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1.　はじめに 

　今年度は活動を開始してちょうど 10年目を迎えました。2002年の日韓ワールドカップサッカーの年
に両国が超高速インターネットで結ばれたことが契機となり、九州大学を中心とした遠隔医療活動が始ま

りました。今から考えても日本側の接続先が福岡であったことが我々にとりましては大変幸運なことで、

産官学共同で結成された「玄海プロジェクト」が活動の発端となりました。

　その後医療と工学系から成る日韓合同チームの努力により、それまでは実現され得なかった鮮明で淀み

のない医療映像配信が安価な機器を使って現実のものとなりました。急速な勢いでアジアのみならず世界

的な広がりを持つまでに活動が展開されて来たのは、ひとえに関係者皆様のご理解とご協力によるものだ

と心より感謝致しております。2008年には九州大学病院にアジア遠隔医療開発センターが設置され、よ
り安定した体制の下で運営ができるようになりました。本年度はこれまで活動をリードいただいた田中雅

夫教授に代わり、私がセンター長を拝命することとなり、その責任の重さを痛感致しております。今年も

福岡で開催された第 6回アジア遠隔医療シンポジウムでは、この節目の年を懐かしい方々を交え多くの
方々に祝っていただけたのは、大きな喜びでした。

　今年度の新たな接続先としては、フィジー大学医学部やブラジルのリオデジャネイロ州立大学病院があ

ります。技術的にはどちらもまだ改善すべき問題もありますが、今年度両国からドクターを招聘できたこ

ともあり、今後の交流推進に期待したいと思います。また国内では国立がんセンター中央病院と初めて協

力させていただき、無事に DVTSを接続できたことは大きな成果の一つでした。また米子医療センター
にもシステムを構築し、看護師さん向けのコンテンツを中心に活動が始まっています。一方、新技術とし

ては、DVTSを同時に 16か所まで接続できる Quatre16を稼働できる体制が整いました。1月にハワイ
で開催された APANでは 14カ所の参加でしたが、今後の活発な利用が期待されます。またモバイル機器
にも対応した Vidyoシステムもその特性を活かし、その利用頻度が急速に高まっています。さらにこれ
らの活動が Natureで紹介されることや、産経新聞正月の特集で取り上げられたことも、大変嬉しいニュー
スでした。

　この 10年は真に実用的な遠隔医療システムを作り上げ、その有用性を多くの人たちに紹介してきた 10
年だったと感じています。今や世界はこれまでにないスピードで変化を続け、我々の領域でも新しい技術

が次々に登場して状況は大きく変わりつつあります。その中で次の 10年を見据えた時、1)APAN医療チー
ムを中心とした確固たる体制の整備、2)コンテンツの充実と体系的な運用、3)新たな技術や通信環境の
継続的導入と技術者への教育、が新たな目標として挙げられると考えています。日本の国立大学病院長会

議の中に設置された将来像実現化ワーキンググループの中にも国際化プロジェクトチームが結成され、九

州大学がそのチームを代表することになったことも大変光栄なことだと思っています。次の 10年後には、
より一層充実した活動が展開されていることを期待します。

 平成 25年 3月
     九州大学病院　アジア遠隔医療開発センター

清水周次
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2.　本年度の成果 

10

MC*
Quatre-16

Nature

平成 24年度の主な活動成果の一覧。 （*MC：医療センター）

活動 10周年を記念したシンポジウムが福岡で開催された。
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2012.12.14-15

2013.1.14

HI

CN

VN

JP

HK

VN

SG

TW

VN

CL US

KR

VN

VN

Quatre-16

第 6回アジア遠隔医療シンポジウムの主な参加者ら。

Quatre-16と呼ばれる新しい装置を用いた DVTSによる多施設接続：APAN-ハワイにて。
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2012.12.12

2013.1.16

APAN
Dr 
Dr 

UNAM
Dr Tanimoto

UERJ
Dr Fatima

REUNA
Dr Ignacio

フィジーから来日した Dr. Permanが、地元スタッフへ研修報告を行った。

中南米を接続した内視鏡のテレカンファレンスが、ハワイで開催された APANで企画された。
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2011.10.272011.10....

2012.10.5

2011.10.27

2013.2.8

ソウルで開催された学会へ向けて、東京のがんセンターからライブデモンストレーションが行われ
た。

米子医療センターが接続され、地域の看護学生を対象としたプログラムが開始された。
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2011.12.2

Nature 2013 3 21 (7441 )

2013.1.1 

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、九州大学病院がその担当校に指
名された。

産経新聞の正月特版に活動が紹介され、また近く Natureにも記事が掲載される予定。
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3.　使用機器・設定のアップデート 

3.1.　Vidyo システムの概要

3.2.　 Quatre web コントロールマニュアル

3.3.　 各施設の構成紹介（更新情報）
　3.3.1.　イスタンブール大学 (トルコ )
　3.3.2.　ケープタウン大学 (南アフリカ )
　3.3.3.　国立シンガポール大学 (シンガポール )
　3.3.4.　NASATI オフィス (ベトナム )
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3.1.　 Vidyo システムの概要
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クイックリファレンスガイドTM

VidyoPortalTM

1. ご使用中のポータルのURLアドレスを使用します(例: http://vidyo.yourcompany.com)。

2. 以下の情報を使用してVidyoにログインします。 

 ユーザ名：        

 パスワード：         

Vidyoのパスワードを変更する場合
1. VidyoPortalホームページの右上の設定リンクをクリックします。

2. 設定ページで、アカウントボタンをクリックします。

3. アカウントページで、パスワードの変更ボタンをクリックし、新しいパスワードを2回入力してから保存をクリックします。

パスワードを忘れた場合
1. 「ログイン 」 ページ の 「  パスワードを忘れた場合  」  リンクをクリックします。

2. メールアドレスを入力し、提出ボタンをクリックします。

3. メールをチェックし、その指示に従います。

©2010 Vidyo, Inc. All rights reserved. Vidyo、VidyoTechnology、VidyoConferencing、VidyoRouter、VidyoPortal、VidyoGateway、VidyoRoom、 
VidyoDesktopは、Vidyo, Inc.の商標です。
その他すべての商標は、各所有者の資産です。 あらゆる仕様は予告なしに変更されることがあり、システム仕様は異なる場合があります。 画像はす
べて、描写目的のみで掲載されており、実際の製品とは異なる場合があります。
Vidyo 製品は、米国特許(7,593,032 B3と7,643,560）およびその他の国際特許、またはVidyo, Inc.の所有する申請中の米国特許や国際特許により保
護されています。

TM
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直接呼出の開始
1. 検索フィールドに、呼び出したいユーザの名前を入力します。

 注： 名前を入力すると、一致する名前のドロップダウンリストが作成されます。

2. 呼び出したいユーザを選択し、右側のユーザステータスをチェックします。 ユーザは利用可である必要があります。

3. ユーザが利用可である場合(ステータス=利用可)は、  をクリックします。

 VidyoConferenceが開始します。

複数のポイントを呼び出す場合
1. マイルームを選択し、次に  をクリックして自分のルームに参加し、VidyoConferenceを開始します。

2. システム内のVidyoユーザに、以下を実行するように依頼します。

連絡先検索フィールド内で自分の名前を検索して選択します。

 をクリックします。

 ユーザがミーティングルームに参加します。

 （VidyoConferenceにゲストを招待する方法については次のページを参照してください）
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すでに進行中のミーティングに参加する場合
1. 連絡先検索フィールドに、呼び出したいユーザの名前を入力します。

 注： 名前を入力すると、一致する名前のドロップダウンリストが作成されます。

2. ルームに参加したいユーザを選択し、右側のルームステータスをチェックします。

3. ルームが応対可能である場合(ステータス=空または使用中(Occupied))は、  をクリックします。

 ユーザのミーティングルームに参加します。

Vidyo呼出にゲストを招待する場合
1. VidyoPortalホームページの右下のEメールで招待リンクをクリックします。

 ミーティングルームへのリンクをまだ作成していない場合は、作成するよう指示されます。 ゲスト参加者を招待するには、ミ
ーティングルームにリンクがなければなりません。

 

2. OKボタンをクリックしてリームリンクを作成します。

 VidyoPortalによりリンクが作成され、デフォルトEメールアプリケーションでミーティングルームへのリンクを含むEメールが
開きます。 このEメールには、ミーティングに参加するように受信者を招待するテキストも含まれます。 

3. 招待Eメールを、ミーティングに招待したい受信者に送信します。 必要に応じて本文のテキストを変更できます。

4. ゲストログインページで、ゲストに名前を入力してから参加ボタンを押してもらいます。

5. ゲストがミーティングルームに参加します。
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ゲストログインに関する注記*

すべてのゲストと会議に同じURLを使用できます。

ゲストは、ログインIDやパスワードは必要ありません。 必要なことは、ほかの人が会議で識別できるように、各自の名
前を入力するだけです。
ルームのリンクからアクセスできるのは、招待されたミーティングルームのみです。
ゲスト参加者がミーティングルームに参加しても、ミーティングルームの所有者には通知されません。ただし、ミーティ
ングルームの所有者は、ホームページの「マイルーム」を選択すれば、ゲストを含むすべての参加者を確認できます。
ミーティングに参加するには、そのルームに入室する必要があります。
ゲストはミーティングに参加する前でもミーティングルームに参加できます。
ミーティングルームのURLを変更するには、「マイルーム」ページの「設定」をクリックしてから、「新規作成」ボタンをク
リックします。新しいルームのリンクが生成され、これまで使用していたリンクは機能しなくなります。

『クイックゲストガイド』も参照してください。

ツールバーのアイコン

画面レイアウトの変更（参加者が3人以上の場合にのみ使用できます）

全画面表示モード

他の参加者とアプリケーションウィンドウを共有

共有アプリケーションウィンドウ間をトグル

ピクチャインピクチャ(PiP)を含む自映像表示/非表示（自分の映像を見られます）

スピーカーボリュームのアップ/ダウンおよびミュート

マイクボリュームのアップ/ダウンおよびミュート

プライバシー(カメラのオフとオン)

レガシーエンドポイントおよび音声(電話)エンドポイントを(VidyoGatewayTM経由で)呼
び出すためのダイヤルパッド
「ファーエンドカメラコントロール(FECC)」により、リモートカメラをコントロールでき
ます。(カメラがそのようにセットアップされている場合)

設定

PINコードでミーティングルームを保護する場合
1. VidyoPortalホームページの右上の設定リンクをクリックします。

2. マイルームページで、ルームPINフィールドにPINコードを入力し、保存をクリックします。

 PINを設定すると、他の人に送信するEメールのルームへの招待状にPINが自動的に含まれます。
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3.2.　 Quatre web コントロールマニュアル

Quick Guide for Quatre web control: Teleconference by 4 sites

1. Access and login to Quatre web contol
Access to Quatre server IP by Internet brower.
Login by provided ID and Password (picture.1).
Go to “Control meeting” menu(Picture 2, 3).

2. Set IP information
Input IP information of each sites.(Picture.3)
Each sites, 2 IP are needed ;
1 for Receiving from, and 1 for sending to .
Select port as No.8000.
Push “confirm” button. 
“Return” to Top.

3. Start Teleconference 
Push “Start” button. Then start meeting.(Picture.2) 
In case changing rayout, control by “Sending Image” menu. 

0. Make a reservation
Send request to TEMDEC(temdec@tem.med.kyushu-u.ac.jp) with 
following information.
・ Schedule you want to reserve Quatre
・Network information (Reserch & Education /Commercial)
・Engineer infomation who will control Quatre

We will inform you of Quatre server IP,  login ID and Password 
individually.

4. End Teleconference 

※CAUTION

Be sure to push “End” button . 
Go to “show states” menu and  check no packet send. (picture.4)
Push “Reset counter” and push “refresh” a few times,  you can 
check no packet send.

Port No.8000, 8001 must be opened.
Quatre cannot support PAL signal. It supports only NTSC signal.

Quatre Server IP

Picture 1

log in

Picture 2

Picture 3

Picture 4

Meeting is stopping

Sending image

Start

Return Show status

Show all
4 sites

Fulll screen
A

Fulll screen
B

Fulll screen
C

Fulll screen
D

Pause Control Meeting Control Audio End Meeting

Receive from

IP address IP v4 or v6

Send to

Confirm

Port Flamelate Exit 

Return
Show status

Status Display

Receive

RefleshReturn Reset counter

Send to

System
Port Packet lost

Waiting

Skipped Re-used Missend audio

Packet lost late (%)

・Event information (Date, Event name, connected sites, IP address)

###.###.###.###

###.###.###.###

*******

*******
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(1) Top Page

(2)  Login Quatre Server

(3)  Meeting Top

Conference Management

Server Management

Manage Quatre server

Entry attendee and start conference

Teleconference system for 4 sites

Meeting is stopping

User ID

Log in Cancel

Password

Sending Image

Start

Return Show status

Show all
4 sites

Fulll screen
A

Fulll screen
B

Fulll screen
C

Fulll screen
D

Pause Control Meeting Control Audio End Meeting

Meeting Start

Go to (4)

Go to (6)

Go to (5)

*******

*******

###.###.###.###
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(4)  Control Meeting

Receive from

IP address IP v4 or v6on/off

Send to

Receiving port

Send ing port

DIF block

Confirm

Port Flamelate Exit 

Return to (3) Show status (6)

Confirm Return to (3) Show status (6)

※ only send

Return Show status (6)

Attendee

Adjunctive Output

Default Parameter

Control Meeting
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(5)  Control Audio

(6) Status Display

Audio input volume

mute

Audio output Adjunctive output

Audio

Control Audio

Status Display

Return Show status (6)

Receive

Reflesh Reset counterReturn

Send to

System
Port Packet lost Waiting

Skipped
Re-used Missend audio

Packet lost late (%)
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Portable Wireless Live Video/Audio  Transmission System  

3.3.　 各施設の構成紹介（更新情報）
　3.3.1.　イスタンブール大学 (トルコ )
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　3.3.2.　ケープタウン大学 (南アフリカ )

DDVTS PC  
((Reception)  

AAudio Amplifier  

DDVTS PC (Transmit)  

MMicrophone  VVideo Camcorder  
DDisplay ((Receiving image)  

AAnalog RGB  
((D--SSub15)  

DDisplay  
((Sending image)  

AADVC  

1. 

3. 

4. 

2. 

10. 

5. 
6. 

.

HHUB / VPN Router  

IIEEE1394  

CComposite/S--vvideo  

AAudio line (Mono)  

CComposite  
//S--vvideo  

AAudio line   
((into both channel )  

AAudio line   
((Marge St. to Mono )  

AAudio line   
((Mixed sound)  

SSpeaker  

7. 

8. 

9. 

11.  
12.

Other Items: 

No Company ProductEquipments Amount
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　3.3.3.　国立シンガポール大学 (シンガポール )

1. Canopus ADVC-110 Analog to DV 
Converter  

 2. Data video PAL to NTSC Converter 
 3. Allied Telesyn VPN Modular VPN Router  

1

2

3

DVTS 
PCItems list of DVTS configuration

No Equipments Company Product Amount
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page5 Questionnaire. 201011 2011.11

DVTS

Extron Crosspoint 
Matrix Switcher

(RGBHV)

Audio Signalling    
          Processor

Extron Video 
Matrix Switcher
    (BNC)

   

ASTC 
Seminar Hall

Audio Signalling

r
ASTC 

Seminar Hall

JBL Ceiling 
Speakers

Sony-VPL-FX 52 LCD 
Projector

Sony  BRC-300 Color Video Camera
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DDVTS PC  
((Reception)  

AAudio Amplifier  

DDVTS PC (Transmit)  

MMicrophone  VV eo  amcorder  

DDisplay
((Receiving image)  

AAnalog RGB  
((D--SSub15)  

Dissplaay  
((Sending image)  

AADVC  
1. 

3. 

4. 

2. 

5. 

HHUB / VPN Router  

IIEEE1394  

CComposite  

AAudio line (Mono)  

AAudio line   
((into both channel )  

AAudio line   
((Mixed sound) 

SSpeaker  

6. 

AAnalog RGB  
((D--SSub15)  

d)

WWireless mic 
rreceiver  

AAudio line   
((Marge St. to Mono )  

2. 

7. 

8. 

