


( 清水周次 )     1

( 清水周次 )     2

( 安徳恭彰・工藤孔梨子・波々伯部佳子 )   10

 ( 工藤孔梨子 )   24

24

33

   45

( 清水周次・工藤孔梨子・波々伯部佳子 )   45

( 清水周次・工藤孔梨子・波々伯部佳子 )   94

( 吉田良子 ) 152

( 清水周次・吉田良子 ) 157

( 清水周次 ) 170

( 吉田良子 ) 175

( 吉田良子 ) 177

( 清水周次・工藤孔梨子 ) 183

( 中島直樹 ) 185

187

209

1.　はじめに　　　　　　　　 

2.　本年度の成果

3.　使用機器・設定のアップデート  

4.　活動実績一覧表

　　1) オフィシャルイベント

　　2) サブイベント

5.　イベント概要

　　1) プログラム

　　2) 写真レポート

　　3) アンケート

6.　アジア遠隔医療シンポジウム

7.　全国国立大学病院国際化プロジェクト

8.　論文リスト

9.　学会・講演リスト

10.  報道記録

11.  おわりに

参考資料

1.　論文

2.　報道記録・接続施設一覧・その他

目次



1. はじめに

1

1.　はじめに	

　今年は各種学会や研究会との連携が非常に多い年となりました。まず 5 月に開催された第 87 回日本消

化器内視鏡学会では国内外 13 の基幹病院から、福岡国際会議場へのライブデモンストレーションを企画

しました。画質や費用などの問題点を解決し、新しいスタイルのライブデモンストレーションのあり方を

提案した形となりました。第 55 回日本神経学会、第 45 回日本膵臓学会では共に学会初となる国際テレ

カンファレンスが行われ、脳波や不随意運動の動画伝送は特に好評でした。第 27 回日本内視鏡外科学会

では「遠隔教育のトレンド」として特別企画が組まれ、外科領域における様々な取り組みが紹介されまし

た。また看護の領域でも第 28 回日本手術看護学会と合同で開催された第 4 回アジア周術期看護学会で国

際遠隔医療教育が取り上げられ、手術室看護師へのデモンストレーションが行われました。さらに 11 月

には現地スタッフとの周到な準備の下、メキシコの消化器病学会においてメキシコ初となる日本からのラ

イブデモンストレーションが大成功に終了しました。

　第 8 回アジア遠隔医療シンポジウムは国立大学病院長会議の国際化ワーキンググループとの共催として

福岡で開催され、18 か国から 200 名の参加者がありました。日本からの参加も多く、医療関係者と技術

者間での領域や地理的境界を越えた直接のやり取りはお互いの問題点や今後の方向性を協議する最高の場

となり、活動発展の原動力となるものと期待されます。また本シンポジウムでは初めての企画として、ア

ジア 6 か国からその国をリードする 7 病院を接続しアジア病院長会議を行いました。国際交流や遠隔教

育の在り方、また海外患者の受け入れの現状など、共通する話題について活発な意見交換がありました。

　近年、DVTS（デジタルビデオ伝送システム）に代わる新たなシステムが盛んに利用されるようになり、

地域的な拡大や新たなコンテンツの開発に寄与していますが、今年度はその流れがさらに大きくなった感

があります。国内への利用も推進されつつあり、胎児医療セミナーや九州・沖縄小児がん拠点病院事業は

その代表です。さらに手術ビデオを用いた関連病院間のテレカンファレンスも新たに始まり、好評を得て

います。

　人事交流では本年度も多くの海外医師を受け入れると共に、看護師や感染チームを交え計 10 人でシン

ガポール 4 病院への視察も行いました。海外派遣はお互いをより深く理解する上でも重要であると共に、

遠隔医療活動との相乗効果も大きく今後も継続する予定です。

　来年度は当センターを含めた国際関連部署の改組が予定されており、病院の国際業務が一新される予定

です。日本全体、また世界をリードする確固たる基盤作りへの新たな一歩として、さらに前進できる年に

したいと願っています。

 平成 27 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	

平成２６年度の主な活動成果

１．第8回アジア遠隔医療シンポジウム：
「国際化プロジェクト」との共同開催

２．各種学会・研究会との協力：

消化器内視鏡、神経、膵臓、内視鏡外科
アジア手術看護師、メキシコ消化器

３．新規接続施設：16か国、48施設
４．新技術：4K伝送
５．シンガポール４病院を視察

第８回アジア遠隔医療シンポジウム

2014.12.13-14 福岡、九州大学病院にて 

平成 26 年度の主な活動成果の一覧。

第 8 回アジア遠隔医療シンポジウムが、国立大学病院長会議との共催で開催された。



2. 本年度の成果

3

「国際化プロジェクト」 第２回全国担当者会議 

2014.12.11 

アジア病院長会議 2014.12.12 

国立大学病院長会議の国際化プロジェクト担当者が、全国から集まった。

各国をリードする病院を接続して、初めてのアジア病院長会議が開催された。
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第2回国際化技術者会議 

2014.9.12 

福岡国際会議場 

第87回日本消化器内視鏡学会 

神戸 

京都 

タイ 

上海 

オーストラリア 

インド 

ソウル 

2014.5.15-17 

福大
筑紫 

久留米 

広島 

国立大学の 28 病院が H323 機器を使って接続し、技術的な問題点を議論した。

第 87 回日本消化器内視鏡学会では、国内外の 13 施設からライブデモンストレーションを実施した。
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第55回日本神経学会 2014.5.23 

第45回日本膵臓学会 2014.7.11 

韓国、台湾、タイを接続して、日本神経学会史上初めてとなる国際テレカンファレンスを開催した。

日本膵臓学会でも、学会で初となる国際テレカンファレンスを３セッションで企画した。
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第27回日本内視鏡外科学会 2014.10.2 

第4回アジア周術期看護学会 2014.10.10 

日本内視鏡外科学会では特別企画のセッションが設けられ、国内外 5 カ所を接続した。

遠隔医療がテーマとして取り上げられ、韓国ソウル大学の手術室を接続してデモンストレーション
が行われた。
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メキシコ消化器病学会ライブ 2014.11.19 

小児がん拠点事業テレカンファ 
2014.8.25 

産医大 

鹿大 大分大 佐賀大 

久大 

鹿児島市立病院 

福大 

佐賀県立
好生館 

熊大 琉大 

熊本医療
センター 

九州がん
センター 

熊本赤十字病院 

宮崎大 

宮崎県立
宮崎病院 

大分県立
病院 

メキシコ消化器学会初のプログラムとして、日本からのライブデモンストレーションが企画された。

九州・沖縄地区の小児がん拠点病院事業では、19 の病院を接続して毎月カンファレンスが行われて
いる。
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胎児心臓エコーアドバンス講座 2014.11.23 

佐賀手術ビデオカンファ 

高木病院 九大病院 唐津赤十字病院 

好生館 佐賀大学病院 織田病院 

2014.9.30 

国立大学 10 病院に加え、今年は台湾も参加して、胎児エコーのセミナーが開催された。

佐賀大学の関連病院を接続して、アノテーションを用いた手術ビデオカンファレンスが実施された。
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4K画像伝送外科カンファレンス 

チェコから 
Vidyo 

韓国 

日本 

ベトナム 

2014. 8.11 

4K 

シンガポール４病院の視察 2015.1.12-13 

台湾で開催された第 38 回 APAN では、チェコからの４K 手術映像が伝送された。

医師、看護師、技師の計 10 名が、内視鏡、外科、感染などの領域を中心にシンガポールの４施設
を視察した。
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私たちは下記の複数のシステムを用途に応じて使い分けています。機器に関しては必要に応じて貸出もしておりますの

でお気軽にご相談ください。各機器の使用方法は のホームページにて「映像音声機材を準備される方へ

（ ）」をご参照ください。

テレカンファレンス

テレカンファレンスの接続については主に 、 、 の 種類のシステムを状況に応じて使用しています。

（各機器のスペックは表 を参照）

表１．テレカンファレンス機器比較（当センターの 年 月現在におけるもの）

システム

形態 ソフトウェア ハードウェア ソフトウェア ハードウェア ソフトウェア

画質

帯域

カメラ接続 ビデオカメラ ビデオカメラ ウェブカメラ ビデオカメラ ウェブカメラ

画面共有 ○ ○ △ ○ △

グローバル 要 要 要 不要 不要

価格 無料 万円 万円 万円 円
（クライアント）

規模 地点 地点 地点 地点 地点

技術 要対応者 比較的容易 比較的容易 比較的容易 容易

図

ターミナルタイプ ソフトウェア 無料

解像度

使用帯域

要固定

低圧縮

・ 地点接続 地点接続 対応

・ 地点接続 地点接続

・ 地点接続

図 構成イメージ

3.	使用機器・設定のアップデート
3.1.　TEMDEC システムの更新について
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 互換テレビ会議システム 図

互換テレビ会議システムは一般的なテレカンファレンスシステムのうちの一つであり、

など数社から販売されています。基本的には他社の物でも相互接続可能です。

ターミナルタイプ ハードウェア

解像度

使用帯域

要固定

圧縮

センター所持システム

・

・ ×２

・

・

・ ： 画質 地点

・ ： 画質 地点 （九州大学所持機器であり要予約）

 エンドポイントソフトウェア

・ ×

画質、

 会議システム 図

クライアント サーバタイプ ソフトウェア ハードウェア

品質 数百 – 数 対応

サーバ

・

地点接続 ストリーミング 録画 ゲートウェイ接続 暗号化 対応可能

エンドポイントソフトウェアダウンロードライセンス×

・ 小児がん拠点プロジェクト

地点接続 暗号化

エンドポイントソフトウェアダウンロードライセンス ×

図 ハードウェア

図 による会議の例

図
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エンドポイントハードウェア 図

・ ×

・ ×

・ ×

・ ×

アノテーション

テキストやイラストなどのデータを映像の上に重ねるシステムです。

資料の内容を補足したり、双方向性を高めたりすることができます。

テレポインター 図

遠隔から操作可能なポインターシステムです。

クライアント サーバタイプ

対応

同時に５地点からカーソル表示可能

とパスワード、また受信にはグローバル が必須。

アノテーションツール 図

送信映像上に自由に描画できるアノテーションシステムです。

専用サーバと液晶タブレットを使用。

ストリーミング

システムを経由したテレカンファレンスの一方向配信です。

ユーザは ブラウザから視聴ができます。

帯域：～ （ 画質）

ユーザ同時視聴可能

チャット

テレカンファレンスの接続についてエンジニアや参加者で連絡を取るための手段として使用しています。

テレビ会議用アプリケーション。 によるウェブアプリケーションのためソフトウェアのインストールは不
要です。 つの会議室を所持しており、それぞれ ユーザまで同時接続可能です。大きな会議における、技術者や参加
者の公開チャットルームとして使用しています。

テレビ会議用ソフトウェアです。技術者のチャットや簡単な連絡に使用しています。

図 テレポインター

図 アノテーションツール

図 ストリーミング
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概要

med-hokはAPAN医療ワーキンググループのために特別に設計された国際医療カンファレンス管理の

ためのデータベースシステムです。本システムの目的は国際医療カンファレンスの実現に必要な種々の

情報管理やプロセス進行を担い、カンファレンス実現のためのコミュニケーションエラーをなくしその

精度を向上させることにあります。またこれまで受動的であった施設側の主体的なアクセスを促し、将

来的には施設側が主催するイベント開催も可能とすることで、本国際医療ネットワークのさらなる充実

と拡大を目的としています。 
med-hok にゲストとしてアクセスすると、過去や未来のイベントリストのページから、いつ、どんな国

際医療イベントが開催されるのか、そしてそれぞれには世界中のどの施設が参加するのかを知ることが

できます。もしあなたが med-hok のメンバーなら、あなたの「施設ユーザ ID」でログインすることで、

参加予定のイベントを知ることができ、あなたの施設の参加メンバーリストを確認したり、編集するこ

とができます。もちろん、あなたの施設がつながった過去のイベントの実績を見ることも可能です。も

しあなたが「イベント管理者」であるならば、カンファレンスの計画を立てたり、そのプログラムを編

集することができるでしょう。 
私たちは国際医療カンファレンス実現のためのコミュニケーションをスムーズにするために med-hok

を設計し、現在そのベータバージョンが公開されています。本システムにより国際医療テレカンファレ

ンスのシステム化とコミュニケーションの効率化を実現することで、インターネットによる国際医療活

動がさらに広がると考えています。 
 

 背景

九州大学アジア遠隔医療開発センター（TEMDEC）は 2002 年より国際医療教育活動を開始し、10 年

以上の間世界各国の医療施設とのカンファレンス（以下、イベント）実現のためのネットワークを広げ

てきました。現在では国際医療イベントの主催だけでなく、パートナー施設の活動のサポートとしての

役割も大きくなりました。広がる活動の中でカンファレンスの品質を保持するため、私たちは高品質な

プログラムやネットワーク実現のためのワークフローのシステム化を進めてきました。具体的にはそれ

ぞれのイベントにおけるメーリングリストやプログラムの作成、接続テストの実施、そしてイベント終

了後には参加者からのフィードバックを取得と反省、実績のアーカイブ化、また論文やホームページを

媒体としたその活動の公開などです（図１）。しかし活動が広がるにつれ、情報の更新が行き届かず古い

情報のまま使用されていたり、同じようなやりとりが何度も行われるなどのコミュニケーションの問題

が増えてきました。このため、最新の情報を関係者全員で共有できる機構を必要としています。 
 

 目的

med-hokはAPAN医療ワーキンググループのために特別に設計された国際医療カンファレンス管理の

ためのデータベースシステムです。本システムの目的は国際医療カンファレンスの実現に必要な種々の

3.2.　med-hok について
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情報管理やプロセス進行を担い、カンファレンス実現のためのコミュニケーションエラーをなくしその

精度を向上させることにあります。またこれまで受動的であった施設側の主体的なアクセスを促し、将

来的には施設側が主催するイベント開催も可能とすることで、本国際医療ネットワークのさらなる充実

と拡大を目的としています。 
med-hok にゲストとしてアクセスすると、過去や未来のイベントリストのページから、いつ、どんな

国際医療イベントが開催されるのか、そしてそれぞれには世界中のどの施設が参加するのかを知ること

ができます。もしあなたが med-hok のメンバーなら、あなたの「施設ユーザ ID」でログインすること

で、参加予定のイベントを知ることができ、あなたの施設の参加メンバーリストを確認したり、編集す

ることができます。もちろん、あなたの施設がつながった過去のイベントの実績を見ることも可能です。

もしあなたが「イベント管理者」であるならば、カンファレンスの計画を立てたり、そのプログラムを

編集することができます。ID について詳細な情報は、「How to join」 のページを参照ください。 

 
図 1.  遠隔医療イベント実施について必要なこと 

 

 

図 2. 現在の状況と将来像 
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 方法

med-hok は３つの要素からできています。１つ目はデータベースであり、テレカンファレンス実現のた

めの情報その実績を体系的に保持します。具体的にはメーリングリスト、プログラム、技術的情報、レ

ポートなどです。２つ目はテレカンファレンス管理モデルです。これは TEMDEC の１０年以上の活動

を基盤にしており、システムはこのモデルを基に動作します。３つ目はユーザインタフェースデザイン

です。国をまたぐアクセスが前提となるため、言語はすべて英語で作成し、プログラムのスケジュール

については各施設の時差が即座に表示されるようにしています。 
 

データベース

データベース構造を図３に示します。データは国、エリア、タイムゾーン、時差、会議企画、施設、ネ

ットワーク、システム、メンバー、メーリングリスト、イベント、スケジュール、イベント蓄積、記録、

ログインアカウントの１５のカテゴリーに分けられます。青で示された項目は数字のデータを保持しま

す。緑で示された項目は文字データです。赤で示された項目はカンマ区切り数字のような特殊文字のデ

ータを保持します。 

 
 

図 3. データベース構造 
 

データベース構造
施設 

開催中のイベント ID 

後援者のメンバー ID  

初参加イベントID 

ID 

施設名 英語 

施設名 日本語 

医療施設・大学orその他 

国 ID 

エリア ID 

都市 

キー 

メールアドレス ×3 

国ID 

ID 

所属 

施設ID 

施設名 

氏名 

タイトル 

役割 

メンバー 

“施設“とは異なる 

施設IDが0の場合 

ファースト, ミドル, ラストネーム  

Mr, Ms, Prof, PhD, Dr 

メディカルスタッフ,エンジニア, Sec 

M, N, L 

電話番号 

携帯電話番号 

スカイプID 

都市 

写真のアドレス 

専門 

チーム 

登録日 

参加施設 

ネットワーク 

ID 

施設 ID 

ネットワーク 

帯域幅 

参照 

システム 

ID 

システム名 

手動のリンクアドレス 

機器数 

機器 

機器数は上の項目に依存 

国 

ID 

国名 英語 

国名 日本語 

国番号 

エリア 

ID 

国 ID 

地域名 

タイムゾーン ID 

タイムゾーン 

ID 

UTC ±○○ 

UTC ±○○ 時間 

UTC ±○○ 分 

×N 

UTC ±○○ 秒 

UTC ±○○ ミリ秒 

時差 

ID 

エリアID 

種類 

開始日時 

終了日時 

秒のずれ 

会議プラン 

ID 

タイトル 

施設 ID 

日時 

N: 30まで 
一番目のIDがメイン会場 

システムID 

ストリーミングアドレス 

モデレーター, エンジニア 

ID 

イベント名 

日時 

時間(~ hour) 

スタイル 

コンテンツ 

接続施設 ID 

イベント 

会議、ライブ 

外科, 内視鏡 など 

トピック 

主要人物 

主要人物名 

テスト完or 未完 

接続方法 

イベント管理者ID 

会議モデルNo. 

登録日 

一番目のIDがメイン会場 

Ml ID , 主催者1, 座長1 
副座長1, チーフエンジニア~4 

メーリングリストから 
メンバーIDを選択 

イベント蓄積ID 

システムID 

コメント 

ID 

名前 

日付 

公開 or 非公開 

スタイル 

コンテンツ 

接続施設 ID 

イベント蓄積 

会議、ライブ 

外科, 内視鏡 など 

一番目のIDがメイン会場 

ID 

タイプ 

イベントID 

ファイル名 

リンクアドレス 

記録 

ファイル,リンク ,写真URL, 
日英レポート、アンケート 

ID 

イベントID 

開始時刻 1 

タイトル1 

スケジュール 

終了時刻 1 

×N 

×N 

×N 

サマータイムなど 
ID 

施設 ID 

メンバーID 

メーリングリスト 

アカウント 

パスワード 

発行日 

ID 

タイプ 

アカウント名 

施設ID 

ログインID 

管理者, イベント管理者  
施設管理者,施設ユーザ 

メールアドレス  

特殊テキスト 

数字 

フリーテキスト 
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テレカンファレンス管理モデル

med-hok におけるテレカンファレンスは５つのプロセスからなる、テレカンファレンス管理モデルによ

り進行します（図４）。このモデルは我々のこれまでの活動が基盤になっており、もしあなたが「イベン

ト管理者」であるならば、このモデルがあなたの企画の実現までをサポートします。 
はじめは 0.「基盤」プロセスです。システムは各施設に対し一般的な情報やメンバー、ネットワークや

使用可能なシステムの情報をリクエストします。次は 1.「準備」プロセスです。プログラムやメーリン

グリストが公開され、接続予定の施設はこれらの情報を確認および更新します。エンジニアは接続テス

トを行います。次は 2.「実施」プロセスです。ケースカンファレンスやライブ手術などの遠隔医療カン

ファレンスが実施されます。次は 4.「レビュー」プロセスです。イベントのタイトルや接続施設などが

報告され、アンケートを実施することにより、カンファレンスを振り返ります。最後は 4.「蓄積」プロ

セスです。写真や録画などのイベントの記録が体系的に保持され、またそれらはインターネットや論文、

年間報告書などの資料として応用されます。 

 
図 4. テレカンファレンス管理モデル 

 
ユーザインタフェースデザイン

med-hok は Web ベースシステムとして設計されます。国をまたぐアクセスが前提となるため、言語はすべ

て英語で作成し、プログラムのスケジュールについては各施設の時差が即座に表示されるようにしています。 

一般情報
氏名 国 都市

基礎

メンバー情報
ドクター エンジニア メール
電話番号

ネットワーク、システム情報
研究教育ネットワークまたは商用回線
帯域幅 設備

準備
プログラム
日時 施設 接続方法 議長 題目

接続テスト
ネットワーク 映像と音声 プレゼ
ンテーションのテスト

メーリングリスト
告知と更新

イベント

開催
プレゼンテーション ライブ手術
ディスカッション

接続

記録
動画 写真

緊急連絡
緊急時にはチャット 電話 メール
等での連絡

レビュー

レポート
活動リスト 写真レポート

アーカイブ
動画 写真 活動リスト 写真レポートアーカイブ

広報
ホームページ 論文 年報

アンケート
内容やシステムに関する質問
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トップページでは (図５左)、 med-hok のロゴとメニューが上部に配置されます。また右上にはテキス

トサイズ変更、ログイン、検索などのメニューが配置されます。ページの中部には近日開催予定３つの

イベントのアイコンがニュースの隣に配置されます。ページ下部には過去のイベントリストが掲載され

ています。それぞれのイベントから、「イベント詳細ページ（図５中）」に飛ぶことができます。イベン

ト詳細ページには、プログラム、メーリングリスト、接続情報、資料、報告のサブメニューがあります。

基本的にはプログラムが表示されており、他の情報はログインが求められるようになっており、接続予

定の施設やメンバー施設はその権限に応じた情報にアクセスできるようになっています。図 5 右はマイ

ページのデザインです。ログイン後はユーザは自施設のメンバーリスト、ネットワークやシステム情報

にアクセスできます。また自施設が参加する未来および過去のイベントを確認できます。 

図 5. med-hok インターフェースデザイン (左からトップページ, イベント詳細ページ, マイページ) 
 

サイト構成

図６に med-hok のサイト構成を示します。サイトは３つの部分に分かれます。最初の部分は緑で示さ

れた「概要」の部分であり、本システムやＩＤのルールについて説明をする部分です。 ２番目は青で示

された「施設」の部分で med-hok のメンバーの施設に関連し、ログイン ID からアクセスできます。マ

イページから、自施設のメンバーを含む情報を編集したり、新しいイベントを企画する機能を使用する

ことができるようになっています。３番目は「イベント」の部分です。未来および過去のそれぞれのイ

ベントは詳細ページを持っており、詳細ページはプログラム、メーリングリスト、接続情報、資料、報

告のページを含んでいます。  
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 結論

私たちはテレカンファレンスためのコミュニケーションをスムーズにするために med-hok を設計

し、現在そのベータバージョンが公開されています。私たちの目的は遠隔医療テレカンファレンスの

システム化とコミュニケーションの効率化にあり、これを実現することで、インターネットによる国

際医療活動がさらに広がると考えています。 
 

 

 
図 6. サイト構成 

 
 

トップ 

アバウト イベント パートナー ツール 

Whats medhok 

参加方法 

FAQ 

過去のイベント 

今後のイベント 

全てのイベント 

接続方法 

会議企画 

マイページ 

メンバーリスト 

ネットワーク・システム 

イベントの管理 

マイイベント 

今後のイベント 

過去のイベント 

サイト構造

イベントトップ 

プログラム 

メーリングリスト 

接続情報 

ファイル 

レポート 

メンバー詳細 

プログラム概要の編集 
主要メンバーの編集 
接続施設の編集 
プログラムのスケジュール
編集 

メーリングリストの編集 
他施設メンバーの追加 
過去のイベントの参照 

イベントの新規作成 

1. 基本情報 

2.日時 

3. メーリングリスト 

4. 確認 

5. 詳細 

6. 確認 

他施設のメンバーの追加 
過去のイベントの参照 

概要部分 

施設部分 

イベント部分 
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3.3.　	med-hok	ID ルール

■すべての IDは、「施設ユーザ ID」として、遠隔医療イベント（以降、イベント）で接続される原則
１つの施設としてログインする。施設は必ずしもユーザの所属と同じでなくてもよい。1つの施設に対
し、複数の「施設ユーザＩＤ」の発行が可能である。「施設ユーザＩＤ」でログインすると、自施設の

情報（基本情報、メンバ、ネットワークなど）にアクセスが可能である（図１）。 
 

 
図１．施設ユーザ ID 

 
■「施設ユーザ ID」には「施設管理者」、「イベント管理者」の権限がオプションで付与される場合が
ある。 
■「施設管理者」は当該施設におけるユーザ IDの管理を行う。ユーザ ID発行時に、IDは「施設管理
者」を通じてユーザに連絡される（図２）。「施設管理者」の登録メールアドレスは当該施設から発行さ

れたものでなければいけない。 
 

 
図 2．ID発行の流れ 
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■「イベント管理者」は、施設を招待してイベントを企画する。また当該イベントに関連する情報（イ

ベントのプログラム、イベントで接続する他施設のメンバ情報、接続方法など）にアクセスする。また

当該イベントに対して、他の「イベント管理者」を推薦することができる（図３）。 
 

 
図 3．イベントの企画の流れ 
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（１）施設ユーザ ID; ○○University 
med-hok への加入が承認された施設に発行される ID 
1 つの施設に対応して、複数のユーザ ID の発行が可能。 
※日本の大学病院に関しては、●●大学として発行します。 
 
[施設ユーザ ID でログイン時に想定される操作内容（例）] 
項目 閲覧 編集 作成 削除

自施設の基本情報 ○ ○ × ×

自施設のメンバ情報 ○ ○ ○ ○

自施設のイベント情報 ○ × × ×

 
[施設ユーザ ID 発行申請フォーム] 
以下のフォームに情報を正確に記入してください。 
記入された内容をもとに、施設 ID とパスワードをメールで返送します。責任者がいる場合は、責任者を

通じて返送します。 
新規加入の機関につきましては、加入申請処理の際に ID を発行いたします。 
 
------------------------------------------- 
施設ユーザ ID 登録申請書 
 
med-hok 管理者 殿 

○年○月○日 
 
申請種別：新規登録・登録情報変更・廃止（いずれか 1 つを選択） 
■申請者 
1)施設 ID：（新規登録の場合は空白） 
2)機関名  ： 
3)所属    ： 
4)職名    ： 
5)住所    ： 
6)氏名    ： 
7)TEL     ： 
8)メール ： 
------------------------------------------- 
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（2）施設管理者 ID；○○University (administrator) 
med-hok への加入が承認された施設の管理者に発行される ID 
1 つの施設に対応して、1 つの施設管理者 ID が必要。 
施設管理者は、施設ユーザ ID を管理します。施設ユーザ ID の発行時には、管理者に ID、パスワードの

連絡をしますので、該当者へご連絡ください。 
 
[施設管理者 ID でログイン時に想定される操作内容（例）] 
項目 閲覧 編集 作成 削除

施設ユーザＩＤの権限と同様

 
[施設管理者 ID 発行申請フォーム] 
以下のフォームに情報を正確に記入してください。 
記入された内容をもとに、施設 ID とパスワードをメールで返送します。 
 
 
------------------------------------------- 
施設管理者 ID 登録申請書 
 
med-hok 管理者 殿 

○年○月○日 
 
申請種別：新規登録・登録情報変更・廃止（いずれか 1 つを選択） 
 
■申請者 
1)責任者 ID：（新規登録の場合は空白） 
2)機関 ID：（新規登録の場合は空白） 
3)機関名  ： 
4)所属    ： 
5)職名    ： 
6)住所    ： 
7)氏名    ： 
8)TEL     ： 
9)メール（所属機関のメールアドレス）： 
------------------------------------------- 
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（3）イベント管理者 ID; ○○University (event administrator) 
med-hok に承認されたイベントの管理者に発行される ID 
 
