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 3) 写真レポート 

3) 写真レポート 

#122  ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－１      2008.4.17 
【イベント名】  

  ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－１ 

【期日】 2008.4.17 

【会場】 九州大学病院 － 京都第2赤十字病院–  

漢陽大学（韓国）– 国立台湾大学（台湾） 

【概要】 

京都第２赤十字病院 安田健治朗先生の呼びかけで、日

本・韓国・台湾の４病院を結んだ消化器に関する定期的

なテレカンファレンスが始まった。若い医師を中心に、

気軽に英語で話し合える環境づくりを目指す。 

モニターに映し出された４地点の映像。 九州大学病院カンファレンス室の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

質問する九州大学病院の貞苅医師。 超音波内視鏡について説明されているスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

Dr JS Hahm を中心とした漢陽大学消化器チーム。 京都第２赤十字病院のカンファレンス風景。 

撮影場所：漢陽大学病院 撮影場所：京都第２赤十字病院 
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 3) 写真レポート 

#123   IASGO インド肝切除ライブ      2008.4.28 
【イベント名】 

     IASGOインド肝切除ライブ 

【期日】 2008.4.28 

【会場】 九州大学病院－ タタ記念病院（インド） 

 – ソウル大学ブンダン病院（韓国） 

【概要】 

インドのムンバイで開催されたIASGO卒後教育セミナ

ーへ、韓国のブンダン病院からライブ手術が配信され

た。インドへの接続は３回目であったが、今回初めて満

足の行く画質での配信が可能となった。会場に集まった

医師からは驚きと賞賛の声が上がった。 

  

モニター映し出された３地点の様子。 遠隔参加の清水医師とMohammed 医師 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

ライブ中継が行われたムンバイのメイン会場 腹腔鏡下肝切除術を行うHan HS 准教授。 

撮影場所：タタ記念病院 撮影場所：ソウル国立大学ブンダン病院 

 

モニターに映し出される遠隔配信された手術の様子 主会場で手術に見入るDr Lygidakis と国土東大教授 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：タタ記念病院 
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 3) 写真レポート 

#124  シアトル科学財団とのテレレクチャー   2008.4.30 
【イベント名】 

シアトル科学財団とのテレレクチャー 

【期日】 2008.4.30 

【会場】九州大学病院   

– シアトル科学財団（アメリカ） 

【概要】 

シアトル科学財団（SSF）との初めてのDVTS接続が行わ

れた。４月当初の現地訪問以来、１か月以内でのシステ

ム構築となった。発表や討議における高画質で遅延のな

い映像配信に、双方とも非常に満足であった。 

 

代表のSabey氏の挨拶。 循環器内科のReisman医師（右）とReon医師（左） 

撮影場所：シアトル科学財団 撮影場所：シアトル科学財団 

九州大学病院から遠隔講演を行った清水医師。 シアトル科学財団のカンファレンスルーム風景。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：シアトル科学財団 

 

モニターに映し出される脳外科医のDr Newell。 新しく導入されたAnycast のモニター画面。 

撮影場所：シアトル科学財団 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#125  第 1 回 IEE 内視鏡教育プロジェクト      2008.5.2 
【イベント名】 

第1回IEE 内視鏡教育プロジェクト  

【期日】 2008.5.2 

【会場】九州大学病院 – 京都大学 – 漢陽大学（韓国）

– スタンフォード大学（アメリカ） 

【概要】 

京都大学の武藤准教授とスタンフォード大学のDr 

Soetikno の提案で始った日米韓の４病院を結んだ内視

鏡テレカンファレンス。今回テスト接続を兼ねたプログ

ラムについての話し合いが行われた。映像配信はいずれ

も問題なく終了した。 

 

モニターに映し出される京都大学の様子。 接続された４地点のカンファレンス風景。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

スタンフォード大学のDr Parvati とChen 技師。 九州大学病院の清水医師と矢田医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

京都大学から提示された内視鏡画像。 韓国から参加する漢陽大学の様子 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#126  医学生へのライブ手術講義     2008.5.13 
【イベント名】 

医学生へのライブ手術講義 

【期日】 2008.5.13 

【会場】九州大学病院 

       – ソウル大学ブンダン病院（韓国） 

【概要】 

新しく始まった医学部新１年生の医工学入門講座へ韓

国からライブ手術の様子を配信し、遠隔医療のデモンス

トレーションと内視鏡手術の紹介を行った。初めての試

みであったが、学生たちは韓国手術室からの中継への驚

きと共に英語でのコミュニケーションへの重要性も認

識した様子だった。 

 

