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4. 活動実績一覧表（平成 28 年度） 

4-1. 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

※ 2016.3.1-2017.2.28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
609 2016.3.6 第 3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 )

610 2016.3.11 インドネシアとの技術研修報
告会

歯科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
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 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
広島大学 (日本 )

611 2016.3.11 第 2回 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 )

612 2016.3.16 第 8回 内視鏡クラブ　E-カ
ンファレンス

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
アジア消化器センター (インド ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
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 ), 
キングハーリド大学病院 (サウジアラ
ビア )

613 2016.3.24 臨床腎移植研究会 移植 , 
カンファレンス

Vidyo 米子コンベンションセンター BIG 
SHIP (日本 ), 
アサン医療センター (韓国 ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム )

614 2016.3.28 第 20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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

615 2016.3.31 第 8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

メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
メキシコ癌研究所 (INCan) (メキシコ ), 
メキシコ国立工科大学医学部 (メキシ
コ ), 
サンパウロ大学 (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 ), 
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 ), 
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
616 2016.4.11 第 2回 ボリビア内視鏡ワー

クショップ
内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 ボリビア日本病院 (ボリビア ), 
九州大学病院 (日本 )

617 2016.4.19 バングラデシュ研究教育ネッ
トワーク シンポジウム

外科 , 
カンファレンス

H.323, 
Footage

ダッカ大学 (バングラデシュ ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
九州大学病院 (日本 )

618 2016.4.21 日本・メキシコ内視鏡カンフ
ァレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Telepointer

メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
京都府立医科大学 (日本 ), 
メキシコ国立工科大学医学部 (メキシ
コ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 )

619 2016.4.25 第 21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 ), 
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 ), 
琉球大学 (日本 )

620 2016.4.26 第 6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 )

621 2016.5.17 第 9回 医学生へのライブ中
継講義

学生 , 
ライブ

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 )

622 2016.5.18 第 20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, 
Streaming

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 ), 
天津医科大学 (中国 )

623 2016.5.23 第 22回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
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 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
熊本大学 (日本 ), 
熊本医療センター (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 )

624 2016.5.31 医工連携 4年生講義 学生 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
東北大学 (日本 )

625 2016.5.31 第 9回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

外科 , 
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 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
626 2016.6.4 第 5回 神戸国際内視鏡ハン

ズオン
内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

神戸医療機器開発センター
（MEDDEC） (日本 ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
青島大学 (中国 ), 
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 )

627 2016.6.7 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 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ )

628 2016.6.24 九州消化器病学会 ライブ 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo ホテル グランデ はがくれ (日本 ), 
佐賀大学 (日本 )

629 2016.6.27 第 23回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
熊本医療センター (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 )

630 2016.6.28 マレーシアとの内視鏡研修報
告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 )

631 2016.6.29 第 11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

Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
エルランゲン大学病院 (ドイツ ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
国立台湾大学 (台湾 )

632 2016.7.1 第 2回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
神戸大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

633 2016.7.3 第 4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 )

634 2016.7.11 第 10回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

外科 , 
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 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
635 2016.7.14 第 9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

ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
サンパウロ大学 (ブラジル ), 
ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポル
ト・アレグレ病院 医師自宅 :ポルト・
アレグレ (ブラジル ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
メキシコ国立工科大学医学部 (メキシ
コ ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
チリ・カトリック大学 (チリ ), 
チリ大学 (チリ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
中国人民解放軍総医院 (301医院 ) (中
国 ), 
レストラン　ドキドキ　スシ　グリル 
(アメリカ合衆国 ), 
九州大学病院 (日本 )

636 2016.7.14 チリ研究教育ネットワークセ
ンターへの遠隔講演

その他 , 
カンファレンス

Mconf チリ研究教育ネットワークセンター 
(チリ ), 
九州大学病院 (日本 )

637 2016.7.23 第 2回 経鼻内視鏡精度アッ
プセミナーの配信

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州医療センター (日本 )

638 2016.7.25 第 24回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

639 2016.7.28 第 3回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
大阪府立成人病センター (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

640 2016.8.1 第 42回 APAN会議 テクノ
ロジー

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo, 
JoinView

香港大学 (香港 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
国家実験研究院 (台湾 ), 
埔里キリスト教病院 (台湾 ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
グアダラハラ大学 (メキシコ )

641 2016.8.1 第 42回 APAN会議 呼吸器
外科

胸部外科 , 
カンファレンス

H.323 香港大学 (香港 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
国立台湾大学 (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
642 2016.8.2 第 42回 APAN会議 歯科 歯科 , 

カンファレンス
Vidyo 香港大学 (香港 ), 

ベスト ウェスタン プラス ホテル 香港 
(香港 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
広島大学 (日本 ), 
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 ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
ハン トゥア スラバヤ 大学 (インドネ
シア ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
国立台湾大学 (台湾 )

643 2016.8.3 第 42回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo 香港大学 (香港 ), 
東北大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
タイ国立がんセンター (タイ ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア )

644 2016.8.3 第 42回 APAN会議 内視鏡 (
第 12回 内視鏡クラブ E-カ
ンファレンス )

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo, 
Streaming

香港大学 (香港 ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
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 ), 
オスロ大学病院 (ノルウェー ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
スラヤン病院 (マレーシア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

645 2016.8.3 第 42回 APAN会議 胎児医
療

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo 香港大学 (香港 ), 
香港大学深セン医院 (中国 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
日本大学 (日本 ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (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 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
646 2016.8.4 第 42回 APAN会議 低侵襲

外科
外科 , 
カンファレンス

H.323 香港大学 (香港 ), 
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 (アメリカ合衆国 ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
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 ), 
ブリーラム病院 (タイ ), 
ソンクラー大学 (タイ )

647 2016.8.4 第 42回 APAN会議 地域医
療

保健 , 
カンファレンス

H.323 香港大学 (香港 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
サンカーラ・ネスララヤ病院 (インド ), 
アテネオ・デ・マニラ大学 (フィリピン ), 
埔里キリスト教病院 (台湾 ), 
九州大学病院 (日本 )

648 2016.8.4 第 42回 APAN会議 JIPMER 外科 , 
カンファレンス

Vidyo 香港大学 (香港 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
タタ記念病院 (インド ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド )

649 2016.8.4 第 42回 APAN会議 AIG 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

香港大学 (香港 ), 
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 ), 
アジア消化器センター (インド ), 
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 )

650 2016.8.5 第 42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

Vidyo, 
Streaming

香港大学 (香港 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院　技師自宅；
ソウル (韓国 ), 
忠北大学 (韓国 ), 
マラヤ大学 (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 )

651 2016.8.6 第 16回 胃拡大内視鏡研究会 内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Telepointer

レソラ天神 (日本 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
大阪府立成人病センター (日本 )

652 2016.8.8 第 2回 ロボット手術テレカ
ンファレンス

ロボット , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

ホテル日航福岡 (日本 ), 
和歌山県立医科大学 (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 )

653 2016.8.9 コスタリカとの技術研修報告
会

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
サンファン デ ディオス病院 (コスタリ
カ ), 
コスタリカ ガストロクリニカ (コスタ
リカ ), 
九州大学病院 (日本 )



TEMDEC 活動報告 2016

22

番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
654 2016.8.9 フィリピンとの技術研修報告

会
テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
バギオ総合病院・医療センター (フィ
リピン ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
セブ大学　メディカルセンター (フィ
リピン ), 
ダバオ　ドクターズホスピタル (フィ
リピン ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
九州大学病院 (日本 )

655 2016.8.17 第 21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, 
Streaming

北京協和医院 (中国 ), 
復旦大学中山病院 (中国 ), 
天津医科大学 (中国 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
福岡大学筑紫病院 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

656 2016.8.22 第 25回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

657 2016.8.22 第 1回 中国との国際遠隔セ
カンドオピニオン

外科 , 
コンサルテーシ
ョン

PEXIP 九州大学病院 (日本 ), 
鞍山市腫瘤医院 (中国 ), 
心医サポートセンター 瀋陽 (中国 )

658 2016.8.25 第 4回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 )

659 2016.8.26 第 11回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

放射線 , 
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 )

660 2016.9.2 第 16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 )

661 2016.9.6 遠隔てんかん症例検討会 神経内科 , 
カンファレンス

H.323 東北大学 (日本 ), 
市立釧路総合病院 (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 ), 
大芝医院 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
熊本大学 (日本 )

662 2016.9.9 第 1回ネパール遠隔医療ワー
クショップ

その他 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
ラディソン ホテル カトマンズ (ネパー
ル )

663 2016.9.13 第 5回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
神戸大学 (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
664 2016.9.20 Magic Projectへの遠隔講演 その他 , 

カンファレンス
Mconf ラテンアメリカ先端ネットワーク 

(RedCLARA) (チリ ), 
九州大学病院 (日本 )

665 2016.9.26 第 26回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (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 )

666 2016.9.30 第 1回 ラテンアメリカ遠隔
教育技術ワークショップ

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
PEXIP, 
JoinView

ラテンアメリカ教育コミュニケーショ
ン研究所本部 (メキシコ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
九州大学病院 (日本 )

667 2016.10.5 第 1回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

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 ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
アンダラス大学 (インドネシア ), 
プルサハバタン病院 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

668 2016.10.5 第 4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, 
JoinView

三重大学 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
富山大学 (日本 ), 
徳島大学 (日本 ), 
高知大学 (日本 ), 
山口大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
熊本大学 (日本 )

669 2016.10.23 第 5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 )

670 2016.10.24 第 27回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
宮崎大学 (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
671 2016.11.2 2016年アジア太平洋消化器

週間 (APDW)　内視鏡ライブ
1

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo 神戸国際会議場 (日本 ), 
神戸大学 (日本 ), 
昭和大学江東豊洲病院 (日本 ), 
佐野病院 (日本 )

672 2016.11.3 2016年アジア太平洋消化器
週間 (APDW)　内視鏡ライブ
2

内視鏡 , 
ライブ

H.323 神戸国際会議場 (日本 ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 (香港 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
アサン医療センター (韓国 )

673 2016.11.4 2016年アジア太平洋消化器
週間 (APDW)　内視鏡ライブ
3

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo 神戸国際会議場 (日本 ), 
京都第二赤十字病院 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
大阪府立成人病センター (日本 )

674 2016.11.9 第 22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, 
Streaming

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

675 2016.11.10 第 10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

コスタリカ ガストロクリニカ (コスタ
リカ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
サンパウロ大学 (ブラジル ), 
ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
ブラジリアバーゼ病院 (ブラジル ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
チリ大学 (チリ ), 
チリ・カトリック大学 (チリ ), 
大阪府立成人病センター (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

676 2016.11.10 第 2回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
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 ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

677 2016.11.11 小児緩和ケアチーム第 11回
勉強会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (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 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 )

678 2016.11.14 第 1回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (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
679 2016.11.16 第 13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

Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
スラヤン病院 (マレーシア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
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 ), 
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 ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
名古屋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

680 2016.11.17 シリラ遠隔医療センター学術
会議 2016

その他 , 
カンファレンス

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

681 2016.11.18 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

H.323, 
Vidyo

マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアプトラ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

682 2016.11.21 第 2回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

683 2016.11.24 マレーシアへの遠隔講演 テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo マレーシア高等教育省 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

684 2016.11.25 第 12回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

耳鼻科 , 
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 )

685 2016.11.28 第 28回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

686 2016.12.2 第 10回アジア遠隔医療シン
ポジウム -1

その他 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

JW マリオットホテル ハノイ (ベトナ
ム ), 
メキシコ研究教育ネットワーク 技師自
宅；メキシコシティ (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド ), 
フエ大学病院 (ベトナム )

687 2016.12.2 大分大学とベトナムの内視鏡
ライブ

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo JW マリオットホテル ハノイ (ベトナ
ム ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
大分大学 (日本 ), 
フエ大学病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
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
688 2016.12.3 第 10回アジア遠隔医療シン

ポジウム -2
その他 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

JW マリオットホテル ハノイ (ベトナ
ム ), 
ソウル大学ブンダン病院　技師自宅；
ソウル (韓国 ), 
フエ大学病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
チョーライ病院 (ベトナム )

689 2016.12.5 第 3回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

690 2016.12.9 第 2回 中国との国際遠隔セ
カンドオピニオン

肝臓 , 
コンサルテー
ション

PEXIP 九州大学病院 (日本 ), 
心医サポートセンター 北京 (中国 ), 
心医サポートセンター 瀋陽 (中国 )

691 2016.12.12 第 4回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

692 2016.12.19 第 5回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

693 2016.12.20 第１回 タイ消化器内視鏡学
会 (TAGE) プレゼンテーショ
ン大会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Streaming

チュラロンコン大学 (タイ )

694 2016.12.22 第 3回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

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 ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
プルサハバタン病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

695 2016.12.26 第 29回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 ), 
熊本赤十字病院 (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 )

696 2017.1.17 神戸大学とセントルークス医
療センターのテレカンファレ
ンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 神戸大学 (日本 ), 
セントルークス医療センター　グロー
バルシティ (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
697 2017.1.18 アジア低侵襲外科フォーラム 外科 , 