[イベント管理者 ID でログイン時に想定される操作内容（例）] 
項目 閲覧 編集 作成 削除

施設ユーザＩＤの権限と同様

自イベント情報におけるプログラム、接続施設のメ

ンバ情報、接続方法
○ ○ × ×

 
[施設ユーザ ID 発行申請フォーム] 
以下のフォームに情報を正確に記入してください。 
記入された内容をもとに、施設 ID とパスワードをメールで返送します。責任者がいる場合は、責任者を

通じて返送します。 
既に施設ユーザ ID をお持ちの場合は、ID にイベント管理者権限が付与されます。 
新規加入の施設につきましては、加入申請処理の際に ID を発行いたします。 
 
------------------------------------------- 
イベント管理者 ID 登録申請書 
 
med-hok 管理者 殿 

○年○月○日 
 
申請種別：新規登録・登録情報変更・廃止（いずれか 1 つを選択） 
■申請者 
1)施設ユーザ ID ：（お持ちの場合） 
2)希望イベント名 ： （すでにある場合） 
3)機関名  ：（施設ユーザ ID をお持ちの場合は不要） 
4)所属    ：（施設ユーザ ID をお持ちの場合は不要） 
5)職名    ：（施設ユーザ ID をお持ちの場合は不要） 
6)住所    ：（施設ユーザ ID をお持ちの場合は不要） 
7)氏名    ：（施設ユーザ ID をお持ちの場合は不要） 
8)TEL     ：（施設ユーザ ID をお持ちの場合は不要） 
9)メール ：（施設ユーザ ID をお持ちの場合は不要） 
------------------------------------------- 
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4.	活動実績一覧表（平成 26 年度）	

１）オフィシャルイベント
※番号は当センターにおけるオフィシャルイベントの通し番号

※ 2014.4.1-2015.2.28 までのイベントを表示

番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
441 2014.4.14 神経内科テレカンファレンス 神経内科 ,

カンファレンス
DVTS 九州大学病院 ( 日本 ),

国立台湾大学 ( 台湾 ),
京都大学 ( 日本 )

442 2014.04.26 第 25 回関東腹腔鏡下胃切除
研究会

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 東京医科歯科大学 ( 日本 ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
石川県立中央病院 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 )

443 2014.05.15 第 87 回日本消化器内視鏡学
会　内視鏡ライブ 1 上部消化
管

内視鏡 , 
ライブ

DVTS, 
H.323"

福岡国際会議場 ( 日本 ), 
福岡大学筑紫病院 ( 日本 ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
( オーストラリア ), 
復旦大学中山病院 ( 中国 ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 ( 香港 )

444 2014.05.15 第 87 回日本消化器内視鏡学
会　内視鏡ライブ 2 下部消化
管

内視鏡 , 
ライブ

DVTS, 
H.323

福岡国際会議場 ( 日本 ), 
神戸大学 ( 日本 ), 
広島大学 ( 日本 ), 
国立台湾大学 ( 台湾 )

445 2014.05.16 第 87 回日本消化器内視鏡学
会　内視鏡ライブ 3 胆膵 1

内視鏡 , 
ライブ

DVTS, 
H.323

福岡国際会議場 ( 日本 ), 
京都第二赤十字病院 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
建国大学病院 ( 韓国 ), 
国立台湾大学 ( 台湾 )

446 2014.05.16 第 87 回日本消化器内視鏡学
会　内視鏡ライブ 4 胆膵 2

内視鏡 , 
ライブ

DVTS, 
H.323

福岡国際会議場 ( 日本 ), 
アサン医療センター ( 韓国 ), 
マヒドン大学シリラ病院 ( タイ ), 
アジア消化器センター ( インド )

447 2014.05.19 第 12 回 日韓消化器テレカン
ファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS 九州大学病院 ( 日本 ), 
建国大学病院 ( 韓国 )

448 2014.05.21 インドネシア大学 との内視
鏡テレカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 ( 日本 ), 
インドネシア大学 ( インドネシア )

449 2014.05.23 第 55 回日本神経学会学術大
会 International Session

神経内科 , 
カンファレンス

DVTS 福岡国際会議場 ( 日本 ), 
チュラロンコン大学 ( タイ ), 
ソウル大学病院 ( 韓国 ), 
国立台湾大学 ( 台湾 )

450 2014.05.27 アレマナ病院とのテレカンフ
ァレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
アレマナ病院 ( チリ ), 
グアダラハラ大学 ( メキシコ ), 
メキシコ国立大学 ( メキシコ ), 
国立警察病院 ( コロンビア )

451 2014.05.27 内視鏡クラブ　Ｅ - カンファ
レンス

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 ( マレーシア ), 
チュラロンコン大学 ( タイ ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 ( 香港 ), 
チョーライ病院 ( ベトナム ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
( オーストラリア ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
国立台湾大学 ( 台湾 )

452 2014.05.28 医学生へのライブ中継講義 学生 , 
ライブ

DVTS 九州大学病院 ( 日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 )

453 2014.05.29 第 2 回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

教育 , 
カンファレンス

Vidyo 筑波大学 ( 日本 ), 
チョーライ病院 ( ベトナム ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
水戸協同病院 ( 日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
454 2014.06.12 インドネシア大学とのカンフ

ァレンス
内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 インドネシア大学 ( インドネシア ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
福岡大学筑紫病院 ( 日本 )

455 2014.06.17 医工連携 4 年生講義 学生 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
東北大学 ( 日本 )

456 2014.06.21 第 58 回神奈川胎児エコー研
究会 ベーシック講座

胎児医療 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 ( 日本 ), 
神奈川県立こども医療センター ( 日本 )

457 2014.06.23 小児がん拠点症例検討会　接
続準備会議

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
長崎大学 ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
鹿児島市立病院 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 )

458 2014.06.25 第 13 回北京協和大学との早
期胃がんカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS, 
Telepointer

九州大学病院 ( 日本 ), 
復旦大学中山病院 ( 中国 ), 
順天堂大学 ( 日本 )

459 2014.06.25 第 1 回 東北胎児セミナーの
配信

胎児医療 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

東北大学 ( 日本 )

460 2014.07.11 第 45 回日本膵臓学会大会　-
自己免疫性膵炎 -

胆膵カンファ , 
カンファレンス

DVTS 西日本総合展示場 AIM ビル ( 日本 ), 
アサン医療センター ( 韓国 ), 
マヒドン大学シリラ病院 ( タイ ), 
国立台湾大学 ( 台湾 )

461 2014.07.11 第 45 回日本膵臓学会大会　
-IPMN-

胆膵カンファ , 
カンファレンス

Vidyo 西日本総合展示場 AIM ビル ( 日本 ), 
韓国科学情報技術研究所　ソウルオ
フィス ( 韓国 ), 
長庚大学病院 ( 台湾 ), 
第三軍医大学 ( 中国 )

462 2014.07.12 第 45 回日本膵臓学会大会　-
移植 -

胆膵カンファ , 
カンファレンス

DVTS, 
Vidyo

西日本総合展示場 AIM ビル ( 日本 ), 
アサン医療センター ( 韓国 ), 
台北榮民総医院 ( 台湾 ), 
ビエット　ドゥック　病院 ( ベトナム ), 
アルバータ大学 ( カナダ ), 
韓国科学情報技術研究所　ソウルオ
フィス ( 韓国 ), 
京都大学 ( 日本 )

463 2014.07.23 上海交通大学とのテレカンフ
ァレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
上海交通大学第一人民病院虹口分院 
( 中国 ), 
上海交通大学第一人民病院松江分院 
( 中国 )

464 2014.07.23 第 2 回 内視鏡クラブ　Ｅ -
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 ( 日本 ), 
チュラロンコン大学 ( タイ ), 
マラヤ大学 ( マレーシア ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 ( 香港 ), 
アジア消化器センター ( インド ), 
アデレード大学 ( オーストラリア ), 
アサン医療センター ( 韓国 ), 
国立台湾大学 ( 台湾 ), 
シンガポール総合病院 ( シンガポール )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
465 2014.07.28 第 1 回 小児がん拠点テレビ

会議
小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
長崎大学 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
鹿児島市立病院 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )

466 2014.07.30 第 2 回 東北胎児セミナーの
配信

胎児医療 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

東北大学 ( 日本 )

467 2014.08.02 胃拡大内視鏡研究会 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Telepointer

レソラ天神 ( 日本 ), 
順天堂大学 ( 日本 )

468 2014.08.06 ＪＪ東京サイエンスセンター 
開所式

外科 , 
カンファレンス

DVTS ジョンソン・エンド・ジョンソン東京
サイエンスセンター ( 日本 ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 ), 
マヒドン大学シリラ病院 ( タイ )

469 2014.08.07 第 3 回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

ナース , 
カンファレンス

Vidyo 筑波大学 ( 日本 ), 
チョーライ病院 ( ベトナム ), 
九州大学病院 ( 日本 )

470 2014.08.11 第 38 回　APAN 会議　テク
ノロジー

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo 国立曁南国際大学 ( 台湾 ), 
肝胆道科学センター ( インド ), 
チョーライ病院 ( ベトナム ), 
香港大学 ( 香港 ), 
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 ), 
チェコ研究教育ネットワーク ( チェコ ), 
NASATI オフィス ( ベトナム ), 
Vidyo Japan ( 日本 ), 
Vidyo 香港 ( 香港 ), 
メンチャカ・グアダラハラ市民病院 ( メ
キシコ )

471 2014.08.12 第 38 回　APAN 会議　肝胆
膵

外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

国立曁南国際大学 ( 台湾 ), 
ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 ), 
GB パント病院 ( インド ), 
カトマンズモデル病院 ( ネパール ), 
ビエット　ドゥック　病院 ( ベトナム ), 
北京がんセンター ( 中国 ), 
嶺南大学 ( 韓国 ), 
千葉大学 ( 日本 ), 
東北大学 ( 日本 ), 
北海道大学 ( 日本 ), 
アイルランガ大学医学部 ( インドネシ
ア ), 
マラヤ大学 ( マレーシア ), 
肝胆道科学センター ( インド ), 
アジア消化器センター ( インド )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
472 2014.08.12 第 38 回　APAN 会議　AIG 内視鏡 , 

カンファレンス
H.323 国立曁南国際大学 ( 台湾 ), 

マラヤ大学 ( マレーシア ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
( オーストラリア ), 
ユナイテッド　シグマ病院 ( インド ), 
アジア消化器センター ( インド ), 
インドネシア大学　シプロマングンク
スモ病院 ( インドネシア ), 
ソンクラー大学 ( タイ )

473 2014.08.13 第 38 回　APAN 会議　胎児
医療

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo 国立曁南国際大学 ( 台湾 ), 
香港大学深セン医院 ( 中国 ), 
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 ), 
国立台湾大学 ( 台湾 ), 
国立シンガポール大学 ( シンガポール ), 
Dr. Moewardi 病院 ( インドネシア ), 
香港大学 ( 香港 ), 
マニラ大学総合病院 ( フィリピン ), 
バックマイ病院 ( ベトナム )

474 2014.08.13 第 38 回　APAN 会議　内視
鏡

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

国立曁南国際大学 ( 台湾 ), 
チュラロンコン大学 ( タイ ), 
マラヤ大学 ( マレーシア ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 ( 香港 ), 
肝胆道科学センター ( インド ), 
エルランゲン大学病院 ( ドイツ ), 
名古屋大学 ( 日本 ), 
Changi General Hospital ( シンガポー
ル ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
( オーストラリア ), 
アデレード大学 ( オーストラリア ), 
チョーライ病院 ( ベトナム )

475 2014.08.14 第 38 回　APAN 会議　ラテ
ンアメリカ

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

国立曁南国際大学 ( 台湾 ), 
メキシコ国立自治大学　医師自宅 : メ
キシコシティ ( メキシコ ), 
メンチャカ・グアダラハラ市民病院 ( メ
キシコ ), 
コスタリカ研究教育ネットワーク ( コ
スタリカ ), 
国立警察病院 ( コロンビア ), 
カリ・ザビエル大学 ( コロンビア ), 
アレマナ病院 ( チリ ), 
大阪府立成人病センター ( 日本 ), 
福岡大学筑紫病院 ( 日本 )

476 2014.08.15 第 38 回　APAN 会議　群馬
外科カンファレンス

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 国立曁南国際大学 ( 台湾 ), 
群馬大学 ( 日本 ), 
パジャジャラン大学 ( インドネシア ), 
九州大学病院 ( 日本 )

477 2014.08.25 第 2 回小児がん拠点症例検討
会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
鹿児島市立病院 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
478 2014.09.10 第 11 回　B-Tec カンファレ

ンス
胆膵カンファ , 
カンファレンス

DVTS 九州大学病院 ( 日本 ), 
東京大学 ( 日本 ), 
北海道大学 ( 日本 ), 
岐阜大学 ( 日本 )

479 2014.09.11 第 5 回 E-Panc テレカンファ
レンス

胆膵カンファ , 
カンファレンス

DVTS 九州大学病院 ( 日本 ), 
川崎医科大学 ( 日本 ), 
北海道大学 ( 日本 ), 
金沢大学 ( 日本 ), 
ジョンソン・エンド・ジョンソン東京
サイエンスセンター ( 日本 ), 
京都大学 ( 日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 )

480 2014.09.12 第２回国立大学病院国際化
PT 技術担当者遠隔会議

テクノロジー , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

北海道大学 ( 日本 ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
旭川医科大学 ( 日本 ), 
東北大学 ( 日本 ), 
秋田大学 ( 日本 ), 
筑波大学 ( 日本 ), 
群馬大学 ( 日本 ), 
東京大学医科学研究所 ( 日本 ), 
東京医科歯科大学 ( 日本 ), 
金沢大学 ( 日本 ), 
福井大学 ( 日本 ), 
山梨大学 ( 日本 ), 
信州大学 ( 日本 ), 
名古屋大学 ( 日本 ), 
京都大学 ( 日本 ), 
大阪大学 ( 日本 ), 
島根大学 ( 日本 ), 
広島大学 ( 日本 ), 
山口大学 ( 日本 ), 
徳島大学 ( 日本 ), 
香川大学 ( 日本 ), 
愛媛大学 ( 日本 ), 
高知大学 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 )

481 2014.09.19 第 14 回　福岡内視鏡手術フ
ォーラム

ナース , 
カンファレンス

Vidyo アクロス福岡 ( 日本 ), 
岩手医科大学 ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
藤元総合病院 ( 日本 )

482 2014.09.22 第 3 回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
長崎大学 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
483 2014.09.30 佐賀大学手術ビデオカンファ

レンス
外科 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
織田病院・祐愛会 ( 日本 ), 
高木病院・高邦会 ( 日本 ), 
唐津赤十字病院 ( 日本 )

484 2014.10.02 第 27 回日本内視鏡外科学会
特別企画

外科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

ホテルメトロポリタン盛岡 ( 日本 ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
宮城県立こども病院 ( 日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 ), 
マヒドン大学シリラ病院 ( タイ )

485 2014.10.10 ASIORNA 日本手術看護学会 ナース , 
カンファレンス

H.323 福岡国際会議場 ( 日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 )

486 2014.10.11 第 26 回関東腹腔鏡下胃切除
研究会

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 東京医科歯科大学 ( 日本 ), 
愛媛大学 ( 日本 ), 
秋田大学 ( 日本 )

487 2014.10.27 第 4 回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
長崎大学 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )

488 2014.10.29 第 4 回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

その他 , 
カンファレンス

Vidyo 筑波大学 ( 日本 ), 
チョーライ病院 ( ベトナム ), 
九州大学病院 ( 日本 )

489 2014.10.29 第 14 回北京協和大学との早
期胃がんカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS, 
Telepointer

九州大学病院 ( 日本 ), 
北京協和医院 ( 中国 ), 
復旦大学中山病院 ( 中国 ), 
順天堂大学 ( 日本 )

490 2014.11.05 第 3 回 内視鏡クラブ　Ｅ -
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
チュラロンコン大学 ( タイ ), 
マラヤ大学 ( マレーシア ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 ( 香港 ), 
肝胆道科学センター ( インド ), 
アサン医療センター ( 韓国 ), 
チョーライ病院 ( ベトナム ), 
名古屋大学 ( 日本 ), 
Changi General Hospital ( シンガポー
ル )

491 2014.11.11 デング熱テレカンファレンス 感染症 , 
カンファレンス

Vidyo 南洋理工大学 ( シンガポール ), 
国立保健医療科学院 ( 日本 ), 
昭和大学 ( 日本 ), 
マラヤ大学 ( マレーシア ), 
イスラマバード保健専門学校 ( パキス
タン ), 
九州大学病院 ( 日本 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
492 2014.11.17 第 5 回小児がん拠点症例検討

会
小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
長崎大学 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
鹿児島市立病院 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )

493 2014.11.17 中国との遠隔相談 遠隔診療 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
患者自宅 : 蘇州市 ( 中国 )

494 2014.11.19 メキシコ消化器病学会 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo カンクン　センター ( メキシコ ), 
大阪府立成人病センター ( 日本 ), 
京都府立医科大学 ( 日本 )

495 2014.11.23 第 59 回 神奈川胎児エコー研
究会 アドバンス講座

胎児医療 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

一橋講堂 ( 日本 ), 
北海道大学 ( 日本 ), 
弘前大学 ( 日本 ), 
東北大学 ( 日本 ), 
名古屋大学 ( 日本 ), 
滋賀医科大学 ( 日本 ), 
愛媛大学 ( 日本 ), 
広島大学 ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
国立台湾大学 ( 台湾 )

496 2014.11.27 バジラ病院への講義 外科 , 
カンファレンス

DVTS 九州大学病院 ( 日本 ), 
バジラ病院 ( タイ )

497 2014.12.02 第 2 回 佐賀大学手術ビデオ
カンファレンス

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
織田病院・祐愛会 ( 日本 ), 
高木病院・高邦会 ( 日本 ), 
唐津赤十字病院 ( 日本 )

498 2014.12.09 第 1 回 メディカルテレコラ
ボレーションワークショップ

その他 , 
カンファレンス

H.323 ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 ), 
九州大学病院 ( 日本 ), 
カトマンズモデル病院 ( ネパール )

499 2014.12.12 アジア病院長会議 その他 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 ( 日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 ( 韓国 ), 
忠北大学 ( 韓国 ), 
上海交通大学第一人民病院虹口分院 
( 中国 ), 
チュラロンコン大学 ( タイ ), 
チョーライ病院 ( ベトナム )

500 2014.12.12 第 8 回アジア遠隔医療シンポ
ジウム -1

その他 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 ( 日本 ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
( オーストラリア )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
501 2014.12.13 ラテン内視鏡テレカンファレ

ンス：ATS グローバルセッ
ション

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 ( 日本 ), 
メキシコ国立自治大学　医師自宅 : メ
キシコシティ ( メキシコ ), 
メンチャカ・グアダラハラ市民病院 ( メ
キシコ ), 
シャープマサトラン病院 ( メキシコ ), 
アンヘレスメトロポリターノ病院　医
師自宅 : トラコタルパン ( メキシコ ), 
ゴンザレス総合病院 ( メキシコ ), 
リオ・デ・ジャネイロ国立大学 医師自
宅 : リオデジャネイロ ( ブラジル ), 
Rede Universitaria de Telemedicina 
( ブラジル ), 
サンパウロ大学　医学部　医師自宅 :
サンパウロ ( ブラジル ), 
アレマナ病院 ( チリ ), 
国立警察病院　医師自宅 : ボゴタ ( コ
ロンビア )

502 2014.12.13 第 8 回アジア遠隔医療シンポ
ジウム -2

その他 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 ( 日本 ), 
東北大学 ( 日本 ), 
南オーストラリア保健局 ( オーストラ
リア ), 
インドネシア大学 ( インドネシア ), 
バンドン工科大学 ( インドネシア ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
( インド ), 
NASATI オフィス ( ベトナム ), 
バングラディシュ研究教育ネットワー
ク ( バングラデシュ ), 
マケレレ大学 ( ウガンダ )

503 2014.12.22 第 6 回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
鹿児島市立病院 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )

504 2015.01.13 シリラ内視鏡ライブ 2015 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo マヒドン大学シリラ病院 ( タイ ), 
バジラ病院 ( タイ ), 
チョーライ病院 ( ベトナム ), 
マラヤ大学 ( マレーシア ), 
九州大学病院 ( 日本 )

505 2015.01.14 第 15 回 北京協和大学との早
期胃がんカンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

DVTS, 
Telepointer

九州大学病院 ( 日本 ), 
北京協和医院 ( 中国 ), 
復旦大学中山病院 ( 中国 ), 
順天堂大学 ( 日本 )



TEMDEC 活動報告 2014

32

番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
506 2015.01.16 第 7 回 小児がん拠点症例検

討会
小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
長崎大学 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
鹿児島市立病院 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )

507 2015.02.14 第 4 回 内視鏡外科チームテ
レカンファレンス

ナース , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

北海道大学 ( 日本 ), 
ジョンソン・エンド・ジョンソン東京
サイエンスセンター ( 日本 ), 
近畿大学 ( 日本 ), 
名古屋大学 ( 日本 ), 
九州大学病院 ( 日本 )

508 2015.02.23 第 8 回 小児がん拠点症例検
討会 

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
九州がんセンター ( 日本 ), 
産業医科大学 ( 日本 ), 
久留米大学 ( 日本 ), 
福岡大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
長崎大学 ( 日本 ), 
大分大学 ( 日本 ), 
大分県立病院 ( 日本 ), 
熊本大学 ( 日本 ), 
熊本赤十字病院 ( 日本 ), 
熊本医療センター ( 日本 ), 
宮崎大学 ( 日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 ( 日本 ), 
鹿児島大学 ( 日本 ), 
鹿児島市立病院 ( 日本 ), 
琉球大学 ( 日本 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター ( 日本 )

509 2015.02.24 キルギスとのテレカンファレ
ンス

教育 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
キルギス州立医学校 ( キルギス ), 
国立心臓・内科センター ( キルギス ), 
中央アジア研究教育ネットワーク ( キ
ルギス )

510 2015.02.24 ブラウィジャヤ大学とのテレ
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
ブラウィジャヤ大学 ( インドネシア )

511 2015.02.24 第 3 回 佐賀大学手術ビデオ
カンファレンス 

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 ( 日本 ), 
佐賀大学 ( 日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 ( 日本 ), 
織田病院・祐愛会 ( 日本 ), 
高木病院・高邦会 ( 日本 ), 
唐津赤十字病院 ( 日本 )

512 2015.02.25 第 12 回 B-Tec カンファレン
ス

胆膵 ,
カンファレンス

DVTS 九州大学病院 ( 日本 ),
東京大学 ( 日本 ),
北海道大学 ( 日本 ),
岐阜大学 ( 日本 )
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2）サブイベント
※番号は当センターにおけるサブイベントの通し番号

※ 2014.4.1-2015.2.28 までのイベントを表示

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
593 2014.4.1 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , UNAM 日本 , メキシコ Vidyo 

Skype
594 2014.4.1 NFEF 会議 オリンパス新宿オフィス , アジア消化器セ

ンター 
日本 , インド Vidyo

595 2014.4.2 APAN_Med 九州大学病院 , 他多数 日本 , 他多数 H.323
596 2014.4.4 ソウル大学病院とのテス

ト
九州大学病院 , ソウル大学病院 日本 , 韓国 DVTS

597 2014.4.4 国立情報学研究所との会
議

九州大学病院 , NII 日本 H.323

598 2014.4.9 イベント No.441 のため
のテスト

九州大学病院 , National Taiwan U, 
KISTI, 他

日本 , 台湾 , 韓
国 , 他

DVTS

599 2014.4.10 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , UNAM 日本 , メキシコ Vidyo
600 2014.4.10 イベント No.441 のため

のテスト
九州大学病院 , 京都大学 , ソウル大学病院 日本 , 韓国 DVTS

601 2014.4.14 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 香港大学 日本 , 香港 DVTS
602 2014.4.15 名古屋大学とのテスト 九州大学病院 , 名古屋大学 日本 Vidyo 

H.323
603 2014.4.16 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 建国大学 日本 , 中国 DVTS
604 2014.4.18 イベント No.442 のため

のテスト
九州大学病院 , 琉球大学 日本 Vidyo

605 2014.4.21 NFEF 会議 オリンパス新宿オフィス , チュラロンコン
大学

日本 , タイ Vidyo

606 2014.4.21 イベント No.442 のため
のテスト

九州大学病院 , 東京医科歯科大学 , 石川県
立中央病院 , 琉球大学

日本 Vidyo

607 2014.4.22 APAN PC 九州大学病院 , 他多数 日本 , 他多数 H.323
608 2014.4.22 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 神戸大学 日本 H.323
609 2014.4.23 JGES のためのテスト 福岡国際会議場 , 広島大学 , マヒドン大学

シリラ病院 , 九州大学病院
日本 , タイ DVTS

610 2014.4.24 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 香港大学 日本 , 香港 DVTS
611 2014.4.24 JGES のためのテスト 九州大学病院 , アジア消化器センター 日本 , インド H.323
612 2014.4.24 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 国立台湾大学 日本 , 台湾 H.323
613 2014.4.25 イベント No.442 のため

のテスト
九州大学病院 , 東京医科歯科大学 , 石川県
立中央病院 , 琉球大学

日本 Vidyo

614 2014.4.28 JGES のためのテスト 九州大学病院 , アデレード 日本 , オースト
ラリア

H.323

615 2014.4.28 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 H.323
616 2014.4.30 Vidyo との会議 九州大学病院 , Vidyo Japan, ユビテック 日本 Vidyo
617 2014.4.30 APAN_Med 九州大学病院 , 他多数 日本 , 他多数 H.323
618 2014.4.30 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 久留米大学病院 日本 H.323
619 2014.4.30 岩手医科大学の会議 岩手医科大学 , 盛岡市立病院 , 北上済生会

病院 , かづの厚生病院 , 山本組合総合病院 
日本 Vidyo

620 2014.5.7 JGES のためのテスト 福岡国際会議場 , 九州大学病院 日本 H.323 
DVTS

621 2014.5.8 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 国立台湾大学 日本 , 台湾 H.323
622 2014.5.9 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 国立台湾大学 日本 , 台湾 H.323
623 2014.5.9 JGES のためのテスト 九州大学病院 , 広島大学病院 日本 DVTS
624 2014.5.12 JGES のためのテスト 九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ DVTS
625 2014.5.12 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 , 他多数 日本 Vidyo

626 2014.5.13 JGES のためのテスト 福岡国際会議場 , 他多数 日本 H.323 
DVTS

627 2014.5.14 九州大学病院情報基盤専
門委員会

九州大学病院 , 九州大学箱崎地区 , 九州大
学伊都地区 , 九州大学病院別府病院

日本 H.323



TEMDEC 活動報告 2014

34

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
628 2014.5.14 JGES のためのテスト 福岡国際会議場 , 他多数 日本 H.323 

DVTS
629 2014.5.20 イベント No.449 のため

のテスト
福岡国際会議場 , ソウル大学病院 , 国立台
湾大学 , チュラロンコン大学

日本 , 台湾 , タ
イ

DVTS

630 2014.5.20 インターナショナルセミ
ナー

忠北大学 , 他多数 韓国 , 他多数 Vidyo

631 2014.5.23 九州大学病院情報基盤専
門委員会

九州大学病院 , 九州大学病院別府病院 日本 H.323

632 2014.5.26 イベント No.451 のため
のテスト

九州大学病院 , マラヤ大学 , 香港中文大学 , 
チョーライ病院 , ライエル　マクユーイン
グ　病院 

日本 , マレーシ
ア , 香港 , ベト
ナム , オースト
ラリア

Vidyo 
H.323

633 2014.5.27 イベント No.452 のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 日本 , 韓国 DVTS

