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10. 協力施設一覧 

 

(あいうえお順) 

 

アジア太平洋先端ネットワーク（APAN: Asia-Pacific Advanced Network） 

http://www.apan.net/ (英語) 

 

アデレード大学（The University of Adelaide） 

http://www.adelaide.edu.au/（英語） 

 

e! プロジェクト（e! project） 

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/e_project/index.html (日本語) 

 

岩手医科大学（Iwate Medical College） 

http://www.iwate-med.ac.jp/（日本語） 

 

インド教育研究ネットワーク（ERNET: Education and Research Network) 

http://www.ernet.in/erhindi/index.htm （ヒンズー語） 

http://www.ernet.in/index.htm (英語) 

 

インドネシア大学（University of Indonesia） 

http://www.ui.edu/indonesia/index.php (インドネシア語) 

http://www.ui.edu/english/index.php (英語) 

 

ウィスコンシン大学 (University of Wisconsin) 

http://www.wisc.edu/（英語） 

 

ＮＴＴコミュニケーションズ (NTTcommunications) 

http://www.ntt.com/index-j.html（日本語） 

http://www.ntt.com/index-e.html（英語） 

 

ＮＴＴ西日本 (NTT WEST) 

http://www.ntt-west.co.jp/（日本語） 

http://www.ntt-west.co.jp/index_e.html（英語） 
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大分大学 (Oita University) 

http://www.oita-u.ac.jp/（日本語） 

http://www.oita-u.ac.jp/english/index.html（英語） 

－病院 

http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.htm(日本語) 

 

オーストラリア学術研究ネットワーク（AARNet: Australia's Research and Education Network） 

http://www.aarnet.edu.au/（英語） 

 

オーストラリア国立大学（The Australian National University） 

http://www.anu.edu.au/（英語） 

 

オリンパス株式会社 (Olympus Corporation) 

http://www.olympus.co.jp/jp/（日本語） 

http://www.olympus.co.jp/en/（英語） 

 

カリフォルニア大学アーバイン校 (University of California, Irvine) 

http://www.uci.edu/（英語） 

 

韓国科学工学基金（KOSEF: Korea Science and Engineering Foundation) 

http://www.kosef.co.kr/ (韓国語) 

http://kosef.co.kr/eng/ (英語) 

 

韓国国立がんセンター（National Cancer Center, Goyang, Korea） 

http://www.ncc.re.kr/ (韓国語) 

 

韓国情報戦略開発機構 (KISDI: Korean Information Strategy Development Institute) 

http://www.kisdi.re.kr/（韓国語） 

http://www.kisdi.re.kr/user.tdf?a=user.eng.index.IndexApp&c=1001（英語） 

 

韓国先端研究ネットワーク（KOREN: Korea Advanced Research Network） 

http://www.koren21.net/eng/index.php (英語) 

http://www.koren21.net/ (韓国語) 

 

韓国テレコム（KT: Korea Telecom） 

http://www.kt.co.kr/kthome/index.jsp（韓国語） 

http://www.kt.co.kr/eng/main.jsp （英語） 

http://event.kt.co.kr/china/main.jsp （中国語） 
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漢陽大学（Hanyang University）  

http://www.hanyang.ac.kr/ (韓国語) 

http://www.hanyang.ac.kr/english/ (英語) 

－病院 

http://hmc.hanyang.ac.kr/ (韓国語) 

 

九州ギガポッププロジェクト（QGPOP: Kyushu GigaPOP Project） 

http://www.qgpop.net/en/ (英語) 

 

九州大学（Kyushu University） 

http://www.kyushu-u.ac.jp/ (日本語) 

http://www.kyushu-u.ac.jp/english/index.php (英語) 

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb-c/index.htm（中国語） 

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb-k/index.htm（韓国語） 

－病院 

http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/index.php  (日本語) 

http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/index-e.html (英語) 

  

九州電力(株）（Kyushu Electric Power Co., Inc.） 

http://www.kyuden.co.jp/ (日本語) 

http://www.kyuden.co.jp/en_index (英語) 

 

九州通信ネットワーク(株）（QTNet: Kyushu Telecommunication Network Co., Inc.） 

http://www.qtnet.co.jp/(日本語) 

http://www.qtnet.co.jp/e_site/index.html (英語) 

 

(株)キューデンインフォコム（QIC: Kyuden Infocom Company, Inc.） 

http://www.qic.co.jp/ (日本語) 

 