カンファレンス
Vidyo セントルークス医療センター ケソン市 

(フィリピン ), 
ダバオ　ドクターズホスピタル (フィ
リピン ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
バギオ総合病院・医療センター (フィ
リピン ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
九州大学病院 (日本 )

698 2017.1.19 第 4回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

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 ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
プルサハバタン病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

699 2017.1.19 第 14回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

泌尿器 , 
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 ), 
九州大学病院 (日本 )

700 2017.1.22 アジア新生児医学シンポジウ
ム

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo 神奈川県立こども医療センター (日本 ), 
ハラパンキタ国立心臓血管センター 
(インドネシア ), 
胎児クリニック (台湾 )

701 2017.1.23 第 30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 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 )

702 2017.1.30 第 6回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

703 2017.1.31 第 7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 ), 
久留米聖マリア病院 (日本 )

704 2017.2.1 心臓移植検討会 移植 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
東京医科歯科大学 (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
705 2017.2.4 第 65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

慶応義塾大学 (日本 ), 
旭川医科大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
弘前大学 (日本 ), 
岩手医科大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
新潟大学 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
浜松医科大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
三重大学 (日本 ), 
滋賀医科大学 (日本 ), 
京都大学 (日本 ), 
岡山大学 (日本 ), 
広島大学 (日本 ), 
山口大学 (日本 ), 
徳島大学 (日本 ), 
愛媛大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 )

706 2017.2.7 フィリピンとの産婦人科研修
報告会

産科婦人科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

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 )

707 2017.2.7 インドネシアとの神経内科カ
ンファレンス

神経内科 , 
カンファレンス

Vidyo インドネシア大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
サムラトランギ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

708 2017.2.7 九州大学母子総合研究リサー
チコアカンファレンス

小児 , 
カンファレンス

Streaming 九州大学病院 (日本 )

709 2017.2.13 第 43回 APAN会議 テクノ
ロジー

テクノロジー , 
カンファレンス

Zoom, 
JoinView

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
清華大学 (中国 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
国家実験研究院 (台湾 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
グアダラハラ大学 (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 ), 
九州大学病院 技師自宅；福岡 (日本 )

710 2017.2.13 第 43回 APAN会議 JIPMER 外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
ラジブ ガンジー癌研究センター (イン
ド ), 
チェンナイ グローバルホスピタルズ 
(インド ), 
ケラニヤ大学 (スリランカ ), 
BPコイララ健康科学大学 (ネパール ), 
ネパール癌研究病院 (ネパール ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
711 2017.2.14 第 43回 APAN会議 低侵襲

外科
外科 , 
カンファレンス

H.323 インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
ラジャビティ病院 (タイ ), 
ラーチャブリー病院 (タイ ), 
ソンクラー大学 (タイ ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(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 ), 
バレー病院 (アメリカ合衆国 )

712 2017.2.14 第 43回 APAN会議 内視鏡 
(第 14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

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 ), 
マラヤ大学 (マレーシア )

713 2017.2.15 第 43回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
東北大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン )

714 2017.2.15 第 43回 APAN会議 歯科 歯科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
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 ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ハン トゥア スラバヤ 大学 (インドネ
シア ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
国立台湾大学 (台湾 )

715 2017.2.15 第 43回 APAN会議 眼科 1 眼科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
退役軍人記念医療センター (フィリピ
ン ), 
ベトナム国立眼科研究所 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ティルガンガ眼科研究所 (ネパール ), 
ドゥリケル病院 (ネパール ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール )

716 2017.2.16 第 43回 APAN会議 地域医
療

保健 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
ガリレオコントロールセンター (DLR 
Gfr) (ドイツ ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール ), 
ドゥリケル病院 (ネパール ), 
アテネオ・デ・マニラ大学 (フィリピン ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
717 2017.2.16 第 43回 APAN会議 眼科 2 眼科 , 

カンファレンス
Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
スリ ラーマチャンドラ大学 (インド ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド ), 
サンカーラ・ネスララヤ病院 (インド ), 
スリー チトラ ティルナール医科学技
術大学 (インド )

718 2017.2.16 第 43回 APAN会議 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

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール ), 
ティルガンガ眼科研究所 (ネパール ), 
トリプバン大学 医学部 (ネパール ), 
ネパール教育研究ネットワーク (ネ
パール ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

719 2017.2.21 チリとの内視鏡、技術研修報
告会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
チリ・カトリック大学 (チリ ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
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 )

720 2017.2.22 ブラジルとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
九州大学病院 (日本 ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ )

721 2017.2.22 メキシコとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
メキシコ国立医学・栄養センター (メ
キシコ ), 
メキシコ癌研究所 (INCan) (メキシコ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ )

722 2017.2.27 第 31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 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (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 )
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4-2. 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

※ 2016.3.1-2017.2.28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
1355 2016.3.1 インドネシア , 台湾 , ベ

トナムとの研修報告会
広島大学 , アイルランガ大学 , 台北医科大
学 , ホーチミン市医薬科大学 , 九州大学病
院

日本 , インドネ
シア , 台湾 , ベ
トナム

H.323

1356 2016.3.2 イベント No.613の打ち
合わせ

九州大学病院 , 米子医療センター , NSD 日本 Vidyo

1357 2016.3.2 北海道大学接続テスト 北海道大学 日本 Vidyo
1358 2016.3.2 遠隔ハンズオンセミナー 青森市民病院 , 東北大学 日本 Vidyo
1359 2016.3.2 アイルランガ大学への遠

隔講義
アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 

日本
Vidyo

1360 2016.3.3 アイルランガ大学への遠
隔講義のためのテスト

アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1361 2016.3.3 イベント No.613のため
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

1362 2016.3.3 イベント No.609のため
のテスト

宮崎大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1363 2016.3.4 U of Health Sciencesと
のテスト

U of Health Sciences, 九州大学病院 カンボジア , 日
本

H.323

1364 2016.3.4 バムルンラード病院との
接続テスト

バムルンラード病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1365 2016.3.6 北大病院消化器外科
2WEB会議

北見赤十字病院 , 恵佑会札幌病院 , 札幌共
立五輪橋病院 , 北海道消化器科病院 , 製鉄
記念室蘭病院

日本 Vidyo

1366 2016.3.7 イベント No.611のため
のテスト

何大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323

1367 2016.3.7 アイルランガ大学への遠
隔講義

アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1368 2016.3.7 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1369 2016.3.8 バムルンラード病院との
テレカンファレンス

バムルンラード病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1370 2016.3.8 Japanbiodesignのための
打ち合わせ

スタンフォード大学 , 東京大学 , 大阪大学 , 
東北大学

アメリカ , 日本 Vidyo

1371 2016.3.8 イベント No.610のため
のテスト

インドネシア大学 , アイルランガ大学 , 鹿
児島大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1372 2016.3.8 APAN PC#2 九州大学病院 , LEARN, 香港中文大学 , 清
華大学 , 南洋理工大学 , APAN技師自宅：
キャンベラ , TEIN*CC, Gerit, 香港大学 , 
GEANT

日本 , スリラン
カ , 香港 , 中国 , 
シンガポール , 
オーストラリ
ア , 韓国 , オラ
ンダ

H.323, 
Vidyo, 
Zoom, 
Skype

1373 2016.3.9 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

東北大学 , 窪谷産婦人科 日本 Vidyo

1374 2016.3.9 U of Health Sciencesと
のテスト

U of Health Sciences, 九州大学病院 カンボジア , 日
本

H.323

1375 2016.3.11 イベント No.612のため
のテスト

ブラウィジャヤ大学 , チョーライ病院 , 肝
胆道科学センター , マラヤ大学 , 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 , マレーシアサインズ大学 , 九州大
学病院

インドネシア , 
ベトナム , イン
ド , マレーシア , 
ロシア , 日本

Vidyo

1376 2016.3.11 マレーシアサインズ大学
との会議

マレーシアサインズ大学 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

Vidyo

1377 2016.3.11 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

北海道大学 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1378 2016.3.12 心臓病胎児診断症例報告

会のためのテスト
京都府立医科大学 , 窪谷産婦人科 , 神奈川
県立こども医療センター

日本 Vidyo

1379 2016.3.13 第 31回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , 京都府立
医科大学 , 北海道大学 , 名古屋大学 , 窪谷
産婦人科 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1380 2016.3.14 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1381 2016.3.14 イベント No.612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 , チョーライ病院 , ディーナナス・マ
ンゲッシュカー病院 , アジア消化器セン
ター , マレーシアサインズ大学 , 九州大学
病院

インド , タイ , 
ベトナム , マ
レーシア , 日本

Vidyo

1382 2016.3.15 イベント No.612のため
のテスト

アジア消化器センター , 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo

1383 2016.3.16 イベント No.613のため
の打ち合わせ

米子医療センター , 米子コンベンションセ
ンター BIG SHIP, Vidyo Japanオフィス , 
NSDオフィス , 浜松ホトニクス

日本 Vidyo

1384 2016.3.18 イベント No.613のため
のテスト

ビエット ドゥック病院 , アサン医療セン
ター , 九州大学病院 , 米子コンベンション
センター BIG SHIP, NSDオフィス

ベトナム , 韓国 , 
日本

Vidyo

1385 2016.3.18 心臓病胎児診断症例報告
会反省会

東北大学 , 神奈川胎児エコー研究会事務
局 , 京都府立医科大学 , 中京大学 , 北海道
大学 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1386 2016.3.19 第 70回てんかん症例検
討会

Polycom Japanオフィス , 九州大学病院 , 
東北大学 , 北海道大学 , 札幌医科大学 , 中
村記念病院 , 東京大学 , 筑波大学 , 群馬大
学 , 信州大学 , 愛媛大学

日本 H.323

1387 2016.3.22 イベント No.614のため
のテスト

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1388 2016.3.23 イベント No.613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 , ビエット ドゥック病院

日本 , ベトナム Vidyo

1389 2016.3.24 大阪府立成人病センター
との会議

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1390 2016.3.24 イベント No.615のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1391 2016.3.25 イベント No.615のため
のテスト

サンパウロ大学 , 九州大学病院 ブラジル , 日本 Vidyo

1392 2016.3.28 日本大学総合科学研究所
とのテスト

日本大学総合科学研究所 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1393 2016.3.29 イベント No.615のため
のテスト

アレマナ病院 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1394 2016.3.30 インドネシア大学とのカ
ンファレンス

インドネシア大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1395 2016.3.30 岩手医科大学カンファレ
ンス

岩手医科大学 , 盛岡市立病院 , 能代厚生医
療センター , 函館五稜郭病院 , かづの厚生
病院 , 盛岡赤十字病院

日本 Vidyo

1396 2016.3.31 ブラウィジャヤ大学との
会議

ブラウィジャヤ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1397 2016.3.31 チームカンファのための
打ち合わせ

九州大学病院 , 北海道大学 , 順天堂大学 , 
千葉大学 , ジョンソン &ジョンソン オ
フィス , 名古屋大学

日本 Vidyo

1398 2016.4.5 TEIN CCとの会議 九州大学病院 , TEIN CC 日本 , 韓国 H.323
1399 2016.4.5 APAN PC #3 九州大学病院 , NKN, GEAMT技師自宅：

アムステルダム , JUCC, 香港中文大学 , 
APAN技師自宅：キャンベラ , 清華大学 , 
LEARN, 香港大学

日本 , インド , 
オランダ , 香港 , 
オーストラリ
ア , 中国 , スリ
ランカ

H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1400 2016.4.5 イベント No.616のため

のテスト
九州大学病院 , ボリビア日本病院 日本 , ボリビア H.323

1401 2016.4.6 Japanbiodesign スタンフォード大学 , 他 アメリカ , 他 Vidyo
1402 2016.4.7 大阪府立成人病センター

とのテスト
大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1403 2016.4.11 福岡大学筑紫病院とのテ
スト

福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 Skype

1404 2016.4.11 イベント No.618のため
のテスト

京都府立医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1405 2016.4.11 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1406 2016.4.12 イベント No.618のため
のテスト

京都府立医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1407 2016.4.12 イベント No.617のため
のテスト

BdRENオフィス , ダッカ大学 , カトマン
ズモデル病院 , 九州大学病院

バングラデ
シュ , ネパール , 
日本

H.323

1408 2016.4.13 福岡大学筑紫病院とのテ
スト

福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 Skype

1409 2016.4.13 APAN_Med 九州大学病院 , 肝胆道科学センター , アジ
ア消化器センター , マヒドン大学シリラ病
院 , マヒドン大学シリラ病院医師自宅：バ
ンコク , マラヤ大学 , JIPMER, 国立台湾
大学 , 香港大学 , カトマンズモデル病院 , 
チョーライ病院 , BdRENオフィス , セン
トルークス医療センター ケソン市 , チュ
ラロンコン大学技師自宅：バンコク

