
超高速ネットワークを利用したアジア遠隔医療プロジェクト 

アジア遠隔医療開発センター
ー ー



　　　　　　　　　　　　　　　　遠隔医療教育 …… プログラムの作成、システムの準備・調整

　　　　　　　　　　　　　　遠隔診療 ……………… 遠隔地同士での診療相談や患者搬送の事前調整

　　　　　　　　　　　新技術の研究開発・導入 …… より多くの施設へ、より良い画像伝送を実現

　　　　　　　　コンテンツの開発 …………………… 常に新しい領域への応用を検討

　　　　　アジア遠隔医療活動の事務局 ……………… 先端アジア太平洋ネットワーク（APAN）医療グループの中心的存在

　国際医療交流拠点 ……………………………………… 海外研究者の招聘・受け入れ

　アジア遠隔医療開発センターは、英語名をTelemedicine Development Center 
of Asiaと称し、その略号からTEMDEC（テムデック）と呼ばれます。アジアを中
心に各国の医療機関との間に構築された研究教育用の超高速インターネットを
活用し、医療分野におけるその効率的かつ継続的な取り組みの中心的な役割を
果たします。その具体的な業務内容は次の通りです。

　平成14年、日韓ワールドカップサッカーの年に、福岡と釜山の間に大きな光ファイバーケーブルが開通しました。我々の活動
は、この回線を利用した産官学の共同プロジェクトである「玄海プロジェクト」へ、教育・文化・ビジネス交流などと共に、九大
病院が医療チームとして参加したことに始まります。
　その後、日韓拠点大学交流事業や九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト（通称:P&P）などへの参加と共に
活動基盤を広げ、平成17年4月には「AQUA（Asia- Kyushu Advanced Medical Network）」の名称の下、その活動を広くアジアへ
と展開して行きました。
　これら一連の成果が認められ平成20年10月にTEMDECが九州大学病院内の中央診療施設として正式に発足されたことを受
け、AQUAの活動はすべてTEMDECとして引き継がれていくことになりました。
　さらに大学改革活性化制度の承認により病院内の国際化組織の再編がなされ、平成27年度には海外患者受入担当の「国際診
療支援センター」、国際交流促進担当の「海外交流センター」と共に「国際医療部」の一員としてさらに飛躍する体制が整いました。

TEMDECについて

国際医療部

海外交流センター アジア遠隔医療
開発センター

国際診療
支援センター

医療スタッフの
派遣・受入

人材育成

遠隔教育

技術開発

外国人患者受入

国際遠隔診断

医療スタッフ：看護師、医療技術者、各診療科の国際担当教員

【 コーディネータ 】
【 事務 】

【 技術スタッフ 】
【 コーディネータ 】
【 事務 】

【 通訳・翻訳 】
【 事務 】
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　九州は地理的にアジアに近く、昔からこれらの国々
とさまざまな交流を持ってきました。九州大学ではそ
の歴史と環境のもとに、アジアに開かれた大学作りを
大きな目標の一つとしています。
　その医療分野における窓口として設置された「アジ
ア遠隔医療開発センター」では新しく開発された学術
用のインターネット技術を駆使し、諸外国の医療機関
との間で各種の遠隔医療教育を行うことをその主な
目的としています。先端的な手術映像や内視鏡検査の
様子など、日本の素晴らしい医療技術や新しい医学的
知識をアジア全体に発信しながら日常的に情報交換を
行っています。
　今後は国際医療部の下、海外からの医療相談や患者
搬送などの遠隔診療、また病院スタッフの海外派遣や
国際人としての人材育成にも協力していきたいと考え
ています。 
　皆様からのご支援、どうぞよろしくお願い致します。

平成27年 4月
九州大学病院アジア遠隔医療開発センター長

清水  周次

センター長挨拶
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2002
　　5月

11月

（平成14 年）
　FIFAワールドカップが日本と韓国で共同開催
「玄海プロジェクト」へ九大病院が医療チームとして参加

2003
　　1月

　2月
　4月
　8月

（平成15年）
　福岡と釜山の間に2Gbpsの光ファイバーケーブルが開通
DVTSを使用した初めての日韓テレカンファレンスを実施
日韓拠点大学交流事業が採択
初めてのライブ手術配信を実施。マスコミへの公開 1