No Equipments Company Product Amount

　3.3.4.　NASATI オフィス (ベトナム )
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4. 活動実績一覧表（平成 24 年度） 

１）オフィシャルイベント
※開始番号は初回からの続き

※ 2013.2.28現在までのイベントを表示

番号 日付 イベント名 内容・形式 会場
308 2012.4.11 第 6回 北京協和大学との早期

胃がんカンファレンス
内視鏡 , 九州大学病院 ( 日本 ),
病理 , 北京協和医院 (中国 ),
カンファレンス 復旦大学中山病院 (中国 ),

APAN東京オフィス (日本 )
309 2012.4.21 第 21回 関東腹腔鏡下胃切除研

究会
外科 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 東京医科歯科大学 (日本 ),

東北大学病院 (日本 ),
金沢大学 (日本 )

310 2012.5.2 治療内視鏡シンポジウム 内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス チョウレイ病院 (ベトナム ),

マヒドン大学シリラ病院 (タイ ),
アサン医療センター (韓国 )

311 2012.5.8 医工連携 4年生講義 教育 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 大阪大学医学部附属病院 (日本 )

312 2012.5.15 第 3回 学生テレカンファレン
ス

学生 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 川崎医科大学病院 (日本 )

313 2012.6.5 医学生へのライブ中継講義 学生 , 九州大学病院 (日本 ),
外科 , ソウル大学ブンダン病院 (韓国 )
ライブ

314 2012.6.11 第 3回日韓消化器テレカンファ
レンス

内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 建国大学病院 (韓国 ),

京都第二赤十字病院 (日本 )
315 2012.6.13 第 3回 E-Panc テレカンファレ

ンス
胆膵カンファ , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス バージニアメイソン メディカルセンター 

(アメリカ ),
北海道大学病院 (日本 ),
京都大学 (日本 ),
金沢大学 (日本 ),
気仙沼市立病院 (日本 ),
ボイジー医療センター (アメリカ ),
ジョンソン＆ジョンソン MIT (日本 ),
東北大学病院 (日本 )

316 2012.7.4 第 3回 ERCP テレカンファレ
ンス

内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 東京大学医学部附属病院 (日本 ),

京都第二赤十字病院 (日本 ),
岐阜大学 (日本 )

317 2012.7.4 第 1回 胃がん臨床・病理テレ
カンファレンス

外科 , 九州大学病院 (日本 ),
病理 , ソウル大学ブンダン病院 (韓国 )
カンファレンス

318 2012.7.11 第 7回北京協和大学との早期胃
がんカンファレンス

内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
病理 , 北京協和医院 (中国 ),
カンファレンス 復旦大学中山病院 (中国 ),

APAN東京オフィス (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 会場
319 2012.8.1 Soft Cadaverによるヘルニアハ

ンズ・オン・ワークショップ
外科 , 九州大学病院 (日本 ),
ライブ マヒドン大学シリラ病院 (タイ ),

京都大学 (日本 ),
チョウレイ病院 (ベトナム ),
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 ),
高雄医学大学附属中和記念病院 (台湾 ),
国立台湾大学 (台湾 ),
国立シンガポール大学 (シンガポール ),
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),
パメラ病院 (中国 ),
順天堂大学医学部附属 順天堂医院 (日本 ),
南洋理工大学 (シンガポール ),
米子医療センター (日本 )

320 2012.8.21 第 7回 シリラ国際内視鏡ワー
クショップ

内視鏡 , マヒドン大学シリラ病院 (タイ ),
ライブ ラマティボディ病院 (タイ ),

バックマイ病院 (ベトナム ),
九州大学病院 (日本 )

321 2012.8.21 第 4回 日韓消化器 テレカン
ファレンス

内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 東京大学医学部附属病院 (日本 ),

京都第二赤十 字病院 (日本 ),
建国大学病院 (韓国 )

322 2012.8.27 第 34回 APAN会議 
テレコンサルテーション

保健 , シナモングランド コロンボ (スリランカ ),
カンファレンス チェンマイ大学病院 (タイ ),

香川大学医学部附属病院 (日本 ),
筑波大学 (日本 ),
九州大学病院 (日本 )

323 2012.8.28 第 34回 APAN会議 内視鏡 内視鏡 , シナモングランド コロンボ (スリランカ ),
カンファレンス アサン医療センター (韓国 ),

国立台湾大学 (台湾 ),
香港中文大学 (中国 ),
アジア消化器センター (インド ),
エルランゲン大学病院 (ドイツ ),
バルセロナ世界消化器内視鏡センター
 (スペイン ),
マラヤ大学 (マレーシア ),
京都第二赤十字病院 (日本 ),
肝胆道科学センター (インド ),
国立シンガポール大学 (シンガポール ),
建国大学病院 (韓国 )

324 2012.8.28 第 34回 APAN会議 外科 外科 , シナモングランド コロンボ (スリランカ ),
カンファレンス 東北大学病院 (日本 ),

台北榮民総医院 (台湾 ),
バルセロナ大学病院 (スペイン ),
GBパント病院 (インド ),
ウィットウォータースランド大学 (南アフリカ ),
ケープタウン大学 (南アフリカ )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 会場
325 2012.8.28 第 34回 APAN会議 

胎児治療
胎児治療 , シナモングランド コロンボ (スリランカ ),
カンファレンス マヒドン大学シリラ病院 (タイ ),

国立成育医療研究センター (日本 ),
国立シンガポール大学 (シンガポール ),
国立台湾大学 (台湾 ),
香港大学 (中国 )

326 2012.9.5 第 4回 学生テレカンファレン
ス

学生 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 川崎医科大学病院 (日本 ),

金沢大学 (日本 ),
北海道大学病院 (日本 )

327 2012.9.21 第 12回 福岡内視鏡手術フォー
ラム

ナース , アクロス福岡 (日本 ),
外科 , 藤元早鈴病院 (日本 ),
カンファレンス 岩手医科大学 (日本 ),

産業医科大学 (日本 )
328 2012.10.2 第 4回 ERCP テレカンファレ

ンス
内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 東京大学医学部附属病院 (日本 ),

京都第二赤十字病院 (日本 ),
岐阜大学 (日本 )

329 2012.10.5 第 1回 看護学生テレカンファ
レンス

学生 , 九州大学病院 (日本 ),
ナース , 米子医療センター (日本 )
カンファレンス

330 2012.10.9 第 1回 ソウル大学大学院講義 教育 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス ソウル大学病院 (韓国 ),

ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),
ソウル大学ボラマエ医療センター (韓国 ),
ビエット ドゥック 病院 (ベトナム ),
カトマンズモデル病院 (ネパール ),
トリプバン大学 医学部 (ネパール ),
チュラロンコン大学 (タイ )

331 2012.10.16 第 2回 ソウル大学大学院講義 教育 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス ソウル大学病院 (韓国 ),

ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),
ソウル大学ボラマエ医療センター (韓国 ),
ビエット ドゥック 病院 (ベトナム ),
カトマンズモデル病院 (ネパール ),
トリプバン大学 医学部 (ネパール ),
チュラロンコン大学 (タイ )

332 2012.10.23 第 3回 ソウル大学大学院講義 教育 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス ソウル大学病院 (韓国 ),

ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),
チュラロンコン大学 (タイ ),
ビエット ドゥック 病院 (ベトナム )

333 2012.11.13 第 11回 JKT内視鏡カンファレ
ンス

内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 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 )

334 2012.11.14 第 8回 日中早期胃がんテレカ
ンファレンス

内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
病理 , 北京協和医院 (中国 ),
カンファレンス 復旦大学中山病院 (中国 ),

APAN東京オフィス (日本 )
335 2012.12.6 第 22回 世界外科消化器癌学会

（IASGO） 縫合
外科 , シャングリ・ラ ホテル バンコク (タイ ),
カンファレンス 四谷メディカルキューブ (日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 会場
336 2012.12.6 第 22回 世界外科消化器癌学会

（IASGO） ロボット甲状腺手術
外科 , シャングリ・ラ ホテル バンコク (タイ ),
ロボット , 延世大学 (韓国 )
ライブ

337 2012.12.7 第 22回 世界外科消化器癌学会
（IASGO） 胃手術

外科 , シャングリ・ラ ホテル バンコク (タイ ),
ライブ ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),

延世大学 (韓国 ),
ビエット ドゥック 病院 (ベトナム )

338 2012.12.7 第 22回 世界外科消化器癌学会
（IASGO） 大腸直腸手術

外科 , シャングリ・ラ ホテル バンコク (タイ ),
ライブ ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),

台北榮民総医院 (台湾 )
339 2012.12.12 フィジーとの内視鏡テレカン

ファレンス
内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス フィジー国立大学 医学部 (フィジー )

340 2012.12.12 MYREN医療セミナー カンファレンス 九州大学病院 (日本 ),
National University of Malaysia (マレーシア )

341 2012.12.14 第 6回 アジア遠隔医療シンポ
ジウム -1

その他 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス フィリピン大学 マニラ校 (フィリピン ),

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 (日本 ),
アサン医療センター (韓国 ),
アジア消化器センター (インド ),
イスタンブール大学 (トルコ )

342 2012.12.15 第 6回 アジア遠隔医療シンポ
ジウム -2

その他 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス Rede Universitaria de Telemedicina ( ブ ラ ジ

ル ),
フィジー国立大学 医学部 (フィジー ),
モンゴル健康科学大学 (モンゴル ),
WIDE プロジェクト バンコクオフィス (タイ ),
カトマンズモデル病院 (ネパール ),
タタ記念病院 (インド ),
インド教育研究ネットワーク (ERNET) (イン
ド )

343 2012.12.21 第 5回 ERCPカンファレンス 胆膵カンファ , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 京都第二赤十字病院 (日本 ),

北海道大学病院 (日本 )
344 2012.12.22 漢陽大学医療センター 

40周年記念シンポジウム
その他 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 漢陽大学 (韓国 )

345 2013.1.14 第 35回 APAN会議 
テクノロジー

その他 , ハワイ大学 (アメリカ ),
カンファレンス 九州大学病院 (日本 ),

ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),
ビエット ドゥック 病院 (ベトナム ),
108 陸軍中央病院 (ベトナム ),
チョウレイ病院 (ベトナム ),
NASATI オフィス (ベトナム ),
国立シンガポール大学 (シンガポール ),
香港大学 (中国 ),
清華大学 (中国 ),
National Center for High-Performance 
Computing (台湾 ),
シアトル科学財団 (アメリカ ),
チリ研究教育ネットワークセンター (チリ ),
国立台湾大学 (台湾 ),
チュラロンコン大学 (タイ )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 会場
346 2013.1.15 第 35回 APAN会議 内視鏡 1 内視鏡 , ハワイ大学 (アメリカ ),

カンファレンス アサン医療センター (韓国 ),
建国大学病院 (韓国 ),
岐阜大学 (日本 ),
京都第二赤十字病院 (日本 ),
バージニアメイソン メディカルセンター 
(アメリカ ),
インディアナ大学 (アメリカ ),
香港大学 (中国 ),
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ),
国立がん研究センター中央病院 (日本 )

347 2013.1.15 第 35回 APAN会議 外科 外科 , ハワイ大学 (アメリカ ),
カンファレンス 福岡大学病院 (日本 ),

鳥取大学医学部附属病院 (日本 ),
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ),
国立台湾大学 (台湾 )

348 2013.1.16 第 35回 APAN会議 内視鏡 2 内視鏡 , ハワイ大学 (アメリカ ),
カンファレンス リオデジャネイロ州立大学 (ブラジル ),

グアダナハラ大学 (メキシコ ),
チリ研究教育ネットワークセンター (チリ )

349 2013.1.16 第 35回 APAN会議 心カテ 心カテ , ハワイ大学 (アメリカ ),
カンファレンス スタンフォード大学 (アメリカ ),

大阪大学医学部附属病院 (日本 ),
九州大学病院 (日本 )

350 2013.1.23 第 6回 ERCPカンファレンス 胆膵カンファ , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 京都第二赤十字病院 (日本 ),

岐阜大学 (日本 ),
東京大学医学部附属病院 (日本 )

351 2013.1.25 ヘルスケア IT カンファレンス 
2013

保健 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 肝胆道科学センター (インド )

352 2013.2.2 第 2回 内視鏡外科チームテレ
カンファレンス

外科 , 九州大学病院 (日本 ),
ナース , 近畿大学医学部附属病院 (日本 ),
カンファレンス 北海道大学病院 (日本 ),

ジョンソン＆ジョンソン MIT (日本 )
353 2013.2.4 第 5回 日韓消化器テレカンファ

レンス
内視鏡 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 建国大学病院 (韓国 ),

京都第二赤十字病院 (日本 )
354 2013.2.8 第 2回 看護学生テレカンファ

レンス
学生 , 九州大学病院 (日本 ),
ナース , 米子医療センター (日本 )
カンファレンス 山口県立大学 (日本 )

355 2013.2.21 模擬患者による国際遠隔医療相
談

遠隔診療 , 九州大学病院 (日本 ),
カンファレンス 模擬患者自宅 (武漢市・中国 )
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2）サブイベント
※開始番号は初回からの続き

※ 2013.2.28現在までのイベントを表示

番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
80 2012/4/4 NASATI Offi ceとの会議 九州大学病院 , NASATI オフィ

ス
福岡 日本 , ベトナム H.323

81 2012/4/6 NASATI Offi ceとの会議 九州大学病院 , NASATI オフィ
ス

福岡 日本 , ベトナム H.323

82 2012/4/9 APANプログラム委員会 Pacifi c Wave, APAN, シンガ
ポール AREN, UniNet, オー
ストラリア国立大学 , APAN-
JP, APAN-CN, 九州大学病院 , 
LEARN-LK

福岡 アメリカ , オー
ストラリア , シ
ンガポール , タ
イ , 日本 , 中国 , 
スリランカ

H.323

83 2012/4/9 NASATI Offi ceとの会議 九州大学病院 , NASATI オフィ
ス

福岡 日本 , ベトナム H.323

84 2012/4/11 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo
85 2012/4/16 チームビルディング 九州大学病院 , 北海道大学病院 , 

千葉大学 , 産業医科大学 , 福岡
大学病院 , ジョンソン＆ジョン
ソン MIT

福岡 日本 Vidyo

86 2012/4/25 Vidyo コンテンツ送信テ
スト

九州大学病院 , Vidyo Japan, 国
立台湾大学 , NASATI オフィス

福岡 日本 , ベトナム , 
台湾

Vidyo

87 2012/4/25 APAN_Med委員会 九州大学病院 , 国立台湾大学 , 
忠北大学 , チュラロンコン大学 , 
U Malaya, ERNET, APAN-LK

福岡 日本 , 台湾 , 韓
国 , タイ , マ
レーシア , イン
ド , スリランカ

H.323

88 2012/5/8 APDW会議 九州大学病院 , アサン医療セン
ター , チュラロンコン大学

福岡 日本 , 韓国 , タ
イ

H.323

89 2012/5/8 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan, 
Vidyo Asia Pacifi c

福岡 日本 , 香港 Vidyo

90 2012/5/9 APANプログラム委員会 Pacifi c Wave, APAN, シンガ
ポール AREN, オーストラリ
ア国立大学 , APAN-JP, APAN-
CN, CERNET, 全南大学 , 九
州大学病院 , LEARN-LK, U of 
Moratuwa

福岡 アメリカ , シン
ガポール , オー
ストラリア , 日
本 , 中国 , 韓国 ,
スリランカ

H.323

91 2012/5/9 米子医療センターとの会
議

九州大学病院 , 米子医療セン
ター

福岡 日本 Vidyo

92 2012/5/9 胎児画像転送についての
会議

九州大学病院 , 国立成育医療研
究センター , 獨協医科大学病院 , 
茅ケ崎徳洲会総合病院

福岡 日本 Vidyo

93 2012/5/28 APAN_Med委員会 九州大学病院 , 国立台湾大学 , 
CERNET, チュラロンコン大学 , 
ERNET, APAN-LK

福岡 日本 , 台湾 , 中
国 タイ , イン
ド , スリランカ

H.323

94 2012/6/4 イベント No.313のテス
ト

九州大学病院 , ソウル大学ブン
ダン病院

福岡 日本 , 韓国 DVTS

95 2012/6/6 APANプログラム委員会 APAN, LEARN-LK, U of 
Moratuwa, Pacifi c Wave, オー
ストラリア国立大学 , APAN-
JP, TRENA, APAN-CN, 九州大
学病院 , MYREN, シンガポール
AREN, 