韓国からの映像に見入る学生たちの様子 小講義室に集まった１００名の学生たち 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

モニターには実際の手術映像が映し出されている。 韓国側から手術の様子を解説するHan HS 准教授 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

英語で直接韓国側へ質問する学生 韓国側手術室の様子と講義担当の清水医師 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#127  ローマライブ         2008.5.15 
【イベント名】  

      ローマライブ 

【期日】 2008.5.15 

【会場】 九州大学病院 

        – ローマ学会会場（イタリア） 

【概要】 

ローマ大学のPalazzini教授が企画し、毎年数千人の参加

者を集めるライブ手術のイベントに、初めてDVTSを使っ

た配信を行った。これまでのISDNの伝送と比較し各段

に綺麗な画質であったとの報告を受けた。 

  
学会会場で手術画像に見入る参加者たち。 主会場のセンター画面の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ローマ学会会場 

 
九大病院から講演を行う中村雅史准教授。 ローマ学会会場から九大病院へ話しかける座長。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

ローマ会場でDVTS配信をサポートするエンジニア。 九大病院の遠隔講演用カンファレンス室。 

撮影場所：ローマ学会会場 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#128  TERENA       2008.5.20 
【イベント名】 

    TERENA 

【期日】 2008.5.20 

【会場】TERENA会場（ベルギー） – 九州大学病院

（日本）– ローマGARR（イタリア）– シンガポール

大学 

【概要】 

ヨーロッパの学術ネットワーク会議であるTERENAの

会場で、初めてDVTSのデモンストレーションを行った。

九大からは内視鏡の様子を、ローマからはライブ手術イ

ベントの様子を、またシンガポールからは内視鏡手術ト

レーニング室の様子をそれぞれ紹介した。 

 

  

モニターに映し出された４地点の様子。 内視鏡の機器を操作して手技の実演を行う矢田医師 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ローマから紹介されたライブ手術イベントの様子 シンガポールで機器を操作するDr Lomanto 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

手術トレーニング用シミュレータの画面。 九大病院から遠隔講演を行う堤医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#129  第 2 回 IEE 内視鏡教育プロジェクト    2008.5.30 
【イベント名】 

    第2回IEE 内視鏡教育プロジェクト 

【期日】 2008.5.30 

【会場】 九州大学病院 – 京都大学 –  

漢陽大学（韓国）– スタンフォード大学（アメリ

カ） 

【概要】 

日米韓での第１回目の内視鏡テレカンファレンスが正式に

スタートした。画像強調手法に重点を置いた内容で、会の

前後にミニテストを行いテレカンファレンスの教育効果に

ついても判定することとなった。 

九大病院から挨拶する清水医師と矢田医師。 スタンフォード大学に集まるスタッフ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：スタンフォード大学 

モニターに映し出される４地点の様子。 京都大学からの配信された病理画像に関するスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

ポーズを取るスタンフォード大学スタッフ。 新しくなった九大病院テレカンファレンス室の機器類。 

撮影場所：スタンフォード大学 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#130  第 3 回 IEE 内視鏡教育プロジェクト    2008.6.12 
【イベント名】  

    第3回IEE 内視鏡教育プロジェクト 

【期日】 2008.6.12 

【会場】 九州大学病院– 京都大学 –  

漢陽大学（韓国）– スタンフォード大学（アメリカ）

【概要】 

京都大学とスタンフォード大学を中心として始まった内

視鏡テレカンファレンスの２回目が行われた。京都大学の

武藤准教授からは咽頭における早期癌の診断および治療

に関する講演があった。 

モニターに映し出された４地点の様子。 Dr SoetiknoとDr Kaktebbachは中央に着席。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：スタンフォード大学 

 

京都大学Venueには外科の坂井教授の姿も見られる。 漢陽大学カンファレンス室の様子。 

撮影場所：京都大学 撮影場所：漢陽大学 

京都大学武藤准教授が説明するNBIに関するスライド。 ４地点接続操作の中心的役割を果たす寅田技師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#132  鏡視下大腸直腸手術ライブ     2008.6.24 
【イベント名】  

     鏡視下大腸直腸手術ライブ 

【期日】 2008.6.24 

 

【会場】 九州大学病院– 京都大学 

 – 高麗大学（韓国）– 藤元早鈴病院（宮崎）  

【概要】 

京都大学坂井教授の希望により、高麗大学から初めて

のライブ手術配信が企画された。九州大学と宮崎の藤

元早鈴病院がそれに加わり、ロボットを使用した直腸

手術を見学した。一部音声の不具合があり、携帯電や

話スカイプなどを使用した会話のやり取りとなった。

モニターに映し出された４地点の様子。 九州大学よりコメントする植木講師  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ダビンチを用いて行われる直腸手術の様子。 ダビンチを操作するKim SH教授とその他３会場。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

