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2) 写真レポート 

#165  タイ消化器内視鏡ライブデモ （TAGE）      2009.3.24 

【イベント名】 

タイ消化器内視鏡ライブデモ（TAGE） 

【期日】 2009.3.24 

【会場】 チュラロンコン大学 

－マニラ大学（フィリピン）－ １０８病院（ベトナム）

－MYREN-NOC （マレーシア） 

【概要】 

バンコクのチュラロンコン大学の主会場を、ハノイ、マ

ニラ、クアラルンプールと結んで、内視鏡のライブデモ

ンストレーションが行われた。この会はタイの消化器内

視鏡学会が主催した会では初めて、APANのネットワー

クを使ってテレカンファレンスが企画された。 

モニターに映し出された4地点の様子。 チュラロンコン大学の主会場。 

撮影場所：チュラロンコン大学 撮影場所：チュラロンコン大学 

Dr Thawathai, Dr Rungsun と Dr Nantalee が座長。 バンコクのDr KhorとマニラのDr Hilvano。. 

撮影場所：チュラロンコン大学 撮影場所：チュラロンコン大学 

  

主会場のセンタースクリーンに映った内視鏡画像。 ナースセッション会場でのモニターの配置。 

撮影場所：チュラロンコン大学 撮影場所：チュラロンコン大学 
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#166  アジア太平洋肝胆膵学会(APHPBA) 2009   2009.3.25  
【イベント名】 

アジア太平洋肝胆膵学会2009 

【期日】 2009.3.25 

【会場】 チュラロンコン大学 －九州大学 － 藤田保

健衛生大学 －J&J トレーニングセンター (J&J MIT) 

【概要】 
九州大学、藤田保健衛生大学、Ｊ＆Ｊトレーニングセンタ

ーの3施設より、合計5つの遠隔講演が行われた。APHPBA
プレコングレス参加者に向けて、どれも腹腔鏡や開腹手術

の手術手技を中心とした素晴らしい講演であった。Ｊ＆Ｊ

のトレーニングセンターはこの時に初めて接続された。 

 

４地点の様子を映すモニター画面。 藤田保健衛生大学からの腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

2名の座長と2名の討論者が、ステージ上に座る。 九州大学病院からの参加者。 

撮影場所：チュラロンコン大学 撮影場所：九州大学病院 

  

プレコングレス会場での閉会セレモニー。 イベント中に機器を操作するMr Chakaphan。 

撮影場所：チュラロンコン大学 撮影場所：チュラロンコン大学 
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#167 第 109 回日本外科学会 膵臓                                2009.4.2.  
【イベント名】 

第109回日本外科学会 膵臓 
【期日】 2009.4.2. 

【会場】 福岡国際会議場  

– マニラ大学（フィリピン） 

– チュラロンコン大学 （タイ） 

【概要】 

4月2日から3日間、福岡国際会議場にて第109回日本外科

学会定期学術集会が開催された。午前と午後の計5回に

亘り、アジア諸国を接続したテレカンファレンスが施行

された。 初のセッションでは膵臓に対する腹腔鏡下手

術に関し、会場からの発表に対してマニラとバンコクか

ら意見や質問が出された。 

  

動画像を用い、主に手術術式に関する発表がなされた。 座長は京大のDr高折と台湾のDr Ker。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

左上は神戸大のDr松本、左下はチュラロンコン大学。 フィリピンからのコメンテータDr Hilvano。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

後ろ側から見たフィリピン会場の様子。 各地点のローカルエンジニアの皆さん。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#168   第 109 回日本外科学会 大腸                                2009.4.2.  
【イベント名】 

第109回日本外科学会 大腸 
【期日】 2009.4.2. 

【会場】  

福岡国際会議場  

– コンコルド病院（オーストラリア） 

– ソウル大学ブンダン病院 （韓国） 

【概要】 

1日目の午後は大腸のセッション。当初インドから参加

の予定であったが、調整が間に合わず急遽ソウル大学の

ブンダン病院からお願いすることになった。会場から4

つの発表があり、それにオーストラリアのDr Keshava

と韓国のDr Kang が遠隔からのコメンテータとして加

わった。 

 

大阪医大Dr奥田による横行結腸切除術の発表。 京大のDr坂井は直腸切除術に関するビデオを供覧。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

 

左上が福岡会場、右上がシドニー、左下がソウル。 左から座長Dr渡辺とDr Zheng、それに広大のDr岡島。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

 

会場には大勢の聴衆が集まった。 DVTS操作用のコンピュータが並ぶ。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 
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#169  第 109 回日本外科学会 肥満手術                          2009.4.3.  
【イベント名】 

第109回日本外科学会 肥満手術 
【期日】 2009.4.3. 

【会場】  

福岡国際会議場  

– フリンダース大学（オーストラリア） 

– シンガポール大学病院（シンガポール） 

【概要】 

日本外科学会のシンポジウムとしては初めて、肥満手術

が取り上げられたセッションとなった。Dr Sarr のアメ

リカの現状に関する基調講演の後、日本の状況とバイパ

ス手術について、またオーストラリアからはバンド手術

についての講演が行われた。シンガポール会場を交え、

活発な討論が行われた。 

  

壇上に揃った座長とコメンテータの医師ら。 左上は座長のDr Schirmer、右上は演者のDr Kow。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

シンポジウムに先立って基調講演を行うDr Sarr。 ビデオを使い術式に関する講演を行うDr笠間。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

 

接続された３会場と裏方を務める九大病院のスタッフ。 会場の映像や音声を調整する技術スタッフ。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 
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#170   第 109 回日本外科学会 胃                                 2009.4.3.  
【イベント名】 

第109回日本外科学会 胃 
【期日】 2009.4.3. 

【会場】  

福岡国際会議場  

– 上海交通大学第一病院（中国） 

– 香港中文大学（中国） 

【概要】 

2日目の午後は腹腔鏡下胃切除に関するセッションであ

った。会場に韓国から2名、日本から1名の演者を迎え、

それらに対し上海交通大学第一人民病院Dr Qiu と香港

中文病院Dr Ng がコメンテータとして遠隔参加した。幽

門側胃切除術、胃全摘術、ロボット手術の講演が行われ

た。 

  

ロボット手術について講演する延世大学のDr Hyung。 会場には多くの聴衆が集まった。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

ソウル大学ブンダン病院のDr HH Kim。 胃全摘術の講演を行う有明癌研病院のDr福永。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

 

テレカンファレンスを支える各地点のスタッフ。 会場の後方には大型のビデオカメラが準備された。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：福岡国際会議場 
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#171   第 109 回日本外科学会 肺                                2009.4.4.  
【イベント名】 

第109回日本外科学会 肺 
【期日】 2009.4.4. 