福岡 アメリカ , スリ
ランカ , オース
トラリア , 日本 , 
オランダ , 中国 , 
マレーシア , シ
ンガポール

H.323

96 2012/6/6 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo
97 2012/6/6 イベント No.324のテス

ト
九州大学病院 , バルセロナ世界
消化器内視鏡センター

福岡 日本 , スペイン DVTS
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番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
98 2012/6/7 イベント No.314のテス

ト
九州大学病院 , 京都第二赤十字
病院 , 建国大学

福岡 日本 DVTS

99 2012/6/11 イベント No.314のテス
ト

九州大学病院 , 京都第二赤十字
病院 , 建国大学

福岡 日本 DVTS

100 2012/6/12 イベント No.315のテス
ト

九州大学病院 , 気仙沼市立病院 福岡 日本 H.323 

101 2012/6/13 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンスのテスト

九州大学病院 , 斗南病院 , ジョ
ンソン＆ジョンソン MIT, 産業
医科大学

福岡 日本 Vidyo

102 2012/6/18 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

九州大学病院 , 斗南病院 , 北海
道大学病院 , 千葉大学 , 産業医
科大学 , 福岡大学病院 , ジョン
ソン＆ジョンソン MIT

福岡 日本 Vidyo

103 2012/6/25 NIAとの会議 九州大学病院 , NIA 福岡 日本 , 韓国 H.323
104 2012/6/27 チュラロンコン大学との

会議
九州大学病院 , チュラロンコン
大学

福岡 日本 , タイ H.323

105 2012/6/27 APAN_Med委員会 九州大学病院 , マラヤ大学 , ア
サン医療センター , MedRIC, 
国立台湾大学 , VINAREN , 
APAN-JP 

福岡 日本 , マレーシ
ア , 韓国 , 台湾 , 
ベトナム

H.323

106 2012/6/28 ブラジルとのテストと打
ち合わせ

九州大学病院 ,U Hosp of 
Federal,U of Minas Gerais, Rio 
de Janeiro State U

福岡 日本 , ブラジル H.323

107 2012/7/4 関東 LADG のためのテス
ト

九州大学病院 , 岐阜大学 , 京都
赤十字病院 , 東京大学

福岡 日本 DVTS

108 2012/7/4 APANプログラム委員会 Pacifi c Wave, シンガポール
AREN,  APAN-JP, 九州大学病
院 , LEARN-LK

福岡 アメリカ , シン
ガポール , 日本 , 
スリランカ

H.323

109 2012/7/5 第 12回医療技術部グラ
ンドラウンド

九州大学病院 , 九州大学病院別
府病院

福岡 日本 H.323

110 2012/7/5 イベント No.318のため
のテスト

九州大学病院 ,北京協和医院 ,中
山病院

福岡 日本 DVTS

111 2012/7/11 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo
112 2012/7/14 建国大学病院ライブ 建国大学病院 , カリフォルニア

大学アーバイン校 , マラヤ大学 , 
国立台湾大学 , チュラロンコン
大学 , AIT, 復旦大学中山病院 , 
京都第二赤十字病院

ソウル 韓国 , アメリカ , 
マレーシア , 台
湾 , タイ , 中国 , 
日本

DVTS

113 2012/7/17 イベント No.319のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シ
リラ病院 , ラマティボディ病院 ,
バックマイ病院

福岡 日本 , タイ , ベ
トナム

DVTS

114 2012/7/17 スタンフォード大学との
テスト

九州大学病院 , スタンフォード
大学

福岡 日本 , アメリカ H.323

115 2012/7/18 九州医療センターとのテ
スト

九州大学病院 , 九州医療セン
ター

福岡 日本 Vidyo

116 2012/7/21 イベント No.319のテス
ト

九州大学病院 , マヒドン大学シ
リラ病院 , ラマティボディ病院 ,
バックマイ病院

福岡 日本 , タイ , ベ
トナム

DVTS

117 2012/7/23 イベント No.324のテス
ト

九州大学病院 , バルセロナ大学
病院 

福岡 日本 , スペイン DVTS

118 2012/7/24 APAN_Med委員会 九州大学病院 , マラヤ大学 , チュ
ラロンコン大学 , MedRIC, 国立
台湾大学 , VINAREN, ERNET, 
APAN-JP, Vidyo Japan

福岡 日本 , マレーシ
ア , タイ , 韓国 , 
台湾 , ベトナム , 
インド

H.323
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番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
119 2012/7/27 マヒドン大学シリラ病院

との会議
九州大学病院 , マヒドン大学シ
リラ病院

福岡 日本 , タイ H.323

120 2012/7/31 APANプログラム委員会 九州大学病院 ,  APAN-JP, 
Pacifi c Wave, シンガポール
AREN

福岡 日本 , アメリカ , 
シンガポール

H.323

121 2012/7/31 イベント No.319のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シ
リラ病院 , ラマティボディ病院 ,
バックマイ病院

福岡 日本 , タイ , ベ
トナム

DVTS

122 2012/8/3 九州医療センターとの会
議

九州大学病院 , 九州医療セン
ター

福岡 日本 Vidyo

123 2012/8/8 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo
124 2012/8/14 イベント No.323のため

のテスト
九州大学病院 , アサン医療セン
ター , 国立台湾大学 , 香港中文
大学 , アジア消化器センター ,
エルランゲン大学病院 , バルセ
ロナ世界消化器内視鏡センター,
マラヤ大学 , 北京協和医院 , 京
都赤十字病院 , 東京医科歯科大
学 , 肝胆道科学センター

福岡 日本 H.323

125 2012/8/15 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo
126 2012/8/15 チュラロンコン大学との

会議
九州大学病院 , チュラロンコン
大学

福岡 日本 , タイ H.323

127 2012/8/17 APAN_Med委員会 九州大学病院 , マラヤ大学 , チュ
ラロンコン大学 , MedRIC, 国
立台湾大学 , ソウル大学ブンダ
ン病院 , VINAREN, ERNET, 
APAN-JP, APAN-LK

福岡 日本 , マレーシ
ア , タイ , 韓国 , 
台湾 , ベトナム , 
インド , スリラ
ンカ

H.323

128 2012/8/20 イベント No.320のテス
ト

九州大学病院 , マヒドン大学シ
リラ病院 , アサン医療センター , 
チョウレイ病院

福岡 日本 ,タイ ,韓
国 ,ベトナム

DVTS

129 2012/8/23 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo
130 2012/9/6 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo
131 2012/9/5 イベント No.326のテス

ト
九州大学病院 , 川崎医科大学 , 
北海道大学病院 , 金沢大学

福岡 日本 DVTS

132 2012/9/7 NIAとの会議 九州大学病院 , NIA 福岡 日本 , 韓国 H.323
133 2012/9/12 イベント No.327のテス

ト
九州大学病院 , 産業医科大学 福岡 日本 Vidyo

134 2012/9/13 イベント No.327のテス
ト

九州大学病院 , 藤元早鈴病院 福岡 日本 Vidyo

135 2012/9/14 イベント No.327のテス
ト

九州大学病院 , 岩手医科大学 福岡 日本 Vidyo

136 2012/9/19 ラマティボディ病院との
テスト

九州大学病院 , ラマティボディ
病院

福岡 日本 ,タイ DVTS

137 2012/9/19 SGI2012のテスト 九州大学病院 , 国立がん研究セ
ンター中央病院

福岡 日本 DVTS

138 2012/9/21 シンポジウム "遠隔医療
の国際展開 "

九州大学病院 , 香川大学病院 , 
チェンマイ大学病院

香川 日本 ,タイ V-CUBE

139 2012/9/26 アサン医療センター ,  
チュラロンコン大学との
会議

九州大学病院 , アサン医療セン
ター ,  チュラロンコン大学

福岡 日本 , 韓国 , タ
イ

H.323

140 2012/9/26 APAN_Med委員会 九州大学病院 , 国立台湾大学 , 
VINAREN, チュラロンコン大
学 , MedRIC, APAN-JP, APAN-
LK

福岡 日本 , 台湾 , ベ
トナム , タイ , 
韓国 , スリラン
カ

H.323
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番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
141 2012/9/27 SGI2012のテスト 九州大学病院 , 国立京都国際会

館
福岡 日本 H.323

142 2012/9/27 国立がん研究センター中
央病院とのテスト

九州大学病院 , 国立がん研究セ
ンター中央病院

福岡 日本 Vidyo

143 2012/9/27 ケープタウン大学とのテ
スト

九州大学病院 , ケープタウン大
学

福岡 日本 , 南アフリ
カ

DVTS

144 2012/10/1 イベント No.328のテス
ト

九州大学病院 , 東京大学病院 , 
京都第二赤十字病院

福岡 日本 DVTS

145 2012/10/1 SGI2012のテスト 九州大学病院 , 国立京都国際会
館

福岡 日本 H.323

146 2012/10/2 イベント No.328のテス
ト

九州大学病院 , 東京大学病院 , 
京都第二赤十字病院 , 岐阜大学

福岡 日本 DVTS

147 2012/10/3 SGI2012のテスト 九州大学病院 , 国立京都国際会
館

福岡 日本 H.323

148 2012/10/4 イベント No.330のテス
ト

ソウル大学ブンダン病院 , ソウ
ル大学病院 , ソウル大学ボラマ
エ医療センター , 九州大学病院 , 
カトマンズモデル病院 , トリプ
バン大学 医学部 , チュラロンコ
ン大学 , ビエット ドゥック 病院

ソウル 韓国 , 日本 , タ
イ , ネパール , 
ベトナム

Haeden
bridge

149 2012/10/5-6 SGI2012 アサン医療センター , 国立がん
研究センター中央病院 , チュラ
ロンコン大学 , バルセロナ世界
消化器内視鏡センター , バージ
ニアメイソン メディカルセン
ター , 香港大学 , アジア消化器
センター , Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 国立京都国際
会館

ソウル 韓国 , 日本 , タ
イ , スペイン , 
アメリカ , 香港 , 
インド , イタリ
ア

DVTS,
H.323

150 2012/10/9 イベント No.330のテス
ト

ソウル大学ブンダン病院 , ソウ
ル大学病院 , ソウル大学ボラマ
エ医療センター , 九州大学病院 , 
カトマンズモデル病院 , トリプ
バン大学 医学部 , チュラロンコ
ン大学 , ビエット ドゥック 病院

ソウル 韓国 , 日本 , タ
イ , ネパール , 
ベトナム

Haeden
bridge

151 2012/10/15 スタンフォード大学との
テスト

九州大学病院 , スタンフォード
大学

福岡 日本 , アメリカ Vidyo

152 2012/10/16 スタンフォード大学との
会議

九州大学病院 , スタンフォード
大学

福岡 日本 , アメリカ Vidyo

153 2012/10/16 イベント No.331のテス
ト

ソウル大学ブンダン病院 , 九州
大学病院 , チュラロンコン大学

ソウル 韓国 , 日本 , タ
イ

Haeden
bridge

154 2012/10/18 CERNETとの会議 九州大学病院 , CERNET 福岡 日本 , 中国 H.323
155 2012/10/19 IASGO 会議 九州大学病院 , チュラロンコン

大学 , NIA
福岡 日本 , 韓国 , タ

イ
H.323

156 2012/10/23 イベント No.332のテス
ト

ソウル大学ブンダン病院 , 九州
大学病院 , チュラロンコン大学

ソウル 韓国 , 日本 , タ
イ

Haeden
bridge

157 2012/10/23 四谷メディカルキューブ
との会議

九州大学病院 , 四谷メディカル
キューブ

福岡 日本 Vidyo

158 2012/10/23 Vajira Hospとのテスト 九州大学病院 ,  Vajira Hosp 福岡 日本 , タイ DVTS
159 2012/10/26 APAN_Med委員会 九州大学病院 , 国立台湾大学 , 

VINAREN, チュラロンコン大
学 , MedRIC, ソウル大学ブンダ
ン病院 , APAN-JP

福岡 日本 , 台湾 , ベ
トナム , タイ , 
韓国

H.323, 
Vidyo

160 2012/10/26 チュラロンコン大学との
会議

九州大学病院 , チュラロンコン
大学

福岡 日本 , タイ H.323
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番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
161 2012/10/26 CERNET, 国立台湾大学

との会議
九州大学病院 , CERNET, 国立
台湾大学

福岡 日本 , 中国 H.323

162 2012/10/29 NFEFのテスト 九州大学病院 , Olympus Japan 福岡 日本 Vidyo
163 2012/11/1 イベント No.333のテス

ト
九州大学病院 , 漢陽大学 福岡 日本 , 韓国 Vidyo

164 2012/11/6 イベント No.333のテス
ト

九州大学病院 , 漢陽大学 , 国立
台湾大学 , 京都第二赤十字病院

福岡 日本 , 韓国 , 台
湾

DVTS

165 2012/11/6 盛岡市立病院とのテスト 九州大学病院 , 盛岡市立病院 福岡 JP Vidyo
166 2012/11/7 盛岡市立病院とのテスト 九州大学病院 , 盛岡市立病院 福岡 JP Vidyo
167 2012/11/7 イベント No.334のテス

ト
九州大学病院 , 北京協和医院 福岡 日本 , 中国 DVTS

168 2012/11/8 チュラロンコン大学との
会議

九州大学病院 , チュラロンコン
大学

福岡 日本 , タイ H.323

169 2012/11/8 イベント No.334のテス
ト

九州大学病院 , 復旦大学中山病
院 , APAN-JP

福岡 日本 , 中国 DVTS

170 2012/11/8 WIDE project Bangkok 
offi ceとの会議

九州大学病院 , WIDE project 
Bangkok offi ce

福岡 日本 , タイ H.323

171 2012/11/15 Video Support APACと
のテスト

九州大学病院 , Video Support 
APAC

福岡 日本 , オースト
ラリア

H.323

172 2012/11/19 APAN_Med委員会 九州大学病院 , 国立台湾大学 , 
VINAREN, ERNET, MedRIC, 
国立がん研究センター , ソウル
大学ブンダン病院 , 国立保健医
療科学院 , APAN-JP

福岡 日本 , 台湾 , ベ
トナム , インド , 
韓国

H.323

173 2012/11/19 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

九州大学病院 , 北海道大学病院 , 
千葉大学 , 産業医科大学 , 福岡
大学病院

福岡 日本 Vidyo

174 2012/11/21 REUNAとの会議 九州大学病院 , REUNA 福岡 日本 , チリ H.323
175 2012/11/21 四谷メディカルキューブ

とのテスト
九州大学病院 , 四谷メディカル
キューブ

福岡 日本 H.323, 
Vidyo

176 2012/11/22 ラテンアメリカとのテス
ト

九州大学病院 , UERJ, U Chile, 
REUNA, CUDI

福岡 日本 , ブラジル , 
チリ , メキシコ

H.323

177 2012/11/22 Mexicoとのテスト 九州大学病院 , UNAM INNSZ 福岡 日本 , メキシコ H.323
178 2012/11/26 タタ病院とのテスト 九州大学病院 , タタ病院 福岡 日本 , インド H.323
179 2012/11/28 チュラロンコン大学との

会議
九州大学病院 , チュラロンコン
大学

福岡 日本 , タイ H.323

180 2012/11/28 国立大学病院将来像実現
会議

九州大学病院 , Vidyo Japan 福岡 日本 Vidyo

181 2012/11/28 イベント No.336のテス
ト

九州大学病院 , 延世大学 福岡 日本 , 韓国 DVTS

182 2012/11/29 イベント No.336のテス
ト

九州大学病院 , 延世大学 福岡 日本 , 韓国 DVTS

183 2012/11/29 イベント No.337のテス
ト

九州大学病院 , ビエット ドゥッ
ク 病院

福岡 日本 , ベトナム DVTS

184 2012/11/30 イベント No.337のテス
ト

九州大学病院 , ビエット ドゥッ
ク 病院

福岡 日本 , ベトナム DVTS

185 2012/12/3 がん研究会との会議 九州大学病院 , がん研究会 福岡 日本 Vidyo
186 2012/12/4 ソウル大学ブンダン病院

とパキスタンのライブ
ソウル大学ブンダン病院 , Holy 
Family hospital

ソウル 韓国 , パキスタ
ン

H.323

187 2012/12/5 イベント No.341,342の
テスト

九州大学病院 , フィジー国立
大学 , Minstry of health from 
Cook islands, フィリピン大学 
マニラ校 , タタ病院 , イスタン
ブール大学

