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10. 協力施設一覧 
(あいうえお順) 
 
アサン医療センター 
http://www.amc.seoul.kr/ (韓国語)  
http://jpn.amc.seoul.kr/ (日本語) 
http://eng.amc.seoul.kr/ (英語)  
 
アジア消化器センター 
http://aigindia.net/ (英語) 
 
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 
http://www.adelaide.edu.au/ (英語)  
 
アボット バスキュラー ジャパン株式会社 
http://www.abbottvascular.jp/index.html (日本語) 
 
E 病院 
http://www.ehospital.vn/ (ベトナム語) 
 
イタリア学術研究ネットワーク (Italian Academic & Research Network, GARR) 
http://www.garr.it/ (イタリア語)  
http://www.garr.it/eng/ (英語)  
 
岩手医科大学 
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 
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 
http://www.wisc.edu/ (英語)  
 
ウルグアイ学術ネットワーク (RAU: Red Academica Uruguay) 
http://www.rau.edu.uy/ (スペイン語) 
 
APAN 東京オフィス 
http://www.jp.apan.net/ (英語) 
 
NTT コミュニケーションズ 
http://www.ntt.com/index-j.html (日本語)  
http://www.ntt.com/index-e.html (英語)  
 
NTT 西日本 
http://www.ntt-west.co.jp/ (日本語)  
http://www.ntt-west.co.jp/index_e.html (英語)  
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愛媛大学 
http://www.ehime-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.ehime-u.ac.jp/english/index.html (英語) 
－医学部附属病院 
http://www.hsp.ehime-u.ac.jp/ (日本語) 
 
大分大学 
http://www.oita-u.ac.jp/ (日本語)  
http://www.oita-u.ac.jp/english/index.html (英語)  
－医学部附属病院 
http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.htm (日本語) 
 
オークランド大学病院 
http://www.fmhs.auckland.ac.nz/ (英語) 
 
大阪大学 
http://www.osaka-u.ac.jp/ja (日本語) 
http://www.osaka-u.ac.jp/en/index.html (英語)  
－医学部附属病院 
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/ (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 
http://www.anu.edu.au/ (英語)  
 
オリンパス株式会社 
http://www.olympus.co.jp/jp/ (日本語)  
http://www.olympus.co.jp/en/ (英語)  
 
カイロ大学 
http://www.cu.edu.eg/english/ (英語)  
 
香川大学 
http://www.kagawa-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.kagawa-u.ac.jp/english/ (英語)  
－医学部附属病院 
http://www.kms.ac.jp/~hospital/ (日本語) 
 
鹿児島大学 
http://www.kagoshima-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.kagawa-u.ac.jp/english/ (英語)  
－病院 
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/ (日本語) 
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/english/index.html (英語) 
 
カソリック大学附属セントメリー病院 
http://www.cmcseoul.or.kr/ (韓国語) 
http://www.cmcseoul.or.kr/global/eng/front (英語) 
http://www.cmcseoul.or.kr/global/jap/front?cmd=index (日本語) 
 
カリフォルニア大学アーバイン校 
http://www.uci.edu/ (英語)  
 
癌研有明病院 
http://www.jfcr.or.jp/hospital/ (日本語) 
http://www.jfcr.or.jp/hospital/english/index.html (英語)  
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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 
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 
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)  
 
肝胆道科学センター (The Institute of Liver and Biliary Sciences) 
http://www.ilbs.in/ (英語) 
 
漢陽大学 
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) 
 
岐阜大学 
http://www.gifu-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.gifu-u.ac.jp/english/index.shtml (英語) 
 
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 
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)  
－病院別府病院 
http://www.beppu.hosp.kyushu-u.ac.jp/ (日本語) 
 
九州通信ネットワーク(株)  
http://www.qtnet.co.jp/ (日本語) 
http://www.qtnet.co.jp/e_site/index.html (英語) 
 
九州電力(株)  
http://www.kyuden.co.jp/ (日本語) 
http://www.kyuden.co.jp/en_index (英語) 
 
(株)キューデンインフォコム 
http://www.qic.co.jp/ (日本語) 
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京都大学 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.kyoto-u.ac.jp/index-e.html (英語) 
－医学部附属病院 
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/english/index.html (英語) 
 
京都第二赤十字病院 
http://www.kyoto2.jrc.or.jp/ (日本語) 
 