【会場】  

福岡国際会議場  

– 台北栄民総医院（台湾） 

– アサン医療センター（韓国） 

【概要】 

終日は胸腔鏡下の呼吸器外科のセッションが行われ

た。座長は福大のDr 岩崎とシンガポールのDr 

Agasthian、講演は会場から国立台湾大学のDr Lee YC 

と虎ノ門病院の Dr 河野、ソウルのアサン医療センター

からはDr Kim YH が行った。コメンテータの台北栄民

病院は久しぶりのネットワーク接続であった。 

  

左上が福岡会場、右上がソウル、左下が台北。 左端が、会を取り仕切る福岡大学の岩崎教授。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

肺切除術に関する講演を行う虎ノ門病院のDr 河野。 呼吸器外科セッションの会場風景。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

会場でDVTSの操作を行う桑原さん。 会場には10000ルクスの大型プロジェクターを準備。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 
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#173   医学生へのライブ中継講義                                  2009.5.13.  
【イベント名】 

医学生へのライブ中継講義 
【期日】 2009.5.13. 

【会場】 九州大学病院  

–ソウル大学ブンダン病院（韓国） 

【概要】 

専門課程に入る前の医学部２年生を対象にした医工学

講座。韓国からのライブ手術を中継することにより、内

視鏡手術の特徴、遠隔医療の実際、さらには英語による

コミュニケーションの重要性を実感することを目的と

した。学生は大変興味を持って参加し、マスコミにも今

回初めて公開した。 

  

講義に参加する学生の様子。 講義内容について説明する清水准教授。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

韓国から手術の様子を伝える Han HS 副教授。 韓国の医師へ直接英語で質問する学生。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

テレビのインタビューに答える学生。 講義室に準備された機器一式。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#174  アフリカ・アジア フォーラム                                2009.5.14.  
【イベント名】 

アフリカ・アジア フォーラム 

【期日】 2009.5.14. 

【会場】 九州大学病院   

– 京都第２赤十字病院 

– カイロ大学（エジプト） 

【概要】 

カイロで開催されたアジア・アフリカフォーラムに向け

て、日本から初めて接続を行った。カイロ大学に集まっ

た医師に対し、九大と京都より動画を交えた講演と活発

なディスカッションを行った。会にはエジプトからの研

修医師Dr Mohammedも参加し、アフリカ大陸への初め

ての接続に花を添えた。 

 

質問に答えるエジプトからの研修医師 Dr モハメット。 接続３地点の様子。左上がカイロのエジプト大学。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

カイロ大学の会場に集まった医師たち。 日本側へ話しかけるエジプトの医師。 

撮影場所：カイロ大学 撮影場所： カイロ大学 

九大会場の様子。 接続を技術支援した山之口さん。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#175  第 20 回消化器外科カンファレンス（ローマライブ）     2009.5.15.  
【イベント名】第20回消化器外科カンファレンス

（ローマライブ） 

【期日】 2009.5.15. 

【会場】 九州大学病院 

– ローマ学会会場（イタリア） 

– 藤田保健衛生大学 

 – ジョンソン＆ジョンソンＭＩＴ 

【概要】 

第20回のローマライブへ向けて、東京・名古屋・福岡か

ら遠隔参加した。今年で２回目の参加である。それぞれ

の日本会場より手術ビデオを使った講演を行い、ローマ

会場に集まった数千人の参加者はその高解像度映像を

楽しんだ。 

  

モニターに映る4地点の様子。左上がローマ会場。 九大会場に集まった参加者の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

名古屋会場の杉谷教授と宇山教授。 宇山教授によるロボットを使った胃切除術のスライド。

撮影場所：藤田保健衛生大学病院 撮影場所：九州大学病院 

ローマ会場には世界中から手術の様子が中継される。 ローマ会場は多くの参加者でぎっしり。 

撮影場所：ローマ研究会会場 撮影場所：ローマ研究会会場 
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#176  TERENA 手術テレカンファレンス                             2009.6.10.  
【イベント名】 

TERENA 手術テレカンファレンス 

【期日】 2009.6.10. 

【会場】 ＴＮＣ２００９会場 （スペイン） 

– バルセロナ大学病院（スペイン）– 聖オラヴス大学病

院 （ノルウェー） – モナルディ病院（イタリア） 

【概要】 

2009年のTERENAはスペインのマラガで行われた。今

回は会場をバルセロナ（スペイン）、トロントハイム（ノ

ルウェー）およびナポリ（イタリア）と接続し、内視鏡

手術で有名な各病院より、手術室の様子について講義や

中継を行った。今回はQuatreを会場に持ち込み、ヨーロ

ッパ内の回線のみを使用した。 

 

会場となったマラガ大学の法学部校舎。 会場前にバス停にはTERENAの旗が飾られている。 

撮影場所：ＴＥＲＥＮＡ会場（マラガ大学） 撮影場所：ＴＥＲＥＮＡ会場（マラガ大学） 

 

ノルウェー会場で講演をするMarvik 教授。 マラガ会場で司会をする清水准教授。 

撮影場所：聖オラブス大学病院 撮影場所：ＴＥＲＥＮＡ会場（マラガ大学） 

 

モニターに映し出された4地点の様子。 会場で準備する岡村准教授と北村主任研究員。 

撮影場所：ＴＥＲＥＮＡ会場（マラガ大学） 撮影場所：ＴＥＲＥＮＡ会場（マラガ大学） 
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#179  上海ライブ 2009 胃がん手術ライブ中継                       2009.6.26.  
【イベント名】上海ライブ2009 ： 

胃がん手術ライブ中継 

【期日】 2009.6.26. 

【会場】九州大学病院 – 癌研有明病院               

– 上海交通大学第一病院 （中国） 

– チョウレイ病院（ベトナム） 

【概要】 

上海で行われた中国医学会後援の内視鏡外科に関する

卒後教育セミナーへ、九大病院からライブ手術を中継し

た。今回は初めて東京の癌研有明病院に接続し、手術に

関する討議に参加を依頼した。ベトナム会場にも多くの

医師が集まり、活発な意見が交わされた。 

  

ライブ手術を行う九大の手術室の様子。術者はDr永井。 九大で司会を務める当間医師とその後ろの大内田医師。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

癌研有明病院に集まった福永医師とそのスタッフ。 チョウライ病院に集まったDr Haiとそのスタッフ。 

撮影場所：有明癌研病院 撮影場所： チョウライ病院 

 

ホーチミンのチョウライ病院会場の様子。 接続をサポートした各地点のエンジニアの皆さん。 

撮影場所：チョウライ病院 撮影場所：九州大学病院 
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#179  ブラジルとのテレカンファレンス                                2009.7.1.  
【イベント名】 

ブラジルとのテレカンファレンス 

【期日】 2009.7.1. 

