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4.　活動実績一覧表（平成 27 年度）	

1）　オフィシャルイベント
※番号は当センターにおけるオフィシャルイベントの通し番号

※ 2015.3.1-2016.2.28までのイベントを表示

番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
513 2015.3.1 第 39回　APAN会議　デン

グ熱
感染症 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
コンテック　インターナショナル　公
衆衛生学校 (パキスタン ), 
マケレレ大学 (ウガンダ )

514 2015.3.2 第 39回 APAN会議 肝臓 肝臓 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
アーガー・ハーン大学 (パキスタン ), 
バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科
大学 (バングラデシュ ), 
エジプト肝臓医療センター (エジプト ), 
アンバークリニック （アル・リガ） (ア
ラブ首長国連邦 ), 
ノーク　国立感染症臨床病院 (アルメ
ニア ), 
小児心臓病財団 (コロンビア )

515 2015.3.3 第 39回 APAN会議 胎児医
療 1

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
香港大学 (香港 ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
国立シンガポール大学 (シンガポール ), 
ユビテック (日本 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セベラス・マレット大学　Moewardi 
病院 (インドネシア ), 
東北大学 (日本 )

516 2015.3.4 第 39回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

福岡国際会議場 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
GBパント病院 (インド ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
北京がんセンター (中国 ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
千葉大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン )

517 2015.3.4 第 39回 APAN会議 胎児医
療 2

胎児医療 , 
カンファレンス

H.323 福岡国際会議場 (日本 ), 
胎児クリニック (台湾 ), 
台北榮民総医院 (台湾 ), 
馬偕記念病院 (台湾 ), 
樹人医療管理短期大学 (台湾 ), 
秀傳記念病院 (台湾 ), 
三軍総合病院 (台湾 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
518 2015.3.4 第 39回 APAN会議 内視鏡 内視鏡 , 

カンファレンス
Vidyo, 
Streaming

福岡国際会議場 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
アサン医療センター (韓国 ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
グローバルホスピタル（ムンバイ） (イ
ンド ), 
名古屋大学 (日本 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
マレーシアプトラ大学 (マレーシア ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
マラヤ大学 (マレーシア )

519 2015.3.5 第 39回 APAN会議 Soft 
Cadaver

外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

福岡国際会議場 (日本 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
カリフォルニア大学サンフランシスコ
校　医療センター (アメリカ合衆国 ), 
バレー病院　医師自宅：リッジウッド 
(アメリカ合衆国 ), 
東京医科歯科大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

520 2015.3.5 第 39回 APAN会議 歯科 歯科 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
九州歯科大学 (日本 ), 
東京医科歯科大学 (日本 ), 
ハラパンキタ小児医療センター (イン
ドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア )

521 2015.3.12 第 5回 ラテンアメリカテレ
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
大阪府立成人病センター (日本 ), 
メキシコ国立自治大学　医師自宅 :メ
キシコシティ (メキシコ ), 
グアダラハラ大学 (メキシコ ), 
国立警察病院　医師自宅 :ボゴタ (コ
ロンビア ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
サンパウロ大学　医師自宅；サンパウ
ロ (ブラジル ), 
ボリビア・日本消化器センター (ボリ
ビア ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ )

522 2015.3.23 第 9回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本大学 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

523 2015.3.26 ウガンダとのテレカンファレ
ンス

整形外科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
マケレレ大学 (ウガンダ ), 
福井大学 (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
524 2015.3.26 第 5回 筑波大学とチョーラ

イ病院のテレカンファレンス
内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 筑波大学 (日本 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

525 2015.3.27 グローバルホスピタル（ムン
バイ）からの手術ライブ

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

グローバルホスピタル（ムンバイ） (イ
ンド ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
九州大学病院 (日本 )

526 2015.4.9 第 1回 ボリビアと日本のテ
レカンファレンス

内視鏡 ,  
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
ボリビア・日本消化器センター (ボリ
ビア )

527 2015.4.18 第 3回 マラヤ大学内視鏡ワ
ークショップ

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
ライエル　マクユーイング　病院　医
師自宅 : アデレード (オーストラリア ), 
マラヤ大学 (マレーシア )

528 2015.4.18 WGOトレーニングセンター 
開所式

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo ラゴス大学教育病院 (ナイジェリア ), 
アディスアベバ大学　ブラックライオ
ン病院 (エチオピア )

529 2015.4.25 第 27回　関東腹腔鏡下胃切
除研究会

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 東京医科歯科大学 (日本 ), 
高知大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 )

530 2015.4.27 第 10回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本医療センター (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

531 2015.4.28 第 1回 タイ‐日本内視鏡ナ
ーステレカンファレンス

ナース , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ )

532 2015.5.12 第 8回 医学生へのライブ中
継講義

学生 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
鹿児島大学 (日本 )

533 2015.5.13 第 16回 北京協和大学との早
期胃がんカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS, 
Telepointer

九州大学病院 (日本 ), 
北京協和医院 (中国 ), 
復旦大学中山病院 (中国 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

534 2015.5.25 第 11回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本大学 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
熊本医療センター (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
535 2015.6.2 医工連携：タイとの学生テレ

カンファレンス
学生 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ )

536 2015.6.3 スマトラウタラ大学とのテレ
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア )

537 2015.6.3 第 4回 内視鏡クラブ　Ｅ -
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 (香港 ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
名古屋大学 (日本 ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
ノボシビルスク州立医科大学　ノボシ
ビルスク州地域病院 (ロシア ), 
アサン医療センター (韓国 )

538 2015.6.18 第 6回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

ナース , 
カンファレンス

Vidyo 筑波大学 (日本 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
福岡大学病院 (日本 )

539 2015.6.22 第 12回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本大学 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
熊本医療センター (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

540 2015.6.27 第７回 国際消化器ワークシ
ョップ

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo クラウンプラザ　テケンダマ　ボゴタ 
(コロンビア ), 
佐野病院 (日本 ), 
武田総合病院 (日本 )

541 2015.6.27 第 60回 神奈川胎児エコー研
究会ベーシック講座

胎児医療 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

東北大学 (日本 ), 
神奈川県立こども医療センター (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
クリフム夫律子マタニティクリニック 
(日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 )

542 2015.6.30 第 4回 佐賀大学手術ビデオ
カンファレンス

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
唐津赤十字病院 (日本 ), 
織田病院・祐愛会 (日本 ), 
高木病院・高邦会 (日本 )

543 2015.7.10 コロンビア・バジェ大学との
テレカンファレンス

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
コロンビア　バジェ大学病院 (コロン
ビア )

544 2015.7.12 第１回 日本東洋医学会福岡
県部会

東洋医学 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
545 2015.7.15 第 17回 北京協和大学との早

期胃がんカンファレンス
内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS, 
Telepointer

九州大学病院 (日本 ), 
北京協和医院 (中国 ), 
復旦大学中山病院 (中国 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

546 2015.7.27 第 13回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本大学 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

547 2015.7.29 ドミニカ共和国研究教育ネッ
トワーク (RADEI)とのテレ
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
ドミニカ共和国研究教育ネットワーク
(RADEI) (ドミニカ共和国 )

548 2015.8.3 第 2回 遠隔相談 遠隔診療 , 
カンファレンス

Vidyo 京都第二赤十字病院 (日本 ), 
タイ赤十字社 (タイ ), 
九州大学病院 (日本 )

549 2015.8.4 NASATI オフィスとのテレ
カンファレンス

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
NASATI オフィス (ベトナム )

550 2015.8.6 第 6回 ラテンアメリカテレ
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
サンパウロ大学　ヒベロンプレト病院 
(ブラジル ), 
ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
Rede Universitaria de Telemedicina 
(ブラジル ), 
バレトス　がん病院 (ブラジル ), 
ゴンザレス総合病院 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
セドナ病院 (メキシコ ), 
メキシコ癌研究所 (メキシコ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
ボリビア・日本消化器センター (ボリ
ビア )

551 2015.8.6 第 2回 ジャパン ラボ 耳鼻科 , 
ライブ

H.323 シアトル科学財団 (アメリカ合衆国 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
京都大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

552 2015.8.11 第 40回 APAN会議 胎児医
療

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo マラヤ大学 (マレーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セベラス・マレット大学　Moewardi 
病院 (インドネシア ), 
香港大学 (香港 ), 
日本大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
マニラ大学総合病院 (フィリピン )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
553 2015.8.11 第 40回 APAN会議 肝臓 肝臓 , 

カンファレンス
Vidyo マラヤ大学 (マレーシア ), 

肝胆道科学センター (インド ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
アーガー・ハーン大学 (パキスタン ), 
バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科
大学 (バングラデシュ ), 
アンバークリニック （アル・リガ） (ア
ラブ首長国連邦 ), 
九州大学病院 (日本 )

554 2015.8.12 第 40回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
GBパント病院 (インド ), 
北京がんセンター (中国 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
千葉大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 )

555 2015.8.12 第 40回　APAN会議　AIG 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 マラヤ大学 (マレーシア ), 
クリス・オブライエン　ライフハウス 
(オーストラリア ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 (香港 ), 
アジア消化器センター (インド ), 
復旦大学中山病院 (中国 ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
18　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

556 2015.8.13 第 40回 APAN会議 内視鏡 (
第 5回 内視鏡クラブ　E-カ
ンファレンス )

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
シンガポール総合病院 (シンガポール ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
グローバルホスピタル（ムンバイ） (イ
ンド ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
アジア消化器センター (インド ), 
オスロ大学病院 (ノルウェー ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
建国大学病院 (韓国 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
近畿大学 (日本 )

557 2015.8.13 第 40回 APAN会議 低侵襲
外科

外科 , 
カンファレンス

H.323 マラヤ大学 (マレーシア ), 
カリフォルニア大学サンフランシスコ
校　医療センター (アメリカ合衆国 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
ラジャビティ病院 (タイ ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン ), 
九州大学病院 (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
558 2015.8.13 第 40回 APAN会議 -インド

ネシアライブ
内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

マラヤ大学 (マレーシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア ), 
神戸大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

559 2015.8.13 第 40回 APAN会議 -トレー
ニングレポート

その他 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ハラパンキタ小児医療センター (イン
ドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
ソンクラー大学 (タイ ), 
NASATI オフィス (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

560 2015.8.14 エンジニアワークショップ テクノロジー , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

マラヤ大学 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

561 2015.8.22 第 2回 胃拡大内視鏡研究会 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Telepointer

レソラ天神 (日本 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
神戸大学 (日本 )

562 2015.8.24 第 14回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
福岡東医療センター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 )

563 2015.9.2 第 2回 インドネシア大学か
らのライブデモ

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

インドネシア大学 (インドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア )

564 2015.9.4 第 15回 福岡内視鏡手術フォ
ーラム

ナース , 
カンファレンス

Vidyo アクロス福岡 (日本 ), 
岩手医科大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
藤元総合病院 (日本 )