日本 , インド , 
タイ , マレーシ
ア , 台湾 , 香港 , 
ベトナム , ネ
パール , バング
ラデシュ , フィ
リピン

H.323, 
Vidyo

1410 2016.4.13 イベント No.617のため
のテスト

ダッカ大学 , カトマンズモデル病院 , 九州
大学病院

バングラデ
シュ , ネパール , 
日本

H.323

1411 2016.4.14 3大学電子カルテ会議の
ためのテスト

東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 H.323, 
Vidyo

1412 2016.4.14 イベント No.618のため
のテスト

京都府立医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1413 2016.4.19 イベント No.618のため
のテスト

INNSZ, CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo

1414 2016.4.19 イベント No.619のため
のテスト

長崎大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1415 2016.4.19 イベント No.620のため
の打ち合わせ

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1416 2016.4.20 イベント No.618のため
のテスト

九州大学病院 , INNSZ, メキシコ国立工科
大学医学部

日本 , メキシコ Vidyo

1417 2016.4.20 MEDDECとのテスト 九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo
1418 2016.4.20 ATSのための打ち合わせ 九州大学病院 , ビエット ドゥック病院 日本 , ベトナム H.323
1419 2016.4.21 MEDDECとのテスト 九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo
1420 2016.4.21 イベント No.620のため

のテスト
佐賀大学 , 佐賀県医療センター好生館 , 織
田病院 , 唐津赤十字病院 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1421 2016.4.21 イベント No.619のため
のテスト

沖縄県立南部医療センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1422 2016.4.21 APRALO Monthly Call 技師自宅：バクー , 技師自宅：キャンベラ , 
技師自宅：ソウル , 技師自宅：カトマンズ , 
技師自宅：ロサンゼルス , 技師自宅：オー
クランド , 技師自宅：マナーマ , 技師自宅：
エルサレム , 技師自宅：北京 , 九州大学病
院 , NTT武蔵野研究開発センタ , ICANN 
Pacific office

アゼルバイジャ
ン , オーストラ
リア , 韓国 , ネ
パール , アメリ
カ , ニュージー
ランド , バー
レーン , パレス
チナ , 中国 , 日
本 , シンガポー
ル

Adobe 
Connect
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1423 2016.4.22 心臓病胎児診断症例報告

会のためのテスト
神奈川県立こども医療センター , トロント
小児病院 , 群馬大学医師自宅：マールブル
ク , 神奈川胎児エコー研究会事務局

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1424 2016.4.23 関東 LADG 東京医科歯科大学 日本 Vidyo, 
Streaming

1425 2016.4.26 イベント No.626のため
の打ち合わせ

九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo

1426 2016.4.27 イベント No.621のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 日本 , 韓国 H.323

1427 2016.4.28 CUDIとのミーティング INNSZ, CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo

1428 2016.4.28 九州大学芸術工学部との
テスト

九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo

1429 2016.4.28 3大学電子カルテ会議 東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1430 2016.4.28 佐賀大学とのテスト 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 H.323, 
Vidyo

1431 2016.5.2 佐賀大学とのテスト 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1432 2016.5.6 建国大学病院とのテスト 建国大学病院 , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo

1433 2016.5.6 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

神奈川県立こども医療センター , ビジョン
ブリッジ , 長野県吉田病院 , 北海道大学 , 
岩手医科大学 , トロント小児病院 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1434 2016.5.7 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

神奈川県立こども医療センター , ビジョン
ブリッジ , 長野県吉田病院 , 北海道大学 , 
岩手医科大学 , トロント小児病院 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1435 2016.5.8 第 32回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , ビジョン
ブリッジ , 長野県吉田病院 , 北海道大学 , 
岩手医科大学 , トロント小児病院 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1436 2016.5.9 イベント No.621のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 日本 , 韓国 H.323

1437 2016.5.10 Japanbiodesign スタンフォード大学 , 東京大学 アメリカ , 日本 Vidyo

1438 2016.5.10 APAN42 PC 九州大学病院 , 清華大学 , LEARN, NKN, 
APAN事務局長自宅 ; キャンベラ , オー
ストラリア国立大学 , 香港大学 , JUCC, 
GÉANT

日本 , 中国 , ス
リランカ , イン
ド , オーストラ
リア , 香港 , オ
ランダ

H.323

1439 2016.5.11 APAN_Med マラヤ大学 , 国立がんセンター , 香港大学 , 
国立台湾大学 , カトマンズモデル病院 , 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 , アジア消化器セン
ター , マヒドン大学シリラ病院 , アイルラ
ンガ大学 , VinaREN, 九州大学病院

マレーシア , 日
本 , 香港 , 台湾 , 
ネパール , 韓国 , 
フィリピン , イ
ンド , タイ , イ
ンドネシア , ベ
トナム

H.323, 
Vidyo

1440 2016.5.12 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

1441 2016.5.13 National Polytechnic 
Instituteとのテスト

九州大学病院 , National Polytechnic 
Institute

日本 , メキシコ Vidyo

1442 2016.5.13 イベント No.623のため
のテスト

天津医科大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323

1443 2016.5.16 3大学電子カルテ会議 東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1444 2016.5.16 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1445 2016.5.17 イベント No.622のため

のテスト
大分大学 , 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1446 2016.5.17 APRALO-APAC Hub 
Webinar: DNS Security 
and DNS Abuse

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

Adobe 
Connect

1447 2016.5.18 Japanbiodesign スタンフォード大学 , 東京大学 , 大阪大学 , 
東北大学

アメリカ ,　日
本

Vidyo

1448 2016.5.18 イベント No.624のため
のテスト

九州大学病院 , 東北大学 日本 Vidyo

1449 2016.5.18 青島大学とのテスト 九州大学病院 , 青島大学 日本 , 中国 Vidyo
1450 2016.5.18 Vidyoとの打ち合わせ 九州大学病院 , Vidyo japan 日本 Vidyo

1451 2016.5.18 セントルークス医療セン
ター　グローバルシティ
との打ち合わせ

セントルークス医療センター　グローバ
ルシティ , 九州大学病院

日本 , フィリピ
ン

H.323

1452 2016.5.19 APRALO Monthly Call ICANN APAC Hub, 九州大学病院 , 他 シンガポール , 
日本 , 他

Adobe 
Connect

1453 2016.5.19 日本胎児心臓病学会 認証
医講習会 第 1回 TV会議

東北大学 , 東京都立小児総合医療セン
ター , 慶應義塾大学 , 久留米大学 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク , ビジョンブ
リッジ

日本 , ドイツ Vidyo

1454 2016.5.20 シンガポールからジョン
ソン &ジョンソン東京サ
イエンスセンターへの医
師訪問

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 H.323

1455 2016.5.24 APAN　PC 香港大学 , 清華大学 , 香港中文大学 , 
NKN, LEARN,  九州大学病院 , GÉANT, 
TEIN*CC

香港 , 中国 , イ
ンド , スリラン
カ , 日本 , オラ
ンダ , 韓国

H.323, Zoom

1456 2016.5.24 MEDDECとのテスト MEDDEC, 九州大学病院 日本 Vidyo

1457 2016.5.25 セントルークス医療セン
ター　グローバルシティ
とのテスト

セントルークス医療センター　グローバ
ルシティ , 九州大学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1458 2016.5.26 イベント No.624のため
のテスト

東北大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1459 2016.5.27 イベント No.625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

1460 2016.5.30 3大学電子カルテ会議 九州大学病院 , 名古屋大学 , 東京大学 日本 Vidyo
1461 2016.5.30 イベント No.625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

1462 2016.5.30 iMedセミナーのための
テスト

九州大学伊都キャンパス , 九州大学病院 日本 H.323

1463 2016.5.30 イベント No.628のため
のテスト

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1464 2016.5.31 イベント No.628のため
のテスト

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1465 2016.6.1 iMed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

1466 2016.6.3 イベント No.626のため
のテスト

セントルークス医療センター　グローバ
ルシティ , 青島大学 , MEDDEC, 九州大学
病院

フィリピン , 中
国 , 日本

Vidyo

1467 2016.6.6 イベント No.628のため
のテスト

ホテル グランデ はがくれ 日本 Vidyo

1468 2016.6.6 イベント No.627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 H.323

1469 2016.6.7 APAN　PC 九州大学病院 , LEARN, JUCC, 香港中
文大学 , 香港大学 , APAN事務局長自宅 ; 
キャンベラ , 清華大学

日本、スリラン
カ、香港、オー
ストラリア , 中
国

Zoom
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1470 2016.6.7 ID-WSのための打ち合わ

せ
インドネシア大学 , アイルランガ大学 ,  ブ
ラウィジャヤ大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1471 2016.6.8 APAN_Med ソウル大学ブンダン病院 , 国立がん研究セ
ンター ,忠北大学 , カトマンズモデル病院 , 
マヒドン大学シリラ病院 , VinaREN, 国立
台湾大学 , 香港中文大学 , 香港大学 , 九州
大学病院 , アジア消化器センター , チュラ
ロンコン大学 ,　BdREN 

韓国 , 日本 , ネ
パール , タイ , 
ベトナム , 台湾 , 
香港 , インド ,　
バングラデシュ

H.323, 
Vidyo

1472 2016.6.8 APAN Board Meeting 
(#44)

建国大学 , 早稲田大学 , 清華大学 , 
LEARN, APAN事務局長自宅 ; キャンベ
ラ , IUMW, 九州大学病院

韓国 , 日本 , 中
国 , スリランカ , 
オーストラリ
ア , マレーシア

Zoom

1473 2016.6.8 APRICOT-APAN2015日
本実行委員会

九州大学病院 , 日本ネットワークインフォ
メーションセンター

日本 Skype

1474 2016.6.9 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

1475 2016.6.13 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1476 2016.6.17 3大学電子カルテ会議 東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1477 2016.6.20 マレーシア国立大学との
接続テスト

マレーシア国立大学 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

Vidyo

1478 2016.6.21 APAN PC 九州大学病院 , JUCC, LEARN, 香港大学 日本 , 香港 , ス
リランカ 

Zoom

1479 2016.6.21 イベント No.629のため
のテスト

宮崎大学病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1480 2016.6.21 九州大学芸術工学部との
打ち合わせ

九州大学大橋キャンパス , 九州大学病院 日本 Vidyo

1481 2016.6.22 チリ大学との接続テスト チリ大学 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1482 2016.6.22 Japanbiodesign 東北大学 , 日本メドテックイノベーション
協会

日本 Vidyo

1483 2016.6.22 DVTSの接続テスト 福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 iperf, DVTS

1484 2016.6.22 ATSの打合せ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム

1485 2016.6.23 イベント No.628のため
のテスト

佐賀大 , ホテルグランデはがくれ 日本 Vidyo

1486 2016.6.24 サブイベント No.1491の
ためのテスト

神奈川県立こども医療センター , 岡本助産
院 , 山本助産院 , 東北大学 , 正岡病院

日本 Vidyo

1487 2016.6.24 昭和大学江東豊洲病院と
のテスト

九州大学病院 , 昭和大学江東豊洲病院 日本 Vidyo

1488 2016.6.24 イベント No. 631のため
のテスト

九州大学病院 , バジラ病院 , 国立台湾大学 , 
ブラウィジャヤ大学 , チャンギ総合病院

日本 , タイ , 台
湾 , インドネシ
ア , シンガポー
ル

Vidyo

1489 2016.6.25 サブイベント No.1491の
ためのテスト

神奈川県立こども医療センター , 岡本助産
院 , 山本助産院 , 東北大学 , 正岡病院

日本 Vidyo

1490 2016.6.25 Japanbiodesign二次面接 大阪大学 , スタンフォード , 日本メドテッ
クイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1491 2016.6.26 第 62回神奈川胎児エコー
研究会　超ベーシック講
座①導入編

神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学 , 東北大学 , 山本助産院 , 岡本助産院 , 
正岡病院 , 他 

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1492 2016.6.27 イベント No. 631のため

のテスト
マラヤ大学 , マレーシア国立大学 , 名古屋
大学 , チョーライ病院 , 肝胆道科学セン
ター , 国立台湾大学 , ブラウィジャヤ大学 , 
近畿大学 , 国立がん研究センター , 九州大
学病院

マレーシア , 日
本 , ベトナム , 
インド , 台湾 , 
インドネシア , 
中国

Vidyo

1493 2016.6.27 フィリピンとの打ち合わ
せ

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

H.323

1494 2016.6.28 イベント No. 632のため
のテスト

シャープマサトラン病院医師自宅 , 九州大
学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1495 2016.6.28 イベント No. 651のため
の会議

順天堂 , 大阪府立成人病センター , 九州大
学病院

日本 Vidyo

1496 2016.6.28 イベント No. 631のため
のテスト

九州大学病院 , ディーナナス・マンゲッ
シュカー病院 , マレーシアサインズ大学

日本 , インド , 
マレーシア

Vidyo

1497 2016.6.29 在コンゴ民主共和国日本
国大使館との会議

在コンゴ民主共和国日本国大使館 , 九州大
学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1498 2016.6.29 昭和大学江東豊洲病院と
のテスト