熊本大学 
http://www.kumamoto-u.ac.jp/ (日本語) 
http://ewww.kumamoto-u.ac.jp/ (英語)  
－医学部附属病院 
http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/en/index.html (英語) 
 
クワンタン HTAA 病院 
http://htaanet.50megs.com/htaa.html (マレー語)  
 
群馬大学 
http://www.gunma-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.gunma-u.ac.jp/english/index-e2.html (英語) 
－医学部附属病院 
http://hospital.med.gunma-u.ac.jp/ (日本語) 
 
KDDI 株式会社 
http://www.kddi.com/ (日本語)  
http://www.kddi.com/ (英語)  
 
ケープタウン大学 
http://www.uct.ac.za/ (英語)  
 
建国大学 
http://www.konkuk.ac.kr/do/Eng/Index.do (英語)  
http://www.konkuk.ac.kr/ (韓国語)  
 
神戸大学 
http://www.kobe-u.ac.jp/ (日本語)  
http://www.kobe-u.ac.jp/en/index.htm (英語)  
 
国立成育医療研究センター 
http://www.ncchd.go.jp/ (日本語) 
http://www.ncchd.go.jp/English/Englishtop.htm (英語) 
 
国立マレーシア大学 
http://www.ukm.my/v3/ (マレー語) 
http://www.ukm.my/v3/index.php?lang=en (英語) 
 
慶尚大学 
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 (Hyeonhae/Genkai project) 
http://genkai.info/ (日本語) 
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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 
http://www.ncc.go.jp/jp/ (日本語) 
http://www.ncc.go.jp/index.html (英語) 
 
国立台湾大学 
http://www.ntu.edu.tw/chinese2007/ (中国語)  
http://www.ntu.edu.tw/eng2007/ (英語)  
 
高麗大学 
http://www.korea-u.ac.jp/main.htm (日本語)  
http://www.korea-u.ac.jp/main.html (韓国語)  
 
佐賀大学 
http://www.saga-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.saga-u.ac.jp/english/index.html (英語) 
 
札幌医科大学 
http://web.sapmed.ac.jp/ (日本語)  
http://web.sapmed.ac.jp/e/ (英語)  
－附属病院 
http://web.sapmed.ac.jp/byoin/ (日本語)  
 
産業医科大学大学病院 
http://www.uoeh-u.ac.jp/JP/hospital/index.html (日本語) 
http://www.uoeh-u.ac.jp/index_e.html (英語) 
 
サンパウロ大学 ヒベロンプレト病院 
http://www.fmrp.usp.br/novo_portal/ (ポルトガル語)  
 
シアトル科学振興財団 (SSF: Seattle Science Foundation)  
http://www.seattlesciencefoundation.org/ (英語) 
 
上海交通大学第一人民病院 
http://www.situ.edu.cn (中国語)  
 
湘南鎌倉総合病院 
http://shonankamakura.or.jp/ (日本語) 
http://shonankamakura.or.jp/en/ (英語) 
 
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) 
 
ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社 
http://www.jnj.com/ (英語)  
http://www.jnj.co.jp/entrance/index.html (日本語)  
 
シリラ病院 (マヒドン大学医学部附属)  
http://www.si.mahidol.ac.th/siweb_2007_eng/ (英語)  
http://www.si.mahidol.ac.th/siweb_2007/ (タイ語) 
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シンガポール国立大学 
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 
http://www.stanford.edu/ (英語)  
 
スペイン学術ネットワーク (RedIRIS) 
http://www.rediris.es/ (スペイン語)  
http://www.rediris.es/index.php.en (英語)  
 
スリランカ研究教育ネットワーク (LEARN: Lanka Education & Research Network) 
http://www.ac.lk/ (英語)  
 
聖オラブス大学病院 
http://www.stolav.no/templates/StandardMaster____86258.aspx (英語)  
 
清華大学 
http://www.tsinghua.edu.cn/ (中国語) 
http://www.tsinghua.edu.cn/eng/ (英語) 
 
西京医院 
http://xjwww.fmmu.edu.cn/ (中国語)  
 
浙江大学 
http://www.zju.edu.cn/ (中国語)  
http://www.zju.edu.cn/english/ (英語)  
 
