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#216  建国大学との内視鏡カンファレンス －２                    2010.4.15.  

【イベント名】 

建国大学との内視鏡カンファレンス－２ 

【概要】 

韓国建国大学のShim教授の呼びかけで始まった内視鏡

テレカンファレンスの第2回目が行われた。膵臓の嚢胞

性疾患や光線力学的治療法、またNOTES用に開発された

ロボットなど、興味深い発表がなされた。途中建国大学

の回線が一時途切れるなどのハプニングがあったが、第

1回目に比べ画質などは改善した感じだった。 

【期日】 2009.4.15. 

【会場】 九州大学病院  

– 建国大学 

– 国立シンガポール大学 

– 京都第２赤十字病院  

  

4施設を接続したテレカンファレンスの様子。 韓国の建国大学より開会の辞を述べるShim教授。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
 

九州大学から症例発表を行う森医師。 シンガポールからはNOTES用ロボットが紹介された。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

スライドに示される膵嚢胞の様子。 テレカンファレンスで使用された設定用コンピュータ。 

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 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#217  ナース研究会プログラム委員会                               2010.4.21.  

【イベント名】 

ナース研究会プログラム委員会 

【概要】 

6月に開催が予定されている第95回日本消化器病学会九

州支部例会ナースセッションのプログラムが札幌・東

京・北九州・福岡を結んで行われた。シンポジウムで発

表される演題の構成や、当日配布予定のアンケートの内

容などについて意見が交わされた。次回は学会会場から

の接続を予定して委員会を終えた。 

【期日】 2009.4.21. 

【会場】 九州大学病院 

― 産業医科大学 

― 北海道大学 

― ジョンソン＆ジョンソンMITセンター 

 

 

モニターに映し出される4地点の様子。 意見を述べる九州大学の清水准教授。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

  

北海道大学からはナースの皆さんが参加。 東京会場でシステムを担当している高瀬さん。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

  

九州大学の清水准教授と福本副師長。 東京会場には多くの担当スタッフが参加。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 
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#218  医学生へのライブ中継講義                                   2010.5.11.  

【イベント名】 

医学生へのライブ中継講義 

【概要】 

医学部２年生に対する医工学の授業に、韓国からのライ

ブ手術を行う企画は、本年で第３回目となる。これまで

も学生たちの評判がよく、今回もソウル大学ブンダン病

院の手術室からの中継で、Han HS副教授に韓国側から

手術の解説と学生からの質問に対する対応をお願いし

た。手術は肝移植であった。 

【期日】 2009.5.11. 

【会場】 九州大学病院 

– ソウル大学ブンダン病院 

  

  

医工学講義でのライブ手術風景。 学生たちはいずれも興味深く授業を聞いている。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

講義室は学生で一杯。 手術の様子が正面のスクリーンに映し出されている。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

韓国側へ質問を行う学生。 質問を行う別の学生。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#220  TERENA2010 デモンストレーション    2010.6.3 

【イベント名】 

TERENA2010 デモンストレーション  

【概要】 

TERENAミーティングがリトアニアで開催された。今回

はエジプトとモロッコの内視鏡トレーニングセンターを

初めて接続し、DVTSを用いた３地点接続のデモンストレ

ーションを行った。ネットワーク調整に苦労したが、最

終的には配信された動画像のクオリティーも良く、今後

の展開に期待が持たれる。 

【期日】 2010.6.3 

【会場】TNC2010 会場(リトアニア), テオドールビ

ルハルツ研究所 (エジプト), モハメット５世スイシ

大学 (モロッコ) 

 
 

リトアニア、エジプト、モロッコの３会場が映る。 デモンストレーションを進める清水准教授。 

撮影場所：TERENA2010 会場 撮影場所：TERENA2010 会場 

 
 

システムについて説明を行う岡村准教授。 カイロトレーニングセンターからの動画像の提示。 

撮影場所：TERENA2010 会場 撮影場所：TERENA2010 会場 

 
 

プレスと共にカメラをコントロールする北村さん。 会場でスペインのエンジニアチームと共に記念撮影。 

撮影場所：TERENA2010 会場 撮影場所：TERENA2010 会場 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#221  第 1 回ナーステレカンファレンス    2010.6.19 

【イベント名】 

第 1 回ナーステレカンファレンス  

【概要】 

第95回日本消化器病学会九州支部例会 第89回日本消

化器内視鏡学会九州支部例会のイベントとして、札幌

および東京を結んで、手術室看護師向けのシンポジウ

ムがおこなわれた。北九州会場には、２００名を超え

る参加者があり、手術体位のとりかたや看護師教育を

テーマに活発な議論がおこなわれた。 

【期日】 2010.6.19 

【会場】  

北九州会場(日本)、北海道大学(日本)、 

ジョンソン＆ジョンソン MIT センター(日本) 

  

準備風景。各地点のスタッフと写真撮影。 通信用機材等は会場左前方に設置された。 

撮影場所：北九州西日本総合展示場 撮影場所：北九州西日本総合展示場 

  

たくさんの手術室勤務の看護師が参加。 動画を用いて体位の取り方を説明する発表者。 

撮影場所：北九州西日本総合展示場 撮影場所：北九州西日本総合展示場 

  

発表の後、パネルディスカッションが行われた。 山口幸二会長による閉会の辞。 

撮影場所：北九州西日本総合展示場 撮影場所：北九州西日本総合展示場 
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#222  建国大学との内視鏡カンファレンス－3       2010.6.21 