京都大学 (Kyoto University) 

http://www.kyoto-u.ac.jp/（日本語） 

http://www.kyoto-u.ac.jp/index-e.html（英語） 

http://www.kyoto-u.ac.jp/cn/c-index.htm（中国語） 

http://www.kyoto-u.ac.jp/kr/k-index.htm（韓国語） 

－病院 

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/（日本語） 

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/english/index.html（英語） 
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京都第二赤十字病院 (Kyoto Second Red Cross Hospital) 

http://www.kyoto2.jrc.or.jp/（日本語） 

 

拠点大学交流事業（次世代インターネット技術のための研究開発と実証実験） 

（Core University Program, Development and Operation of the Next Generation Internet Technologies） 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/core/data/02_ichiran/10_kyushu.pdf  （日本語） 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/core/data/01_about/asia_en.pdf （英語） 

 

慶尚大学 (GyeongSang National University) 

http://www.gsnu.ac.kr/#top（韓国語） 

http://www.gsnu.ac.kr/english/ （英語） 

 

GÉANT 

http://www.geant.net/ （英語） 

 

玄海プロジェクト協議会（G/H project: Hyeonhae/Genkai project） 

http://genkai.info/ (日本語) 

 

光州科学技術研究所（GIST: Gwangju Institute of Science and Technology） 

http://www.gist.ac.kr/index.php (韓国語)   

http://www.gist.ac.kr/english/index.php (英語) 

 

国立がんセンター（National Cancer Center, Tokyo, Japan） 

http://www.ncc.go.jp/jp/ (日本語) 

http://www.ncc.go.jp/index.html (英語) 

 

高麗大学 (Korea University) 

http://www.korea-u.ac.jp/main.htm（日本語） 

http://www.korea-u.ac.jp/main.html（韓国語） 

 

コンコルド病院 (Concord Hospital) 

http://www.concordhospital.org/（英語） 

 

札幌医科大学（Sapporo Medical University） 

http://web.sapmed.ac.jp/ (日本語)  

http://web.sapmed.ac.jp/e/ (英語) 

－病院 

http://web.sapmed.ac.jp/byoin/ (日本語) 
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上海交通大学第一人民病院 

（Shanghai Jiaotong University affiliated Shanghai First People’s Hospital） 

http://www.situ.edu.cn（中国語） 

 

情報・システム研究機構 国立情報学研究所（NII: National Institute of Informatics） 

http://www.nii.ac.jp/index.shtml.en (英語) 

http://www.nii.ac.jp/index-j.html (日本語) 

 

情報通信研究機構（NICT: National Institute of Information and Communications Technology） 

http://www.nict.go.jp/overview/index.html (英語) 

http://www.nict.go.jp/overview/index-J.html (日本語) 

 

シリラ病院（マヒドン大学医学部附属）（Siriraj Hospital, Mahidol University） 

http://www.si.mahidol.ac.th/siweb_2007_eng/（英語） 

http://www.si.mahidol.ac.th/siweb_2007/（タイ語）  

 

ジョンソン・エンド・ジョンゾン 株式会社 （Johnson & Johnson K.K.） 

http://www.jnj.com/（英語） 

http://www.jnj.co.jp/entrance/index.html（日本語） 

 

シンガポール国立大学（Singapore National University） 

http://www.nus.edu.sg/（英語） 

 

シンガポール先進研究教育ネットワーク 

（SingAREN: Singapore Advanced Research and Education Network） 

http://www.singaren.net.sg/start.php（英語） 

 

スタンフォード大学（Stanford University） 

http://www.stanford.edu/ （英語） 

 

清華大学（Tsinghua University） 

http://www.tsinghua.edu.cn/ (中国語) 

http://www.tsinghua.edu.cn/eng/ (英語) 

 

先進的ネットワークフォーラム（ANF: Advanced Network Forum） 

http://anf.ne.kr/ (英語) 
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ソウル大学（Seoul National University） 

http://www.snu.ac.kr/ (韓国語) 

http://www.snu.ac.kr/engsnu/ (英語) 

－主病院 

http://www.snuh.org/ (韓国語) 

－ブンダン病院 

http://www.snubh.org/ (韓国語) 

 

タタ記念病院（Tata Memorial Hospital） 

http://tmc.gov.in/ (英語) 

 

タイ国社会/科学学術研究ネットワーク 

(ThaiSarn: Thai Social/Scientific, Academic and Research Network) 

http://thaisarn.nectec.or.th/htmlweb/index.php（英語） 

 

タイ国大学ネットワーク (Thai UniNet: Thai University Network) 

http://www.uni.net.th/mainwebsite_html/（タイ語） 

http://www2.uibk.ac.at/asea-uninet/（英語） 

 

タイ国立電子/コンピューター技術センター 

（NECTEC: National Electronic and Computer Technology Center, Thailand）  

http://www.nectec.or.th/（タイ語） 

 

