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4. 活動実績一覧表（平成 22 年度） 

1) オフィシャルイベント 

※開始番号は初回からの続き 

 期日 イベント名 
内容 
形式 

会場 

216 2010.4.15 建国大学との内視鏡カンファレンス -2 
内視鏡,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
建国大学病院 (韓国), 
国立シンガポール大学 (シンガポール), 
京都第二赤十字病院 (日本) 

217 2010.4.21 ナース研究会プログラム委員会 
ナース, 外科,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
産業医科大学 (日本), 
北海道大学 (日本), 
ジョンソン＆ジョンソン MIT (日本) 

218 2010.5.11 医学生へのライブ中継講義 
教育, 外科,  
ライブ 

九州大学病院 (日本), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国) 

219 2010.5.19 ナース研究会プログラム委員会 
ナース,  
外科,  
カンファレンス 

西日本総合展示場 AIMビル (日本), 
産業医科大学 (日本), 
ジョンソン＆ジョンソン MIT (日本) 

220 2010.6.3 TERENA2010デモンストレーション 
内視鏡,  
カンファレンス 

レバルホテル (リトアニア), 
テオドールビルハルツ研究所 (エジプト), 
モハメット５世スイシ大学 (モロッコ) 

221 2010.6.19 第 1回ナーステレカンファレンス 
ナース,  
外科,  
カンファレンス 

西日本総合展示場 AIMビル (日本), 
北海道大学 (日本), 
ジョンソン＆ジョンソン MIT (日本) 

222 2010.6.21 建国大学との内視鏡カンファレンス -3 
内視鏡,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
建国大学病院 (韓国), 
国立シンガポール大学 (シンガポール), 
京都第二赤十字病院 (日本) 

223 2010.6.25 上海ライブ 2010 胃がん手術ライブ中継 
外科,  
ライブ 

九州大学病院 (日本), 
上海交通大学第一人民病院 (中国), 
パラモンクック病院 (タイ), 
藤元早鈴病院 (日本) 

224 2010.7.20 地域医療連携センター講演会 
保健,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
佐賀大学 (日本) 

225 2010.7.27 医工学 4年生講義 
教育,  
胎児治療,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
国立成育医療研究センター (日本) 

226 2010.8.10 30回 APAN会議 内視鏡 
内視鏡,  
カンファレンス 

メリア ハノイ ホテル (ベトナム), 
マラヤ大学 (マレーシア), 
チュラロンコン大学 (タイ), 
国立台湾大学 (台湾), 
ラジャビティ病院 (タイ), 
香港中文大学 (中国), 
九州大学病院 (日本), 
インドネシア大学 (インドネシア) 
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 期日 イベント名 
内容 
形式 

会場 

227 2010.8.11 30回 APAN会議 ヘルスケア 
保健,  
カンファレンス 

メリア ハノイ ホテル (ベトナム), 
スタンフォード大学 (アメリカ), 
Melbourne Royal Children's Hospital  
(オーストラリア), 
韓国がんセンター (韓国), 
MedRIC (韓国), 
鹿児島大学 (日本), 
韓国がんセンター (韓国), 
米国立癌研究所 (アメリカ) 

228 2010.8.12 30回 APAN会議 胎児医療 
胎児治療,  
カンファレンス 

メリア ハノイ ホテル(ベトナム), 
国立成育医療研究センター (日本), 
国立台湾大学 (台湾), 
国立シンガポール大学 (シンガポール), 
香港大学 (中国), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国), 
フィリピン大学総合病院 (フィリピン) 

229 2010.8.13 30回 APAN会議 外科 
外科,  
ライブ 

メリア ハノイ ホテル (ベトナム), 
ビエット ドゥック病院 (ベトナム), 
チョウレイ病院 (ベトナム) 

230 2010.8.24 第 5回シリラ国際内視鏡ワークショップ 
内視鏡,  
カンファレンス 

マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 
京都第二赤十字病院 (日本), 
漢陽大学久里病院 (韓国), 
九州大学病院 (日本) 

231 2010.8.26 建国大学との内視鏡カンファレンス -4 
内視鏡,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
建国大学病院 (韓国), 
京都第二赤十字病院 (日本) 

232 2010.8.31 ブンダン肝切ライブ 
外科,  
ライブ 

九州大学病院 (日本), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国) 

233 2010.9.7 
北京協和大学との早期胃がんカンファレン
ス 

内視鏡, 病理,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
北京協和医院 (中国), 
京都第二赤十字病院 (日本), 
東京科学財団 (日本) 

234 2010.9.22 第 10回福岡内視鏡手術フォーラム 
ナース, 外科,  
カンファレンス 

アクロス福岡 (日本), 
藤元早鈴病院 (日本), 
岩手医科大学 (日本), 
産業医科大学 (日本) 