565 2015.9.6 第 2回 日本東洋医学会福岡
県部会

東洋医学 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 )

566 2015.9.8 チュラロンコン大学との感染
症テレカンファレンス

感染症 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ )

567 2015.9.21 メキシコ消化器内視鏡学会 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo マサトラン　国際センター (メキシコ ), 
京都府立医科大学 (日本 ), 
アサン医療センター (韓国 )

568 2015.9.28 第 6回 九州・沖縄地域小児
がん医療提供体制協議会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
569 2015.9.30 第 3回 国立大学病院国際化

プロジェクト全国会議
テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo 京王プラザホテル札幌 (日本 ), 
旭川医科大学 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
浜松医科大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
岡山大学 (日本 ), 
山口大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 )

570 2015.10.2 第 7回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

循環器 , 
カンファレンス

Vidyo 筑波大学 (日本 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

571 2015.10.7 リオグランデ・ド・スル連邦
大学 ポルト・アレグレ病院
とのテレカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポル
ト・アレグレ病院 (ブラジル )

572 2015.10.9 第 19回 日本遠隔医療学会大
会特別企画　てんかん症例検
討会デモ

神経内科 , 
カンファレンス

H.323 東北大学 (日本 ), 
仙台市戦災復興記念館 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
札幌医科大学 (日本 ), 
気仙沼市立病院 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
群馬大学 (日本 ), 
信州大学 (日本 ), 
大芝医院 (日本 ), 
京都大学 (日本 ), 
徳島大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
潤和会記念病院 (日本 ), 
アル ハイラート パル大学 (インドネシ
ア )

573 2015.10.14 第 18回 北京協和大学との早
期胃がんカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS, 
Telepointer

九州大学病院 (日本 ), 
北京協和医院 (中国 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

574 2015.10.19 第 8回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

循環器 , 
カンファレンス

Vidyo 筑波大学 (日本 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

575 2015.10.20 バングラデシュ遠隔医療シン
ポジウム内視鏡ライブ

内視鏡 , 
ライブ

H.323 バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科
大学 (バングラデシュ ), 
アジア消化器センター (インド ), 
九州大学病院 (日本 )

576 2015.10.23 ベトナムとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム )

577 2015.10.26 第 15回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
福岡東医療センター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
578 2015.10.27 第 5回 佐賀大学手術ビデオ

カンファレンス
外科 , 
カンファレンス

Vidyo 佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
唐津赤十字病院 (日本 ), 
織田病院・祐愛会 (日本 ), 
高木病院・高邦会 (日本 )

579 2015.11.05 タイ、ベトナム、フィリピン
との研修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo バジラ病院 (タイ ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
九州大学病院 (日本 )

580 2015.11.13 第 9回 アジア遠隔医療シン
ポジウム

その他 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

忠北大学 (韓国 ), 
四川大学 (中国 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
TEIN 協力センター (TEIN*CC) (韓
国 ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
ソウル大学ブンダン病院　技師自宅；
ソウル (韓国 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

581 2015.11.16 第 16回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
熊本大学 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
熊本医療センター (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

582 2015.11.18 第 6回 内視鏡クラブ　E-カ
ンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
アジア消化器センター (インド ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 (香港 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
ノボシビルスク州立医科大学　ノボシ
ビルスク州地域病院 (ロシア ), 
名古屋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
583 2015.11.19 第 7回 ラテンアメリカテレ

カンファレンス
内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

サンパウロ大学 (ブラジル ), 
バレトス　がん病院 (ブラジル ), 
ブラジル研究教育ネットワーク 遠隔医
療部門 (RUTE) (ブラジル ), 
大阪府立成人病センター (日本 ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
ゴンザレス総合病院 (メキシコ ), 
セドナ病院 (メキシコ ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
九州大学病院 (日本 )

584 2015.11.19 マレーシアとの技術研修報告
会

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo マレーシアプトラ大学 (マレーシア ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

585 2015.11.20 ポルトガル、ブラジルとの内
視鏡研修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 ポルト大学　医学部 , サン ジョアン中
央病院 (ポルトガル ), 
リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポル
ト・アレグレ病院 (ブラジル ), 
九州大学病院 (日本 )

586 2015.11.27 フィリピンとの内視鏡、外科
研修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
九州大学病院 (日本 )

587 2015.11.27 ベトナムとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
NASATI オフィス (ベトナム ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
E　ホスピタル (ベトナム )

588 2015.12.13 第 2回 日本東洋医学会福岡
県部会

東洋医学 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 )

589 2015.12.15 大分大学 内視鏡ライブ 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo 大分大学 (日本 ), 
E　ホスピタル (ベトナム ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
フエ大学病院 (ベトナム ), 
ホーチミン市大学医療センター (ベト
ナム ), 
九州大学病院 (日本 )

590 2015.12.15 中国との内視鏡研修報告会 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
上海交通大学第一人民病院虹口分院 
(中国 ), 
上海交通大学第一人民病院松江分院 
(中国 )

591 2015.12.18 何大学とのテレカンファレン
ス

眼科 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
遼寧何氏医学院 (中国 )

592 2015.12.21 第 17回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
593 2015.12.24 超音波内視鏡テレカンファレ

ンス
内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo チュラロンコン大学 (タイ ), 
埼玉医科大学 (日本 ), 
愛知県がんセンター (日本 ), 
東京大学 (日本 ), 
シンガポール総合病院 (シンガポール ), 
九州大学病院 (日本 )

594 2016.1.12 ロシアナースカンファレンス ナース , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
ノボシビルスク州立医科大学　ノボシ
ビルスク州地域病院 (ロシア )

595 2016.1.13 第 19回 北京協和大学との早
期胃がんカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS, 
Telepointer

九州大学病院 (日本 ), 
北京協和医院 (中国 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

596 2016.1.18 第 18回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本赤十字病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

597 2016.1.25 第 41回 APAN会議 テクノ
ロジー 2

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
九州大学病院 (日本 ), 
香港大学 (香港 ), 
国家実験研究院 (台湾 )

598 2016.1.26 第 41回 APAN会議 胎児医
療

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
国立シンガポール大学 (シンガポール ), 
健康・治療　診断センター (バングラ
デシュ ), 
セベラス・マレット大学　Moewardi 
病院 (インドネシア ), 
香港大学 (香港 ), 
香港大学 (香港 ), 
National University of Malaysia (マ
レーシア ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
バックマイ病院 (ベトナム )

599 2016.1.26 第 41回 APAN会議 歯科 歯科 , 
カンファレンス

Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
九州大学病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
愛知学院大学 (日本 ), 
ハラパンキタ小児医療センター (イン
ドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア )

600 2016.1.26 第 41回 APAN会議 AIG 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
アジア消化器センター (インド ), 
アサン医療センター (韓国 ), 
ロイヤル・プリンス・アルフレッド・
ホスピタル (オーストラリア ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
ベズミアレム・ヴァキフ大学 (トルコ ), 
シンガポール総合病院 (シンガポール )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
601 2016.1.27 第 41回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 

カンファレンス
Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピ

ン ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン ), 
北京がんセンター (中国 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
キング・ジョージ 医科大学 (インド ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 )

602 2016.1.27 第 41回 APAN会議 内視鏡
(第 7回 内視鏡クラブ　E-
カンファレンス )

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
アジア消化器センター (インド ), 
タタ記念病院 (インド ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
名古屋大学 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

603 2016.1.28 第 41回 APAN会議 低侵襲
外科

外科 , 
カンファレンス

H.323 マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
カリフォルニア大学サンフランシスコ
校　医療センター (アメリカ合衆国 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
ラジャビティ病院 (タイ ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
サムットプラーカーン病院 (タイ ), 
ソンクラー大学 (タイ ), 
パホンポンパユハセーナー病院 (タイ ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン )

604 2016.1.29 第 41回 APAN会議 エンジ
ニアワークショップ

その他 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
メキシコ国立自治大学　医師自宅 :メ
キシコシティ (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
NASATI オフィス (ベトナム )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
605 2016.1.30 第 61回 神奈川胎児エコー研

究会 アドバンス講座
胎児医療 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

東京大学 (日本 ), 
旭川医科大学 (日本 ), 
弘前大学 (日本 ), 
岩手医科大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
山形大学 (日本 ), 
群馬大学 (日本 ), 
新潟大学 (日本 ), 
三重大学 (日本 ), 
滋賀医科大学 (日本 ), 
大阪大学 (日本 ), 
岡山大学 (日本 ), 
広島大学 (日本 ), 
愛媛大学 (日本 ), 
高知大学 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
窪谷産婦人科 (日本 )

606 2016.2.6 第 5回 内視鏡外科チームテ
レカンファレンス

ナース , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

北海道大学 (日本 ), 
ジョンソン・エンド・ジョンソン東京
サイエンスセンター (日本 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
福井赤十字病院 (日本 )

607 2016.2.17 ロボット手術テレカンファレ
ンス

外科 , 
カンファレンス

Vidyo ホテル日航福岡 (日本 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン ), 
チョーライ病院 (ベトナム )

608 2016.2.22 第 19回 小児がん拠点症例検
討会

小児 ,
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ),
九州がんセンター (日本 ),
産業医科大学 (日本 ),
久留米大学 (日本 ),
福岡大学病院 (日本 ),
佐賀大学 (日本 ),
佐賀県医療センター好生館 (日本 ),
長崎大学 (日本 ),
大分大学 (日本 ),
熊本赤十字病院 (日本 ),
宮崎大学 (日本 ),
宮崎県立宮崎病院 (日本 ),
鹿児島大学 (日本 ),
鹿児島市立病院 (日本 ),
琉球大学 (日本 ),
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )
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2）　サブイベント
※番号は当センターにおけるサブイベントの通し番号

※ 2015.3.1-2016.2.28までのイベントを表示

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
924 2015.3.2 イベント No.516のため

のテスト
九州大学病院 , 東北大学 , 国立腎臓・移植
センター

日本 , タイ , 
フィリピン

Vidyo

925 2015.3.2 イベント No.519のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
カリフォルニア大学サンフランシスコ校 
医療センター

日本 , タイ , ア
メリカ

Vidyo

926 2015.3.2 APAN-healthcare2のた
めのテスト

福岡国際会議場 , CBNU Incheon, マサ
チューセッツ大学 ローウェル校 , WHO西
太平洋地域事務局 , フィジー国立大学 医
学部 , 高麗大学 , 蘭州大学 , Taiwan EBM 
Assoc

日本 , アメリ
カ , フィリピン , 
フィジー , 韓国 , 
中国 , 台湾

Vidyo

927 2015.3.2 イベント No.518のため
のテスト

福岡国際会議場 , 九州大学病院 , グローバ
ルホスピタル（ムンバイ）, 名古屋大学 , 
マラヤ大学 , チョーライ病院 , ディーナナ
ス・マンゲッシュカー病院