【イベント名】 

建国大学との内視鏡カンファレンス－3 

【概要】 

建国大学・シンガポール大学・京都第２赤十字病院・九

大病院のテレカンファレンスの３回目。今回は海外から

の研修医師（アルゼンチンDr Ana, インドネシア Dr 

Kaka, ベトナム Dr Binh）に加え、福大筑紫病院のDr 

八尾も参加した。九大からはDr 荻野が小腸の重複嚢腫

について発表した。 

【期日】 2010.6.21 

【会場】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) 

  

後ろの席には海外からのドクターたちが参加。 ４地点を接続したテレカンファレンスの様子。 

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４地点の様子が映っている。 後ろからのテレカンファレンス会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  
福大筑紫病院の八尾建史医師も参加。 小腸ダブルバルーンについての説明がなされている。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#223  上海ライブ 2010 胃がん手術ライブ中継   2010.6.25 

【イベント名】 

上海ライブ 2010 胃がん手術ライブ中継  

【概要】 

今年の上海ライブでは、タイのプラモンクックラウ大学

病院が初めて接続・参加した。また宮崎会場にはアメリ

カから帰国したドクターも加わり、ディスカッションも

盛り上がった。上海主会場には初めて看護師のセッショ

ンが企画され、看護師や臨床工学技士同士のコミュニケ

ーションが試みられた。 

【期日】2010.6.25 

【会場】 

九大病院 (日本), 上海交通大学 (中国),  

PMK 病院 (タイ), 藤元早鈴病院 (日本)  

 
 

4地点の様子を映すモニター。 モニターを見ながら手術を進める術者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
 

内視鏡手術を行う上部消化管チームのスタッフ。 症例提示を行う担当医。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
 

モニターには手術の様子が映し出されている。 看護師セッション担当の福本副師長と三島技士。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#224  地域医療連携センター講演会  2010.7.20 

【イベント名】 

地域医療連携センター講演会  

【概要】 

佐賀大学と地域医療連携センター講演会を共催した。大

分大学、長崎大学に引き続き3回目となったが、他地域

の特徴や、状況がわかると好評で、両会場あわせて299

名の参加者があった。今後もさまざまなテーマでこの取

組を継続していく予定である。 

【期日】2010.7.20 

【会場】九大病院 

    －佐賀大学  

 
 

佐賀大学側の司会は佐藤 副室長が担当した。 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 

  

九州大学病院会場の様子 佐賀大学会場の様子 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：佐賀大学 

  

通信状態も良好で、スライドもきれいに表示された 質問を行う吉良センター長 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#225  医工学 4 年生講義  2010.7.27 

【イベント名】 

医工学 4 年生講義  

【概要】 

医学部４年生の医工学講義の一つとして、「学術用ネッ

トワークを利用した新しい遠隔医療」の内容で講義を行

った。国立成育医療センターの千葉先生に胎児医療の現

状を東京からお話しいただいた後に、実際のテレカンフ

ァレンスシステムを使って学生同士で遠隔コミュニケ

ーションを体験した。 

【期日】2010.7.27 

【会場】九大病院 

    －国立成育医療研究センター 

  

医工学連携の講義の様子。 国立成育医療センター千葉先生の遠隔講義。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
 

遠隔講義に対し、千葉先生に質問をする学生。 胎児治療に関する講義中の一スライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

実際に遠隔会議システムの使い方を学ぶ学生。 遠隔会議システムの技術的内容を説明する安徳助教。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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#226  第 30 回 APAN 会議 内視鏡 2010.8.10 

【イベント名】 

30th APAN 会議 内視鏡  

【概要】 

ハノイで開催されたAPAN において、７地点を接続した

内視鏡セッションを企画した。この中で初めて

DVTS-Plus と呼ばれる新しいMCU を使用した。各地

点からの症例検討は興味深かったものの、初めて参加し

たマラヤ大学では音声の、またインドネシア大学ではネ

ットワークのトラブルに遭遇し、今後の検討を要する。 

【期日】2010.8.10 

【会場】九大病院(日本),ハノイ会場 (ベトナム), マラ

ヤ大学 (マレーシア), チュラロンコン大学 (タイ), 

国立台湾大学 (台湾),ラジャビティ病院 (タイ), 香港

中文大学 (中国), インドネシア大学 (インドネシア) 

 

 
７施設が接続されたDVTS-Plus のモニター画面。 内視鏡セッションには多くの人が参加。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：APAN ハノイ会場 

  

プレゼンテーションに使用された内視鏡画像。 DVTS-Plusについて説明する清華大学のBao教授。 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 

 
 

質問をするネパールからの研修医師、Dr Joshi。 内視鏡セッションの会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：APAN ハノイ会場 
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#227  30th APAN 会議 ヘルスケア 2010.8.11 

【イベント名】 

30th APAN 会議 ヘルスケア  

【概要】 

小児の歩行異常に関する問題や、遠隔医療システムその

ものの応用などについて、臨床カンファレンスを国際的

に有名な施設を接続して行った。Vidyo/Polycomを用い

た。 

【期日】2010.8.11 

【会場】九大病院,ハノイ会場 (ベトナム), スタンフォー

ド大学 (アメリカ), Royal Children's Hosp (オーストラ

リア),韓国がんセンター (韓国), MedRIC (韓国),鹿児島

大学 (日本), 米国立癌研究所 (アメリカ) 