カンファレンスをサポートした各地点の技術者の皆さん。 ロボット操作が行われる内視鏡手術の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#134  第 2 回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス       2008.6.26 
【イベント名】  

     第2回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス 

【期日】 2008.6.26 

【会場】 九州大学病院－ 京都第2赤十字病院–  

– 漢陽大学（韓国）– 国立台湾大学（台湾） 

【概要】 

日本・韓国・台湾の４病院を結んだ消化器テレカンファ

レンスの第２回目。九大からは臨床・腫瘍外科のERCP

グループが参加した。 

 

モニターに映し出された４地点の様子。 症例提示の発表を行う堤医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

九大病院からコメントする高畑医師。 モニターに映った京都第２赤十字病院スタッフ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

九大病院テレカンファレンス会場。 テレカンファレンス中、機器を操作する寅田技師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#135  TRI 心カテ・ライブデモ （１）          2008.6. 28 
【イベント名】 

    TRI 心カテ・ライブデモ （１） 

【期日】 2008.6.28 

【会場】 九州大学病院 – 札幌東徳州会病院 – 藤元

早鈴病院（宮崎）– 北京大学（中国） 

【概要】 

鎌倉湘南病院の齋藤滋医師との協力で、初めて心臓カテー

テルのライブデモンストレーションを行った。今回は札幌

東徳州会病院が主会場となり、北京大学と宮崎の藤元早鈴

病院からも講演やコメントをもらい、九大病院を含め４か

所で新しいコンテンツを楽しんだ。 

モニターに映し出される４地点の様子。 札幌メイン会場の座長の先生方。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

藤元早鈴病院から講演する剣田医師。 心カテ室から他の会場とやり取りをする齋藤医師。 

撮影場所：藤元早鈴病院 撮影場所：九州大学病院 

 

モニターに映った心カテ映像。 後方から見た藤元早鈴病院カンファレンス室の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：藤元早鈴病院 
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 3) 写真レポート 

#136  消化器先端内視鏡手術ワークショップ     2008.7.4 
【イベント名】 

   消化器先端内視鏡手術ワークショップ 

【期日】 2008.7.4 

【会場】 九州大学病院 – 岩手医科大学 

– シンガポール大学病院 

【概要】 

シンガポールで開かれた消化器外科ワークショップへ、

日本から遠隔参加した。岩手医科大学の若林教授から腹

腔鏡下肝切除術についての講演をいただき、メイン会場

におられた大分大学の北野教授からも質問が出ていた。

なお予定していたブンダン病院は不具合のため、別に単

独での参加となった。 

 

モニターに映し出された３地点の映像。 モニターに映る手術のスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

岩手医科大学の手術室の様子も紹介された。 九州大学病院から参加の清水医師と寅田技師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

九州大学病院のテレカンファレンス室の様子。 小さな傷でできる内視鏡手術の様子が紹介された。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#137  第 3 回早期胃がんテレカンファレンス   2008.7.4 
【イベント名】 

第3回早期胃がんテレカンファレンス 

【期日】 2008.7.4 

【会場】 九州大学病院 

– マヒドン大学シリラ病院（タイ） 

– 上海交通大学第一人民病院（中国） 

【概要】 

早期胃癌テレカンファレンスも第３回目を迎え、新たに

上海交通大学の内科チームも参加し、３地点での接続と

なった。今回、上海からの症例提示はなかったが、２か

所の時よりもディスカッションが活発となり今後はさ

らに接続箇所が増えることも予想される。 

 

３会場のテレカンファレンス風景。 九州大学病院の参加スタッフ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

九州大学病院のテレカンファレンス風景。 提示された早期癌症例の内視鏡写真と病理画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

映像や音声を統合・調整できる新規導入機器。 テレカンファレンス中の操作を行う寅田技師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#139  マレーシアとの内視鏡テレカンファレンス    2008.7.23 
【イベント名】 

   マレーシアとの内視鏡テレカンファレンス 

【期日】 2008.7.23 

【会場】－ 九州大学病院（日本） 

－MYREN-NOC（マレーシア） 

【概要】 

マレーシアから初めての研修医師を迎え、それに合わせ

てマレーシアとのテレカンファレンスを企画した。研修

の終了時期に合わせ、日本での研修内容やマレーシアと

の診療の差異、また福岡での生活体験などをまとめて発

表してもらった。 

マレーシア側のDr SalemとKamal技師。 福岡での経験をまとめて発表するDr Qua。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