634 2014.6.3 APAN PC 九州大学病院 , Pacific Wave, TERENA, 
国立台湾大学 , APAN-JP, マラヤ大学 , 
APAN-LK

日本 , アメリカ , 
ニュージーラ
ンド , 台湾 , マ
レーシア , スリ
ランカ

H.323

635 2014.6.4 RedCLARA との会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , 
RedCLARA, Tania Altamirano in 
Santiago, Bogota

日本 , メキシコ , 
コロンビア , チ
リ

Vidyo 
H.323

636 2014.6.4 APAN_Med 九州大学病院 , 国立台湾大学 , 肝胆道科学
センター , 忠北大学 , 香港大学 , NASATI
オフィス , チョーレイ病院

日本 , 台湾 , イ
ンド , 韓国 , 香
港 , ベトナム

H.323

637 2014.6.4 インドネシア大学とのテ
スト

九州大学病院 , インドネシア大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

638 2014.6.5 大阪府立成人病センター
とのテスト

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

639 2014.6.9 大阪府立成人病センター
とのテスト

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

640 2014.6.10 イベント No.454 のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 , インド
ネシア大学

日本 , インドネ
シア

H.323

641 2014.6.10 医工連携 九州大学病院 日本 Vidyo
642 2014.6.11 TEIN CC との会議 九州大学病院 , TEIN CC 日本 , 韓国 H.323
643 2014.6.12 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , UNAM 日本 , メキシコ Vidyo
644 2014.6.13 総長選挙のためのテスト 九州大学伊都キャンパス椎木講堂 , 九州大

学大橋キャンパス , 九州大学箱崎キャンパ
ス , 九州大学馬出キャンパス , 九州大学別
府キャンパス

日本 H.323

645 2014.6.16 上海第一人民医院とのテ
スト

九州大学病院 , 上海第一人民医院 日本 , 中国 Vidyo

646 2014.6.16 膵臓学会のためのテスト 北九州 AIM3F 展示場 , 九州大学病院 日本 DVTS 
Vidyo

647 2014.6.18 メキシコとの IPsec テス
ト

九州大学病院 , グアダラハラ大学 日本 , メキシコ DVTS

648 2014.6.18 メキシコとの IPsec テス
ト

九州大学病院 , グアダラハラ大学 日本 , メキシコ DVTS

649 2014.6.19 ボリビアとの会議 九州大学病院 , JICA ボリビア事務局 日本 , ボリビア H.323
650 2014.6.19 ジョンソン＆ジョンソン

との IPsec テスト
ジョンソン＆ジョンソン 東京サイエンス
センター , 九州大学病院

日本 DVTS

651 2014.6.24 ジョンソン＆ジョンソン
との IPsec テスト

ジョンソン＆ジョンソン 東京サイエンス
センター , 九州大学病院

日本 DVTS

652 2014.6.24 イベント No.459 のため
のテスト

九州大学病院 日本 Vidyo 
H.323 
Streaming

653 2014.6.24 大阪府立成人病センター
とのテスト

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

654 2014.6.24 膵臓学会のためのテスト 九州大学病院 , Third Military Med U, 
Chang Gung Med U

日本 , 中国 , 台
湾

Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
655 2014.6.25 イベント No.458 のため

のテスト
九州大学病院 , 復旦大学中山病院 日本 , 中国 Vidyo 

656 2014.6.25 上海人民医院とのテスト 九州大学病院 , 上海人民医院 日本 , 中国 Vidyo
657 2014.6.26 中京メディカルとのテス

ト
九州大学病院 , 中京メディカル 日本 Vidyo

658 2014.6.27 佐賀県医療センター好生
館とのテスト

九州大学病院 , 佐賀県医療センター好生館 日本 Vidyo

659 2014.6.30 千葉大学病院とのテスト 九州大学病院 , 千葉大学病院 日本 Vidyo
660 2014.6.30 総長選挙のためのテスト 九州大学伊都キャンパス椎木講堂 , 九州大

学大橋キャンパス , 九州大学箱崎キャンパ
ス , 九州大学馬出キャンパス , 九州大学別
府キャンパス

日本 H.323

661 2014.7.1 総長選挙所信表明 九州大学伊都キャンパス椎木講堂 , 九州大
学大橋キャンパス , 九州大学箱崎キャンパ
ス , 九州大学馬出キャンパス , 九州大学別
府キャンパス

日本 H.323

662 2014.7.1 APAN PC 九州大学病院 , 他多数 日本 , 他多数 H.323
663 2014.7.1 国立台湾大学との会議 九州大学病院 , 国立台湾大学 日本 , 台湾 H.323
664 2014.7.1 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , UNAM 日本 , メキシコ Vidyo
665 2014.7.2 高木病院とのテスト 九州大学病院 , 高木病院 日本 Vidyo
666 2014.7.2 APAN_Med 九州大学病院 , 他多数 日本 , 他多数 H.323
667 2014.7.3 イベント No.466 のため

のテスト
九州大学病院 , 順天堂大学 日本 H.323 

Telepointer
668 2014.7.4 膵臓学会のためのテスト 九州大学病院 , 台北榮民総医院 日本 , 台湾 DVTS
669 2014.7.4 膵臓学会のためのテスト 九州大学病院 , 京都大学 日本 Vidyo
670 2014.7.4 膵臓学会のためのテスト 九州大学病院 ,　Third Military Hospital 日本 , 中国 Vidyo
671 2014.7.7 イベント No.466 のため

の会議
九州大学病院 , 順天堂大学 日本 H.323 

Telepointer
672 2014.7.9 マラヤ大学とのテスト 九州大学病院 , マラヤ大学 日本 , マレーシ

ア
H.323 
Vidyo

673 2014.7.9 織田病院とのテスト 九州大学病院 ,　織田病院 日本 Vidyo
674 2014.7.9 膵臓学会のためのテスト 北九州国際会議場 日本 DVTS 

Vidyo
675 2014.7.10 膵臓学会のためのテスト 北九州国際会議場 日本 DVTS 

Vidyo
676 2014.7.11 膵臓学会のためのテスト 北九州国際会議場 日本 DVTS 

Vidyo
677 2014.7.12 膵臓学会のためのテスト 北九州国際会議場 日本 DVTS 

Vidyo
678 2014.7.14 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 , 近畿大学病院 , 福岡大学病
院 , ジョンソン & ジョンソン MIT, 斗南病
院 , 産業医科大学 , 千葉大学 , 北海道大学
病院

日本 Vidyo

679 2014.7.15 イベント No.466 のため
のテスト

レソラ天神 , 順天堂大学 日本 H.323 
Telepointer

680 2014.7.16 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , UNAM 日本 , メキシコ Vidyo
681 2014.7.16 大阪府立成人病センター

とのテスト
九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

682 2014.7.16 MIC の会議 九州大学病院 日本 H.323
683 2014.7.16 小児がん拠点プロジェク

トのテスト
九州大学病院 , 沖縄県立南部医療セン
ター , こども医療センター

日本 Vidyo

684 2014.7.17 大阪府立成人病センター
との会議

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

685 2014.7.17 小児がん拠点プロジェク
トのテスト

九州大学病院 , 宮崎県立宮崎病院 日本 Vidyo

686 2014.7.18 国際化 PT のテスト 九州大学病院 , 鳥取大学病院 日本 Vidyo
687 2014.7.18 上海交通大学とのテスト 九州大学病院 , 上海第一人民病院松江病

院 , 上海第一人民病院虹口病院
日本 , 中国 Vidyo
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688 2014.7.18 ECE のテスト 九州大学病院 , マラヤ大学 , アジア消化器

センター , 香港中文大学
日本 , マレーシ
ア , インド , 香
港

Vidyo

689 2014.7.21 上海交通大学とのテスト 九州大学病院 , 上海第一人民病院松江病院 日本 , 中国 Vidyo
690 2014.7.22 APAN-healthcare のテス

ト
九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo

691 2014.7.22 JJ 東京サイエンスセン
ターとのテスト

九州大学病院 , ジョンソン＆ジョンソン 
東京サイエンスセンター

日本 DVTS

692 2014.7.22 ECE のテスト 九州大学病院 , ライエル　マクユーイング　
病院 

日本 , オースト
ラリア

H.323 
Vidyo

693 2014.7.22 ECE のテスト 九州大学病院 , シンガポール総合病院 日本 , シンガ
ポール

Vidyo

694 2014.7.22 vidyo との会議 九州大学病院 , Vidyo Japan 日本 Vidyo
695 2014.7.23 メキシコとの IPsec テス

ト
九州大学病院 , グアダラハラ大学 日本 , メキシコ DVTS

696 2014.7.23 熊本赤十字病院とのテス
ト

九州大学病院 , 熊本赤十字病院 日本 Vidyo

697 2014.7.24 小児がん拠点プロジェク
トのテスト

九州大学病院 , 琉球大学 日本 Vidyo

698 2014.7.24 小児がん拠点プロジェク
トのテスト

九州大学病院 , 他多数 日本 Vidyo

699 2014.7.25 イベント No.466 のため
のテスト

レソラ天神 , 順天堂大学 日本 H.323 
Telepointer

700 2014.7.25 JJ 東京サイエンスセン
ターとのテスト

九州大学病院 , ジョンソン＆ジョンソン 
東京サイエンスセンター

日本 DVTS

701 2014.7.25 神奈川県立こども医療セ
ンターとの会議

九州大学病院 , 神奈川県立こども医療セン
ター , 愛媛大学

日本 Vidyo

702 2014.7.29 APAN-technology1 のテ
スト

九州大学病院 , 香港大学 日本 , 香港 Vidyo

703 2014.7.30 JJ 東京サイエンスセン
ターとのテスト

九州大学病院 , ジョンソン＆ジョンソン 
東京サイエンスセンター

日本 DVTS

704 2014.7.30 APAN_Med 九州大学病院 , マラヤ大学 , アジア消化器
センター , APAN-JP, 香港大学 , 忠北大学 , 
ソウル大学ブンダン病院 , チョーレイ病
院 , Vidyo Japan

日本 , マレーシ
ア , インド , 香
港 , 韓国 , ベト
ナム

H.323 
Vidyo

705 2014.7.31 イベント No.471 のため
のテスト

筑波大学 , チョーレイ病院 , 九州大学病院 日本 , ベトナム Vidyo

706 2014.8.1 APAN-JP との会議 九州大学病院 , APAN-JP 日本 H.323
707 2014.8.1 イベント No.467 のため

のテスト
レソラ天神 , 順天堂大学 日本 H.323 

Telepointer
708 2014.8.4 イベント No.468 のため

のテスト
ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サ
イエンスセンター , 九州大学病院 , ソウル
大学ブンダン病院 , マヒドン大学シリラ病
院

日本 , 韓国 , タ
イ

DVTS

709 2014.8.5 PUMCH テスト 九州大学病院 , 北京協和医院 , 復旦大学中
山病院

日本 , 中国 DVTS

710 2014.8.5 APAN のテスト 九州大学病院 , 群馬大学 , パジャジャラン
大学

日本 , インドネ
シア

Vidyo

711 2014.8.5 四谷メディカルキューブ
ライブテスト

四谷メディカルキューブ , 久留米市自宅 , 
アメリカの MCU

日本 , H.323

712 2014.8.6 AMG のテスト 九州大学病院 , 京都府立医科大学 日本 Vidyo
713 2014.8.6 APAN のテスト 九州大学病院 , パジャジャラン大学 日本 , インドネ

シア
Vidyo

714 2014.8.7 AMG の打ち合わせ 九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo
715 2014.8.7 AMG の打ち合わせ 九州大学病院 , 京都府立医科大学 日本 Vidyo
716 2014.8.7 APAN のテスト 九州大学病院 , パジャジャラン大学 日本 , インドネ

シア
Vidyo

717 2014.8.7 APAN のテスト 九州大学病院 , 福岡大学病院筑紫病院 日本 Vidyo

718 2014.8.7 APAN のテスト 九州大学病院 , 他多数 日本 , 他 Vidyo



4. 活動実績一覧表
2）サブイベント

37

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
719 2014.8.7 APAN のテスト アジア消化器センター , 他多数 インド , 他 Vidyo
720 2014.8.11 APAN のテスト 国立曁南国際大学 , 千葉大学 , ソウル大学

ブンダン病院 , 九州大学病院
台湾 , 日本 , 韓
国

Vidyo

721 2014.8.11 APAN のテスト 九州大学病院 , パジャジャラン大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

722 2014.8.11 APAN のテスト 国立曁南国際大学 , 千葉大学 , 北海道大学 , 
東北大学 , 九州大学病院

台湾 , 日本 Vidyo

723 2014.8.11 APAN のテスト 忠北大学 , 九州大学病院 , コベントリー イ
ギリス自宅

韓国 , 日本 , イ
ギリス

Vidyo

724 2014.8.11 APAN- テクノロジー 2 国立曁南国際大学 , シアトル科学財団 , 国
立台湾大学 , U of Sri Jayewardenepura

台湾 , アメリカ , 
スリランカ

Vidyo

725 2014.8.12 APAN のテスト 国立曁南国際大学 , 九州大学病院 , グアダ
ラハラ大学 , アレマナ病院 , 他

台湾 , 日本 , メ
キシコ , チリ

Vidyo

726 2014.8.12 APAN のテスト 忠北大学 , 九州大学病院 , 国立曁南国際大
学

韓国 , 日本 , 台
湾

Vidyo

727 2014.8.12 APAN のテスト 九州大学病院 , 香港中文大学 日本 , 香港 Vidyo
728 2014.8.13 APAN- ヘルスケア 1 国立曁南国際大学 , 韓国国立がんセン

ター , Soochow University, National 
Nanofab Center

台湾 , 韓国 H323

729 2014.8.13 APAN-health2 国立曁南国際大学 , 九州大学病院 , 
韓国国立リハビリテーションセン
ター , Gamification and Immersive 
Technologies Strategic Solutions, コベン
トリー イギリス自宅 , 忠北大学 , ソウル大
学ブンダン病院

台湾 , 日本 , 韓
国 , イギリス

Vidyo

730 2014.8.15 APAN-ILBS 国立曁南国際大学 , 肝胆道科学センター , 
インドネシア大学 , バンガバンドゥシェ
イク・ムジブ医科大学 , 同済病院 , U of 
Science and Technology, カーディナル・
サントス・メディカル・センター , エジプ
ト肝臓医療センター

台湾 , インド , 
インドネシ
ア , バングラデ
シュ , 韓国 , 中
国 , フィリピン , 
エジプト

Vidyo

731 2014.8.21 小児がん拠点プロジェク
トのテスト

九州大学病院 , 鹿児島市立病院 , 大分大学 日本 Vidyo

732 2014.8.22 小児がん拠点プロジェク
トのテスト

九州大学病院 , 九州がんセンター , 佐賀大
学 , 佐賀県医療センター好生館 , 大分県立
病院 , 琉球大学

日本 Vidyo

733 2014.8.22 胎児エコー遠隔配信のた
めの会議

東北大 , 九大 , 愛媛大 , NTT-AT, 神奈川こ
ども , ユビテック , ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

734 2014.8.26 国際化 PT のテスト 九州大学病院 , 広島大学 日本 H.323
735 2014.8.26 国際化 PT のテスト 九州大学病院 , 福井大学 , 鹿児島大学 , 筑

波大学
日本 Vidyo

736 2014.8.26 KJGI テスト 九州大学病院 , 建国大学病院 日本 , 韓国 DVTS
737 2014.8.26 四谷メディカルセンター

ライブ
四谷メディカルセンター , The Palais Des 
Congres De Montreal

日本 , カナダ H.323

738 2014.8.27 唐津赤十字病院とテスト 九州大学病院 , 唐津赤十字病院 日本 Vidyo
739 2014.8.27 東京医科歯科大学とテス

ト
九州大学病院 , 東京医科歯科大学 日本 Vidyo

740 2014.8.27 第３回遠隔胎児心エコー
セミナーと第１回胎児症
例検討会

東北大学 日本 Vidyo

741 2014.8.28 AMG のテスト 九州大学病院 , 京都府立医科大学 日本 Vidyo
742 2014.8.28 国際化 PT のテスト 九州大学病院 , 滋賀医科大学 日本 Vidyo
743 2014.8.29 国際化 PT ヒアリング 九州大学病院 , 筑波大学 日本 Vidyo
744 2014.8.29 国際化 PT ヒアリング 九州大学病院 , 東京医科歯科大学 日本 Vidyo
745 2014.8.30 Gastroenterology 

Trainees Weekend
Olympus メルボルン オーストラリア WebEX 

Streaming
746 2014.9.1 国際化 PT ヒアリング 九州大学病院 , 鹿児島大学 日本 Vidyo
747 2014.9.1 国際化 PT ヒアリング 九州大学病院 , 広島大学 日本 H.323
748 2014.9.2 国際化 PT ヒアリング 九州大学病院 , 滋賀医科大学 日本 Vidyo
749 2014.9.2 AMG のテスト 九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo



TEMDEC 活動報告 2014

38

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
750 2014.9.2 国際化 PT ヒアリング 九州大学病院 , 福井大学 日本 Vidyo
751 2014.9.3 JSES のテスト 九州大学病院 , ホテルメトロポリタン盛岡 日本 Vidyo
752 2014.9.3 イベント No.478 のため

のテスト
九州大学病院 , 岐阜大学 , 北海道大学 日本 DVTS

753 2014.9.4 イベント No.479 のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
川崎医科大学 , 京都大学 , ジョンソン・エ
ンド・ジョンソン東京サイエンスセンター

日本 , 韓国 DVTS

754 2014.9.5 MX との会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , 
Dr.Tanimoto 自宅

日本 , メキシコ Vidyo

755 2014.9.5 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , APAN-LK, 
APAN-JP, TERENA, 他

日本 , 中国 , ス
リランカ , オラ
ンダ , 他

H.323

756 2014.9.5 AMG のテスト 九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo
757 2014.9.8 国際化 PT のテスト 九州大学病院 , 金沢大学 日本 H.323
758 2014.9.9 佐賀大外科ビデオンカン

ファのためのテスト
九州大学病院 , 佐賀大学 , 佐賀県医療セン
ター好生館 , 唐津赤十字病院 , 高木病院 , 
織田病院

日本 Vidyo 
アノテー
ション

759 2014.9.9 国際化 PT のテスト 九州大学病院 , 北海道大学 , 旭川医科大学 , 
東北大学 , 秋田大学 , 筑波大学 , 群馬大学 , 
東京大学医科学研究所 , 東京医科歯科大
学 , 金沢大学 , 福井大学 , 山梨大学 , 信州
大学 , 名古屋大学 , 京都大学 , 大阪大学 ,
島根大学 , 山口大学 , 徳島大学 , 香川大学 , 
愛媛大学 , 高知大学 , 大分大学 , 宮崎大学 , 
鹿児島大学 , 琉球大学

日本 H.323 
Vidyo

760 2014.9.10 イベント No.479 のため
のテスト

九州大学病院 , ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン東京サイエンスセンター , 金沢大学

日本 DVTS

761 2014.9.12 建国大学病院とのテスト 九州大学病院 , 建国大学病院 日本 , 韓国 DVTS

762 2014.9.12 東北胎児セミナー 東北大学 日本 H.323 
Vidyo 
Streaming

763 2014.9.16 イベント No.481 のため
のテスト

九州大学病院 , ニシム電子工業 , 産業医科 日本 Vidyo

764 2014.9.16 イベント No.482 のため
のテスト

九州大学病院 , 大分大学 , 熊本赤十字病院 , 
佐賀県医療センター好生館 , 佐賀大学

日本 Vidyo

765 2014.9.16 イベント No.481 のため
のテスト

アクロス福岡 日本 Vidyo

766 2014.9.17 イベント No.481 のため
のテスト

九州大学病院 , 岩手医科大学 日本 Vidyo

767 2014.9.18 イベント No.482 のため
のテスト

九州大学病院 , 長崎大学 日本 Vidyo

768 2014.9.19 イベント No.485 のため
のテスト

九州大学病院 , 秋田大学 日本 Vidyo

769 2014.9.19 イベント No.485 のため
のテスト

九州大学病院 , 愛媛大学 日本 Vidyo

770 2014.9.21 東北胎児セミナー 東北大学 , 九州大学病院 日本 H.323 
Vidyo 
Streaming

771 2014.9.22 イベント No.484 のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
ソウル大学ブンダン病院 , 宮城県立こども
病院

日本 , タイ , 韓
国

Vidyo

772 2014.9.24 CEDIA との打ち合わせ 九州大学病院 , エクアドル自宅 , グアダラ
ハラ大学

日本 , エクアド
ル , メキシコ

Vidyo

773 2014.9.24 イベント No.483 のため
のテスト

九州大学病院 , 佐賀県医療センター好生
館 , 佐賀大学

日本 Vidyo

774 2014.9.24 東北胎児セミナー 東北大学 日本 Vidyo
775 2014.9.25 イベント No.484 のため

のテスト
九州大学病院 , 宮城県立こども病院 日本 Vidyo
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776 2014.9.26 胎児エコー遠隔配信のた

めの会議
神奈川こども医療センター , ユビテック , 
東北大学 , 滋賀医科大学 , 国立情報学研究
所 , ビジョンブリッジ , 宮崎大学 , 篠栗町
自宅 , 久留米市自宅 , 九州大学病院

日本 Vidyo

777 2014.9.29 イベント No.484 のため
のテスト

東北大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

778 2014.9.29 イベント No.483 のため
のテスト

佐賀大学 , 佐賀県医療センター好生館 , 織
田病院 , 高木病院 , 唐津赤十字病院

日本 Vidyo

779 2014.9.29 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 , 近畿大学病院 , ジョンソン
& ジョンソン MIT, 産業医科大学 , 千葉大
学 , 北海道大学病院

日本 Vidyo

780 2014.9.30 イベント No.485 のため
のテスト

東京医科歯科大学 , 九州大学病院 , 愛媛大
学 , Vidyo Japan

日本 Vidyo

781 2014.10.1 イベント No.484 のため
のテスト

九州大学病院 , ホテルメトロポリタン盛
岡 , マヒドン大学シリラ病院 , ソウル大学
ブンダン病院 , 宮城県立こども病院

日本 , 韓国 Vidyo

782 2014.10.2 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

783 2014.10.6 イベント No.486 のため
のテスト

九州大学病院 , 東京医科歯科大学 日本 Vidyo

784 2014.10.7 インドネシア大学からの
ライブデモ

九州大学病院 , インドネシア大学 日本 , インドネ
シア

H.323

785 2014.10.7 国際化 PT ヒアリング 九州大学病院 , 東京医科歯科大学 日本 Vidyo
786 2014.10.8 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 日本 , メキシコ Vidyo
787 2014.10.8 イベント No.485 のため

のテスト
九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 日本 , 韓国 H.323

788 2014.10.8 イベント No.485 のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡国際会議場 日本 H.323

789 2014.10.9 NEPAL とのテスト 九州大学病院 , NREN, トリプバン大学 日本 , ネパール H.323
790 2014.10.14 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , 

Dr.Tanimoto 自宅
日本 , メキシコ Vidyo

791 2014.10.14 APAN-PC TERENA, 九州大学病院 , 精華大学 , 
LEARN-LK,ITB 他

オランダ , 日本 , 
中国 , スリラン
カ , インドネシ
ア , 他

Vidyo

792 2014.10.15 STIC セミナーのための
テスト

東北大学 , 台児診所 , ユビテック 日本 , 台湾 H.323
Vidyo

793 2014.10.15 APAN_Med 九州大学病院 , 国立台湾大学 , 肝胆道科学
センター , チュラロンコン大学 , 香港大学 , 
VINAREN,　忠北大学 , マヒドン大学シ
リラ病院 , APAN-JP, マラヤ大学

日本 , 台湾 , イ
ンド , タイ , 香
港 , ベトナム , 
韓国 , マレーシ
ア

H.323

794 2014.10.16 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

九州大学病院 , 千葉大 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

795 2014.10.17 ネパールとのテスト 九州大学病院 , トリプバン大学 日本 , ネパール H.323
796 2014.10.17 イベント No.489 のため

のテスト
天津病院 , 九州大学病院 日本 , 中国 DVTS

797 2014.10.19 ミャンマーのホテルと接
続

九州大学病院 , ミャンマーのホテル 日本 , ミャン
マー

Vidyo

798 2014.10.20 イベント No.494 のため
のテスト

九州大学病院 , 一橋講堂 , 広島大学 , 愛媛
大学 , 滋賀医科大学

日本 H.323

799 2014.10.21 イベント No.489 のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS 
telepointer

800 2014.10.21 メトロポリタンバジラ病
院とのテスト

メトロポリタンバジラ病院 , 九州大学病院 日本 , タイ DVTS

801 2014.10.21 小児がんテスト 九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo
802 2014.10.22 イベント No.488 のため

のテスト
筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 日本 , ベトナム Vidyo
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803 2014.10.22 イベント No.494 のため

のテスト
九州大学病院 , 国立情報学研究所一ツ橋講
堂 , 東北大学 , 琉球大学 , 宮崎大学 , 広島
大学 , 北海道大学

日本 H.323

804 2014.10.23 北海道大学病院とのテス
ト

北海道大学病院 , 九州大学病院 日本 DVTS

805 2014.10.23 イベント No.489 のため
のテスト

九州大学病院 , 順天堂大学 , 復旦大学中山
病院 , 北京協和医院 , 天津病院

日本 , 中国 DVTS 
telepointer

806 2014.10.24 イベント No.488 のため
のテスト

筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 日本 , ベトナム Vidyo

807 2014.10.27 イベント No.489 のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS 
telepointer

808 2014.10.29 メキシコとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 日本 , メキシコ Vidyo
809 2014.10.29 東北胎児セミナー 東北大学 日本 Vidyo
810 2014.10.3 イベント No.494 のため

のテスト
九州大学病院 , 東北大学 , 弘前大学 , 名古
屋大学 , 琉球大学 , 広島大学　

日本 H.323

811 2014.10.3 ネパールとのテスト 九州大学病院 , NREN, トリプバン大学 , 
カトマンズモデル病院

日本 , ネパール H.323

812 2014.10.31 イベント No.493 のため
のテスト

九州大学病院 , グアダラハラ大学 日本 , メキシコ Vidyo

813 2014.10.31 イベント No.490 のため
のテスト

九州大学病院 , 名古屋大学 , 肝胆道科学セ
ンター , 香港大学

日本 , 香港 Vidyo

814 2014.10.31 イベント No.494 のため
のテスト

Vision Bridge, 神奈川県立こども医療セ
ンター , 滋賀医科 , 東北大学 , 名古屋大学 , 
九州大学病院

日本 Vidyo

815 2014.11.5 イベント No.490 のため
のテスト

Adelaide, チョーライ病院 , チュラロンコ
ン大学 , 香港中文大学プリンスオブウェー
ルズ病院 , 九州大学病院 , 名古屋大学

日本 , オースト
ラリア , ベトナ
ム , タイ , 香港

Vidyo

816 2014.11.5 APAN-PC 精華大学 , learn-LK, APAN-JP, 九州大学
病院 , 他

中国 , スリラン
カ , 日本 , 他

H.323 
Vidyo

817 2014.11.6 東北胎児遠隔カンファレ
ンス

東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 H.323

818 2014.11.7 Vidyo との打ち合わせ 九州大学病院 , Vidyo Japan 日本 Vidyo
819 2014.11.7 イベント No.495 の打ち