九州大学病院 , 昭和大江東豊洲病院 日本 Vidyo

1499 2016.6.29 イベント No. 637のため
のテスト

九州医療センター 日本 Vidyo

1500 2016.6.29 イベント No. 632のため
のテスト

神戸大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1501 2016.6.30 イベント No. 632のため
のテスト

神戸大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1502 2016.7.2 イベント No. 633のため
のテスト

宮崎大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1503 2016.7.5 イベント No. 635のため
のテスト

中国人民解放軍総医院 (301医院 ) , 九州
大学病院

中国 , 日本 Vidyo

1504 2016.7.6 Japanbiodesignメンタリ
ング

東北大学 , 日本メドテックイノベーション
協会

日本 Vidyo

1505 2016.7.6 福岡大学筑紫病院との
DVTSテスト

福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 DVTS

1506 2016.7.6 イベント No. 634のため
のテスト

筑波大学 , チョーライ病院 日本 , ベトナム Vidyo

1507 2016.7.6 イベント No. 638のため
のテスト

鹿児島市立病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1508 2016.7.7 イベント No. 635のため
のテスト

コスタ・リカ大学 , チリ大学 , 九州大学病
院

コスタリカ , チ
リ , 日本

Vidyo

1509 2016.7.7 イベント No. 638のため
のテスト

名古屋医療センター , 九州大学病院 日本 H.323

1510 2016.7.8 Japanbiodesignミーティ
ング

大阪大学 , 東京大学 , スタンフォード大学 , 
日本メドテックイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1511 2016.7.9 フィリピン遠隔医療ワー
クショップ

セントルークス医療センター ケソン市 , 
他

フィリピン , 他 H.323

1512 2016.7.11 イベント No. 635のため
のテスト

中国人民解放軍総医院 (301医院 ) , 九州
大学病院

中国 , 日本 Vidyo

1513 2016.7.11 第 63回神奈川胎児エコー
研究会　スペシャル講座
のためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 香川県井
下病院

日本 Vidyo

1514 2016.7.12 イベント No. 635のため
のテスト

ボゴタ・ザビエル大学 , サンパウロ大学 , 
ブラジル癌研究所 , リオグランデ・ド・ス
ル連邦大学 ポルト・アレグレ病院 , アレ
マナ病院 , 九州大学病院

コロンビア , ブ
ラジル ,チリ ,  
日本

Vidyo

1515 2016.7.11 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1516 2016.7.12 昭和大学江東豊洲病院と
の打ち合わせ

九州大学病院 , 昭和大江東豊洲病院 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1517 2016.7.12 APAN PC JUCC, 香港大学 , 清華大学 , 国立台湾大

学 , LEARN, GÉANT
香港 , 中国 , 台
湾 , スリランカ , 
オランダ

H.323, Zoom

1518 2016.7.12 第 63回神奈川胎児エコー
研究会　スペシャル講座
のためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 香川県井
下病院

日本 Vidyo

1519 2016.7.13 キンシャサとの接続テス
ト

キンシャサ大学医師自宅 ; キンシャサ , 在
コンゴ民主共和国日本国大使館医務官自
宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1520 2016.7.13 チリ・カトリック大学と
の接続テスト

チリ・カトリック大学 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1521 2016.7.13 イベント No. 636のため
のテスト

チリ研究教育ネットワークセンター , 九州
大学病院

チリ , 日本 Mconf, 
Skype

1522 2016.7.13 Japanbiodesignメンタリ
ング

東北大学 , スタンフォード大学 日本 , アメリカ Vidyo

1523 2016.7.13 APAN_Med 九州大学病院 , 国立台湾大学 , ソウル大学
ブンダン病院 , マラヤ大学 , 香港大学 , 国
立がん研究センター , MedRIC, BdREN, 
アジア消化器センター , JIPMER, 
VinaREN, カトマンズモデル病院

日本 , 台湾 , 韓
国 , マレーシア , 
香港 , バングラ
デシュ ,  イン
ド , ベトナム , 
ネパール

H.323, 
Vidyo

1524 2016.7.13 北海道大学テスト利用 北海道大学病院 , 北海道大学医学教育推進
センター , 釧路日赤赤十字病院

日本 Vidyo, 
streaming

1525 2016.7.14 APAN42 JIPMERセッ
ションのための打合せ

九州大学病院 , JIPMER 日本 , インド Vidyo

1526 2016.7.15 コンゴ民主共和国定例会
議

キンシャサ大学医師自宅 ; キンシャサ , 在
コンゴ民主共和国日本国大使館医務官自
宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1527 2016.7.15 イベント No. 651のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1528 2016.7.15 アドバンス講座キックオ
フ

ビジョンブリッジ , 東北大学 , 九州大学病
院

日本 Vidyo

1529 2016.7.19 ATSの打合せ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム Vidyo
1530 2016.7.19 APAN42 Dentalセッショ

ンのための打合せ
アイルランガ大学 , ブラウィジャヤ大学 , 
九州大学病院

インドネシア , 
日本

Skype

1531 2016.7.20 レソラ天神接続テスト レソラ天神 日本 Vidyo, 
Telepointer

1532 2016.7.21 徳島大学、トリプバン大
学との接続テスト

九州大学病院 , 徳島大学 , トリプバン大学 日本 , ネパール Vidyo

1533 2016.7.21 Asia Pacific icann 
Regional At Large 
Organization (APRALO) 
Monthly Call 

ICANNシンガポールオフィス , 九州大学
病院 , 他

シンガポール , 
日本 , 他

Adobe 
Connect

1534 2016.7.21 Japanbiodesignステアリ
ングコミッティー

東北大学 , スタンフォード大学 , 日本メド
テックイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1535 2016.7.21 APAN Respのためのテ
スト

九州大学病院 , 福岡大学病院 , 国立台湾大
学

日本 , 台湾 H.323

1536 2016.7.22 コンゴ民主共和国定例会
議

 在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , マブジメイ医科
大学医師 ; マブジメイ , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1537 2016.7.22 APAN-JP NOC会合 九州大学病院 , KDDI大手町ビル 日本 H.323, 
GoMeeting

1538 2016.7.22 イベント No. 637のため
のテスト

九州医療センター 日本 Vidyo, 
streaming

1539 2016.7.24 第 63回神奈川胎児エコー
研究会　スペシャル講座

神奈川県立こども医療センター , 井下病
院 , 千葉大学

日本 Vidyo

1540 2016.7.25 APAN-JP会合 九州大学病院 日本 H.323, 
GoMeeting, 
Skype
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1541 2016.7.25 APAN Respのためのテ

スト
九州大学病院 , 国立台湾大学 日本 , 台湾 H.323

1542 2016.7.25 APAN ECEのためのテ
スト

九州大学病院 , マラヤ大学 , ディーナナ
ス・マンゲッシュカー病院 , インドネシア
大学 , マレーシアサインズ大学 , ブラウィ
ジャヤ大学 , 名古屋大学 

日本 , マレーシ
ア , インド , イ
ンドネシア

Vidyo, 
H.323

1543 2016.7.25 第 2回学術・調査委員会
TV会議

名古屋医療センター , 東京医科歯科大学 , 
九州大学 , 京都府立大学 , 広島大学

日本 H.323

1544 2016.7.25 和歌山県立医科大学との
接続テスト

九州大学病院 , 和歌山県立医科大学 日本 Vidyo

1545 2016.7.26 イベント No. 651のため
のテスト

順天堂大学 , 九州大学病院 , NSD 日本 Vidyo

1546 2016.7.26 APAN　PC LEARN, 清華大学 , 他 スリランカ , 中
国 , 他

H.323

1547 2016.7.27 東北大オープンキャンパ
ス

九州大学病院 , 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo, Zoom

1548 2016.7.27 福岡大学筑紫病院との
DVTSテスト

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS, 
Skype

1549 2016.7.27 APAN HPBのためのテ
スト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
108病院 , マラヤ大学 , 千葉大学 , カトマ
ンズモデル病院 , 東北大学 , サンウェイ・
メディカル・センター

日本 , 韓国 , ベ
トナム , マレー
シア , ネパール

Vidyo

1550 2016.7.27 APAN Dental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

日本 , インドネ
シア

H.323

1551 2016.7.27 APAN ECEのためのテ
スト

九州大学病院 , 国立がん研究センター , マ
ラヤ大学

日本 , マレーシ
ア

Vidyo

1552 2016.7.28 イベント No. 652のため
の接続テスト

ホテル日航 日本 Vidyo

1553 2016.7.28 APAN HPBのためのテ
スト

ソウル大学ブンダン病院 , サンウェイ・メ
ディカル・センター , 九州大学病院 , マヒ
ドン大学シリラ病院 , 東北大学 , 北海道大
学 ,千葉大学

韓国 , ネパール , 
日本 , タイ

Vidyo

1554 2016.7.28 APAN Rural HCのため
のテスト

国立台湾大学 , ブラウィジャヤ大学 , 九州
大学病院

台湾 , インドネ
シア , 日本

H.323

1555 2016.7.28 APAN ECEのためのテ
スト

マラヤ大学 , 九州大学病院 , 近畿大学 , マ
レーシア国立大学 , マレーシア・イスラム
科学大学 , チョーライ病院 , チャンギ総合
病院 , セラヤン病院 , マレーシアサインズ
大学

マレーシア , 日
本 , ベトナム , 
シンガポール

Vidyo

1556 2016.7.29 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1557 2016.7.29 和歌山県立医科大学との
接続テスト

九州大学病院 , 和歌山県立医科大学 日本 Vidyo

1558 2016.7.29 APAN Board Meeting 
(#45)

建国大学 , IUMW, 清華大学 , 早稲田大学 , 
LEARN, 九州大学病院 , 他

中国 , マレーシ
ア , 日本 , スリ
ランカ

Zoom

1559 2016.7.29 APAN EngWSのための
テスト

九州大学病院 , 国立台湾大学 , マヒドン大
学シリラ病院

日本 , 台湾 , タ
イ

Vidyo

1560 2016.7.29 イベント No. 652のため
の接続テスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1561 2016.7.29 APAN AIGのためのテス
ト

アジア消化器センター , 香港中文大学 , 九
州大学病院

インド , 香港 , 
日本

Vidyo, 
H.323

1562 2016.8.1 APAN会場とのテスト 九州大学病院 , 香港大学 日本 , 香港 Vidyo
1563 2016.8.1 イベント No. 654のため

のテスト
九州大学病院 , ASTI 日本 , フィリピ

ン
Vidyo

1564 2016.8.1 APAN42 Health 香港大学 , Barun Hosp, Centrum 
Hospital, Pol. Ntra. Sra del Rosario, 
Live to Broadcasting Center, 忠北大学

香港 , 韓国 , ス
ペイン
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1565 2016.8.2 APAN ECEのためのテ

スト
国立がん研究センター , 九州大学病院 日本  

Vidyo 

1566 2016.8.2 APAN ECEのためのテ
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

Vidyo

1567 2016.8.2 APAN Dentalのためのテ
スト

Best Western Plus Hotel Hong Kong, 香
港大学 , 九州大学病院

香港 , 日本 Vidyo

1568 2016.8.2 イベント No. 651のため
のテスト

順天堂大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1569 2016.8.2 イベント No. 652のため
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

1570 2016.8.2 APAN42 ILBS 香港大学 , 肝胆道科学センター , インドネ
シア大学 , アンバークリニック （アル・リ
ガ）, カーディナル・サントス・メディカ
ル・センター , エジプト肝臓医療センター , 
同済病院 , U of Science and Technology, 
アーガー・ハーン大学 , バンガバン
ドゥシェイク・ムジブ医科大学 , Nork 
Clinical Hospital of Infectious Diseases

香港 , インド , 
アラブ首長国連
邦 , フィリピン , 
エジプト , 中国 , 
パキスタン , バ
ングラデシュ , 
アルメニア

Vidyo

1571 2016.8.2 APAN HPBのためのテ
スト

東北大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1572 2016.8.3 APAN42 SCM 香港大学 , ソウル大学ブンダン病院 , 九州
大学病院エンジニア自宅

香港 , 韓国 , 日
本

Vidyo

1573 2016.8.5 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院 , 
他

コンゴ民主共和
国 , 日本 , 他

Vidyo

1574 2016.8.5 イベント No. 651のため
のテスト

レソラ天神 , 大阪府立成人病センター , 順
天堂大学 

日本 Vidyo, テレ
ポインター

1575 2016.8.8 APDW打ち合わせのため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1576 2016.8.10 APDW打ち合わせのため
のテスト

九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 , 昭和
大江東豊洲病院

日本 Vidyo

1577 2016.8.11 ID-WS Borobudur hotel, 他 インドネシア , 
他 

H323

1578 2016.8.12 APAN Board Meeting LEARN, APAN技師自宅 ; キャンベラ , 清
華大学 , 香港大学 , 建国大学 , チュラロン
コン大学 , ASGC, 早稲田大学