福岡 日本 , フィジー ,
クック諸島 ,
フィリピン , イ
ンド , トルコ

H.323
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番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
188 2012/12/5 イベント No.336のテス

ト
九州大学病院 , 延世大学 福岡 日本 , 韓国 DVTS

189 2012/12/5 APDW-Upper GI クイーン シリキット ナショ
ナルコンベンションセンター , 
チュラロンコン大学 , マヒドン
大学シリラ病院 , 上海 CTEC

バンコ
ク

タイ , 中国 H.323, 
haiplayer

190 2012/12/5 APDW-ERCP クイーン シリキット ナショ
ナルコンベンションセンター , 
チュラロンコン大学 , マヒドン
大学シリラ病院 , 肝胆道科学セ
ンター

バンコ
ク

タイ , インド H.323, 
haiplayer

191 2012/12/6 APDW-lower GI クイーン シリキット ナショ
ナルコンベンションセンター , 
チュラロンコン大学 , マヒドン
大学シリラ病院 , 上海 CTEC

バンコ
ク

タイ , 中国 H.323, 
haiplayer

192 2012/12/6 APDW-EUS クイーン シリキット ナショ
ナルコンベンションセンター , 
チュラロンコン大学 , マヒドン
大学シリラ病院 , チョウライ病
院

バンコ
ク

タイ , ベトナム H.323, 
haiplayer

193 2012/12/6 福岡大学とテスト 九州大学病院 , 福岡大学病院 福岡 日本 Vidyo
194 2012/12/7 International Consensus 

Summit of Sleeve for 
Gastrectomy: Sleeve to 
DS, to DJB

New York Mariott Marquis, 四
谷メディカルキューブ

ニュー
ヨーク

アメリカ , 日本 H.323

195 2012/12/7 イベント No.338のテス
ト

九州大学病院 , 台北榮民総医院 福岡 日本 , 台湾 DVTS

196 2012/12/10 イベント No.341,342の
テスト

九州大学病院 , RUTE, アジア消
化器センター , アサン医療セン
ター , Health Sciences Univ of 
Mongolia

福岡 日本 , ブラジル ,
インド , 韓国 ,
モンゴル

H.323

197 2012/12/11 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

九州大学病院 , 北海道大学病院 , 
千葉大学 , 産業医科大学 , 福岡
大学病院

福岡 日本 Vidyo

198 2012/12/13 Mexicoとのテスト 九州大学病院 , CUDI 福岡 日本 , メキシコ DVTS
199 2012/12/13 ブラジルとテスト 九州大学病院 , RUTE 福岡 日本 , ブラジル H.323
200 2012/12/13 ATS remote test 九州大学病院 , フィリピン大学 

マニラ校 , タタ病院 , イスタン
ブール大学 , 九州大学病院 , ア
ジア消化器センター , Health 
Sciences Univ of Mongolia, カ
トマンズモデル病院 , ERNET

福岡 日本 , フィリピ
ン , インド , ト
ルコ ,ネパール

H.323

201 2012/12/14 Joint Launch Event of 5
RUTE Telemedicine 
Nuclei

PROCAPE, HUOC, IMIP, 
UNESP, HRS, 九州大学病院

サンパ
ウロ

日本 , ブラジル H.323

202 2012/12/18 スタンフォード大学との
テスト

九州大学病院 , スタンフォード
大学

福岡 日本 , アメリカ H.323

203 2012/12/21 中国との会議 九州大学病院 , CERNET, 上海
CTEC

福岡 日本 , 中国 H.323

204 2012/12/26 近畿大学とテスト 九州大学病院 , 近畿大学 福岡 日本 Vidyo
205 2012/12/26 近畿大学と会議 九州大学病院 , 近畿大学 福岡 日本 Vidyo
206 2012/12/27 鳥取大学とテスト 九州大学病院 , 鳥取大学 福岡 日本 DVTS
207 2013/1/4 イベント No.345につい

ての会議
九州大学病院 , CERNET, 
NASATI オフィス , 国立台湾大
学 , APAN-JP

福岡 日本 ,中国，台
湾 ,ベトナム

H.323



4. 活動実績一覧表
2）サブイベント

33

番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
208 2013/1/4 NASATI オフィスとテス

ト
九州大学病院 , NASATI オフィ
ス

福岡 日本 , ベトナム DVTS

209 2013/1/8 イベント No.349のテス
ト

九州大学病院 , スタンフォード
大学

福岡 日本 , アメリカ DVTS

210 2013/1/8 MedRICとのテスト 九州大学病院 ,  Vidyo Japan,  
MedRIC

福岡 日本 , 韓国 Vidyo

211 2013/1/8 イベント No.346のテス
ト

九州大学病院 , 建国大学病院 福岡 日本 , 韓国 Vidyo

212 2013/1/9 イベント No.345のテス
ト

九州大学病院 , CERNET 福岡 日本 , 中国 DVTS 
Plus

213 2013/1/9 イベント No.347のテス
ト

九州大学病院 , 福岡大学病院 , 
鳥取大学病院 , 国立台湾大学

福岡 日本 , 台湾 DVTS

214 2013/1/9 国立台湾大学との会議 九州大学病院 , 国立台湾大学 福岡 日本 , 台湾 H.323
215 2013/1/10 イベント No.349のテス

ト
九州大学病院 , スタンフォード
大学

福岡 日本 , アメリカ DVTS

216 2013/1/10 イベント No.346のテス
ト

九州大学病院 , フィジー国立大
学 医学部 , バージニアメイソン 
メディカルセンター , 京都第二
赤十字病院 , 岐阜大学

福岡 日本 , フィジー , 
アメリカ

Vidyo

217 2013/1/10 イベント No.346のテス
ト

九州大学病院 , 建国大学病院 福岡 日本 , 韓国 Vidyo

218 2013/1/11 イベント No.349のテス
ト

九州大学病院 , スタンフォード
大学 , 大阪大学医学部附属病院 

福岡 日本 , アメリカ DVTS

219 2013/1/11 イベント No.347のテス
ト

九州大学病院 ,福岡大学病院 , 
鳥取大学病院

福岡 日本 DVTS

220 2013/1/13 イベント No.348のテス
ト

ハワイ大学 , グアダナハラ大学 ハワイ アメリカ , メキ
シコ

DVTS

221 2013/1/13 イベント No.346のテス
ト

ハワイ大学 , アサン医療セン
ター

ハワイ アメリカ , 韓国 Vidyo

222 2013/1/14 イベント No.348のテス
ト

ハワイ大学 , グアダナハラ大学 , 
チリ研究教育ネットワークセン
ター , santa casa, リオデジャネ
イロ州立大学

ハワイ アメリカ , メキ
シコ , チリ , ブ
ラジル

DVTS

223 2013/1/14 イベント No.347のテス
ト

ハワイ大学 , 福岡大学病院 , 鳥
取大学病院

ハワイ アメリカ , 日本 DVTS

224 2013/1/14 イベント No.349のテス
ト

ハワイ大学 , 大阪大学医学部附
属病院 

ハワイ 日本 , アメリカ DVTS

225 2013/1/15 イベント No.348のテス
ト

ハワイ大学 , グアダナハラ大学 , 
チリ研究教育ネットワークセン
ター , santa casa, リオデジャネ
イロ州立大学

ハワイ アメリカ , メキ
シコ , チリ , ブ
ラジル

DVTS

226 2013/1/15 TIP2013 Closed 
Medical Network 
on Mobile Network, 
and international 
coordination

ハワイ大学 , KDDI ハワイ 日本 , アメリカ H.323

227 2013/1/15 TIP2013 healthcare2 ハワイ大学 , スタンフォード大
学 , 大阪大学医学部附属病院 , 
MedRIC, 忠北大学

ハワイ 日本 , アメリカ , 
韓国

Vidyo

228 2013/1/17 TIP2013 healthcare3 ハワイ大学 , UCLA, アメリカ
国立癌研究所 , City of Hope,  
中央研究院 , 慈恵大学 , GIST, 
NCNTC

ハワイ 日本 , アメリカ , 
韓国 , 台湾 , 中
国

H.323

229 2013/1/23 Vidyoとの会議 九州大学病院 , Vidyo Japan, 
Vidyo HongKong

福岡 日本 , 香港 Vidyo
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番号 日付 目的 施設 主催地 国名 接続方法
230 2013/1/24 イベント No.352のテス

ト
九州大学病院 , 近畿大学医学部
附属病院

福岡 日本 DVTS

231 2013/1/28 イベント No.352のテス
ト

九州大学病院 , 近畿大学医学部
附属病院 , ジョンソン＆ジョン
ソン MIT, 北海道大学病院

福岡 日本 DVTS

232 2013/1/29 Olympus Japanとの会
議

九州大学病院 , Olympus Japan 福岡 日本 Vidyo

233 2013/1/29 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

九州大学病院 , 斗南病院 , 北海
道大学病院 , 千葉大学 , 産業医
科大学 , 福岡大学病院 , ジョン
ソン＆ジョンソン MIT, 近畿大
学医学部附属病院

福岡 日本 Vidyo

234 2013/1/31 イベント No.354のテス
ト

九州大学病院 , 京都第二赤十字
病院 , 建国大学病院

福岡 日本 , 韓国 DVTS

235 2013/2/1 イベント No.352のテス
ト

九州大学病院 , 近畿大学医学部
附属病院 , ジョンソン＆ジョン
ソン MIT, 北海道大学病院

福岡 日本 DVTS

236 2013/2/6 メキシコとの Quatreテ
スト

九州大学病院 , グアダナハラ大
学

福岡 日本 , メキシコ DVTS

237 2013/2/6 Vajira Hospとのテスト 九州大学病院 ,  Vajira Hosp 福岡 日本 , タイ DVTS
238 2013/2/7 メキシコとの Quatreテ

スト
九州大学病院 , グアダナハラ大
学

福岡 日本 , メキシコ DVTS

239 2013/2/7 北海道大学病院とのテス
ト

九州大学病院 , 北海道大学病院 福岡 日本 DVTS

240 2013/2/8 メキシコとの Quatreテ
スト

九州大学病院 , グアダナハラ大
学

福岡 日本 , メキシコ DVTS

241 2013/2/8 近畿大学医学部附属病院
とのテスト

九州大学病院 , 近畿大学医学部
附属病院

福岡 日本 DVTS

242 2013/2/8 神奈川県立こども医療セ
ンターとのテスト

九州大学病院 , 神奈川県立こど
も医療センター 

福岡 日本 Vidyo

243 2013/2/13 APANプログラム委員会 シンガポール AREN, オースト
ラリア国立大学 , APAN-JP,Jeju 
National U, 九州大学病院 , 
LEARN-LK, KISTI

福岡 シンガポール ,
オーストラリ
ア ,日本 , 韓国 , 
スリランカ

H.323

244 2013/2/14 メキシコとの Quatreテ
スト

九州大学病院 , グアダナハラ大
学

福岡 日本 , メキシコ DVTS

245 2013/2/19 タイ , インドとの Quatre
テスト

九州大学病院 , チュラロンコン
大学 , 肝胆道科学センター

福岡 日本 , タイ , イ
ンド

DVTS

246 2013/2/21 岩手病院会議のテスト 盛岡市立病院 , 山本組合総合病
院 , 岩手医科大学

盛岡 日本 Vidyo

247 2013/2/22 岩手病院会議のテスト かづの厚生病院 , 岩手医科大学 盛岡 日本 Vidyo
248 2013/2/25 内視鏡外科チームテレカ

ンファレンス打合せ
九州大学病院 , 北海道大学病院 , 
千葉大学 , 産業医科大学 , ジョ
ンソン＆ジョンソン MIT, 近畿
大学医学部附属病院

福岡 日本 Vidyo

249 2013/2/26 岩手病院会議のテスト 岩手医科大学 , 北上済生会病院 盛岡 日本 Vidyo
250 2013/2/27 岩手病院会議 盛岡市立病院 , 山本組合総合病

院 , 岩手医科大学 , かづの厚生
病院 ,北上済生会病院

盛岡 日本 Vidyo

251 2013/2/27 APAN_Med委員会 九州大学病院 , 忠北大学 , シャ
ングリ・ラ ホテル シンガポー
ル , 国立台湾大学 , VINAREN, 
ソウル大学ブンダン病院 , 
APAN-LK

福岡 日本 , 韓国 , シ
ンガポール , 台
湾 , ベトナム , 
スリランカ

H.323
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5.　イベント概要 

1）　 プログラム
#309　第 21回関東腹腔鏡下胃切除研究会　2012.4.21

KANTO  RESEARCH  ASSOCIATION  for  LAPAROSCOPIC  GASTRECTOMY

21
             2012 4 21 14:00 18:00
                 M&D F

DVTS :
                                         

113-8519 1-5-45
Phone 03-5803-5260 Fax 03-5803-0139
E-mail k-kojima.srg2@tmd.ac.jp
URL http://www.kanto-lag.com

5,000
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#310　治療内視鏡シンポジウム　2012.5.2

“Advance in Therapeutic Surgical 
Endoscopy: Training & Education”

“Advance in Therapeutic Surgical Endoscopy: 
Training & Education”

2nd May 2012

        
08:00 - 08:30  Registration

08:30 - 08:45 Opening Ceremony              Prof. Suprakorn Rojananin 

                       Chairman of the Department of Surgery

Chairperson:  Assist. Prof. Thanyadej Nimmawudhipong & Dr. Vitoon Chinswangwatanakul

08:45 – 09:00    Siriraj Advanced Surgical Skills Training & Education Center     

    Dr. Chairnarong Phalanusitthepha   

09:00 – 09:30 Endoscopic Training: An Endoscopic-Part-Task Training Box for Skill 

Assessment and Development.                Dr. Pichamol Jirapinyo

09:30 – 10:00        Coffee break

Teleconference activity:

Moderator: Thawatchai  Akaraviputh& Nonthalee Pausawasdi & Somchai Leelakusolvong

10:00 – 10:15 Greeting from Fukuoka Prof. Shuji Shimizu

Greeting from Korea Prof. Dong Wan Seo

Greeting from Vietnam Prof. Li Thanh Ni

10:15 – 10:45 Endoscopic Obesity Procedure Prof. C. Thompson

10:45 – 11:15 Endoscopic Pancreatic Necrosectomy Prof. C. Thompson

11:25 – 11:45 EUS-Guided Pancreatic Cyst Ablation              Prof. Dong Wan Seo

11:45 – 12:00 Q & A

Closing                     Assoc. Prof. Somchai Leelakusolvong

                      Director of Siriraj GI Endoscopic Center

12:00 – 13:00 Lunch      
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*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.