九大病院のテレカンファレンス室。 テレカンファレンスの様子も即座に紹介。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

発表に聞き入る光学医療診療部のスタッフ。 ベトナムからのDr Dungも九大での研修について発表。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#140  TRI 心カテ・ライブデモ （２）       2008.7.26 
【イベント名】 

    TRI 心カテ・ライブデモ （２） 

【期日】 2008.7.26 

【会場】 九州大学病院 – 札幌東徳州会病院 

– 高麗大学（韓国） 

【概要】 

鎌倉湘南病院の齋藤滋医師の企画による心臓カテーテル

のライブデモの第２回目が開催された。今回は韓国の高

麗大学へ接続し、九大との３か所によるテレカンファレ

ンスとなった。当初予定されていた藤元早鈴病院は、ネ

ットワーク不具合のため参加できなかった。 

モニターに表示された３地点の様子。 心臓カテーテル検査の様子が配信される。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

九州大学病院では海外のドクターも参加。 札幌メイン会場の座長と参加者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

札幌会場で講演されるドクター。 モニター上に映し出された心臓血管の造影写真。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#141  太平洋島国諸国の厚生関連大臣による国際会議  2008.7.31 
【イベント名】 

太平洋島国諸国の厚生関連大臣による国際会議 

【期日】 2008.7.31 

【会場】 ソウル会場 – 九州大学病院（日本）– 漢陽大学

（韓国） – 忠北大学（韓国）–  癌センター（韓国）－ 済

州大学（韓国）－ ERNET事務所（インド）–スタンフォー

ド大学 (アメリカ) – CSIRO（オーストラリア） 

【概要】 

保健衛生に関する政府高官レベルの国際会議がソウルで

開催された。南太平洋諸国の厚生関連大臣が一同に会し、

今後の協力体制の在り方や遠隔医療技術の活用について

積極的な意見交換が行われた。会場を国内外の９地点と

接続し、実際の映像配信やテレカンファレンスの様子を

紹介した。 

国際会議会場には各国の政府高官が一同に会した。 NIAのKang氏を中心とした座長および演者。 

撮影場所：新羅ホテル国際会議会場 撮影場所：新羅ホテル国際会議会場 

九州大学病院からは中島医師が遠隔参加。 テレカンファレンスの様子を紹介するHan HS准教授。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：新羅ホテル国際会議会場 

 

ネットワークに関する具体的な説明も行われた。 韓国の一拠点となった漢陽大学のDr Hahmらスタッフ。

撮影場所：新羅ホテル国際会議会場 撮影場所：漢陽大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#142  第 26 回 APAN 会議 - ヘルスケアテレカンファレンス 2008.8.6 
【イベント名】第26回 APAN 会議  

               – ヘルスケア 

【期日】 2008.8.6 

【会場】 ニュージーランド会場– 九州大学病院（日本） 

– 忠北大学（韓国）－ 癌センター（韓国）－ ERNET

事務所（インド）–スタンフォード大学 (アメリカ) – 

CSIRO（オーストラリア） 

【概要】 

第26回目のAPANは初めてニュージーランドで開催され

た。ヘルスケアのセッションでは会場を日本・韓国・イ

ンド・オーストラリア・アメリカと接続し、それぞれか

らシミュレータによる医療教育やネットワークを利用

した公衆衛生に関する発表を行った。ニューデリーへも

この会で初めて接続された。 

 

スタンフォードから参加するDr ParvatiとDr YS Lee ７地点の様子が奇麗にモニターに描出されている。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

九州大学から講演の井上創造准教授 ニューデリー会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

韓国は癌センターが参加。 オーストラリアはCSIROからの遠隔講演。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#143  第 26 回 APAN 会議 – 内視鏡手術ライブデモ     2008.8.7 
【イベント名】第26回 APAN 会議  

            –内視鏡手術ライブデモ 

【期日】 2008.8.7 

【会場】 ニュージーランド会場– 九州大学病院（日

本） – 京都大学（日本）－ フィリピン大学 – オーク

ランド大学 (NZ) – コンコルド病院（オーストラリア）

– ロイヤルブリスベン大学（オーストラリア） 

【概要】 

京都大学病院から初めてライブ手術を配信した。APAN

のニュージーランド会場から７ヶ所を接続し、腹腔鏡下

直腸切除術に関するテレカンファレンスを行った。今

回、ニュージーランドのオークランド大学やオーストラ

リアのロイヤルブリスベン大学病院へも初めて接続さ

れた。 

７ヶ所の様子がモニターに映し出されている。 ロイヤルブリスベン大学病院の会場風景。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