全南大学 
http://www.jnu.ac.kr/jnumain.aspx (中国語)  
http://www.zju.edu.cn/english/ (英語)  
 
ソウル大学 
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) 
 
退役軍人記念医療センター (Veterans Memorial Medical Center) 
http://www.vmmc.gov.ph/about.php (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)  
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台北医科大学 
http://www.tmu.edu.tw/v3/main.php (中国語)  
http://www.tmu.edu.tw/english/main.php (英語)  
 
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)  
 
台湾國家高速網路與計算センター(NCHC: National Center for High-performance Computing) 
http://www.nchc.org.tw/en/ (英語)  
http://www.nchc.org.tw/ (中国語)  
 
タタ記念病院 
http://tmc.gov.in/ (英語) 
 
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 
http://www.chula.ac.th (タイ語) 
http://www.chula.ac.th/cuen/index.htm (英語) 
 
忠南大学 
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 
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)  
 
チェコ研究教育ネットワーク (CESNET) 
http://www.ces.net/about/ (英語)  
 
チェコ工科大学プラハ校 
http://www.cvut.cz/en?set_language=en (英語)  
http://www.cvut.cz/cs?set_language=cs (チェコ語)  
 
チリ研究教育ネットワーク (REUNA: Red Universitaria Nacional) 
http://www.reuna.cl/ (スペイン語) 
 
東京医科歯科大学 
http://www.tmd.ac.jp/ (日本語) 
http://www.tmd.ac.jp/TMDU-e/ (英語)  
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東京大学 
http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html (日本語) 
http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html (英語)  
－医学部附属病院 
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/ (日本語) 
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/english/index.html (英語)  
 
東北大学 
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/ (日本語) 
http://www.tohoku.ac.jp/english/ (英語) 
－病院 
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/ (日本語) 
 
徳島大学 
http://www.tokushima-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.tokushima-u.ac.jp/english/ (英語) 
－病院 
http://www.tokushima-hosp.jp/ (日本語) 
 
鳥取大学 
http://www.tottori-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?menuid=2561 (英語)  
－医学部附属病院 
http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/ (日本語) 
 
長崎大学 
http://www.nagasaki-u.ac.jp/ (日本語)  
http://www.nagasaki-u.ac.jp/index_en.html (英語)  
－病院 
http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/ (日本語) 
 
名古屋大学 
http://www.nagoya-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.nagoya-u.ac.jp/en/index.html (英語)  
－医学部附属病院 
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/ (日本語) 
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/english02/index.html (英語)  
 
新潟大学 
http://www.niigata-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.niigata-u.ac.jp/index_e.html (英語)  
－医歯学総合病院 
http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/index_e.html (英語)  
 
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 
http://www.jrckicn.ac.jp/ (日本語) 
http://www.jrckicn.ac.jp/english/index.html (英語) 
 
ネパール研究教育ネットワーク (NREN: Nepal Research and Education Network) 
http://www.nren.net.np/ (英語) 
 
パース CTEC 
http://www.ctec.uwa.edu.au/ (英語) 
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Pacific Wave 
http://www.pacificwave.net/ (英語)  
 
バックマイ病院 
http://www.moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/HomeArea.jsp?area=155 (ベトナム語) 
 
浜松医科大学 
http://www.hama-med.ac.jp/ (日本語)  
 
バルセロナ世界消化器内視鏡センター 
(WIDER: World Institute for Digestive Endoscopy Research in Barcelona) 
http://www.wider-barcelona.org/ (スペイン語) 
 
バルセロナ地域臨床病院 (Hospital Clinic I Provincial De Barcelona) 
http://www.hospitalclinic.org/ (スペイン語) 
 
ハワイ大学 
http://www.hawaii.edu/ (英語)  
 
バンドン工科大学 
http://www.itb.ac.id/en/ (英語)  
 
ビエット ドゥック 病院 
http://www.vietduchospital.edu.vn/ (ベトナム語) 
 
108 陸軍中央病院 
http://tripatlas.com/108_Hospital (英語)  
 
広島大学 
http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html (日本語) 
http://www.hiroshima-u.ac.jp/index.html (英語) 
－病院 
http://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp/ (日本語) 
http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/hosp/ (英語) 
 
フィジー国立大学 
http://www.fsm.ac.fj/ (英語)  
 
フィリピンマニラ大学 
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) 
 