 

 APANハノイ会場の参加者の様子。手前は清水医師。 APANハノイ会場のスクリーン 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 

  
マルチスクリーンでのディスカッション 主会場の操作は、NACESTIのJason氏が行った。 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 

 

 

マルチスクリーン画面。スライドの表示画面を含む 歩行異常児の歩行状況をオンラインでチェック 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 
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#228  第 30 回 APAN 会議 胎児医療 2010.8.12 

【イベント名】 

30th APAN 会議 胎児医療  

【概要】 

胎児医療に関するセッションも非常に興味深い企画で

あった。９月に予定されている国際学会の準備イベント

として行われ、７か所の接続が予定されていた。準備で

は上手く接続されていた香港大学が本番では接続の状

況が悪く、彼らにとって初めてのDVTS による接続は次

回以降に持ち越された形となった。 

【期日】2010.8.12 

【会場】ハノイ会場 (ベトナム), 国立成育医療研究セ

ンター (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),ブンダン病院 (韓国), 

フィリピン大学総合病院 (フィリピン) 

 

 
７か所の接続箇所の画面がモニターに映る。 ハノイで開催された第30回APANのポスター。 

撮影場所： APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 

  

胎児医療セッションの会場の様子。 セッションをサポートしたエンジニア。 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 

 
 

テクノロジーセッションの座長Aria（左）とChiang。 遠隔医療セッションで接続された施設が映る。 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 
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#229  第 30 回 APAN 会議 外科 2010.8.13 

【イベント名】 

30th APAN 会議 外科 

【概要】 

ハノイのビエット・ドゥック病院からの初めてのライブ

手術をAPAN会場およびホーチミン市のチョウレイ病院

へ配信し、ベトナム国内でのマルチ接続となった。開始

直前にネットワークが切断されるという事故が発生し、

開始が１時間ほど遅れたが、手術映像は綺麗で手術もス

ムーズに進んだ。 

【期日】2010.8.13 

【会場】 

ハノイ会場 (ベトナム), 

ビエット・ドゥック 病院 (ベトナム), 

チョウレイ病院 (ベトナム) 

  

APANハノイ会場の様子。 ビエット・ドゥック（右上）とチョウライ病院（左下）。 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 

 

 モニターに映った内視鏡手術の映像。 単孔式で行われた内視鏡手術の様子。 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 

  

座長のHan HS 副教授と清水准教授。 座長は液晶モニターを見ながら会を進行。 

撮影場所：APAN ハノイ会場 撮影場所：APAN ハノイ会場 
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#230  第 5 回 シリラ国際内視鏡ワークショップ 2010.8.24 

【イベント名】 

5th シリラ国際内視鏡ワークショップ 

【概要】 

第５回シリラ国際内視鏡ワークショップが開催され、今

年は韓国の漢陽大学久里病院が初めて参加した。消化管

出血に対する診断と治療がテーマで、上部消化管につい

ては京都第２赤十字病院から、下部消化管については久

里病院からの遠隔講演が行われ、会場からの質問にも応

じた。 

【期日】2010.8.24 

【会場】 

九大病院 (日本), 京都第二赤十字病院(日本), 

シリラ病院 (タイ), 漢陽大学久里病院 (韓国)  

 

 
シリラ病院（左上）、久里病院（左下）、京都（右上）。 タイのシリラ病院から研修に来ているDr Pingが挨拶。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
 

ネパールのDr JoshiとアルゼンチンのDr Anaも参加。 マヒドン大学シリラ病院の主会場の様子。 

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 

 
 初めて参加した韓国の久里病院に準備された機器。 遠隔講演を行ったDr Han DS（右）とDr Bae。 

撮影場所：漢陽大学久里病院 撮影場所：漢陽大学久里病院 
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 2) 写真レポート 

#232  ブンダン肝切ライブ 2010.8.31 

【イベント名】 

ブンダン肝切ライブ 

【概要】 

九大からソウル大学ブンダン病院へＤｒ中村とＤｒ大

塚が見学へ訪れたのに合わせ、九大病院へ腹腔鏡下肝切

除術のライブ配信を行った。後区域切除という難しい術

式であったが、手術は無事に終了した。九大側にはタイ

やネパールからの研修中のドクターも参加し、有意義な

テレカンファレンスとなった。 

【期日】2010.8.31 

【会場】 

九大病院 (日本),  

ソウル大学ブンダン病院 (韓国) 

  

ソウル大学ブンダン病院手術室の全景。 モニターを見ながら手術を行う術者。 

撮影場所：ソウル大学ブンダン病院 撮影場所：ソウル大学ブンダン病院 

  

質問する医学部５年生の学生。 腹部にポートが挿入されて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：ソウル大学ブンダン病院 

 

 手術室のモニターには九大側の様子が映し出される。 手術で使用される鉗子類など手術器具の数々。 

撮影場所：ソウル大学ブンダン病院 撮影場所：ソウル大学ブンダン病院 
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 2) 写真レポート 

#233  北京協和大学との早期胃がんカンファレンス-２   2010.9.7 

【イベント名】 

北京協和大学との早期胃がんカンファレン  

【概要】 

北京協和医科大学と日本を結んだ第２回早期胃がんテ

レカンファレンスが行われた。今回は東京会場に順天堂

大学病理の八尾隆史先生を迎えて、内視鏡画像のみなら

ず、病理診断に関するディスカッションも行われた。北

京側から症例が提示され、それに対して日本側からコメ

ントする形式のプログラムとなった。 

【期日】2010.9.7 

【会場】 

九州大学病院(日本), 北京協和医院(中国),  

京都第二赤十字病院(日本)、東京科学財団(日本) 