日本 , インド , 
マレーシア , ベ
トナム

Vidyo

928 2015.3.2 イベント No.516のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡国際会議場 , 東北大学 日本 Vidyo

929 2015.3.5 ジョンソン・エンド・ジョ
ンソンへの発表

九州大学病院 , ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン東京サイエンスセンター , ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン北京サイエンス
センター , ジョンソン・エンド・ジョンソ
ン上海サイエンスセンター

日本 , 中国 Vidyo

930 2015.3.3 APAN-Healthcare1のた
めのテスト

福岡国際会議場 , カリフォルニア大学
ロサンゼルス校 , National Center for 
Nanoscience and Technology, 韓国国立が
んセンター , Gwangji Institute of Science 
and Technology

日本 , アメリカ , 
中国 , 韓国

H.323

931 2015.3.3 APAN-Healthcare2のた
めのテスト

福岡国際会議場 , マサチューセッツ大学 
ローウェル校 , WHO西太平洋地域事務局 , 
フィジー国立大学 医学部 , 忠北大学 , 蘭
州大学 , Taiwan EBM Association

日本 , アメリカ , 
フィジー , 韓国 , 
中国 , 台湾

Vidyo

932 2015.3.3 イベント No.519のため
のテスト

九州大学病院 , カリフォルニア大学サンフ
ランシスコ校 医療センター , バジラ病院 , 
福岡国際会議場 , 東京医科歯科大学

日本 , アメリカ , 
タイ

Vidyo

933 2015.3.3 イベント No.516のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡国際会議場 , サンウェ
イ・メディカル・センター , 国立腎臓・移
植センター , セントルークス医療センター
（ケソン市）, 千葉大学

日本 , マレーシ
ア , フィリピン

Vidyo

934 2015.3.3 イベント No.518のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡国際会議場 , アサン医
療センター , チャンギ総合病院 , マレーシ
アプトラ大学

日本 , 韓国 , シ
ンガポール , マ
レーシア

Vidyo

935 2015.3.3 APAN-Technology 1 福岡国際会議場 , メンチャカ・グアダラハ
ラ市民病院 , チョーライ病院 , チェコ研究
教育ネットワーク , 肝胆道科学センター , 
マヒドン大学シリラ病院 , 国立台湾大学 , 
国家実験研究院 , リコー香港 , ソウル大学
ブンダン病院 , タイ赤十字社 , マラヤ大
学 , スリジャヤワルダナプラコッテ大学 , 
VINAREN

日本 , メキシコ , 
ベトナム , チェ
コ , インド , タ
イ , 台湾 , 香港 , 
韓国 , マレーシ
ア , スリランカ

Vidyo

936 2015.3.4 イベント No.520のため
のテスト

九州大学病院 , 鹿児島大学 , アイルランガ
大学歯学部

日本 , インドネ
シア

Vidyo

937 2015.3.5 千葉大学病院と埼玉の土
佐クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

938 2015.3.9 福岡大学筑紫病院との会
議

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 H.323

939 2015.3.9 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 日本 , ウガンダ Vidyo

940 2015.3.10 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
941 2015.3.10 イベントNo.521のため

のテスト
九州大学病院 , グアダラハラ大学 , UNAM
医師自宅 , コスタリカ大学

日本 , メキシコ , 
コスタリカ

Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
942 2015.3.10 イベント No.521のため

のテスト
グアダラハラ大学 , アレマナ病院 , メキシコ Vidyo

943 2015.3.11 イベント No.521のため
のテスト

九州大学病院 , 国立警察病院医師自宅 , 大
阪府立成人病センター

日本 , コロンビ
ア

Vidyo

944 2015.3.11 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 日本 , ウガンダ Vidyo

945 2015.3.12 コロンビアの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , グアダ
ラハラ大学 , 国立警察病院

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo

946 2015.3.12 国立がんセンターとのテ
スト

九州大学病院 , 国立がんセンター 日本 DVTS

947 2015.3.15 第 27回胎児心臓病症例
報告会

北海道大学 , 榊原記念病院 , 名古屋大学 , 
富山大学 , 広島大学 , 鳥取大学 , 九州大学
病院 , 神奈川県立こども医療センター , 東
北大学

日本 Vidyo, 
H.323

948 2015.3.16 イベント No.522のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡大学 , 産業医科大学 日本 Vidyo

949 2015.3.16 福岡大学筑紫病院とのテ
スト

九州大学病院 , 福岡大学 , 福岡大学筑紫病
院

日本 DVTS

950 2015.3.17 イベント No.524のため
のテスト

九州大学病院 , 筑波大学 , チョーライ病院 日本 , ベトナム Vidyo

951 2015.3.17 イベント No.525のため
のテスト

グローバルホスピタル（ムンバイ）, 九州
大学病院 , オスロ大学病院

日本 , インド , 
ノルウェー

Vidyo

952 2015.3.17 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 , 福井大学 日本 , ウガンダ Vidyo

953 2015.3.19 千葉大学病院と埼玉の土
佐クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

954 2015.3.19 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo

955 2015.3.19 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 高知大学 日本 Vidyo

956 2015.3.19 チャンギ総合病院とのテ
スト

九州大学病院 , チャンギ総合病院 日本 , シンガ
ポール

Vidyo

957 2015.3.19 国立がんセンターとのテ
スト

九州大学病院 , 国立がんセンター 日本 Vidyo

958 2015.3.19 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 , 福井大学 日本 , ウガンダ H.323

959 2015.3.23 イベント No.525のため
のテスト

グローバルホスピタル（ムンバイ）, 九州
大学病院 , チョーライ病院 , 肝胆道科学セ
ンター

日本 , ベトナム , 
インド

H.323, 
Vidyo

960 2015.3.25 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo

961 2015.3.25 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 高知大学 日本 Vidyo

962 2015.3.25 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 , 福井大学 日本 , ウガンダ H.323, 
Vidyo

963 2015.3.25 東北胎児セミナー 東北大学 , ユビテック , 神奈川胎児エコー
研究会事務局

日本 Vidyo,
H.323, 
Streaming

964 2015.3.26 胎児の会議 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo
965 2015.3.30 PTのテスト 九州大学病院 , 鳥取大学病院 日本 H.323
966 2015.3.30 内視鏡外科チームテレカ

ンファレンス打合せ
九州大学病院 , 産業医科大学 , 名古屋大学 , 
北海道大学病院 , 千葉大学 , ジョンソン &
ジョンソン MIT, 近畿大学病院

日本 Vidyo

967 2015.3.30 日本手術看護学会第 2回
WEB会議

北海道大学病院 , 社会医療法人母恋 日鋼
記念病院 , 旭川赤十字病院 , JA 北海道厚
生連 帯広厚生病院 , 市立旭川病院 , 市立
札幌病院 , KKR 札幌医療センター

日本 Vidyo

968 2015.3.31 コロンビアとの会議 九州大学病院 , RENATA, 国立警察病院 , 
TV Prensa

日本 , コロンビ
ア

H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
969 2015.3.31 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
970 2015.3.31 PTのテスト 九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo
971 2015.3.31 チュラロンコン大学との

会議
九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo

972 2015.3.31 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , APAN-JP, 
LEARN-LK, 九州大学

日本 , 中国 , ス
リランカ

H.323

973 2015.3.31 国立がんセンターとの会
議

九州大学病院 , 国立がんセンター 日本 Vidyo

974 2015.3.31 PTのテスト 九州大学病院 , 大阪大学 日本 Vidyo
975 2015.4.1 メキシコとの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー

プマサトラン病院 , CUDI, CUDI技師自
宅 , 国立警察病院医師自宅

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo

976 2015.4.2 PTのテスト 九州大学病院 , 鳥取大学病院 日本 H.323
977 2015.4.2 PTのテスト 九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo
978 2015.4.3 PTのテスト 九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo
979 2015.4.6 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
980 2015.4.6 PTヒアリング 九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo
981 2015.4.6 PTヒアリング 九州大学病院 , 大阪大学 日本 Vidyo
982 2015.4.7 イベント No.526のため

のテスト
九州大学病院 , ボリビア・日本消化器セン
ター

日本 , ボリビア H.323

983 2015.4.7 チュラロンコン大学との
会議

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ H.323

984 2015.4.7 MICの会議 九州大学 , 他 日本 Vidyo
985 2015.4.8 胎児の会議 東北大学 , 石巻赤十字病院 , 宮城県立こど

も病院
日本 Vidyo, 

H.323
986 2015.4.9 PTのテスト 九州大学病院 , 山口大学 日本 Vidyo
987 2015.4.9 イベント No.532のため

のテスト
九州大学病院 日本 Vidyo

988 2015.4.10 PTヒアリング 九州大学病院 , 鳥取大学病院 日本 H.323
989 2015.4.10 PTヒアリング 九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo
990 2015.4.11 胎児MRIのカンファレ

ンス
台児診所 台湾 Vidyo

991 2015.4.13 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
992 2015.4.14 PTヒアリング 九州大学病院 , 山口大学 日本 Vidyo
993 2015.4.14 コロンビア liveの会議 国立警察病院医師自宅 , グアダラハラ大

学 , 九州大学病院
コロンビア , メ
キシコ , 日本

Vidyo

994 2015.4.14 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

995 2015.4.15 イベント No.527のため
のテスト

九州大学病院 , マラヤ大学 日本 , マレーシ
ア

H.323, 
Vidyo

996 2015.4.15 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

997 2015.4.16 イベント No.527のため
のテスト

九州大学病院 , マラヤ大学 日本 , マレーシ
ア

H.323, 
Vidyo

998 2015.4.16 千葉大学病院と埼玉の土
佐クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

999 2015.4.16 東北大学と宮城県立こど
も病院との会議

東北大学 , 宮城県立こども病院 , ユビテッ
ク

日本 H.323, 
Vidyo

1000 2015.4.16 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

1001 2015.4.17 イベント No.527のため
のテスト

ライエルマクユーイング病院 , ライエルマ
クユーイング病院医師自宅 , 九州大学病院

オーストラリ
ア , 日本

Vidyo

1002 2015.4.17 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

1003 2015.4.21 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 日本 , メキシコ Vidyo
1004 2015.4.21 イベント No.532のため

のテスト
九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
鹿児島大学

日本 , 韓国 Vidyo, 
H.323
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1005 2015.4.21 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , MYREN, 

APAN-JP, LEARN-LK, バンドン工科大
学 , TERENA, シンガポール AREN, etc

日本 , 中国 , マ
レーシア , スリ
ランカ , インド
ネシア , オラン
ダ , シンガポー
ル , 他

H.323

1006 2015.4.21 APAN_Med 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
APAN-JP, VINAREN, 肝胆道科学セン
ター , ASTI, マヒドン大学シリラ病院 , ア
ジア消化器センター , マラヤ大学