合わせ
九州大学病院 , 神奈川胎児エコー研究会事
務局 , 東北大学 , 愛媛大学

日本 Vidyo

820 2014.11.10 小児がんテスト 九州大学病院 , 熊本大学 , 大分大学 , 琉球
大学 , 福岡大学 , 鹿児島市立病院

日本 Vidyo

821 2014.11.10 アデレードのためのテス
ト

九州大学病院 , Level 3 Service Desk 日本 , オースト
ラリア

H.323 
Vidyo

822 2014.11.11 イベント No.494 のため
のテスト

九州大学病院 , カンクンセンター 日本 , メキシコ Vidyo

823 2014.11.11 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 日本 Vidyo

824 2014.11.12 イベント No.494 のため
のテスト

九州大学病院 , カンクンセンター 日本 , メキシコ Vidyo

825 2014.11.12 MIC の会議 九州大学馬出キャンパス , 九州大学箱崎
キャンパス , 九州大学別府キャンパス

日本 H.323

826 2014.11.13 イベント No.495 のため
のテスト

九州大学病院 , 国立台湾大学 , Dr. Chang's 
clinic

日本 , 台湾 H.323

827 2014.11.13 イベント No.494 のため
のテスト

九州大学病院 , 京都府立医科大学 日本 Vidyo

828 2014.11.13 イベント No.495 の打ち
合わせ

東北大学 , 他 日本 Vidyo

829 2014.11.14 イベント No.494 のため
のテスト

九州大学病院 , カンクンセンター 日本 , メキシコ Vidyo

830 2014.11.14 イベント No.494 のため
のテスト

カンクンセンター , 大阪府立成人病セン
ター

日本 , メキシコ Vidyo

831 2014.11.17 イベント No.494 のため
のテスト

カンクンセンター , 京都府立医科大学 , 大
阪府立成人病センター

日本 , メキシコ Vidyo

832 2014.11.18 イベント No.494 のため
のテスト

カンクンセンター , 京都府立医科大学 , 大
阪府立成人病センター

日本 , メキシコ Vidyo
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833 2014.11.18 イベント No.497 のため

のテスト
九州大学病院 , 高木病院・高邦会 , 織田病
院・祐愛会

日本 Vidyo

834 2014.11.20 千葉大学病院と埼玉の土
佐クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

835 2014.11.26 東北胎児セミナー 東北大学 日本 H.323 
Vidyo 
Streaming

836 2014.11.28 PT のテスト 九州大学病院 , 長崎大学病院 日本 H.323
837 2014.11.28 イベント No.499-502 の

ためのテスト
九州大学病院 , サンジャイ　ガンジー医科
学大学院

日本 , インド H.323

838 2014.12.4 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , 忠北大学 , 上海交通大学第
一人民病院虹口分院 , チュラロンコン大
学 , チョーライ病院

日本 , 韓国 , 中
国 , タイ , ベト
ナム

H.323

839 2014.12.4 千葉大学病院と埼玉の土
佐クリニックとの会議

千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

840 2014.12.5 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , グアダラハラ大学病院 , 
シャープマサトラン病院 , Hosp General 
de Mexico S.Sa 医師自宅 , 東北大学

日本 , メキシコ Vidyo

841 2014.12.8 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , リオデジャネイロ医師自宅 日本 , ブラジル Vidyo

842 2014.12.8 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , VINAREN 日本 , ベトナム H.323

843 2014.12.8 福大筑紫病院とのテスト 九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS
844 2014.12.9 イベント No.499-502 の

ためのテスト
九州大学病院 , 上海交通大学第一人民病院
虹口分院 , チュラロンコン大学 , チョーラ
イ病院 , インドネシア大学 , 忠北大学

日本 , 中国 , タ
イ , ベトナム , 
インドネシア , 
韓国

H.323

845 2014.12.10 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , UERJ 医師自宅 , RUTE 医
師自宅 , アンヘレスメトロポリターノ病院
医師自宅 , ゴンザレス総合病院 , グアダラ
ハラ大学病院 , Hosp Central Policia, 東北
大学

日本 , ブラジル , 
メキシコ , コロ
ンビア

Vidyo

846 2014.12.10 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , インドネシア大学 , 
BdREN, Ubuntunet

日本 , インドネ
シア , バングラ
デシュ , ウガン
ダ

H.323

847 2014.12.11 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , VINAREN, BdREN, ITB 日本 , ベトナ
ム , バングラデ
シュ , インドネ
シア

H.323

848 2014.12.11 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , Ubuntunet 日本 , ウガンダ Vidyo
Skype

849 2014.12.11 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
上海交通大学第一人民病院虹口分院 , チュ
ラロンコン大学 , チョーライ病院 , インド
ネシア大学

日本 , 韓国 , 中
国 , タイ , ベト
ナム , インドネ
シア

H.323

850 2014.12.12 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , Dr.Tanimoto 自宅 , アレマ
ナ病院 , サンパウロ大学医師自宅 , グアダ
ラハラ大学病院 , シャープマサトラン病
院 , ゴンザレス総合病院 , 東北大学

日本 , メキシコ , 
チリ , ブラジル

Vidyo

851 2014.12.12 イベント No.499-502 の
ためのテスト

九州大学病院 , 南オーストラリア保健
局 , サンジャイ　ガンジー医科学大学院 , 
Ubuntunet

日本 , オースト
ラリア , インド , 
ウガンダ

H.323

852 2014.12.15 小児がんのテスト 大分大学 , 宮崎大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
853 2014.12.16 ニチイ学館とのテスト 九州大学病院 , ニチイ学館 日本 Vidyo
854 2014.12.18 福大筑紫病院とのテスト 九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS
855 2014.12.24 福大筑紫病院とのテスト 九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS
856 2014.12.26 スクワール麹町とのテス

ト
九州大学病院 , スクワール麹町 日本 Vidyo

857 2015.1.5 イベント No.504 のため
のテスト

九州大学病院 , バジラ病院 , チョーライ病
院 , マラヤ大学

日本 , タイ , マ
レーシア

Vidyo
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858 2015.1.6 コロンビア法廷医学ス

クールとのテスト
九州大学病院 , コロンビア法廷医学スクー
ル

日本 , コロンビ
ア

H.323

859 2015.1.7 スクワール麹町とのテス
ト

九州大学病院 , スクワール麹町 日本 Vidyo

860 2015.1.7 APAN_Med 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
肝胆道科学センター , チュラロンコン大
学 ,　香港大学 , 国立台湾大学 , ERNET, 
アジア消化器センター , マラヤ大学 ,　忠
北大学 , チョーライ病院 , マヒドン大学シ
リラ病院 

日本 , 韓国 , イ
ンド , タイ , 香
港 , 台湾 , マ
レーシア

H.323 
Vidyo 
Skype

861 2015.1.8 イベント No.504 のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
バジラ病院 , チョーライ病院 , マラヤ大学

日本 , タイ , マ
レーシア

Vidyo

862 2015.1.8 イベント No.504 のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ Vidyo

863 2015.1.13 APAN-PC LEARN-LK, APAN-JP, 九州大学病院 , 
TEIN, 他

スリランカ , 日
本 , 韓国 他

H.323
Vidyo

864 2015.1.14 MIC の会議 九州大学馬出キャンパス , 九州大学箱崎
キャンパス , 九州大学別府キャンパス , 九
州大学伊都キャンパス

日本 H.323

865 2015.1.16 メキシコとの会議 九州大学病院 , Dr.Tanimoto 自宅 , グアダ
ラハラ大学

日本 , メキシコ Vidyo

866 2015.1.18 第 26 回胎児心臓病症例
報告会

神奈川県立こども医療センター , エソール
広島 , 東北大学 , 台児診所 , 他

日本、台湾 Vidyo 
H.323
streaming

867 2015.1.19 小児がんのテスト 九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo

868 2015.1.22 福大筑紫病院とのテスト 九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 , 福岡大
学

日本 DVTS

869 2015.1.22 小児がんのテスト 九州大学病院 , 鹿児島大学 日本 Vidyo

870 2015.1.26 大浜第一病院とのテスト 九州大学病院 , 大浜第一病院 日本 Vidyo

871 2015.1.26 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 ,　大浜第一病院、千葉大学 , 
北海道大学 , ジョンソンアンドジョンソン 
MIT, 近畿大学 , 名古屋大学 , 斗南病院 , 産
業医科大学

日本 Vidyo

872 2015.1.27 APAN-PC 精華大学、国立台湾大学、LEARN-LK, 
他

韓国 , 台湾 , ス
リランカ 他

H.323

873 2015.1.28 コロンビアとの打ち合わ
せ

九州大学病院 , コロンビア法廷医学スクー
ル

日本 , コロンビ
ア

H.323

874 2015.1.28 南オーストラリア保健局
とのテスト 
SA Health とのテスト

九州大学病院 , 南オーストラリア保健局 , 
ライエル　マクユーイング　病院

日本 , オースト
ラリア

H.323
Vidyo

875 2015.1.28 岩手医科大学の会議 岩手医科大学 , 盛岡市立病院 , 北上済生会
病院 , かづの厚生病院 , 山本組合総合病院 , 
盛岡赤十字病院

日本 Vidyo

876 2015.1.29 東北胎児セミナー 宮城こども病院、仙台医療センター、日
本海病院 , 山形大学 , 秋田赤十字病院

日本 H.323
Vidyo 
streaming

877 2015.1.29 マケレレ大学とのテスト 九州大学病院 , マケレレ大学 日本、ウガンダ H.323

878 2015.2.3 APAN_Med 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
忠北大学 , 国立台湾大学 , 香港大学 , チュ
ラロンコン大学 , マラヤ大学 , 国立腎臓移
植施設 , ASTI

日本 , 韓国 , 台
湾 , 香港 , タイ ,
マレーシア ,
フィリピン

H.323
Vidyo

879 2015.2.7 看護発表会 九州大学病院 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
880 2015.2.9 イベント No.507 のため

のテスト
ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サ
イエンスセンター , 名古屋大学 , 九州大学
病院

日本 Vidyo

881 2015.2.9 PT のテスト 浜松医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

882 2015.2.9 ボリビアとテスト ボリビアのホテル , 九州大学病院 日本 , ボリビア Vidyo

883 2015.2.9 APAN-PC APAN-LK, 精華大学 , 国立台湾大学 , 
TERENA, 九州大学病院

スリランカ , 韓
国 , 台湾 , オラ
ンダ , 日本

H.323
Vidyo

884 2015.2.9 福大筑紫病院とのテスト 九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 , 福岡大
学

日本 DVTS

885 2015.2.10 イベント No.507 のため
のテスト

九州大学病院、近畿大学 日本 Vidyo

886 2015.2.12 APAN-Dental のテスト 九州大学病院 , アイルランガ大学歯学部 日本 , インドネ
シア

Vidyo

887 2015.2.12 APAN-Healthcare2 のテ
スト

Health Science Research Information 
Center, Ministry of Science, ICT and 
Future Planning in Seoul, CBNU 
Incheon, Evidence-Based Med Center

韓国 , 中国 Vidyo

888 2015.2.12 イベント No.510 のため
のテスト

九州大学病院 , ブラウィジャヤ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

889 2015.2.13 イベント No.507 のため
のテスト

九州大学病院 , 名古屋大学 , ジョンソン・
エンド・ジョンソン東京サイエンスセン
ター , 近畿大学

日本 Vidyo

890 2015.2.13 The 3rd Liver GI Fair 肝胆道科学センター , The Ritz Carlton 
Bangalore

インド Vidyo

891 2015.2.13-
14

胎児心臓病学会 一ツ橋講堂 日本 Vidyo 
streaming

892 2015.2.16 マレーシアとのテスト 九州大学病院 , U Putra Malaysia 日本 , マレーシ
ア

Vidyo

893 2015.2.16 小児がんテスト 九州大学病院 , 琉球大学 日本 Vidyo

894 2015.2.16 イベント No.510 のため
のテスト

九州大学病院 , ブラウィジャヤ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

895 2015.2.17 イベント No.509 のため
のテスト

九州大学病院 , Kyrgyz State Med 
Academy, National Center of Cardiology 
and Internal Med, CAREN

日本 , キルギス Vidyo

896 2015.2.19 APAN-Dental のテスト 九州大学病院 , インドネシア大学歯学部 日本 , インドネ
シア

Vidyo

897 2015.2.19 イベント No.509 のため
のテスト

九州大学病院 , National Center of 
Cardiology and Internal Med, CAREN

日本 , キルギス Vidyo

898 2015.2.19 APAN-Dental のテスト 九州大学病院 , 鹿児島大学 日本 Vidyo

899 2015.2.19 APAN-ECE のためのテ
スト

九州大学病院 , 名古屋大学 日本 Vidyo

900 2015.2.20 Clinica Aremana とのテ
スト

九州大学病院 , Colaboracion Virtual 日本 , チリ H.323

901 2015.2.20 イベント No.512 のため
のテスト

九州大学病院 , 北海道大学 日本 DVTS

902 2015.2.20 イベント No.509 のため
のテスト

九州大学病院 , National Center of 
Cardiology and Internal Med

日本 , キルギス Vidyo

903 2015.2.20 APAN_Med 九州大学病院 , 香港 Vidyo, 肝胆道科学セ
ンター , APAN-JP, 国立台湾大学 , 台児診
所 , マヒドン大学シリラ病院

日本 , 香港 , イ
ンド , 台湾 , タ
イ

H.323
Vidyo

904 2015.2.20 イベント No.511 のため
のテスト

九州大学病院 , 佐賀県医療センター好生
館 , 高木病院 , 佐賀大学

日本 Vidyo

905 2015.2.23 APAN-Dental のテスト 九州大学病院 , 東京医科歯科大学 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
906 2015.2.23 イベント No.511 のため

のテスト
九州大学病院 , 唐津赤十字病院 , 佐賀大学 日本 Vidyo

907 2015.2.23 APAN-ECE のためのテ
スト

九州大学病院 , マラヤ大学 , 肝胆道科学セ
ンター

日本 , マレーシ
ア , インド

Vidyo

908 2015.2.23 イベント No.510 のため
のテスト

九州大学病院 , ブラウィジャヤ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

909 2015.2.23 APAN-Dental のテスト 九州大学病院 , 九州歯科大学 日本 Vidyo

910 2015.2.24 APAN-Cadaver のための
テスト

Vajira Hosp, 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

911 2015.2.24 APAN-Dental のテスト 九州大学病院 , 鹿児島大学 日本 Vidyo

912 2015.2.24 APAN-HPB のテスト 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
マヒドン大学シリラ病院 , マラヤ大学 , カ
トマンズモデル病院

日本 , 韓国 , タ
イ , マレーシア , 
ネパール

Vidyo

913 2015.2.25 APAN-ECE のためのテ
スト

九州大学病院 , マレーシアプトラ大学 日本 , マレーシ
ア

Vidyo

914 2015.2.25 第 9 回　遠隔胎児心エ
コーセミナー 
第 4 回　胎児心臓病症例
検討会

東北大学 , 他 日本 Vidyo 
streaming

915 2015.2.26 メキシコとの会議 九州大学病院 , Dr.Tanimoto 自宅 , グアダ
ラハラ大学

日本 , メキシコ Vidyo

916 2015.2.26 胎児カンファレンスのた
めの会議

東北大学 , 台児診所 , ビジョンブリッジ , 
ユビテック

日本 , 台湾 Vidyo

917 2015.2.26 APAN-Cadaver のための
テスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ Vidyo

918 2015.2.26 APAN-Healthcare2 のた
めのテスト

Health Science Research Information 
Center, 忠北大学 , 蘭州大学 , Taiwan 
EBM Assoc

韓国 , 中国 , 台
湾

Vidyo

919 2015.2.26 APAN-ECE のためのテ
スト

九州大学病院 , Changi General Hosp, 
チョーライ病院 , Baldota Institute of 
Digestive Science, 肝胆道科学センター , 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 , 
Tan Tock Seng Hosp, マレーシアプトラ大
学

日本 , シンガ
ポール , インド , 
マレーシア

Vidyo

920 2015.2.27 ジョンソン・エンド・ジョ
ンソンへの発表のための
テスト

九州大学病院 , ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン東京サイエンスセンター

日本 Vidyo

921 2015.2.27 APAN-Healthcare2 のた
めのテスト

Lowell U, 忠北大学 アメリカ , 韓国 Vidyo

922 2015.2.27 APAN-HPB のためのテ
スト

九州大学病院 , カトマンズモデル病院 , ト
リプバン大学 , ソウル大学ブンダン病院 , 
セントルークス病院 , National Kidney 
and Transplant Institute, 北京がんセン
ター , GB パント病院 , ビエット ドゥック
病院 , サンウェイ・メディカル・センター , 
千葉大学 , 北海道大学 , エアランガ大学歯
学部

日本 , ネパール , 
韓国 , フィリピ
ン , 中国 , イン
ド , ベトナム , 
マレーシア , イ
ンドネシア

Vidyo

923 2015.2.27 日本手術看護学会のため
のテスト

北海道大学 , 旭川医科大学 , 札幌医科大学 , 
市立札幌病院 , 函館五稜郭病院 , 釧路孝仁
会記念病院 , 釧路労災病院

日本 Vidyo
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5.　イベント概要	

1）　	プログラム
#441　神経内科テレカンファレンス　2014.4.14

Session outline
Session title
Date & Time (Time in Japan and Korea)
Topic
Style
Organizer Hiroshi Shigeto
System
main Name Institution Country
Chair Kyushu Univ. Hospital JP
Co-chair Kyushu Univ. Hospital JP
Chief Engineer* Kyushu U. JP

Participanting institution Moderator's name Country Engineer's name
1. Kyoto University Hospital JP Okamoto, Uranishi
2. Seoul National University KR Cho, Jo
3. National Taiwan University TW Chiang, Wu 
4. Kyushu University Hospital JP Houkabe, Hu

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

Program (JP) Presenter/Center KR TW

17:00-17:10 Greetings All 17:00-17:10 16:00-16:10
17:10-17:40 Epilepsy case 1 Hiroshi Shigeto 17:10-17:40 16:10-16:40
17:40-18:10 IVM case Beom Seok Jeon 17:40-18:10 16:40-17:10
18:10-18:40 TBD 18:10-18:40 17:10-17:40

Preparations:

  . Teleconference, connecting 4 stations.
  · We use one line of DVTS, whose bandwidth is about 30Mbps.
  · Images from multiple stations are controlled by Quatre, located at APAN-JP.

2nd Neurology Teleconference
17:00-19:00 (16:00-18:00 in Taiwan), April 14 (Mon), 2014.  
Epilepsy and Involuntary movements (connection test of DVTS)

DVTS

Teleconference

Chung-Chin Kuo, Su Jen Jen
Hiroshi Shigeto

Jun-ichi Kira
Shozo Tobimatsu
Houkabe, Hu

Akio Ikeda, Riki Matsumoto, Takeshi Inoue
Beom Seok Jeon



TEMDEC 活動報告 2014

46

 関東腹腔鏡下胃切除研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

KANTO  RESEARCH  ASSOCIATION  for  LAPAROSCOPIC  GASTRECTOMY 

第25回関東腹腔鏡下胃切除研究会プログラム 
             日 時：2014年 4月 26日（土）10：00～18：00  
             会    場：東京医科歯科大学   M&Dタワー２F鈴木章夫記念講堂 

HD中継 : 沖縄（琉球大学） 金沢（石川県立中央病院） 
                                          

（午前の部） ハンズオンセミナー １０：００～１２：３０
講 師 ： 金平 永二 先生（メディカルトピア草加病院）

： 木下 敬弘 先生（国立がん研究センター東病院）

： 瀧口 修司 先生（大阪大学）

関東 ＡＧ道場（ビデオクリニック） １０：００～１２：３０
① 郭清

座 長 ： 竹内 裕也先生（慶應義塾大学）

： 櫻本 信一先生（埼玉医科大学国際医療センター）

②膵上縁郭清

座 長 ： 國崎 主税先生（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

： 松井 英男先生（川崎高津診療所）

ランチョンセミナー：腹腔鏡下胃全摘術における遠位脾動脈リンパ節郭清

座 長 ： 片井 均先生（国立がん研究センター中央病院） １２：４０～１３：４０
演者 ： 大森 健先生（大阪警察病院）

座 長 ： 寺島 雅典先生（静岡県立静岡がんセンター） 佐藤 誠二先生（藤田保健衛生大学）
①次世代を担う術者 分
演者 ： 岡 伸一先生（埼玉医科大学国際医療センター）

②エキスパートによる膵上縁郭清 分 休憩２０分
演者 ： 永井 英司先生（九州大学）

（午後の部） 主題１ ） Ｎｏ ６郭清 １４：００～１５：００

 【お問合せ】 事務局 
東京医科歯科大学 低侵襲医学研究センター内  
〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45  
Phone 03-5803-5260 Fax 03-5803-0139 
E-mail  k-kojima.srg2@tmd.ac.jp   
URL http://kanto-lag.kenkyuukai.jp/ 

当番世話人 大平 寛典（国際医療福祉大学） 
参加費 5,000円 

  

 
 

研究会終了後、懇親会を開催いたします。是非ご参加下さい。

 

開会の挨拶 ： 大平 寛典 先生（国際医療福祉大学）

主題３ ） 胃全摘後再建

主題２ ） 膵上縁郭清

座 長 ： 小嶋 一幸先生（東京医科歯科大学） 篠原 尚先生（虎の門病院）
①次世代を担う術者 分
演者 ： 野田 和雅先生（埼玉県立がんセンター）

②エキスパートによるＮｏ．６郭清 分
演者 ： 能城 浩和先生（佐賀大学）

座 長 ： 福永 哲先生（聖マリアンナ医科大学） 大平 寛典先生（国際医療福祉大学）

演者 ： 谷口 桂三先生（帝京大学医学部附属溝口病院） 縫合器
： 木下 敬弘先生（国立がん研究センター東病院） 吻合器
： 比企 直樹先生（がん研有明病院） 吻合器

スポンサードセミナー： 腹腔鏡下胃全摘 マスターすべき基本テクニック

座 長 ： 宇山 一朗先生（藤田保健衛生大学）
演者 ： 金谷 誠一郎先生（大阪赤十字病院）

１５：００～１６：００

１６：２０～１７：００

１７：００～１７：４５

#442　第 25 回関東腹腔鏡下胃切除研究会　2014.4.26
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#443　第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 1 上部消化管　2014.5.15

Live Endoscopy Session 1

Upper GI

May 15(Thu) 9：00～11：00
Room 11（501, 5F, Fukuoka International Congress Center)

Moderators: Haruhiro Inoue
Digestive Disease Center, Showa Univ. Koto-Toyosu Hospital, Japan
Rungsun Rerknimitr
Chualongkorn Univ., Thailand

Panelists
Dept. of Gastrointestinal Oncology, Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases, Japan Noriya Uedo

Dept. of Gastroenterology and Hepatology, Tokyo Medical Univ., Japan Takuji Gotoda

Dept. of Medicine and Clinical Science, Kyushu Univ., Japan Motohiro Esaki

E Central Hospital, Vietnam Vinh Thuy Nguyen

Live Demonstration
LV1-1. Esophagus

Dept. of Gastroenterology, Fukuoka Univ. Chikushi Hospital, Japan Yasuhiro Takaki

LV1-2. Esophagus
Lyell McEwin Hospital & Univ. of Adelaide, Australia Rajvinder Singh

LV1-3. Esophagocardial junction
Zhongshan Hospital, Fudan Univ., China Pinghong Zhou

LV1-4. Esophagocardial junction
The Chinese Univ. of Hong Kong, Hong Kong Philip W.Y. Chiu

LV1-5. Stomach
Dept. of Endoscopy, Fukuoka Univ. Chikushi Hospital, Japan Kenshi Yao
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#444　第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 2 下部消化管　2014.5.15

Live Endoscopy Session 2

Lower GI

May 15(Thu) 14：00～16：30
Room 11（501, 5F, Fukuoka International Congress Center）

Moderators: Shinji Tanaka
Dept. of Endoscopy, Hiroshima Univ., Japan
Christopher Khor
Singapore General Hospital, Singapore

Panelists
National Cancer Center Hospital, Japan Yutaka Saito

Digestive Disease Center, Kurume Univ., Japan Osamu Tsuruta

Dept. of Gastroenterology, Akita Red Cross Hospital, Japan Hiroo Yamano

Univ. of Malaya Medical Center, Malaysia Shiaw-Hooi Ho

Live Demonstration
LV2-1. Colon

Dept. of Endoscopy, Kobe Univ. Hospital, Japan Takashi Toyonaga

LV2-2. Colon
Dept. of Endoscopy, Hiroshima Univ. Hospital, Japan Shiro Oka

LV2-3. Colon
National Taiwan Univ. Hospital, Taiwan Han-Mo Chiu
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#445　第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 3 胆膵 1　2014.5.16

Live Endoscopy Session 3

Pancreatobiliary 1

May 16(Fri) 9：30～11：30
Room 11（501, 5F, Fukuoka International Congress Center）

Moderators: Kenjiro Yasuda
Dept. of Gastroenterology, Kyoto Second Red Cross Hospital, Japan
Christopher Khor
Singapore General Hospital, Singapore

Panelists
Dept. of Gastroenterology Saitama Medical Univ. International Medical Center, Japan Shomei Ryozawa

Dept. of Gastroenterology, Teikyo Univ. Mizonokuchi Hospital, Japan Ichiro Yasuda

Dept. of Medicine and Bioregulatory Science, Kyushu Univ., Japan Hisato Igarashi

Div. of Gastroenterology/ Dept. of Internal Medicine, Univ. of Indonesia, Indonesia Dadang Makmun

Live Demonstration
LV3-1. Pancreatobiliary

Dept. of Gastroenterology, Kyoto Second Red Cross Hospital, Japan Kiyohito Tanaka

LV3-2. Pancreatobiliary
Div. of Gastroenterology, Dept. of Medicine, Kurume Univ., Japan Yoshinobu Okabe

LV3-3. Pancreatobiliary
Digestive Disease Center, Konkuk Univ. Medical Center, Korea Chan Sup Shim

LV3-4. Pancreatobiliary
Dept. of Internal Medicine, National Taiwan Univ. Hospital, Taiwan Hsiu-Po Wang
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#446　第 87 回日本消化器内視鏡学会　内視鏡ライブ 4 胆膵 2　2014.5.16

Live Endoscopy Session 4

Pancreatobiliary 2

May 16(Fri) 14：30～17：00
Room 11（501, 5F, Fukuoka International Congress Center）

Moderators: Kenjiro Yasuda
Dept. of Gastroenterology, Kyoto Second Red Cross Hospital, Japan
Rungsun Rerknimitr
Chualongkorn Univ., Thailand

Panelists
Dept. of Gastroenterology, The Univ. of Tokyo, Japan Hiroyuki Isayama

Dept. of Gastroenterology and Hepatology, Tokyo Medical Univ., Japan Takao Itoi

Center for Gastroenterology, Teine-Keijinkai Hospital, Japan Akio Katanuma

Univ. of Santo Tomas Hospital, Philippines Frederick Dy

Live Demonstration
LV4-1. Pancreatobiliary

Dept. of Gastroenterology, Asan Medical Center, Korea Dong Wan Seo

LV4-2. Pancreatobiliary
Rajavithi Hospital, Thailand Thawee Ratanachu-Ek

Siriraj Hospital, Mahidol Univ., Tailand Nonthalee Pausawasdi

LV4-3. Pancreatobiliary
Chairman, Asian Institute of Gastroenterology, India D. Nageshwar Reddy
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#449　第 55 回日本神経学会学術大会 International Session　2014.5.23
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#451　内視鏡クラブ　E －カンファレンス　2014.5.27
Endoscopy Club E-conference 20140527 Ver1.7      2015/2/18

Session outline
Title
Date & Time (Malaysia time)
Topic
Style
System
Organizer

main
Chair
Co-chair
Chief Engineer*
Participating institution
1. Kyushu University
2. Chulalongkorn U
4. University of Malaya
5. Prince of Wales Hospital
6. Cho Ray Hospital
7. The Lyell McEwin Hospital,
    University of Adelaide

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

Time (Malaysian time at GMT+8) Program Assigned discussant TH/VN MY/HK/TW JP AU

15:00-15:10
Opening remarks and greeting
by Rungsun/Ho/Shimizu

N/A 14:00-14:10 15:00-15:10 16:00-16:10 16:30-16:40

15:10-15:28
Case Presentation from
University of Malaya Medical Centre

James L / Dung 14:10-14:28 15:10-15:28 16:10-16:28 16:40-16:58

15:28-15:46
Case Presentation from
Chulalongkorn University

Raj / Dr Zhen 14:28-14:46 15:28-15:46 16:28-16:46 16:58-17:16

15:46-16:04
Case Presentation from
University of Malaya Medical Centre

Rungsun / Rajvinder 14:46:15:04 15:46-16:04 16:46-17:04 17:16-17:34

16:04-16:22
Case Presentation from
Chulalongkorn University

KL Goh / Costes 15:04-15:22 16:04-16:22 17:04-17:22 17:34-17:52

16:22-16:30 Closing remarks Rungsun / Ho / Shimizu 15:22-15:30 16:22-16:30 17:22-17:30 17:52-18:00

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

# Non-assigned discussant : once the discussion is done with the assigned discussants, the chairperson can open up the discussion to all the participants
depending on the availability of time and other factors

Name
Rungsun Rerknimitr
Shiaw-Hooi Ho
Antoku, Hu, Houkabe

Moderator's name

Rajvinder Singh Susannah/Abdel/Phil

Antoku, Hu, Houkabe
Chakaphan
Zahir
Cheung
Ni

Shuji Shimizu, Pablo Costes, Carrie Zhen
Rungsun Rerknimitr
Shiaw-Hooi Ho, KL Goh
James Lau, Phillip Chiu
Ho Dang Quy Dung

Country
TH
MY
JP

Engineer's name

Because of the unique quality of live imagery and various endoscopic skills that can be demonstrated in a rather simple
manner and short duration of time, endoscopy is always a favourite session during medical teleconference. Projecting a
live teleconference with good audio visual quality, minimal time lag together with the ability to deliver high quality video
clip transmission are both interesting and challenging to the network engineers. With the advent of newer software such
as the Vidyo system (H.264) which can utilize the commercial network and which is simple to install even on personal
computer and mobile devices, more and more remote centers can be connected. Live discussion usually starts from case
with an endoscopic video clip followed by questionsand comments from assigned discussants. Other centers are also
welcome to comment following that. It is thought that sharing of cases in this manner are both time and cost effective way
of promoting sharing of experience among endoscopists from these regions

Brief description

·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
·   Prepare flat monitors at each station for better quality if available.

