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10. 協力施設一覧
(あいうえお順)

アジア太平洋先端ネットワーク（APAN: Asia-Pacific Advanced Network）
http://www.apan.net/ (英語)

e! プロジェクト（e! project）
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/e_project/index.html (日本語)

韓国国立癌センター（National Cancer Center, Goyang, Korea）
http://www.ncc.re.kr/ (韓国語)

韓国先端研究ネットワーク（KOREN: Korea Advanced Research Network）
http://www.koren21.net/eng/index.php (英語)
http://www.koren21.net/ (韓国語)

漢陽大学（Hanyang University）
http://www.hanyang.ac.kr/ (韓国語)
http://www.hanyang.ac.kr/english/ (英語)
病院
http://hmc.hanyang.ac.kr/ (韓国語)

九州ギガポッププロジェクト（QGPOP: Kyushu GigaPOP Project）
http://www.qgpop.net/en/ (英語)

九州大学（Kyushu University）
http://www.kyushu-u.ac.jp/ (日本語)
http://www.kyushu-u.ac.jp/english.new/eng/index.html (英語)
病院
http://www.med.kyushu-u.ac.jp/hosp/index.html (日本語)
http://www.med.kyushu-u.ac.jp/hosp/index-e.html (英語)
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九州電力(株）（Kyushu Electric Power Co., Inc.）
http://www.kyuden.co.jp/ (日本語)
http://www.kyuden.co.jp/en_index (英語)

九州通信ネットワーク(株）（QTNet: Kyushu Telecommunication Network Co., Inc.）
http://www.qtnet.co.jp/(日本語)
http://www.qtnet.co.jp/e_site/index.html (英語)

(株)キューデンインフォコム（QIC: Kyuden Infocom Company, Inc.）
http://www.qic.co.jp/ (日本語)

玄海プロジェクト協議会（G/H project: Hyeonhae/Genkai project）
http://genkai.info/ (日本語)

光州科学技術研究所（GIST: Gwangju Institute of Science and Technology）
http://www2.gist.ac.kr/ (英語)
http://www.gist.ac.kr/ (韓国語)

国立がんセンター（National Cancer Center, Tokyo, Japan）
http://www.ncc.go.jp/jp/ (日本語)
http://www.ncc.go.jp/ (英語)

札幌医科大学（Sapporo Medical University）
http://web.sapmed.ac.jp/ (日本語)
http://web.sapmed.ac.jp/e/ (英語)
病院
http://web.sapmed.ac.jp/byoin/ (日本語)

情報・システム研究機構 国立情報学研究所（NII: National Institute of Informatics）
http://www.nii.ac.jp/ (英語)
http://www.nii.ac.jp/index-j.html (日本語)

情 報通信 研究 機構（NICT: National Institute of Information and Communications
Technology）
http://www.nict.go.jp/overview/index.html (英語)
http://www.nict.go.jp/overview/index-J.html (日本語)
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清華大学（Tsinghua University）
http://www.tsinghua.edu.cn/ (中国語)
http://www.tsinghua.edu.cn/eng/ (英語)

先進的ネットワークフォーラム（ANF: Advanced Network Forum）
http://anf.ne.kr/ (英語)

ソウル大学（Seoul National University）
http://www.snu.ac.kr/ (韓国語)
http://www.snu.ac.kr/engsnu/ (英語)
主病院
http://snuh.snu.ac.kr/ (韓国語)
http://web.snuh.org/english/ (英語)
ブンダン病院
http://www.snubh.org/ (韓国語)

台北榮民総医院（Taipei Veterans General Hospital）
http://www.vghtpe.gov.tw/inter.htm (中国語)
http://www.vghtpe.gov.tw/doce/ (英語)

中国人民解放軍総医院（General Hospital of People’s Liberation Army）
http://www.301hospital.com.cn/english/english.php (英語)

忠南大学（Chungnam National University）
http://plus.cnu.ac.kr/ (韓国語)
http://plus.cnu.ac.kr/english/index.jsp (英語)

東京大学（The University of Tokyo）
http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html (日本語)
http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html (英語)

日韓高度インターネットプロジェクト（HIJK: High Internet Project between Japan and
Korea）
http://www.hijk.org/ (英語)
http://netmedia.gist.ac.kr/meetings/hijk.html (英語)
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日 本 医 療 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 協 会 （ JAMINA: Japan Medical Information Network
Association）
http://www.jamina.jp/index2.html (日本語)

日本学術振興会拠点大学交流事業（次世代インターネット技術のための研究開発と実証実験）
（Japan Society for the Promotion of Science, Core University Program, Development
and Operation of the Next Generation Internet Technologies）
http://www.jsps.go.jp/english/e-asia/e_hp/4_6kyushu_e.htm (英語)
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/core/jishi_1516/data/korea6.pdf (日本語)

北 海 道 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 協 議 会 （ NORTH: Network Organization for Research and
Technology in Hokkaido）
http://www.north.ad.jp/northweb/ (日本語)

マヒドン大学（Mahidol University）
http://www.mahidol.ac.th/muthai/ (タイ語)
http://www.mahidol.ac.th/ (英語)

山梨大学（University of Yamanashi）
http://www.yamanashi.ac.jp/ (日本語)
http://www.yamanashi.ac.jp/english/index.html (英語)

梨花女子大学（Ewha Womans University）
http://www.ewha.ac.kr/ (韓国語)
http://www.ewha.ac.kr/~w3master/ewha4/ewhaeng/ (英語)
病院
http://home.ewha.ac.kr/~euhs/ (韓国語)
http://www.ewha.ac.kr/eng/service/health_service_center.jsp (英語)
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