235 2010.9.28 
IFMSS2010 アジア胎児医療テレカンファレ
ンス 

胎児治療,  
カンファレンス 

湘南国際村センター (日本), 
国立台湾大学 (台湾), 
国立シンガポール大学 (シンガポール), 
香港大学 (中国), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国), 
フィリピン大学総合病院 (フィリピン), 
NASATI ハノイオフィス (ベトナム) 

236 2010.10.6 クロスロード ライブ 
心カテ,  
ライブ 

湘南鎌倉総合病院 (日本), 
東京科学財団 (日本) 

237 2010.10.8 SGI 2010 -1 
内視鏡,  
ライブ 

シェラトン グランド ウォーカーヒル (韓国), 
京都第二赤十字病院 (日本) 

238 2010.10.9 SGI 2010 -2 
内視鏡,  
ライブ 

シェラトン グランド ウォーカーヒル (韓国), 
シアトル科学財団 (アメリカ) 

239 2010.10.19 KSJ -5 
内視鏡,  
カンファレンス 

岐阜大学 (日本), 
建国大学病院 (韓国), 
国立シンガポール大学 (シンガポール), 
京都第二赤十字病院 (日本) 
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会場 

240 2010.11.3 Internet2 内視鏡テレカンファレンス 
内視鏡,  
カンファレンス 

ルネッサンス アトランタ  ウェイバリー 
ホテル (アメリカ), 
シアトル科学財団 (アメリカ), 
コーネル大学 (アメリカ), 
南キャロライナ医科大学 (アメリカ), 
REUNA Santiago Office  (チリ), 
清華大学 (中国) 

241 2010.11.6 第 18回関東腹腔鏡下胃切除研究会 
外科,  
カンファレンス 

九州大学病院 (日本), 
東京医科歯科大学 (日本), 
北海道大学 (日本), 
岩手医科大学 (日本), 
徳島大学 (日本), 
高麗大学 (韓国) 

242 2010.11.20 第 22回日本生命倫理学会年次大会 
移植,  
カンファレンス 

藤田保健衛生大学病院 (日本), 
ビエット ドゥック病院 (ベトナム) 

243 2011.1.18 
第3回北京協和大学との早期胃がんカンフ
ァレンス 

内視鏡, 病理,  
カンファレンス 

北京協和医院 (中国), 
九州大学病院 (日本), 
京都第二赤十字病院 (日本), 
東京科学財団 (日本) 

244 2011.1.21 胃ライブ手術 
外科,  
ライブ 

九州大学病院 (日本), 
ビエット ドゥック病院 (ベトナム), 
フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン), 
藤元早鈴病院 (日本) 

245 2011.2.15 
第 10回 タイ消化器内視鏡学会 ライブデ
モ -1  

内視鏡,  
ライブ 

クイーン シリキット ナショナルコンベン
ションセンター (タイ), 
NASATI ハノイオフィス (ベトナム), 
インドネシア大学 (インドネシア), 
九州大学病院 (日本) 

246 2011.2.16 
第 10回 タイ消化器内視鏡学会 ライブデ
モ -2 

内視鏡,  
ライブ 

クイーン シリキット ナショナルコンベン
ションセンター (タイ), 
NASATI ハノイオフィス (ベトナム), 
チョウレイ病院 (ベトナム), 
アサン医療センター (韓国) 

247 2011.2.23 第 31回 APAN会議 心カテ 
心カテ,  
カンファレンス 

香港会議展覧中心 (中国), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 
国立シンガポール大学 (シンガポール), 
国立台湾大学 (台湾) 

248 2011.2.23 第 31回 APAN会議 移植 
移植,  
カンファレンス 

香港会議展覧中心 (中国), 
フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン), 
アサン医療センター (韓国), 
藤田保健衛生大学病院 (日本) 

249 2011.2.24 第 31回 APAN会議 テクノロジー 
その他,  
デモンストレー
ション 

香港会議展覧中心 (中国), 
清華大学 (中国), 
フリンダース大学 (オーストラリア), 
国立台湾大学 (台湾), 
九州大学病院 (日本), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国), 
チュラロンコン大学 (タイ), 
NASATI ハノイオフィス (ベトナム), 
AARNET シドニーオフィス 
(オーストラリア), 
インドネシア大学 (インドネシア) 
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内容 
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250 2011.2.25 第 31回 APAN会議 胸部外科 
胸部外科,  
カンファレンス 

香港会議展覧中心 (中国), 
福岡大学病院 (日本), 
藤田保健衛生大学病院 (日本), 
金沢大学 (日本), 
韓国がんセンター (韓国), 
フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン) 