スリランカ , 
オーストラリ
ア , 中国 , 香港 , 
韓国 , タイ , 日
本

Zoom

1579 2016.8.17 認証医講習会　第 2回
TV会議

東京都立小児総合医療センター , 慶應義塾
大学 , 久留米大学総合周産期母子医療セン
ター , 医療法人社団正岡病院産婦人科 , ビ
ジョンブリッジ 

日本 Vidyo

1580 2016.8.18 MXとのテレカンファレ
ンス

INNSZ医師自宅 , メキシコ研究教育ネッ
トワーク技師自宅 , 九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1581 2016.8.18 MICの会議 九州大学病院 , 他 日本 Vidyo

1582 2016.8.18 APRALO Monthly Call ICANN シンガポールオフィス , 他 シンガポール , 
他

Adobe 
Connect

1583 2016.8.19 Asi@Connect Steering 
Committee Meeting

TEIN*CC, 清華大学 , 香港大学 ,REANNZ
技師自宅 ; オークランド , ティンプー , 
NKNデリーオフィス , ASTI, MYREN, 
GEANT技師自宅 ; ケンブリッジ , 九州大
学病院

韓国 , 中国 , 香
港 , ニュージー
ランド , ブー
タン , インド , 
フィリピン , マ
レーシア , イギ
リス , 日本 , 

H.323, Zoom

1584 2016.8.19 神奈川胎児エコー研究会
超ベーシック講座 実行委
員反省会及び今後につい
ての TV会議

神奈川県立こども医療センター , 岡本助産
院 , 川崎協同病院 , とも子助産院 , 山梨大
学大学院 , ビジョンブリッジ , 他

日本 Vidyo, 
streaming
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1585 2016.8.23 med-hok会議 九州大学病院 , 久留米工業大学 , 九州大学 日本 Vidyo

1586 2016.8.23 med-hok会議 九州大学病院 , 久留米工業大学 日本 Vidyo

1587 2016.8.23 APAN PC#1 清華大学 , LEARN, NKN, 九州大学病院 , 
香港大学 , GEAMT技師自宅 ; アムステル
ダム , オーストラリア国立大学 , APAN技
師自宅 ; キャンベラ

中国 , スリラン
カ , インド , 日
本 , 香港 , オラ
ンダ , オースト
ラリア

H.323

1588 2016.8.23 ATS会議 ビエット ドゥック 病院 , Vinaren, 九州大
学病院

ベトナム , 日本 H.323

1589 2016.8.24 認証医講習会 会場接続テ
スト

ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1590 2016.8.25 MXとのテレカンファレ
ンス

INNSZ, メキシコ研究教育ネットワーク 
技師自宅 , 九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1591 2016.8.25 イベント No. 660のため
のテスト

アクロス福岡 日本 Vidyo

1592 2016.8.29 PT打ち合わせ 北海道大学 , 三重大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1593 2016.8.29 インドネシアテスト ブラウィジャヤ大学 , スブラス・マレット
大学 , アイルランガ大学 , インドネシア大
学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1594 2016.8.30 北大と旭川医科の会議の
ためのテスト

北海道大学 , 旭川医科大学 日本 Vidyo

1595 2016.8.31 MXとのテレカンファレ
ンス

メキシコ国立自治大学医師自宅 , メキシコ
研究教育ネットワーク技師自宅 , 九州大学
病院

メキシコ Vidyo

1596 2016.8.31 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 近畿大学 日本 Vidyo

1597 2016.9.1 ホンジュラスとのテレカ
ンファレンス

インターコンチネンタル　テグシガルパ , 
九州大学病院

ホンジュラス , 
日本

Vidyo

1598 2016.9.1 サブイベント No.1616の
ためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , トロント
小児病院医師

日本 , カナダ Vidyo

1599 2016.9.1 イベント No. 660のため
のテスト

岩手医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1600 2016.9.2 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , マブジメイ医科
大学医師 ; マブジメイ , キンシャサ大学医
師自宅 ; キンシャサ , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1601 2016.9.2 ホンジュラスとのテスト 九州大学病院 , インターコンチネンタル　
テグシガルパ

日本 , ホンジュ
ラス

Vidyo

1602 2016.9.2 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 , アク
ロス福岡

日本 Vidyo

1603 2016.9.3 サブイベント No.1616の
ためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 足立クリ
ニック

日本 Vidyo

1604 2016.9.5 サブイベント No.1616の
ためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 野田医院 日本 Vidyo

1605 2016.9.5 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1606 2016.9.5 中国との遠隔診療テスト 九州大学病院 , 心医サポートセンター 日本 , 中国 SENYINT, 
VPN

1607 2016.9.6 APDWライブ委員会 九州大学病院 , APDW2016運営事務局 , 
慶応義塾大学 , 自治医科大学 , 近畿大学

日本 Vidyo

1608 2016.9.6 APRALO-APAC Hub 
Webinar on Run-down of 
Regional IGFs: What are 
the takeaways

ICANN APAC Hub, 他 シンガポール , 
他

Adobe 
Connect
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1609 2016.9.6 2nd Asi@Connect 

Steering Committee 
Meeting

九州大学病院 , 清華大学 , REANNZ技師
自宅 ; オークランド

日本 , 中国 , 
ニュージーラン
ド

Zoom, H.323

1610 2016.9.7 MXとのテレカンファレ
ンス

メキシコ国立自治大学医師自宅 ; メキシ
コ , メキシコ研究教育ネットワーク技師自
宅 ; メキシコ , 九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1611 2016.9.7 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

日本 Vidyo 九州大学病院 , 浜松医科大学 , 旭川医科大
学

日本 Vidyo

1612 2016.9.8 イベント No.664のため
の接続テスト

RedCLARAオフィス , 九州大学病院 チリ , 日本 Mconf, 
Skype

1613 2016.9.9 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo, 
Adobe 
Connect, 
Skype

1614 2016.9.9 APDW昭和大江東豊洲病
院とのテスト

昭和大学江東豊洲病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1615 2016.9.9 遠隔セカンドオピニオン
のテスト

貴州省内ホテル , 九州大学病院 中国 , 日本 PEXIP

1616 2016.9.11 第 33回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学病院 , 筑波大学附属病院 , 千葉大学附属
病院 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1617 2016.9.11 北海道大学と旭川医科大
学の会議

北海道大学 , 旭川医科大学 日本 Vidyo

1618 2016.9.12 APDW国内施設打ち合わ
せ

九州大学病院 , 慶応義塾大学 , 自治医科大
学 , 近畿大学 , 神戸大学 , 昭和大学江東豊
洲病院 , 大阪府立成人病センター , 京都第
二赤十字病院 , 佐野病院 , APDW2016運
営事務局

日本 Vidyo

1619 2016.9.12 APDW昭和大江東豊洲病
院とのテスト

九州大学病院 , 昭和大学江東豊洲病院 日本 Vidyo

1620 2016.9.12 MX-JP神戸大学とのテス
ト

神戸大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1621 2016.9.12 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1622 2016.9.13 APDW神戸大との打ち合
わせ

九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo

1623 2016.9.14 イベント No. 668のため
の大分大学とのテスト

九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo

1624 2016.9.15 MXとのテレカンファレ
ンス

セドナ病院 , CUDI技師 ; メキシコシティ , 
九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1625 2016.9.15 Ciscoとのミーティング Cisco, 九州大学病院 日本 Webex

1626 2016.9.16 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,　在コンゴ民主共和国日本
国大使館医務官 ; ブラザヴィル (コンゴ共
和国 )

日本 , コンゴ共
和国

Vidyo

1627 2016.9.20 MXとのテレカンファレ
ンス

CUDI office, 九州大学病院 メキシコ , 日本 PEXIP

1628 2016.9.20 Asi@Connect Steering 
Committee Meeting

TEIN*CC, GEANT技師自宅 ; ケンブリッ
ジ , ASTI, 清華大学 ,九州大学病院技師自
宅 , REANNZ技師自宅 ; オークランド

韓国 , イギリ
ス , フィリピン , 
ニュージーラン
ド

Zoom

1629 2016.9.20 Vidyoとの打ち合わせ 九州大学病院 , Vidyo, NSD 日本 Vidyo

1630 2016.9.20 イベント No.665のため
のテスト

沖縄県立南部医療センター , 産業医科大
学 , 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
1631 2016.9.20 ATS打合せ ビエット ドゥック病院 , VinaREN, 九州

大学病院
ベトナム , 日本 H.323

1632 2016.9.21 MXとのテレカンファレ
ンス

CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo

1633 2016.9.21 APDW打ち合わせ 香港中文大学 , 国立台湾大学 , アサン医療
センター , APDW事務局 , 慶応大学 , 自治
医科大学 , 近畿大学 , 東京医科大学 , 九州
大学病院

香港 , 台湾 , 韓
国 , 日本

H.323, 
Vidyo

1634 2016.9.21 MWG 忠北大学 , 香港大学 , ASTI, カトマンズモ
デル病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 国立
台湾大学 , マラヤ大学 , チョーライ病院 , 
セントルークス医療センター ケソン市 , 
アイルランガ大学 , ジャワハルラール 医
学教育研究大学院

韓国 , 香港 , 
フィリピン , ネ
パール , 台湾 , 
マレーシア , ベ
トナム , インド
ネシア , インド

H.323, 
Vidyo

1635 2016.9.22 APRALO Monthly Call ICANN APAC Hub, 他 シンガポール Adobe 
Connect

1636 2016.9.23 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , キンシャサ大学
教授 ; キンシャサ ,九州大学病院技師自宅

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo, 
JoinView

1637 2016.9.23 MXとのテスト CUDIオフィス , ラテンアメリカ教育コ
ミュニケーション研究所本部 , 九州大学病
院 , メンチャカ・グアダラハラ市民病院 , 
コスタ・リカ大学

メキシコ , 日本 , 
コスタリカ

PEXIP, 
JoinView

1638 2016.9.23 アドバンス講座打合せ ビジョンブリッジ , 東北大学 , 九州大学病
院

日本 Vidyo

1639 2016.9.26 イベント No. 667テスト インドネシア大学 , アイルランガ大学 , ガ
ジャ・マダ大学 , セベラス・マレット大学 
ムワルディ病院 , ブラウィジャヤ大学 , プ
ルサハバタン病院 , ファトマワティ病院

インドネシア Vidyo, 
H.323

1640 2016.9.26 APU（立命館アジア太平
洋大学）とのテスト

立命館アジア太平洋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1641 2016.9.27 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 高知大学 , 大分大学 , 佐賀
大学 , 熊本大学

日本 Vidyo, 
JoinView

1642 2016.9.27 ISKSAAのためのテスト ザ リーラ アンビエンス コンベンション 
ホテル デリー , 船橋整形外科

インド , 日本 H.323

1643 2016.9.28 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 三重大学 , 筑波大学 , 富山
大学 , 徳島大学

日本 Vidyo, 
JoinView

1644 2016.9.29 イベント No. 666のため
のテスト

ラテンアメリカ教育コミュニケーション
研究所本部 , CUDI オフィス , 九州大学病
院 , UCR技師自宅

メキシコ , 日本 PEXIP, 
JoinView

1645 2016.9.29 Asi@Connect Steering 
Committee Meeting

TEIN*CC, ブータン , REANNZ技師自
宅 ; オークランド , NKNデリーオフィス , 
GEANT技師自宅 ; ケンブリッジ , 清華大
学

韓国 , ブータン , 
ニュージーラン
ド , インド , イ
ギリス , 中国

Zoom

1646 2016.9.30 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 , 在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ; コンゴ民主共和国 , 大
分大学医師

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo

1647 2016.9.30 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 山口大学 日本 Vidyo, 
JoinView

1648 2016.10.3 APDWのためのテスト 神戸国際会議場 日本 Vidyo

1649 2016.10.3 APDW国内打ち合わせ 九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 , 佐野
病院 , 大阪府立成人病センター , 近畿大学 , 
慶応義塾大学、神戸大学、APDW事務局、
公立昭和病院、神戸国際会議場、昭和大
学江東豊洲病院

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1650 2016.10.3 イベント No. 667のため

のテスト
インドネシア大学 , アイルランガ大学 , ス
マトラウタラ大学 , パジャジャラン大学 , 
ディポネゴロ大学 , ガジャ・マダ大学 , ウ
ダヤナ大学 , セベラス・マレット大学 ム
ワルディ病院 , ハサヌディン大学 , ブラ
ウィジャヤ大学 , プルサハバタン病院 , 
ファトマワティ病院

インドネシア Vidyo

1651 2016.10.4 イベント No. 667のため
のテスト

ブラウィジャヤ大学 , インドネシア大学 , 
スマトラウタラ大学 , ガジャ・マダ大学 , 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病院 , 
パジャジャラン大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo, 
H.323

1652 2016.10.4 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo

1653 2016.10.6 イベント No. 667のため
のテスト

ブラウィジャヤ大学 , インドネシア大学 , 
パジャジャラン大学 , 九州大学病院 , セベ
ラス・マレット大学 ムワルディ病院

インドネシア Vidyo

1654 2016.10.6 Japan bio design 定例メ
ンタリング

大阪大学 , スタンフォード大学 日本 , アメリカ Vidyo

1655 2016.10.6 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学病院 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