日本 , 韓国 , ベ
トナム , インド , 
フィリピン , タ
イ , マレーシア

H.323

1007 2015.4.22 遠隔胎児心エコーセミ
ナー

東北大学 , ユビテック , 神奈川胎児エコー
研究会事務局

日本 Vidyo,  
H.323,  
Streaming

1008 2015.4.22 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1009 2015.4.23 イベント No.531のため
のテスト

チュラロンコン大学 , 九州大学病院 タイ , 日本 H.323

1010 2015.4.24 国立台湾大学からのデモ 国立台湾大学 , NARLabs, VINAREN, メ
ンチャカ・グアダラハラ市民病院 , 九州大
学病院

台湾 , ベトナム , 
メキシコ , 日本

H.323

1011 2015.4.24 イベント No.529のため
のテスト

九州大学病院 , 東京医科歯科大学 , 大分大
学 , 高知大学

日本 Vidyo

1012 2015.4.27 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo

1013 2015.4.28 コロンビアとの打ち合わ
せ

九州大学病院 , グアダラハラ大学 , 国立警
察病院医師自宅 , RENATA, TV Prensa

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo, 
H.323

1014 2015.4.28 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1015 2015.4.30 胎児の会議 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo
1016 2015.4.30 マレーシア・イスラム科

学大学とのテスト
マレーシア・イスラム科学大学 , 九州大学
病院

マレーシア , 日
本

Vidyo

1017 2015.5.7 千葉大学病院と埼玉の土
佐クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

1018 2015.5.11 武田総合病院とのテスト 九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo
1019 2015.5.12 コロンビアとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , 国立

警察病院医師自宅 , RENATA技師自宅 , 
UNAM医師自宅 , CUDI技師自宅

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo

1020 2015.5.13 メキシコとの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー
プマサトラン病院 , CUDI技師自宅 , グア
ダラハラ大学

日本 , メキシコ Vidyo

1021 2015.5.13 ノボシビルスク州立医科
大学ノボシビルスク州地
域病院との接続テスト

九州大学病院 , ノボシビルスク州立医科大
学ノボシビルスク州地域病院

日本 , ロシア H.323

1022 2015.5.14 MEDDECとのテスト 九州大学病院 , 神戸医療機器開発センター 日本 Vidyo
1023 2015.5.17 日本手術看護学会第 3回

WEB会議
北海道大学病院 , 日鋼記念病院 , 市立旭川
病院 , 釧路労災病院 , 市立札幌病院 , 札幌
医科大学附属病院 , 旭川日赤病院

日本 Vidyo

1024 2015.5.18 イベント No.534のため
のテスト

九州大学病院 , 佐賀大学 , 熊本赤十字病院 , 
宮崎県立宮崎病院 , 鹿児島市立病院

日本 Vidyo

1025 2015.5.19 チュラロンコン大学との
テスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ H.323

1026 2015.5.20 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1027 2015.5.21 遠隔セミナーのためのテ

スト
東北大学 , 宮城県立こども病院 , MMWIN, 
NSD, ビジョンブリッジ

日本 Vidyo, 
H.323

1028 2015.5.21 千葉大学病院と埼玉の土
佐クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

1029 2015.5.22 歯科 特定共同指導のため
のテスト

九州大学病院 日本 H.323

1030 2015.5.22 ノボシビルスク州立医科
大学ノボシビルスク州地
域病院との接続テスト

九州大学病院 , ノボシビルスク州立医科大
学ノボシビルスク州地域病院

日本 , ロシア Vidyo, 
H.323

1031 2015.5.22 武田総合病院との会議 九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo
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1032 2015.5.22 佐野病院との会議 九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo
1033 2015.5.25 特定共同指導のためのテ

スト
九州大学病院 日本 H.323

1034 2015.5.25 イベント No.536のため
のテスト

九州大学病院 , スマトラウタラ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

1035 2015.5.26 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1036 2015.5.26 神戸大学との会議 九州大学病院 , 神戸大学 , 神戸医療機器開

発センター
日本 Vidyo

1037 2015.5.26 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , MYREN, 
APAN-JP, LEARN-LK, TERENA, 国立台
湾大学 , etc

日本 , 中国 , マ
レーシア , スリ
ランカ , オラン
ダ , 台湾 , 他

H.323

1038 2015.5.26 医工連携　５限目 九州大学病院 日本 H.323
1039 2015.5.27 ベトナムとの会議 九州大学病院 , VINAREN 日本 , ベトナム H.323
1040 2015.5.27 ATSのための会議 九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ H.323
1041 2015.5.27 APAN_Med マヒドン大学シリラ病院 , MedRIC, ソ

ウル大学ブンダン病院 , 九州大学病院 , 
VINAREN, 国立台湾大学 , マラヤ大学 , 
アジア消化器センター

タイ , 韓国 , 日
本 , ベトナム , 
台湾 , マレーシ
ア , インド

H.323

1042 2015.5.27 ノボシビルスク州立医科
大学ノボシビルスク州地
域病院との接続テスト

九州大学病院 , ノボシビルスク州立医科大
学ノボシビルスク州地域病院

日本 , ロシア Vidyo, 
H.323

1043 2015.5.27 遠隔胎児心エコーセミ
ナー

東北大学 , 他 日本 Vidyo,  
H.323, 
Streaming

1044 2015.5.28 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , RENATA, グアダラハラ大
学

日本 , コロンビ
ア , メキシコ

Vidyo

1045 2015.5.28 イベント No.537のため
のテスト

マラヤ大学 , 香港中文大学プリンスオブ
ウェールズ病院

マレーシア , 香
港

Vidyo

1046 2015.5.29 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , RENATA, グアダラハラ大
学

日本 , コロンビ
ア , メキシコ

Vidyo

1047 2015.5.29 イベント No.537のため
のテスト

チュラロンコン大学 , ディーナナス・マン
ゲッシュカー病院 , 名古屋大学 , チャンギ
総合病院

タイ , インド , 
日本 , シンガ
ポール

Vidyo

1048 2015.5.29 特定共同指導のための接
続

九州大学病院 日本 H.323

1049 2015.5.31 第 28回胎児心臓病症例
報告会

神奈川こども医療センター , 渡辺病院 , 他 日本 Vidyo, 
H.323, 
Streaming

1050 2015.6.1 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo

1051 2015.6.2 イベント No.537のため
のテスト

九州大学病院 , 名古屋大学 , 南オーストラ
リア保健局

日本 , オースト
ラリア

Vidyo, 
H.323

1052 2015.6.3 イベント No.537のため
のテスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo

1053 2015.6.4 メキシコとの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー
プマサトラン病院

日本 , メキシコ Vidyo

1054 2015.6.4 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo

1055 2015.6.5 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 H.323
1056 2015.6.5 神奈川胎児エコー研究会

事務局とのテスト
九州大学病院 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1057 2015.6.5 アドバンス講座のための
会議

九州大学病院 , ビジョンブリッジ , 仙台屋
外

日本 Vidyo

1058 2015.6.11 胎児の会議 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo, 
H.323

1059 2015.6.12 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo

1060 2015.6.12 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 , ホテルプレミア
ムグリーンソブリン

日本 Vidyo
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1061 2015.6.14 北海道手術看護認定看護

師会議
北海道大学病院 , 釧路孝仁会記念病院 , 日
鋼記念病院 , 函館五稜郭病院 , 旭川医科大
学病院 , 釧路労災病院 , 市立札幌病院 , 札
幌医科大学附属病院 , JA 北海道厚生連 帯
広厚生病院 , KKR 札幌医療センター 

日本 Vidyo

1062 2015.6.15 近畿大学とのテスト 九州大学病院 , 近畿大学 日本 Vidyo
1063 2015.6.15 イベント No.539のため

のテスト
九州大学病院 , 沖縄県立南部医療セン
ター , 宮崎県立宮崎病院 , 大分大学

日本 Vidyo

1064 2015.6.15 MICの会議 九州大学病院 , 他 日本 H.323
1065 2015.6.16 筑波大学 , チョーライ病

院とのテスト
筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 日本 , ベトナム Vidyo

1066 2015.6.22 APAN_Med 九州大学病院 , アジア消化器センター , マ
ラヤ大学 , VINAREN, ブエノスアイレス
のホテル , チョーライ病院 , 香港大学 , 肝
胆道科学センター , 国立台湾大学

日本 , インド , 
マレーシア , ベ
トナム , アルゼ
ンチン , 香港 , 
台湾

H.323, 
Vidyo

1067 2015.6.22 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

千葉大学 , 名古屋大学 , 北海道大学病院 , 
斗南病院 , 近畿大学病院 , 産業医科大学 , 
ジョンソン &ジョンソン MIT, 九州大学
病院

日本 Vidyo

1068 2015.6.23 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , クラウンプラザ テケンダ
マ ボゴタ , グアダラハラ大学

日本 , コロンビ
ア , メキシコ

Vidyo

1069 2015.6.23 APAN-PC 清華大学 , ITB, APAN-JP, シンガポール
AREN, TERENA, TEIN

中国 , インドネ
シア , 日本 , シ
ンガポール , オ
ランダ , 韓国

H.323

1070 2015.6.24 遠隔胎児心エコーセミ
ナー

東北大学 , ビジョンブリッジ , 他 日本 Vidyo, 
H.323, 
Streaming

1071 2015.6.25 イベント No.540のため
のテスト

クラウンプラザ テケンダマ ボゴタ , 佐野
病院 , 武田総合病院

コロンビア , 日
本

Vidyo

1072 2015.6.26 イベント No.540のため
のテスト

クラウンプラザ テケンダマ ボゴタ , 佐野
病院 , 武田総合病院

コロンビア , 日
本

Vidyo

1073 2015.6.26 イベント No.541のため
のテスト

九州大学病院 日本 Vidyo

1074 2015.6.29 イベント No.542のため
のテスト

佐賀大学 , 佐賀県医療センター好生館 , 唐
津赤十字病院 , 織田病院

日本 Vidyo

1075 2015.6.30 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1076 2015.6.30 バムルンラード病院との

テスト
九州大学病院 , バムルンラード病院 日本 , タイ Vidyo

1077 2015.7.2 イベント No.543のため
のテスト

九州大学病院 , バジェ大学 日本 , コロンビ
ア

Vidyo

1078 2015.7.2 何大学とのテスト 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1079 2015.7.6 宮崎大学とのテスト 九州大学病院 , 宮崎大学 日本 H.323
1080 2015.7.6 国際化 PT打ち合わせ 九州大学病院 , 大阪大学 , 北海道大学 日本 Vidyo
1081 2015.7.6 東北胎児セミナーの打ち

合わせ
九州大学病院 , 東北大学 , 神奈川胎児エ
コー研究会事務局 , 東北大学技師自宅 , 
NSD, Vidyo Japan オフィス

日本 Vidyo

1082 2015.7.7 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , APAN-JP, 
LEARN-LK, SingAREN, ITB