Preparations:

Institution
Chulalongkorn U
U of Malaya
Kyushu U

Country
JP
TH
MY
HK
VN

AU

Endoscopy Club E-conference (ECE)
15:00-16:30, May 27 (Tuesday), 2014 - Malaysian time at GMT +8
Endoscopic Case Teleconference

Rungsun Rerknimitr / SH Ho

Tele-conference
Vidyo 
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#453　第 2 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレンス　2014.5.29

FIRST TELE-CONFERENCE PROGRAM between UTH and CRH 
1. Venue:  
 Auditorium B2 (CRH),  
 Tele-Conf. Room, 1F, Center for Medical Education and Training (UTH) 

2. Date and Time : 13:30- (Vietnam), 15:30- (Japan), Thursday 29th May 2014 
3. Participants: 
 Cho Ray Hospital 

1. Dr. Nguyen Ngoc Bich - Head of Training division-Training center 
2. Dr. Le Thanh Ni - Head of Media and Clinical Skills Lab Division- Training 

center 
3. Dr. Huynh Kim Phuong - Head of International Affairs Unit 
4. Dr. Le Van Phuoc - Head of Radiology Dept. 
5. Dr. Huynh Le Phuong - Neurosurgery Dept. 
6. Dr. Nguyen Kim Chung - Neurosurgery Dept. 
7. Doctors related to Radiology Dept. 

 University of Tsukuba Hospital 
1. Dr. Minoru Akiyama : Clinical Professor, Director of Office for the Promotion 

of International Medical Affairs 
2. Dr. Tetsuya Yamamoto : Medical director, Department of Neurosurgery 
3. Dr. Yasunobu Nakai : Chief, Department of Neurosurgery 
4. Dr. Wataro Tsuruta : Associate professor, Department of Neurosurgery  
5. Dr. Aiki Marushima : Assistant professor, Department of Neurosurgery  
6. Dr. Yoshiro Ito : Assistant professor, Department of Neurosurgery  
7. Dr. Go Ikeda : Assistant professor, Department of Neurosurgery 
8. Dr. Masaru Sanuki: Center for Medical Education and Training 
9. Dr.Alexander Zaboronok; Office for the Promotion of International Medical 

Affairs 
10. Ms. Megumi Fukaya; Office for the Promotion of International Medical Affairs  
11. Doctors in Department of Neurosurgery 

 Mito Kyodo General Hospital 
1. Dr. Yasushi Shibata; Assoc. Professor, Department of Neurosurgery   

 Kyushu University Hospital 
1. Ms.Yoshiko Houkabe; Telemedicine Development Center of Asia   
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4. Program 
Vietnam 

Time 

Japan 

Time 

Program contents Presenter 

13:30 15:30 
 

Opening Dr. Akiyama; Director, OPIMA, UTH 
Dr. Bich; Chief, Training Dept. TDC 

  Session 1; Vertebral Dissection 
– Presentation and Discussion – 
<Chairpersons> 
Dr. Le Van Phuoc, Head of Radiology Dept.(CRH):  
Dr. Yasunobu Nakai : Chief of Neurosurgical department, 
Tsukuba Medical Center Hospital 

13:40 15:40 Treatment of vertebral 
dissecting aneurysm 

Dr…….., Radiology Department, 
CRH 

13:55 15:55 Bilateral vertebral artery 
dissection 

Dr. Wataro Tsuruta, Associate 
professor, Department of 
Neurosurgery, UTH 

  Session 2 ; Vessel Reconstruction 
–Presentation and Discussion – 
<Chairpersons> 
Dr. Le Van Phuoc (CRH) and Dr. Yasunobu Nakai (TMCH) 

14:10 16:10 Mechanical thrombectomy 
for acute ischemic stroke 

Dr…….., Radiology Department, 
CRH 

14:25 16:25 Emergency carotid artery 
stenting 

Dr. Yoshiro Ito : Assistant professor, 
Department of Neurosurgery, UTH 

14:40 16:40 Comments from CRH and 
UTH 

Dr. Le Van Phuoc - Head of Radiology 
Dept. CRH 
Dr. Tetsuya Yamamoto, Medical 
director, Department of 
Neurosurgery, UTH 

14:50 16:50 Closing Dr. Akiyama; Director, OPIMA, UTH 
Dr. Bich; Chief, Training Dept. TDC 
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#454　インドネシア大学とのカンファレンス　2014.6.12
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#456　第 58 回神奈川胎児エコー研究会 ベーシック講座　2014.6.21



5. イベント概要
1) プログラム

57

#460　第 45 回日本膵臓学会大会　- 自己免疫性膵炎 -　2014.7.11
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#461　第 45 回日本膵臓学会大会　-IPMN-　2014.7.11
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#462　第 45 回日本膵臓学会大会　- 移植 -　2014.7.12



TEMDEC 活動報告 2014

60

#463　上海交通大学とのテレカンファレンス　2014.7.23

The 1st Shanghai First People’s Hospital Tele-conference 
Date: July, 23th (Wed)  
     14:30-15:50 China time (15:30-16:50 Japan time) 
Main topics: 
   1. Communication and cooperation   
   2. Endoscopy 
Target: 
   To establish the medical communication and cooperation between Kyushu U Hospital  
   and Shanghai First People’s Hospital，Shanghai Jiaotong University by tele-conference 
Connecting stations: 
   Chairpersons: Prof.Shimizu, Prof.Wang Xingpeng,Prof. Lu Lungen 
   1. Shanghai First People’s Hospital, ( Songjiang ) 
        Moderators: Prof.Wang Xingpeng, Prof. Wan Xinjian, Prof.Huang Kejian  
        Local engineer: Wang Cheng, Fan Wenjun 
        Network engineer: Yu Hua 
   2. Shanghai First People’s Hospital, ( Hongkou ) 
        Moderators: Prof.Lu Lungen, Prof.Wan Rong, Hu Guoyon, Xu Min 
        Local engineer: Fu Chunyu        
        Network engineer: Yu Hua 
   3. Kyushu U Hospital, Fukuoka, Japan 
        Moderators: Shuji Shimizu 
        Local engineer: Hu Min 
        Network engineer: Autoku 
Programs: 

14:30 - 14:35 ( JP 15:30- 15:35) 
   Opening remarks and greeting from each station and introducing  

 the moderators from each other 
14:35-14:55 ( JP 15:35- 15:55 ) 

       Presentation of studying in Kyushu Hospital as a visiting scholar by Dr. ZengYue 
14:55- 15:20 ( JP 15:55-16:20 ) 
   Speech of ERCP therapy of CBD stone by Prof Takahata 
   Discussion 
15:20-15:30 ( JP 16:20- 16:30) 
   STER therapy of esophageal benign tumor by Dr. Xu Gang 
15:30- 15:50 ( JP 16:30- 16:50 ) 
   Discussion of future plan of communication and co-operation  
     and lately endoscopic progress in Shanghai First Hospital ( Songjiang )  
     by Prof. Wan Xinjian: 

Wang Xingpeng, Lu Lungen, Wan Xinjian 
Wan Rong, Xu Min , Hu Guoyong 
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#464　第 2 回 内視鏡クラブ　Ｅ - カンファレンス　2014.7.23
Endoscopy Club E-conference 20140723 Ver1.7      2015/2/18

Session outline
Title
Date & Time (Malaysia time)
Topic
Style
System
Organizer

main Name
Chair DongWan Seo
Co-chair
Chief Engineer*
Participating institution
1. Kyushu University
2. Chulalongkorn U
3. University of Malaya
4. Prince of Wales Hospital
5 . Asian Institute of Gastroenterology
6. The Lyell McEwin Hospital,
    University of Adelaide
7. Asan Medical Center
8. National Taiwan University
9. Singapore General Hospital

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

Time (Korea/Japan time at GMT+9) Program Assigned discussant TH/VN MY/HK/TW Korea/Japan AU

18:30-18:38
Opening remarks and greeting
by DW Seo/Rungsun/Ho/Shimizu

N/A 16:30-16:38 17:30-17:38 18:30-18:38 18:30-18:38

18:38-18:53
Case Presentation from
Lyell McEwin Hospital

James, Phillip / Rungsun 16:38-16:53 17:38-17:53 18:38-18:53 18:38-18:53

18:53-19:08
Case Presentation from
National Taiwan University

KL / Chris 16:53-16:08 17:53-18:08 18:53-19:08 18:53-19:08

19:08-19:23
Case Presentation from
Chulalongkorn University

KL, Ho / JG Ryu, JH Shin 17:08-17:23 18:08-18:23 19:08-19:23 19:08-19:23

19:23-19:38
Case Presentation from
Singapore General Hospital

Reddy / HP 17:23-17:38 18:23-18:38 19:23-19:38 19:23-19:38

19:38-19:53
Case Presentation from
Asan Medical Center

James, Phillip /Singh 17:38-17:53 18:38-18:53 19:38-19:53 19:38-19:53

19:53-20:00
Closing remarks & discussion
by DW Seo

all participants 17:53-18:00 18:53-19:00 19:53-20:00 19:53-20:00

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

Fung, Sultan

Rajvinder Singh

DongWan Seo/Ji Gon Ryu/Ji Hun Shin
Hsiu-Po Wang
Chris Khor

TW
SG

Susannah/Abdel/Phil

Koh
Chiang

Antoku, Hu, Houkabe
Chakaphan
Zahir
Cheung
Satya

Rungsun
Antoku, Hu, Houkabe

Moderator's name

Vidyo 
Dong-Wan Seo/Rungsun Rerknimitr / SH Ho

Institution
Asan Medical Center
Chulalongkorn
Kyushu U

Country

Country
KR
TH
JP

Engineer's name

Brief description

Because of the unique quality of live imagery and various endoscopic skills that can be demonstrated in a rather simple
manner and short duration of time, endoscopy is always a favourite session during medical teleconference. Projecting a
live teleconference with good audio visual quality, minimal time lag together with the ability to deliver high quality video
clip transmission are both interesting and challenging to the network engineers. With the advent of newer software such
as the Vidyo system (H.264) which can utilize the commercial network and which is simple to install even on personal
computer and mobile devices, more and more remote centers can be connected. Live discussion usually starts from
case with an endoscopic video clip followed by questionsand comments from assigned discussants. Other centers are
also welcome to comment following that. It is thought that sharing of cases in this manner are both time and cost
effective way of promoting sharing of experience among endoscopists from these regions

Endoscopy Club E-conference (ECE)
18:30-20:00, Jul 23 (Wednesday), 2014 - Korea/Japan time at GMT +9
GI Endoscopy Case Conference
Tele-conference

Preparations:

·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
·   Prepare flat monitors at each station for better quality if available.

# Non-assigned discussant : once the discussion is done with the assigned discussants, the chairperson can open up the discussion
to all the participants depending on the availability of time and other factors

Shuji Shimizu, Carrie Zhen
Rungsun Rerknimitr
Shiaw-Hooi Ho, KL Goh
James Lau, Phillip Chiu
Nageshwar Reddy

JP
TH
MY
HK
IN

AU

KR
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第 1 回九州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議次第

日時：平成 26年 7月 28日（月）16:00～17:00

1. 挨拶

2. 第 6回小児がん拠点病院の指定に関する検討会(平成 26年 7月 14日) 報告

3. 厚生労働科学研究 五十嵐班・松本班 班会議（平成 26年 7月 15 日） 報告

4. 連携症例呈示

5. GD2治験紹介

6. 次回の会議内容提案

   フォローアップ体制のアンケート調査など

7. その他

8. 閉会

#465　第 1 回 小児がん拠点テレビ会議　2014.7.28
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#467　胃拡大内視鏡研究会　2014.8.2

テーマ：『 組織型の診断 ー良悪性問わずー 』                       

21世紀に入り、上部消化管拡大内視鏡が一般の臨床でも容易に応用できるようになりました。

しかし、胃は食道や大腸と異なり、拡大内視鏡所見が大変複雑です。統一した用語に基づき討論
する場が必要と思い本研究会を開催しました． 

第６回から，VS classification systemを用い拡大内視鏡の診断を恒常的に行う先生の参加を原
則としています．本主旨に賛同頂き，胃の拡大内視鏡に真摯な興味のある先生方に参加して頂き
たく存じますので、奮ってご参加頂きたく宜しくお願い致します。 

●参加費： ２ ０００ 円

●参加申込方法：裏面の申込書にお名前、ご施設名などをご記入の上、 月 日
までに でお申込み願います。

主催： 九州胃拡大内視鏡研究会 ：

共催： オリンパスメディカルシステムズ株式会社

福岡大学光学医療研究所

アジア遠隔医療開発センター

第 回九州胃拡大内視鏡研究会

年 月 日 （土） ～

レソラ 夢天神ホール ５Ｆ

福岡市中央区天神２－５－５５ レソラ天神
代表世話人： 八尾 建史 （福岡大学筑紫病院）

病理コメンテーター： 岩下 明德 （福岡大学筑紫病院）

八尾 隆史 （順天堂大学）

●演題募集 演題締切：２０１４年 月１１日（金）

＊ 演題応募の詳細は、裏面をご参照願います。

『胃拡大内視鏡よろず相談コーナー』 を設けました．診断に困っている症例があれ
ば，スライド とプレパラート（生検など）を持参して下さい．先着２演題受付いたします。
初めてのご施設のご参加をお待ちしております。
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#468　JJ 東京サイエンスセンター 開所式　2014.8.6

Opening Ceremony AGENDA 

• Opening Ceremony （HCP, GO, JJKK, J&J Global stakeholders) 
• TSC presentation (Including introduction of “KING SKY FRONT”) 
• Speeches from President and Guests 
• Site tour 20 min (divided into 4~5 groups) 
• Live demonstration of remote access for off-site  international and 

domestic customers 

1st Session 
17:00～18:20 

• Welcome Party （HCP, GO, JJKK, J&J Global stakeholders) 
2nd Session 

18:20～19:30 

Date：  Wed. 6th Aug. 2014 17:00～19:30  
Attendees： 80Guests estimated (not including JJKK) 
  External：50 Medical Drs.10 Government Officers（Including Central Govern） 

  Internal： 20 Global Guests  
Places：  Tokyo Science Center （Kawasaki-city, Kanagawa-prefecture） 

-7- 

30’
➢
➢ –

－

3’
➢
➢ MC’s opening comment after the video

’
➢ MC’s call for President Mr. –
➢

’
➢ MC’s call for Kawasaki –

’
➢

MC’s call for Prof. Kitano –

’
➢

MC’s call for Dr. –

’
➢

MC’s call for Dr. Sakai –

’
➢
➢

’
➢

① ②

2’ ➢ MC’s closing comment –

’
➢ MC’s call for Dr. Sugimoto, Kobe Univ. –

「 」

’ ➢ MC’s call for Gary –

 Draft Agenda           ■Date： Aug-6 Wed ■Venue： TSC 3F Seminar Room ■Time： reception start 16：30  （Start) 17：00  （End） 18：10 
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#470　第 38 回 APAN 会議 テクノロジー　2014.8.11
The 38th APAN-Technology

Session outline
Title
Date & Time (Taiwan time)
Topic
Style
System

main Name
Chair Albert Au
Co-chair Sven Ubik
Chief Engineer* Chiang, Chang
Participating institution Moderator's name
1. Nantou Venue Albert Au
2. Institute of Liver and
    Biliary Sciences Dinesh Kumar Taneja

3. Cho Ray Hospital Le Thanh Ni

4. The University of
7. Hong Kong Dr Joe Fan / Ken Wong

5. National Taiwan University Chiang / Duke Du
6. Kyushu University Humin
7. Seoul National University
7. Bundang Hospital Junghun Lee

8. Czech Education a Scientific
7. Network (CESNet) Jiri Navratil / Pavel Peciva 

9. VinaREN Cao Duc Minh / Mr Tinh
10. Vidyo (Japan) Hiroshige Kusumoto / Keiko
11. Vidyo (Hong Kong) Derek Ma / Simone Astuni
12. Benemérita University of
12. Guadalajara Harold Dios

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

16:00-16:10 Opening remarks and greeting 10:00-10:10 13:30-13:40 15:00-15:10 16:00-16:10 17:00-17:10

16:10-16:25

Tele-medicine within HKU but different location
case study : problems and obstacles
(HKU-SZH, China and QMH, HKSAR) (Dr Joe Fan,
HKU)

10:10-10:25 13:40-13:55 15:10-15:25 16:10-16:25 17:10-17:25

16:25-16:40
Evolution of video conferencing for healthcare
(Simone Astuni, Vidyo)

10:25-10:40 13:55-14:10 15:25-15:40 16:25-16:40 17:25-17:40

16:40-16:55
From DVTS to 4K video transmissions practices
and experiences (by Dr Jiri Navratil, CESNet)

10:40-10:55 14:10-14:25 15:40-15:55 16:40-16:55 17:40-17:55

16:55-17:00 Introduction of the 4K transmission (by Albert) 10:55-11:00 14:25-14:30 15:55-16:00 16:55-17:00 17:55-18:00

17:00-17:25
Demonstrations and questions
1. Vidyo (by Simone)
2. CESNet (by Sven)

11:00-11:25 14:30-14:55 16:00-16:25 17:00-17:25 18:00-18:25

17:25-17:30 Closing remarks 11:25-11:30 14:55-15:00 16:25-16:30 17:25-17:30 18:25-18:30

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

Vidyo for video conference, Internet2, high-speed optical fibre network in the main venue, gateways for 4K transmission, 4K video source, 50" 4K monitor or 4K projector

Brief description
10-15 sites will be invited to participate the technology session. All the sites are connected together via Vidyo.
We are going to discuss the 4K issues in medical. Is medical ready for 4K? Are we ready for 4K?
Demonstrations on 4K transmission will be carried out. The image will be transmitted from Prague to Taiwan.

Technology session 1
16:00-17:30, August 11 (Mon), 2014
Is medical ready for 4K?
Presentation, Demostration, Discussion
Vidyo system in Hong Kong

Institution
HKU
CESNET
NTU, NCNU
Country
CN

IN

VN

CN

TW
JP

KR

CZ

VN
JP
CN

MX

Country
CN
CZ
TW
Engineer's name
Chiang, Chang

Dinesh Kumar Taneja

Nguyen Thanh Ni

Ken Wong

(On site)

Harold Dios

(On site) / Esther Wu
Humin

Junghun Lee

Jiri Navratil

Mr Tinh
(On site) / Keiko



TEMDEC 活動報告 2014

66

#471　第 38 回 APAN 会議 肝胆膵　2014.8.12

Session outline
Title
Date & Time
(Taiwan time)
Topic
Style
Organizers
System
Server

Abstract:

main Name
Chair Masaru Miyazaki
Co-chair Ho-Seong Han
Chief Engineer* Antoku, Houkabe
Participating Moderator's name
1. Nantou, Taiwan Ho-Seong Han
2. Seoul National U
2. Bundang Hosp

YS Yoon

3. GB Pant Univ.Hospital Anil Agarwal
4. Model Hospital Saroj Dhital 
5. Viet Duc Hospital Tran Bing Giang
6. Beijing Cancer Cheng-Peng Li
7. Yeungnam Univ. Hong-Jin Kim / Sung Su Yun
8. Chiba Univ. Hiroaki Shimizu
9. Tohoku University Michiaki Unno
10. Hokkaido University Satoshi Hirano
11. School of Medicine
11. Univ. O Airlangga

Iwan Kristian

12. University of Malaya Boon Koon Yoong 
13. ILBS Nikhil
14. Asian Institute of
14. Gastroenterology

R Pradeep

13:00-14:00 Connection starts and last preparations 10:30-11:30 10:45-11:45 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00
14:00-14:10 Opening remarks and greeting 11:30-11:40 11:45-11:55 13:00-13:10 14:00-14:10 15:00-15:10
14:10-15:20 Pancreas 11:40-12:50 11:55-13:05 13:10-14:20 14:10-15:20 15:10-16:20

Pancreatodeodenectomy combined with
portal vein resection and reconstruction
for pancreatic cancer.

Chiba
presenter:
Yoshitomi Hideyuki

15:10-15:24
present.:10mins
discussion:4mins

 

Pancreaticoduodenectomy with common
hepatic artery and splenic artery
resection (PD – CHASAR) for locally
advanced ductal adenocarcinoma of the
pancreatic head and body invading CHA
and SA: the technique combining surgical
 radicality with preservation of pancreatic
function to avoid total pancreatectomy.

Hokkaido
presenter: Masaomi
Ichinokawa

15:24-15:38
present.:10mins
discussion:4mins

Hepatobiliary
Vascular Tumor of Hepatoduodenal
Ligament - Diagnostic and Therapeutic
dilemma.

India
presenter: Sachin
Daga

15:38-15:52
present.:10mins
discussion:4mins

Combined vascular resection for perihilar
cholangiocarcinoma: our short- and long-
term outcome

Tohoku
presenter: Hiroki
Hayashi

15:52-16:06
present.:10mins
discussion:4mins

Left trisectionectomy combined with right
hepatic artery resection and
reconstruction for perihilar
cholangiocarcinoma.

Chiba
presenter: Hiroaki
Shimizu

16:06-16:20
present.:10mins
discussion:4mins

15:20-15:30 Closing remarks and greeting 12:50-13:00 13:05-13:15 14:20-14:30 15:20-15:30 16:20-16:30

Vietnam

Indonesia

Malaysia
India

India

China
Korea
Japan
Japan
Japan

Antoku, Houkabe

Jung Hun Lee, Inho Lee

Monish / Soni
Niraj Acharya, Nijaran

Institution
Chiba Univ.
SNU Bundang Hospital
Kyushu Univ.
Country
Taiwan

Korea

India
Nepal

Kyushu University Hospital

Haryanto Alim

Zahir
Dinesh

Satyanarayana U

Bang Au Tran
Chen Chen
Sung-Dae Park
Kimura, Fujita, Inoue
Yamane

Country
Japan
Korea
Japan

Sumiyoshi

Engineer's name

The topic of the HPB session at this time teleconference is focused on combined vascular resection and reconstruction in the field
of HPB surgery. This may be a good chance to learn advanced surgical techniques and also to be able to make a live discussion
about these techniques. Several expert surgeons will be invited to demonstrate their skillful techniques with a video clip. Off course,
other centers are  also welcome to present any surgical procedures in HPB surgery.

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

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

·   We use Vidyo system, including Vidyo Room, PC, tablet. The bandwidth is about 2-4Mbps.
·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
·   Prepare flat monitors at each station for better quality if available.
·   If there are movie clips in the presenting file, please send it to TEMDEC beforehand or VidyoRoom should be prepared at each presenting station.

HPB

14:00-15:30, August 12 (Tue), 2014

Combined vascular resection and reconstruction in the field of HPB surgery.
Teleconference
Ho-Seong Han/Seoul National University Bundang Hospital/KR, Hiroaki Shimizu/Chiba University /JP
Vidyo
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#472　第 38 回 APAN 会議 AIG　2014.8.12
ver1.3, [日付]

Session outline
Title
Date & Time (Indonesia time)
Topic
Style
System
Server
Organizer

main Name
Chair Sundeep Lakhtakia
Co-chair Shuji Shimizu
Chief Engineer 1
(Responsible for testing)

Satya

Chief Engineer 2
(Responsible for controlling the
system)

Houkabe, Antoku

Participating institution Moderator's name
Nantou Venue Shuji Shimizu

University of Malaya
Shiaw-Hooi Ho/
KL Goh

The Lyell McEwin Hospital Rajvinder Singh
United Ciigma Hospitals Unmesh Takalkar
Asian Institute of
Gastroenterology

Mohan Ramchandani/
N Reddy

University of Indonesia/ Cipto
Mangunkusumo Hospital

Dadang /
Achmad Fauzi

Thai Association of
Gastrointestinal Endoscopy/
Prince Songkla University (PSU).

Pradermchai, Thawee,
Takao Itoi

** Italic  is to be comfirmed.

Program (Taiwan time) Assigned
discussant India Malaysia Adelide Indonesia Thailand

16:00-16:10 Opening remarks and
greeting

Sundeep /
Shimizu 13.30 - 13.40 16:00-16:10 17.30-17.40 15:00-15:10 15:00-15:10

16:10-16:22
Case Presentation
from University of
Malaya

Pradermchai 13.40 - 13.52 16:10-16:22 17.40-17.52 15:10-15:22 15:10-15:22

16:22-16:34
Case Presentation
from University of
Indonesia

D N Reddy /
Unmesh 13.52 - 14.04 16:22-16:34 17.52-18.04 15.22-15.34 15:22-15:34

16:34-16:46

Case Presentation
from Thai Association
of Gastrointestinal
Endoscopy

D N Reddy 14.04 - 14.16 16:34-16:46 18.04-18.16 15:34-15:46 15:34-15:46

16:46-17.00
Case Presentation
from Asian Institute of
Gastroenterology

Thawee 14.16 - 14.30 16:46-17.00 18.16-18.30 15.46-16.00 16:46-17.00

17.00-17:15
Case Presentation
from The Lyell McEwin
Hospital

Takao Itoi 14.30 - 14.45 17.00-17:15 18.30-18.45 16.00-16.15 16.00-16:15

17:15-17:30 Closing remarks Sundeep /
Shimizu 14.45 - 15.00 17:15-17:30 18.45-19.00 16.15-16.30 16:15-16:30

H 323
MCU in Kyushu University Hospital
Asian Institute of Gastroenterology - Dr Sandeep Lakhtakia

Brief description

Preparations:

TW

MY

AU
IN

IN

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

·   Prepare flat monitors at each station for better quality if available.
·   Please take few pictures during session for publication

Country
IN
JP

IN

JP

Engineer's name

ID

TH

Antoku, Houkabe

Zahir

Susannah/Abdel/Phil
Umesh Wakhare

Satya

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

Various therapeutic endoscopy procedures are currently being used world wide.  The occurrence of associated
iatrogenic complications is uncommon and often not discussed in academic forums.  We request all centers to
address and share their personal experience on this important topic of “Iatrogenic GI perforation” using telemedicine
technology.  In this forum we would like to discuss situations when they are likely to occur, how they were managed
and lessons learnt.   This would be an useful educational exercise for every interventional endoscopist who may face
this issue in their regular endoscopic practice.