 

#321　第 4回 日韓上部消化管 テレカンファレンス　2012.8.21
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#322　第 34回　APAN会議　テレコンサルテーション　2012.8.27

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
**Italic: Not confirmed yet
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#323　第 34回　APAN会議　内視鏡　2012.8.28

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
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#324　第 34回　APAN会議　外科　2012.8.28

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
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#325　第 34回　APAN会議　胎児治療　2012.8.28

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
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12  

 
  Fukuoka Endoscopic Surgery Forum   

 

 

2012 9 21 18:00  
7  

TEL 092-725-9111 
 

 

 

 

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

 
  

#327　第 12回福岡内視鏡手術フォーラム　2012.9.21
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#333　第 11回 JKT内視鏡カンファレンス　2012.11.13
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#334　第 8回日中早期胃がんテレカンファレンス　2012.11.14

Date: Nov. 14th (Wed) 15:00-17:00 (China time) (16:00-18:00 Japan time) 
Main topics:
  1. Endoscopy
  2. Pathology

Target:
To establish the standard procedure for screening , diagnosis and treatment  of early gastric cancer 

in China

Connecting stations: 
 Chairpersons: Chen Jie, Lu Xinghua, Yao Liqing, Shimizu, Yao T

1. Peking Union Medical College Hospital, Beijing, China
  Moderators: Yang Aiming, Yao Fang，Fei Guijun
  Local engineer: Fei Guijun，XiNai
  Network engineer: Bao, Andrew, James

2. Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai , China
  Moderators: Zhou Pinghong, Chen Weifeng, Cai Mingyan, Li Quanlin
  Local engineer: Chen Yongrui
  Network engineer: Bao, Andrew, James

3. Tokyo Science Foundation, Iidabashi, Tokyo
  Chairperson: Yao T

 Local engineers: Suzuki, Tomikawa
         Network engineers: Tanaka, Ikeda, Kitamura
 4. Kyushu U Hospital, Fukuoka, Japan
  Moderators: Yao K, Shoko Fujiwara, Ogino, Nagai, Joshi
  Local engineer: Torata
  Network engineer: Okamura

Programs:
15:00-15:05 (JP 16:00-16:05) 

Opening remarks/ TBD
15:05-15:10 (JP 16:05-16:10)

Greetings from each station
15:10-15:55 (JP 16:10-16:55)

Lecture: Title TBD.K. Yao
15:55-16:00 (JP 16:55-17:00)

Question and Answer
16:00-16:25 (JP 17:00-17:25)

Case Discussion 1,2, Zhongshan Hospital
16:25-16:50 (JP 17:25-17:50)

Case Discussion 3,4, PUMCH
16:50-17:00 (JP 17:50-18:00)

Discussion about next plan
Closing remarks/ TBD

Preparations:
1. Endoscopic teleconference, connecting 4 stations. This is not a live demonstration but 

teleconference with slides and recorded videos.
2. Network confi guration will be illustrated and announced later by Prof Okamura and his team.

We use one line of DVTS, whose bandwidth is about 30Mbps.
Images from 4 stations are controlled by Quatre, located at Kyushu U CC.
NTSC camera or PAL/NTSC converter is necessary at PUMCH.
Prepare fl at monitors at each station for better quality if available. 
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#345　第 35回　APAN会議　テクノロジー　2013.1.14

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
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#346　第 35回　APAN会議　内視鏡 1　2013.1.15

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.
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#347　第 35回　APAN会議　外科　2013.1.15

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic is to be comfirmed.
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#348　第 35回　APAN会議　内視鏡 2　2013.1.16

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.

* Italic  is to be comfirmed.
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#349　第 35回　APAN会議　心カテ　2013.1.16

*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.
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#351　ヘルスケア　ITカンファレンス 2013　2013.1.25
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#352　第 2回内視鏡外科チームテレカンファレンス　2013.2.2

名称：第 2回　内視鏡外科チームテレカンファレンス
開催日：2月 2日、時間：14時 -17時
場所：北海道大、東京、大阪、九州

当番世話人：北海道大学　消化器外科 II　七戸俊明

14：00-14：05　世話人挨拶
九州大学病院　光学医療診療部 /アジア遠隔医療開発センター　清水周次
北海道大学　消化器外科 II　七戸俊明

14：05-14：50　セッション 1　ロボット支援手術導入におけるチームビルディング
（発表 10分Ｘ 3人、討論 5分、総合討論 10分：計 45分）
「2010年の承認以来、手術支援ロボット「ダヴィンチ」の普及が急速に進んでいます。千葉大病院のスタッフの
皆さんに、それぞれの視点からの導入時の問題点と解決策などをお話しいただきます」

座長

①北海道大学病院　看護部　山本裕子

②北海道大学　消化器外科ＩＩ　七戸俊明

発表

①総論：千葉大学　産婦人科　石川博士

討論：5分

②看護師の立場から：千葉大学病院　看護部　横山裕一

③MEの立場から：千葉大学病院　手術部　大塚博明

総合討論：10分

14：50-15：50　セッション 2　手術体位の工夫
発表 10分 +討論 5分Ｘ 3施設、総合討論 15分：計 60分

「術直前の限られた時間内で行う手術体位の固定には、外科医、麻酔科医師、看護師のチームワークが必要です。

特に特殊な体位変換をとる必要がある内視鏡外科手術では各施設で様々な工夫をされていることと思います。発

表では各施設のスタンダードな内視鏡外科手術に対する手術体位の工夫を共有していただきたいと思います」

座長

① KKR斗南病院　看護部　小野冨貴子
②産業医科大学　第 1外科　柴尾和徳
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発表

①北海道大学病院　看護部　佐々木春奈

②産業医科大学病院　手術部　田中靖人

③近畿大学医学部附属病院　看護部　美野多佳志

総合討論（15分）
 

休憩 10分
 

16：00-17：00　セッション 3　手術機器の保守管理

発表 10分 +討論 5分Ｘ 3施設、総合討論 15分：計 60分

「内視鏡外科手術では、光学機器やエネルギーデバイスなどの様々な手術機器を使用するため、専門性を要求され

るようになってきました。臨床工学技士が手術室に常駐する病院に手術機器の保守管理を中心に CEと看護師の業
務分担と協力についてディスカッションしていただきたいと思います」

座長

①九州大学病院医療技術部臨床工学部門　三島博之

②千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター　林秀樹

発表施設

① KKR斗南病院臨床工学部　石田稔
②近畿大学医学部付属病院臨床工学部　古田朋之

③福岡大学病院　臨床工学センター　八尾好純

総合討論（15分）

 
17：00　閉会挨拶（七戸）
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2）　 写真レポート

 

#308  6   

6   
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Dr. Dr. 
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4

  

Dr. 

2012.44.221.. 



5. イベント概要
2) 写真レポート

57

 

#33100    
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4
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Dr. Dr. 
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Dr. Dr.

  

Dr. 
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Dr. ( )

  

Dr. Dr. 
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2
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Dr. 
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3  ERCP  
 

3 ERCP
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  ( ), 
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Dr.

 

Dr. 
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Dr. Somchai Dr. Thawatchai Dr. 
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Dr. Hung  Dr.
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Dr. Lee SY

  

Dr. Dr.  
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#33222   334   APAN   

34  APAN   
 

Paola

Vidyo 5

2012.8.27. 

 ( ), 

  ( ), 

  ( ), 

  ( ), 

  ( ) 

  

Dr. Ashir Dr. APAN

 

Dr. Dr. 

  

Paola Chiang Minh

2012.8.27.. 
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34  APAN   
 

DVTS

GB

DVTS

2012.8.28. 
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 ( ),  ( ), 

 ( ), GB  ( ), 

 ( ),  
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7 Dr. 

 

Dr. Yang

  

Dr. Bizos DVTS Dr. Lacy

2012.8.28.  
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APAN Tuwangsit
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#33288   44   ERCP  

4  ERCP  
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Dr. 4

 

  

Dr. 
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1 Dr. HH Kim 1

1 Dr. 

2012.10.23. 
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Dr. Kim

 

Dr. 

  

Dr. Kim Dr. Lee( ) Dr. ( )

2012.110.223.  



5. イベント概要
2) 写真レポート

75

 

#33333   111 JJKT  
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Dr. 

Choi
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Dr. Dr. Wang( ), Dr. Chun-Ying( )
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Dr. ( ) Dr. ( )

2012.111..133.  
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APAN Dr. ( ) 4
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#33355   222   IIASGO  

22 IASGO  
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Dr. Suthep Dr. 
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22 IASGO  
2012.12.7. 

  

Dr. , Dr. , Dr Han ( )
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Dr. Perman( )
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Mr. Satya ( )
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 Rede Universitaria de 
Telemedicina
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RUTE Luiz  Dr. Saroj

 

Dr. 

  

Vidyo
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#33433   ERCP  

ERCP  
 

ERCP

 

2012.12.21. 

 

  

 

3

  

ERCP  

2012.112..21.. 
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35

DVTS
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CERNET
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Chiang ( ) Minh
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Jessen  Junghun Lee  
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Vidyo 
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Dr. Rungsun

 

2013.1.15. 

 

  

Dr. Rungsun

 

  

20133.11.115.. 
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Dr. 5  
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#33488   335 APAN 2 

35 APAN 2 
 

(2) DVTS

4

2013.1.16. 

 

  

Dr. Dr. 4

 

  

Dr. Tanimoto Nancy

20013..1..16.. 
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Dr. 
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Dr. 
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2013.1.23. 

 

  

Dr. Dr. 4

 

  

20133.11.223.. 
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Dr. 

 

Dr. Lee SY

  

Dr. 3
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Dr. Dr.
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3）　アンケート
#322　第 34回　APAN会議　テレコンサルテーション　2012.8.27

very good
28%

good
72%

poor
0%

very poor
0%

very smooth
19%

smooth
58%

sluggish
 

(slow)
23%

very sluggish 
(slow)

0%

very good
23%

good
65%

poor
12%

very poor
0%

very easy
14%

easy
62%

me-
consuming

14%

very me-
consuming

10%

very good
21%

good
79%

poor
0%

very poor
0%

this system is 
be er
11%

similar
27%

DVTS is 
be er
12%

do not know
50%

very small
21%

small
62%

big
17%

very big
0%

yes
32%

probably yes 
60%

probably no 
8%

no
0%

 Q2. About the  image movement 

Q4. About the quality of sound

Q6. About the program

Q8. Would you like  to use this 
system for your own ac vi es? 

Q1.  About  the resolu on of  image 

Q5. About the prepara ons 

Q7. Is this system be er than DVTS?

Q3. About the delay of the image

The 34th APAN-teleconsultation session
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very smooth
10%

smooth
90%

sluggish
(slow)

0%

very sluggish 
(slow)

0%

 Q2. About the  image movement 

very good
19%

good
81%

poor
0%

very poor
0%

Q4. About the quality of sound

very good
53%

good
47%

poor
0%

very poor
0%

Q6. About the program

  

Q8. Would you like  to use this 
system for your own ac vi es? 

yes
43%

probably yes 
52%

probably no 
5%

no
0%

very good
33%

good
67%

poor
0%

very poor
0%

Q1.  About  the resolu on of  image 

very easy
22%

easy
78%

me-
consuming

0%

very me-
consuming

0%

Q5. About the prepara ons 

this system is 
be er
38%

similar
19%

DVTS is be er
19%

do not know
24%

Q7. Is this system be er than DVTS?

very small
48%

small
52%

big
0%

very big
0%

Q3. About the delay of the image

The 34th APAN-endoscopy session

#323　第 34回　APAN会議　内視鏡　2012.8.28
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#324　第 34回　APAN会議　外科　2012.8.28

 Q2. About the  image movement 

Q4. About the quality of sound

Q6. About the program

Q1.  About  the resolu on of  image 

Q5. About the prepara ons 

Q3. About the delay of the image

Q7. Wil you a end another 
teleconference  session next me? 

very good
43%

good
57%

poor
0%

very poor
0%

very smooth
29%

smooth
57%

sluggish 
(slow)
14%

very sluggish 
(slow)

0%

very 
good
14%

good
43%

poor
43%

very poor
0%

very easy
0%

easy
50%

me-
consuming

50%

very me-
consuming

0%

very good
29%

good
71%

poor
0%

very poor
0%

very small
28%

small
43%

big
29%

very big
0%

yes
67%

probably yes 
33%

probably no 
0%

no
0%

The 34th APAN-surgery session
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#325　第 34回　APAN会議　胎児治療　2012.8.28

very good
17%

good
83%

poor
0%

very poor
0%

very smooth
28%

smooth
72%

sluggish 
(slow)

0%

very sluggish 
(slow)

0%

very good
33%

good
56%

poor
11%

very poor
0%

very easy
35%

easy
53%

me-
consuming

12%

very me-
consuming

0%

very good
50%

good
50%

poor
0%

very poor
0%

very small
33%small

67%

big
0%

very big
0%

yes
71%

probably yes 
29%

probably no 
0%

no
0%

 Q2. About the  image movement 

Q4. About the quality of sound

Q6. About the program

Q1.  About  the resolu on of  image 

Q5. About the prepara ons 

Q3. About the delay of the image

Q7. Wil you a end another 
teleconference  session next me? 

The 34th APAN-fetus session
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#345　第 35回　APAN会議　テクノロジー　2013.1.14

28% 

72% 

0% 0% 
0% 

Video quality 
Very good

Good

Fair

Poor

Worst

17% 

56% 

22% 

5% 0% 

Audio quality 
Very good

Good

Fair

Poor

Worst

The 35th APAN-technology session-Quatre16 

Quality: 

 Very good Good Fair Poor Worst 
Video quality 5 13    
Audio quality 3 10 4 1  

 

 

 

 

 

 

Other questions:  

Preparation time Long Fair Short 
  6 1 

Skill level Difficult Fair Easy 
  5 2 

Number of engineers >2 2 1 
  1 6 

Network Stable Normal Not stable 
 2 5  

Comments: 

KUH: Vietnam stations seem to have some noise. DVTS looks better in movement and image 
quality. 
Keio Uni: Audio level adjustment is always a difficult challenge. 
Federal Uni of RGS-Brazil: the audio problem is not a matter. It is a matter of correct 
configuration of the mic. 
SSF: Sound quality varied from site to site.  I don’t think I was receiving audio from some.  
Hawaii was barely audible.  I had to ride the audio levels on my mixer.  From past experience 
I’d say DVTS is much easier to use on single site transmissions.   
An instant message back door for engineers would have been handy.  I didn’t see the return 
until minutes before the session was to start and was unsure if I was in error or if Minh was in 
a scramble. 
Hong Kong: Sound quality was fair, may be due to the network problems or wrong settings in 
some sites 
I found that there was about 2 seconds delay for my image in the Quatre. The edges of the 
images were not smooth when the images were moving. The brightness of the images was fine. 
Bundang: Quality of video depends on Device. 
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6% 

50% 25% 

19% 

0% 

Video quality 

Very good

Good

Fair

Poor

Worst

6% 

19% 

44% 

31% 

0% 

Audio quality 

Very good

Good

Fair

Bad

Worst

The 35th APAN-technology session-DVTS+ 

Quality: 

 Very good Good Fair Poor Worst 
Video quality 1 8 4 3  
Audio quality 1 3 7 5  

 

 

 

 

 

 

Other questions:  

Preparation time Long Fair Short 
  4 1 

Skill level Difficult Fair Easy 
  2 3 

Number of engineers >2 2 1 
   5 

Network Stable Normal Not stable 
 2 3  

Comments: 

Cho Ray: Continuous blinking in all small screen and the main screen. 
SSF: Sound quality varied from site to site.  Hawaii was barely audible.  I could only make out 
about 1/3rd of what Ti was saying.  NCHC, Tsinghua, Cernet and Taiwan were all very clear.  
Site 3 (Thailand?) was acceptable.  Ti’s audio improved when they left chairman mode.  I like 
the user interface.  I’m not sure if it was me but it seemed that switching directly between the 
two systems on the same computer caused problems.  Just to be safe I rebooted the computer 
between feeds.  And I was very cognizant of changing between 16 and 12db. 
Hong Kong: Sound quality was fair, may be due to the network problems in some sites. 

I found there was less than 1 second delay to view my image from the DVTS plus server. By 
comparing with Quatre, the edges of the images were smooth when the images were moving. 
The brightness of the images was fine.  Not smooth motion 7~8 fps? We need 30 fps or over 25 
fps. Sub screen is too small. Bad rip sync. 
CERNET: We are successfully using DVTS_ for 2 years and we are quite satisfied with it. 
Federal Uni of RGS-Brazil: Low frame rate, less than 20 fps, maybe because of the network. 
Resolution seems better than DVTS. 
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#346　第 35回　APAN会議　内視鏡 1　2013.1.15

very good 
39% good 

61% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

very smooth 
32% 

smooth 
68% 

sluggish (slow)  
0% 

very sluggish 
(slow)  

0% 

very good 
0% 

good 
89% 

poor 
11% 

very poor 
0% 

 

very easy 
35% 

easy 
59% 

me-
consuming 

6% 

very me-
consuming 

0% 

 

very good 
24% 

good 
76% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

this system is 
be er 
53% similar 

10% 

DVTS is be er 
16% 

do not know 
21% 

Q7. 

  

very small 
56% 

small 
44% 

big 
0% 

very big 
0% 

 

yes 
39% 

probably yes  
39% 

probably no  
11% 

no 
11% 

Q8. Would you like  to use this system 

 

 Q2. About the  image movement 

Q4. About the quality of sound

Q6. About the program

Q1.  About  the resolu on of  image 

Q5. About the prepara ons 

Q3. About the delay of the image

The 35th APAN-endoscopy-1 session
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#347　第 35回　APAN会議　外科　2013.1.15

Q7. 