【会場】 九州大学病院  

– サンパウロ大学（ブラジル）         

【概要】 

ブラジルのサンパウロ大学と初めて接続を試みた。日本と

ちょうど真反対になる南アメリカで 初の接続先となった

が、比較的スムーズに接続を構築することができた。大学

病院の内視鏡チームのスタッフと今後の計画などについて

協議し、会を終えた。 

Dr Dantas, Dr Meneghelliとそのスタッフ。 九大病院から対応する清水准教授。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

リオデジャネイロ州立大学のエンジニア。 接続をサポートしたRNPのエンジニアの2人。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

九大でカメラを調整する安徳さん。 コミュニケーションを調整する九電の桑原さん。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#181  第 3 回アジア太平洋ワークショップ                             2009.7.3.  
【イベント名】 

    第3回アジア太平洋ワークショップ 

【期日】 2009.7.3. 

【会場】九州大学病院 – 東京科学財団 

– シンガポール大学（シンガポール） 

– ソウル大学ブンダン病院 （韓国）  

【概要】 

シンガポール大学のDr Lomantoが主宰した手術トレー

ニングセミナーに、日韓より遠隔で参加した。今回は主

題の一つとして「シングルポート内視鏡手術」が取り上

げられ、九大病院としても興味深い内容であった。シン

ガポール大学からは初めてライブ手術が発信された。 

九大病院に集まった田中教授およびそのスタッフ。 モニターに映し出されたシンガポールからの手術風景。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

シンガポール会場の招待医師および参加者。 進行を務める清水准教授と海外からの研修医師たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
九大会場の様子。 モニターに映し出された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 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#182  第７回 JKT 内視鏡カンファレンス                             2009.7. 9.  
【イベント名】 

第7回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス 

【期日】 2009.7.9. 

【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】 

７回目を迎えた日本・韓国・台湾３地点での消化器関連

のテレカンファレンス。通常通り４病院からそれぞれ症

例提示を行い、それに関して診断や治療に関するディス

カッションを行った。その後、患者の経過やその疾患に

対する簡単な説明などが加えられ、若い医師にとっては

非常に有意義かつ刺激的な会と思われる。 

  

モニターに映し出される４地点の様子。 九大病院会場の様子。右手前は上海からのDr Zhu。 

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ＣＴの映像が映し出されている。 症例発表を行う板場医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

九大病院会場のテレカンファレンス風景。 九大病院に整備されたテレカンファレンス機器一式。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#183  第28回APAN会議 内視鏡                                   2009.7.21.  
【イベント名】 

第28回APAN会議 内視鏡 
【期日】 2009.7.21. 

【会場】 APAN会場（マレーシア） 

– 神戸大学 –  北京協和医科大学病院（中国） 

– 上海CTEC（中国） 

【概要】 

第28回アジア先端ネットワーク会議（APAN）が、マレ

ーシアのクアラルンプールで開催された。内視鏡のセッ

ションでは、神戸大学、北京協和医科大学、および上海

CTECが初めて接続され、DVTSを使用してそれぞれの

会場より発表を行った。 

  

医療セッションの会場風景。 上海の会場より発表を行うMr Ron Chen。 

撮影場所：ＡＰＡＮ-マレーシア会場 撮影場所：ＣＴＥＣ上海 

 
 

北京協和医科大学より発表を行うLu 教授。 後方からの医療セッションの会場風景。 

撮影場所：北京協和医科大学病院 撮影場所：ＡＰＡＮ-マレーシア会場 

技術サポート中の岡村准教授、安徳さん、山之口さん。 医療セッション会場に続くホールに集まった参加者。 

撮影場所：ＡＰＡＮ-マレーシア会場 撮影場所：ＡＰＡＮ-マレーシア会場 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#184   第 28 回 APAN 会議 ヘルスケア                             2009.7.22.  
【イベント名】 

第28回APAN会議 ヘルスケア 
【期日】 2009.7.22 

【会場】マレーシア会場 – 九州大学病院–  

MEDRIC（韓国）– 韓国疾病対策センター (MEDRIC)

– スタンフォード大学 

【概要】 このイベントでは岩手県立大学の橋本先生が開発し

た “Midfield” を初使用した。ブロードバンドネットワークで

のITの医療利用（第1セッション）とインフルエンザパンデミ

ック（第2セッション）をおこなった。米国のCharles Doarn

教授や日本の千田廉教授も招き、韓国から九大に訪問中の学生

も参加した。  

“Midfield”の画面。 千田廉先生による医療分野センサーに関する講演。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

マレーシア会場でも多く方が参加。 九州大学病院訪問中の釜山大学医学生も参加した。 

撮影場所：マレーシア会場 撮影場所：九州大学病院 

 “Midfeild”開発者である橋本教授のシステム説明。 韓国の学生からいくつもの質問がマレーシア会場へ・  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#185 第 28 回 APAN 会議 内視鏡手術                              2009.7.23.  
【イベント名】 

第28回APAN会議 内視鏡手術 
【期日】 2009.7.23.  

【会場】 九州大学病院 – マレーシアAPAN会場  

– 岩手医科大学 – 国立台湾大学 – フィリピン大学

マニラ校 – 国立シンガポール大学 – ソウル大学ブ

ンダン病院 – 108病院（ベトナム） 

【概要】 

APANミーティングでの手術のセッション。今回は肝切

除術をテーマとし、日本・韓国・台湾・フィリピン・ベ

トナム・マレーシア・シンガポールの７カ国、８施設を

接続して行われた。各会場からはそれぞれ専門家による

発表が行われ、映像・音声共に良好な中、熱い議論が繰

り広げられた。 

接続された８か所の様子を映し出すモニター。 シンガポール会場から参加したDr Liao 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

岩手医科大学に集まった若林教授以下スタッフ。 フィリピン会場から意見を述べるDr Teh 。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

  

内視鏡下の肝移植手術を説明するスライド。 ベトナム会場に集まるDr Tienとそのスタッフ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#186  上海交通大学と国立台湾大学とのテレカンファレンス         2009.7.28.           
【イベント名】 

上海交通大学と国立台湾大学との 
テレカンファレンス   

【期日】 2009.7.28. 