  
北京協和医科大学病院の会場風景。 モニターには４会場の様子が映し出されている。 

撮影場所： 北京協和医科大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

 
 

九大会場には福大筑紫病院からDr八尾も出席。 モニターには内視鏡画像が映る。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 
 病理画像を通して、最終診断に対する議論が行われた。 北京会場でスクリーンに見入る参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：北京協和医科大学病院 
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 2) 写真レポート 

#234  第 10 回福岡内視鏡手術フォーラム   2010.9.22 

【イベント名】 

第 10 回福岡内視鏡手術フォーラム  

【概要】 

福岡内視鏡手術フォーラムも10回目を迎えた。今回は教

育講演に「単孔式内視鏡手術」という最新のトピックス

を取り上げ、またコメンテーターには産業医科大学のDr

柴尾にお願いした。また例年通り岩手医科大学、産業医

科大学、藤元早鈴病院を接続して、テレカンファレンス

のスタイルで行われた。 

【期日】2010.9.22 

【会場】 

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) 

 
 

開会の辞を述べる顧問の安永さん。 総合司会とコメンテーターの皆さん。 

撮影場所： アクロス福岡 撮影場所： アクロス福岡 

 
 

モニターに映る接続された4地点の様子。 会場にはいつものように多くの参加者で満員。 

撮影場所：アクロス福岡 撮影場所：アクロス福岡 

  
意見を述べるパネリストの皆さん。 プレゼンテーションを行う浜の町病院の田中さん。 

撮影場所： アクロス福岡 撮影場所：アクロス福岡 
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#235  IFMSS2010 アジア胎児医療テレカンファレンス  2010.9.28 

【イベント名】 

IFMSS2010  

アジア胎児医療テレカンファレンス  

【概要】 

アジアで初めて開催された国際胎児医療学会は、湘南

国際村センターが会場となった。世界中から集まった

小児外科や産婦人科の医師たちが５日間に渡って議論

を交わした。アジアセッションでは７つの国や地域を

接続し、それぞれの会場からプレゼンテーションが行

われた。香港大学では初めてのDVTS接続も良好で、

やや画質の悪かったフィリピンでも発表に対し多くの

質問があり、会は成功裏に終了した。 

【期日】2010.9.28 

【会場】湘南国際村センター (日本), 国立台湾大学 

(台湾), 国立シンガポール大学 (), 香港大学 (中国), 

ソウル大学ブンダン病院 (韓国), フィリピン大学総合病

院 (フィリピン),NASATI ハノイオフィス (ベトナム) 

  

モニターに映し出された７会場の様子。 主会場の参加者も真剣な眼差し。 

撮影場所：湘南国際村センター 撮影場所：湘南国際村センター 

  

本学会会長のDr千葉が座長を務める（右）。 フィリピン会場にも多くの参加者が集う。 

撮影場所：湘南国際村センター 撮影場所：湘南国際村センター 

  
台湾会場から発表する医師。 技術サポートの岡村准教授（左）と小林さん（中央）。 

撮影場所：湘南国際村センター 撮影場所：湘南国際村センター 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#236  クロスロード ライブ  2010.10.6 

【イベント名】 

クロスロード ライブ  

【概要】 

新病院がオープンした湘南鎌倉病院から飯田橋の東京

科学財団へ、心カテのライブデモンストレーションが行

われた。鎌倉には齋藤医師、東京会場には台湾や香港か

ら来日した医師約20名が集まり、伝送される画像を元に

質疑応答が行われた。鎌倉の新病棟からは初めてのライ

ブデモであったが、状態は非常に良好で参加者の満足度

も高かった。 

【期日】2010.10.6 

【会場】 

湘南鎌倉総合病院 (日本),  

東京科学財団(日本) 

 

  

手技を披露する湘南鎌倉病院の齋藤医師。 モニターに映る心カテのレントゲン画像。 

撮影場所： 東京科学財団 撮影場所： 東京科学財団 

  

東京会場に集まった台湾や香港からの医師たち。 質問を行う香港のDr Lam と台湾のDr Kao（手前） 

撮影場所：東京科学財団 撮影場所：東京科学財団 

  

心カテ室で準備を行うエンジニア。 鎌倉から配信の調整を行う岡村准教授（右）。 

撮影場所：湘南鎌倉病院 撮影場所：湘南鎌倉病院 
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 2) 写真レポート 

#237  第 4 回消化器インターベンション学会 (SGI 2010 -1) 2010.10.8 

【イベント名】 

第 4 回消化器インターベンション学会  

(SGI 2010 -1) 

【概要】 

第4回目となる消化器インターベンション学会がソウル

で開催された。第1日目には京都第２赤十字病院からの

ライブデモンストレーションが行われた。今回のテーマ

は「消化管瘻孔、縫合不全、狭窄」であり、京都からは

食道狭窄に対するステントの手技が披露された。 

【期日】2010.10.8 

【会場】 

シェラトン グランド ウォーカーヒル (韓国), 

京都第二赤十字病院 (日本) 

 

  