フィリピン ハートセンター マニラ 
http://www.phc.gov.ph/ (英語)  
 
フエ大学病院 
http://www.huemed-univ.edu.vn/?lang=vn (ベトナム語) 
http://www.huemed-univ.edu.vn/?lang=en (英語) 
 
福岡大学 
http://www.fukuoka-u.ac.jp/ (日本語)  
http://www.fukuoka-u.ac.jp/english/ (英語)  
－病院 
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/ (日本語)  
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/english/index.html (英語)  
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藤田保健衛生大学病院 
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/ (日本語)  
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/english/en_top.html (英語)  
 
藤元早鈴病院 
http://www.fujimoto.or.jp/hayasuzu/homepage.htm (日本語)  
 
プラモンクックラウ病院 
http://www.pmk.ac.th/ (タイ語) 
 
フリンダース大学 
http://www.flinders.edu.au/ (英語)  
 
復旦大学 
http://www.fudan.edu.cn/ (中国語) 
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/ (英語) 
－中山病院 
http://www.zs-hospital.sh.cn/index.asp (中国語) 
http://www.zs-hospital.sh.cn/e/index.asp (英語) 
 
北京協和医院 
http://www.pku.edu.cn/ (中国語) 
http://en.pku.edu.cn/ (英語) 
 
北京大学 
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: Vietnam, The Research and Education Networks) 
http://www.vinaren.vn/vietnam (ベトナム語) 
http://www.vinaren.vn/english (英語) 
 
ベトナム国立小児病院 (National Hospital of Pediatrics) 
http://www.benhviennhitu.org.vn/intro_en.asp (英語)  
 
ベトナム政府科学技術情報センター  
(NASATI: National Agency for Science And Technology Information) 
http://www.vista.vn/ (ベトナム語) 
http://www.vista.vn/Home/tabid/39/temidclicked/1/language/en-US/Default.aspx (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) 
 
北海道大学 
http://www.hokudai.ac.jp/ (日本語) 
http://www.hokudai.ac.jp/en/ (英語)  
 
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) 
 
香港大学 
http://www.hku.hk/c_index.html (中国語) 
http://www.hku.hk/ (英語) 
 
香港中文大学 
http://www.cuhk.edu.hk/v6/b5/ (中国語)  
http://www.cuhk.edu.hk/v6/en/ (英語) 



TEMDEC 活動報告 2011 10. 協力施設一覧 

マサリック病院 (Masaryk Hospital Ústí nad Labem) 
http://www.czecot.com/en/hospital/81_hospital-masaryk-de-usti-nad-labem (チェコ語)  
 
マラヤ大学 
http://www.um.edu.my/ (英語) 
http://www.um.edu.my/index_bm.php (マレー語) 
 
マレーシア研究教育ネットワーク (MYREN: Malaysian Research & Education Network) 
http://www.myren.net.my/ (英語) 
 
マレーシアサバ大学 
http://www.myren.net.my/ (英語)  
 
三重大学 
http://www.mie-u.ac.jp/ (日本語) 
http://www.mie-u.ac.jp/en/ (英語)  
－医学部附属病院 
http://www.hosp.mie-u.ac.jp/ (日本語) 
 
南アフリカ高等教育研究ネットワーク 
 (TENET: The Tertiary Education and research Network of South Africa) 
http://www.tenet.ac.za/ (英語) 
 
メキシコ国立大学 
http://www.unam.mx/index/es (スペイン語) 
http://www.unam.mx/index/ja (日本語) 
http://www.unam.mx/index/en (英語) 
 
メドリック (MedRIC: Medical Research Information Center, Korea) 
http://www.medric.or.kr/ (韓国語)  
 
モハメット５世スイシ大学 
http://www.um5s.ac.ma/ (スペイン語) 
 
山口大学医学部附属病院 
http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/ (日本語)  
http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/english/header.html (英語)  
 
ユーラシア横断情報ネットワーク (TEIN3: Trans-Eurasia Information Network) 
http://www.tein3.net/ (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) 
 
延世大学 
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)  
 
ラジャビティ病院 
http://www.rajavithi.go.th/ (タイ語) 
 
ロイヤル・ブリスベン病院 
http://www.health.qld.gov.au/rbwh/ (英語)  
 
Vidyo Japan 
http://japan.vidyo.com/ (日本語)  
 
 