 Q2. Abou    i ag  ov  

Q4. Abou   quali y o  ou

Q6. Abou   p og a

Q1.  Abou   olu o  o   i ag 
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40% small 

50% 

big 
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very big 
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#348　第 35回　APAN会議　内視鏡 2　2013.1.16

Q7. 

 Q2. Abou    i ag  ov  
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Q6. Abou   p og a
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Q3. Abou   lay o   i ag
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good 
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0% 
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0% 
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17% 
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0% 

no 
0% 

very small 
8% 

small 
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big 
25% 

very big 
0% 
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#349　第 35回　APAN会議　心カテ　2013.1.16
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6.　アジア遠隔医療シンポジウム 
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第 6回アジア遠隔医療シンポジウムを終えて

　12月 14日、15日に「第 6回アジア遠隔医療シンポジウム」が福岡にて開催され、18ケ国から会場参
加 110名、遠隔参加 11名、合計 121名の参加者を迎えました。当シンポジウムは毎年開催されてきまし
たが、今年は私達が遠隔医療の活動を始めて 10年目という記念すべきシンポジムでした。また今回は、
岡村耕二教授によって企画されたジョイントセッションも開かれ、さらに広い層からの参加者を迎えるこ

とができました。

　当シンポジウムの目的は、知識や最新技術に関しての情報の共有はもちろんのことですが、それだけに

とどまらず同じ志を持つ人々との新たな出会い、そしてこれまでに培ってきた友好を更に深めるという事

も大切なその一つです。このため、シンポジウムは日中のセッションのみならず、夜の懇親会があってこ

そ完全な形となりえます。今年は初日金曜日の夜、会場にて懇親会を設けました。私達はこの会がインタ

ラクティブで心地良い場になるよう努めました。会では、多国籍料理と共に福岡まで来ていただいた参加

者への歓迎の気持ちを込め、日本の伝統料理、また九州大学オリジナルのビール等を用意しました。しか

しながら、真の意味での成功は参加者一人一人の協力があったからこそ成し得たと確信しています。各国

から、各チームの紹介、創意あふれるパフォーマンスが行われ、特にブラジルの Luiz Ary Messina氏、
また日本の杉谷篤先生にはそれぞれの国の音楽を素晴らしいギターと歌声でご披露頂きました。私たちが

たとえどんなに立派なキャンバスと額縁を準備したとしても、そこに積極的な参加が無かったなら、あれ

ほどの色鮮やかな絵を描くことはできなかったでしょう。 （野田陽子）

シンポジウム初日の記念撮影

職種を越えて交流があった懇親会素晴らしい音楽で会場を沸かせる Luiz Ary Messina
氏と杉谷篤先生
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7.　論文リスト 

1. Minh CD, Shimizu S, Antoku Y, Torata N, Kudo K, Okamura K, Nakashima N, Tanaka M:
Emerging technologies for telemedicine
Korean J Radiol, 13: S21-S30, 2012

2. Lee SP, Lee HL, Hahm JS, Choi HS, Joe IW, Shimizu S:
International live endoscopic multichannel demonstration using superfast broadband Internet 　
connections
Clin Endosc, 45: 73-77, 2012

3. Minh CD, Shimizu S, Kudo K, Antoku Y, Torata N, Okamura K, Nakashima N, Tanaka M:
Comparison between digital video transport system (DVTS) and high defi nition H.323 system in
telemedicine
In: Jordanova M, Lievens F, eds. Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources. 　　
Vol. 5. Luxembourg: International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH); 310-313, 2012

4. Shimizu S, Kudo K, Antoku Y, Min H, Torata N, Kitamura Y, Okamura K, Nakashima N:
Telemedicine in the Asia-Pacifi c region transmitted over a research and education network.
In: Ivan Mathias and Alexandra Monteiro. Gold book ［digital book］：Technological Innovation in 　
Education and Health. Rio de Janeiro. Publisher EdUERJ; 552-572, 2012

5. 中島直樹、吉良潤一、鈴木裕介、内藤剛、鈴木一郎、池上俊彦、小竹美千穂、長野宏一朗、 他
国際医療連携への取り組み：国立大学病院医療連携部門の現状と今後
～「日本医療連携研究会－国立大学部門」の活動から～
平成 24年度 大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集　146-148, 2013

6. 平松達雄、野原康伸、中島直樹
JPEG+Exif互換形式を容器として利用する健康モニター機器のデータ取り扱い形式
第 32回医療情報学連合大会 (第 13回日本医療情報学会学術大会 )抄録集 , 2012

7. 安徳恭彰、中島直樹、胡旻、工藤孔梨子、寅田信博、清水周次、田中雅夫
具体的な遠隔医療に向けたテレカンファレンス技術の分類
第 32回医療情報学連合大会 (第 13回日本医療情報学会学術大会 )抄録集 , 2012

8. 清水周次、工藤孔梨子、安徳恭彰、胡旻、岡村耕二、中島直樹：
アジア遠隔医療開発センター：活動の軌跡と今後の方向性
学士鍋　第 165号 , 3-8, 2012

9.井上創造、中島直樹 :
予防医療に貢献する生体情報・健康情報モニタリングシステムの確立
月刊　自動認識 2012

10.  中島直樹 :
糖尿病疾病管理事業カルナによる ITを用いた保健医療連携と地域連携
別冊プラクティス　164-172, 2012
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8.　学会・講演リスト 

学会および講演　( 海外 )

1.  Shimizu S:
Telemedicine: Where medical community meets network community
TIP2013
Honolulu, USA, 2013/1/13-18, Plenary

2. Shimizu S:
Telemedicine in Asia: Challenges and opportunities
Healthcare IT Conference 2013
New Delhi, India, 2013/1/25, Invited lecture

3.  Shimizu S:
Ten-year experiences of telemedicine
International Symposium for the 40th Anniversary of Hanyang University Digestive Disease 
Center
Seoul, Korea, 2012/12/22, Invited lecture

4.  Shimizu S:
Telemedicine in Asia-Pacifi c: Possible expansion to Latin America
Red Clara (Central & Latin America Research and Education Network）Clara-
TEC Engineering session　
Lima, Peru, 2012/7/2-6, Invited lecture

5.  Shimizu S:
Global Remote Medical Education Project over Academic Network
Red Clara (Central & Latin America Research and Education Network）Clara-
TEC Directors’ Meeting　
Lima, Peru, 2012/7/2-6, Invited lecture

6.  Shimizu S:
Continuous remote medical education in Asia: Activity updates in Taiwan
2nd Taipei International Symposium of Minimal Invasive Digestive Surgery
（IASGO CME Course）and Celebration of NTUH 117th Anniversary
Taipei, Taiwan, 2012/6/30-2012/7/1, Invited lecture

7.  Nakashima N:
PHR in Japan
2012 Korea‘s PHR trends and standardization of　International Symposium  
Seoul, Korea, 2012/10/5　Invited lecture
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学会および講演　( 国内 )

1.  清水周次、永井英司、植木隆、高畑俊一、田中雅夫：
国際性を見据えた外科医教育：遠隔医療教育の活用
第 74回日本臨床外科学会総会
東京、2012/11/29-2012/12/01、シンポジウム

2.  清水周次：
遠隔医療の新時代：国際医療人の育成を目指して
第 24回 Research in Oncology
盛岡、2012/10/30、特別講演

3.  清水周次：
アジアを軸とした新しい遠隔医療システムの構築
第 17回福岡癌診療連携セミナー
福岡、2012/6/26、教育講演

4.  清水周次、永井英司、中村雅史、植木隆、寅田信博、安德恭彰、中島直樹、岡村耕二、田中雅夫：
学術用高速インターネットを活用した遠隔教育システムの展開
第 112回日本外科学会定期学術集会
千葉、2012/4/12-14、シンポジウム

5.  中島直樹、吉良潤一、鈴木裕介、内藤剛、鈴木一郎、池上俊彦、小竹美千穂、長野宏一朗、石井征輝、
森口はるな、石井理恵、小林利彦、内藤純子、塩川ゆり、櫃本真聿、橋本一晃、小手川雄一、川崎浩
二、松本武浩
国際医療連携への取り組み
平成 24年度 大学病院情報マネジメント部門連絡会議・地域連携セッション 2
国立大学医療連携部門の現状と今後「日本医療連携研究会－国立大学部門」の活動報告
新潟、2013/2/7　一般演題

6.  平松達雄、野原康伸、中島直樹
JPEG+Exif互換形式を容器として利用する健康モニター機器のデータ取り扱い形式
第 32回医療情報学連合大会 (第 13回日本医療情報学会学術大会 )
新潟、2012/11/15、一般演題

7.  安徳恭彰、中島直樹、胡旻、工藤孔梨子、寅田信博、清水周次、田中雅夫
具体的な遠隔医療に向けたテレカンファレンス技術の分類
第 32回医療情報学連合大会 (第 13回日本医療情報学会学術大会 ) 
新潟、2012/11/15、一般演題

8.  中島直樹
国立大学病院国際医療連携ネットワーク（福岡アジア医療サポート委員会報告）
福岡アジア医療サポート委員会
福岡、2012/10/12　講演
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9.  中島直樹
40億人に届けるポータブル・クリニック
九州大学公開講座「技術 ×ソーシャルビジネス ×40億人」　
福岡、2012/9/28　招待講演

10.中島直樹
九州大学病院の国際医療サービスの向上について
九州大学病院医療連携センター講演会（九州大学）
福岡、2012/7/10　講演

11.中島直樹、センサー情報を用いた CPS医療
第 15回 CSISシンポジウム
東京、2012/7/18、招待講演

12.中島直樹
国立大学病院が目指している医療の国際化
第 19回多文化間精神医学会学術総会
福岡、2012/6/24、九州大学　シンポジウム講演

 
13.中島直樹、若田好史、野原康伸、井上創造、小妻幸男、副島秀久、田中雅夫
アウトカム志向型電子パスと生体センサを用いた探索的なクリティカルインディケータ抽出
第 16回日本医療情報学会春季学術大会
函館、2012/6/2、一般口演

　
14.中島直樹、野原康伸 、小妻幸男 、井上創造 、上田修功 、喜連川優 、井口登與志
糖尿病重症合併症患者の在宅管理を想定した センサーネットワーク開発研究
第 55回日本糖尿病学会年次学術集会
横浜、2012/5/17、一般演題

15.Nakashima N:
PHR in Japan
2012 Korea‘s PHR trends and standardization of International Symposium  
Seoul, Korea, 2012/10/5, Invited lecture

16.Nakashima N, MD PhD:
International Telemedicine Activity in Kyushu University
4th Kagawa U-Chiang Mai U joint Symposium 2012
Takamatsu, 2012/9/21, Invited Lecture (Remote)

17.Torata N:
HD-SCR and Tele-Pointer
The 6th Asia Telemedicine Symposium
Fukuoka, 2012/12/14, Oral
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18.Nohara Y, Inoue S, Nakashima N, Ueda N and Kitsuregawa M:
Large-scale Sensor Dataset in a Hospital
Workshop on Pattern Recognition for Healthcare Analytics, 21st International Conference on
Pattern Recognition
Tsukuba, 2012/11/11-15, Oral

19.Raymond R, Nakashima N, Nohara Y and Inoue S:
Sensor Data Analytics to Complement Sparse and Incomplete Medical Records for Diabetes 
Disease Management
Workshop on Pattern Recognition for Healthcare Analytics, 21st International Conference on
Pattern Recognition
Tsukuba, 2012/11/11-15, Oral
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9.　報道記録 

1.  Mary Jessa T. Caritativo, Breakthrough telesurgery in the country    
Vital Signs, Fame Publishing Inc., p4, April 2012    

2.  UPM, Viet Duc University in Hanoi hold 1st live surgical teleconference
Offi cial Press Release of the Information, Publication, and Public Affairs Offi ce (IPPAO)
April 2012

3.  Navratil J, Ubik S, Peciva P:
Teaching and exchanging of the experiences in the medicine, 
Journal of International Scientifi c Publications, Educational Alternatives, Vol.10 Part2 
pp.278-287, 2012    

4.  日本およびアジア地域における胎児医療の発展に、SINETによる国際遠隔医療を活用 
学術情報ネットワーク SINET4 サイネット・フォー　2012年 8月 30日参照
http://www.sinet.ad.jp/case/ncchd 

5.  SingAREN supports NUH and NTU’s participation in medical education video-conference
SingAREN website and email, 1st August 2012

http://www.singaren.net.sg/library/newsroom/120810_SingAREN_supports_NUH_and_NTU_
Medical_VC.pdf  
Featured under “News” in website

http://www.singaren.net.sg/library/newsroom/SingAREN_Newsletter_Aug12_v1.pdf 
Featured in the Aug ’12 SingAREN E-newsletter (via email and website archive) 
 

6.  The 34th APAN-Endoscopy    
Event poster, APAN, August 2012    

7.  Vidyo Japan, 医療機関等に提供するビデオ会議システムの事業戦略説明会を開催 
business network.jp, 2012年 9月 13日参照
http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/2372/Default.aspx 

8.  テレビカンファレンスの開催！しました 
米子医療センター付属看護学校ホームページ , 2012年 10月 19日参照
http://www.temdec.med.kyushu-u.ac.jp/html/katsudo/eventlist.html 

9.  第 6回アジア遠隔医療シンポジウム「アジア遠隔医療開発センター」
九州大学病院ホームページ , 2012年 12月 10日参照
http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?storyid=745&categoryid=4 

10.病院訪問レポート　九州大学病院 
Off Time Vol.37 福岡エリア版 3面 , 2012年 12月 25日
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11.次代を開く日本のフロントランナー 
産経新聞 , 2013年 1月 1日 特集 , 1面・5面 

12.〈医療立国〉日の丸技術、「遠隔医療」でも存在感 
Yahoo!JAPANニュース , 2013年 1月 3日参照 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130103-00000517-san-soci 

13.UdeG en alta defi nición
http://gaceta.udg.mx/nota1.php?id=13250
La Gaceta University of Guadalajara, No.730 pp14, Jan 1st 2013 

14.Medical Informatics Lab 医療情報学実験室
http://sites.mc.ntu.edu.tw/lab/apan

15.Formation specializing in health through video conferencing tools HD advanced networks for 
education and research in the region
CUDI, la Red nacional de education e investigation, 15th Feb 2013   
http://www.cudi.edu.mx/boletin/2013/02_boletin_febrero_03.html 

16.Research networks share health training with video conferencing tools
Red Academia Nacional De Venezuera website news, 18th Feb, 2013
http://www2.reacciun.ve/reacciuncms/noticia_2521_1.html

17.In Mexico: Specialized training in health through video conferencing tools HD advanced networks
for education and research in the region
RedCLARA website, 19th Feb 2013
http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1365&Itemid=352

18.RAAP: Peruvian Academic Network website, 21th Feb 2013

19.大学病院長インタビュー 九州大学病院
病院選びのポイント！頼れるドクター 福岡・佐賀版 ,シティ情報ふくおかMook 臨時増刊号 , 2013年
2月

2011 年以前（追加記載）
1.  海外市場を視野に入れた展開を見せる先駆者たちの現状と課題を追う 
最新医療経営 Phase3 299号 p20-21, 2009年 6月 10日 

2.  九大病院新外来診療棟あすオープン 
西日本新聞 , 2009年 9月 27日 , 4面特集 

3.  最先端の診療・教育・研究で地域医療に貢献、国際化への対応を図る 
フォーラム福岡 vol.27 p40-41, 2009年 9月 30日 
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4.  医療インタビュー　久保千春　九州大学病院院長に聞く（池見良子） 
ふくおか経済 vol.255 p202-205, 2009年 11月 1日 

5.  全人的な医療目指し高度先進医療担う大学病院 
読売新聞 , 2010年 3月 26日朝刊 , 15面広告（読売新聞西部本社広告局） 

6.  先進医療機関として、アジアを中心とした「国際連携」進む 
読売新聞 , 2011年 3月 26日朝刊 , 12面広告（読売新聞西部本社広告局） 

7.  A Learning Journey to the Land of the Rising Sun    
Bulletin of MSGH Vol.17 No.2, p10-12, Feburary 2011    

8.  最新メディア・ツールによる国際会議を経験してみて（庄司邦忠） 
チェンマイハッピーライフ CLLクラブ会報 3月号 Vol.104, 2012年 3月 1日 