Endoscopy
12th August 2014 - 16.00 hrs to 17.30 hrs (Taiwan time)
Iatrogenic GI Perforations
Tele conference

Aria, Budi

Thanit

Institution
Asian Institute of Gastroetnerology
Kyushu University

Asian Institute of Gastroetnerology

Kyushu University

Country

·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.



TEMDEC 活動報告 2014

68

#473　第 38 回 APAN 会議 胎児医療　2014.8.13

Session outline
Title
Date & Time (Taiwan time)
Topic
Style
System

Abstract:

main Name Institution
Chair Dr KY Leung Queen Elizabeth Hospital
Co-chair Dr Ming-Kwang Shyu National Taiwan University

Chief Engineer* Chang, Albert
National Chi Nan University,
The University of Hong Kong

Participanting institution Moderator's name Country

01. Nantou Dr Ming-Kwang Shyu TW

02. HKU-Shenzhen Hospital Dr Mary HY Tang CN
03. Mahidol University Siriraj
03. Hospital

Dr Tuangsit Wataganara TH

04. National Center for Child
03. Health and  Development

Professor Chiba Toshio JP

05. National Taiwan University Dr Ming-Kwang Shyu TW

06. National University of
03. Singapore

Dr Mahesh Choolani/Dr Citra Mattar SG

07. Sebelas Maret University
      Dr. Moewardi Hospital Solo

Dr Adrianes Bachnas ID

08. The University of Hong Kong Dr KY Leung CN
09. University of the Philippines
03. Manila

Professor Serafin C. Hilvano/Dr Valerie
Guinto

PH

10. Bachmai Hospital Dr Dung VN
*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.  

13:45-13:50 Opening remarks and greeting Dr KY Leung 12:45-12:50 13:45-13:50 14:45-14:50

13:50-14:03
Laser photocoagulation in severe mid-
trimester TTTS: Analysis of consecutive
106 cases

Dr Maolee
Bhuwapathanapun

12:50-13:03 13:50-14:03 14:50-15:03

14:03-14:16 Twin anemia polycythaemia sequence Dr KO Kou / Dr KY Leung 13:03-13:16 14:03-14:16 15:03-15:16

14:16-14:29
Computer assisted vascular mapping of
the placenta

Mr Yang Liangjing 13:16-13:29 14:16-14:29 15:16-15:29

14:29-14:42 Twin Anemia-Polycythemia Sequence Dr. Tien Yi-Wen 13:29-13:42 14:29-14:42 15:29-15:42

14:42-14:55
Fetal gene transfer in early gestation
promotes stable transgene expression

Dr Citra Mattar 13:42-13:55 14:42-14:55 15:42-15:55

14:55-15:08
Outcome of Cases of Multiple Gestation
in Philippine General Hospital

Dr Olav A. Gullbekk 13:55-14:08 14:55-15:08 15:55-16:08

15:08-15:21
Correlation between placental site
location and selective IUGR in twins

Dr. Adrianes Bachnas 14:08-14:21 15:08-15:21 16:08-16:21

15:21-15:30 Closing remarks and goodbye message Dr Ming-Kwang Shyu 14:21-14:30 15:21-15:30 16:21-16:30

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

TW, CN

1. Teleconference, connecting 6-9 stations.

Jummain

Dr Adrianes Bachnas

Mr Frankie Chiu / Mr Albert Au

Mr Darwin Laurencio

Mr Phong Le Hong

Engineer's name
Ms. Houkabe /
Mr. Antoku

Mr Zhang

Mr Veerapol manatarinat Wiraphon

Dr Yamashita Hiromasa

Mr Ti-Chuang Chiang / Ms Esther Wu

Vidyo system in Hong Kong

This is the 6th fetus session. In this session, the main conference site will be connected with other sites via the
Vidyo server in Hong Kong. Professors and doctors from different countries and regions will share their
interesting cases on twin pregnancies.

Country
CN
TW

6th Fetus session
13:45-15:30, August 13 (Wed), 2014
Complicated twin pregnancy
Teleconference
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#474　第 38 回 APAN 会議 内視鏡　2014.8.13

Session outline
Title
Date & Time (Indonesia time)
Topic
Style
System

main
Chair
Chief Engineer
(Nantou Venue)
Chief Engineer
(TEMDEC)
Participating institution
1. Nantou Venue
2. Chulalongkorn U
3. University of Malaya
4. Prince of Wales
4. Hospital
5. ILBS
6. Erlangen
7. Nagoya University
8. Changi General Hospital
9. The Lyell McEwin
9. Hospital,  University of
9. Adelaide
10. Cho Ray Hospital
*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.

16:00-16:10
Opening remarks and
greeting by Shimizu/
HP ang/Rungsun

N/A 10:00-10:10 13:30-13:40 15:00-15:10 16:00-16:10 17:00-17:10 17:30-17:40

16:10-16:22
Case Presentation from
ILBS

James /
Raj

10:10-10:22 13:40-13:52 15:10-15:22 16:10-16:22 17:10-17:22 17:40-17:52

16:22-16:34
Case Presentation from
Lyell McEwin Hospital

KL Goh /
Helmut

10:22-10:34 13:52-14:04 15:22-15:34 16:22-16:34 17:22-17:34 17:52-18:04

16:34-16:46
Case Presentation from
Nagoya University
(esophageal ESD)

Tiing Leong /
Rakhi

10:34-10:46 14:04-14:16 15:34-15:46 16:34-16:46 17:34-17:46 18:04-18:16

16:46-16:58
Case Presentation from
Changi General Hospital

Hirooka /
HP Wang

10:46-10:58 14:16-14:28 15:46-15:58 16:46-16:58 17:46-17:58 18:16-18:28

16:58-17:10
Case Presentation from
Erlangen University

Rungsun /
Andrew Kwek

10:58-11:10 14:28-14:40 15:58-16:10 16:58-17:10 17:58-18:10 18:28-18:40

17:10-17:22
Case Presentation from
Chulalongkorn
University

SH Ho 11:10-11:22 14:40-14:52 16:10-16:22 17:10-17:22 18:10-18:22 18:40-18:52

17:22-17:30 Closing remarks
Hsiu-Po Wang &
Shimizu

11:22-11:30 14:52-15:00 16:22-16:30 17:22-17:30 18:22-18:30 18:52-19:00

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

Rajvinder Singh

Ho Dang Quy Dung

SG

AU

VN

Name
Hsiu-Po Wang, Shimizu, Rungsun

Chiang et al

Houkabe, Kuriko, Antoku, Hu

Moderator's name
Hsiu-Po Wang, Shuji Shimizu, Rungsun
Pradermchai Kongkam
Shiaw-Hooi Ho, KL Goh

James Lau, Phillip Chiu

Rakhi Maiwall
Helmut Neumann
Hidemi Gotoh, Yoshiki Hirooka
Tiing-Leong Ang, Andrew Kwek

Asada
Alwin Lim

IN
DE
JP

Chakaphan
Zahir

·   Prepare flat monitors at each station for better quality if available.

Because of the unique quality of live imagery and various endoscopic skills that can be demonstrated in a rather simple
manner and short duration of time, endoscopy is always a favourite session during medical teleconference. Projecting a live
teleconference with good audio visual quality, minimal time lag together with the ability to deliver high quality video clip
transmission are both interesting and challenging to the network engineers. With the advent of newer software such as the
Vidyo system (H.264) which can utilize the commercial network and which is simple to install even on personal computer and
mobile devices, more and more remote centers can be connected. Live discussion usually starts from case with an
endoscopic video clip followed by questions and comments from assigned discussants. Other centers are also welcome to
comment following that. It is thought that sharing of cases in this manner are both time and cost effective way of promoting
sharing of experience among endoscopists from these regions

Country

Endoscopy 2
16:00-17:30, Aug 13 (Wednesday), 2014 - Taiwan time at GMT +8
GI Endoscopy Case Conference
Tele-conference

Cheung

Dinesh 
Weikum

TW

TW

JP

Engineer's name
Houkabe, Antoku

Vidyo

Brief description

# Non-assigned discussant : once the discussion is done with the assigned discussants, the chairperson can open up the discussion to all the participants
depending on the availability of time and other factors

·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.

Susannah/Abdel/Phil

Ni

Institution
Nantou venue

Nantou venue

Kyushu U

Country
TW
TH
MY

HK
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#475　第 38 回 APAN 会議 ラテンアメリカ　2014.8.14
APAN meeting: Latin Endoscoby on 13rd/14th August Ver2.5       2015/2/20

Session outline
Session title
Date & Time (Taiwan time)
Topic
Style
Organizer
System
Server (if used)

Abstract:

main
Chair
Co-chair
Local Chief Engineer*

Latin Remote Chief Engineer

Participanting institution
1. Nantou venue, Taiwan
2. INNSZ
3. Civil Hospital of
8. Guadalajara Dr. Juan I.
8. Menchaca
4. RedCONARE
5. Hospital Central Policía
8. Nacional
6. Univ Javeriana Cali
7. Clínica Alemana
8. Osaka Medical Center for
8. Cancer and Cardiovascular
8. Diseases
9. Fukuoka Univ. Chikushi
8. Hospital
10. Kyushu Univ Hospital

Program (Taiwan time)
Presenter/
Center

JP CR CO/ MX
CL/ DO/
GD

BR

7:30-8:30
Connection starts & last
preparations

8:30-9:30
on Aug 14

17:30-18:30
on Aug13

18:30-19:30
on Aug 13

19:30-20:30
on Aug 13

20:30-21:30
on Aug 13

8:30-8:40
Opening remarks and
greetings

9:30-9:40 18:30-18:40 19:30-19:40 20:30-20:40 21:30-21:40

8:40-8:50 1. Overview K Yao
8:50-9:00 2. Gastric cancer in Mexico M Tanimoto

9:00-9:10
3. Gastric cancer in Costa
Rica

G Rodriguez 

9:10-9:20
4. Gastric cancer in
Colombia

P Garcia

9:20-9:30 5. Gastric cancer in Chile A Rollán

9:30-9:40
6. Gastric cancer in Mexico-
2

E Galvan, L Ibarra

9:40-9:55 Discussion 10:50-10:55 19:50-19:55 20:50-20:55 21:50-21:55 22:50-22:55

9:55-10:00
Closing remarks and
greetings

10:55-11:00 19:55-20:00 20:55-21:00 21:55-22:00 22:55-23:00

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

Name
Shuji Shimizu
Kenshi Yao
Houkabe, Antoku

Harold Dios

Moderator's name
Shuji Shimizu
Miguel Tanimoto

Edelmira Galvan, Luis A. Ibarra, Harold Dios

JP

Gabriel Rodriguez

Pablo Garcia

Martha Lucia Montes
Pablo Cortes, Saenz Roque, Antonio Rollán

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

Preparations:

·   We use Vidyo system, including Vidyo Room, PC, tablet. The bandwidth is about 2-4Mbps.
·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
·   If there are movie clips in the file, please send it beforehand to TEMDEC in Kyushu Univ.

Noriya Uedo Mochiyama

Kenshi Yao

-

Institution
Kyushu Univ. Hospital
Fukuoka U Chikushi Hosp.
Kyushu Univ. Hospital
Benemérita U of
Guadalajara/CUDI
Country
TW
MX

MX

CR

CO

CO
CL

Harold

Alvaro, Luis

Javier Geovanni Diaz

Sandra
Alex

JP

MX

Engineer's name
Houkabe, Antoku
Harold

Yamaguchi

Kudo, Hu

Latin Endoscopy
8:30-10:00,  August 14 (Thu), 2014. Please note that it is late night on Aug 13 (Wed) in Latin America.
Early diagnosis for gastric cancer 
Teleconference
Shuji Shimizu
Vidyo, streaming
Kyushu University Hospital

This teleconference is regularly organized for the medical communications between Asia and Latin American
countries. The topics this time will be focused on gastric cancer. Short lectures are welcome from any
participating hospitals, showing the current situations of gastric cancer in each country.

JP

JP

Country
JP
JP
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#476　第 38 回 APAN 会議 群馬外科カンファレンス　2014.8.15

Session outline
Session title
Date & Time
(Time in Taiwan)

Topic

Style
Organizer S Shimizu
System
Main Name Institution
Moderators H Kuwano, T Asao, A Faried, S Shimizu

Chief Engineer* Houkabe, Antoku
Kyushu Univ.
Hospital

Participanting institution Moderator's name Country
1. Nantou Venue Shuji Shimizu TW
2. Gunma University Takayuki Asao JP
3. Padjadjaran University Ahmad Faried, Agung Budi Sutiono ID
4. Kyushu University Hospital Hiroyuki Kuwano JP
*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.

13:00-14:00 Connection starts 12:00-13:00 14:00-15:00
14:00-14:05 Openning remarks Shuji Shimizu 13:00-13:05 15:00-15:05

14:05-14:10
Greetings and member introduction from
each site

All stations 13:05-13:10 15:05-15:10

Presentation 1 from Padjadjaran Univ.
 "An Online Platforms, Pilot NeuSyRS as
Implementation of ICT: Bandung
Neurosurgery Center Experience"

Ahmad Faried

Presentation 2 from Gunma Univ.
 "Peritoneal dissemination mouse model
with luciferase assay to  evaluate of
therapeutic effect on optimal
dissemination"

Takayuki Asao

Discussion
15:20-15:30 Closing remarks and Greetings Horiyuki Kuwano 14:20-14:30 16:20-16:30

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

·   We use Vidyo system, including Vidyo Room, PC, tablet. The bandwidth is about 2-4Mbps.
·   Sound mixer or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
·   If there are movie clips in the file, please send it beforehand to TEMDEC in Kyushu Univ.

Gunma Teleconference

14:00-15:30, Aug. 14(Thu), 2014

Collaborations between Gunma University Hospital and Padjadjaran University Hospital

Vidyo

Teleconference

Country
ID, JP

JP

Engineer's name
Houkabe, Antoku
Saito
Rhomdoni
Kudo, Hu
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#477　第 2 回小児がん拠点症例検討会　2014.8.25

第 回九州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議次第

日時：平成 年 月 日（月） ： ～ ：

挨拶（ 分）

佐賀県の小児がん医療体制について（ 分）

症例検討

・『 胎児型横紋筋肉腫 Ⅲ

大量化学療法＋自家末梢血幹細胞移植の適応について 』（ 分）

佐賀大学医学部附属病院 小児科 永井功造、須山ゆかり

・『 先天性ラブドイド腫瘍の１例 』 （ 分）

九州大学病院 小児科 東加奈子、古賀友紀

症例経過報告（九州大学病院 小児外科 木下義晶）（ 分）

長期フォローアップ手帳調査について（久留米大学小児科 大園秀一先生）（ 分）

その他

次回について（担当施設確認、会議内容提案など）

閉会（九州大学病院 小児科 高田英俊）
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#479　第 5 回 E-Panc テレカンファレンス　2014.9.11

~5th e-Panc in collaboration with Seoul~ 
 
Supported by TEMDEC (Telemedicine Development Center of Asia), Kyushu 
Univeristy, Fukuoka, Japan. 
 
September 11th (Thursday), 2014 
18:00~19:30 
 
Theme of the session: 
"The worst case in pancreatic surgery, which we could scarcely overcome." 
 

I: Introduction of participants（honorific titles omitted） 

 Seoul National University Bundang Hospital : Ho-Seog Han, Yoo-Seok Yoon, 
YoungRok Choi, WooHyung Lee, Jae Yool Jang, Han Rim Choi, Amedh Shehta 
(Egypt), Amin (Philippines) 

 Hokkaido University : Satoshi Hirano, Toru Nakamura, Keisuke Okamura, 
Eiji Tamoto, Masaomi Ichinokawa, Yuya Nasu  

 Kanazawa University,: Hidehiro Tajima, Tomoharu Miyashita, Isamu Makino,  
 Teikyo University (Tokyo, JJDI),: Hidehiro Tajima, Tomoharu Miyashita, 

Isamu Makino,  
 Nippon Medical School (Tokyo, JJDI): Eiji Uchida, Yoshiharu Nakamura, Akira 

Matsushita, Yoshiaki Mizuguchi, Tetsuya Shimizu, Kazuya Yamahatsu, Akira 
Katsuno, Masafumi Yoshioka, Hideshi Takada 

 Kyoto University: Kyoichi Takaori GAP Ganepola (Valley Hospital, USA) 
 Kyushu University: Shunichi Takahata, Takao Otsuka 
 Kawasaki Medical School: Masafumi Nakamura, * Yohei Ando, Hiroshi 

Nakashima, 
 
II: Case presentations 
1. Seoul National University Bundang Hospital 
2. Hokkaido University 
3. Nippon Medical School 
4. Kawasaki Medical School 
 
III: Closing Remarks 
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#481　第 14 回　福岡内視鏡手術フォーラム　2014.9.19

第 14 回

福岡内視鏡手術フォーラム
Fukuoka Endoscopic Surgery Forum  

日 時：2014 年 9 月 19 日（金） 18:00 開場

場 所：アクロス福岡 4 階 国際会議場

福岡市中央区天神１丁目１番１号 TEL 092-725-9111

主催：福岡内視鏡手術フォーラム  http://www.med.kyushu-u.ac.jp/fes/
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 エチコンサージカルケア事業部



5. イベント概要
1) プログラム

75

プログラム 

18：00～ 開場 

18：15～ 製品紹介 （ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社） 

18：30～ 開会の辞 ：猪ノ山 栄子 （浜の町病院）

18：40～ 内視鏡手術フォーラム  

総合司会 ：江川 智津 （九州がんセンター） 

：松田 美奈子 （福岡大学病院） 

 

 

＊ 今年も、岩手医科大学（岩手）、産業医科大学（北九州）、藤元総合病院（宮崎）、当会場（福岡）の

4地点を結び、超高速インターネット回線を用いてライブ中継を行う予定です。 

 

１. 教育講演（18：40～19：15） 

   【内視鏡手術やデバイスの変化と看護師の関わり、そして今後】 

医療法人あんしん会 四谷メディカルキューブ  臨床工学科 科長 関川 智重 

 

２．企業講演（19：15～19：25） 

 【効果的な滅菌方法の選択】 

  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ASP ジャパン 

 

３. 内視鏡手術に関する Q&A特集（19：25～20：30） 

 

『内視鏡機器（ポート・鉗子・カメラ類）を安全に使用するための各施設の取組み』 

 

① 「内視鏡鉗子洗浄教育の現状」        （福田 千恵      聖マリア病院） 

② 「トラブルから見出す改善策」        （竹村 恵       福岡徳洲会病院） 

③ 「内視鏡鉗子の安全確認の方法」       （竹田 絵里        浜の町病院） 

④ 「当院における内視鏡器械の取り扱い」    (西口 珠央     九州中央病院） 

 

【皆様で日頃の問題点などを解決すべく、積極的に意見交換しましょう。】 

 

20：30～ 閉会の辞 ：濱田 正美 （九州大学病院）

 

（以上敬称略） 
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#482　第 3 回 小児がん拠点症例検討会　2014.9.22

第 回九州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議次第

日時：平成 年 月 日（月） ： ～ ：

 
 
＜司会（当番施設）＞ 長崎大学病院小児科 
 
 
1. 挨拶（5 分） 
 
2. TV 会議システムについて 

（九州大学病院アジア遠隔医療開発センター 清水周次）（5 分） 
 

3． 長崎県の小児がん医療体制について（10 分） 
 
4. 症例呈示 

「GPC３免疫療法施行症例」（九州大学病院 古賀友紀、木下義晶）（10 分） 
 

5．九州大学病院における CLS の活動状況について 
（九州大学病院小児医療センター CLS 西本恭子）（5 分） 

 
6. 次回の会議について（担当施設確認、会議内容提案など） 
 
7．その他 
 
8. 閉会（九州大学小児外科 木下義晶） 
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#484　第 5 回 E-Panc テレカンファレンス　2014.9.11 JSES27 Ver1.0       2015/2/20

Session outline
Session title
Date & Time (Japan time)
Topic
Style
Organizer Shuji Shimizu
System
Server (if used) Kyushu University Hospital
Abstract:
main Name Institution Country
Chair Shimizu S Kyushu Univ. Hospital JP
Co-chair Hayashi H Chiba Univ. JP
Local Chief Engineer* Antoku Y Kyushu Univ. Hospital JP

Participanting institution Moderator's name Country Engineer's name
1. Congress venue, Iwate Shuji Shimizu JP Antoku
2. SNU Bundang Hospital Han HS KR JH Lee, Inho Lee
3. Mahidol Univ. Siriraj Hospital Thawatchai A TH Weerapol
4. Tohoku Univ. Kawataki M CR Sato D
5. Kyushu Univ Hospital Kudo K JP Kudo K
*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.

Program (Japan & Korea time) Presenter/Center TH

12:10-13:10 Connection starts & last preparations 10:10-11:10
13:10-13:10 Opening remarks and greetings 11:00-11:10
13:10-13:20 (10min) 1. Presentation and/or virtual visit to OR Han HS 11:10-11:20
13:20-13:30 (10min) 2. Presentation and/or virtual visit to Cadavor TC Thawatchai A 11:20-11:30

Disconnect from Korea and Thailand
13:30-14:30 Japanese presentations
14:30-14:50 Discussion
14:50-14:50 Closing remarks

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

·   If there are movie clips in the file, please send it beforehand to TEMDEC in Kyushu Univ.

JSES27
13:10-14:50,  Oct 2 (Thu), 2014. Connection to KR and TH is to be first 20min.
New trend of telemedicine
Teleconference

Vidyo

This teleconference is to be held as a special session in JSES27.

Preparations:

·   We use Vidyo system, including Vidyo Room. The bandwidth is about 2-4Mbps.
·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
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#485　ASIORNA 日本手術看護学会　2014.10.10
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#486　第 26 回関東腹腔鏡下胃切除研究会　2014.10.11

 関東腹腔鏡下胃切除研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

KANTO  RESEARCH  ASSOCIATION  for  LAPAROSCOPIC  GASTRECTOMY 

        第26回関東腹腔鏡下胃切除研究会プログラム 
日 時 年 月 日（土） ～
会 場 東京医科歯科大学 タワー２ 鈴木章夫記念講堂

中継 ： 秋田大学 愛媛大学

午前の部 ハンズオンセミナー １０：００～１２：００
講 師 ： 金平 永二 先生（メディカルトピア草加病院）

松田 年 先生（駿河台日本大学病院）
稲木 紀幸 先生（石川県立中央病院）

関東 道場（ビデオクリニック） １０：００～１２：００
① 郭清
座 長 ： 吉川 貴己 先生（神奈川県立がんセンター 布部 創也 先生（がん研有明病院）
② 膵上縁郭清 ＋
座 長 ： 藤田 逸郎 先生（日本医科大学） 大森 健 先生（大阪府立成人病センター）

ランチョンセミナー 「 開腹から学ぶ胃癌のリンパ節郭清」 １２：１５～１３：１５
座 長 ： 小寺 泰弘 先生（名古屋大学）
演 者 ： 佐野 武 先生（がん研有明病院）

（ ）

開会の挨拶 田中 洋一 先生（埼玉県立がんセンター）

午後の部 主題１） 郭清 １４：００～１５：００
座 長 ： 小嶋 一幸 先生（東京医科歯科大学） 竹内 裕也 先生（慶應義塾大学）
① 次世代を担う術者
演 者 ： 加藤 敬二 先生（さいたま赤十字病院）
② エキスパートによる 郭清
演 者 ： 谷口 桂三 先生（帝京大学医学部附属溝口病院）

教育セミナー 「体腔内吻合の全て－腹腔鏡・ロボット－」 １５：１５～１６：１５
座 長 ： 寺島 雅典 先生（静岡県立がんセンター）
演 者 ： 佐藤 誠二 先生（姫路医療センター）

（ ）

主題２） 膵上縁郭清 １６：２５～１７：２５
座 長 ： 櫻本 信一 先生（埼玉医科大学国際医療センター） 比企 直樹 先生（がん研有明病院）
① 次世代を担う術者
演 者 ： 郡司 久 先生（千葉大学）
②エキスパートによる膵上縁郭清
演 者 ： 永井 英司 先生（九州大学）

主題３） 幽門側胃切除後の再建 １７：２５～１７：５５
座 長 ： 木下 敬弘 先生（国立がん研究センター東病院） 江原 一尚 先生（埼玉県立がんセンター）
演 者 ： 福永 哲 先生（聖マリアンナ医科大学） Ⅰ法

篠原 尚 先生（虎の門病院） Roux‐ 法

 
【お問合せ】 事務局
東京医科歯科大学 低侵襲医学研究センター内
〒 東京都文京区湯島

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

当番世話人 江原 一尚 埼玉県立がんセンター

参加費 円

 ※研究会終了後、情報交換会を開催致します。是非ご参加下さい。
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#488　第 4 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレンス　2014.10.29

	  

  
 

FIRST TELE-CONFERENCE PROGRAM 
between UTH and CRH  

 

1. Venue: Auditorium B2  

2. Date : 13:30, Thursday 29th May 2014  

 Participants: 
Ø University of Tsukuba Hospital 

1.Prof. Minoru Akiyama - Director of Office for the Promotion of International Medical 

Affairs  

2.Dr. Tsuruta - Neurosurgeon 

Ø Cho Ray Hospital 

1.Dr. Nguyen Ngoc Bich - Head of Training division-Training center  

2.Dr. Le Thanh Ni - Head of Media and Clinical Skills Lab Division- Training center  

3.Dr. Huynh Kim Phuong - Head of International Affairs Unit  

4.Dr. Le Van Phuoc - Head of Radiology Dept. 

5.Dr. Huynh Le Phuong - Neurosurgery Dept. 

6. Dr. Nguyen Kim Chung - Neurosurgery Dept. 

7.Doctors related to Radiology Dept. 