九州大学病院で研修中のDr AgiとDr Berberabe シドニーのコンコルド病院は２回目の参加。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ニュージーランド、オークランド大学のDr Hayes コメントするフィリピン大学のDr Hilvanoとスタッフ。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#144 ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－３       2008.8.14 
【イベント名】 

    ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－３ 

【期日】 2008.8.14 

【会場】九州大学病院 － 京都第2赤十字病院 －  

漢陽大学（韓国）－ 国立台湾大学（台湾） 

【概要】 

日本・韓国・台湾の消化器カンファレンスの３回目。今

回の当番世話人は漢陽大学のDr Choi。台湾国立大学か

ら提示された膵の悪性リンパ腫に関する症例とその概

説は、特に興味深いものであった。 

九州大学のスタッフと右端には上海のPing教授も参加。 モニターに映し出される４地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

京都第２赤十字病院からコメントされる安田先生。 九州大学から提示されているEUS画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

九州大学テレカンファレンス室の様子。 各地点のローカルセットアップ担当の技術者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#145  第 3 回国際内視鏡ワークショップ           2008.8. 20 
【イベント名】 
    第3回国際内視鏡ワークショップ 

【期日】 2008.8.20 

【会場】 九州大学病院 – 京都第2赤十字病院 

  – マヒドン大学シリラ病院（タイ）– 山口大学 

– シンガポール大学 

【概要】 

タイのマヒドン大学シリラ病院が主催する内視鏡の国際

ワークショップ第３回目を迎えた。今回は良沢先生がメイ

ン会場へ行かれたこともあり初めて山口大学へ接続し、ま

たシンガポール大学からはDr Khorが初めて遠隔で参加し

た。ライブは準備不足のため、取りやめとなった。 

右上がシリラ病院、左下はシンガポールのDr Khor 九州大学病院の清水医師と桑原技師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

初めて参加した山口大学病院のスタッフ。 山口大学病院は画面の右下に映っている。 

撮影場所：山口大学病院 撮影場所：山口大学病院 

山口大学病院のモニター設置状況。 後方より見た山口大学テレカンファレンス会場の様子。 

撮影場所：山口大学病院 撮影場所：山口大学病院 

 
 

-105-



TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#146  韓国消化器内視鏡学会 ESD ライブデモ       2008.8. 30 
【イベント名】 
    韓国消化器内視鏡学会ESDライブデモ 

【期日】 2008.8.30 

【会場】 韓国学会会場 – 九州大学病院 

  – 京都第2赤十字病院 – 岩手医科大学 

【概要】 

韓国消化器内視鏡学会が主催する第３回ESDライブデモ

ンストレーションへ初めて日本から接続し、岩手と京都

の２か所からライブデモを披露した。会場には約1000

名の参加者があり、活発なディスカッションが行われ

た。 

ソウルのメイン会場に映し出されたモニターの様子。 参加者で埋め尽くされたメイン会場。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

質問に立ち、モニターに向かった質問する韓国側医師。 左上が京都第2赤十字病院、右上が岩手医科大学。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
ソウルのグランドヒルトン内にあるメイン会場の様子。 岩手大学病院から配信された内視鏡画像と遠藤医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#147  上海ライブ 2008・テレレクチャー          2008.9. 11 
【イベント名】 

    上海ライブ2008・テレレクチャー 

【期日】 2008.9.11 

【会場】 九州大学病院 – 東海大学病院 

  – 上海交通大学第一人民病院（中国） 

【概要】 

中国医学協会認定で上海交通大学が主催する内視鏡手術

に関するシンポジウムが今年も2日間に亘って開催され

た。今回は初めて東海大学に接続し、松井先生からの腹

腔鏡下胃切除に関する講演をいただいた。九州大学から

は中村医師が腹腔鏡下膵体尾部切除について講演した。

講演する中村医師と左端には上海のDr Wanも参加。 腹腔鏡下膵体尾部切除術について説明するスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

東海大学の松井先生が左下の画面に映る。 テレカンファレンスに参加する東海大学のスタッフ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：東海大学病院 

東海大学病院のテレカンファレンス会場の様子。 九州大学病院のテレカンファレンス室。 

撮影場所：東海大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#148   CanalAVIST メディカルフォーラム（１）      2008.9. 11 
【イベント名】 

