ユーザーは、前項の（https://www.nurse-center.net//nccs/scontents/9）を承諾し

て本サービスを利用するものとします。 

 

第１４条（免責） 

 ナースセンターは、本サービスの利用または利用できないこと、本サービスの変更、削除、

中断または終了により、登録ユーザーに生じた損害について一切責任を負わないものとし

ます。ただし、登録ユーザーの登録情報等登録ユーザーがナースセンターに提供した情報の

漏洩から生じる損害についてはこの限りではありません。 

２ ナースセンターは、本サービスにおいて提供される情報（登録ユーザーまたは登録施設

が掲載する看護職情報、求職情報、施設情報、求人情報を含みます。）に関し、内容の最新

性、完全性、正確性、有用性等について保証するものではありません。登録ユーザーは、自

己の責任において本サービスを利用するものとします。 

３ 本サービスに関連して、登録ユーザーと他の登録ユーザー、登録施設または第三者との

間において生じた紛争等については、登録ユーザー自身の責任においてこれに対処するも

のとし、ナースセンターは一切の責任を負わないものとします。 

４ ナースセンターは、登録ユーザーによる本サービスの利用の結果について、何ら保証せ

ず、何らの責任を負うものではありません。 

５ ナースセンターは、本サービスを通じてアクセスできる第三者が提供するサイトおよ

びサービスについての利用を推奨するものではなく、これらに関して何らの責任も負いま

せん。 

 

第１５条（利用規約違反） 

 登録ユーザーは、他の登録ユーザー、登録施設、または第三者が、本基本条件に反する行

為を行っていることを発見した場合には、第１７条記載の連絡先までご連絡ください。 

 

第１６条（本基本条件の変更等） 

 ナースセンターは、本基本条件を変更できるものとします。ナースセンターは、本基本条

件を変更した場合には、登録ユーザーに対し、本サービスに係るWebサイト上に掲出する

等適宜の方法で通知するものとし、当該変更内容の通知後、登録ユーザーが本サービスを利

用した場合には、登録ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。 

 

第１７条（通知および連絡） 

 ナースセンターの登録ユーザーに対する通知または連絡は、登録ユーザーの登録情報に

基づき、電話、FAX、メールまたは郵便のうち、いずれかナースセンターが選択する方法で

行うものとします。 

２ 登録ユーザーのナースセンターに対する登録情報の変更、退会の申出、利用規約違反等
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の連絡は、別紙窓口一覧記載のナースセンターのうち、本サービスの登録を行った都道府県

ナースセンターに対して行うものとします。なお、問合せ先の都道府県ナースセンターがご

不明な場合には中央ナースセンターにご連絡ください。 

 

第１８条（準拠法および管轄裁判所） 

 本基本条件の準拠法は日本法とします。 

２ 本基本条件または本サービスに起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。 
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ｅナースセンター ご利用基本条件（求人施設向け） 

中央ナースセンター 

都道府県ナースセンター 
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ｅナースセンター ご利用基本条件 

eナースセンターの提供するサービスの利用に際しては、下記の eナースセンターご利用

基本条件（以下「本基本条件」といいます。）についてお読み頂き、ご承諾の上でご利用を

お願い致します。 

 

第１条（eナースセンター） 

 「eナースセンター」とは、公益社団法人日本看護協会中央ナースセンターと各都道府県

看護協会各都道府県ナースセンター（以下、あわせて「ナースセンター」といいます。）が

Webサイト上で提供するサービス（以下「本サービス」といいます。）の総称です。 

 本サービスは、医療施設等の求人活動ならびに保健師、助産師、看護師、准看護師の求職

活動を支援することを目的として提供されています。 

 