Ø Mito Kyodo General Hospital:  

Ø Kyushu University Hospital: IT technical support (Ms. Houkabe)  

3. Agenda:  

Time Topic Person in Charge 
13:30 -15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30  

- Interventional Radiology and Discuss  
1. Mechanical thrombectomy for 

acute ischemic stroke  
2. Treatment of vertebral dissecting 

aneurysm 
- Neurosurgery Faculty and Discuss 

1. Vertebral artery dissection treated 
with stent assisted coil embolization 

2.  Emergent carotid artery stenting  
 
Closing  

- Dr. Phuoc Radiology Dept. 
CRH  

 
 
 
- Dr.Tsuruta - Neurosurgeon- 

UTH  
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The 14th Peking Early Gastric Cancer Tele-conference                   Ver.1.1 
 

Date: Oct. 25th (Wed) 15:00-17:00 (China time) (16:00-18:00 Japan time)  
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 
  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. Tianjin University General Hospital 
                 Moderators: Chen Xin 
   Local engineer:  
   Network engineer:  

3. Juntendo University Hospital, Tokyo 
  Chairperson: Yao T 

 Local and Network engineers: Yoshida, Tanaka, Kawasaki 
 4. Kyushu U Hospital, Fukuoka, Japan 
  Moderators: Yao K, Shoko Fujiwara, Shuji Shimizu 
  Local engineer: Kudo, Antoku, Hu 
  Network engineer: Okamura 
 
Programs: 

15:00-15:10 (JP 16:00-16:05)  
Opening remarks and greeting from each station 

15:10-15:25(JP 16:10-16:25) 
Case Discussion 1, Tianjin University General Hospital, Tian Jin 

15:25-15:55 (JP 16:25-16:55) 
Case Discussion 2, Zhongshan Hospital, Shanghai 

15:55-16:45 (JP 16:55-17:45) 
Case Discussion 3，4，5, PUMCH 

16:45-17:00 (JP 17:45-18:00) 
 Closing remarks and talking about the future plan 

#489　第 14 回北京協和大学との早期胃がんカンファレンス　2014.10.29
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Endoscopy Club E-conference 20141105 Ver1.0      2015/2/20

Session outline
Title
Date & Time (Malaysia time)
Topic
Style
System
Organizer

main
Chair
Co-chair
Chief Engineer*
Participating institution
1. Kyushu University
2. Chulalongkorn U
3. University of Malaya
4. Prince of Wales Hospital
5. The Lyell McEwin Hospital,
    University of Adelaide
6. Asan Medical Center
7. Nagoya University

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

Time (Korea/Japan time at GMT+9) Program Assigned discussant TH/VN MY/HK/TW Korea/Japan AU

18:30-18:38
Opening remarks and greeting
by DW Seo/Rungsun/Ho/Shimizu

N/A 16:30-16:38 17:30-17:38 18:30-18:38 18:30-18:38

18:38-18:53
Case Presentation from

16:38-16:53 17:38-17:53 18:38-18:53 18:38-18:53

18:53-19:08
Case Presentation from

16:53-16:08 17:53-18:08 18:53-19:08 18:53-19:08

19:08-19:23
Case Presentation from

17:08-17:23 18:08-18:23 19:08-19:23 19:08-19:23

19:23-19:38
Case Presentation from

17:23-17:38 18:23-18:38 19:23-19:38 19:23-19:38

19:38-19:53
Case Presentation from

17:38-17:53 18:38-18:53 19:38-19:53 19:38-19:53

19:53-20:00
Closing remarks & discussion
by DW Seo

all participants 17:53-18:00 18:53-19:00 19:53-20:00 19:53-20:00

* Please note that after the event, a session report, including some photos taken during the session, will be posted on the TEMDEC website.

·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
·   Prepare flat monitors at each station for better quality if available.

Country

Vidyo 
Dong-Wan Seo/Rungsun Rerknimitr / SH Ho

Brief description

Because of the unique quality of live imagery and various endoscopic skills that can be demonstrated in a rather simple
manner and short duration of time, endoscopy is always a favourite session during medical teleconference. Projecting a
live teleconference with good audio visual quality, minimal time lag together with the ability to deliver high quality video
clip transmission are both interesting and challenging to the network engineers. With the advent of newer software such
as the Vidyo system (H.264) which can utilize the commercial network and which is simple to install even on personal
computer and mobile devices, more and more remote centers can be connected. Live discussion usually starts from
case with an endoscopic video clip followed by questionsand comments from assigned discussants. Other centers are
also welcome to comment following that. It is thought that sharing of cases in this manner are both time and cost
effective way of promoting sharing of experience among endoscopists from these regions

Preparations:

KR
TH
JP

Engineer's name
Kudo, Yui
Chakaphan
Zahir
Cheung

Endoscopy Club E-conference (ECE)
16:00-17:30, November 5 (Wednesday), 2014 - Korea/Japan time at GMT +9
GI Endoscopy Case Conference
Tele-conference

Susannah/Abdel/Phil

Koh

Institution
Asan Medical Center
Chulalongkorn
Kyushu U

Country

Name
DongWan Seo
Rungsun
Kudo, Yui

Moderator's name

DongWan Seo/Ji Gon Ryu/Ji Hun Shin
Yoshiki Hirooka

# Non-assigned discussant : once the discussion is done with the assigned discussants, the chairperson can open up the discussion
to all the participants depending on the availability of time and other factors

Shuji Shimizu
Rungsun Rerknimitr
Shiaw-Hooi Ho, KL Goh
James Lau, Phillip Chiu

Rajvinder Singh

Asada

JP
TH
MY
HK

AU

KR
JP

#490　第 3 回 内視鏡クラブ　Ｅ - カンファレンス　2014.11.5
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#491　デング熱テレカンファレンス　2014.11.11

Date 11 Nov 2014 
Time : 5 pm (GMT+9) 
Duration: 60-90 minutes. 
System: Vidyo videoconference system from TEMDEC (works with notebook.) 
 
 
Abstract 
Over the past year we have seen the emergence of Dengue and the number of cases in 
various countries have hit record level.  On top of this Dengue have spread beyond its 
normal areas, into such areas like Tokyo Japan. This videoconference discussion will 
first take stock of the dengue situation in the various country followed by a short update 
from our Japanese colleague. 
 
In Singapore, there is a continues fight to contain Dengue Fever. There has been a news 
report on a proposal to use “mossie against mossie”. 
 
Speakers: 
Dr. Hiroshi Mizushima(TBC) – Update on situation of dengue in Japan. 
Dr. Nobuyuki Shimono, Kyushu Medical University – Update on some of the precaution 
Prof. Leo Yee Sin, TTSH – Update on situation in Singapore and method taken to 
contain the spread of dengue. 
 
 Agenda: 
 
- Update on the fight against dengue status from colleagues 
- Special update from Japan status, Dr. Hiroshi Mizushima, National Institute of Public 
Health (TBC)   &  Dr. Nobuyuki Shimono, Kyushu Medical University 
- Round table discussion on new ways to fight dengue : eg.vaccination,  “mozzie against 
mozzie”. 
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#494　メキシコ消化器病学会　2014.11.19

1
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68

10:45-11:00  ESTADO DEL ARTE EN HEMORRAGIA DEL  
 INTESTINO MEDIO
 Perspectivas futuras
 Dr. Juan M. Blancas

11:00-11:15  ESTADO DEL ARTE EN HEMORRAGIA  
 AGUDA DEL COLON
 ¿Cuál es la utilidad de la colonoscopia?
 Dr. Enrique Paredes

11:15-11:45  Conferencia magistral
 ESCRUTINIO DE CÁNCER DE COLON  
 EN EL 2014
 Dr. Fernando Carballo

11:45-12:15  Conferencia magistral
 CALIDAD EN ENDOSCOPIA
 Dr. Miguel Muñoz

12:15-12:30  Mesa de discusión
 Moderador:
 Dr. Felipe Zamarripa Dorsey
 Participantes: 
 Dr. Juan M. Blancas
 Dr. Fernando Carballo
 Dr. Miguel Muñoz
 Dr. Enrique Paredes

18:00-20:00 ESD MASTERS JAPÓN-MÉXICO: 
                     CASOS EN VIVO
 

 JAPÓN-MÉXICO
 Coordinadores de la   
 teleconferencia Japón-México 
 Dr. Shoji Shimizu
 Ing. Yoshiko Houkabe
 Dr. Rikiya Fujita
 Dr. Miguel A. Tanimoto

 MÉXICO
 Coordinadores de los casos en  
 vivo  
 Dr. Miguel Á. Ramírez 
 Dr. Juan M. Blancas  

 MÉXICO-JAPÓN
 Coordinador de la    
 teleconferencia México-Japón  
 Dr. Harold de Dios  

 JAPÓN 
 ESD casos en vivo desde el Hospital  
 Universitario de Osaka, Japón
 Ponente: Dr. Noriya Uedo

 JAPÓN
 ESD casos en vivo desde el Hospital de  
 la prefectura de Kyoto, Japón 
 Ponente: 
 Dr. Naohisa Yoshida
 Participantes:
 Dr. Yoshinori Morita
 Dr. Kenshi  Yao
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#495　第 59 回 神奈川胎児エコー研究会 アドバンス講座　2014.11.23

受講料 医師　30,000円　／　コメディカル15,000円

本会場

神奈川胎児エコー研究会では、今年もまた、『アドバンス講座』を企画

いたしました。心臓病の胎児診断のAからZまでを、2日間にわたり、

集中的に学びます。全国にも遠隔会場を設置し、なるべく近いところで

セミナーを受けられるようにします。この機会に多数の方々とお会いで

きますことを、心待ちにしております。

大会委員長

全国10ヶ所

https://supportoffice.jp/kawatakiecho/

学術総合センター一橋記念講堂

　堂講床臨3第学大道海北： ]名05員定[場会道海北
〒060-8638 北海道札幌市北区北15条西7丁目

室義講大礎基部学医部学医学大前弘： ]名021員定[ 場会森青
〒036-8562　弘前市在府町５

室議会大館号1部学医 学大北東： ]名001員定[ 場会台仙
〒980-8575 仙台市青葉区星陵町2-1

名古屋会場 [定員30名]: 名古屋大学医学部附属病院特別会議室 
〒466-8560  名古屋市昭和区鶴舞町65番地

滋賀会場 [定員100名]: 滋賀医科大学臨床講義室
〒520-2192　滋賀県大津市瀬田月輪町

広島会場 [定員：50名]：広島大学病院臨床管理棟（旧外来棟）3階大会議室
〒734-8551　広島県広島市南区霞1-2-3

愛媛会場 [定員：120名]：愛媛大学総合情報メディアセンター メディアホール　
〒790-8577　松山市文京町3番

九州会場 [定員：100名]：九州大学病院臨床小講堂2
〒812-8582　 福岡市東区馬出3-1-1

宮崎会場 [定員：15名]：宮崎大学附属病院　4F産婦人科カンファレンスルーム　
〒889-1692　宮崎県宮崎市清武町大字木原5200 

沖縄会場 [定員：100名]：琉球大学おきなわクリニカルシミュレーションセンター
〒903-0215　沖縄県西原町字上原207番地

東京メトロ半蔵門線／都営地下鉄三田線・新宿線「神保町」
東京メトロ東西線「竹橋」1b出口
徒歩3～5分

本会場からほぼリアルタイムで講演の画像と音声を遠隔会場に配信します。

STICレクチャー開催！
（東京会場のみ）
11月22日（土）15：00～16：30
11月23日（日）18：15～19：45
受講料：5,000円

申し込み期間（予定）　10月9日（木）～11月6日（木）
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2014年10月9日現在
11月22日（土）

15:00 - 16:30
STICセミナー①中級・全心疾患　（GE協賛）
STICセミナー②上級・TOF/TGA/TAPVD

社会保険船橋中央病院／内藤　幸恵
静岡県立こども病院新生児未熟児科／長澤 真由美

11月23日（日）
9:00 - 9:25 受　　付  (アドバンス講座）
9:25 - 9:30 開会の挨拶・オリエンテーション

9:30 - 10:00 心臓の発生
慶應義塾大学医学部小児科
山岸　敬幸

10:00 - 10:30 技師による心スクリーニングの実際※
小阪産病院　医療技術部
芳野　奈美

10:30 - 11:00 カラードプラーを活用したスクリーニング
コシ産婦人科医院　生理検査室
辻村　久美子

11:00 - 11:10 （休憩：　10分）

11:10 - 11:40 新生児の心スクリーニング法
静岡県立こども病院　循環器科
新居　正基

11:40 - 12:10 遠隔セミナーをささえる最近のＩＴ技術
SINET利用推進室／阿部　俊二
九州大学病院ﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ　／安徳　恭彰

12:10 - 12:40 企業セミナー

12:40 - 13:40 （昼食：　60分）

13:40 - 14:10 Heterotaxia,Segmantal approach
静岡県立こども病院　循環器科
新居　正基

14:10 - 14:40 midlineの異常（AVSD,VSD、単心室)
昭和大学産婦人科学講座
松岡　隆

14:40 - 14:50 （休憩：　10分）

14:50 - 15:20 左室流出路狭窄疾患　(重症AS,HLHS）
東京女子医科大学病院循環器小児科
石井　徹子

15:20 - 15:50 small 　LV　(simple COA、卵円孔早期閉鎖）※
大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
河津　由紀子

15:50 - 16:20
small　RV（PAIVS, TA,hypo、右室低形成症候群）
※

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
稲村　昇

16:20 - 16:30 （休憩：　10分）

16:30 - 17:00 TAPVD※
大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
河津　由紀子

17:00 - 17:30 TOF/DORV
医療法人社団　正岡病院　産婦人科
正岡　博

17:30 - 18:00 TGA/Tausig Bing※
久留米大学医学部小児科総合周産期母子医療センター
前野　泰樹

STIレクチャー（東京会場のみ）
18:00 - 18:15 受付

18:15 - 19:45
STICセミナー③（中級・全心疾患）　（GE協賛）
STICセミナー④（中級・全心疾患）（Samsung協賛）
STICセミナー⑤（上級・TOF/TGA/TAPVD）

社会保険船橋中央病院／内藤　幸恵
草加市立病院小児科／白井　加奈子
東北大学周産母子センター産婦人科・神奈川こども医療センター／川滝　元良

11月24日（祝）
9:00 受　　付

9:00 - 9:30 COA　comp/IAA
旭川厚生病院小児科
竹田津　未生

9:30 - 10:00 TAC/PAVSD/MAPCA
静岡県立こども病院総合周産期母子医療センター
新生児科　　　　田中　靖彦

10:00 - 10:30 Ebstein、三尖弁異型性、房室弁逆流※
大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
稲村　昇

10:30 - 10:40 （休憩：　10分）

10:40 - 11:10 心筋症、心筋疾患
長野県立こども病院　循環器小児科
瀧聞　浄宏

11:10 - 11:40 心外疾患による心不全
昭和大学産婦人科学講座
松岡　隆

11:40 - 12:30 （昼食休憩：　50分）
長野県立こども病院　循環器小児科　／　瀧聞　浄宏

旭川厚生病院小児科　／　竹田津 未生

医療法人社団　正岡病院　産婦人科　／　正岡　博※

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　／　稲村　昇※

（休憩）

久留米大学医学部小児科総合周産期母子医療センター　／　前野　泰樹※

昭和大学産婦人科学講座　／　松岡　隆
静岡県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科　／　田中　靖彦

14:25 - 14:40 （休憩　15分）

14:40 - 15:10 チーム医療
長野県立こども病院循環器小児科
安河内　聡

15:10 - 15:40 家族支援
神奈川県立こども医療センター　新しい命のためのサポートセンター
権守　礼美

15:40 - 15:50 表彰式
長野県立こども病院　循環器小児科
瀧聞　浄宏

15:50 - 16:00 終了のご挨拶
※九州大学、滋賀医科大学にてご発表いただく方向にて調整中。

第59回神奈川胎児エコーアドバンス講座　プログラム

症例診断クイズ　解説と解答
※実際の症例を見て診断してみましょう。講師がて
いねいに解説します。

12:30 14:25-



5. イベント概要
1) プログラム

89

#498　第 1 回 メディカルテレコラボレーションワークショップ　2014.12.09

                                                                

1st Medical Tele Collaboration Workshop  

Conjoined with KOREN APP SG Seminar, Tuesday, December 9, 2014 

Venue: Seoul National University Bundang Hospital, Small auditorium/ 1st Seminar room 
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#504　シリラ内視鏡ライブ 2015　2015.1.13
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#505　第 15 回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス　2015.1.14

The 15th Peking Early Gastric Cancer Tele-conference                   Ver.1.1 
 
Date: Jan. 14th (Wed) 15:00-17:00 (China time) (16:00-18:00 Japan time)  
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 
  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. Juntendo University Hospital, Tokyo 
  Chairperson: Yao T 

 Local and Network engineers: Yoshida, Tanaka, Kawasaki 
 4. Kyushu U Hospital, Fukuoka, Japan 
  Moderators: Yao K, Shoko Fujiwara, Shuji Shimizu 
  Local engineer: Kudo, Antoku, Hu 
  Network engineer: Okamura 
   
Programs: 

15:00-15:10 (JP 16:00-16:05)  
Opening remarks and greeting from each station 

15:10-15:30(JP 16:10-16:30) 
Presentation  “Can we accurately diagnose minute gastric cancer?: 
Chromoendoscopy (CE) vs. Magnifying endoscopy with narow band 
imaging (M-NBI)”  Dr Shoko Fujiwara 

15:30-15:50 (JP 16:30-16:50) 
Case Discussion 1， Tianjin University General Hospital, Tian Jin 

15:50-16:20 (JP 16:50-17:20) 
Case Discussion 2，3，Zhongshan Hospital, Shanghai  

16:20-17:50 (JP 17:20-17:50) 
         Case Discussion 4，5, PUMCH 
16:50-17:00 (JP 17:50-18:00) 

 Closing remarks and talking about the future plan 



TEMDEC 活動報告 2014

92

#507　第 4 回 内視鏡外科チームテレカンファレンス　2015.02.14

第4回 内視鏡外科チーム
       テレカンファレンスセミナー 

当番世話人：柴尾 和徳先生（産業医科大学第一外科学講座）
主 催：内視鏡外科チームテレカンファレンス
共 催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

開催日時:2015年2月14日（土）14：00~17：00

会 場: 札幌会場(100名)（北海道大学医学部 臨床大講堂）

東京会場(50名)（J&J(株) 東京サイエンスセンター*川崎 ）

名古屋会場(30名) （名古屋大学附属病院 中央診療棟7階 特別会議室）

大阪会場(50名)（近畿大学医学部附属病院 救急災害センター 5F 会議室）

福岡会場(50名)（九州大学病院 講義棟 小講義室1（臨床小講堂1））

沖縄会場（-） （大浜第一病院 カンファレンスルーム）

テーマ:「内視鏡外科における私たちの取り組み」

参加費:無料（*交通費は参加者のご負担となります。）

*全会場をTV会議を使用し接続します。 沖縄会場は一般募集は行っておりません。ご了承ください。

--- プログラム ---

14:00 世話人挨拶：柴尾 和徳先生（産業医科大学第一外科学講座）

14:05 第3回内視鏡外科チームテレカンファレンス報告                                

      司会：七戸 俊明先生（北海道大学） 講演：林 秀樹先生(千葉大学フロンティア医工学センター)

14:15～15:10 セッション1.「内視鏡外科におけるUp to Date ～各施設での取り組み～」
ねらい：内視鏡外科手術は手術手技と共に麻酔、映像、器具、教育など内視鏡手術に関係する様々な分野でも発展をしている。本セッ
ションでは目覚しい内視鏡外科手術の発展に各施設が対応して様々な工夫を行い、積極的な改良や改善を行っている現状を発表してもら
い、参加している全国の施設と共有し、他施設の状況を参考に自分たちの施設でのヒントできるようにしたい。領域にはこだわらず自由
なセッションで広い範囲での意見交換ができるようなセッションとしたい。
(発表：10分×3人、質疑応答・コメント：25分)

 司  会：松野 修一看護師（産業医科大学）、三島 博之臨床工学技士（九州大学） 

 コメンテーター：藤原 道隆先生（名古屋大学）、春藤 毅之臨床工学技士（産業医科大学） 

①「北海道大学病院における内視鏡手術の取り組み～診療科チーム制度導入と効果～」小塀 昂（北海道大学） 

②「da Vinci腎摘出術における体位固定方法の取り組み」能正 聖未（千葉大学） 
③「腹腔鏡下大腸手術における上肢固定改善とその成果」清水 美砂（KKR札幌医療センター斗南病院） 
 

15:10～16:05 セッション2.内視鏡外科における機器・物品管理
ねらい：内視鏡手術を実施するためにはたくさんの医療機器、材料を用意する必要がある。その管理方法について工夫をしている点を紹
介してもらい参考としたい。例えば医療機器であればTV装置は誰がどのように管理しているのか（保管場所、保管状況、定期点検な
ど）。医療材料であれば自動縫合器など大きな箱に入って販売されるものをどのように保管、在庫管理しているかなど各施設の状況を参
考にしたい。(発表：10分×4人、質疑応答・コメント：15分)
 司  会：小野 和彦看護師（産業医科大学若松病院）、高橋 一久臨床工学技士（産業医科大学） 

 コメンテーター：今本 治彦先生（近畿大学）、石田 稔臨床工学技士（斗南病院） 

①「当院における内視鏡外科物品管理の工夫」齊藤 貴浩（釧路赤十字病院） 

②「当院手術室における腹腔鏡鉗子の保守管理 ～臨床工学技士の横断的活動～」山崎 裕太（戸畑共立病院）  

③「手術準備システムの導入で看護師は楽になったか？～当施設での物品・機器管理の取り組みの紹介～」松野 修一（産業医科大学） 

④「内視鏡手術器械の洗浄・滅菌について」仲尾 富夫（九州エアウォーター）  

16:15～16:50 ミニレクチャー.「麻酔科医に聞く内視鏡手術の麻酔管理」

  司  会：柴尾 和徳先生（産業医科大学第一外科学講座）

ご講演：産業医科大学病院麻酔科 助教  大倉 暖 先生 

16:50～ 閉会挨拶
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#510　キルギスとの会議　2015.2.24

                                                                                                         
Программа телеконференции 

“Опыт Центра развития телемедицины в Азии” 
24 февраля 2015г.  

Время Название докладов Докладчики 

11:00- 11:15 Приветствие участников 
“Сотрудничество с проектом CAREN- KRENA” 

Кыдыралиева Р.Б. 
НЦКТ 

11:15- 11:45 “Опыт Центра развития телемедицины в Азии” проф. Шимизу 
TEMDEC 

11:45- 12:00 Вопросы/ ответы  

 
Участники: 
Центра развития телемедицины в Азии- проф.Шимизу 
Национальный центр кардиологии и терапии- Кыдыралиева Р.Б. 
Национальный госпиталь КР- Сагынбаева Д.З. 
Кыргызская государственная медицинская академия- Зурдинов А.З. 
Отделение респираторной медицины – Сооронбаев Т.М. 
Офис поддержки проекта CAREN – Кутанов А.А. 
Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть - Карабукаев К.Ш. 
 

Teleconference program 

“Experience of Telemedicine Development Center of Asia” 
24 февраля 2015г.  

Time Presentation Presenter 

11:00- 11:15 Welcoming participants 
“Collaboration with CAREN- KRENA”  

Kydyralieva R.B. 
NCCT 

11:15- 11:45 “ Experience of Telemedicine Development Center of 
Asia ” 

Prof.Shimizu 
TEMDEC 

11:45- 12:00 Question/ answers  

 
Participants: 
Telemedicine Development Center of Asia (TEMDEC)- prof. Shimizu 
National Center of Cardiology and Therapy- Kydyralieva R.B. 
National Hospital of the Kyrgyz Republic- Sagynbaeva D.Z. 
Kyrgyz State Medical Academy- Zurdinov A.Z. 
Department of Respiratory Medicine – Sooronbaev T.M. 
CAREN Support Office– Kutanov A.A. 
Kyrgyz Research and Education Network Association- Karabukaev K.Sh. 
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2）　	写真レポート

 

#441  神経内科テレカンファレンス 
【イベント名】 

神経内科テレカンファレンス 
【概要】 

5月に福岡の国際会議場で開催される日本神経学会へ向

け、その準備の一環として、台湾および京都大学との3か

所で、てんかんに関するテレカンファレンスが企画され

た。いずれも経験の多い施設で技術的に大きな問題はな

かったが、神経内科の多くのドクターにとってはテレカ

ンファレンス自体初めてであり、プレゼンテーションや

会話に慣れるには非常に良い機会となった。 

【期日】2014.4.14 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

国立台湾大学 (台湾), 

京都大学 (日本) 

  

九大病院から発表した、Dr. 重藤(中央)。 モニタに映し出される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 

  

提示された症例のスライド。 動画によるプレゼンテーション。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

国立台湾大学の会場の様子。 九州大学病院の会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.4.14 
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#442  第 25 回関東腹腔鏡下胃切除研究会 
【イベント名】

第 25 回関東腹腔鏡下胃切除研究会 
【概要】 

東京医科歯科大学で開催される関東腹腔鏡下胃切除研究

会も遠隔接続が恒例となり、今回は琉球大学と石川県立

中央病院がいずれも初めて接続して参加した。画像や音

声にも問題のない接続であった。また今回は東京医科歯

科大学内での準備体制が整備され、医療情報部や医療情

報掛の方々が中心となってサポートをいただいた。九大

から現地に赴くことなく、技術的には大変満足の行く研

究会となった。

【期日】2014.4.26 

. 【会場】

東京医科歯科大学 (日本), 

九州大学病院 (日本), 

石川県立中央病院 (日本), 

琉球大学 (日本) 

  

モニタに映し出される3地点の様子。 内視鏡映像に印を描きながら解説が行われた。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

 

石川県立中央病院のDr. 稲木。 琉球大学の発表スライド。

撮影場所：石川県立中央病院 撮影場所：九州大学病院

  

琉球大学での会場の様子。 石川県立中央病院の会場の様子。

撮影場所：琉球大学 撮影場所：石川県立中央病院

2014.4.26 
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#443  第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 1 上部消化管 
【イベント名】

第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 1  
上部消化管

【概要】 

福岡で開催された日本内視鏡学会では、学会史上初めて、

ライブデモンストレーションが企画された。最初に行わ

れた上部消化管のセッションでは、福岡大学筑紫病院と

オーストラリアのライエル・マクユーイング病院が初め

ての参加となり、それぞれ食道と胃の内視鏡診断法が提

示された。また香港中文大学病院と上海の復旦大学中山

病院からは新しいPOEMの術式が紹介され、議論が盛り

上がった。

【期日】2014.5.15 

. 【会場】福岡国際会議場 日本

福岡大学筑紫病院 日本

ライエル・マクユーイング病院 オーストラリア

復旦大学中山病院 中国

香港中文大学 中国  

  

福岡国際会議場での会場の様子。 スクリーンに映し出される会場の司会者と香港中文大学。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

 

内視鏡画像 右 と手術を行う香港中文大学の医師ら 左 。

下 ？

福岡大学筑紫病院からの中継の様子。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡大学筑紫病院

  

手術を行う復旦大学中山病院のDr. Zhou (右)。 ライエル・マクユーイング病院チームの集合写真。

撮影場所：復旦大学中山病院 撮影場所：福岡国際会議場

2014.5.15 
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#444  第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 2 下部消化管 
【イベント名】

第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 2  
下部消化管 

【概要】 

２つ目のライブセッションである下部消化管には、神戸大

学および広島大学が共に初めて参加する形となった。神戸

大学へはH.323で接続し、Dr.豊永による大腸のESD（内

視鏡的粘膜下層切離術）が披露された。広島大学からは

DVTSで接続され映像は非常にスムーズであったが、広島

大学側でエコーが発生した。準備段階では問題なかった

が、再チェックの必要がある。国立台湾大学からは大腸挿

入法などが紹介され、技術的な問題はなかった。 

【期日】2014.5.16 

. 【会場】

福岡国際会議場 日本

神戸大学 日本

広島大学 日本

国立台湾大学 台湾  

  

福岡国際会議場での会場の様子。 スクリーンに映し出される内視鏡映像。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

 

スクリーンに映し出されるパネリスト。 手術を行う神戸大学のDr. 豊永。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

  

会場とやりとりする広島大学のDr. 岡。 国立台湾大学でのデモンストレーションの様子。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：国立台湾大学

2014.5.16 
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#445  第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 3 胆膵 1 
【イベント名】

第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 3  
胆膵 1 

【概要】 

胆膵のセッションは２日目の午前・午後を通して行われ

た。午前のセッションには久留米大学が初めて参加した

が、H.323での接続で技術的な問題もなくDr.岡部のライ

ブデモンストレーションも順調に進んだ。その他の３施

設はこれまでライブデモンストレーションの経験も豊富

で、映像・音声・プログラム共に大変スムーズであった。

それぞれ興味深い症例が提示され、会場との間で活発な

議論が行われた。 

【期日】2014.5.16 

. 【会場】福岡国際会議場 (日本), 

京都第二赤十字病院 (日本), 

久留米大学 (日本), 

建国大学病院 (韓国), 

国立台湾大学 (台湾) 

  

会場の参加者との質疑応答の様子。 久留米大学での中継の様子。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：久留米大学

 

国立台湾大学からのエコー画像。 国立台湾大学での中継の様子。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：国立台湾大学

  

内視鏡手術を行う建国大学病院のDr. Shim（右）。 司会者とパネリストの集合写真。

撮影場所：建国大学病院 撮影場所：福岡国際会議場

2014.5.16 
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#446  第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 4 胆膵 2 
【イベント名】

第 87 回日本消化器内視鏡学会 内視鏡ライブ 4  
胆膵 2 

【概要】 

最後のセッションもすべて経験豊富な３施設からのライ

ブデモンストレーションであった。韓国のアサン医療セン

ターからはDr. Seoが、タイのシリラ病院からはDr. 