台北榮民総医院（Taipei Veterans General Hospital） 

http://www.vghtpe.gov.tw/inter.htm (中国語) 

http://www.vghtpe.gov.tw/doce/ (英語) 

 

台中榮民総医院（Taichung Veterans General Hospital） 

http://www.vghtc.gov.tw/portal/m2/portalhome（中国語） 

http://www.vghtc.gov.tw/portal/english/introduction.htm（英語） 

 

台湾高品質学術研究網路 (TWAREN: Taiwan Advanced Research and Education Network) 

http://www.twaren.net/（中国語） 

http://www.twaren.net/english/ （英語） 

 

台湾国立大学（National Taiwan University） 

http://www.ntu.edu.tw/chinese2007/（中国語） 

http://www.ntu.edu.tw/eng2007/（英語） 
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台湾國家高速網路與計算センター(National Center for High-performance Computing(NCHC)) 

http://www.nchc.org.tw/en/（英語） 

http://www.nchc.org.tw/（中国語） 

 

中国教育研究ネットワーク (CERNET: China Education and Research Network) 

http://www.net.edu.cn/（中国語） 

http://www.net.edu.cn/HomePage/english/index.shtml（英語） 

 

中国人民解放軍総医院（General Hospital of People’s Liberation Army） 

http://301.hos.999120.net/ (中国語) 

 

中央研究院コンピュータセンター(ASCC: Academia Sinica Computing Center) 

http://www.ascc.sinica.edu.tw/（中国語） 

http://www.ascc.sinica.edu.tw/en/about/overview.html （英語） 

 

チュラロンコン大学（Chulalongkorn University）  

http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html (タイ語) 

http://www.chula.ac.th/chula/en/index.html (英語) 

 

忠南大学（Chungnam National University） 

http://plus.cnu.ac.kr/ (韓国語) 

http://plus.cnu.ac.kr/english/index.jsp (英語) 

 －病院 

http://www.cnuh.co.kr/index.jsp（韓国語） 

http://www.cnuh.co.kr/eng/index.jsp（英語） 

 

忠北大学 (Chungbuk National University) 

http://www.chungbuk.ac.kr/index.jsp（韓国語） 

http://www.chungbuk.ac.kr/engcbnu/index.jsp（英語） 

 －病院 

http://new.chungbuk.ac.kr/engcbnu/docs/support/CBNU_Hospital.jsp?menunum=140（英語） 

 

東京医科歯科大学 (Tokyo Medical and Dental University) 
http://www.tmd.ac.jp/(日本語) 

http://www.tmd.ac.jp/TMDU-e/(英語) 

 

東京大学（The University of Tokyo） 

http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html (日本語) 

http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html (英語) 
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豊見城中央病院 (Tomishiro Central Hospital) 

http://www.yuuai.or.jp/ (日本語) 
http://www.yuuai.or.jp/tomisiro/index.htm (日本語) 

 

長崎大学(Nagasaki University) 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/（日本語） 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/index_en.html（英語） 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/index_cn.html（中国語） 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/index_kr.html（韓国語） 

 －病院 

http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/ （日本語） 

 

 

日韓高度インターネットプロジェクト（HIJK: High Internet Project between Japan and Korea） 

http://www.hijk.org/ (英語) 

 

日本医療情報ネットワーク協会（JAMINA: Japan Medical Information Network Association） 

http://www.jamina.jp/ (日本語) 

 

日本学術振興会(JSPS: Japan Society for the Promotion of Science) 

http://www.jsps.go.jp/ （日本語） 

http://www.jsps.go.jp/english/index.html （英語） 

 

日本赤十字九州国際看護大学 (Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing) 

http://www.jrckicn.ac.jp/（日本語） 

http://www.jrckicn.ac.jp/english/index.html（英語） 

 

バックマイ病院 (BachMai Hospital) 

http://www.moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/HomeArea.jsp?area=155（ベトナム語） 

 

浜松医科大学（Hamamatsu University School of Medicine） 

http://www.hama-med.ac.jp/ （日本語） 

 

ハワイ大学 (University of Hawaii) 

http://www.hawaii.edu/ （英語） 

 

バンドン工科大学（ITB: Institut Teknologi Bandung） 

http://www.itb.ac.id/en/ (英語) 
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ハンブルグ・エッペンドルフ大学医療センター (University Medical Center Hamburg-Eppendorf) 

http://www.uke.uni-hamburg.de/index_ENG.php（英語） 

 

フィリピンマニラ大学（University of the Philippines Manila） 

http://www.upm.edu.ph/ (英語) 