会場中央の大スクリーンに京都の様子が映る。 座長のDr安田（左）とDr Song （右）。 

撮影場所： シェラトンウォーカーヒルホテル 撮影場所： シェラトンウォーカーヒルホテル 

  

京都会場から挨拶をする田中聖人医師。 スクリーンにはレントゲン画像が映し出されている。 

撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 

  

意見を述べるコメンテーター。 会場に集まる参加者の様子。 

撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 
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 2) 写真レポート 

#238  第 4 回消化器インターベンション学会 (SGI 2010 -2)  2010.10.9 

【イベント名】 

第 4 回消化器インターベンション学会  

(SGI 2010 -2) 

【概要】 

第4回消化器インターベンション学会の２日目は、アメ

リカ・シアトルのバージニア・メイソン医療センターか

ら、シアトル科学財団を通した形で、ライブデモンスト

レーションが行われた。それに引き続いた形で、ソウル

のアサン医療センターからもライブデモンストレーシ

ョンが行われた。 

【期日】2010.10.9 

【会場】 

シェラトン グランド ウォーカーヒル (韓国), 

シアトル科学財団 (アメリカ) 

  

バージニア・メイソン医療センターからのライブ画像。 内視鏡画像を大きく映し出されている。 

撮影場所： シェラトンウォーカーヒルホテル 撮影場所： シェラトンウォーカーヒルホテル 

  

会場中央のステージの様子。 ライブデモンストレーション会場に集まった参加者。 

撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 

  
アサン医療センターからライブを行うDr Seo。 レントゲンと内視鏡の画像がスクリーンに映る。 

撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 撮影場所：シェラトンウォーカーヒルホテル 
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 2) 写真レポート 

#239  第 5 回 KSJ (韓国-シンガポール-日本)テレカンファレンス   2010.10.19                       

【イベント名】 

第 5回 韓国-シンガポール-日本テレカンファレ

ンス (KSJ -5) 

【概要】 

５回目となった韓国・シンガポール・日本の内視鏡カン

ファレンスに、これまで参加していた九州大学に代わ

り、岐阜大学が初めて参加した。初めての接続となった

岐阜大学ではネットワークやシステムの状況も安定し

ており、４地点間では多くの議論が交わされ大変良い会

となった。九州大学は裏側で会の様子を観察し、またい

つものように録画も行った。 

【期日】2010.10.19 

【会場】 

岐阜大学 (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) 

  

モニター上には４地点の様子が映し出されている。 京都第２赤十字病院のDr安田健治朗とそのスタッフ。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

挨拶を行う岐阜大学のDr安田一朗と、そのスタッフ。 韓国大学（韓国）のDr Shim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 

  
シンガポール大学のDr Lawrence Hoとそのスタッフ。 岐阜大学とその他３地点が映るモニター。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 
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 2) 写真レポート 

#240  Internet2 内視鏡テレカンファレンス   2010.11.3 

【イベント名】 

Internet2 内視鏡テレカンファレンス  

【概要】 

Internet2 2010の秋の大会で、DVTS用の新しい多地点

接続システムを使ったデモンストレーションを行った。

中国・清華大学のBao教授によるプレゼンテーションの

後、アメリカ国内や南アメリカの接続を試みた。大画面

になるとノイズが入るなどの問題点が指摘されたが、質

問やコメントが多く、本システムに対する期待が感じら

れた。なおコーネル大学はポリコムでの参加であった。 

【期日】2010.11.3 

【会場】ルネッサンス アトランタ ウェイバリー  

ホテル(アメリカ), シアトル科学財団 (アメリカ),  

コーネル大学 (アメリカ), 南キャロライナ医科大学 

(アメリカ), REUNA Santiago Office(チリ), 

 清華大学 (中国) 

  

挨拶する座長の清水医師とBao教授。 大画面には初接続の南キャロライナ医科大学が映る。 

撮影場所： アトランタ Internet2 会場 撮影場所： アトランタ Internet2 会場 

  

清華大学によって接続された７地点が映る。 プレゼンテーションを行う清華大学のBao教授。 

撮影場所：アトランタ Internet2 会場 撮影場所：アトランタ Internet2 会場 

  
コメントを述べる清華大学の Xing Li教授。 会場の端に準備された別モニターとスピーカー。 

撮影場所：アトランタ Internet2 会場 撮影場所：アトランタ Internet2 会場 
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 2) 写真レポート 

#241  第 18 回関東腹腔鏡下胃切除研究会   2010.11.6 

【イベント名】 

第 18 回関東腹腔鏡下胃切除研究会  

【概要】 

昨年の好評を受けて、今年は岩手医科大学と徳島大学が

加わり６か所の接続となったが、Quatre-8が使用でき

ず、４か所接続２回という形式を取ることになった。ま

た東京の主会場が今年から新しくなったことも加わり、

会場によっては画質や音声などいろいろと問題点の多

い会となってしまった。来年への十分な話し合いが不可

欠である。 

【期日】2010.11.6 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 東京医科歯科大学 (日本),   

北海道大学 (日本), 岩手医科大学 (日本),  

徳島大学 (日本), 高麗大学 (韓国) 

  

東京（左上）、福岡（右上）、徳島（左下）３会場の様子。 プレゼンテーションさ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 

  

東京（左上）、札幌（左下）、岩手（右下）など４会場。 東京（左上）、徳島（左下）、韓国（右下）など４会場。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