1656 2016.10.6 認証医講習会 TV会議 近畿大学 , 長野県立こども病院 , 東京都立
小児総合医療センター , ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1657 2016.10.7 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 , 在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ; コンゴ民主共和国 , キ
ンシャサ大学医師 , 大分大学医師 , 

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo 
JoinView

1658 2016.10.7 イベント No. 673のため
のテスト

京都第二赤十字病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1659 2016.10.12 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード大学 , 日本メドテックイノベー
ション協会 

日本 , アメリカ Vidyo

1660 2016.10.12 イベント No. 673のため
のテスト

近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1661 2016.10.12 5th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

TEIN*CC, 九州大学病院 , 香港大学 , 
NKN, 清華大学 , REANNZ, GÉANT, 
MYREN

韓国 , 日本 , 香
港 , インド , 中
国 , ニュージー
ランド , イギリ
ス , マレーシア

Zoom

1662 2016.10.13 PCM#3 九州大学病院 , LEARN, GÉANT, 他 日本 , スリラン
カ , オランダ 

Zoom

1663 2016.10.13 Asi@Connect VC with 
ISOC

九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
GÉANT

日本 , 中国 , 韓
国 , イギリス

Zoom

1664 2016.10.14 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 , 在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ; コンゴ民主共和国 , キ
ンシャサ大学医師自宅 ; キンシャサ

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1665 2016.10.14 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

1666 2016.10.17 東北大学医師との
JoinView打合せ

東北大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo, 
JoinView

1667 2016.10.17 日本胎児心臓病学会 認証
医講習会 TV会議

東京都立小児総合医療センター , 東北大学
周産母子センター , 正岡病院 , ビジョンブ
リッジ

日本 Vidyo

1668 2016.10.18 イベント No. 671のため
のテスト

九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo

1669 2016.10.18 APDW　サポート打ち合
わせ

九州大学病院 , 丸紅情報システムズ , 
Vidyo, NSD

日本 Vidyo

1670 2016.10.18 イベント No. 670のため
のテスト

佐賀県医療センター好生館 , 大分大学病
院 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1671 2016.10.18 サブイベント No. 1674
のためのテスト

ブラジリアバーゼ病院 , 九州大学病院 ブラジル , 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1672 2016.10.19 イベント No. 671のため

のテスト
九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1673 2016.10.19 指宿医療センターとのテ
スト

指宿医療センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1674 2016.10.20 ブラジルとの接続 ブラジリアバーゼ病院 , 九州大学病院 ブラジル , 日本 Vidyo
1675 2016.10.20 千葉大学病院と埼玉土佐

クリニックとの会議
千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

1676 2016.10.21 イベント No. 669のため
のテスト

宮崎大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1677 2016.10.21 イベント No. 673のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1678 2016.10.21 APU（立命館アジア太平
洋大学）との打合せ

九州大学病院 , 立命館アジア太平洋大学 日本 Vidyo

1679 2016.10.24 イベント No. 672のため
のテスト

九州大学病院 , 香港中文大学プリンスオブ
ウェールズ病院

日本 , 香港 H.323

1680 2016.10.24 APDWのための打合せ 九州大学病院 , 慶応義塾大学 , 自治医科大
学 , 東京医科大学 , 公立昭和病院 , 神戸大
学 , 昭和大学江東豊洲病院 , 佐野病院 , 近
畿大学 , 京都第二赤十字病院 , 大阪府立成
人病センター

日本 Vidyo

1681 2016.10.24 イベント No. 671のため
のテスト

九州大学病院 , 昭和大学江東豊洲病院 日本 Vidyo

1682 2016.10.25 イベント No. 671のため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1683 2016.10.25 MWG 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
アジア消化器センター , 肝胆道科学セン
ター , BdREN, カトマンズモデル病院 , マ
ヒドン大学シリラ病院 , チュラロンコン
大学 , ASTI, セントルークス医療センター 
ケソン市 , 国立台湾大学 , マラヤ大学

日本 , 韓国 , イ
ンド , バングラ
デシュ , ネパー
ル , タイ , フィ
リピン , 台湾 , 
マレーシア

H.323, 
Vidyo

1684 2016.10.25 佐賀大学との打合せ 佐賀大 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1685 2016.10.26 2月アドバンス講座接続
テストのテスト

九州大学病院 , 神奈川胎児エコー研究会事
務局 , NTT-AT

日本 H.323

1686 2016.10.26 イベント No. 673のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1687 2016.10.27 イベント No. 672のため
のテスト

国立台湾大学 , 九州大学病院 台湾 , 日本 H.323

1688 2016.10.27 イベント No. 673のため
のテスト

近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1689 2016.10.28 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,  在コンゴ民主共和国日本
国大使館医務官 ; キンシャサ大学 , キン
シャサ大学医師

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1690 2016.10.28 2月アドバンス講座接続
テストのテスト

九州大学病院 , NTT-AT, 神奈川胎児エコー
研究会事務局

日本 H.323

1691 2016.10.28 ユニゾンシステムズとの
打合せ

九州大学病院 , 佐賀大学 , ユニゾンシステ
ムズ

日本 Vidyo

1692 2016.10.28 イベント No. 672のため
のテスト

国立台湾大学 , 九州大学病院 台湾 , 日本 H.323

1693 2016.10.28 ATSのための打ち合わせ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム H.323

1694 2016.10.31 イベント No. 673のため
のテスト

九州大学病院 , 神戸国際会議場 , 京都第二
赤十字病院 , 近畿大学 , 大阪府立成人病セ
ンター

日本 Vidyo

1695 2016.10.31 イベント No. 672のため
のテスト

国立台湾大学 , 神戸国際会議場 台湾 , 日本 H.323

1696 2016.10.31 第 12回筑波大学 -チョー
ライ病院テレカンファレ
ンス

筑波大学 , チョーライ病院 日本 , ベトナム Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1697 2016.11.1 イベント No. 671のため

のテスト
神戸国際会議場 , 神戸大学 , 昭和大学江東
豊洲病院 , 佐野病院

日本 Vidyo

1698 2016.11.2 Asi@Connect WP4 神戸国際会議場 , TEIN*CC, MYREN, 清
華大学 

日本 , 韓国 , マ
レーシア , 中国

Zoom

1699 2016.11.2 サブイベントNo. 1711の
ためのテスト

鹿児島大学 , アイルランガ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

1700 2016.11.2 イベント No. 672-673の
ためのテスト

神戸国際会議場 , 京都第二赤十字病院 , 近
畿大学 , 大阪府立成人病センター , 香港中
文大学プリンスオブウェールズ病院 , 国立
台湾大学 , アサン医療センター 

日本 , 香港 , 台
湾 , 韓国

Vidyo, 
H.323

1701 2016.11.2 APAN-JPNOC会合 神戸国際会議場 , KDDI大手町オフィス 日本 GoTo-
Meeting, 
H.323

1702 2016.11.4 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院技師 ; 神戸国際会議場 , 在コ
ンゴ民主共和国日本国大使館医務官自宅 ; 
コンゴ民主共和国

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1703 2016.11.7 イベント No. 674のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS

1704 2016.11.7 イベント No. 676のため
のテスト

九州大学病院 , ブラウィジャヤ大学 , ファ
トマワティ病院 , パジャジャラン大学

日本 , インドネ
シア

Vidyo

1705 2016.11.7 サブイベント No. 1712
のためのテスト

北海道大学 , その他 日本 Vidyo

1706 2016.11.8 イベント No. 675のため
のテスト

コスタリカ ガストロクリニカ , サンパウ
ロ大学 , ブラジル癌研究所 , ブラジリア
バーゼ病院 , チリ・カトリック大学 , チリ
大学 , コスタ・リカ大学 , 九州大学病院

コスタリカ , ブ
ラジル , チリ , 
日本

Vidyo, 
H.323

1707 2016.11.8 チームカンファのための
打ち合わせ

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

日本 Vidyo

1708 2016.11.9 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学、東京大学、東北大学、スタン
フォード、日本メドテックイノベーショ
ン協会

日本 , アメリカ Vidyo

1709 2016.11.9 イベント No. 675のため
のテスト

カリ・ザビエル大学 , 九州大学病院 コロンビア , 日
本

Vidyo

1710 2016.11.9 イベント No. 676のため
のテスト

ウダヤナ大学 , ハサヌディン大学 , ディ
ポネゴロ大学 , ブラウィジャヤ大学 , ガ
ジャ・マダ大学 , インドネシア大学シプト
マンガンカサモ病院 , ファトマワティ病
院 , インドネシア大学

インドネシア Vidyo

1711 2016.11.9 アイルランガ大学医師に
よる遠隔講義

鹿児島大学 , アイルランガ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

1712 2016.11.9 北海道大学医学部学外臨
床実習担当者会議

北見日赤病院 , 函館五稜郭病院 , 北海道大
学病院 

日本 Vidyo

1713 2016.11.9 6th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

九州大学病院 , 清華大学 , GEANT, 
TEIN*CC, MYREN

日本 , 中国 , イ
ギリス , 韓国 , 
マレーシア

Zoom

1714 2016.11.10 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

琉球大学 , 宮崎大学医学部附属病院 , 三重
大学

日本 H.323

1715 2016.11.10 東京大学とのテスト 東京大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1716 2016.11.11 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

滋賀医科大学 , 京都大学医学部附属病院 , 
山口大学医学部付属病院 , 旭川医科大学病
院 , 北海道大学病院

日本 H.323

1717 2016.11.11 イベント No. 681のため
のテスト

マラヤ大学医療センター , マラヤ大学 , マ
レーシアプトラ大学 , マレーシア国立大
学 , 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
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1718 2016.11.12 サブイベント No. 1719

のためのテスト
神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学病院 , 埼玉医科大学総合医療センター

日本 Vidyo

1719 2016.11.13 第 34回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学病院 , 埼玉医科大学総合医療センター , 
九州大学病院

日本 Vidyo

1720 2016.11.13 北海道大学ミニ症例検討
会

北海道大学 , 旭川医科大学 日本 Vidyo

1721 2016.11.14 MYRENとのテスト 九州大学病院 , MYREN, マラヤ大学 日本 , マレーシ
ア

Vidyo

1722 2016.11.14 イベント No. 679のため
のテスト

九州大学病院 , マラヤ大学マルチメディ
アディビジョンオフィス , マラヤ大学 , マ
レーシアサインズ大学 , チョーライ病院 , 
チャンギ総合病院

日本 , マレーシ
ア ,　ベトナム , 
シンガポール 

Vidyo

1723 2016.11.14 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

愛媛大学 , 岩手医科大学附属病院 日本 H.323

1724 2016.11.14 ATSのための打ち合わせ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病
院 , VinaREN

ベトナム , 日本

1725 2016.11.15 イベント No. 680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

1726 2016.11.15 イベント No. 679のため
のテスト

マレーシアサインズ大学 ,マレーシア国立
大学 , ブラウィジャヤ大学 , 九州大学病院 , 
タタ記念病院 , ディーナナス・マンゲッ
シュカー病院 , 名古屋大学

マレーシア , 日
本 , インド

Vidyo

1727 2016.11.15 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

岡山大学病院 , 広島大学病院 日本 H.323

1728 2016.11.15 APAN Program 
Committee

LEARN, ERNET, 清華大学 , オースト
ラリア大学 , APAN事務局長自宅 ; キャ
ンベラ , APAN顧問自宅 ; ダーウィン , 
TEIN*CC, 九州大学病院

スリランカ , 
インド , 中国 , 
オーストラリ
ア , 韓国 , 日本

Zoom

1729 2016.11.16 MXとのテレカンファレ
ンス

九州大学病院 , INNSZ医師自宅 日本 , メキシコ Vidyo

1730 2016.11.16 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

浜松医科大学 日本 H.323

1731 2016.11.16 イベント No. 680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 H.323

1732 2016.11.16 指宿胎児エコー 指宿医療センター , 九州大学病院 日本 Vidyo
1733 2016.11.16 TAGEのための会議 九州大学病院 , チュラロンコン大学 , マラ

ヤ大学
日本 , タイ , マ
レーシア

Vidyo

1734 2016.11.17 イベント No. 681のため
のテスト

九州大学病院 , マラヤ大学マルチメディ
アディビジョンオフィス , マラヤ大
学 , マレーシア・イスラム科学大学 , マ
レーシア国立大学 , Pusat Perubatan U 
Kebangsaan Malaysia

日本 , マレーシ
ア

Vidyo

1735 2016.11.17 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 , APNIC, インターネットイ
ニシアティブジャパン , 他

日本 , オースト
ラリア , 他 

WebEX

1736 2016.11.17 ATSのためのテスト 九州大学病院 , JW マリオットホテル ハ
ノイ , フエ中央病院 , 九州大学病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1737 2016.11.18 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院技師自宅 , 在コンゴ民主共和
国日本国大使館医務官 ; キンシャサ , キン
シャサ大学医師