日本 , 中国 , ス
リランカ , シン
ガポール , イン
ドネシア

H.323

1083 2015.7.8 イベント No.543のため
のテスト

九州大学病院 , バジェ大学 日本 , コロンビ
ア

Vidyo

1084 2015.7.8 APAN_Med 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
VINAREN, 国立台湾大学 , マヒドン大
学シリラ病院 , アジア消化器センター , 
APAN-JP, 忠北大学

日本 , 韓国 , ベ
トナム , 台湾 , 
タイ , インド

H.323, 
Vidyo

1085 2015.7.9 シアトル科学財団との打
ち合わせ

九州大学病院 , シアトル科学財団 日本 , アメリカ H.323
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1086 2015.7.10 イベント No.544のため

のテスト
九州大学病院 日本 H.323

1087 2015.7.15 ATSのための会議 忠北大学 , 九州大学病院 韓国 , 日本 H.323
1088 2015.7.21 イベント No.557のため

のテスト
九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
チュラロンコン大学 , バジラ病院 , ラジャ
ビティ病院

日本 ,タイ H.323

1089 2015.7.21 イベント No.546のため
のテスト

九州大学病院 , 宮崎県立宮崎病院 , 佐賀大
学病院

日本 Vidyo

1090 2015.7.22 MedRICとのテスト MedRIC, 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo
1091 2015.7.22 香港大学とのテスト 九州大学病院 , 香港大学 日本 , 香港 H.323
1092 2015.7.24 イベント No.547のため

のテスト
九州大学病院 , RADEI 日本 , ドミニカ

共和国
Vidyo

1093 2015.7.24 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1094 2015.7.26 第 29回胎児心臓病症例

報告会のための打ち合わ
せ

神奈川県立こども医療センター , 東京都立
小児総合医療センター , 慶應大学 , ビジョ
ンブリッジ , 他

日本 Vidyo

1095 2015.7.28 セントルークス医療セン
ター（ケソン市）とのテ
スト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター（ケソン市）

日本 , フィリピ
ン

H.323

1096 2015.7.28 イベント No.548のため
のテスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo

1097 2015.7.28 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , APAN-JP, 
APAN-LK, シンガポール AREN, ITB, 
APAN-MY, 他

日本 , 中国 , ス
リランカ , シン
ガポール , マ
レーシア

H.323

1098 2015.7.28 APAN_Med 九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
ソウル大学ブンダン病院 , セントルーク
ス医療センター（ケソン市）, 香港大学 , 
アジア消化器センター , 肝胆道科学セン
ター , APAN-JP, チョーライ病院 , マラヤ
大学

日本 , タイ , 韓
国 , フィリピン , 
香港 , インド , 
ベトナム , マ
レーシア

H.323

1099 2015.7.28 近畿大学との打ち合わせ 九州大学病院 , 近畿大学 日本 Vidyo
1100 2015.7.29 ATSのための会議 忠北大学 , 九州大学病院 , Health Science 

Research Information Center
韓国 , 日本 Vidyo

1101 2015.7.29 イベント No.548のため
のテスト

九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 日本 Vidyo

1102 2015.7.29 イベント No.567のため
のテスト

九州大学病院 , 京都府立医科大病院 日本 Vidyo

1103 2015.7.29 イベント No.551のため
のテスト

九州大学病院 , 京都大学 日本 H.323

1104 2015.7.30 イベント No.551のため
のテスト

九州大学病院 , シアトル科学財団 , 京都大
学 , 琉球大学

日本 , アメリカ H.323

1105 2015.7.30 イベント No.567の打ち
合わせ

九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー
プマサトラン病院 , CUDI技師自宅 , 
APAN-JP, 京都府立医科大学

日本 , メキシコ Vidyo

1106 2015.7.30 動物ハンズオンセミナー
のための打ち合わせ

九州大学病院 , 神戸医療機器開発センター 日本 Vidyo

1107 2015.7.30 何大学とのテスト 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1108 2015.7.30 イベント No.555のため

のテスト
九州大学病院 , VINAREN, アジア消化器
センター , Chris O'Brien Lifehouse, 108 
陸軍中央病院 , 復旦大学中山病院

日本 , ベトナム , 
インド , オース
トラリア , 中国

H.323

1109 2015.8.3 FESのためのテスト アクロス福岡 日本 Vidyo
1110 2015.8.3 イベント No.556のため

のテスト
九州大学病院 , 名古屋大学 , ディーナナ
ス・マンゲッシュカー病院 , 国立がんセン
ター

日本 , インド Vidyo

1111 2015.8.4 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Skype
1112 2015.8.4 イベント No.554のため

のテスト
九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
千葉大学 , アイルランガ大学

日本 , インドネ
シア

Vidyo



TEMDEC 活動報告 2015

38

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1113 2015.8.5 イベント No.550のため

のテスト
アレマナ病院 , サンパウロ大学 ヒベロン
プレト病院 , ゴンザレス総合病院 , コスタ
リカ大学 , Hosp Sedna

チリ , ブラジル , 
メキシコ , コス
タリカ

Vidyo

1114 2015.8.5 何大学とテスト 何大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323
1115 2015.8.5 イベント No.555のため

のテスト
アジア消化器センター , VINAREN, 他 インド , ベトナ

ム
H.323

1116 2015.8.5 イベント No.556のため
のテスト

チャンギ総合病院 , 近畿大学 , チョーライ
病院 , オスロ大学病院

シンガポール , 
日本 , ベトナム , 
ノルウェー

Vidyo

1117 2015.8.5 アドバンス講座ミーティ
ング

旭川厚生病院 , 弘前大学 , 群馬大学 , 神奈
川県立こども医療センター , 中京こども
ハートセンター , 長浜赤十字病院 , 大阪大
学 , 岡山大学 , 九州大学病院 , 東北大学 , 
ビジョンブリッジ , NSD, NTT-AT

日本 Vidyo

1118 2015.8.6 イベント No.557のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
チュラロンコン大学 , バジラ病院 , ラジャ
ビティ病院 , カリフォルニア大学サンフラ
ンシスコ校 医療センター

日本 , タイ , ア
メリカ

H.323

1119 2015.8.6 イベント No.558のため
のテスト

九州大学病院 , インドネシア大学 , スマト
ラウタラ大学

日本 , インドネ
シア

Vidyo, 
H.323

1120 2015.8.7 九州胃拡大内視鏡研究会
の打合せ

九州大学病院 , 順天堂大学 , 神戸大学 日本 Vidyo

1121 2015.8.7 イベント No.554のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
北海道大学 , 千葉大学 , 国立腎臓・移植セ
ンター , アイルランガ大学

日本 , 韓国 , 
フィリピン , イ
ンドネシア

Vidyo

1122 2015.8.10 イベント No.554のため
のテスト

九州大学病院 , カトマンズモデル病院 , 千
葉大学 , 北京がんセンター , アイルランガ
大学 , サンウェイ・メディカル・センター , 
ビエット ドゥック病院 , 国立腎臓・移植
センター , GBパント病院

日本 , ネパール , 
中国 , インドネ
シア , マレーシ
ア , ベトナム , 
フィリピン , イ
ンド

Vidyo

1123 2015.8.10 イベント No.559のため
のテスト

九州大学病院 , アイルランガ大学 , ブラ
ウィジャヤ大学 , etc

日本 , インドネ
シア

Vidyo

1124 2015.8.10 イベント No.556のため
のテスト

アデレード大学 , シンガポール総合病院 , 
グローバルホスピタル（ムンバイ）

オーストラリ
ア , シンガポー
ル , インド

Vidyo

1125 2015.8.11 イベント No.560のため
のテスト

マラヤ大学 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

H.323

1126 2015.8.11 APAN40-Healthcare2 マラヤ大学 , ソウル大学病院 , 
Gamification and Enabling Technologies 
Strategic Solutions, 仁済大学 , KISTI, 四
川大学

マレーシア , 韓
国 , イギリス , 
中国

Vidyo

1127 2015.8.12 APAN40-Healthcare1 マラヤ大学 , コロラド大学 デンバー
校 アンシュッツ医療キャンパス , マ
サチューセッツ大学 ローウェル校 , 
National Professional Science Master's 
Association, 忠北大学

マレーシア , ア
メリカ , 韓国

Vidyo

1128 2015.8.13 APAN40-Technology マラヤ大学 , 香港大学 , スリジャヤワルダ
ナプラコッテ大学 , ASTI, 肝胆道科学セン
ター , NARLabs, Benemérita University 
of Guadalajara, シアトル科学財団 , 国立
台湾大学 ,九州大学病院

マレーシア , 香
港 , スリランカ , 
フィリピン , イ
ンド , 台湾 , メ
キシコ , アメリ
カ , 日本

Vidyo

1129 2015.8.17 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1130 2015.8.18 イベント No.562のため

のテスト
福岡大学病院 , 大分県立病院 , 佐賀大学 , 
福岡東医療センター , 九州大学病院

日本 Vidyo

1131 2015.8.18 ＰＴのテスト 九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo
1132 2015.8.18 ＰＴのテスト 九州大学病院 , 旭川医科大学 日本 H.323
1133 2015.8.19 ＰＴのテスト 九州大学病院 , 広島大学 , 名古屋大学 日本 Vidyo
1134 2015.8.19 マヒドン大学シリラ病院

とのテスト
九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ H.323

1135 2015.8.20 イベント No.561のため
のテスト

神戸大学 , 順天堂大学 , 九州大学病院 日本 H.323
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1136 2015.8.20 アドバンス講座技術者会

議
九州大学病院 , 愛媛大学 , NTT東日本技
師自宅 , NSD, ビジョンブリッジ

日本 Vidyo, 
H.323

1137 2015.8.20 マヒドン大学シリラ病院
とのテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ Vidyo, 
H.323

1138 2015.8.22 ILBS live 肝胆道科学センター インド Vidyo
1139 2015.8.25 MEDDECとの打ち合わ

せ
九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo

1140 2015.8.26 イベント No.567のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ Vidyo

1141 2015.8.26 AMEGのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , アサン医療センター , 
UNAM医師自宅 , CUDI技師自宅 , Indie 
Producciones

日本 , 韓国 , メ
キシコ

Vidyo

1142 2015.8.26 胎児心臓病学会遠隔配信
セミナー　テレビ会議

東北大学 , 東京都立小児総合医療セン
ター , 慶応大学 , 久留米大学 , 正岡病院 , 
徳島大学 , ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1143 2015.8.26 PTのためのテスト 九州大学病院 , 東京大学 日本 Vidyo
1144 2015.8.27 JapanBiodesignの打ち

合わせ
スタンフォード大学 , マヒドン大学シリラ
病院 , 九州大学病院 , メドベンチャーパー
トナーズ

アメリカ , タイ , 
日本

Vidyo

1145 2015.8.26 PTのためのテスト 九州大学病院 , 高知大学 , 岡山大学 日本 Vidyo
1146 2015.8.26 イベント No.567の打ち