 
札幌会場に集まった指定討論者から質問が出される。 札幌会場の準備を行う関係者の皆さん。 

撮影場所：北海道大学病院 撮影場所：北海道大学病院 
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#242  第 22 回日本生命倫理学会年次大会   2010.11.20 

【イベント名】 

第 22 回日本生命倫理学会年次大会  

【概要】 

日本生命倫理学会は、移植医はもちろん、脳外科医、救

急医の他、心理学者、哲学者、移植コーディネータや患

者家族など、いろいろな分野からの参加者が集まり、違

った角度からの議論がなされる点でユニークである。今

回名古屋で行われた大会では、初めて海外とネットワー

クで接続し、移植の現状や国民性の違いなどを含め、ベ

トナムとのテレカンファレンスが企画された。 

【期日】2010.11.20 

【会場】 

藤田保健衛生大学病院 (日本), 

ビエット ドゥック 病院 (ベトナム) 

 

  

座長のDr 杉谷（右）とDr 粟屋。 ハノイにあるベットダック病院の参加者。 

撮影場所： 藤田保健衛生大学 撮影場所： 藤田保健衛生大学 

 

 会場には多くの参加者が集まった。 会場には２つの大型液晶モニターが準備された。 

撮影場所：藤田保健衛生大学 撮影場所：藤田保健衛生大学 

 

 
腎移植の内視鏡手術の様子がモニターに映し出される。 テクニカルスタッフ：寅田氏（右）と疋田氏（左）。 

撮影場所：藤田保健衛生大学 撮影場所：藤田保健衛生大学 
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#243  第 3 回北京協和大学との早期胃がんカンファレンス   2011.1.18 

【イベント名】 

第 3 回北京協和大学との早期胃がんカンファ

レンス 

【概要】 

北京協和大学と日本の３地点を結んで行われる早期胃

がんテレカンファレンスも３回目となった。今回は最初

に福岡大学筑紫病院の八尾建史准教授が胃癌の拡大内

視鏡に関する基調講演を行い、その後北京側からの症例

提示があった。新たに導入したアノテーションシステム

も、内視鏡や病理画像の説明の際に非常に有用であっ

た。ただ北京側のトラブルにより、会が途中で終わって

しまったことは大変残念であった。 

【期日】2011.1.18 

【会場】 

北京協和医院 (中国), 

九州大学病院 (日本), 

京都第二赤十字病院 (日本), 

東京科学財団 (日本) 

  

基調講演を行う福岡大学筑紫病院の八尾建史准教授。 北京から送られる病理画像を見る３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 

 
 

東京会場で参加する順天堂大学の病理の八尾隆史教授。 モニターに映る内視鏡画像。 

撮影場所：東京科学財団 撮影場所：九州大学病院 

 
 

内視鏡画像についてコメントを述べる八尾建史准教授。 九州大学病院会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#244  胃ライブ手術   2011.1.21 

【イベント名】 

胃ライブ手術 

【概要】 

ベトナム、フィリピン、および宮崎の都城を結んで、ラ

イブ手術が企画された。内視鏡による胃切除術の様子を

最初から最後まで配信することができた。各接続地点か

らは多くの質問が出され、手術中は当間医師が、手術終

了後は永井准教授がそれらに答えた。今回はテレビ局の

取材があり、そのスタッフも手術室内に入って録画が行

われた。 

【期日】2011.1.21 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ビエット ドゥック 病院 (ベトナム), 

フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン), 

藤元早鈴病院 (日本) 

  

右上：ハノイ、右下：マニラ、左下：都城（宮崎） 内視鏡手術が行われている手術室の様子。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

  

胃切除術の術者を務める永井准教授。 モニターに映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 

 

 
手術が終わって質問に答える永井准教授（右）。 取材用にカメラを回す福岡放送局のスタッフ。 

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 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#245  第 10 回 タイ消化器内視鏡学会 ライブデモ -1   2011.2.15 

【イベント名】 

第10回 タイ消化器内視鏡学会ライブデモ-1  

【概要】 

第10回を迎えたタイ消化器内視鏡学会主催のライブデ

モンストレーションに今年も参加した。今回はアジア太

平洋肝臓学会と合同で行われたため例年と異なり、会場

は大学外のクイーンシリキット国際会議場で行われた。

第１日目は九州大学病院も遠隔から参加し、アルゼンチ

ンやチリから研修に訪れていたPabloやFrancoがバンコ

クから送られてくる興味深い症例を楽しんだ。 

【期日】2011.2.15  

【会場】 

クイーンシリキット 国際会議場 (タイ), 

NASATI ハノイオフィス (ベトナム), 

インドネシア大学 (インドネシア), 

九州大学病院 (日本) 

 

 

壇上で会の進行を務める座長の皆さん。 大きなスクリーンを備えた学会会場の様子。 

撮影場所：シリキット女王 国際会議場 撮影場所： シリキット女王 国際会議場 

  

ハノイ（ベトナム）と福岡（日本）より遠隔参加。 ライブ内視鏡を行うオーストラリアのDr Devereaux. 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所： 九州大学病院 

  
4分割されたライブ内視鏡の様子。 意見を述べるベトナム内視鏡学会長のDr Khien. 

