
TEMDEC 活動報告 2009 5. イベント一覧 

5. イベント一覧（平成 21 年度） 
※開始番号は初回からの続き 

 期日 イベント名 
内容 

形式 
会場 

164 2009/3/13 第 5 回早期胃がんカンファレンス 
カンファレンス, 

スライド  

九大病院 (日本), 

シリラ病院 (タイ), 

上海交通大学 (中国), 

チョウレイ病院 (ベトナム) 

165 2009/3/24 タイ消化器内視鏡ライブデモ 
内視鏡,  

ライブ  

チュラロンコン大学 (タイ), 

フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン), 

ハノイ 第 108 病院 (ベトナム), 

MYREN (マレーシア) 

166 2009/3/25 アジア太平洋肝胆膵学会 2009 
カンファレンス, 

スライド 

九大病院 (日本), 

チュラロンコン大学 (タイ), 

藤田保健衛生大学病院 (日本), 

ジョンソン＆ジョンソン MIT (日本) 

167 2009/4/2 第 109 回日本外科学会 膵臓 
カンファレンス,

スライド 

福岡国際会議場 (日本), 

チュラロンコン大学 (タイ), 

フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン) 

168 2009/4/2 第 109 回日本外科学会 大腸 
カンファレンス,

スライド 

福岡国際会議場 (日本), 

コンコルド病院 (オーストラリア), 

ブンダン病院 (韓国) 

169 2009/4/3 第 109 回日本外科学会 肥満手術
カンファレンス,

スライド 

福岡国際会議場 (日本), 

フリンダース大学 (オーストラリア), 

国立シンガポール大学 (シンガポール) 

170 2009/4/3 第 109 回日本外科学会 胃 
カンファレンス,

スライド 

福岡国際会議場 (日本), 

上海交通大学 (中国), 

香港中文大学 (中国) 

171 2009/4/4 第 109 回日本外科学会 肺 
カンファレンス,

スライド 

福岡国際会議場 (日本), 

台北榮民総医院 (台湾), 

アサン医療センター (韓国) 

172 2009/4/9 第 6 回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス 
カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

京都第二赤十字病院 (日本), 

漢陽大学 (韓国), 

国立台湾大学 (台湾) 

173 2009/5/13 医学生へのライブ中継講義 
内視鏡手術, 

教育 

九大病院 (日本), 

ブンダン病院 (韓国) 

174 2009/5/14 アフリカ アジア フォーラム 
カンファレンス,

ライブ 

九大病院 (日本), 

カイロ大学 (エジプト), 

京都第二赤十字病院 (日本) 

175 2009/5/15 
第 20 回消化器外科カンファレンス

（ローマライブ） 

カンファレンス,

録画ビデオ 

ローマ会場 (イタリア), 

九大病院 (日本), 

藤田保健衛生大学病院 (日本), 

ジョンソン&ジョンソン MIT (日本) 
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 期日 イベント名 
内容 

形式 
会場 

176 2009/6/10 TERENA 手術カンファレンス 
カンファレンス,

スライド 

TNC2009 会場 (スペイン), 

バルセロナ大学附属病院 (スペイン), 

聖オラヴス病院 (ノルウェー), 

モナルディ病院 (イタリア) 

177 2009/6/16 MYREN ワークショップ 
カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

MYREN (マレーシア) 

178 2009/6/26 上海ライブ 
内視鏡手術, 

ライブ 

九大病院 (日本), 

上海交通大学 (中国), 

癌研有明病院 (日本), 

チョウレイ病院 (ベトナム) 

179 2009/7/1 ブラジルとのテレカンファレンス 
内視鏡, 

スライド 

九大病院 (日本), 

サンパウロ大学 (ブラジル) 

180 2009/7/8 シアトルとのテレカンファレンス 
内視鏡, 

スライド 

九大病院 (日本), 

シアトル科学財団 (アメリカ) 

181 2009/7/3 第 2 回アジア太平洋ワークショップ
内視鏡手術, 

ライブ 

九大病院 (日本), 

国立シンガポール大学 (シンガポール),

ブンダン病院 (韓国), 

東京科学財団 (日本) 

182 2009/7/9 第 7 回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス 
カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