合わせ
九州大学病院 , 京都府立医科大学 日本 Vidyo

1147 2015.8.28 PTのためのテスト 九州大学病院 , 福井大学 , 大阪大学 , 滋賀
医科大学 , 三重大学 , 神奈川こども医療セ
ンター , 弘前大学

日本 Vidyo

1148 2015.8.31 PTのためのテスト 九州大学病院 , 鹿児島大学 , 東北大学 , 大
阪大学

日本 Vidyo

1149 2015.8.31 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1150 2015.8.31 PTヒアリング　胎児分

科会
大阪大学 , 岡山大学 , 鹿児島大学 , 弘前大
学 , 高知大学 , 琉球大学 , 名古屋大学 , 滋
賀医科大学 , 三重大学 , 東北大学 , 九州大
学病院

日本 Vidyo

1151 2015.8.31 神奈川胎児エコー研究会
事務局とのテスト

九州大学病院 , 神奈川胎児エコー研究会事
務局

日本 H.323

1152 2015.9.1 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1153 2015.9.1 イベント No.564のため

のテスト
九州大学病院 , 産業医科大学 日本 Vidyo

1154 2015.9.2 イベント No.564のため
のテスト

九州大学病院 , 藤元総合病院 日本 Vidyo

1155 2015.9.3 イベント No.567の打ち
合わせ

九州大学病院 , シャープマサトラン病院 , 
UNAM, 大阪府立成人病センター , 京都府
立医科大学 , CUDI技師自宅

日本 , メキシコ Vidyo

1156 2015.9.3 小児がん拠点症例検討会
のためのテスト

九州大学病院 , 長崎大学 日本 Vidyo

1157 2015.9.4 イベント No.567のため
のテスト

九州大学病院 , Mazatlan Internatoinal 
Center, CUDI技師自宅

日本 , メキシコ Vidyo

1158 2015.9.4 イベント No.565のため
のテスト

九州大学病院 , 鹿児島大学					 日本 Vidyo, 
H.323

1159 2015.9.7 PTのためのテスト 九州大学病院 , 鳥取大学 日本 Vidyo
1160 2015.9.7 PT分科会　ロシア 北海道大学 , 新潟大学 , 筑波大学 , 鳥取大

学 , 九州大学病院
日本 Vidyo

1161 2015.9.7 PT分科会　整形外科 大阪大学 , 福井大学 , 三重大学 , 九州大学
病院

日本 Vidyo

1162 2015.9.8 セントルークス医療セン
ター（ケソン市）とのテ
スト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター（ケソン市）

日本 , フィリピ
ン

H.323

1163 2015.9.8 イベント No.566のため
のテスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ H.323
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1164 2015.9.8 APAN_Med 九州大学病院 , アジア消化器センター , 国

立台湾大学 , チョーライ病院 , ソウル大学 , 
VinaREN, マヒドン大学シリラ病院 , セン
トルークス医療センター（ケソン市）, チュ
ラロンコン大学

日本 , インド , 
台湾 , ベトナ
ム , 韓国 , タイ , 
フィリピン

H.323

1165 2015.9.8 PT分科会　内視鏡１ 大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1166 2015.9.9 AMEGテレミーティング 九州大学病院 , シャープマサトラン病院 , 

UNAM, CUDI技師自宅
日本 , メキシコ Vidyo

1167 2015.9.9 PT分科会　内視鏡２ 名古屋大学 , 神戸大学 , 広島大学 , 九州大
学病院

日本 Vidyo

1168 2015.9.10 JIPMERとのテスト 九州大学病院 , JIPMER 日本 , インド H.323
1169 2015.9.11 何大学との会議　眼科 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1170 2015.9.11 PT分科会　眼科 旭川医科大学 , 九州大学病院 日本 H.323
1171 2015.9.12 てんかん症例検討会 東北大学 , 信州大学 , 九州大学 日本 H.323
1172 2015.9.13 第 29回胎児心臓病症例

報告会
旭川医科大学 , 北海道大学 , 東北大学 , 群
馬大学 , 榊原記念病院 , 岡山大学 , 九州大
学病院 , 鹿児島大学

日本 Vidyo, 
H.323

1173 2015.9.16 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1174 2015.9.16 BDとの打ち合わせ 九州大学病院 , BSMMU, BdREN 日本 , バングラ

デシュ
H.323

1175 2015.9.17 Vladivostok Railway 
Clinical Hospとのテスト

九州大学病院 , Vladivostok Railway 
Clinical Hosp

日本 , ロシア H.323

1176 2015.9.17 メキシコとの会議 九州大学病院 , メキシコのホテル 日本 , メキシコ Vidyo
1177 2015.9.17 小児がん拠点症例検討会

のためのテスト
九州大学病院 , 宮崎大学 日本 Vidyo

1178 2015.9.18 イベント No.567のため
のテスト

マサトラン 国際センター , CUDI技師自
宅 , 京都府立医科大学 , NSD, アサン医療
センター

メキシコ , 日本 , 
韓国

Vidyo

1179 2015.9.19 イベント No.567のため
のテスト

マサトラン 国際センター , CUDI技師自
宅

メキシコ , 日本 Vidyo

1180 2015.9.24 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1181 2015.9.24 ＰＴ全国会議のテスト 九州大学病院 , 浜松医科大学 , 旭川医科大

学
日本 Vidyo

1182 2015.9.25 Japan Biodesign 大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード大学 , メドテックイノベーション
協会 , 九州大学病院

日本 , アメリカ Vidyo

1183 2015.9.25 何大学とテスト 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1184 2015.9.26 Kanto LAG 東京医科歯科大学 日本 Vidyo, 

Streaming
1185 2015.9.28 筑波大学 , チョーライ病

院とのテスト
筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 日本 , ベトナム Vidyo

1186 2015.9.28 佐賀大学との打ち合わせ 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1187 2015.9.28 フエ中央病院とのテスト 九州大学病院 , フエ中央病院 , チョーライ

病院
日本 , ベトナム Vidyo

1188 2015.9.29 JIPMERとのテスト 九州大学病院 , JIPMER 日本 , インド Vidyo, 
H.323

1189 2015.9.30 Vladivostok Railway 
Clinical Hospとのテスト

九州大学病院 , Vladivostok Railway 
Clinical Hosp

日本 , ロシア Vidyo

1190 2015.10.1 リオグランデ・ド・スル
連邦大学 ポルト・アレグ
レ病院とのテスト

リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポルト・
アレグレ病院 , 九州大学病院

ブラジル , 日本 H.323

1191 2015.10.1 決断科学セミナー 九州大学病院 , 九州大学伊都キャンパス , 
九州大学水産実験所

日本 H.323

1192 2015.10.2 イベント No.605のため
のテスト

名古屋大学 , 愛媛大学 , 群馬大学 , 広島大
学 , 山形大学 , 旭川医科大学 , 弘前大学 , 
ビジョンブリッジ , 九州大学病院

日本 H.323

1193 2015.10.2 ポルト大学　医学部 , サ
ン ジョアン中央病院との
テスト

ポルト大学　医学部 , サン ジョアン中央
病院 , リオグランデ・ド・スル連邦大学 
ポルト・アレグレ病院 , 九州大学病院

ポルトガル , ブ
ラジル , 日本

H.323
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1194 2015.10.6 BdRENとの打ち合わせ BdREN, ソウル大学ブンダン病院 , 九州

大学病院
バングラデ
シュ , 韓国 , 日
本

H.323

1195 2015.10.8 MMWIMおよび
VidyoRoomを使用した遠
隔診断の実験

石巻赤十字病院 , 仙台赤十字病院 , あべク
リニック産科婦人科 , 東北大学 , 宮城こど
も病院 , 他

日本 Vidyo, 
H.323

1196 2015.10.13 イベント No.574のため
のテスト

九州大学病院 , BSMMU 日本 , バングラ
デシュ

H.323

1197 2015.10.13 APAN41 PC 九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
ASTI, LEARN, APAN技師自宅；キャン
ベラ , GEAMT技師自宅：アムステルダム , 
他

日本 , 中国 , 韓
国 , フィリピ
ン , スリランカ , 
オーストラリ
ア , オランダ

H.323

1198 2015.10.14 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1199 2015.10.14 BSMMUとのテスト 九州大学病院 , BSMMU 日本 , バングラ

デシュ
H.323

1200 2015.10.14 APAN_Med 九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
国立台湾大学技師自宅；台北 , MedRIC, 
香港大学 , ソウル大学ブンダン病院 , セン
トルークス医療センター（ケソン市）, ア
ジア消化器センター , ASTI技師自宅；マ
ガランガ , 他

日本 , タイ , 台
湾 , 韓国 , 香港 , 
フィリピン , イ
ンド

H.323, 
Vidyo

1201 2015.10.14 イベント No.573のため
のテスト

筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 , 
108 陸軍中央病院 , フエ中央病院

日本 , ベトナム Vidyo

1202 2015.10.15 イベント No.605のため
のテスト

岩手医科大学 , 東北大学 , 琉球大学 , 滋賀
医科大学 , 岡山大学 , ビジョンブリッジ , 
九州大学病院

日本 H.323

1203 2015.10.15 イベント No.574のため
のテスト

九州大学病院 , BSMMU, アジア消化器セ
ンター

日本 , バングラ
デシュ , インド

H.323

1204 2015.10.19 イベント No.574のため
のテスト

九州大学病院 , BSMMU, アジア消化器セ
ンター

日本 , バングラ
デシュ , インド

H.323

1205 2015.10.19 北海道大学病院症例検討
会のためのテスト

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本 Vidyo

1206 2015.10.20 イベント No.577のため
のテスト

九州大学病院 , 大分大学 , 宮崎大学 日本 Vidyo

1207 2015.10.21 Japan Biodesignブート
キャンプセッション 2

東北大学 , スタンフォード大学 日本 , アメリカ Vidyo

1208 2015.10.21 ATSの打ち合わせ 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1209 2015.10.21 チョーライ病院とのテス

ト
九州大学病院 , チョーライ病院 日本 , ベトナム Vidyo

1210 2015.10.22 イベント No.578のため
のテスト

九州大学病院 日本 H.323

1211 2015.10.22 イベント No.591のため
のテスト

九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323

1212 2015.10.22 イベント No.577のため
のテスト

九州大学病院 , 熊本医療センター 日本 Vidyo

1213 2015.10.22 北海道大学病院症例検討
会のためのテスト

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本

1214 2015.10.23 北海道大学病院症例検討
会のためのテスト

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本 Vidyo

1215 2015.10.25 北海道大学病院症例検討
会

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本 Vidyo

1216 2015.10.26 山梨大学とのテスト 山梨大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1217 2015.10.26 山梨県臨床研修会議 山梨大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo



TEMDEC 活動報告 2015

42

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1218 2015.10.27 Japan Biodesignブート