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 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#246  第 10 回 タイ消化器内視鏡学会 ライブデモ -2  2011.2.15 

【イベント名】 

第10回 タイ消化器内視鏡学会ライブデモ-2  

【概要】 

２日目は、ハノイ、ホーチミン、およびソウルからの遠

隔参加があった。韓国からはアサン医療センターのDr 

Seoが超音波内視鏡を施行し、会を盛り上げた。チュラ

ロンコン大学病院では、例年のRyan, Ben, Chrisに加え、

マラヤ大学のDr Goh, インドのDr Reddy, 韓国のDr 

Moon JH や東京医科大学のDr糸井も参加し、多くの先

進的な内視鏡の手技が披露された。 

【期日】2011.2.15  

【会場】 

クイーン シリキット 国際会議場 (タイ), 

NASATI ハノイオフィス (ベトナム), 

チョウレイ病院 (ベトナム), 

アサン医療センター (韓国) 

  

ハノイ、ホーチミン、ソウルの三カ所から遠隔参加。 ライブデモンストレーション用の広い学会会場。 

撮影場所： シリキット女王 国際会議場 撮影場所： シリキット女王 国際会議場 

  

壇上で会を進行する座長とコメンテーター。 内視鏡ライブデモンストレーションの様子。 

撮影場所： シリキット女王 国際会議場 撮影場所： シリキット女王 国際会議場 

  

ソウルより超音波内視鏡を呈示するDr Seo. 会をサポートするエンジニアの皆さん。 

撮影場所：シリキット女王 国際会議場 撮影場所： シリキット女王 国際会議場 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

247  第 31 回 APAN 会議 心カテ  2011.2.23 

【イベント名】 

第 31 回 APAN 会議 心カテ 

【概要】 

心臓カテーテルのセッションが今回初めてAPANの中で

企画された。スタンフォード大学の池野医師がオーガナ

イズし、香港のDr Kwokと共に座長を務めた。遠隔地か

らは国立台湾大学、シンガポール大学、マヒドン大学か

ら池野医師がよく知るドクターたちが参加した。いずれ

も初めてこの会に参加し、鮮明な画像に興味を持ち今後

の考えられる利用方法などについて議論した。 

【期日】2011.2.23  

【会場】 

香港会議展覧中心  (中国), 

マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 

国立シンガポール大学 (シンガポール), 

国立台湾大学 (台湾) 

  

座長を務める池野医師とDr Kwok. 遠隔からはタイ、シンガポール、台湾が参加。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所： 九州大学病院 

  

医療セッションには最も広い会場が準備された。 心カテに関するプレゼンテーションの一こま。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

 
 

質問に立つチェコから参加のJiriさん。 国立台湾大学でのセットアップ風景。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所： 国立台湾大学 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#248  第 31 回 APAN 会議 移植  2011.2.23 

【イベント名】 

第 31 回 APAN 会議 移植 

【概要】 

今回の移植のセッションは、香港会場と韓国、フィリピ

ン、それに日本の藤田保健衛生大学を接続して行われ

た。座長は杉谷教授が地元のDr Tamと一緒に勤めた。韓

国からはこの領域では第一人者のProf Han DJが参加

し、倫理的な面を含め発表した。またフィリピンからは

これまであまり明らかにされていなかった現状などに

ついても紹介され、大変興味深い内容となった。 

【期日】2011.2.23  

【会場】 

香港会議展覧中心  (中国), 

フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン), 

アサン医療センター (韓国), 

藤田保健衛生大学病院 (日本) 

  

プログラムの企画と座長を務めた杉谷教授。 韓国、フィリピン、日本が遠隔から参加。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

  

発表された移植手術手技に関するスライドの一つ。 発表後にこやかに質問に答えるDr Tam. 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

  
会場でカメラを操作する安徳さん。 名古屋からコンピュータを使って発表する深見医師。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所： 藤田保健衛生大学 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#249  第 31 回 APAN 会議 テクノロジー  2011.2.24 

【イベント名】 

第 31 回 APAN 会議 テクノロジー 

【概要】 

中国のCERNETで開発が続けられているDVTS-Plusのセ

ッションが前回のAPANハノイに引き続き行われた。中

国のBao教授と台湾のChiangさんが座長を務めた。今回

は10地点が接続にトライし、当初予定されていたインド

ネシア大学とアルゼンチンからの参加はなかった。画像

にややちらつきがあったものの、音声も良くかなり改善

された感があった。会場からの質問やコメントも多く、

APANに相応しいセッションとなった。 

【期日】2011.2.24  

【会場】香港会議展覧中心  (中国),清華大学 (中

国),フリンダース大学 (オーストラリア),国立台湾大

学 (台湾),九州大学病院 (日本),ソウル大学ブンダン

病院 (韓国),チュラロンコン大学 (タイ), NASATI ハ

ノイオフィス (ベトナム), AARNET シドニーオフィ

ス (オーストラリア), インドネシア大学 (インドネシ

ア) 

  

司会を務める中国のBao教授と台湾のChiangさん。 １０か所の遠隔地点が同時にスクリーンに表示される。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

 

 質問に立つオーストラリア国立大学のAndrew. シドニーのAARNETオフィスから参加のBrett. 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所： 九州大学病院 

  

意見を述べるハノイから参加のMinhさん。 会場で技術サポートするWeiwaiさん（右）とJiangさん。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所: 香港会議展覧中心 APAN 会場 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#250  第 31 回 APAN 会議 胸部外科   2011.2.25 