 

フィリピン先端科学技術大学（ASTI: Advanced Science and Technology Institute） 

http://www.asti.dost.gov.ph/ (英語) 

 

福岡大学 （Fukuoka University） 

http://www.fukuoka-u.ac.jp/（日本語） 

http://www.fukuoka-u.ac.jp/english/（英語） 

http://www.fukuoka-u.ac.jp/chinese/index.html（中国語） 

http://www.fukuoka-u.ac.jp/korean/index.html（韓国語） 

 －病院 

http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/（日本語） 

http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/english/index.html（英語） 

 

藤元早鈴病院(Fujimoto-Hayasuzu Hospital) 

http://www.fujimoto.or.jp/hayasuzu/homepage.htm （日本語） 

 

フリンダース大学（Flinders University） 

http://www.flinders.edu.au/（英語） 

 

フロリダ国際大学（Florida International University） 

http://www.fiu.edu/（英語） 

 

北京大学 (Peking University) 

http://www.pku.edu.cn/ （中国語） 

http://en.pku.edu.cn/ （英語） 

 

ベトナム研究教育ネットワーク（VINAREN: Viet Nam, the research and education networks） 

http://www.vinaren.vn/vietnam (Vietnam) 

http://www.vinaren.vn/english (英語) 

 

ベトナム国立科学技術情報センター（NACESTI: National Centre for Scientific and Technological 

Information） 

http://english.vista.gov.vn/english/（英語） 
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ベトナム国立小児病院（National Hospital of Pediatrics） 

http://www.benhviennhitu.org.vn/intro_en.asp （英語） 

 

北海道地域ネットワーク協議会 

（NORTH: Network Organization for Research and Technology in Hokkaido） 

http://www.north.ad.jp/northweb/ (日本語) 

 

ボルドー第 2 大学 (Universite bordeaux 2) 

http://www.u-bordeaux2.fr/index.jsp （フランス語） 

 

香港学究研究ネットワーク（HARNET: The Hong Kong Academic &Research NETwork） 

http://www.cuhk.edu.hk/itsc/chinese/ (中国語) 

http://www.cuhk.edu.hk/itsc/network/har-int-link.html (英語) 

 

香港中文大学（The Chinese University of Hong Kong） 

http://www.cuhk.edu.hk/v6/b5/（中国語） 

http://www.cuhk.edu.hk/v6/en/(英語) 

 

マヒドン大学（Mahidol University）  

http://www.mahidol.ac.th/muthai/ (タイ語) 

http://www.mahidol.ac.th/ (英語)  

 

メディカルビジョン・オーストラリア (Medical Vision Australia) 

http://www.mva.net.au/（英語） 

 

メドリック（MedRIC: Medical Research Information Center, Korea） 

http://www.medric.or.kr/（韓国語） 

 

山梨大学（University of Yamanashi）  

http://www.yamanashi.ac.jp/ (日本語) 

http://www.yamanashi.ac.jp/english/index.html (英語) 

 

ヨーロッパへの先端ネットワーク技術提供活動（DANTE: Delivery of Advanced Network Technology to 

Europe）  

http://www.dante.net/?PHPSESSID=9ebe4453af6b2eab511e4da424ed07f6 (英語) 
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梨花女子大学（Ewha Womans University） 

http://www.ewha.ac.kr/ (韓国語) 

http://www.ewha.ac.kr/eng/main.html (英語) 

－病院 

http://home.ewha.ac.kr/~euhs/ (韓国語) 

http://www.ewha.ac.kr/eng/service/health_service_center.jsp (英語) 

 

ローマ第３大学 (Roma Tre University) 

http://www.uniroma3.it/（イタリア語） 

http://www.uniroma3.it/en2/（英語） 
  

ロイヤル・ノースショア病院 (Royal North Shore Hospital) 

http://www.rnsh.com.au/（英語） 

 

ユーラシア横断情報ネットワーク（TEIN2: Trans-Eurasia Information Network) 

http://www.tein2.net/ (英語) 

 

延世大学 (Yonsei University) 

http://www.yonsei.ac.kr/index.asp（韓国語） 

http://www.yonsei.ac.kr/Eng/（英語） 

－病院 （Health System） 

http://www.yuhs.or.kr/jp/index.asp?ssoPassFlag=Y（日本語） 

http://www.iseverance.com/（韓国語） 

http://www.yuhs.or.kr/en/（英語） 

http://www.yuhs.or.kr/ch/index.asp?ssoPassFlag=Y（中国語） 

http://www.yuhs.or.kr/ru/index.asp?ssoPassFlag=Y（ロシア語）