2004
　　1月

　7月
10月
12月

（平成16年）
　アメリカ合衆国（ハワイ）を初接続 2
オーストラリアを初接続
中国を初接続
台湾を初接続

2005
　　1月

　3月
　4月
　4月
　8月
11月

（平成17年）
　タイを初接続
DVTSによる4施設接続に成功（福岡、ソウル、北京、台北） 3
九州大学P&Pプロジェクトに採択
AQUA（Asia- Kyushu Advanced Medical Network）の発足
第20回APAN（台北）で医療ワーキンググループが正式承認
シンガポールを初接続

2006
　　4月

　6月
　7月

（平成18年）
　アジア研究教育拠点事業が採択
ベトナムを初接続 4
香港、インドネシアを初接続

2007
　　1月

　3月
　4月
　6月
　8月
12月

12月

（平成19年）
　フィリピン、インド、マレーシアを初接続
ハイビジョン画質でライブ手術映像を配信
日中医学交流事業が採択
イベント数が100回となる
ヨーロッパとの初めての接続  －ドイツ、フランス
アジア科学技術コミュニティ形成戦略・機動的国際交流支援事
業の採択により第1回アジア遠隔医療シンポジウムを開催 5
イタリアを初接続

2008
　　4月

　9月
10月

12月

（平成20年）
　科学研究費（B）が採択
チェコ、スペインを初接続
「アジア遠隔医療開発センター」が病院中央診療施設
の一つとして新設される。田中雅夫センター長が就任
第2回アジア遠隔医療シンポジウムをソウルで開催

変  遷
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2009
　　5月

　6月
　7月
10月
12月

（平成21年）
　アフリカ大陸との初めての接続  －エジプト
ノルウェーを初接続 6
中南米との初めての接続  －ブラジル
メキシコを初接続
第3回アジア遠隔医療シンポジウムを福岡で開催

2010
　　4月

11月
12月

（平成22年）
　特別教育研究経費が採択
チリを初接続
第4回アジア遠隔医療シンポジウムをソウルで開催

2011
　　3月

　4月
　4月
　4月
　9月
10月
12月

（平成23年）
　TEMDECに遠隔会議室が完成 7
科学研究費（A）の採択
若手研究者招聘事業が採択
Vidyoを初めて使用
南アフリカ共和国へのライブ手術が成功
センター初専任の学術研究員を採用
第5回アジア遠隔医療シンポジウムを福岡で開催

2012
　　3月

　4月
　4月

12月

（平成24 年）
　ネパールを初接続
清水周次センター長就任
国立大学病院長会議の中に国際化プロジェク
トチームが結成され、九州大学病院が担当校
になる
第6回アジア遠隔医療シンポジウムを福岡で
開催（活動10周年記念大会） 8

2013
　　1月

　1月
　1月
　4月
　6月
　7月
　7月
10月
11月
12月

（平成25年）
　産経新聞の正月特別版に活動が紹介される
Quatre-16によるDVTS多地点接続
ラテンアメリカとのDVTS内視鏡カンファレンスが成功 9
中央アジアへの展開:CARENと接続
一方向配信（ストリーミング）を初めて実施
献体を用いたライブが初めて開催
コロンビアを初接続
臨床研究奨励基金 臨床研究助成の採択
九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト（P&P）特別枠の採択
第7回アジア遠隔医療シンポジウムがタイのバンコクで初めて開催

2014
　　2月

　5月

　7月

　9月
11月

12月

12月

（平成26年）
　第1回国立大学病院国際化会議で28国立大学をVidyoで接続 10
第87回日本消化器内視鏡学会で学会史上初となるライブデモン
ストレーションを実施
九州・沖縄小児がん拠点事業の第一回小児がんテレカンファレ
ンスを実施
第2回国立大学病院国際化会議で28国立大学をH.323で接続
日本からメキシコ消化器病学会への消化器内視鏡ライブを初め
て実施 11  
第8回アジア遠隔医療シンポジウムを福岡で開催。国立大学病院
長会議と共催
イベント数が500回となる