    CanalAVIST メディカルフォーラム（１） 

【期日】 2008.9.11 

【会場】 九州大学病院 – 岩手医科大学 

  – ソウル大学ブンダン病院（韓国）– ポールブルッセル病

院（フランス）– チュラロンコン大学 

【概要】 

ASEANからのサポートでタイのKanchana教授がリー

ドするCanalAVISTプロジェクトに医療グループが参

加する形で初めて企画されたテレカンファレンス。

DVrelayとvClassと呼ばれる2つのシステムを用いた初

めてのイベントとなった。1回目はフランスとも接続

し、腹腔鏡下肝切除術の遠隔講演を行った。 

 

チュラロンコン大学病院のDr Patpongとそのチーム。 チュラロンコン大学病院のテレカンファレンス風景。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：チュラロンコン大学病院 

 

九州大学病院からは清水医師が対応。 腹腔鏡補助下肝後区域切除術のスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

チュラロンコン会場に準備されたスナック類。 vClassを操作するコンピューター画面。 

撮影場所：チュラロンコン大学病院 撮影場所：チュラロンコン大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#149  上海ライブ 2008・ライブ手術           2008.9. 12 
【イベント名】 

    上海ライブ2008・ライブ手術 

【期日】 2008.9.12 

【会場】 九州大学病院 – 東海大学病院 

  – 上海交通大学第一人民病院（中国） 

【概要】 

上海交通大学が主催する内視鏡手術に関するシンポジ

ウムの第2日目は、九州大学病院からライブ手術の中継

が行われた。東海大学の松井准教授のコメントと共に、

上海会場の参加者との間で腹腔鏡下幽門側胃切除術の

活発なディスカッションが行われた。 

九州大学病院手術室で行われた手術室の様子。 3地点の様子を映し出すモニター画面。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

東海大学病院のテレカンファレンス会場。 手術室で他地点からの質問に答える当間医師。 

撮影場所：東海大学病院 撮影場所：九州大学病院 

東海大学病院でのスクリーン画面。 東海大学病院からコメントを述べる松井准教授。 

撮影場所：東海大学病院 撮影場所：東海大学病院 
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 3) 写真レポート 

#151  FKQ 内視鏡手術ビデオカンファレンス          2008.9. 20 
【イベント名】 

    FKQ内視鏡手術ビデオカンファレンス 

【期日】 2008.9.20 

【会場】 九州大学病院 – 藤元早鈴病院（宮崎） 

       – 豊見城中央病院（沖縄） 

【概要】 

藤田保健衛生大学、京都大学、九州大学の３病院が集ま

り、内視鏡手術の手技を中心に徹底的に話し合うカジュ

アルな会を設立。その２回目が福岡で行われた。今回は

ネットワークで宮崎と沖縄の２病院を接続し、ビデオを

見ながらの熱いディスカッションに参加してもらった。

  

テレカンファレンス会場の様子。 都城市の藤元早鈴病院の櫻井外科部長とスタッフ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

開会に向けた挨拶をされる田中雅夫教授。 モニターを通して遠隔ディスカッションが行われる。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

今回当番幹事の永井講師は一番手前に座っている。 各地点のセットアップを支えるエンジニアの皆さん。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#152  CESNET2008              2008.9. 25 
【イベント名】 

       CESNET2008 

【期日】 2008.9.25 

【会場】 九州大学病院 – 京都大学病院 

  – チェコ工科大学 – チェコ陸軍中央病院 

– マサリク病院（チェコ） – 国立台湾大学 – バ

ルセロナ病院（スペイン） – GARR（イタリア）

【概要】 

チェコの研究教育ネットワークであるCESNETのカン

ファレンスに初めて参加し、活動の紹介とデモンストレ

ーションを行った。京都大学と台湾国立大学からのプレ

ゼンテーションを、プラハのメイン会場から国内２つの

病院とローマへ配信しディスカッションを行った。初め

ての接続となったバルセロナは再調整が必要であった。

 

CESNETカンファレンスのメイン会場。 チェコ陸軍中央病院のテレカンファレンス風景。 

撮影場所：チェコ工科大学 撮影場所：九州大学病院 

接続された８ヶ所が同時にモニターに描出される。 質問するマサリク病院（チェコ）の医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

テレカンファレンスの拠点となったメイン会場の一室。 テレカンファレンスの司会を務める清水医師。 

撮影場所：チェコ工科大学 撮影場所：チェコ工科大学 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#153  第 8 回福岡内視鏡手術フォーラム          2008.9. 26 
【イベント名】 
    第3回国際内視鏡ワークショップ 