【会場】 九州大学病院  

– 上海交通大学第一病院（中国） 

–  国立台湾大学（台湾） 

【概要】 

上海交通大学から研修に来たDr Zhu、国立台湾大学から

のDr Lin の研修報告プレゼンテーションを、それぞれ

の病院に彼らの所属部局の教授を招いて行った。２人と

も九大での研修内容、術式、学んだことや困ったこと、

また週末に楽しんだことなど、綺麗にまとめて発表し

た。研修先と派遣先がその成果や今後の課題などについ

て話し合うことは非常に有意義であった。 

  

上海のQiu 教授、台湾の Lin教授の顔が見える。 九大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 

 

発表を行う上海からのDr Zhu（右）と台湾のDr Lin 。 九大会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

各地点のエンジニアスタッフ。 九大会場で接続を調整するエンジニアの山下さん。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#187  第 4回シリラ国際内視鏡ワークショップ                      2009.8.21.            
【イベント名】 

第4回シリラ国際内視鏡ワークショップ 
【期日】 2009.8.21.   

【会場】 九州大学病院 – 神戸大学  

– マヒドン大学シリラ病院（タイ）  

– 北京協和医科大学（中国）          

【概要】 

マヒドン大学シリラ病院で毎年開催されている内視鏡

のワークショップに今回もライブデモを企画した。今年

で３回目となる。神戸大学および北京協和医科大学への

接続は共に２回目となったが、ライブデモへの参加は共

に初めてであった。神戸大学からは豚の胃を使ったESD

（内視鏡下粘膜下層剥離術）の様子を配信してもらい、

各会場ともその素晴らしい技術に感銘を受けた。 

  

マヒドン大学シリラ病院のメイン会場。 神戸大学から配信された内視鏡ライブデモの様子。 

撮影場所：マヒドン大学シリラ病院 撮影場所： 神戸大学病院 

  

４会場の様子：左下が北京協和大学、右下が神戸大。 メイン会場座長（Dr Asada, Dr Thawatchai, Dr Udon）

撮影場所：九州大学病院 撮影場所： マヒドン大学シリラ病院 

北京協和医科大学にも多くのスタッフが集まった。 神戸大学での機器設定の様子。 

撮影場所：北京協和医科大学病院 撮影場所：神戸大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#188  第 4 回韓国消化器内視鏡学会 ESD ライブ                 2009.8.29.             
【イベント名】 

第4回韓国消化器内視鏡学会ESDライブ 
【期日】 2009.8.29. 

【会場】 京都第２赤十字病院 

- ソウル学会会場（韓国） 

【概要】 

韓国で毎年開催されるＥＳＤ（内視鏡下粘膜下層剥離

術）のライブデモへ、今年は京都第２赤十字病院と韓国

会場を１：１で接続した。会場には昨年同様、約1000

名の医師が参加し、韓国国内からもこれとは別に接続し

て数か所からのライブデモが行われた。特別講演には岡

村准教授が会場に招かれ、これまでの遠隔医療活動に関

する発表があった。 

  

会場正面に設置された２つのメインスクリーン。 京都第２赤十字病院から送られるライブデモの様子。 

撮影場所：ヒルトンホテル韓国研究会会場 撮影場所：ヒルトンホテル韓国研究会会場 

 

ライブデモ用のメイン会場の風景。 スクリーンに映った韓国国内からのライブデモの様子。

撮影場所：ヒルトンホテル韓国研究会会場 撮影場所： ヒルトンホテル韓国研究会会場 

 
会場のステージ左には３名のコメンテータが座った。 メイン会場には多くの医師が参加した。 

撮影場所：ヒルトンホテル韓国研究会会場 撮影場所：ヒルトンホテル韓国研究会会場 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#189  第 9回福岡内視鏡手術フォーラム                              2009.9.18.           
【イベント名】 

第9回福岡内視鏡手術フォーラム 
【期日】 2009.9.18. 

【会場】 アクロス福岡 – 藤元早鈴病院  

– 岩手医科大学 – 産業医科大学 

【概要】 

手術室の看護師さんを中心とした内視鏡手術に関する

セミナーに、今年も４会場を接続した。この会ではすっ

かりお馴染になった感じがある。福岡・北九州・宮崎・

岩手の看護師さんたちからも質問やコメントが出され、

相互の意見交換が有意義であった。 

  

福岡会場には約２００名の参加者があった。 教育講演を担当した九州医療センターの竹尾医師。 

撮影場所：アクロス福岡会場 撮影場所：アクロス福岡会場 

 

総合司会を担当した浦田師長と事務局の福本さん。 質問に立つ福岡大学の中川師長。 

撮影場所：アクロス福岡会場 撮影場所： アクロス福岡会場 

 
Ｑ＆Ａのコーナーで正面に座る演者の皆さん。 今回新しく始まった手術体験コーナーでの様子。 

撮影場所：アクロス福岡会場 撮影場所：アクロス福岡会場 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#190  第 19 回世界外科消化器癌学会（IASGO）大腸                2009.9.24.  
【イベント名】 

第19回世界外科消化器癌学会（IASGO）大腸

【期日】 2009.9.24. 

【会場】 

北京国際会議場 – 京都大学           

【概要】 

第19回国際外科消化器癌学会（IASGO）の世界大会が、

北京の国際会議場で開催された。90カ国から2500名の参

加者が集まり、会を盛り上げた。その中で4つのライブ

デモおよびテレカンファレンスが企画され、その 初が

京都大学坂井教授による大腸内視鏡手術のライブデモ

であった。 

  

メイン会場正面には座長と２つのスクリーンが並ぶ。 座長席の前には３つの液晶モニターが準備された。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 

  

モニターに映った京都大学病院の手術室の様子。 メイン会場全体の風景。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 

２名の座長に加え、３名の討論者を招いた。 中国CERNETと九大のキーメンバー。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#191  第 19 回世界外科消化器癌学会（IASGO）肝                     2009.9.24.  
【イベント名】 

第19回世界外科消化器癌学会（IASGO）肝 
【期日】 2009.9.24. 

【会場】  

        北京国際会議場（中国） 

– アサン医療センター（韓国）      

【概要】 

２番目のセッションは韓国アサン医療センターからの

肝臓の内視鏡手術である。２回目の接続ではあったが、

同センターからライブを発信するのは初めてであった。

しかしながら準備など順調で、セッションもスムーズに

運んだ。 

  

メイン会場正面の様子。 座長は韓国のDr Hanと岩手医科大学の若林教授。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 

興味深くライブ手術を見つめる参加者。 メイン会場の全景。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 

セッションは会場と韓国で討論しながら進められた。 正面スクリーンに映された本学会のポスター画面。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#192  第 19 回世界外科消化器癌学会（IASGO）胃                     2009.9.25.  
【イベント名】 

第19回世界外科消化器癌学会（IASGO）胃

【期日】 2009.9.25. 