2015
　　1月

　1月

　3月

（平成27年）
　アジア・アフリカ学術基盤形成型研究拠点形成事業の
採択決定
九州大学改革活性化制度に採択。国際医療部の設置が
決定
ユーラシア横断情報ネットワークの遠隔医療プロジェ
クト採択
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内視鏡

多分野

Special Interest Group (SIG)

韓国消化器内視鏡学会
KSGE
国：韓国
主担当者：Joon-Soo Hahm/Ho-Soon Choi

韓国膵胆道学会
KPBA
国：韓国
主担当者：Joon-Soo Hahm/Ho-Soon Choi

日韓シンガポール胃腸カンファレンス
KSJ
国：韓国
主担当者：Chan-Sup Shim

タイ消化器学会
TAGE
国：タイ
主担当者：Rungsun Rerknimitr

シリラ病院内視鏡ワークショップ
Siriraj Workshop
国：タイ
主担当者：Thawatchai Akaraviputh 

日中早期胃がんカンファレンス
PUMCH
国：中国
主担当者：Yao Fang

消化器インターベンション医学会
SGI
国：韓国
主担当者：Dong-Wan Seo

マレーシア内視鏡ワークショップ
Malaysia Endosc
国：マレーシア
主担当者：Shiaw-Hooi Ho

香港内視鏡ライブ
HK-Live
国：香港
主担当者：James Lau

インドネシア内視鏡テレカンファレンス
Indonesia
国：インドネシア
主担当者：Dadang Makmun

建国大学内視鏡ライブ
Konkuk-Live
国：韓国
主担当者：Chan-Sup Shim

拡大内視鏡
Magnifying
国：日本
主担当者：Kenshi Yao

メキシコ内視鏡
MX
国：メキシコ
主担当者：Miguel Tanimoto

ERCP テレカンファレンス
B-Tec
国：日本
主担当者：Kiyohito Tanaka

ラテンアメリカ内視鏡テレカンファレンス
Latin
国：メキシコ
主担当者：Kenshi Yao/Miguel Tanimoto

内視鏡クラブ　E-カンファレンス
ECE
国：マレーシア
主担当者：Shiaw-Hooi Ho/Rungsun Rerknimitr

世界消化器内視鏡学会
WGO
国：アメリカ
主担当者：Shuji Shimizu

国立大学病院長会議
PT
国：日本
主担当者：Shuji Shimizu

筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレンス
Tsukuba
国：日本
主担当者：Minoru Akiyama