【期日】 2008.8.20 

【会場】 アクロス福岡 – 岩手医科大学（岩手） 

– 藤元早鈴病院（宮崎）– 産業医科大学（北九州）

【概要】 

毎年９月に福岡アクロスで開かれている福岡手術フォーラ

ムも８回目を迎えた。看護師を中心に内視鏡手術について情

報交換を行う場である。本年は岩手や宮崎のほか初めて北九

州市にある産業医科大学とも接続し、会場に集まった約200

名の参加者と共に４地点でのディスカッションを行った。 

４地点の会場の様子を映し出すモニター。 会場に集まった約200名の参加者。 

撮影場所：福岡アクロス 撮影場所：福岡アクロス 

開会の辞を述べる九州大学病院の高木祥子師長。 講演に対して質問する参加者のひとり。 

撮影場所：福岡アクロス 撮影場所：福岡アクロス 

 

遠隔地からの意見に対し、モニターを見ながら答える。 福岡アクロスのフォーラム会場風景。 

撮影場所：福岡アクロス 撮影場所：福岡アクロス 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#154  ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－４          2008.10. 30 
【イベント名】 

    ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－４ 

【期日】 2008.10.30 

【会場】 九州大学病院 － 京都第2赤十字病院–  

漢陽大学（韓国）– 国立台湾大学（台湾） 

【概要】 

日本・韓国・台湾の第4回目の消化器テレカンファレン

ス。１施設30分ずつの症例提示とそれに対するディスカ

ッションが行われ、約2時間の予定で行われている。 

左上が九州大学。タイのDr Tassanee も参加。 九州大学は第一外科の高畑医師が司会を務める。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

九州大学病院のテレカンファレンス風景。 京都第２赤十字病院の安田先生が全体の座長を務める。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

現在韓国消化器内視鏡会長の漢陽大学Hahm JS 教授。 九大病院で使用している通信・映像用の機器。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#155  第 4 回早期胃がんテレカンファレンス        2008.11.7 
【イベント名】 

第4回早期胃がんテレカンファレンス 

【期日】 2008.11.7 

【会場】 九州大学病院 

– マヒドン大学シリラ病院（タイ） 

– 上海交通大学第一人民病院（中国） 

【概要】 

第４回目の早期癌テレカンファレンス。今回も九州大学

病院（福岡）・マヒドン大学シリラ病院（バンコク）・第

一人民病院（上海）の３ヶ所を接続。国際色豊かな会と

なった。 

  

全体の司会を務める矢田医師と質問に答える板場医師。 ３地点の様子を映すモニター。右上がタイ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

タイ側には以前九大にいたDr Piya とDr Kritsが参加。 タイからの研修医Dr Satidaも参加。（中央列右） 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

エジプトからの医師は、Dr Mohammed（中央）。 中央右にはインドからの研修生Dr Mehtaが参加。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#157  地域医療連携センター講演会           2008.11.11 
【イベント名】 
地域医療連携センター講演会 

【期日】 2008.11.11 

【会場】  

九州大学病院 － 長崎大学病院 

【概要】 

昨年の大分大学に引き続き、今回 長崎大学と地域医療

連携センター講演会を共催した。 

それぞれ 特徴ある活動を紹介しあい、他地域の状況に

ついて知見を深めるだけでなく、新しいアイデアの参考

になるということで、参加者に好評である 

  

長崎大学側の司会は川崎 副センター長が担当した。 九大病院側の司会は中島 副センター長が担当した。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九大病院側の会場の様子 中島医師のリードで活発な意見交換がおこなわれた。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

質問に答える實藤医師 閉会の挨拶をおこなう吉良センター長。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#158  移植テレカンファレンス－２        2009.1.8 
【イベント名】 

移植テレカンファレンス－２ 

【期日】 2009.1.8 

【会場】  

九州大学病院 － 藤田保健衛生大学 

【概要】 

前回沖縄の豊見城病院と接続して以来、約１年ぶり移植

のテレカンファレンスが行われた。藤田保健衛生大学と

は初めての接続であり、杉谷教授が九州大学から赴任さ

れて以来、念願の接続である。画質も良く、和やかな雰

囲気の中で移植に関するディスカッションが進んだ。 

  

九州大学病院移植チームのスタッフ。 藤田保健衛生大学側のモニターに映る九大チーム。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：藤田保健衛生大学 

 

発表を行う杉谷教授。 移植手術の様子が画面一杯に映るモニター。 

撮影場所：藤田保健衛生大学 撮影場所：九州大学病院 

  

九大側から発表を行う北田医師と隣に座る升谷医師。 藤田保健衛生大学の充実した機器類。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：藤田保健衛生大学 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#159  ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－５           2009.1.15 
【イベント名】 