第２条（本サービスの登録） 

本サービスの利用を希望する場合、ナースセンターが定める一定の情報（以下「登録情報」

といいます。）をナースセンターに提供することにより、本サービスの利用の登録をするこ

とができます（以下、登録した施設等を「登録施設」といいます。）。 

２ 本サービスの一部の機能を利用するためには、前項の登録に加え、施設情報登録および

求人票登録が必要となります。 

３ 登録施設は、本サービスの利用にあたって、本基本条件の内容をすべて承諾したものと

みなされます。 

 

第３条（登録条件） 

 本サービスに登録することができるのは、保健師、助産師、看護師および准看護師のいず

れかの求人募集をしている病院、診療所、助産所、介護保険施設、学校、企業その他団体ま

たは個人に限られます。 

 

第４条（登録情報の変更） 

登録施設は、登録情報に変更があった場合、第１７条で定める連絡先に通知し、遅滞なく

変更手続を行うものとします。 

 

第５条（施設 IDおよびパスワード） 

 ナースセンターは、第２条１項の登録完了後、登録施設に対して、メールにより、施設 ID

およびパスワードを交付します。 

２ 登録施設は、自己の責任において、施設 IDおよびパスワードを適切に管理および保管

し、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買その他の方法により第三

者に使用させてはなりません。 
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３ 施設 IDまたはパスワードが盗まれた場合または盗まれたおそれがある場合には、登録

施設は直ちにナースセンターに報告し、ナースセンターの指示に従うものとします。 

４ ナースセンターは施設 IDまたはパスワードの保有、使用、その他管理に関して、登録

施設に生じた損害について一切の責任を負いません。ただし、ナースセンターの責に帰すべ

き施設 IDおよびパスワードの漏洩についてはこの限りではありません。 

 

第６条（設備負担） 

 本サービスの利用にあたり、必要なハードウェア、インターネット回線、その他インター

ネットアクセスに必要な設備および利用環境は、登録施設の責任と費用により準備して、管

理するものとします。 

２ 登録施設は、本サービスの利用にかかる通信費など必要な費用を負担するものとしま

す。 

 

第７条（禁止事項） 

 登録施設は、本サービスの利用にあたり、本基本条件の他の条項で禁止されている行為の

他、次の行為をすることはできません。 

（１） 虚偽の情報を申請、登録する行為 

（２） 第三者に成りすまして申請、登録、利用する行為 

（３） 本サービスに係るWebサイト上のサービス、コンテンツ、ヘッダー等に対し、発

信元を隠す、偽装等の手を加える行為 

（４） 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負担をかける行為 

（５） 本サービスの運営を妨害する行為または妨害するおそれのある行為 

（６） ナースセンターのネットワークまたはシステム等に不正にアクセスしまたは不正

なアクセスを試みる行為 

（７） ナースセンターまたは第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の

権利または利益を侵害する行為 

（８） ナースセンターまたは第三者を誹謗中傷する行為 

（９） 本サービスを第１条の目的以外の用途に使用する行為 

（１０） 本サービスを利用した営業活動、営利を目的とする情報提供等の行為 

（１１） 本サービスの他の利用者の情報の収集または蓄積をする行為 

（１２） その他法令または公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為 

 

第８条（違反等に対する措置） 

ナースセンターは、登録施設が、①本基本条件のいずれかに違反した場合、②ナースセン

ターから問い合わせその他回答を求める連絡に対して７日以上応答がない場合、③その他

ナースセンターが本サービスの利用または登録施設としての登録を適当でないと判断した
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場合には、事前に通知することなく、以下の措置をとることができるものとします。 

（１） 注意または勧告 

（２） 本サービスの利用停止 

（３） 施設情報および求人票登録情報の本サービスに係るWebサイトへの掲載停止 

（４） 登録の一部または全部の抹消 

 

第９条（本サービスの停止、利用制限等） 

 ナースセンターは、登録施設に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を

追加、変更、削除、中断または終了することができるものとします。 

２ ナースセンターは、必要に応じ、一日に送受信できるメールの数量、アクセス時間等、

登録施設の本サービスの利用を制限することがあります。 

 