【会場】 北京国際会議場 – 九州大学病院 

– ソウル大学ブンダン病院 （韓国） 

– AARNET-Sydney オフィス（オーストラリア）   

【概要】 

２日目の午前中には腹腔鏡下胃切除術のライブデモ

を日本と韓国から同時に中継し、シドニーには遠隔か

らコメンテータをお願いした形の４か所接続とした。

２か所からの同時配信は、術式を比較したり適応を話

し合ったりすることができ、また片方とのやり取りの

際には他方がややリラックスできる点で良いやり方

と思われる。 

メイン会場の正面には大きな２つのスクリーンが並ぶ。 九州大学病院の手術室の様子。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：九州大学病院 

中継されている実際のライブ手術画像。 ２名の座長と共に２名の討論者がステージに並ぶ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：北京国際会議場 

セッションを終えて、座長と討論者が記念撮影。 CERNETメンバー：左からWang, Andrew, James. 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#193  第 19 回世界外科消化器癌学会（IASGO）ロボット手術          2009.9.25.  
【イベント名】 

第19回世界外科消化器癌学会（IASGO） 
ロボット手術 

【期日】 2009.9.25. 

【会場】 北京国際会議場 – 九州大学病院  

– 国立シンガポール大学 – フィリピン大学マニラ校 

– 藤田保健衛生大学病院 – マヒドン大学シリラ病院（タ

イ） – チョウライ病院 （ベトナム） 

【概要】 

後のセッションは、６カ国７施設を結んでのテレカ

ンファレンスを企画した。 先端の内視鏡手術やロボ

ット手術の講演を遠隔地へ配信し、質問や意見を共有

した。第一線で活躍する医師の講演とあって各地から

のコメントも多く、非常に興味深いプログラムが出来

上がった。 

 

ロボット手術の講演をする韓国・延世大学Dr WJ Hyung。 Dr SH Kimが右のスクリーンに大きく映されている。

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 

 
モニターに映し出される７会場の様子。 主会場の右手前にはスタッフが配置。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：北京国際会議場 

 
セッションの終了後に座長と講演者が記念撮影。 セッション全体を企画・遂行したキーメンバー。 

撮影場所：北京国際会議場 撮影場所：北京国際会議場 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#194  Internet2 内視鏡テレカンファレンス                         2009.10.7.           
【イベント名】 

Internet2 内視鏡テレカンファレンス 

【期日】 2009.10.7.  

【会場】 テキサス学会会場  

– シアトル科学財団 （アメリカ） 

– メキシコ国立大学（UNAM、メキシコ） 

– サンパウロ大学 Ribeirao Preto 校（ブラジル） 

【概要】 
サンアントニオで開かれたInternet２秋の大会で、南北

アメリカ大陸の４つの内視鏡施設を結び、DVTSによる

テレカンファレンスを行った。メキシコは初めての接続

であり、ＰＣの性能の問題により画像にノイズが多かっ

た。またブラジルは学内LANの状況を改善する必要が感

じられた。また当初予定していたカナダのアルバータ大

学は調整が間に合わず、代わりにシアトルが参加した。

 

モニターに映し出される接続４地点の様子。 活動状況やシステムについて説明する清水准教授。 

撮影場所：Internet2 ミーティング会場 撮影場所：Internet2 ミーティング会場 

シアトル会場のDr ShembreとMs Joanie 。 メキシコ会場の Dr Diazu（右）。 

撮影場所：Internet2 ミーティング会場 撮影場所：Internet2 ミーティング会場 

  

サンパウロ会場に集まったDr Dantasとそのチーム。 テキサスの主会場でサポートする長谷部さん。 

撮影場所：サンパウロ大学病院 撮影場所：Internet2 ミーティング会場 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#195  ノルウェーへのライブ手術                              2009.10.27.         
【イベント名】 

ノルウェーへのライブ手術 

【期日】 2009.10.27. 

【会場】 九州大学病院 – 有明癌研究所病院  

– 聖オラヴス大学病院（ノルウェー） 

– 上海CTEC（中国）        

【概要】 

ノルウェーからのリクエストに答えた形で、東京有明の

癌研病院から内視鏡下胃切除術のライブデモを企画し

た。癌研病院からのライブ手術の配信は初めてである。

ぎりぎりまで手術室内の設定が大変だったが、会は非常

にスムーズにまた興味深いものとなった。ノルウェーか

らは、今までの会の中でベストというコメントだった。

術者のDr福永とそのチーム。 モニターに映し出された４地点の映像。 

撮影場所：有明癌研究所病院 撮影場所：有明癌研究所病院 

 

右端にはモデレータのDr比企が見える。 コメントを述べる九大病院の永井准教授。 

撮影場所：有明癌研究所病院 撮影場所： 九州大学病院 

 
 

癌研病院手術室内にセットアップされたシステム一式。 モニターに映ったライブ手術の配信画面。 

撮影場所：有明癌研究所病院 撮影場所：九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#196 第 13 回中国超音波内視鏡研究会－1                          2009.11.7.         
【イベント名】   

第13回中国超音波内視鏡研究会 -1 
【期日】 2009.11.7. 

【会場】清華大学学会会場 （中国） 

– アサン医療センター （韓国） 

– 東京科学財団 – 北京協和医科大学 （中国）  

【概要】 

７月にネットワークを確立した北京協和医科大学の主

催で開催された超音波内視鏡のライブセミナー。主会場

を清華大学の講堂に置き、北京協和医科大学病院とアサ

ン医療センターからライブを配信した。コメンテーター

として東京会場に東京医科大学のDr糸井を招き、遠隔よ

り講演もお願いした。 

  
主会場の全体像。正面には３つのスクリーンが並ぶ。 モニターに映った４会場の様子。 

撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 

 
 

韓国からデモンストレーションを行うDr Seo 。 会場には多くの参加者が集まった。 

撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 

  

北京でのデモに対しコメントを述べるDr Seo（左下）。 中国技術サポートのAndrewとWangさん（左２人）。 

撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#197  第 13 回中国超音波内視鏡研究会－2                        2009.11.8.           
【イベント名】 

第13回中国超音波内視鏡研究会 -2 
【期日】 2009.11.8. 