ＪＫＴ内視鏡テレカンファレンス－５ 

【期日】 2009.1.15 

【会場】 九州大学病院 － 京都第2赤十字病院–  

– 漢陽大学（韓国）– 国立台湾大学（台湾） 

【概要】 

日本・韓国・台湾の消化器テレカンファレンスも４地点

の当番を一周し、５回目で再度京都第２赤十字病院の当

番となった。今回は初めて「消化管出血とその止血術」

というテーマを設け、これに対する症例提示と技術的ポ

イントを話し合った。 

 

九州大学から発表する板場医師と隣の堤医師。 漢陽大学の司会を務めるDr Choi. 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：漢陽大学病院 

 

４地点の様子を映し出すモニター場面。 九州大学病院のテレカンファレンスルーム。 

撮影場所：漢陽大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ダブルバルーン内視鏡の説明をするスライド。 漢陽大学のテレカンファレンス用の部屋。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：漢陽大学病院 
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 3) 写真レポート 

#160  第 7 回胆膵臨床病理テレカンファレンス        2009.1.16 
【イベント名】 

第4回早期胃がんテレカンファレンス 

【期日】 2008.11.7 

【会場】 九州大学病院 

– ソウル大学ブンタン病院（韓国） 

– 産業医科大学病院（北九州） 

【概要】 

日韓の胆膵臨床病理テレカンファレンスが約１年ぶり

に開催された。今回は７回目となるが、今回初めて産業

医科大学にも接続され、ソウル大学ブンダン病院、九州

大学との３ヶ所でのカンファレンスとなった。それぞれ

１例の症例を提示し、ディスカッションを行った。 

  

肝胆膵グループの新しいチーフとなった中村准教授。 九州大学病院のテレカンファレンス風景。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ソウルからの症例に質問をする田中雅夫教授。 ３地点の様子。右上がソウル、左下が産業医科大学。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

術後切除標本の病理結果を説明するスライド。 後方の参加者のためにも液晶モニターを配置。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 3) 写真レポート 

#161  移植テレカンファレンス（３）      2009.2.17 
【イベント名】 

移植テレカンファレンス（３） 

【期日】 2008.11.7 

【会場】 九州大学病院 

－藤田保健衛生大学（愛知） 

－豊見城中央病院（沖縄） 

【概要】 

第３回目の移植カンファレンスは、藤田保健衛生大学、

九州大学病院、それに沖縄の豊見城病院の３か所を繋い

で行われた。Dr杉谷不在の中、藤田保健衛生大学の岡部

医師の司会の下、それぞれの地点から発表が行われ、そ

れらに対するディスカッションを行った。 

 

福岡・愛知・沖縄 3地点の様子を映すモニター。 九大から質問する腎臓内科の升谷医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

司会の岡部医師と藤田保健衛生大学泌尿器科ドクター。 藤田保健衛生大学からの発表を聞く九大スタッフ。 

撮影場所：藤田保健衛生大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

真剣にカンファレンスに参加する九大チーム。 他施設からの発表に対し質問する藤田保健の医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：藤田保健衛生大学病院 
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TEMDEC・AQUA 活動報告 2008 6. イベント概要 

 3) 写真レポート 

#163  アジア医療教育シリーズー１＠APAN-TW    2009.3.5 
【イベント名】アジア医療教育シリーズー１＠APAN-TW

「腹腔鏡下Ｓ状結腸切除術」 

【期日】 2009.3.5 

【会場】 台湾APAN会場 – 東京JJMIT 

– マニラ大学– 九州大学病院 – シンガポール大学 

– ハノイ108病院 – バルセロナ病院 

【概要】 

APANネットワークを使い、アジア地域の継続的な医療教

育シリーズの第１弾として、第27回APANにおいて「腹腔

鏡下Ｓ状結腸切除術」を取り上げた。初接続の東京会場

から２つの遠隔講演をいただき、7ヶ所を接続した。ベ

トナムの108病院およびバルセロナのDr Lacyも初めての

参加となった。 

  

APAN-TW高雄会場のセッション風景。 京大の坂井教授とNUSのDr Lomantoの質疑応答。 

撮影場所：APAN-TW 高雄会場 撮影場所：九州大学病院 

静岡がんセンターのDr絹笠（右上）と108病院（左下）。 座長のDr Hanと会場風景。 

撮影場所：APAN-TW 高雄会場 撮影場所：APAN-TW 高雄会場 

バルセロナから挨拶するDr Lacy。 サポートするエンジニア席付近の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：APAN-TW 高雄会場 
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