9.  Telemedicine with AARNeT in 2011    
AARNet annual report 2011

10.理想的な医療環境で社会の要請に応える九州大学病院 
読売新聞 , 2012年 3月 25日朝刊 , 23面広告（読売新聞西部本社広告局） 
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10. 協力施設一覧
(あいうえお順 )

アサン医療センター
http://www.amc.seoul.kr/ (韓国語 ) 
http://jpn.amc.seoul.kr/ (日本語 )
http://eng.amc.seoul.kr/ (英語 ) 

アジア消化器センター
http://aigindia.net/ (英語 )

アジア太平洋先端ネットワーク (APAN: Asia-Pacifi c Advanced Network)
http://www.apan.net/ (英語 )

アデレード大学
http://www.adelaide.edu.au/ (英語 ) 

アボット バスキュラー ジャパン株式会社
http://www.abbottvascular.jp/index.html (日本語 )

E病院
http://www.ehospital.vn/ (ベトナム語 )

イスタンブール大学
http://www.istanbul.edu.tr/ (トルコ語 )
http://www.istanbul.edu.tr/english (英語 )

イタリア学術研究ネットワーク (Italian Academic & Research Network, GARR)
http://www.garr.it/ (イタリア語 ) 
http://www.garr.it/eng/ (英語 ) 

岩手医科大学
http://www.iwate-med.ac.jp/ (日本語 ) 

インディアナ大学
http://www.indiana.edu/ (English)

インド教育研究ネットワーク (ERNET: Education and Research Network)
http://www.ernet.in/erhindi/index.htm (ヒンズー語 ) 
http://www.ernet.in/index.htm (英語 )

インドネシア大学
http://www.ui.edu/indonesia/index.php (インドネシア語 )
http://www.ui.edu/english/index.php (英語 )

ウィスコンシン大学
http://www.wisc.edu/ (英語 )

Vidyo Japan
http://japan.vidyo.com/ (日本語 ) 

ウィットウォータースランド大学
http://www.wits.ac.za/ (英語 )
 
ウルグアイ学術ネットワーク (RAU: Red Academica Uruguay)
http://www.rau.edu.uy/ (スペイン語 )
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APAN東京オフィス
http://www.jp.apan.net/ (英語 )

NTTコミュニケーションズ
http://www.ntt.com/index-j.html (日本語 ) 
http://www.ntt.com/index-e.html (英語 ) 

NTT西日本
http://www.ntt-west.co.jp/ (日本語 ) 
http://www.ntt-west.co.jp/index_e.html (英語 ) 

愛媛大学
http://www.ehime-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.ehime-u.ac.jp/english/index.html (英語 )
－医学部附属病院
http://www.hsp.ehime-u.ac.jp/ (日本語 )

エルランゲン大学病院
http://www.uk-erlangen.de/en/（英語）
http://www.uk-erlangen.de/（ドイツ語）
http://www.uk-erlangen.de/es/（スペイン語）

欧州研究教育ネットワーク（GÉANT）
http://www.geant.net/ (英語 ) 

欧州先端ネットワーク技術開発機構
 (DANTE: Delivery of Advanced Network Technology to Europe)
http://www.dante.net/?PHPSESSID=9ebe4453af6b2eab511e4da424ed07f6 (英語 )

大分大学
http://www.oita-u.ac.jp/ (日本語 ) 
http://www.oita-u.ac.jp/english/index.html (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.htm (日本語 )

オークランド大学病院
http://www.fmhs.auckland.ac.nz/ (英語 )

大阪大学
http://www.osaka-u.ac.jp/ja (日本語 )
http://www.osaka-u.ac.jp/en/index.html (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/ (日本語 )

オーストラリア学術研究ネットワーク (AARNet: Australia's Research and Education Network)
http://www.aarnet.edu.au/ (英語 ) 

オーストラリア国立大学
http://www.anu.edu.au/ (英語 ) 

オリンパス株式会社
http://www.olympus.co.jp/jp/ (日本語 ) 
http://www.olympus.co.jp/en/ (英語 ) 

カイロ大学
http://www.cu.edu.eg/english/ (英語 ) 
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香川大学
http://www.kagawa-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.kagawa-u.ac.jp/english/ (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www.kms.ac.jp/~hospital/ (日本語 )

鹿児島大学
http://www.kagoshima-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.kagawa-u.ac.jp/english/ (英語 ) 
－病院
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/ (日本語 )
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/english/index.html (英語 )

カソリック大学附属セントメリー病院
http://www.cmcseoul.or.kr/ (韓国語 )
http://www.cmcseoul.or.kr/global/eng/front (英語 )
http://www.cmcseoul.or.kr/global/jap/front?cmd=index (日本語 )

カリフォルニア大学アーバイン校
http://www.uci.edu/ (英語 ) 

川崎医科大学
http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/ (日本語 )
http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/en/index.html (英語 )

癌研有明病院
http://www.jfcr.or.jp/hospital/ (日本語 )
http://www.jfcr.or.jp/hospital/english/index.html (英語 ) 

韓国科学工学基金 (KOSEF: Korea Science and Engineering Foundation)
http://www.kosef.co.kr/ (韓国語 )
http://kosef.co.kr/eng/ (英語 )

韓国国立がんセンター
http://www.ncc.re.kr/ (韓国語 )

韓国情報戦略開発機構 (KISDI: Korean Information Strategy Development Institute)
http://www.kisdi.re.kr/ (韓国語 ) 
http://www.kisdi.re.kr/user.tdf?a=user.eng.index.IndexApp&c=1001 (英語 ) 

韓国先端研究ネットワーク (KOREN: Korea Advanced Research Network)
http://www.koren21.net/eng/index.php (英語 )
http://www.koren21.net/ (韓国語 )

韓国テレコム
http://www.kt.co.kr/kthome/index.jsp (韓国語 ) 
http://www.kt.co.kr/eng/main.jsp (英語 ) 
http://event.kt.co.kr/china/main.jsp (中国語 ) 

肝胆道科学センター (The Institute of Liver and Biliary Sciences)
http://www.ilbs.in/ (英語 )

岐阜大学
http://www.gifu-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.gifu-u.ac.jp/english/index.shtml (英語 )

九州ギガポッププロジェクト (QGPOP: Kyushu GigaPOP Project)
http://www.qgpop.net/en/ (英語 )
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九州大学
http://www.kyushu-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.kyushu-u.ac.jp/english/index.php (英語 )
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb-c/index.htm (中国語 ) 
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb-k/index.htm (韓国語 ) 
－病院
http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/index.php (日本語 )
http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/index-e.html (英語 ) 
－病院別府病院
http://www.beppu.hosp.kyushu-u.ac.jp/ (日本語 )

九州通信ネットワーク (株 ) 
http://www.qtnet.co.jp/ (日本語 )
http://www.qtnet.co.jp/e_site/index.html (英語 )

九州電力 (株 ) 
http://www.kyuden.co.jp/ (日本語 )
http://www.kyuden.co.jp/en_index (英語 )

(株 )キューデンインフォコム
http://www.qic.co.jp/ (日本語 )

京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.kyoto-u.ac.jp/index-e.html (英語 )
－医学部附属病院
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/english/index.html (英語 )

京都第二赤十字病院
http://www.kyoto2.jrc.or.jp/ (日本語 )

慶尚大学
http://www.gsnu.ac.kr/#top (韓国語 ) 
http://www.gsnu.ac.kr/english/ (英語 ) 

近畿大学
http://www.kindai.ac.jp/ (Japanese)
http://www.kindai.ac.jp/english/ (英語 )

グアダナハラ大学
http://www.udg.mx/ (スペイン語 )
http://www.udg.mx/en (英語 )

熊本大学
http://www.kumamoto-u.ac.jp/ (日本語 )
http://ewww.kumamoto-u.ac.jp/ (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/en/index.html (英語 )

クワンタン HTAA病院
http://htaanet.50megs.com/htaa.html (マレー語 ) 

光州科学技術研究所 (GIST: Gwangju Institute of Science and Technology)
http://www.gist.ac.kr/index.php (韓国語 ) 
http://www.gist.ac.kr/english/index.php (英語 ) 
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群馬大学
http://www.gunma-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.gunma-u.ac.jp/english/index-e2.html (英語 )
－医学部附属病院
http://hospital.med.gunma-u.ac.jp/ (日本語 )

KDDI株式会社
http://www.kddi.com/ (日本語 ) 
http://www.kddi.com/ (英語 ) 

ケープタウン大学
http://www.uct.ac.za/ (英語 ) 

気仙沼市立病院
http://www.kesennuma-hospital.jp/ (日本語 )

玄海プロジェクト協議会 (Hyeonhae/Genkai project)
http://genkai.info/ (日本語 )

神戸大学
http://www.kobe-u.ac.jp/ (日本語 ) 
http://www.kobe-u.ac.jp/en/index.htm (英語 ) 

国立がんセンター
http://www.ncc.go.jp/jp/ (日本語 )
http://www.ncc.go.jp/index.html (英語 )

国立成育医療研究センター
http://www.ncchd.go.jp/ (日本語 )
http://www.ncchd.go.jp/English/Englishtop.htm (英語 )

国立台湾大学
http://www.ntu.edu.tw/chinese2007/ (中国語 ) 
http://www.ntu.edu.tw/eng2007/ (英語 ) 

国立マレーシア大学
http://www.ukm.my/v3/ (マレー語 )
http://www.ukm.my/v3/index.php?lang=en (英語 )

高麗大学
http://www.korea-u.ac.jp/main.htm (日本語 ) 
http://www.korea-u.ac.jp/main.html (韓国語 ) 

建国大学
http://www.konkuk.ac.kr/do/Eng/Index.do (英語 ) 
http://www.konkuk.ac.kr/ (韓国語 ) 

佐賀大学
http://www.saga-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.saga-u.ac.jp/english/index.html (英語 )

札幌医科大学
http://web.sapmed.ac.jp/ (日本語 ) 
http://web.sapmed.ac.jp/e/ (英語 ) 
－附属病院
http://web.sapmed.ac.jp/byoin/ (日本語 ) 

産業医科大学大学病院
http://www.uoeh-u.ac.jp/JP/hospital/index.html (日本語 )
http://www.uoeh-u.ac.jp/index_e.html (英語 )
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サンパウロ大学 ヒベロンプレト病院
http://www.fmrp.usp.br/novo_portal/ (ポルトガル語 ) 

シアトル科学振興財団 (SSF: Seattle Science Foundation) 
http://www.seattlesciencefoundation.org/ (英語 )

西京医院
http://xjwww.fmmu.edu.cn/ (中国語 ) 

GBパント病院
http://gbpant.delhigovt.nic.in/ (英語 )

CUDI: Corporation Universtaria Para el Dessarrollo de Internet A.C.
http://www.cudi.mx/http://www.cudi.mx/ (Spanish)

上海交通大学第一人民病院
http://www.situ.edu.cn (中国語 ) 

順天堂大学
http://www.juntendo.ac.jp/ (Japanese)
http://www.juntendo.ac.jp/english/index.html (English)
－病院
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/ (Japanese)

湘南鎌倉総合病院
http://shonankamakura.or.jp/ (日本語 )
http://shonankamakura.or.jp/en/ (英語 )

情報・システム研究機構国立情報学研究所 (NII: National Institute of Informatics)
http://www.nii.ac.jp/index.shtml.en (英語 )
http://www.nii.ac.jp/index-j.html (日本語 )

情報通信研究機構 (NICT: National Institute of Information and Communications Technology)
http://www.nict.go.jp/overview/index.html (英語 )
http://www.nict.go.jp/overview/index-J.html (日本語 )

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
http://www.jnj.com/ (英語 ) 
http://www.jnj.co.jp/entrance/index.html (日本語 ) 

シリラ病院 (マヒドン大学医学部附属 ) 
http://www.si.mahidol.ac.th/siweb_2007_eng/ (英語 ) 
http://www.si.mahidol.ac.th/siweb_2007/ (タイ語 )

シンガポール国立大学
http://www.nus.edu.sg/ (英語 ) 

シンガポール先進研究教育ネットワーク
 (SingAREN: Singapore Advanced Research and Education Network)
http://www.singaren.net.sg/start.php (英語 ) 

清華大学
http://www.tsinghua.edu.cn/ (中国語 )
http://www.tsinghua.edu.cn/eng/ (英語 )

スタンフォード大学
http://www.stanford.edu/ (英語 ) 
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スペイン学術ネットワーク (RedIRIS)
http://www.rediris.es/ (スペイン語 ) 
http://www.rediris.es/index.php.en (英語 ) 

スリランカ研究教育ネットワーク (LEARN: Lanka Education & Research Network)
http://www.ac.lk/ (英語 ) 

聖オラブス大学病院
http://www.stolav.no/templates/StandardMaster____86258.aspx (英語 ) 

浙江大学
http://www.zju.edu.cn/ (中国語 ) 
http://www.zju.edu.cn/english/ (英語 ) 

ソウル大学
http://www.snu.ac.kr/ (韓国語 )
http://www.snu.ac.kr/engsnu/ (英語 )
－主病院
http://www.snuh.org/ (韓国語 )
－ブンダン病院
http://www.snubh.org/ (韓国語 )
－ボラマエ医療センター Boramae Hospital
http://www.snuh.org/english/snuh/snuh04/sub05/ (英語 )

退役軍人記念医療センター (Veterans Memorial Medical Center)
http://www.vmmc.gov.ph/about.php (英語 ) 

タイ国社会 /科学学術研究ネットワーク
(ThaiSarn: Thai Social/Scientifi c, Academic and Research Network)
http://thaisarn.nectec.or.th/htmlweb/index.php (英語 ) 

タイ国大学ネットワーク (Thai UniNet: Thai University Network)
http://www.uni.net.th/mainwebsite_html/ (タイ語 ) 
http://www2.uibk.ac.at/asea-uninet/ (英語 ) 

タイ国立電子 /コンピューター技術センター
 (NECTEC: National Electronic and Computer Technology Center, Thailand) 
http://www.nectec.or.th/ (タイ語 ) 

台北医科大学
http://www.tmu.edu.tw/v3/main.php (中国語 ) 
http://www.tmu.edu.tw/english/main.php (英語 ) 

台北榮民総医院 (Taipei Veterans General Hospital) 
http://www.vghtpe.gov.tw/inter.htm (中国語 )
http://www.vghtpe.gov.tw/doce/ (英語 )

台湾高品質学術研究網路 (TWAREN: Taiwan Advanced Research and Education Network)
http://www.twaren.net/ (中国語 ) 
http://www.twaren.net/english/ (英語 ) 

台湾國家高速網路與計算センター (NCHC: National Center for High-performance Computing)
http://www.nchc.org.tw/en/ (英語 ) 
http://www.nchc.org.tw/ (中国語 ) 

タタ記念病院
http://tmc.gov.in/ (英語 )
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中国教育研究ネットワーク (CERNET: China Education and Research Network)
http://www.net.edu.cn/ (中国語 ) 
http://www.net.edu.cn/HomePage/english/index.shtml (英語 ) 

中央研究院コンピュータセンター (ASCC: Academia Sinica Computing Center)
http://www.ascc.sinica.edu.tw/ (中国語 ) 
http://www.ascc.sinica.edu.tw/en/about/overview.html (英語 ) 

チュラロンコン大学
http://www.chula.ac.th (タイ語 )
http://www.chula.ac.th/cuen/index.htm (英語 )

忠南大学
http://plus.cnu.ac.kr/ (韓国語 )
http://plus.cnu.ac.kr/english/index.jsp (英語 )
－病院
http://www.cnuh.co.kr/index.jsp (韓国語 ) 
http://www.cnuh.co.kr/eng/index.jsp (英語 ) 

忠北大学
http://www.chungbuk.ac.kr/index.jsp (韓国語 ) 
http://www.chungbuk.ac.kr/engcbnu/index.jsp (英語 ) 
－病院
http://new.chungbuk.ac.kr/engcbnu/docs/support/CBNU_Hospital.jsp?menunum=140 (英語 ) 

チェコ研究教育ネットワーク (CESNET)
http://www.ces.net/about/ (英語 ) 