【会場】 清華大学学会会場 （中国） 

– 北京協和医科大学 （中国）    

– 京都第２赤十字病院          

【概要】 

２日目には京都第２赤十字病院からライブ配信があっ

た。１日目の経験を経て、映像・音声共に良好な状態で

会が進められた。北京協和医科大学病院内ではいくつか

の部屋をシステムで統合して、そのうちの一つを会場へ

送る形を取っており、画像の解像度がやや落ちた印象が

あった。 

 

主会場には大スクリーン１つと小さめ２つを準備。 右下の画面には本セミナーのポスターを組み込んだ。 

撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 

 

北京協和医科大学病院からのライブデモの様子。 京都から北京会場へ送られている超音波内視鏡画像。 

撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 

  

本セミナーのポスター。 主宰者のLu 教授（右）と清水准教授。 

撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 撮影場所：研究会会場（清華大学講堂） 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#198  第 8 回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス                           2009.11.11.          
【イベント名】 

第8回ＪＫＴ内視鏡カンファレンス 

【期日】 2009.9.24. 

【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・台湾を結んで行われているテレカンファレ

ンスも８回目となった。これまで九州大学が行っていた

ネットワークの調整を今回初めて韓国の漢陽大学にお

願いし、多地点接続用機器のQuatreも韓国内のものを使

用した。今後はいろいろな地点がリードして企画・準備

を行い、活動をさらに拡大したいと考えている。 

 

モニターに映るいつもの４施設。 九大からプレゼンテーションを行う高畑医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

実際に配信された内視鏡関連のスライド。 プレゼンテーションに使用された病理画像のスライド。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九大会場のテレカンファレンス風景。 会をサポートしたエンジニアの安徳さん。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#199  上海における国際遠隔診療の IBM との共同研究       2009.11.12 
【イベント名】 

上海における国際遠隔診療共同研究 
【期日】 2009.11.12. 

【会場】 九州大学病院 – 上海交通大学 (中国)      

【概要】 これは、我々の活動における初の国際遠隔診療/

相談の試みである。 

九州大学会場の経験豊富な看護師が、上海交通大学病院に

居る2人の（偽の）メタボリック症候群患者にDVTSとIBM

のテレカンファレンスシステムの2種類で保健指導を行っ

た。 

 
2人の（偽の）メタボリック症候群患者が協力。 ASPの保健指導ナビゲーションシステムを使用。 

撮影場所：上海第一人民病院 撮影場所：上海第一人民病院 

看護師は容易に保健指導をオンラインで行った。 Sun Jing医師とXu Wei医師に実験に協力していただいた。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：上海第一人民病院 

看護師と（偽の）患者がオンラインで会話。 IBMスタッフと上海第一交通大学スタッフが実験に協力。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：上海第一人民病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#200  第16回関東腹腔鏡下胃切除研究会                            2009.11.14.  
【イベント名】 

第16回関東腹腔鏡下胃切除研究会 

【期日】 2009.11.14. 

【会場】 九州大学病院  

– 東京医科歯科大学会場 – 北海道大学 

– カトリック大学聖マリア病院（韓国） 

【概要】 

腹腔鏡下胃切除術に関しては も専門的な講演と議論

が行われる「関東LADG研究会」へ九大から初めて接続

した。今年は北海道大学や韓国のカトリック大学にも初

めての接続となったが、非常にスムーズで質の高いテレ

カンファレンスになった。日韓で同時通訳を使用し、２

言語を上手く切り分けた構成ができた。 

 

日韓４地点：左上が東京、左下が札幌、右下がソウル。 東京会場で挨拶を行う東海大学病院の松井准教授。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：東京医科歯科大学 

 

東京会場には今回も参加者で一杯。 東京会場の講演が他の３地点への配信されている。 

撮影場所：東京医科歯科大学 撮影場所：九州大学病院 

後半のプログラムは東京・北海道・福岡のみで接続。 九大病院から講演を行う当間講師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#201  香港内視鏡ワークショップでの内視鏡ライブ                 2009.12.8.               
【イベント名】 

香港内視鏡ワークショップでの内視鏡ライブ

 

【期日】 2009.12.8. 

【会場】 九州大学病院  

– 香港中文大学病院 （香港） 

– 西京病院 （西安） – 上海CTEC（上海）   

【概要】 

「第24回治療内視鏡国際ワークショップ」へ、去年に引

き続き接続した。この会は毎年香港で開催される長い歴

史を持った権威のある会である。今年は初めて西安の西

京病院へも接続し、２日日には西安からのライブデモン

ストレーションも行われた。上海にも医師が集まり、本

シンポジウムに遠隔参加した。 

香港中文大学病院のメイン会場。 西安にある西京病院の会場風景。 

撮影場所：香港中文大学病院 撮影場所：西京病院 

 

香港会場は参加者でぎっしり埋まっている。 西京病院での司会を務めるDr Guo とそのスタッフ。 

撮影場所：香港中文大学病院 撮影場所：西京病院 

座長席では内視鏡室の様子が常にモニターできる。 西安会場で内視鏡の実技を披露するDr Neuhaus。 

撮影場所：香港中文大学病院 撮影場所：西京病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#202  第 3 回アジア遠隔医療シンポジウム                        2009.12.11.             
【イベント名】 

第3回アジア遠隔医療シンポジウム 

【期日】 2009.12.11. 

【会場】  

九州大学病院  

– フリンダーズ大学（オーストラリア） 

【概要】 

第３回目のアジア遠隔医療シンポジウムが九大病院で行

われた。今回は韓国、中国、台湾、シンガポール、タイ、

ベトナム、フィリピン、南アフリカなど海外８つの国や地

域から来日した32名を含め、約100名の参加者があった。

遠隔ではオーストラリアから Dr Colin Carati の発表が

行われた。 

 
シンポジウム１日目の会場の様子。 オーストラリア・アデレードからの遠隔参加の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

ベトナムから参加のDr Giangによる講演。 ２日目に撮影された主要メンバー全員の写真。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

シンポジウムで座長を務める杉谷・Han 両教授。 主会場である百年講堂の外に掲げられた案内版。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#203  NICT 2009 タイライブデモ                                2009.12.16.  
【イベント名】 

NICT 2009 タイライブデモ 

【期日】 2009.12.16. 

【会場】 九州大学病院  

– タイ会場（アマリウォータゲートホテル） 

【概要】 

日本情報通信機構が主催するタイの研究会へ、九大病院

の内視鏡室からトレーニングボックスを使ったライブ

デモンストレーションを行った。今回はネットワークが

決まった時間に自動的に接続されるという新しいシス

テムのデモンストレーションを兼ねており、どちらも順

調に終了した。 

 
タイに向かって説明をする清水医師。 タイ会場の様子。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： タイ研究会会場 

疾患について説明しながら内視鏡を行う板場医師。 タイと日本側の両方の様子が映し出されたモニター。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

タイ会場正面のスクリーンに映る九大スタッフ。 内視鏡室に設置された移動用通信・映像機器一式。 

撮影場所： タイ研究会会場 撮影場所： 九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#204  APTEN-1 (アジア太平洋内視鏡教育ネットワーク)            2009.12.18.  
【イベント名】APTEN-1  

(アジア太平洋内視鏡教育ネットワーク) 
【期日】 2009.12.18.  