第１０条（権利帰属） 

 本サービスに係るWebサイト上のすべてのコンテンツおよび本サービスに係わる発明、

考案、創作、著作物、ノウハウ、データベースを構成するデータ、プログラム、標章その他

の情報に関する一切の権利（著作権については著作権法第２７条及び第２８条所定の権利

を含みますがこれに限られません。）は、ナースセンターに帰属します。 

 

第１１条（本サービスの利用） 

 登録施設は、本サービスについて、自己の求人活動等本サービスの目的のために必要な範

囲でのみ利用するものとします。 

２ 登録施設は、本サービスに係るWebサイト上で閲覧できるいかなる情報も、他に複製、

公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用しないものとします。

ただし、自らが登録した自己の登録情報についてはこの限りではありません。 

 

第１２条（退会） 

 登録施設は、第１７条で定める連絡先に通知することにより、本サービスから退会し、自

己の登録施設としての登録を抹消することができます。 

 

第１３条（登録情報等の取り扱い） 

 ナースセンターは、別途ナースセンタープライバシーポリシー（https://www.nurse-

center.net//nccs/scontents/9）に従って、登録施設の登録情報等の利用者情報を適切に収集、

利用、管理いたします。 

２ 登録施設は、前項の（https://www.nurse-center.net//nccs/scontents/9）を承諾して本

サービスを利用するものとします。 
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第１４条（免責） 

 ナースセンターは、本サービスの利用または利用できないこと、本サービスの変更、削除、

中断または終了、登録施設の登録データの消失等から生じる損害につき、賠償する責任を一

切負わないものとします。 

２ ナースセンターは、本サービスにおいて提供される情報（登録ユーザーまたは登録施設

が掲載する看護職情報、求職情報、施設情報、求人情報を含みます。）に関し、内容の最新

性、完全性、正確性、有用性等について保証するものではありません。登録施設は、自己の

責任において本サービスを利用するものとします。 

３ 本サービスに関連して、登録施設と他の登録施設、登録ユーザーまたは第三者との間に

おいて生じた紛争等については、登録施設自身の責任においてこれに対処するものとし、ナ

ースセンターは一切の責任を負わないものとします。 

４ ナースセンターは、登録施設による本サービスの利用の結果について、何らの保証をせ

ず、何らの責任も負うものではありません。 

５ ナースセンターは、本サービスを通じてアクセスできる第三者が提供するサイトおよ

びサービスについての利用を推奨するものではなく、これらに関して何らの責任も負いま

せん。 

 

第１５条（利用規約違反） 

 登録施設は、他の登録施設、登録ユーザーまたは第三者が、本基本条件に反する行為を行

っていることを発見した場合には、第１７条記載の連絡先までご連絡ください。 

 

第１６条（本基本条件の変更等） 

 ナースセンターは、本基本条件を変更できるものとします。ナースセンターは、本基本条

件を変更した場合には、登録施設に対し、本サービスに係るWebサイト上に掲出する等適

宜の方法で通知するものとし、当該変更内容の通知後、登録施設が本サービスを利用した場

合には、登録施設は、本規約の変更に同意したものとみなします。 

 

第１７条（通知および連絡） 

 ナースセンターの登録施設に対する通知または連絡は、登録施設の登録情報に基づき、電

話、FAX、メールまたは郵便のうち、いずれかナースセンターが選択する方法で行うものと

します。 

２ 登録ユーザーのナースセンターに対する登録情報の変更、退会の申出、利用規約違反等

の連絡は、別紙窓口一覧記載のナースセンターのうち、本サービスの登録を行った都道府県

ナースセンターに対し行うものとします。なお、問合せ先の都道府県ナースセンターがご不

明な場合には中央ナースセンターにご連絡ください。 
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第１８条（準拠法および管轄裁判所） 

 本基本条件の準拠法は日本法とします。 

２ 本基本条件または本サービスに起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。 

 

 

 

 

 