各種プログラム一覧
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外科

胎児

ナース

肝胆膵

その他

TEIN メンバー外科テレコラボレーション
MTCTM
国：韓国
主担当者：Ho-Seong Han

膵臓外科 E カンファレンス
e-Panc
国：日本
主担当者：Masafumi Nakamura

Soft cadaver ワークショップ
Cadaver
国：タイ
主担当者：Thawatchai Akaraviputh 

関東腹腔鏡下胃切除研究会
Kanto LAG
国：日本
主担当者：Kazuyuki Kojima

佐賀大学手術ビデオカンファレンス
Saga
国：日本
主担当者：Hirokazu Noshiro

胎児医療
Fetus-APAN
国：日本 / 香港
主担当者：Toshio Chiba/Albert Au

胎児心臓アドバンスコース
Fetus Advanced
国：日本
主担当者：Motoyoshi Kawataki

神奈川胎児心エコーセミナー
Fetus Echo
国：日本
主担当者：Motoyoshi Kawataki

東北胎児セミナー
Fetus Tohoku
国：日本
主担当者：Motoyoshi Kawataki

福岡内視鏡手術フォーラム
FES
国：日本
主担当者：Shuji Shimizu

外科ナースチームビルディング
Team Building
国：日本
主担当者：Shuji Shimizu

肝胆膵テレカンファレンス
HPB
国：韓国
主担当者：Ho-Seong Han

ILBS 肝臓セッション
ILBS
国：インド
主担当者：Shiv Kumar Sarin/Dinesh Kumar Taneja

歯科テレカンファレンス
Dental
国：日本
主担当者：Norifumi Nakamura

医学生講義
Med Student
国：日本
主担当者：Shuji Shimizu

神経内科テレカンファレンス
Neurology
国：日本
主担当者：Hiroshi Shigeto

保健
Healthcare
国：韓国
主担当者：Young-Sung Lee

グローバル感染症テレカンファレンス
Infection
国：シンガポール
主担当者：Francis Lee

遠隔診療
Teleconsultation
国：日本
主担当者：Naoki Nakashima

小児がん拠点プロジェクト
Pediatric Cancer
国：日本
主担当者：Tomoaki Taguchi

APAN テクノロジー
Technology
国：台湾
主担当者：Ti-Chuang Chiang/Albert Au
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テレビ会議で使用される主な通信システム

　私たちは下記の複数のシステムを用途に応じて使い分けています。機器に関しては必要に応じて貸出も行っておりますので
お気軽にご相談ください。各機器の使用方法は TEMDEC のホームページにて「映像音声機材を準備される方へ」をご参照くだ
さい。（http://www.temdec.med.kyushu-u.ac.jp/kizai_available.html）

テレビ会議システム比較表  ※2015年3月時点のTEMDEC情報
TEMDECのシステム情報

DVTS　
Digital Video Transport System
Terminal Style

特 徴
低圧縮・高帯域
IEEE1394 から高品質動画を転送
フリーソフトウェア
貸出用DVTSパッケージ
●A/Dコンバータ●ポータブルミキサー●マイク● IEEE1394ケーブル●ビデオカメラ
●ヘッドフォン●映像、音声ケーブル各種●三脚　など
必要機材
● IEEE1394対応PC: Win ●ディスプレイ＆スピーカ●DVTSソフトウェア : Win 対応
MCU
● apanmed1: 4 地点 （GUI）、16地点 （CUI）、VPN対応● apanmed2: 4 地点 （GUI）、
16地点 （CUI）● TEMDEC: 7 地点 （GUI）

H.323　
Terminal Style
Video Conference System

特 徴
一般的な TV会議システム
メーカー間での相互接続可能
所有端末
●Polycom HDX9001● Sony PCS-XG80● Lifesize team HD220● Cisco 
SX20● Lifesize Softphone
MCU
●Polycom RMX1500: HD画質、 4Mbps、12地点●Cisco TelePresence 
MCU5300: HD画質、4Mbps、40地点 （九大本学所有のため要予約）

Vidyo
　Client-Server Style 

H.264/SVC Video Conference System

特 徴
高品質・低遅延
MCU不要の多地点会議
様々な端末から接続可
ストリーミング機能
フルHDビデオ会議端末
●VidyoRoom HD230/220/100/40
Software Client
●VidyoDesktop （Win/Mac 対応）●VidyoMobile  （スマートフォン /タブレット対応）
VidyoPortal
●VidyoPortal（TEMDEC）: 23地点、ストリーミング/録画、Gateway接続、AED暗号化、
VPN対応可能、ダウンロードライセンス×2600● VidyoPortal （小児がん拠点プロジェ
クト）: 20地点、AES暗号化、ダウンロードライセンス×1000
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より豊かなコミュニケーションのために

研究教育用ネットワーク

システム DVTS H.323 Vidyo

形態 ソフトウェア ハードウェア ソフトウェア ハードウェア ソフトウェア

画質 SD SD or HD SD or HD HD HD

帯域 30Mbps 1 ～ 10Mbps 2Mbps 6Mbps 4Mbps

カメラ接続 ビデオカメラ ビデオカメラ ウェブカメラ ビデオカメラ ウェブカメラ

PC画面共有 ○ ○ △ ○ △

グローバル IP 要 要 要 不要 不要

価格 無料 100 万円 2万円 100 万円 200 円
（クライアント）

規模 8地点 20地点 20地点 20地点 20地点

技術 要対応者 比較的容易 比較的容易 比較的容易 容易

アノテーションツール 
＆ テレポインター

　遠隔地から操作できるポインターシス
テムや描画システムを併用することで、
資料の内容を補足したり、双方向性を高
めたりすることができます。

高速大容量通信を可能にする学術用ネットワーク

　　九州大学では、国内 700 以上の学術研究機関を繋ぐ学術情報ネット
ワーク（SINET）やアジア・太平洋地域各国の学術研究機関を繋ぐアジ
ア太平洋先端ネットワーク（APAN）、ヨーロッパとアジア全体をカバー
するユーラシア横断情報ネットワーク（TEIN）などの研究教育用ネッ
トワークに繋がっており、高速・大容量・低遅延な最先端の通信技術が
利用できます。