【会場】 九州大学病院  

– 広島大学  

– 上海CTEC（中国） 

– 京都第２赤十字病院           

【概要】 

京都第２赤十字病院の田中聖人先生の企画により、広島大

学から上海の内視鏡トレーニングセンターへ向けて、遠隔

講演が行われた。広島大学は今回、初めて接続された。講

演は日本語で行われ、上海会場のドクターによる中国語へ

の通訳により行われた。九大病院会場には、ちょうど上海

から研修中のDr Xu Minが参加した。 

広島大学（左上）、上海会場（右上）、京都日赤（左下）。 後面からの九大病院会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

  

中国語で質問を行う上海から研修中のDr Xu Min。 モニターにはＥＳＤ後の切除標本が見える。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

九大会場のテレカンファレンス風景。 通信・映像関係の機器が並ぶ。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#205  北京協和大学との早期胃がんカンファレンス                 2010. 1.19.  
【イベント名】 

北京協和大学との早期胃がんカンファレンス 
【期日】 2010.1.19.  

【会場】 九州大学病院  

– 北京協和医科大学病院 

– 京都第２赤十字病院      

【概要】 

本年度より２年間の計画で始まった日中医学交流事業

の一環として、北京協和医科大学病院と九大病院、それ

に京都第２赤十字病院が加わって、早期胃がんに関する

第１回目のテレカンファレンスが行われた。中国会場に

は北京以外からも医師が招待され、ディスカッションに

参加した。 

  

北京協和医院（右上）と京都第２赤十字病院（左下）。 九大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 

 

モニターには講演スライドの内視鏡画像が映る。 発表を行う板場医師と隣の清水医師。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

板場医師は動画を使って内視鏡の基本的手技を説明。 テレカンファレンスに使用される機器が並ぶ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#206  NCU トーストマスターズ                                2010.1.22 
【イベント名】 

NCUトーストマスターズ 
【期日】 2010.1.22. 

【会場】 九州大学病院 – 国立中央大学 (台湾)  

【概要】 トーストマスター（Tostmasters）との初めての

共同イベント。台湾のメンバーと福岡のメンバーがオンライ

ンで交流し、質の高い画像と音声を楽しんだ。彼らからは感

謝の言葉と次回のイベントへの期待が寄せられた。 

 

福岡会場でのメンバー。 台湾から福岡への質問の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

倉本クリスティーン先生が福岡会場を主催した。 Toastmastersの旗とTEMDECのパネルが並んで。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
 

国際色豊かな福岡Toastmastersのメンバー。 台湾と福岡（スクリーンの中）での記念写真。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#207  タイ外科学会 IASGO 国際卒後教育セミナー                   2010.1.29. 
【イベント名】 

タイ外科学会IASGO国際卒後教育セミナー 

【期日】 2010.1.22. 

【会場】 ラジャビティ病院 （タイ） 

－ 岩手医科大学病院 

－ アサン医療センター（韓国） 

– 上海CTEC（中国） 

【概要】 

タイの外科学会と世界外科消化器癌学会（IASGO）共催

の卒後教育セミナーがバンコクで行われた。会場の

Rajavithi病院へは初めてネットワーク回線が敷設され、

韓国と日本から腹腔鏡下胃切除術の同時２元中継が行

われた。タイでは未だに珍しい手技で、会は大いに盛り

上がった。 

  
岩手医科大学（右上）、上海会場（右下）。 座長の韓国Dr HH Kim（右）と地元のDr Patpong。 

撮影場所： ラジャビティ病院（バンコク） 撮影場所： ラジャビティ病院（バンコク） 

  

コメンテーターには九大のDr永井とタイのDr Piya。 左下には韓国アサン医療センターの術者が見える。 

撮影場所： ラジャビティ病院（バンコク） 撮影場所： ラジャビティ病院（バンコク） 

会場では多くの参加者が熱心に手術を見つめる。 タイのエンジニアたち。中央がMr Chakaphan。 

撮影場所： ラジャビティ病院（バンコク） 撮影場所： ラジャビティ病院（バンコク） 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#208  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   2010.2.8 
【イベント名】 

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 

【期日】 2010.2.8 

【会場】 シドニー会場 － 九州大学病院 － 

ソウル大学ブンダン病院 – 京都第二赤十字病院 

【概要】 

ハイビジョン対応ストリーミングサーバーOKI Media Server 

(株 OKIネットワークス)およびカンファレンスシステムVidyo

（株 Vidyo, Inc, USA）をもちいて、HDに対応したカンファ

レンスシステムのデモンストレーションを行い、その品質と有

用性を確認した。 

 

サーバより配信された手術映像 スライドも高精細に送信することができる 

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 

 

ディスカッションを行うため、Vidyoを利用した。 APANシドニー会場の様子 

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 

 
 

HD映像はANYCASTで切り替えを行った。 HDカメラでモニター映像を送信する方法も試みた 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#209 第29回 APAN会議ヘルスケア                          2010.2.9.  
【イベント名】 

29回 APAN会議 ヘルスケア 
【期日】 2010.2.9 

【会場】 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) 

【概要】  

APANシドニーでは、第1セッションで公衆衛生を、第2

セッションで遠隔診療/相談活動を発表、議論した。多

くの新しい活動の紹介が行われた。 

 

 

YS Lee医師と中島医師が座長を務めた。 中川先生によるヒーリングのパフォーマンス。 

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 

シドニー会場の風景。 シドニー会場に参加している聴衆。 

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 

医師・患者間の遠隔相談のディスカッション。 会場ではマルチメディアがスクリーンに映された。 

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#210  第29回 APAN会議 内視鏡                                  2010.2.10. 
【イベント名】 

第29回 APAN会議 内視鏡 

【期日】 2010.1.22. 