【イベント名】 

第 31 回 APAN 会議 胸部外科 

【概要】 

胸部外科のセッションがちょうど1年までのシドニー

APAN以来２回目の開催となった。今回も福岡大学の岩崎

教授が中心となり、全部で６カ所の接続となった。韓国

からDr Lee HSが基調講演を行い、その後藤田保健衛生

と初めてDVTSで接続された金沢大学が発表を行った。福

岡大学およびフィリピン大学は共に新しい部屋から参

加し、質問やコメントで対応した。この領域ではロボッ

ト手術はまだまだ新しい手技であるが、今後の発展が期

待される。 

【期日】2011.2.25  

【会場】 

香港会議展覧中心  (中国), 

福岡大学病院 (日本), 

藤田保健衛生大学病院 (日本), 

金沢大学 (日本), 

韓国がんセンター (韓国), 

フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン) 

 
 

胸部外科セッションでは６施設を接続。 藤田保健衛生大学からはDr須田が参加。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

  
初めて参加した金沢大学から意見を述べるDr早稲田。 プレゼンテーションされたロボット手術の一こま。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

 

 福岡大学は新しい部屋からDr 白石が参加。 香港会場から参加したエンジニアの人たち。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#251  第 31 回 APAN 会議 内視鏡                               2011.2.25 

【イベント名】 

第 31 回 APAN 会議 内視鏡 

【概要】 

通常通りQuatreを利用し、７か所を接続して内視鏡セッ

ションが企画された。ハイライトは初めて参加するシド

ニーのウェストメッド病院と、前回音声がよくなかった

マラヤ大学の２回目の参加であったが、全体的に画像が

あまり良くなったことが、まず残念であった。マラヤ大

学では前回よりも良いもののまだ音声の調整が必要の

様であった。しかしながら呈示された症例はどれも非常

に興味深く、Dr SeoとDr Lauの座長により議論は大変

盛り上がった。 

【期日】2011.2.25  

【会場】 

香港会議展覧中心 (中国),香港中文大学 (中国), 

マラヤ大学 (マレーシア), 

ウエストメッド病院 (オーストラリア), 

チュラロンコン大学 (タイ),建国大学病院 (韓国), 

国立シンガポール大学 (シンガポール) 

 
 

接続された７地点の様子を写すモニター。 マラヤ大学のProf Gohとそのチーム。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

  

韓国の建国大学からはProf Shimが参加。 オーストラリアからはDr Bourkeが初めて参加。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 

 
 

タイのチュラロンコン大学から参加するFr Rungsun. Dr Seo（左から２人目）と企画したドクターたち。 

撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 撮影場所：香港会議展覧中心 APAN 会場 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#252  第 4 回ウェストメッド内視鏡シンポジウム -1                   2011.3.3 

【イベント名】 

第 4 回ウェストメッド内視鏡シンポジウム -1   

【概要】 

ウェストメッド病院のDr Bourkeが主催する内視鏡ライ

ブデモンストレーションの会へ初めて参加した。主会場

は300名程の参加者で埋まり、25km程離れた病院からマイ

クロウェーブで伝送された映像と解説を楽しんだ。第１

日目はタイのチュラロンコン大学と九州大学がDVTSを

使って遠隔で参加し、中国から研修に来ていたDr Yao 

Fangらは会場へ質問して会を盛り上げた。 

【期日】2011.3.3 

【会場】 

ヒルトン・シドニー ホテル (オーストラリア), 

ウエストメッド病院 (オーストラリア), 

チュラロンコン大学 (タイ), 

九州大学病院 (日本) 

  

会場に集まった多くの参加者。 １日目は、チュラロンコン大学と九大病院が遠隔参加。 

撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 撮影場所： 九州大学病院 

  

挨拶するDr Bourkeと海外より招待された医師たち。 ライブデモを行うDr Singhと慶応の矢作教授。 

撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 

  

シドニーメイン会場で会を進行する座長と討論者。 最後に「内視鏡クイズ」と題した症例問題が提示された。 

撮影場所：ヒルトン・シドニー ホテル 撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 



TEMDEC 活動報告 2010 5. イベント概要 

 2) 写真レポート 

#253  第 4 回ウェストメッド内視鏡シンポジウム -2                   2011.3.4 

【イベント名】 

第 4 回ウェストメッド内視鏡シンポジウム -2 

【概要】 

２日目は韓国からアサン医療センターが、香港から中文

大学が遠隔で参加した。Dr Barkun (Canada), Dr 

Bergman (Netherlands), Dr Kiesslich (Germany), Dr 

Yahagi (Japan) ら海外からの招待医師や地元の医師ら

の素晴らしい手技が、メイン会場と共に海外の２施設へ

も配信され、質問やコメントを交えて相互に議論が行わ

れた。素晴らしい会であり、ウェストメッドチームとの

今後の継続的な活動が期待される。 

【期日】2011.3.4 

【会場】 

ヒルトン・シドニー ホテル (オーストラリア), 

ウエストメッド病院 (オーストラリア), 

香港中文大学 (中国),  

アサン医療センター (韓国) 

  

ソウルから質問するアサン医療センターのDr Seo。 香港中文大学からもライブデモに遠隔参加。 

撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 

  
会場には大きなスクリーンが２つ設置された。 ライブデモを行うDr BourkeとDr Singh. 

撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 

  

ウェストメッドで準備を行うエンジニアチーム。 シドニー会場で映像・音声を担当するエンジニア。 

影場所: ウェストメッド大学病院 撮影場所： ヒルトン・シドニー ホテル 