チェコ工科大学プラハ校
http://www.cvut.cz/en?set_language=en (英語 ) 
http://www.cvut.cz/cs?set_language=cs (チェコ語 ) 

全南大学
http://www.jnu.ac.kr/jnumain.aspx (韓国語 ) 
http://www.zju.edu.cn/english/ (英語 ) 

チリ研究教育ネットワーク (REUNA: Red Universitaria Nacional)
http://www.reuna.cl/ (スペイン語 )

筑波大学
http://www.tsukuba.ac.jp/ (日本語 )
http://www.tsukuba.ac.jp/english/ (英語 )
http://www.tsukuba.ac.jp/chinese/index.html (中国語 )
http://www.tsukuba.ac.jp/korean/ (韓国語 )

東京医科歯科大学
http://www.tmd.ac.jp/ (日本語 )
http://www.tmd.ac.jp/TMDU-e/ (英語 ) 

東京大学
http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html (日本語 )
http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/ (日本語 )
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/english/index.html (英語 ) 
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東北大学
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/ (日本語 )
http://www.tohoku.ac.jp/english/ (英語 )
－病院
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/ (日本語 )

徳島大学
http://www.tokushima-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.tokushima-u.ac.jp/english/ (英語 )
－病院
http://www.tokushima-hosp.jp/ (日本語 )

鳥取大学
http://www.tottori-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?menuid=2561 (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/ (日本語 )

トリプバン大学医学部
http://www.tribhuvan-university.edu.np/index.php?option=com_content&view=article&id=176（英語）

長崎大学
http://www.nagasaki-u.ac.jp/ (日本語 ) 
http://www.nagasaki-u.ac.jp/index_en.html (英語 ) 
－病院
http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/ (日本語 )

名古屋大学
http://www.nagoya-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.nagoya-u.ac.jp/en/index.html (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/ (日本語 )
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/english02/index.html (英語 )
 
National Center for High-Performance Computing
http://www.nchc.org.tw/tw/ （英語）
http://www.nchc.org.tw/en/（中国語）

南洋理工大学
http://www.ntu.edu.sg/Pages/index.aspx (英語 )
http://www.ntu.edu.sg/chinese/Pages/default.aspx（中国語 )

新潟大学
http://www.niigata-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.niigata-u.ac.jp/index_e.html (英語 ) 
－医歯学総合病院
http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/index_e.html (英語 ) 

日本学術振興会 (JSPS: Japan Society for the Promotion of Science) 
http://www.jsps.go.jp/ (日本語 )
http://www.jsps.go.jp/english/index.html (英語 )

日本赤十字九州国際看護大学
http://www.jrckicn.ac.jp/ (日本語 )
http://www.jrckicn.ac.jp/english/index.html (英語 )

ネパール研究教育ネットワーク (NREN: Nepal Research and Education Network)
http://www.nren.net.np/ (英語 )
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バージニアメイソン　メディカルセンター
https://www.virginiamason.org/ (英語 )

パース CTEC
http://www.ctec.uwa.edu.au/ (英語 )
Pacifi c Wave
http://www.pacifi cwave.net/ (英語 ) 

バックマイ病院
http://www.moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/HomeArea.jsp?area=155 (ベトナム語 )

浜松医科大学
http://www.hama-med.ac.jp/ (日本語 ) 

パメラ病院
http://www.ha.org.hk/pyneh/internet/Eng/welcome_eng.html (English)
http://www.ha.org.hk/pyneh/internet/Eng/welcome_eng.html#chi_top (Chinese)

バルセロナ世界消化器内視鏡センター
(WIDER: World Institute for Digestive Endoscopy Research in Barcelona)
http://www.wider-barcelona.org/ (スペイン語 )

バルセロナ地域臨床病院 (Hospital Clinic I Provincial De Barcelona)
http://www.hospitalclinic.org/ (スペイン語 )

ハワイ大学
http://www.hawaii.edu/ (英語 ) 

バンドン工科大学
http://www.itb.ac.id/en/ (英語 ) 

漢陽大学
http://www.hanyang.ac.kr/ (韓国語 )
http://www.hanyang.ac.kr/english/ (英語 )
－病院
http://hmc.hanyang.ac.kr/ (韓国語 )

ビエット ドゥック 病院
http://www.vietduchospital.edu.vn/ (ベトナム語 )

108陸軍中央病院
http://tripatlas.com/108_Hospital (英語 ) 

広島大学
http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html (日本語 )
http://www.hiroshima-u.ac.jp/index.html (英語 )
－病院
http://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp/ (日本語 )
http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/hosp/ (英語 )

フィジー国立大学
http://www.fsm.ac.fj/ (英語 ) 

フィリピンマニラ大学
http://www.upm.edu.ph/ (英語 )

フィリピン先端科学技術大学 (ASTI: Advanced Science and Technology Institute)
http://www.asti.dost.gov.ph/ (英語 )
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フィリピン ハートセンター マニラ
http://www.phc.gov.ph/ (英語 ) 

フエ大学病院
http://www.huemed-univ.edu.vn/?lang=vn (ベトナム語 )
http://www.huemed-univ.edu.vn/?lang=en (英語 )

福岡大学
http://www.fukuoka-u.ac.jp/ (日本語 ) 
http://www.fukuoka-u.ac.jp/english/ (英語 ) 
－病院
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/ (日本語 ) 
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/english/index.html (英語 ) 

藤田保健衛生大学病院
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/ (日本語 ) 
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/english/en_top.html (英語 ) 

藤元早鈴病院
http://www.fujimoto.or.jp/hayasuzu/homepage.htm (日本語 ) 

プラモンクックラウ病院
http://www.pmk.ac.th/ (タイ語 )

フリンダース大学
http://www.fl inders.edu.au/ (英語 ) 

復旦大学
http://www.fudan.edu.cn/ (中国語 )
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/ (英語 )
－中山病院
http://www.zs-hospital.sh.cn/index.asp (中国語 )
http://www.zs-hospital.sh.cn/e/index.asp (英語 )

北京協和医院
http://www.pku.edu.cn/ (中国語 )
http://en.pku.edu.cn/ (英語 )

北京大学
http://www.pku.edu.cn/ (中国語 )
http://en.pku.edu.cn/ (英語 )

ベトナム研究教育ネットワーク (VINAREN: Vietnam, The Research and Education Networks)
http://www.vinaren.vn/vietnam (ベトナム語 )
http://www.vinaren.vn/english (英語 )

ベトナム国立小児病院 (National Hospital of Pediatrics)
http://www.benhviennhitu.org.vn/intro_en.asp (英語 ) 

ベトナム政府科学技術情報センター 
(NASATI: National Agency for Science And Technology Information)
http://www.vista.vn/ (ベトナム語 )
http://www.vista.vn/Home/tabid/39/temidclicked/1/language/en-US/Default.aspx (英語 )

ボイジー医療センター
http://www.stlukesonline.org/boise/ (English)

北海道地域ネットワーク協議会
 (NORTH: Network Organization for Research and Technology in Hokkaido)
http://www.north.ad.jp/northweb/ (日本語 )



TEMDEC 活動報告 2012

132

北海道大学
http://www.hokudai.ac.jp/ (日本語 )
http://www.hokudai.ac.jp/en/ (英語 ) 

香港学究研究ネットワーク (HARNET: The Hong Kong Academic & Research Network)
http://www.cuhk.edu.hk/itsc/chinese/ (中国語 )
http://www.cuhk.edu.hk/itsc/network/har-int-link.html (英語 )

香港大学
http://www.hku.hk/c_index.html (中国語 )
http://www.hku.hk/ (英語 )

香港中文大学
http://www.cuhk.edu.hk/v6/b5/ (中国語 ) 
http://www.cuhk.edu.hk/v6/en/ (英語 )

マサリック病院 (Masaryk Hospital Ústí nad Labem)
http://www.czecot.com/en/hospital/81_hospital-masaryk-de-usti-nad-labem (チェコ語 ) 

マラヤ大学
http://www.um.edu.my/ (英語 )
http://www.um.edu.my/index_bm.php (マレー語 )

マレーシア研究教育ネットワーク (MYREN: Malaysian Research & Education Network)
http://www.myren.net.my/ (英語 )

マレーシアサバ大学
http://www.myren.net.my/ (英語 ) 

三重大学
http://www.mie-u.ac.jp/ (日本語 )
http://www.mie-u.ac.jp/en/ (英語 ) 
－医学部附属病院
http://www.hosp.mie-u.ac.jp/ (日本語 )

南アフリカ高等教育研究ネットワーク
 (TENET: The Tertiary Education and research Network of South Africa)
http://www.tenet.ac.za/ (英語 )

メキシコ国立医療センター
http://www.innsz.mx/opencms/index.html (スペイン語 )
http://www.innsz.mx/opencms/contenido/english.html (英語 )

メキシコ国立大学
http://www.unam.mx/index/es (スペイン語 )
http://www.unam.mx/index/ja (日本語 )
http://www.unam.mx/index/en (英語 )

メドリック (MedRIC: Medical Research Information Center, Korea)
http://www.medric.or.kr/ (韓国語 ) 

モハメット５世スイシ大学
http://www.um5s.ac.ma/ (スペイン語 )

モンゴル健康科学大学
http://www.hsum-ac.mn/（モンゴル語）

山口大学医学部附属病院
http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/ (日本語 ) 
http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/english/header.html (英語 ) 
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ユーラシア横断情報ネットワーク (TEIN3: Trans-Eurasia Information Network)
http://www.tein3.net/ (英語 )　

四谷メディカルキューブ
http://www.mcube.jp/（日本語）
http://www.mcube.jp/english/examination/pet.html（英語）

米子医療センター
http://www.nho-yonago.jp/ (日本語 )

延世大学
http://www.yonsei.ac.kr/index.asp (韓国語 ) 
http://www.yonsei.ac.kr/Eng/ (英語 ) 
－病院 (Health System)
http://www.yuhs.or.kr/jp/index.asp?ssoPassFlag=Y (日本語 ) 
http://www.iseverance.com/ (韓国語 ) 
http://www.yuhs.or.kr/en/ (英語 ) 

RAAP: Peruvian Academic Network website
http://www.raap.org.pe/ (スペイン語 )

ラジャビティ病院
http://www.rajavithi.go.th/ (タイ語 )

リオデジャネイロ州立大学
http://www.uerj.br/ (ポルトガル語 )
http://www.uerj.br/idiomas.php#es (スペイン語 )
http://www.uerj.br/idiomas.php#gb (英語 )
http://www.uerj.br/idiomas.php#fr (フランス語 )

Red Academia Nacional De Venezuera
http://www2.reacciun.ve/reacciuncms/index_1.html (スペイン語 )

RedCLARA
http://www.redclara.net/ (英語 )
http://www.redclara.net/index.php?lang=es (スペイン語 )
http://www.redclara.net/index.php?lang=pt (ポルトガル語 )

Rede Universitaria de Telemedicina
http://rute.rnp.br/（ポルトガル語）

ロイヤル・ブリスベン病院
http://www.health.qld.gov.au/rbwh/ (英語 ) 

WIDEプロジェクト
http://www.wide.ad.jp/index-j.html (日本語 )
http://www.wide.ad.jp/index.html (英語 )
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11.　おわりに 

10 年の節目

我々の遠隔医療活動が始まったのは、21 世紀になって 2 年が過ぎたばかりの 2003 年 2 月 12 日、韓国

の漢陽大学と九州大学を結んだ遠隔医療会議からでした。「光陰矢のごとし」と言いますが、それからは

あっという間の 10 年間だったという気がします。その一方で、政治的な国同士の争いや、多くのテロが

いくつもありました。リーマンショックなど経済的にも大変な時代でした。各個人レベルでは本当にたく

さんのことがあったことでしょう。多くの嬉しい出会いがあり、いくつもの悲しい別れもありました。し

かしながら、下の図を見てください。この 10 年間の間に、TEMDEC では一度も停滞することなく、南

極大陸以外の全大陸の 34 か国、217 施設を結び、351 回のイベントを行うことができました（2013 年 2
月 1 日現在）。我々の活動は全世界の皆さんの協力によって、いろいろな悲しみ、苦しみ、トラブルなど

に全く負けることなく淀みなく続いたのです。

既に 11 年目の活動に入りましたが、むしろ、次の新しい 10 年間の活動に入ったような気がしています。

各分野のコンテンツが増え、新しいネットワーク技術も導入され、いよいよ海外の患者さんとの遠隔相談

も始まりそうです。この活動の延長上で、世界中の医療者が、学生さんが、そして患者さんが、当たり前

のようにこのシステムを使う日もきっと来ると、確信をもって言えるようになりました。そして 10 年後、

20 年後の次の世代の TEMDEC へバトンタッチするためにも、もうひと頑張りを惜しまずに、前進しま

しょう。

 平成 25 年 3 月

     九州大学病院　アジア遠隔医療開発センター

中島直樹
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顧問

久保千春
九州大学病院　病院長

田中雅夫
前センター長
九州大学大学院医学研究院　臨床医学部門
臓器機能医学専攻
外科学講座　臨床・腫瘍外科（第一外科）教授

メンバー

清水周次
センター長
九州大学病院 光学医療診療部 准教授
〒 812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5857
Fax: 092-642-5087
Email: shimizu@surg1.med.kyushu-u.ac.jp

中島直樹
九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター 
准教授
〒 812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5881
Fax: 092-642-5889
Email: nnaoki@info.med.kyushu-u.ac.jp

岡村耕二
九州大学 情報基盤研究開発センター 教授
〒 812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1
Tel: 092-642-4030
Fax: 092-642-4262
Email: oka@ec.kyushu-u.ac.jp

安徳恭彰
九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター 
助教
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5881
Fax: 092-642-5889
Email: antokuy@info.med.kyushu-u.ac.jp
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寅田信博
九州大学病院第一外科
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5441
Fax: 092-642-5457
Email: tora@surg1.med.kyushu-u.ac.jp

  工藤孔梨子
九州大学病院アジア遠隔医療開発センター　学術研究員
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5014
Fax: 092-642-5983
Email: kuricom@tem.med.kyushu-u.ac.jp

山下貴範
九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5881
Fax: 092-642-5889
Email: t-yama@info.med.kyushu-u.ac.jp

野田陽子
九州大学病院アジア遠隔医療開発センター
国際コーディネーター
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5014
Fax: 092-642-5983
Email: n-youko@tem.med.kyushu-u.ac.jp

立石靖記
九州電力株式会社
情報通信本部 ICT地域国際・連携グループ　副長
810-8720　福岡市中央区渡辺通二丁目 1-82
Tel: 092-726-1836
Fax: 092-761-7749
Email: tateishi1023@gmail.com

胡 旻
九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター　
研究生
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5014
Fax: 092-642-5983
Email: humin@med.kyushu-u.ac.jp
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謝辞、および利益相反について

　本プロジェクトの推進に当たり多大なご協力を頂きました九州電力（株）およびアジア太平洋先端ネッ

トワーク機構（APAN）を初め、九州大学および関係各施設の皆様に深謝致します。なお本プロジェクト

には、日本学術振興会の科学研究費補助金（課題名：学術用超高速インターネットを利用した遠隔医療ネ

ットワークの世界展開）、および文部科学省の特別研究教育経費（課題名：地域医療・国際医療貢献を目

指した高品質動画像による次世代遠隔医療システムの技術開発・実証）より支援をいただきました。

また九州大学では、「九州大学利益相反マネジメント要項」及び「医学系部局における臨床研究に係る

利益相反マネジメント要項」を定めています。本プロジェクトは「臨床研究に係る利益相反マネジメント

委員会」の指示に従い、これらの要項に基づいて実施されています。本プロジェクトは上記各事業の資金

援助に加え、共同研究企業であるアボット バスキュラー ジャパン株式会社とボストンサイエンティフィ

ックジャパン株式会社からも奨学寄付金として九州大学病院へ資金提供を受けておりますが、すべて本プ

ロジェクト推進のための研究教育目的に使用致しております。本プロジェクトの遂行にあたって個人的な

金銭的利益を得ておらず，特別な利益相反状態にはありません。利益相反のさらなる詳細に関しましては、

九州大学知的財産本部または利益相反マネジメント委員会（連絡窓口：九州大学病院高度先端医療センタ

ー）までお問い合わせ下さい。
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