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1738 2016.11.18 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

鹿児島大学 日本 H.323

1739 2016.11.18 ATSのための接続テスト フエ中央病院 , ビエット　ドゥック　病
院 , チョーライ病院 , フエ大学病院 , ホー
チミン市大学医療センター

ベトナム Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1740 2016.11.19 サブイベント No. 1765

のためのテスト
吉田病院 , 東北大学医師 , 神奈川こども医
療センター , ビジョンブリッジ

日本

1741 2016.11.21 イベント No. 683のため
のテスト

マレーシア高等教育省 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

Vidyo

1742 2016.11.21 ATSのための打合せ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム Vidyo
1743 2016.11.22 Japan bio design スタン

フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード大学 , 日本メドテックイノベー
ション協会

日本 Vidyo

1744 2016.11.22 MXとのテレビ会議 CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo
1745 2016.11.22 ISKSAAへのライブデモ 船橋整形外科 , ジョンソン＆ジョンソン東

京サイエンスセンター , ザ リーラ アンビ
エンス コンベンション ホテル デリー

日本 , インド H.323

1746 2016.11.22 小児がんテスト 宮崎県立宮崎病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1747 2016.11.23 APAN Board Meeting APAN事務局 , 早稲田大学 , 建国大

学 , APAN事務局長自宅 ; キャンベラ , 
Academia Sinica, APAN顧問自宅 ; ダー
ウィン , 清華大学 , 九州大学病院技師自宅

スリランカ , 日
本 , 韓国 , オー
ストラリア , 台
湾 , 中国

Zoom

1748 2016.11.25 med-hok会議 九州大学病院 , 久留米工業大学 日本 Vidyo
1749 2016.11.25 イベント No. 690のため

のテスト
心医サポートセンター , 九州大学病院 中国 , 日本 PEXIP,  

SENYINT, 
Open VPN

1750 2016.11.25 ATSのための接続テスト ビエット　ドゥック　病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo
1751 2016.11.28 ユニゾンシステムズとの

打合せ
九州大学病院 , 佐賀大学 , ユニゾンシステ
ムズ

日本 Vidyo

1752 2016.11.28 榊原記念病院とのテスト 九州大学病院 , 榊原記念病院 日本 Vidyo
1753 2016.11.28 TAGE接続テスト 九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo, 

H.323
1754 2016.11.28 ATSのための接続テスト サンジャイ ガンジー医科学大学院 , 九州

大学病院
インド , 日本 Vidyo, 

H.323
1755 2016.11.28 ATSのための接続テスト ビエット　ドゥック　病院 , JW マリオッ

トホテル ハノイ , 九州大学病院
ベトナム , 日本 Vidyo

1756 2016.11.29 三重大学とのテスト 九州大学病院 , 三重大学 , 榊原記念病院 日本 Vidyo
1757 2016.11.29 イベント No. 690のため

のテスト
心医サポートセンター 北京 , 心医サポー
トセンター 瀋陽 , 九州大学病院

中国 , 日本 PEXIP,  
SENYINT, 
VPN-clinent

1758 2016.11.29 サブイベント No. 1765
のためのテスト

吉田病院 , 東北大学医師 , 神奈川こども医
療センター , ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1759 2016.11.30 大阪府立成人病センター
との会議

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

1760 2016.12.1 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学 ,・土佐クリニック 日本 Vidyo

1761 2016.12.1 APRICOT Program 
Committee

APNIC,・九州大学病院 ,・他 オーストラリ
ア ,・日本

WebEX

1762 2016.12.1 サブイベント No. 1765
のためのテスト

神奈川こども医療センター ,・ビジョンブ
リッジ

日本

1763 2016.12.1 ATSテスト ビエット　ドゥック　病院 ,・大分大学 ,・サ
ンジャイ　ガンジー医科学大学院 ,・D12;・
ソウル ,・フエ大学病院 ,・JW・マリオットホ
テル・ハノイ・

ベトナム ,・日本 ,・
インド ,・韓国

Vidyo

1764 2016.12.2 サブイベント No. 1765
のためのテスト

吉田病院 ,・東北大学医師 ,・神奈川こども医
療センター ,・ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1765 2016.12.4 第 62回神奈川胎児エコー
研究会　超ベーシック講
座②応用編

神奈川県立こども医療センター ,・北海道大
学病院 ,・慈恵会吉田病院

日本 Vidyo
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1766 2016.12.6 APAN Program 

Committee
LEARN,・清華大学 ,・ERNET,・APAN 事務局長
自宅 ;・キャンベラ ,・オーストラリア国立大
学 ,・GEANT

スリランカ ,・
中国 ,・インド ,・
オーストラリ
ア ,・オランダ

H.323, Zoom

1767 2016.12.7 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1768 2016.12.7 MWG サンカーラ・ネスララヤ病院 ,・チュラロ
ンコン大学 ,・アイルランガ大学 ,・ソウル
大学ブンダン病院 ,・NREN,・九州大学病院 ,・
ジャワハルラール・医学教育研究大学院 ,・
退役軍人記念医療センター ,・マラヤ大学 ,・
チョーライ病院 ,・国立台湾大学 ,・忠北大学 ,・
マヒドン大学シリラ病院 ,・肝胆道科学セン
ター

インド ,・タイ ,・
インドネシア ,・
韓国 ,・日本 ,・
フィリピン ,・マ
レーシア ,・ベト
ナム ,・台湾

H.323, 
Vidyo

1769 2016.12.7 イベント No.705のため
の接続テスト

旭川医科大学 ,・高知医科大学 日本 H.323

1770 2016.12.8 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

1771 2016.12.9 イベント No.705のため
の接続テスト

広島大学 ,・宮崎大学 日本 H.323

1772 2016.12.13 チームカンファのための
打合せ

九州大学病院 ,・近畿大学 ,・ジョンソン&
ジョンソン・オフィス ,・名古屋大学 ,・千葉大
学 ,・斗南病院 ,・産業医科大学

日本 Vidyo

1773 2016.12.14 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1774 2016.12.14 イベント No.705のため
の接続テスト

徳島大学 ,・岡山大学 日本 H.323

1775 2016.12.15 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 ,・APNIC,・他 日本 ,・オースト
ラリア他

WebEX

1776 2016.12.15 APRALO Monthly Call 九州大学病院 ,・ICANN・APAC・Hub,・他 日本 ,・シンガ
ポール ,・他

Adobe 
Connect

1777 2016.12.15 The 8th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

TEIN*CC,・九州大学病院 ,・清華大学 ,・
REANNZ,・GÉANT

韓国 ,・日本 ,・中
国 ,・ニュージー
ランド ,・イギリ
ス・

Zoom, H.323

1778 2016.12.16 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官 ;・キンシャサ ,・キンシャサ大
学医師

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1779 2016.12.16 イベント No.705のため
の接続テスト

北海道大学 ,・新潟大学 日本 H.323

1780 2016.12.16 ISOC日本支部年次総会 九州大学病院 ,・日本ネットワークインフォ
メーションセンター

日本 Zoom

1781 2016.12.17 サブイベント No. 1782
のためのテスト

連合会館 日本 Vidyo, 
streaming

1782 2016.12.18 日本胎児心臓病学会 認証
医講習会 遠隔配信

連合会館 日本 Vidyo, 
streaming

1783 2016.12.19 イベント No. 694のため
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

1784 2016.12.19 イベント No. 693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, 
H.323

1785 2016.12.20 イベント No.700のため
のテスト

台児診所 ,・九州大学病院 台湾 ,・日本 Vidyo, 
H.323

1786 2016.12.20 イベント No. 695のため
のテスト

九州大学病院 ,・佐賀大学 ,・大分大学 ,・九州
がんセンター

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1787 2016.12.20 APAN Program 

Committee
九州大学病院 ,・LEARN,・APAN 事務局長自
宅 ;・キャンベラ ,・APAN顧問自宅 ;・ダーウィ
ン ,・NKN,・清華大学 ,・GÉANT 技師自宅 ;・ア
ムステルダム

日本 ,・スリラン
カ ,・オーストラ
リア ,・インド ,・
中国 ,・オランダ

H.323, Zoom

1788 2016.12.21 イベント No.700のため
のテスト

Harapan・Kita・心臓センター ,・九州大学病
院

インドネシア ,・
日本

Vidyo

1789 2016.12.21 イベント No. 694のため
のテスト

九州大学病院 ,・ガジャ・マダ大学 ,・インド
ネシア大学 ,・ブラウィジャヤ大学 ,・ファト
マワティ病院 ,・ウダヤナ大学 ,・アイルラン
ガ大学 ,・パジャジャラン大学 ,・ディポネゴ
ロ大学 ,・セベラス・マレット大学・ムワル
ディ病院 ,・プルサハバタン病院

日本 ,・インドネ
シア

Vidyo, 
H.323

1790 2016.12.22 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・キンシャサ大学医師 日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1791 2016.12.23 Asi@Connect WP6 九州大学病院 ,・清華大学 日本 ,・中国 Skype

1792 2016.12.23 APAN Board Meeting ASGC,・清華大学,・APAN事務局長自宅;・キャ
ンベラ,・LEARN,・建国大学,・APAN顧問自宅;・
ダーウィン ,・シンガポール ,・九州大学病院 ,・
REANNZ 技師自宅 ;・オークランド

台湾 ,・中国 ,・
オーストラリ
ア ,・スリラン
カ ,・韓国 ,・シン
ガポール ,・日本 ,・
ニュージーラン
ド

Zoom

1793 2016.12.26 イベント No.705のため
の接続テスト

宮崎大学 ,・名古屋大学 日本 H.323

1794 2016.12.27 APAN engineer's 
meeting

九州大学病院 ,・NASATI・オフィス ,・国立台
湾大学 ,・インドネシア大学 ,・マラヤ大学

日本 ,・ベトナム ,・
台湾 ,・インドネ
シア ,・マレーシ
ア

Vidyo

1795 2016.12.27 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1796 2017.1.5 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学 ,・土佐クリニック 日本 Vidyo

1797 2017.1.5 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 ,・APNIC,・ドバイ ,・他 日本 ,・オースト
ラリア ,・アラブ
首長国連邦 ,・他

Vidyo

1798 2017.1.5 九州医療センターとのテ
スト

九州大学病院 ,・九州医療センター 日本 ,・アメリカ Vidyo

1799 2017.1.5 イベント No.697のため
のテスト

九州大学病院 ,・ASTI,・セントルークス医療
センター ; ケソンシティ ,・フィリピン大学・
マニラ総合病院 ,・ダバオ　ドクターズホス
ピタル ,・マヒドン大学シリラ病院・

日本 ,・フィリピ
ン ,・タイ

Vidyo, 
H.323

1800 2017.1.5 清華大学とのテスト 清華大学 ,・九州大学病院 中国 ,・日本 Vidyo

1801 2017.1.6 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・キンシャサ大学医師 ,・大分
大学医師 ,・マブジメイ医科大学医師 ,・在コ
ンゴ民主共和国日本国大使館医務官自宅 ;・
日本

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1802 2017.1.6 ECEのためのテスト マラヤ大学 ,・University・of・Texas・MD・
Anderson・Cancer・Center 医師自宅 ;・ヒュー
ストン

マレーシア ,・ア
メリカ

Vidyo

1803 2017.1.6 九州医療センターとの打
ち合わせ

九州大学病院 ,・九州医療センター 日本 Vidyo

1804 2017.1.6 九州大学病院と東京医科
歯科大学の接続テスト

九州大学病院 ,・東京医科歯科大学 日本 H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1805 2017.1.10 APAN Program 

Committee
九州大学病院 ,・TEIN*CC,・APAN 事務局 ,・
APAN 事務局長自宅 ;・キャンベラ ,・清華大
学 ,・SingAREN,・ERNET

日本 ,・韓国 ,・ス
リランカ ,・オー
ストラリア ,・中
国 ,・シンガポー
ル ,・インド

Zoom

1806 2017.1.10 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

H.323

1807 2017.1.12 CCWG Accountability 
Meeting #11

ICANN;・ロサンゼルス ,・ブリュッセル ,・イ
スタンブール ,・他

アメリカ ,・ベル
ギー ,・トルコ

Adobe 
Connect

1808 2017.1.12 北海道大学でのテスト利
用

北海道大学 日本 Vidyo

1809 2017.1.12 久留米聖マリア病院との
接続テスト

九州大学病院 ,・久留米聖マリア病院 日本 Vidyo

1810 2017.1.12 The 9th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

九州大学病院 ,・NKN,・DrukREN,・ASTI,・清華
大学 ,・GEANT,　TEIN*CC,・香港大学

日本 ,・インド ,・
ブータン ,・フィ
リピン ,・中国 ,・
イギリス ,・韓国 ,・
香港

Zoom, H.323

1811 2017.1.13 イベント No.705のため
の接続テスト

慶応義塾大学日吉キャンパス ,・九州大学病
院

日本 H.323

1812 2017.1.13 APAN-JPの接続テスト 農林水産技術会議事務局・筑波産学連携支
援センター ,・九州大学病院

日本 FaceTime

1813 2017.1.13 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1814 2017.1.13 イベント No.700のため
のテスト