京都第二赤十字病院 (日本), 

漢陽大学 (韓国), 

国立台湾大学 (台湾) 

183 2009/7/21 第 28 回 APAN 会議 内視鏡 
内視鏡, 

スライド 

マレーシア会場 (マレーシア), 

神戸大学 (日本), 

北京協和医院 (中国), 

上海 CTEC (中国) 

184 2009/7/22 第 28 回 APAN 会議 ヘルスケア 
ヘルスケア, 

スライド 

マレーシア会場 (マレーシア), 

九大病院 (日本), 

185 2009/7/23 第 28 回 APAN 会議 内視鏡手術 
内視鏡手術, 

スライド 

マレーシア会場 (マレーシア), 

岩手医科大学 (日本), 

国立台湾大学 (台湾), 

国立シンガポール大学 (シンガポール),

フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン), 

ハノイ 第 108 病院 (ベトナム), 

ブンダン病院 (韓国), 

九大病院 (日本) 

186 2009/7/28 
上海交通大学と国立台湾大学との

テレカンファレンス 

カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

上海交通大学 (中国), 

国立台湾大学 (台湾) 

187 2009/8/21 
第 4 回シリラ国際内視鏡ワークショ

ップ 

内視鏡, 

ライブ 

九大病院 (日本), 

シリラ病院 (タイ), 

北京協和医院 (中国), 

神戸大学 (日本) 
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 期日 イベント名 
内容 

形式 
会場 

188 2009/8/30 
第 4 回韓国消化器内視鏡学会

ESD ライブ 

内視鏡, 

ライブ 

京都第二赤十字病院 (日本), 

ソウル会場 (韓国) 

189 2009/9/18 第 9 回福岡内視鏡手術フォーラム
カンファレンス,

スライド 

アクロス福岡 (日本), 

藤元早鈴病院 (日本), 

岩手医科大学 (日本), 

産業医科大学 (日本) 

190 2009/9/24 
第 19 回世界外科消化器癌学会

（IASGO）大腸 

内視鏡手術, 

ライブ 

京都大学 (日本), 

北京国際会議場 (中国) 

191 2009/9/24 
第 19 回世界外科消化器癌学会

（IASGO）肝 

内視鏡手術, 

ライブ 

アサン医療センター (韓国), 

北京国際会議場 (中国) 

192 2009/9/25 
第 19 回世界外科消化器癌学会

（IASGO）胃 

内視鏡手術, 

ライブ 

九大病院 (日本), 

北京国際会議場 (中国), 

ブンダン病院 (韓国), 

ノースショアー病院 (オーストラリア) 

193 2009/9/25 
第 19 回世界外科消化器癌学会

（IASGO）ロボット手術 

カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

北京国際会議場 (中国), 

国立シンガポール大学 (シンガポール),

フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン) 

藤田保健衛生大学病院 (日本), 

シリラ病院 (タイ), 

チョウレイ病院 (ベトナム) 

194 2009/10/7 
Internet2 内視鏡テレカンファレン

ス 

カンファレンス,

スライド 

テキサス・サンアントニオ会場 (アメリカ),

シアトル科学財団 (アメリカ), 

メキシコ国立大学 (メキシコ), 

サンパウロ大学 (ブラジル) 

195 2009/10/27 ノルウェーへのライブ手術 
内視鏡手術, 

ライブ 

九大病院 (日本), 

癌研有明病院 (日本), 

上海 CTEC (中国), 

聖オラヴス病院 (ノルウェー) 

196 2009/11/7 
第 13 回中国超音波内視鏡研究会

-1 

内視鏡, 

ライブ 

北京協和医院 (中国), 

清華大学 (中国), 

アサン医療センター (韓国), 

東京科学財団 (日本) 

197 2009/11/8 
第 13 回中国超音波内視鏡研究会

-2 

内視鏡, 

ライブ 

北京協和医院 (中国), 

清華大学 (中国), 

京都第二赤十字病院 (日本) 

198 2009/11/11 第 8 回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス 
カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

京都第二赤十字病院 (日本), 

漢陽大学 (韓国), 

国立台湾大学 (台湾) 