251 2011.2.25 第 31回 APAN会議 内視鏡 
内視鏡,  
カンファレンス 

香港会議展覧中心 (中国), 
香港中文大学 (中国), 
マラヤ大学 (マレーシア), 
ウエストメッド病院 (オーストラリア), 
チュラロンコン大学 (タイ), 
建国大学病院 (韓国), 
国立シンガポール大学 (シンガポール) 

252 2011.3.3 
The 4th Annual Westmead Endoscopy  
Symposium -1 

内視鏡,  
ライブ 

ヒルトン シドニー ホテル 
(オーストラリア), 
ウエストメッド病院 (オーストラリア), 
チュラロンコン大学 (タイ), 
九州大学病院 (日本) 

253 2011.3.4 
The 4th Annual Westmead Endoscopy  
Symposium -2 

内視鏡,  
ライブ 

ヒルトン シドニー ホテル 
(オーストラリア), 
ウエストメッド病院 (オーストラリア), 
香港中文大学 (中国), 
アサン医療センター (韓国) 
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  日付 目的 施設 国名 
ポリコム/ 
DVTS 

1 2010/4/20 APAN_Medプログラム委員会 

中国教育研究ネットワーク, 
インドネシア大学, 
国立台湾大学, 
忠北大学 

中国, 
インド, 
韓国 

ポリコム 

2 2010/5/18 APAN_Medプログラム委員会 

Vietnam, 
国立台湾大学, 
忠北大学, 
中国教育研究ネットワーク 
フリンダース大学 

中国, 
ベトナム, 
韓国, 
オーストラリア 

ポリコム 

3 2010/5/27 アジア-アフリカ検討会 
Kenya U, 
京都第二赤十字病院 

ケニア ポリコム 

4 2010/6/22 活動報告 シアトルサイエンスファンデーション アメリカ ポリコム 

5 2010/6/22 APAN_Medプログラム委員会 

Vietnam, 
国立台湾大学, 
忠北大学, 
中国教育研究ネットワーク, 
ソウル大学, 
インドネシア大学 

中国, 
ベトナム, 
韓国, 
インド 

ポリコム 

6 2010/7/1 JKT 会議（DVTS使用） 

漢陽大学, 
京都第二赤十字病院, 
国立台湾大学, 
山口大学 

韓国, 
台湾, 
日本 

DVTS 

7 2010/7/21 APAN_Medプログラム委員会 

Vietnam, 
国立台湾大学, 
忠北大学, 
中国教育研究ネットワーク, 
ソウル大学, 
フリンダース大学 

中国, 
ベトナム, 
韓国, 
オーストラリア 

ポリコム 

8 2010/7/28 MYREN2 研究会 MYREN venue 
マレーシア, 日
本 

ポリコム 

9 2010/8/3 共同研究計画 九州大学カルフォルニアオフィス 
アメリカ, 
日本 

ポリコム 

10 2010/8/4-5 遠隔医療研究 カトマンズ・モデル病院 ネパール ポリコム 

11 2010/8/6 外科会議 サンパウロ大学リベイラオキャンパス ブラジル ポリコム 

12 2010/8/10 APANハノイ活動会議 
藤田保健衛生大学病院, 
アサン医療センター,漢陽大学, 
ビエット・ドゥック病院 

日本, 
韓国, 
ベトナム 

DVTS 

13 2010/8/11 APANハノイ遠隔医療 

Hanoi, 
RCH, 
NPH, 
USA, 
その他 

ベトナム, 
オーストラリア, 
アメリカ 

ポリコム 

14 2010/8/12 APANハノイ技術会議 

Hanoi, 
国立成育医療研究センター, 
国立台湾大学, 
国立シンガポール大学, 
香港大学, 
ソウル大学ブンダン病院 

ベトナム, 
日本, 
中国, 
香港, 
シンガポール, 
韓国 

ポリコム 

15 2010/8/20 内視鏡会議（DVTS使用） 
東京大学 
CTEC 

中国, 
日本 

DVTS 

16 2010/8/27,30 共同研究計画 クワズール・ナタール病院 南アフリカ ポリコム 

17 2010/9/8 活動報告 シアトルサイエンスファンデーション 
アメリカ, 
日本 

ポリコム 
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  日付 目的 施設 国名 
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DVTS 

18 2010/9/8 APANプログラム委員会 

IEEE, 
DotAsia, 
忠南大学, 
済州大学, 
サインスマレーシア大学, 
ペナン, 
プトラマレーシア大学, 
オークラン大学, 
情報通信研究機構, 
シンガポール AREN, 
LEARN-LK 