【会場】 シドニーAPAN会場 （オーストラリア）  

– 京都第2赤十字病院 – 国立台湾大学病院（台湾）

– チュラロンコン大学（タイ）– 香港中文大学  

– 上海CTEC 

【概要】 

第２９回アジア太平洋先端ネットワーク会議の内視鏡セ

ッションでは、７か所の会場を結び、京都第２赤十字病

院、国立台湾大学、香港中文大学、タイのチュラロンコ

ン大学の４か所からの症例報告を行った。韓国のDr Seo

はシドニーの会場まで赴き、座長として名司会ぶりを発

揮した。 

  

左上にはシドニー会場、左下には上海会場が映る。 タイからのプレゼンテーションに使われた内視鏡画像。

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 

  

香港会場からはDr James Lauが参加。 京都第２赤十字病院の安田医師（中央）と田中医師（左）。

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所：シドニーAPAN 会場 

タイからはDr Rungsun以下、３名が参加。 会場の一部に設けられた機器コントロール席。 

撮影場所：シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#211   第 29 回 APAN 会議  呼吸器部外科                        2010.2.10. 
【イベント名】 

第29回 APAN会議 呼吸器外科 

【期日】 2010.1.22. 

【会場】 シドニーAPAN会場 （オーストラリア） 

– 福岡大学 – 北海道大学 – 国立台湾大学（台湾）– 

ソウル大学ブンダン病院（韓国）– ＃１０８病院（ベ

トナム）– フィリピン大学マニラ総合病院    

【概要】 

外科のセッションでは初めて「胸腔鏡下手術」を取り上

げた。福岡大学の岩崎教授の企画により、北海道大学以

下７施設が参加。フィリピン大学ではこれまで行ってい

た本学ではなく、初めて病院までネットワークを延ばし

て参加した。いずれも素晴らしい発表で、ディスカッシ

ョンの時間がもう少し欲しい所だった。 

 

右上に北大のDr加賀、左下には福大のDr岩崎が見える。 福大から発表された動画がモニターに映る。 

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 

 

韓国からはソウル大学ブンダン病院が参加。 マニラ会場は病院からDr Hilvanoのスタッフが参加。 

撮影場所： シドニーAPAN 会場 撮影場所：シドニーAPAN 会場 

 

ベトナム会場で挨拶するDr Giang。 医療セッションは学会会場の大きな部屋で行われた。 

撮影場所：シドニーAPAN 会場 撮影場所： シドニーAPAN 会場 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#212   胎児医療テレカンファレンス                 2010.2.19. 
【イベント名】 

胎児医療テレカンファレンス 

【期日】 2010.1.22. 

【会場】 九州大学病院 

－ 東京科学財団 

－ 国立台湾大学 

－ シンガポール国立大学 

【概要】 

国立成育医療センターの千葉先生が中心となって、胎児

医療に関する初めてのテレカンファレンスが開かれた。

東京会場は飯田橋の東京科学財団をお借りし、共同研究

仲間の国立台湾大学のShyu教授とシンガポール大学の

Mahesh教授に遠隔参加をお願いした。東京会場からス

ライドが出ないトラブルはあったものの、非常に和やか

で有意義な会となった。 

  

東京（左下）、台湾（右上）、シンガポール（右下） 台湾から発表された中の胎児に関する１スライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州会場の清水准教授。 後ろにはゲスト参加の薬学部大学院の学生。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

東京会場から発表される聖マリアンナ医大の北川教授。 モニター画面を調整する九大病院の機器。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#213   建国大学との内視鏡カンファレンス             2010.2.23. 
【イベント名】 

建国大学との内視鏡カンファレンス 

【期日】 2010.1.22. 

【会場】 九州大学病院 

－ 建国大学病院（韓国） 

－ 京都第２赤十字病院 

－ シンガポール国立大学 

【概要】 

韓国の建国大学に新しい内視鏡室が完成したことを記

念して、Shim教授からの提案により建国大学にとって

は初めてとなる４地点での国際テレカンファレンスが

実現した。進行は京都の安田先生により進められ、九大

を除く各地点からは内視鏡室の紹介があった。今後も定

期的にカンファレンスを続けて行きたいとの要望が出

された。 

 
シンガポール会場から初めて出席のLawrence教授。 建国大学（右上）とシンガポール大学（左下）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

紹介されるシンガポール大学の内視鏡手術室。 内視鏡室の様子を説明するシンガポールのDr Khor。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

右上の建国大学からスタッフが自己紹介。 自分の内視鏡室を歩きながら中継する京都の安田医師。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#214  第一回糖尿病ネットフォーラム                             2010.2.26.  
【イベント名】 

第一回糖尿病ネットフォーラム 

【期日】 2010.2.26. 

【会場】 九州大学病院 – J&J MIT 

【概要】 このイベントは糖尿病のみにフォーカスした

我々の活動では初めての国内イベントであった。ジョンソ

ン＆ジョンソン社が協賛した。東京会場（Johnson & 

Johnson MIT)と福岡会場はDVTSで接続され、多くの大

学教員と糖尿病協会員などが、両会場からお互いの啓発活

動に関して紹介をした。 

大橋先生（東大）が東京会場で座長を務めた。 西村先生（慈恵医大）が東京の活動を紹介した。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

福岡の会場からの参加者からの質問の様子。 井口先生（九大）が福岡の活動に関して紹介した。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

福岡会場の風景。 大橋先生からは閉会の言葉をいただいた。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 



TEMDEC 活動報告 2009 6. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#215  タイ消化器内視鏡ライブデモ (TAGE)                         2010.3.24.  
【イベント名】 

タイ消化器内視鏡ライブデモ(TAGE) 
【期日】 2010.3.24. 

【会場】 チュラロンコン大学病院（タイ）  

－ ハノイ＃１０８病院 （ベトナム） 

－ チョウライ病院（ベトナム） 

【概要】 

第9回タイ消化器内視鏡学会のワークショップで行われ

たバンコクでのライブデモの様子を、ベトナムのハノイ

とホーチミンへ同時中継した。学会場と各病院の間で活

発な議論が交わされ、非常に有意義な会となった。ハノ

イではDr Khienが、またホーチミンではDr Dungがそれ

ぞれ主な討論者となった。 

バンコク（左上）、ハノイ（左下）、ホーチミン（右上）。 手技を解説するDr Haber（右）とDr Ryan（中央）。 

撮影場所：チュラロンコン大学病院会場 撮影場所： チュラロンコン大学病院会場 

 

超音波内視鏡を操る韓国アサン医療センターのDr Seo。 座長席には学会長や主要メンバーが並ぶ。 

撮影場所：チュラロンコン大学病院会場 撮影場所： チュラロンコン大学病院会場 

主会場では多くの参加者がライブの様子を見つめる。 内視鏡室で歓談する癌センターの後藤田医師（右）。 

撮影場所：チュラロンコン大学病院会場 撮影場所： チュラロンコン大学病院会場 

 