キャンプセッション 3
スタンフォード大学 , 大阪大学 , 日本メド
テックイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1219 2015.10.27 ATSの打ち合わせ 九州大学病院 , VINAREN 日本 , ベトナム Vidyo
1220 2015.10.28 ATSの打ち合わせ 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1221 2015.10.28 バジラ病院とのテスト バジラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo
1222 2015.10.28 ビエット ドゥック 病院

とのテスト
ビエット ドゥック 病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo

1223 2015.10.30 国立腎臓・移植センター
とのテスト

国立腎臓・移植センター , 九州大学病院 フィリピン , 日
本

Vidyo

1224 2015.10.30 APAN Board Meeting 
#39

九州大学病院 , Academia Sinica, 清華大
学 , LEARN

日本 , 台湾 , 中
国 , スリランカ

Zoom

1225 2015.10.30 TEIN CCとの会議 九州大学病院 , TEIN CC 日本 , 韓国 H.323
1226 2015.11.2 ビエット ドゥック 病院

とのテスト
ビエット ドゥック 病院 , 九州大学病院 , 
米子医療センター

ベトナム , 日本 Vidyo

1227 2015.11.2 JIPMERとのテスト JIPMER, 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo
1228 2015.11.4 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 , 忠北大学職員自

宅；ソウル
日本 , 韓国 Vidyo

1229 2015.11.4 ATSのためのテスト 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1230 2015.11.4 APRICOT2016 Program 

Committee
九州大学病院 , APNIC, IIJ, NTT 
America, 他

日本 , オースト
ラリア , アメリ
カ

WebEX

1231 2015.11.4 APAN_Med 九州大学病院 , 国立台湾大学 , マヒドン大
学シリラ病院 , チョーライ病院 , セント
ルークス医療センター（ケソン市）, 香港
大学 , チュラロンコン大学 , 肝胆道科学セ
ンター

日本 , 台湾 , タ
イ , ベトナム , 
フィリピン , 香
港 , インド

H.323

1232 2015.11.4 JIPMERとのテスト JIPMER, 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo
1233 2015.11.5 JIPMERとのテスト JIPMER, 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo
1234 2015.11.5 ソウル大学ブンダン病院

とのテスト
ソウル大学ブンダン病院 , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo

1235 2015.11.6 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

宮崎大学 , 大阪大学 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1236 2015.11.6 千葉大学とのテスト 千葉大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1237 2015.11.6 日本 -ドイツの医療情報

学会の打ち合わせ
九州大学病院 , 長崎大学 , 大阪大学 , 川崎
医科大学 , 千葉大学 , ライプツィヒ大学 , 
オスナブリュック大学

日本 , ドイツ Vidyo

1238 2015.11.9 ブラウィジャヤ大学との
テスト

ブラウィジャヤ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1239 2015.11.9 イベント No.605のため
のテスト

三重大学 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1240 2015.11.9 イベント No.582のため
のテスト

アジア消化器センター , 香港中文大学プリ
ンスオブウェールズ病院 , 九州大学病院

インド , 香港 , 
日本

Vidyo

1241 2015.11.9 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

福岡大学 , 近畿大学 , 名古屋大学 , 千葉大
学 , 産業医科大学 , 斗南病院 , 北海道大学 , 
ジョンソン &ジョンソン MIT

日本 Vidyo

1242 2015.11.10 イベント No.583のため
のテスト

アレマナ病院 , CUDI, サンパウロ大学 ヒ
ベロンプレト病院 , RUTE, ゴンザレス総
合病院 , 大阪府立成人病センター , 九州大
学病院

チリ , メキシコ , 
ブラジル , 日本

Vidyo

1243 2015.11.10 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

宮崎大学 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1244 2015.11.10 TEIN CCとの会議 九州大学病院 , TEIN CC 日本 , 韓国 H.323
1245 2015.11.11 イベント No.582のため

のテスト
チョーライ病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo

1246 2015.11.12 イベント No.580のため
のテスト

忠北大学 , 九州大学病院 , 他 韓国 , 日本 , 他 Vidyo

1247 2015.11.14 APAN MG stearring 
commitee meeting

忠北大学 , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1248 2015.11.16 米子医療センターとのテ

スト
九州大学病院 , 米子医療センター 日本 Vidyo

1249 2015.11.16 APAN41 PC 九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
ASTI, LEARN, APAN技師自宅；キャン
ベラ , GEAMT技師自宅；アムステルダム , 
他

日本 , 中国 , 韓
国 , フィリピ
ン , スリランカ , 
オーストラリ
ア , オランダ

H.323

1250 2015.11.17 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

鹿児島大学 , 横浜市立大学 , 高知大学 , ビ
ジョンブリッジ

日本 H.323

1251 2015.11.17 イベント No.583のため
のテスト

アレマナ病院 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1252 2015.11.17 大分大学とのテスト 九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo
1253 2015.11.17 米子医療センターとの会

議
九州大学病院 , 米子医療センター 日本 Vidyo

1254 2015.11.18 イベント No.583のため
のテスト

CUDI, セドナ病院 メキシコ Vidyo

1255 2015.11.18 イベント No.585のため
のテスト

九州大学病院 , リオグランデ・ド・スル連
邦大学 ポルト・アレグレ病院 , ポルト大
学　医学部 , サン ジョアン中央病院

日本 , ブラジル , 
ポルトガル

H.323

1256 2015.11.18 Japan Biodesign ブート
キャンプセッション 3

スタンフォード大学 , 大阪大学 , 日本メド
テックイノベーション協会

アメリカ , 日本 Vidyo

1257 2015.11.19 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

東京大学 , 新潟大学 , ビジョンブリッジ , 
九州大学病院

日本 H.323

1258 2015.11.19 APRALO November 
Monthly call

九州大学病院 , ICANN APAC Office, 他 日本 , シンガ
ポール

Adobe 
Connect

1259 2015.11.20 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

東京女子医科大学 , 富山大学 , ビジョンブ
リッジ

日本 Vidyo

1260 2015.11.23 APAN Board Meeting 
#40

九州大学病院 , APAN技師自宅；キャン
ベラ , LEARN, 早稲田大学 , Academia 
Sinica, 建国大学病院 , 香港大学

日本 , オースト
ラリア , スリラ
ンカ , 台湾 , 韓
国 , 香港

Zoom

1261 2015.11.24 イベント No.587のため
のテスト

108 陸軍中央病院 , E ホスピタル , 
VinaREN, ビエット ドゥック病院 , 九州
大学病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1262 2015.11.24 九州消化器病学会ライブ
のための打ち合わせ

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1263 2015.11.24 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

福岡市立こども病院 , ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1264 2015.11.25 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

滋賀医科大学 , ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1265 2015.11.25 Railway Clinical Hospと
のテスト

九州大学病院 , Railway Clinical Hosp 日本 , ロシア H.323

1266 2015.11.25 イベント No.586のため
のテスト

フィリピン大学 マニラ総合病院 , 九州大
学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1267 2015.11.26 イベント No.589のため
のテスト

ホーチミン市大学医療センター , 九州大学
病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1268 2015.11.26 セントルークス医療セン
ター（ケソン市）とのテ
スト

セントルークス医療センター（ケソン市）, 
九州大学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1269 2015.11.27 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

窪谷産婦人科 , ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1270 2015.11.27 イベント No.586のため
のテスト

国立腎臓・移植センター , 九州大学病院 フィリピン , 日
本

Vidyo

1271 2015.11.29 第 30回胎児心臓病症例
報告会

東京女子医科大学 , 福岡市立こども病院 , 
滋賀医科大学 , 富山大学 , 窪谷産婦人科 , 
旭川医科大学 , 東北大学 , 北海道大学 , 千
葉大学 , 九州大学病院

日本 Vidyo, 
H.323

1272 2015.11.30 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1273 2015.12.1 NSDオフィスとの打ち合

わせ
NSDオフィス , 九州大学病院 日本 Vidyo

1274 2015.12.1 APAN_Med 九州大学病院 , アジア消化器センター , 香
港大学 , 国立台湾大学 , セントルークス医
療センター（ケソン市）, ソウル大学ブン
ダン病院 , マラヤ大学

日本 , インド , 
香港 , 台湾 , 
フィリピン , 韓
国 , マレーシア

H.323

1275 2015.12.1 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1276 2015.12.2 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1277 2015.12.3 イベント No.589のため

のテスト
ホーチミン市大学医療センター , 九州大学
病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1278 2015.12.3 順天堂大学とのテスト 順天堂大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1279 2015.12.4 イベント No.589のため

のテスト
フエ大学病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo

1280 2015.12.7 臨床腎移植研究会のため
のテスト

米子コンベンションセンター BIG SHIP, 
九州大学病院

日本 Vidyo

1281 2015.12.10 イベント No.590のため
のテスト

九州大学病院 , 上海交通大学第一人民病院
虹口分院 , 上海交通大学第一人民病院松江
分院

日本 , 中国 Vidyo

1282 2015.12.10 トリブバン大学教育病院
とのテスト

九州大学病院 , トリブバン大学教育病院 日本 , ネパール Vidyo

1283 2015.12.10 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , チョーライ病院 , E ホスピタル , 
NASATI オフィス , ホーチミン市大学医
療センター , フエ大学病院 , 九州大学病院

日本 , ベトナム Vidyo

1284 2015.12.11 イベント No.591のため
のテスト

何大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323

1285 2015.12.11 日本胎児心臓病学会 全国
遠隔セミナーのための打
ち合わせ

東北大学 , 東京都立小児総合医療セン
ター , 群馬大学 , 久留米大学 , 正岡病院 , 
ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1286 2015.12.11 イベント No.588のため
のテスト

九州大学病院 , 宮崎大学 日本 H.323

1287 2015.12.14 イベント No.590のため
のテスト

九州大学病院 , 上海交通大学第一人民病院
虹口分院 , 上海交通大学第一人民病院松江
分院

日本 , 中国 Vidyo

1288 2015.12.14 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1289 2015.12.15 APAN41 PCM #4 九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
ASTI, LEARN, APAN技師自宅；キャン
ベラ , GEAMT技師自宅；アムステルダム , 
他

日本 , 中国 , 韓
国 , フィリピ
ン , スリランカ , 
オーストラリ
ア , オランダ

Zoom

1290 2015.12.17 トリブバン大学教育病院
とのテスト

九州大学病院 , トリブバン大学教育病院 日本 , ネパール H.323

1291 2015.12.17 決断科学セミナー 九州大学病院 , 九州大学伊都キャンパス 日本 H.323

1292 2015.12.17 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

北海道大学 , 斗南病院 , 千葉大学 , 順天堂
大学 , 名古屋大学 , 近畿大学 , 産業医科大
学 , 九州大学病院 , ジョンソン &ジョン
ソン MIT