香港, 
韓国, 
マレーシア, 
日本, 
シンガポール,
ニュージーラン
ド,  
スリランカ 

ポリコム 

19 2010/9/14 
アジア遠隔医療シンポジウム
会議 

漢陽大学 韓国 DVTS 

20 2010/9/15 活動報告 クワズール・ナタール病院 南アフリカ ポリコム 

21 2010/9/24 テレカンファレンス 
カトマンズ・モデル病院, 
ソウル大学ブンダン病院 

ネパール, 
韓国. 
日本 

ポリコム 

22 2010/9/29 テレカンファレンス 清華大学 中国 ポリコム 

23 2010/10/6 APANプログラム委員会 

香港中文大学(ＨＫＩＸ), 
DotAsia, 
忠南大学, 
済州大学, 
サインスマレーシア大学, 
ペナン・プトラマレーシア大学, 
オークラン大学, 
情報通信研究機構, 
シンガポール AREN, 
LEARN-LK, 
APRICOT, 
ERNET, 
オーストラリアリサーチ＆教育ネットワ
ーク, 
オーストラリア国立大学 

香港, 
韓国, 
マレーシア, 
日本, 
シンガポール, 
ニュージーラン
ド, 
スリランカ, 
ネパール, 
インド, 
オーストラリア 

ポリコム 

24 2010/10/12 
アジア遠隔医療シンポジウム
会議 

漢陽大学 韓国 DVTS 

25 2010/10/21 テレカンファレンス 

清華大学, 
シアトルサイエンスファンデーション, 
コーネル大学プレスバイテリアン病
院 

中国, 
日本, 
アメリカ 

ポリコム 

26 2010/10/26 テレカンファレンス 
清華大学, 
シアトルサイエンスファンデーション, 
REUNA 

中国,日本,アメ
リカ,チリ 

ポリコム 

27 2010/11/10 APANプログラム委員会 

香港中文大学(ＨＫＩＸ), 
DotAsia, 
情報通信研究機構, 
シンガポール AREN, 
オーストラリア国立大学, 
TERENA 

香港, 
日本, 
シンガポール, 
オーストラリア, 
オランダ 

ポリコム 

28 2010/11/25 ELSA 
National Convention Center, 
ベトナム国立小児病院, 
ビエット・ドゥック病院 

ベトナム ポリコム 

29 2010/11/30 
アジア遠隔医療シンポジウム
会議 

漢陽大学 韓国 DVTS 

30 2010/12/7 テレカンファレンス デリー大学関連病院 インド ポリコム 
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  日付 目的 施設 国名 
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DVTS 

31 2010/12/9 APANプログラム委員会 

香港中文大学(ＨＫＩＸ), 
DotAsia, 
シンガポール AREN, 
オーストラリア国立大学, 
オーストラリアリサーチ＆教育ネットワ
ーク 

香港, 
日本, 
シンガポール, 
オーストラリア 

ポリコム 

32 2010/12/15 テレカンファレンス クワズール・ナタール病院 南アフリカ DVTS 

33 2010/12/24 テレカンファレンス クワズール・ナタール病院 南アフリカ DVTS 

34 2011/1/19 APANプログラム委員会 

香港中文大学(ＨＫＩＸ), 
DotAsia, 
シンガポール AREN, 
オーストラリア国立大学, 
オーストラリアリサーチ＆教育ネットワ
ーク, 
サインスマレーシア大学, 
情報通信研究機構 

香港, 
日本, 
シンガポール, 
オーストラリア, 
マレーシア  

ポリコム 

35 2011/1/24 APAN_Medプログラム委員会 

ベトナムリサーチ＆教育ネットワーク,
国立台湾大学, 
忠北大学, 
中国教育研究ネットワーク, 
アサン医療センター, 
ソウル大学ブンダン病院, 
チュラロンコン大学 

ベトナム, 
中国, 
韓国, 
タイ 

ポリコム 

36 2011/1/26 テレカンファレンス マヒドン大学 タイ ポリコム 

37 2011/1/27 テレカンファレンス 
クワズル・ナタール大学ネルソンマン
デラ医学部, 
ケープタウン大学 

南アフリカ ポリコム 

38 2011/2/5 テレカンファレンス ラ・プラタ大学 アルゼンチン ポリコム 

39 2011/2/14 APAN_Medプログラム委員会 
中国教育研究ネットワーク, 
国立台湾大学, 
忠北大学 

中国, 
韓国 

ポリコム 

40 2011/2/22 
APAN-HK ワールドネットワー
ク 

香港国際会議場 香港 ポリコム 

41 2011/3/9 テレカンファレンス 清華大学 中国 ポリコム 

 