テレビ会議システム比較表  ※2015年3月時点のTEMDEC情報

ストリーミング

　Vidyo システムを経由したテレビ会
議の一方向配信で、ユーザはWeb ブ
ラウザから視聴できます。帯域はHD
画質で 1～ 2Mbps 程度、300 ユーザ
同時視聴可能です。

チャット

　テレビ会議の接続についてエンジニ
アや参加者が連絡を取るための手段で
す。大きな会議ではグループチャット
で全施設の状況を確認できます。
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活動を始める前のチェックリスト

　遠隔医療活動を始めたいとお考えの方は、下記の情報を確認して、TEMDEC にご相談ください。

● 医師の方へ

□　ネットワークや映像音声通信を担当できるエンジニアを見つけてください。
□　接続したい施設を確認してください。
□　医療プログラムを作成してください。

● エンジニアの方へ

□　施設のネットワークについて確認してください。（商用回線、学術ネットワーク、大学病院から本学経
由で外部に接続されているなど）

□　施設のネットワークのバンド幅を確認してください。（○○M / Gbps）
□　グローバル IP の利用ができるかを確認してください。
□　テレビ会議に使用できる会議室があるか確認してください。
□　会議室で利用できる映像音声関連機器について確認してください。
□　ディスプレイまたはプロジェクター
□　ビデオカメラ
□　ウェブカメラ
□　マイク
□　スピーカー

□　H.323 テレビ会議システムがあるか確認してください。
ありの場合

□　型番を確認してください。（Sony XG-80、Tandberg 880MXP など）
□　送信解像度を確認してください。（SDまたはHD）
□　IP アドレスを確認してください。（固定 IP は複数あり、使用の都度割り当てているなど）

□　H.323 多地点接続装置があるか確認してください。
ありの場合

□　型番を確認してください。（Polycom RMX 1500 など）
□　接続可能地点数を確認してください。

□　その他のテレビ会議システムがあれば、システム名を確認してください。
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APAN
　APAN（Asia-Pacifi c Advanced Network）は、アジア太平洋地域を結ぶネットワー
ク開発のための国際的な非営利組織で、1997年（平成9年）に設立されました。
高パフォーマンスな研究ネットワークの開発、次世代への応用を目指しています。
　2005年（平成17年）、遠隔医療のためのワーキンググループがAPANにて組織
されました。九州大学病院は事務局を担当しています。（http://apan.net/）

TEIN
　TEIN （Trans-Eurasia Information Network）は、アジアの20か国、ヨーロッパ
の34か国にまたがる高速学術ネットワーク組織です。このネットワークは、情報
工学分野、通信、生物工学等の最先端の国際的な共同研究のために使用されてい
ます。TEIN*CCは、TEINプロジェクトの4世代目のフェーズを管理するために
設立され、外務省アジア欧州会合プロジェクトの1つとして採用されています。
(http://www.tein.asia/)

国立大学病院長会議
　2012年（平成24年）に設置された将来像実現化ワーキンググループにおいて
国際化プロジェクトチームとして日本の国立大学病院の国際化推進支援を始め
ました。国際的医療ネットワークの整備、国際的な人材育成、人事交流推進を目
的としています。（http://www.univ-hosp.net/)

九州・沖縄地域　小児がん拠点
　九州大学病院小児がん拠点病院と連携病院（九州・沖縄の小児がん診療施設）
のネットワーク構築をサポートしています。

連携情報

接続施設数実績接続施設数実績接続施設数実績接続施設数実績接続施設数実績

49カ国362施設49カ国362施設49カ国362施設49カ国362施設
2015年 2月現在2015年 2月現在2015年 2月現在2015年 2月現在
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九州大学病院
アジア遠隔医療開発センター

〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1
TEL092-642-5014

http://www.temdec.med.kyushu-u.ac.jp