199 2009/11/12 
上海における国際遠隔診療共同

研究 

ヘルスケア, 

対面指導 

九大病院 (日本), 

上海交通大学 (中国) 
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 期日 イベント名 
内容 

形式 
会場 

200 2009/11/14 
第 16 回関東腹腔鏡下胃切除研究

会 

カンファレンス,

録画ビデオ 

九大病院 (日本), 

東京医科歯科大 (日本), 

北海道大学 (日本), 

セントメリー病院 (韓国) 

201 2009/12/8 
第 24 回香港治療内視鏡ワークショ

ップ 

内視鏡, 

ライブ 

九大病院 (日本), 

香港中文大学 (中国), 

上海 CTEC (中国), 

西京病院 (中国) 

202 2009/12/11 
第 3 回アジア遠隔医療シンポジウ

ム 

カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

フリンダース大学 (オーストラリア) 

203 2009/12/16 NICT タイライブデモ 

カンファレンス,

スライド、内視

鏡デモ 

九大病院 (日本), 

タイ会場 (タイ) 

204 2009/12/18 
APTEN-1 (アジア太平洋内視鏡教

育ネットワーク) 

カンファレンス,

スライド 

九大病院 (日本), 

広島大学病院 (日本), 

上海 CTEC (中国), 

京都第二赤十字病院 (日本) 

205 2010/1/19 
北京協和大学との早期胃がんカン

ファレンス 

内視鏡, 

スライド 

九大病院 (日本), 

北京協和医院 (中国), 

京都第二赤十字病院 (日本) 

206 2010/1/22 ＮＣＵ トーストマスターズ カンファレンス,
九大病院 (日本), 

国立中央大学 (台湾) 

207 2010/1/29 
タイ外科学会 IASGO 国際卒後教

育セミナー  

カンファレンス,

ライブ 

ラジャビティ病院 (タイ), 

岩手医科大学 (日本), 

アサン医療センター (韓国), 

上海 CTEC (中国) 

208 2010/2/8 
第 29 回 APAN 会議 新カンファレ

ンスシステムデモンストレーション 

技術デモンスト

レーション, 

スライド、ムービ

ー 

APAN シドニー会場 (オーストラリア), 

九大病院 (日本), 

ブンダン病院 (韓国), 

京都第二赤十字病院 (日本) 

209 2010/2/9 第 29 回 APAN 会議 ヘルスケア 
ヘルスケア, 

スライド 

APAN シドニー会場 (オーストラリア), 

忠北大学 (韓国), 

CSJMU (インド), 

スタンフォード大学 (アメリカ) 

210 2010/2/10 第 29 回 APAN 会議 内視鏡 
内視鏡, 

スライド 

APAN シドニー会場 (オーストラリア), 

チュラロンコン大学 (タイ), 

国立台湾大学 (台湾), 

香港中文大学 (中国), 

京都第二赤十字病院 (日本), 

上海 CTEC (中国) 
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 期日 イベント名 
内容 

形式 
会場 

211 2010/2/11 第 29 回 APAN 会議 胸腔鏡手術

胸腔鏡手術, 

スライド、内視

鏡デモ 

APAN シドニー会場 (オーストラリア), 

国立台湾大学 (台湾), 

ブンダン病院 (韓国), 

福大病院 (日本), 

北海道大学 (日本), 

フィリピン大学総合病院 (フィリピン), 

ハノイ 第 108 病院 (ベトナム) 

212 2010/2/19 胎児医療テレカンファレンス 

胎児医療, 

スライド、ムー

ビー 

九大病院 (日本), 

東京科学財団 (日本), 

国立台湾大学 (台湾), 

国立シンガポール大学 (シンガポール) 

213 2010/2/23 建国大学との内視鏡カンファレンス
内視鏡, 

スライド 

九大病院 (日本), 

建国大学病院 (韓国), 

国立シンガポール大学 (シンガポール),

京都第二赤十字病院 (日本) 

214 2010/2/26 第 1 回糖尿病ネットフォーラム 
糖尿病 

スライド 

九大病院 (日本),  

ジョンソン&ジョンソン MIT (日本) 

215 2010/3/2 タイ消化器内視鏡ライブデモ 
内視鏡, 

ライブ 

チュラロンコン大学 (タイ),  

ハノイ 第 108 病院 (ベトナム),  

チョウレイ病院 (ベトナム) , 

九大病院 (日本), 

 