日本 Vidyo

1293 2015.12.18 イベント No.605のため
のテスト

大阪大学 , 鹿児島大学 , 高知大学 , ビジョ
ンブリッジ

日本 H.323

1294 2015.12.18 イベント No.592のため
のテスト

九州がんセンター , 九州大学病院 , 産業医
科大学 , 福岡大学 , 佐賀県医療センター好
生館 , 長崎大学 , 大分大学 , 大分県立病院 , 
熊本赤十字病院 , 鹿児島市立病院

日本 Vidyo

1295 2015.12.20 日本胎児心臓病学会 全国
遠隔セミナー

一橋講堂 日本 Vidyo, 
H.323

1296 2015.12.21 イベント No.593のため
のテスト

東京大学 , 埼玉医科大学 , チュラロンコン
大学 , 九州大学病院

日本 , タイ Vidyo

1297 2015.12.22 アイルランガ大学とのカ
ンファレンス

九州大学病院 , アイルランガ大学 日本 , インドネ
シア

H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1298 2015.12.22 イベント No.593のため

のテスト
九州大学病院 , シンガポール総合病院 日本 , シンガ

ポール
Vidyo

1299 2015.12.22 福岡大学とのテスト 九州大学病院 , 福岡大学 日本 DVTS
1300 2015.12.25 筑波大学とのテスト 九州大学病院 , 筑波大学 日本 H.323
1301 2016.1.4 イベント No.594のため

のテスト
ノボシビルスク州立医科大学ノボシビル
スク州地域病院 , 筑波大学 , 九州大学病院

ロシア , 日本 H.323

1302 2016.1.5 RedClaraとの打ち合わ
せ

RedClaraオフィス , 九州大学病院 チリ , 日本 VCE

1303 2016.1.5 オリンパスメキシコとの
打ち合わせ

オリンパスメキシコオフィス , 九州大学病
院

メキシコ , 日本 WebEX

1304 2016.1.5 イベント No.595のため
のテスト

天津医科大学総合病院 , 復旦大学中山病
院 , 福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院

中国 , 日本 DVTS

1305 2016.1.5 APAN41 PCM #5 清華大学 , 九州大学病院 , 他 中国 , 日本 H.323, Zoom
1306 2016.1.6 APAN_Med マヒドン大学シリラ病院 , アジア消化器

センター , 香港大学 , ソウル大学ブンダン
病院 , 国立台湾大学 , セントルークス医
療センター（ケソン市）, 九州大学病院 , 
マラヤ大学 , 肝胆道科学センター , チュ
ラロンコン大学 , ASTI, チョーライ病院 , 
NASATI オフィス

タイ , インド , 
韓国 , 台湾 , 
フィリピン , 日
本 , マレーシア , 
ベトナム

H.323, 
Vidyo

1307 2016.1.7 福井赤十字病院とのテス
ト

福井赤十字病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1308 2016.1.7 日本胎児心臓病学会 全国
遠隔セミナー反省会

東京都立小児総合医療センター , 慶應義塾
大学 , 群馬大学 , 東北大学 , 正岡病院 , ビ
ジョンブリッジ

日本 Vidyo

1309 2016.1.12 イベント No.596のため
のテスト

九州大学病院 , 琉球大学 日本 Vidyo

1310 2016.1.12 イベント No.595のため
のテスト

九州大学病院 , 南方医科大学 南方医院 日本 , 中国 DVTS

1311 2016.1.14 RedClaraとの打ち合わ
せ

RedClaraオフィス , 九州大学病院 チリ , 日本 VCE

1312 2016.1.15 イベント No.605のため
の打ち合わせ

神奈川県立こども医療センター , 東北大
学 , 旭川厚生病院 , 山形大学 , 滋賀医科大
学 , 大阪大学 , 岡山大学 , 愛媛大学 , 宮崎
大学 , 琉球大学

日本 Vidyo

1313 2016.1.18 イベント No.599のため
のテスト

ハラパンキタ小児医療センター , ブラウィ
ジャヤ大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1314 2016.1.19 APAN-JP NOC Meeting KDDI大手町オフィス , 九州大学病院 日本 H.323, 
GoMeeting

1315 2016.1.19 イベント No.602のため
のテスト

肝胆道科学センター , チュラロンコン大
学 , ブラウィジャヤ大学 , チョーライ病院 , 
マラヤ大学 , バジラ病院 ,アジア消化器セ
ンター , 108 陸軍中央病院 , ディーナナス・
マンゲッシュカー病院 , 九州大学病院

インド , タイ , 
インドネシア , 
ベトナム , マ
レーシア , 日本

Vidyo

1316 2016.1.20 イベント No.599のため
のテスト

鹿児島大学 , アイルランガ大学 , ブラウィ
ジャヤ大学 , 九州大学病院

日本 , インドネ
シア

Vidyo

1317 2016.1.20 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

北海道大学 , 千葉大学 , 順天堂大学 , ジョ
ンソン &ジョンソン MIT, 近畿大学 , 産
業医科大学 , 福岡大学 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1318 2016.1.21 イベント No.605のため
のテスト

窪谷産婦人科 , 神奈川胎児エコー研究会事
務局 , 岡山大学 , 九州大学病院

日本 H.323, 
Vidyo

1319 2016.1.21 イベント No.602のため
のテスト

名古屋大学 , アデレード大学 , パタン病院 , 
チャンギ総合病院 , バジラ病院 , 近畿大学 , 
九州大学病院

日本 , オースト
ラリア , ネパー
ル , シンガポー
ル , タイ

Vidyo, 
H.323

1320 2016.1.21 イベント No.604のため
のテスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1321 2016.1.22 APAN-JP Meeting NICT大手町オフィス , 九州大学病院 日本 WebEX
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1322 2016.1.22 イベント No.604のため

のテスト
CUDI技師自宅 , フエ中央病院 , 九州大学
病院

メキシコ , ベト
ナム , 日本

Vidyo

1323 2016.1.22 イベント No.599のため
のテスト

愛知学院大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1324 2016.1.22 イベント No.603のため
のテスト

セントルークス医療センター（ケソン市）, 
九州大学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1325 2016.1.25 第 41回 APAN会議 テク
ノロジー 1

マリオット ホテル マニラ , 香港大学 , 九
州大学病院 , チョーライ病院 , NARLabs, 
グアダラハラ大学 , 国立台湾大学 , マヒ
ドン大学シリラ病院 , Masaryk Hosp in 
Usti nad Labem, チェコ研究教育ネット
ワーク 

フィリピン , 香
港 , 日本 , ベト
ナム , 台湾 , メ
キシコ , タイ , 
チェコ

Vidyo

1326 2016.1.27 第 41回 APAN会議 保健 マリオット ホテル マニラ , 忠北大学 , 
マサチューセッツ大学 ローウェル校 , 
The National School of Nursing Sri 
Jayewardenepura, 仁済大学

フィリピン , 韓
国 , アメリカ , 
スリランカ

Vidyo

1327 2016.1.27 Japanbiodesignのための
打ち合わせ

スタンフォード大学 ,	他 アメリカ ,	他 Vidyo

1328 2016.1.29 内モンゴル医科大学と富
山大学の会議のためのテ
スト

内モンゴル医科大学第一病院 , 内モンゴル
医科大学第三病院 , 富山大学

モンゴル , 日本 Vidyo

1329 2016.1.29 内モンゴル医科大学と富
山大学の会議

内モンゴル医科大学第一病院 , 内モンゴル
医科大学第三病院 , 富山大学

モンゴル , 日本 Vidyo

1330 2016.1.29 イベント No.605のため
のテスト

東京大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1331 2016.1.31 北大病院 2外科WEB会
議

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 製鉄記
念室蘭病院 , 伊達赤十字病院 , 北見赤十字
病院

日本 Vidyo

1332 2016.2.2 イベント No.606のため
のテスト

ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サ
イエンスセンター , 九州大学病院

日本 Vidyo

1333 2016.2.2 臨床腎移植研究会のため
のテスト

米子医療センター , 米子コンベンションセ
ンター BIG SHIP, アサン医療センター , 
九州大学病院

日本 , 韓国 Vidyo

1334 2016.2.3 イベント No.606のため
の打ち合わせ

ジョンソン &ジョンソン MIT, 九州大学
病院

日本 Vidyo

1335 2016.2.4 イベント No.606のため
のテスト

近畿大学 , 北海道大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1336 2016.2.4 決断科学セミナー 九州大学伊都キャンパス , 九州大学病院 日本 H.323
1337 2016.2.5 イベント No.606のため

のテスト
名古屋大学 , 福井赤十字病院 , 順天堂大学 , 
ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サ
イエンスセンター , 九州大学病院

日本 Vidyo

1338 2016.2.10 イベント No.607のため
のテスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1339 2016.2.12 イベント No.607のため
のテスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1340 2016.2.13 第 69回てんかん症例検
討会

東北大学 , 筑波大学 , 群馬大学 , 信州大学 , 
潤和会記念病院 , 札幌医科大学 , 大芝医院 , 
九州大学病院

日本 H.323

1341 2016.2.15 福岡大学とのテスト 福岡大学 , 九州大学病院 日本 DVTS
1342 2016.2.15 近畿大学とのテスト 近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1343 2016.2.16 イベント No.608のため

のテスト
福岡大学 , 琉球大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1344 2016.2.16 近畿大学とのテスト 近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1345 2016.2.16 ディーナナス・マンゲッ

シュカー病院とのテスト
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 , 九
州大学病院

インド , 日本 Vidyo

1346 2016.2.17 イベント No.607のため
の会議

ホテル日航福岡 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ Vidyo
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1347 2016.2.18 メキシコとの PEXIPの

テスト
UNAM, CUDI, 九州大学病院 , PEXIP オ
フィス

メキシコ , 日本 PEXIP, 
Vidyo, 
H.323

1348 2016.2.18 臨床腎移植研究会のため
のテスト

アサン医療センター , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo

1349 2016.2.18 マレーシアの会議 マラヤ大学 , マレーシアプトラ大学 , 
University Kebangsaan Malaysia, マ
レーシアサインズ大学 , University 
Science Islam Malaysia 

マレーシア Vidyo

1350 2016.2.19 福岡大学とのテスト 福岡大学 , 九州大学病院 日本 iperf
1351 2016.2.23 ソウルへの遠隔講演のテ

スト
Resom Forest Hotel, 忠北大学 , 九州大学
病院 , 国立台湾大学

韓国 , 日本 , 台
湾

Vidyo

1352 2016.2.24 ソウルへの遠隔講演 Resom Forest Hotel, Election Campaign 
Site for Policy Development on Health, 
忠北大学 , 九州大学東京オフィス , 九州大
学病院 , 国立台湾大学

韓国 , 日本 , 台
湾

Vidyo

1353 2016.2.24 アイルランガ大学とのテ
スト

アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1354 2016.2.26 イベント No.605の反省
会

三重大学 , 愛媛大学 , 岩手医科大学 , 九州
大学病院 , 岡山大学 , 東北大学 , ビジョン
ブリッジ

日本 Vidyo