台児診所 ,・九州大学病院 ,・NSD 台湾 ,・日本 Vidyo, 
H.323

1815 2017.1.13 イベント No.696のため
のテスト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター ; グローバルシティ

日本 ,・フィリピ
ン

Vidyo

1816 2017.1.13 イベント No.700のため
の打合せ

九州大学病院 ,・神奈川県立こども医療セン
ター ,・台児診所 ,・ハラパンキタ国立心臓血
管センター

日本 ,・台湾 ,・イ
ンドネシア

Vidyo

1817 2017.1.16 イベント No.696のため
のテスト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター ; グローバルシティ ,・神戸大学

日本 ,・フィリピ
ン

Vidyo

1818 2017.1.16 大阪成人病との会議 九州大学病院 ,・大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

1819 2017.1.17 イベント No.701のため
のテスト

九州大学病院 ,・大分県立病院 日本 Vidyo

1820 2017.1.18 イベント No.705のため
の接続テスト

東北大学 日本 H.323

1821 2017.1.18 MWG 九州大学病院 ,・カトマンズモデル病院 ,・サ
ンカーラ・ネスララヤ病院 ,・退役軍人記念
病院 ,・清華大学 ,・セントルークス医療セン
ター ; ケソンシティ ,・ASTI,・ブラウィジャ
ヤ大学 ,・マラヤ大学 ,・ソウル大学ブンダン
病院 ,・国立台湾大学 ,・肝胆道科学センター ,・
忠北大学 ,・ジャワハルラール・医学教育研
究大学院

日本 ,・ネパール ,・
インド ,・フィリ
ピン ,・中国 ,・イ
ンドネシア ,・マ
レーシア ,・韓国 ,・
台湾

Vidyo, 
H.323

1822 2017.1.19 イベント No.705のため
の接続テスト

東北大学 ,・筑波大学 ,・NTT-AT 日本 H.323

1823 2017.1.19 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 ,・APNIC; ブリスベン ,・ヒルト
ンホテル ; ホノルル・他

日本 ,・オースト
ラリア ,　アメ
リカ

WebEX

1824 2017.1.19 APRALO Monthly Call 九州大学病院 ,・NTT 武蔵野 ,・ICANN他 日本 ,・シンガ
ポール

Adobe 
Connect

1825 2017.1.20 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード , 日本メドテックイノベーション
協会

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1826 2017.1.20 med-hok会議 九州大学病院 ,・久留米大学 日本 Vidyo

1827 2017.1.20 イベント No.700のため
のテスト

九州大学病院 ,・台児クリニック 日本 ,・台湾 Vidyo

1828 2017.1.20 第 34回日本呼吸器外科
学会のための打ち合わせ

九州大学病院 ,・福岡大学 日本 H.323

1829 2017.1.20 APRALO-APAC Hub 
Webinar

九州大学病院 ,・ICANN他 日本 ,・シンガ
ポール

Adobe 
Connect

1830 2017.1.20 APANエンジニアミー
ティング

九州大学病院 ,・ASTI,・ブラウィジャヤ大学 ,・
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 ,・国立
台湾大学 ,・ソウル大学ブンダン病院 ,・シン
ガポール総合病院 ,・マラヤ大学 ,・108　陸
軍中央病院 ,・サンカーラ・ネスララヤ病
院 ,・キルティプル病院 ,・ERNET,・忠北大学 ,・
VinaREN,・ビエット　ドゥック　病院 ,・フ
エ中央病院 ,・ジャワハルラール・医学教育
研究大学院

日本 ,・フィリピ
ン ,・インド ,・台
湾 ,・韓国 ,・シン
ガポール ,・マ
レーシア ,・ベト
ナム ,・ネパール

Vidyo, 
H.323

1831 2017.1.23 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

H.323

1832 2017.1.23 JSPHO第 5回学術・調
査委員会会議

九州大学病院 ,・東京医科歯科大学 ,・福島県
立医科大学 ,・名古屋医療センター ,・京都府
立医科大学 ,・広島大学

日本 H.323

1833 2017.1.24 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

1834 2017.1.24 APAN Program 
Committee

九州大学病院 ,・APAN 事務局長自宅 ;・
キャンベラ ,・清華大学 ,・ERNET,・LEARN,・
SingAREN

日本 ,・オースト
ラリア ,・中国 ,・
インド ,・スリラ
ンカ ,・シンガ
ポール

H.323, Zoom

1835 2017.1.25 イベント No.705のため
の接続テスト

東北大学 ,・NTT-AT 日本 H.323

1836 2017.1.25 佐世保共済病院とのテス
ト

九州大学病院 ,・佐世保共済病院 日本 Vidyo

1837 2017.1.26 MXとのテレビ会議 九州大学病院 ,・INNCMZ医師自宅 ,・CUDI
技師自宅

日本 ,・メキシコ Vidyo

1838 2017.1.26 APRICOT Program 
Committee

TEMDEC,・APNIC;・ブリスベン・他 日本 ,・オースト
ラリア

WebEX

1839 2017.1.26 佐世保共済病院とのテス
ト

九州大学病院 ,・佐世保共済病院 日本 Vidyo

1840 2017.1.30 イベント No.703のため
の接続テスト

九州大学病院 ,・佐賀大学 ,・聖マリア病院 日本 Vidyo

1841 2017.1.30 イベント No.707のため
のテスト

九州大学病院 ,・インドネシア大学 日本 ,・インドネ
シア

Vidyo

1842 2017.1.30 アドバンス講座のための
テレビ会議

九州大学病院 ,・九州大学病院技師自宅 ,・
NTT-AT,・ビジョンブリッジ ,・神奈川県立こ
ども病院

日本 Vidyo, 
H.323

1843 2017.1.30 佐世保共済病院とのテス
ト

九州大学病院 ,・佐世保共済病院 日本 Vidyo

1844 2017.1.30 イベント No.709のため
のテスト

九州大学病院 ,・国立台湾大学技師自宅 ,・
VINAREN 技師自宅 ,・マラヤ大学技師自宅 ,・
ASTI,・肝胆道科学センター

日本 ,・台湾 ,・ベ
トナム ,・マレー
シア ,・フィリピ
ン ,・インド

Zoom

1845 2017.1.31 イベント No.703のため
の接続テスト

九州大学病院 ,・佐賀大学 ,・高木病院 日本 Vidyo

1846 2017.1.31 イベント No.711のため
のテスト

九州大学病院 ,・マヒドン大学シリラ病院 ,・
バジラ病院

日本 ,・タイ H.323

1847 2017.2.1 イベント No.723のため
のテスト

岡山済生会総合病院 ,・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
1848 2017.2.2 イベント No.712のため

のテスト
マレーシア国立大学 ,・九州大学病院 ,・マラ
ヤ大学 ,・マレーシア・イスラム科学大学

マレーシア ,・日
本

Vidyo

1849 2017.2.2 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学 ,・土佐クリニック 日本 Vidyo

1850 2017.2.2 イベント No.707のため
のテスト

九州大学病院 ,・インドネシア大学 ,・ブラ
ウィジャヤ大学 ,・サムラトランギ大学 ,・ガ
ジャ・マダ大学

日本 ,・インドネ
シア

Vidyo

1851 2017.2.3 コンゴ民主共和国定例会
議

福岡空港 ,・在コンゴ民主共和国日本国大使
館医務官自宅 ; 日本 ,・キンシャサ大学医師
自宅・他

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1852 2017.2.3 イベント No.705のため
の接続テスト

九州大学病院 ,・慶応義塾大学日吉キャンパ
ス・他

日本 H.323

1853 2017.2.3 APANエンジニアミー
ティング

九州大学病院 ,・九州大学病院技師自宅 ;・福
岡 ,・シンガポール総合病院 ,・マラヤ大学 ,・
忠北大学 ,・ASTI,・国立台湾大学 ,・NREN,・ブ
ラウィジャヤ大学 ,・VinaREN,・サンカーラ・
ネスララヤ病院 ,・ジャワハルラール・医学
教育研究大学院 ,・ソウル大学ブンダン病院

日本 ,・シンガ
ポール ,・マレー
シア ,・韓国 ,・
フィリピン ,・台
湾 ,・ネパール ,・
インドネシア ,・
ベトナム ,・イン
ド

Vidyo

1854 2017.2.6 APAN-JP NOC会合 九州大学病院 ,・KDDI 大手町オフィス 日本 GoTo- 
Meeting

1855 2017.2.6 PH Training Report of 
Gynecology

九州大学病院 ,・セントルークス医療セン
ター ; ケソンシティ

日本 ,・フィリピ
ン

Vidyo, 
H.323

1856 2017.2.7 APAN-JP会合 九州大学病院 ,・農林水産省 日本 FaceTime

1857 2017.2.7 イベント No.711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 H.323

1858 2017.2.8 Eye Visionのテスト 九州大学病院 ,・株式会社フィールドフロン
ティア

日本 EyeVision

1859 2017.2.8 イベント No.713のため
のテスト

九州大学病院 ,・ソウル大学ブンダン病院 ,・
マラヤ大学

日本 ,・韓国 ,・マ
レーシア

Vidyo

1860 2017.2.8 イベント No.714のため
のテスト

インドネシア大学 ,・アイルランガ大学 ,・ス
マトラウタラ大学 ,・ブラウィジャヤ大学 ,・
東北大学 ,・国立台湾大学

インドネシア ,・
日本 ,・台湾

Vidyo, 
H.323

1861 2017.2.9 イベント No.723のため
の打ち合わせ

九州大学病院 ,・名古屋大学 ,・近畿大学 ,・北
海道大学 ,・千葉大学 ,・順天堂大学 ,・斗南病
院 ,・ジョンソン＆ジョンソン・オフィス

日本 Vidyo

1862 2017.2.10 イベント No.713のため
のテスト

ソウル大学ブンダン病院 ,・九州大学病院 ,・
千葉大学,・マラヤ大学,・サンウェイ・メディ
カル・センター ,・マヒドン大学シリラ病院

韓国 ,・日本 ,・マ
レーシア ,・タイ

Vidyo

1863 2017.2.10 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1864 2017.2.12 第 3回胎児MRI研究会
学術集会

東京慈恵会医科大学 ,・タフツ医療センター 日本 ,・アメリカ Vidyo

1865 2017.2.13 APAN43オリエンテー
ション

九州大学病院 ,・インド　ハビタット　セン
ター

日本 ,・インド Vidyo

1866 2017.2.13 イベント No.713のため
のテスト

ソウル大学ブンダン病院 ,・パタン健康科学
専門学校 ,・カトマンズモデル病院

韓国 ,・ネパール Vidyo

1867 2017.2.13 イベント No.714のため
のテスト

インド　ハビタット　センター ,・アイルラ
ンガ大学 ,・スマトラウタラ大学 ,・ブラウィ
ジャヤ大学 ,・鹿児島大学 ,・ハン・トゥア・ス
ラバヤ・大学

インド ,・インド
ネシア

Vidyo, 
H.323

1868 2017.2.14 イベント No.713のため
のテスト

ソウル大学ブンダン病院 ,・東北大学 韓国 ,・日本 Vidyo

1869 2017.2.15 イベント No.723のため
のテスト

ジョンソン＆ジョンソン・名古屋オフィス ,・
東京サイエンスセンター

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1870 2017.2.15 第 43回 APAN会議 保健 インド　ハビタット　センター ,・National・

Evidence-based・Healthcare・Collaborating・
Agency・(NECA),・Health・Technology・
Assessment・international・(HTAi),・Haute・
Autorité・de・Santé・(HAS),・Novartis

インド ,・韓国・他 Vidyo

1871 2017.2.17 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ;・キンシャサ他

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo

1872 2017.2.20 第 65回アドバンス講座
総括のための会議

九州大学病院 ,・ビジョンブリッジ ,・NTT-
AT

日本 Vidyo

1873 2017.2.22 第 37回小児がん中国・
四国ネットワーク会議

広島大学病院 ,・九州大学病院 ,・兵庫県立こ
ども病院 ,・徳島赤十字病院 ,・島根大学医学
部附属病院 ,・鳥取大学医学部附属病院 ,・高
知大学医学部附属病院 ,・香川大学医学部附
属病院 ,・広島赤十字・原爆病院 ,・岡山大学
病院 ,・愛媛大学附属病院 ,・愛媛県立中央病
院 ,・高知医療センター ,・山口大学医学部附
属病院

日本 EyeVision

1874 2017.2.24 伊都キャンパスとの接続
テスト

九州大学病院 ,・九州大学伊都キャンパス 日本 H.323

1875 2017.2.26 AP*Retreat meeting シェラトン・サイゴンホテル＆タワーズ ,・
羽田空港第 1ビル

ベトナム ,・日本 Zoom

1876 2017.2.27 イベント No.723のため
のテスト

九州大学病院 ,・ジョンソン&ジョンソン・
オフィス

日本 Vidyo