ThaweeとDr. Nanthaleeが、またインドのAIGからはDr. 

Naggyのグループが、非常に興味深い症例を巧みなカメラ

ワークと共にデモンストレーションを行った。ディスカッ

サントからも質問やコメントが多く、大変活発で教育的な

セッションで終了した。 

【期日】2014.5.16 

【会場】

福岡国際会議場 (日本), 

アサン医療センター (韓国), 

マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 

アジア消化器センター (インド) 

  

パネリストと会話するアサン医療センターのDr. Seo(右)。 モニタに映し出される3地点の様子。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

 

内視鏡手術を行うDr. Nageshwar（右）。 会場スクリーンに映し出されるX線画像。

撮影場所：アジア消化器センター 撮影場所：福岡国際会議場

  

マヒドン大学シリラ病院からのエコー画像。 マヒドン大学シリラ病院チームからの挨拶。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

2014.5.16 
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#447  第 12 回 日韓消化器テレカンファレンス 
【イベント名】 

第 12 回 日韓消化器テレカンファレンス 
【概要】 

京都第二赤十字病院の都合が悪く、今回は建国大学と九

州大学との2か所でのテレカンファレンスとなった。九大

会場には福岡大学筑紫病院のDr. 八尾のチームの他、今回

はメキシコからDr.  Tanimoto、中国からはDr. Carrie、

またインドネシアからはDr. Amandaが出席し、ディスカ

ッションが盛り上がった。今後インドネシア大学や上海

交通大学との更なるコラボレーションを目指すためにも

良い機会となった。 

【期日】2014.5.19 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

建国大学病院 (韓国) 

  

モニタに表示される2接続施設の様子。 会の初めには自己紹介が行われた。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された内視鏡画像のスライド。 提示された病理画像のスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

建国大学から送信されたスライド。 ディスカッションの様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.5.19 



5. イベント概要
2) 写真レポート

101

 

#449  第 55 回日本神経学会学術大会 International Session 
【イベント名】

第 55 回日本神経学会学術大会  International 
Session 

【概要】 

内視鏡学会の翌週に福岡で開催された日本神経学会では、

これも学会史上初めて、海外とのテレカンファレンスセッ

ションが企画された。てんかんと不随意運動がテーマで、

共に韓国、台湾、タイとの接続が行われた。いずれも患者

の身体の動きや脳波など動きのある映像が各会場から鮮明

に映し出され、それを元に活発な討議が行われた。参加者

からはビデオ会議の有用性に関する意見が数多く出され、

新たな企画が確認された。

【期日】2014.5.23 

【会場】

福岡国際会議場 (日本), 

チュラロンコン大学 (タイ), 

ソウル大学病院 (韓国), 

国立台湾大学 (台湾) 

  

患者の動画像を示しながら講演するパネリストの一人。 スクリーンに映し出される4地点の様子。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

 

演台に並ぶパネリスト。 スクリーンに映し出される発表の様子。

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

  

動画像で示される脳波の映像。 質問を行う会場の参加者。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場

2014.5.23 
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#450  アレマナ病院とのテレカンファレンス 
【イベント名】 

アレマナ病院とのテレカンファレンス 
【概要】 

チリのアレマナ病院から研修に来たDr. Pablo Cortesに

よる報告会を行った。アレマナ病院とは初めての接続と

なり、数日間主にスカイプでのやり取りを通してPabloが

地元のスタッフと協力してVidyoのセットアップを行っ

た。メキシコからの参加と共に楽しく充実した発表とデ

ィスカッションが出来たが、アレマナ病院のネットワー

クは不安定で、一時的な切断もあった。次回までには状

況の改善を期待したい。 

【期日】2014.5.27 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), アレマナ病院 (チリ), 

グアダラハラ大学 (メキシコ), 

メキシコ国立自治大学 (メキシコ), 

国立警察病院 (コロンビア) 

  

九州大学病院での研修経験を発表するDr. Pablo(右)。 モニタに映し出される4接続地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

Dr. Pablo より提示されたスライド。 Dr. Pablo より提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

Dr. Pablo の所属するチリのアレマナ病院。 Dr. 清水（右上）の当活動に関するプレゼンテーション。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.5.27 
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#451  内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【イベント名】 

内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【概要】 

タイのチュラロンコン大学のDr. Rungsunが主にリード

して行われてきたこれまでの内視鏡テレカンファレンス

が内視鏡関連の他のプログラムと区別しやすくするため

「内視鏡クラブＥ-カンファレンス」と名前を改めてスタ

ートした。いずれも慣れた施設が多いが、香港でマイク

のトラブルが見られた。また九大からはコロンビアのDr. 

Cortes、上海のDr. Carrieが参加し、今後両国へも同様の

プログラムを導入する良い参考になったと思われた。 

【期日】2014.5.27 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), チュラロンコン大学 (タイ), 

香港中文大学 (中国), チョーライ病院 (ベトナム), 

ライエル マクユーイング 病院 (オーストラリア), 

九州大学病院 (日本), 国立台湾大学 (台湾) 

  

チョーライ病院での会場の様子。 モニタに映し出される6地点の様子。 

撮影場所：チョーライ病院 撮影場所：国立台湾大学 

  

モニタに大写しになったX線のプレゼンテーション。 内視鏡映像がクリアに映し出された。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マラヤ大学 

  

マラヤ大学のDr. Ho (右前) とそのチーム。 ストリーミングの受信の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：フィリピン大学マニラ総合病院 

2014.5.27 
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#452  医学生へのライブ中継講義 
【イベント名】 

医学生へのライブ中継講義 
【概要】 

恒例になった医学部２年生の学生に対する韓国ソウル大学

ブンダン病院からの遠隔ライブ講義が行われた。講義の意

義は、１）新しい内視鏡手術を知ること、２）遠隔講義の

実際を体験すること、そして、３）英語でのコミュニケー

ションの重要性を動機付けすること、です。今回は患者さ

んの都合で通常の開腹手術の見学となったが、それでも学

生にとっては初めての手術見学であり、特に韓国の学生の

英語のレベルの高さに驚いている様子であった。 

【期日】2014.5.28 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ソウル大学ブンダン病院 (韓国) 

  

講義内容を説明するDr. 清水。 九州大学病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

内視鏡手術に用いる道具の説明。 アシスタントとして手術に参加する韓国の学生。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

英語で質問を行う日本人学生。 医学生にアドバイスを送るDr. Han（右）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.5.28 
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#453  第 2 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 2 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファ
レンス 

【概要】 

2008年以来筑波大学附属病院脳外科はチョーライ病院脳

外科との協力を実施しており、最近は脳血管内治療の協

力を中心に行っている。その経緯から今回は「脳血管内

治療」をテーマとしたテレカンファレンスとを実施した。

チョーライ病院から椎骨動脈解離、脳梗塞に対するそれ

ぞれ血管内治療の症例、筑波大学附属病院からは両側椎

骨動脈解離の血管内治療、救急頚動脈ステント治療の症

例報告があり、それぞれに対し討議を行った。 

【期日】2014.5.29 

 【会場】 

筑波大学 (日本), 

チョーライ病院 (ベトナム), 

九州大学病院 (日本), 

水戸協同病院 (日本) 

  

チョーライ病院での会場の様子。 筑波大学での会場の様子。 

撮影場所：チョーライ病院 撮影場所：筑波大学 

  

提示された血管造影のプレゼンテーション。 モニタに映し出される4地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：チョーライ病院 

  

筑波大学では映像表示に大きな2つのモニタを使用した。 チョーライ病院ではプロジェクタにより映像を表示。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：チョーライ病院 

2014.5.29 
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#454  インドネシア大学とのカンファレンス 
【イベント名】 

インドネシア大学とのカンファレンス 
【概要】 

インドネシア大学に新しい内視鏡室が数年前に出来上が

り、1か月前にはインターネット回線が敷設された。それ

を記念し、インドネシア大学で開催された内視鏡ワーク

ショップに合わせる形で、九州大学および福岡大学との

初めてのテレカンファレンスが企画された。筑紫病院の

Dr. 八尾によるプレゼンテーションには、以前九大へ研修

に来たことのあるDr. KakaやDr. Amandaなどを初め、多

くの質問がなされた。 

【期日】2014.6.12 

 【会場】 

インドネシア大学 (インドネシア), 

九州大学病院 (日本), 

福岡大学筑紫病院 (日本) 

  

福岡大学筑紫病院での会場の様子。中央にDr. 八尾。 モニタに映し出された3地点。 

撮影場所：福岡大学筑紫病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された光波長に関するプレゼンテーション。 内視鏡動画のスムーズな送信。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

インドネシア大学から発言する、Dr. Dadang（中央）。 提示された拡大内視鏡に関するプレゼンテーション。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.6.12 
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#455  医工連携 4 年生講義 
【イベント名】

医工連携 4 年生講義 
【概要】 

今回初めての試みとして、グループ毎にビデオ会議シス

テムを設定し、それを使って東北大学からの遠隔講義を

聞くプログラムとした。設定に時間がかかるグループや

エコーが強いチームもあったが、何とか設定して無事に

川滝先生の胎児に関する講義が終了した。自分たちで自

由に使う時間までは取れなかったが、今後は学生の間で

も自分たちの目的にあった内容で、国際的にも活用して

もらうように期待したい。

【期日】2014.6.17 

. 【会場】

九州大学病院 (日本), 

東北大学 (日本) 

  

授業の様子。 PC、ウェブカメラ、スピーカフォンの単純な構成。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

 

画面に映し出された9地点。中央は東北大学Dr. 川滝。 画面に注目する学生たち。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

  

真剣な眼差しの学生たち。 3－4人で１つのグループを作った。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

2014.6.17 
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#457  小児がん拠点症例検討会 接続準備会議 
【イベント名】 

小児がん拠点症例検討会 接続準備会議 
【概要】 

九州小児がん拠点プロジェクトの接続準備テレカンファ

レンスが行われた。九州大学小児外科の田口教授を座長

として、九州地区の11拠点病院が参加して行われた。今

回は全体でのテスト接続を兼ね、プロジェクトの概略が

説明され、また今後のテレカンファレンスの進め方など

についても協議された。今回参加できなかった施設を含

め、次回までには細かな技術的問題点の解決が必要であ

った。 

【期日】2014.6.23 

 【会場】 

九州大学病院, 九州がんセンター, 産業医科大学, 佐

賀大学, 佐賀県医療センター好生館, 長崎大学, 宮崎

大学, 鹿児島大学, 鹿児島市立病院, 大分大学, 熊本大

学（すべて日本） 

  

熊本大学の会場の様子。 佐賀県医療センター好生館の会場の様子。 

撮影場所：熊本大学 撮影場所：佐賀県医療センター好生館 

  

大きな2つのモニタの左に自会場、右に遠隔地を表示。 モニタに映し出される8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 

  

モニタに注目する参加者たち。 接続の調整を行うエンジニアの波々伯部さん（中央）。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.6.23 
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#460  第 45 回 日本膵臓学会大会 -自己免疫性膵炎- 
【イベント名】 

第 45 回 日本膵臓学会大会 -自己免疫性膵炎- 
【概要】 

第45回日本膵臓学会は産業医科大学の山口幸二教授の主

宰により、海外とのテレカンファレンスが企画された。

まずこの自己免疫膵炎のセッションではDVTSで4つの会

場が接続されたが、画像も音声も問題なく、また発表後

のディスカッションも各地点間で大変活発に行われ、非

常に有意義な会となった。総括では東北大学の下瀬川病

院長からも、今後アジアでの情報共有へ向けて積極的に

利用したいとのコメントがあった。 

【期日】2014.7.11 

 【会場】 

西日本総合展示場 AIM ビル (日本), 

アサン医療センター (韓国), 

マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 

国立台湾大学 (台湾) 

  

メイン会場の様子。 演台からの接続先との会話の様子。 

撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

  

提示された病理画像。 提示されたCTスキャンの画像。 

撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

  

国立台湾大学の会場の様子。 スクリーンに映し出される4地点の様子。 

撮影場所: 国立台湾大学 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

2014.7.11 
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#461  第 45 回 日本膵臓学会大会 -IPMN- 
【イベント名】 

第 45 回 日本膵臓学会大会 -IPMN- 
【概要】 

2つ目のセッションではVidyoが使用された。台湾の長庚

大学病院、中国・重慶の第三軍医大学共に初めての参加

であったが、どうにか良好な状況の中で会に参加するこ

とが出来た。いずれの施設も今回は学術ネットワークで

はなく商用回線が使用されている。IPMNでは世界的権威

の九州大学の田中教授が座長を務め、会場や遠隔地から

の質問も多く、有意義なセッションとなった。 

【期日】2014.7.11 

 【会場】 

西日本総合展示場 AIM ビル (日本), 

韓国科学情報技術研究所ソウルオフィス (韓国), 

長庚大学病院 (台湾), 

第三軍医大学 (中国) 

  

メイン会場の様子。 第三軍医大学の会場の様子。 

撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：第三軍医大学 

  

モニタに映し出される4接続地点。 会場で提示されたスライド。 

撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

  

質問をする参加者（中央）。 座長を務める九州大学病院のDr. 田中。 

撮影場所: 西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

2014.7.11 
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#462  第 45 回日本膵臓学会大会 -移植- 
【イベント名】 

第 45 回日本膵臓学会大会 -移植- 
【概要】 

膵移植に関するセッションは主会場を他の6会場と接続

して発表と議論が行われた。各地点のネットワークや器

材の都合から3会場をDVTSで、他の3会場をVidyoで接続

する形となった。膵細胞移植のメッカであるカナダの大

学はドクター自身が設定・操作する形で参加したが、発

表や会話には特に問題なく接続できた。またこの大学の

遠隔参加はセッション全体の議論をより活発にした感が

あった。 

【期日】2014.7.12 

 【会場】 西日本総合展示場 AIM ビル (日本), アサン医

療センター (韓国), 台北榮民総医院 (台湾), ビエット 

ドゥック 病院 (ベトナム), アルバータ大学 (カナダ), 

韓国科学情報技術研究所ソウルオフィス(韓国), 京都大

学 (日本) 

  

メイン会場の様子。 コメンテーターを務めるDr. 角（左）とDr. 杉谷（右）。 

撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

  

提示されたスライド。 韓国の膵移植に関するスライド。 

撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

  

質問をする参加者。 遠隔地とのディスカッションの様子。 

撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 撮影場所：西日本総合展示場 AIM ビル 

2014.7.12 
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#463  上海交通大学とのテレカンファレンス 
【イベント名】 

上海交通大学とのテレカンファレンス 
【概要】 

上海から研修に来ていたDr. Carrieの報告会が遠隔で行

われた。元々上海交通大学第一人民病院（虹口分院）と

はテレカンファレンスの実績があったが、今回新しくで

きた松江分院と共に3か所を接続した。研修報告に続き、

九大からのERCPの発表や今後の計画などが相互に議論

され、会は盛り上がった。技術的には虹口分院の音声の

状況が悪く、次回までの改善が望まれる。 

【期日】2014.7.23 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

上海交通大学第一人民病院虹口分院 (中国), 

上海交通大学第一人民病院松江分院 (中国) 

  

九州大学病院での研修経験を発表するDr. Carrie。 虹口分院での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：上海交通大学第一人民病院虹口分院 

  

提示されたスライド。 拡大内視鏡に関するスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

松江分院でのテレカンファレンスの様子。 九州大学から発表をおこなうDr. 高畑。 

撮影場所：上海交通大学第一人民病院松江分院 撮影場所：九州大学病院 

2014.7.23 
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#464  第 2 回 内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【イベント名】 

第 2 回 内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【概要】 

定例の内視鏡テレカンファレンスが、今回は８施設を接

続して行われた。興味深い症例が提示され議論が盛り上

がる一方で、テクニカルには未だに細かな問題点にも遭

遇し続けている。各地点間の音のアンバランス、スライ

ド共有の不具合、地点によるカメラ画質の不良など、今

後早急に解決していきたい。技術的な限界に加え、Vidyo

という使いやすいソリューションであるがゆえに、徹底

した準備がされにくいという点にも今後注意したい。 

【期日】2014.7.23 

 【会場】 九州大学病院 (日本), チュラロンコン大学 (タ
イ), マラヤ大学 (マレーシア), 香港中文大学プリンスオ

ブウェールズ病院 (香港), アジア消化器センター (イン

ド), アデレード大学 (オーストラリア), アサン医療セン

ター (韓国), 国立台湾大学 (台湾), シンガポール総合病

院 (シンガポール) 

  

九州大学病院から参加するDr. 清水。 モニタに映し出される8接続地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

内視鏡映像が専用機器によりスムーズに送信された。 提示されたスライドに注目する参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

チュラロンコン大学でのテレカンファレンスの様子。 マラヤ大学のDr. Goh（左から2番目）とそのチーム。 

撮影場所：チュラロンコン大学 撮影場所：マラヤ大学 

2014.7.23 
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#465  第 1 回 小児がん拠点テレビ会議 
【イベント名】 

第 1 回 小児がん拠点テレビ会議 
【概要】 

今回は産業医科大学を除く九州沖縄地区の18施設が揃

い、小児がんに対する初めての症例検討会が行われた。

技術的には音の雑音など細かな問題はあったものの、概

ね良好な状態でのディスカッションがなされた。モニタ

ー上、参加施設全体の表示が不可能で意見を求める際な

どに不便を感じるため、今後新たな機器の購入も視野に

入れ、状況を改善していきたい。 

【期日】2014.7.28 

 【会場】九州大学病院, 九州がんセンター, 久留米大学, 
福岡大学病院, 佐賀大学, 佐賀県医療センター好生館, 長
崎大学, 大分大学, 大分県立病院, 熊本大学, 熊本赤十字

病院, 熊本医療センター, 宮崎大学, 宮崎県立宮崎病院, 
鹿児島大学, 鹿児島市立病院, 琉球大学, 沖縄県立南部医

療センター・こども医療センター (すべて日本) 

  

九州大学病院から参加するDr. 木下。 モニタに映し出される8接続地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示されたスライド。 画面に注目する参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院でのテレカンファレンスの様子。 提示された病理画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.7.28 
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#467  胃拡大内視鏡研究会 
【イベント名】 

胃拡大内視鏡研究会 
【概要】 

福岡で開催された第12回九州胃拡大内視鏡研究会の様子

を東京の胃臨床診断カンファレンスのメンバーへ配信す

る形で、初めてのWebカンファレンスが開催された。順

天堂大学に集まった東京の参加者は、福岡から中継され

る内視鏡や病理画像を交えた発表に対し随時質問を行う

形で、会が進行された。終了後のアンケートでも、鮮明

な画像や効率的な発表のスタイルに対し肯定的な意見が

多く寄せられた。 

【期日】2014.8.2 

 【会場】 

レソラ天神 (日本), 

順天堂大学 (日本) 

  

本イベントの企画者の福岡大学筑紫病院のDr. 八尾。 病理画像が大きなスクリーンに鮮明に映し出された。 

撮影場所：レソラ天神 撮影場所：レソラ天神 

  

提示された病理画像。 テレポインターによる内視鏡画像のディスカッション。 

撮影場所：レソラ天神 撮影場所：レソラ天神 

  

質問をする参加者。 順天堂大学との遠隔ディスカッションの様子。 

撮影場所：レソラ天神 撮影場所：レソラ天神 

2014.8.2 
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#468  ＪＪ東京サイエンスセンター 開所式 
【イベント名】 

ＪＪ東京サイエンスセンター 開所式 
【概要】 

羽田空港から多摩川を挟んだ対岸の川崎市に、東京サイ

エンスセンターが完成した。内視鏡外科を中心に整形外

科や循環器、また糖尿病や看護師教育を含め、様々なト

レーニングプログラムを提供する施設である。その完成

を記念して、オープニングセレモニーが開催され、その

中で韓国、タイ、九大を接続して遠隔医療教育のデモン

ストレーションが行われた。接続状態も良く、各分野の

代表からなる参加者の皆さんにも好評であった。 

【期日】2014.8.6 

 【会場】 

ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サイエンスセンター 

(日本), 九州大学病院 (日本), ソウル大学ブンダン病院 

(韓国), マヒドン大学シリラ病院 (タイ) 

  

ＪＪ東京サイエンスセンターメイン会場の様子。 メイン会場での大きなスクリーン。 

撮影場所：ＪＪ東京サイエンスセンター 撮影場所：ＪＪ東京サイエンスセンター 

  

モニタに表示された4接続地点。 タイのマヒドン大学からDr. Chotirotのあいさつ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院から参加したDr. 清水。 ソウル大学ブンダン病院からDr. Hanが挨拶した。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ＪＪ東京サイエンスセンター 

2014.8.6 
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#469  第 3 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 3 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファ
レンス 

【概要】 

8月7日に筑波大学とチョーライ病院との第3回テレカン

ファレンスを行なった。今年から看護人材の交流が始ま

ったこともあり、看護分野のテーマとした。双方ともそ

れぞれの国の看護教育、看護事情と新人看護師教育につ

いて発表し、それぞれのシステムや資格などについての

協議が活発になされた。言語は日本語・ベトナム語を使

用し通訳を通して行ったが、看護スタッフ、大学院生が

これにあたり、円滑に実施することができた。 

【期日】2014.5.27 

 【会場】 

筑波大学 (日本), 

チョーライ病院 (ベトナム), 

九州大学病院 (日本) 

  

筑波大学の会場の様子。 チョーライ病院ではプロジェクタとモニタの両方に表示。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：チョーライ病院 

  

日本語とベトナム語の両方で作成されたスライド。 看護士の新人演習についてのスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

筑波大学附属病院看護部長（左）とベトナム語通訳(右)。 発言するDr. Binh（右）と日本語通訳（左）。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：チョーライ病院 

2014.8.7 
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#470  第 38 回 APAN 会議 テクノロジー 
【イベント名】 

第 38 回 APAN 会議 テクノロジー 
【概要】 

テクノロジーグループの企画により、従来のHDの４倍の

解像度を持つ４Ｋによる手術映像の配信が行われた。録

画映像はチェコから、台湾のAPAN会場へ配信された。

10Gbpsという大容量の配信ではあったがネットワーク

の状況も安定しており、専用のモニターに投影された画

像はまさに鮮明であった。遠隔会場とは通常のHDでの接

続であったが、主会場の参加者と共に高い評価を得てい

た。 

【期日】2014.08.11 

 【会場】国立曁南国際大学 (台湾), 肝胆道科学センター 
(インド), チョーライ病院 (ベトナム), 香港大学 (香港), 
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), チェコ研究教育ネットワーク (チ
ェコ), NASATI オフィス (ベトナム), Vidyo Japan (日
本), Vidyo 香港 (香港), メンチャカ・グアダラハラ市民病

院 (メキシコ) 

  

本セッションの座長のAlbertさん。 4K映像に注目する参加者たち。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

4Kで送信された手術動画。 精細な4KのCTスキャンの画像と参加者。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

従来のHDのシステムで接続された参加者たち。 4Kのシステムで接続された参加者たち。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

2014.08.11 
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#471  第 38 回 APAN 会議 肝胆膵 
【イベント名】 

第 38 回 APAN 会議 肝胆膵 
【概要】 

台湾で開催された第38回APAN会議の肝胆膵セッション

で、14施設を接続してテレカンファレンスが開催された。

今回は千葉大学のDr. 清水が企画し、胆膵領域の血管浸潤

癌に対する手術について、日本とインドの計4施設からの

発表があった。千葉大学のDr. 宮崎が韓国のDr. Hanと共

に座長を務め、他施設間の非常に活発な討議が行われた。

会場間の音のアンバランスが問題であった以外は、概ね

良好なシステムの状況であった。 

【期日】2014.08.12 

 【会場】国立曁南国際大学 (台湾), ソウル大学ブンダン病

院 (韓国), GB パント病院 (インド), カトマンズモデル病

院 (ネパール), ビエット ドゥック 病院 (ベトナム), 
北京がんセンター (中国), 嶺南大学 (韓国), 千葉大学 
(日本), 東北大学 (日本), 北海道大学 (日本), アイルラン

ガ大学医学部 (インドネシア), マラヤ大学 (マレーシア), 
肝胆道科学センター (インド), アジア消化器センター 
(インド) 

  

モニタに表示された8接続地点。左上は座長のDr. Han. 座長の千葉大学Dr. 宮崎(左)と発表者のDr. 清水(右)。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：千葉大学 

  

東北大学での会場の様子。 マラヤ大学での会場の様子。 

撮影場所：東北大学 撮影場所：マラヤ大学 

  

肝胆道科学センターでの会場の様子。 千葉大学の会場の様子。 

撮影場所：肝胆道科学センター 撮影場所：千葉大学 

2014.08.12 
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#472  第 38 回 APAN 会議 AIG 
【イベント名】 

第 38 回 APAN 会議 AIG 
【概要】 

APANの医療セッションの一つをインド・アジア消化器病

センターのDr. Sundeepが初めて企画した。H323の機器

を用い7施設からの参加があり、内視鏡に関する発表がマ

レーシア、インド、タイなどから行われた。インドネシ

ア大学は最近整備された内視鏡室からの参加であった

が、映像・音声共に問題なかった。一方マラヤ大学は内

視鏡室が新たな場所に移動し、ネットワークにやや不安

定な感じが見られた。 

【期日】2014.08.12 

 【会場】国立曁南国際大学 (台湾), マラヤ大学 (マレーシ

ア), ライエル マクユーイング 病院 (オーストラリア), 

ユナイテッド シグマ病院 (インド), アジア消化器セン

ター (インド), インドネシア大学 シプロマングンクス

モ病院 (インドネシア), ソンクラー大学 (タイ) 

  

APAN会場である国立曁南国際大学での様子。 モニタに映し出された7地点。左上は座長のDr. Sundeep。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：マラヤ大学 

  

送信された内視鏡映像。 メイン会場のプロジェクターに映し出された遠隔地点。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

マラヤ大学での会場の様子。 ソンクラー大学の会場の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：ソンクラー大学 

2014.08.12 
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#473  第 38 回 APAN 会議 胎児医療 
【イベント名】 

第 38 回 APAN 会議 胎児医療 
【概要】 

第6回目となる胎児セッションが、香港大学がリードする

形で開催された。香港のVidyoサーバーを経由して、9地

点からの接続があり、ベトナムのバックマイ病院は本プ

ログラムに初めて参加した。今回は7か所からの発表があ

ったために通常よりも15分早く開始され、双子出産の難

しい症例についての興味深い議論が交わされた。当初音

声のトラブルが見られたが間もなく解決され、セッショ

ンは無事に終了した。 

【期日】2014.08.13 

 【会場】国立曁南国際大学 (台湾),香港大学深セン医院 
(中国), 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), 国立台湾大学 (台湾), 国立シンガポ

ール大学 (シンガポール), Dr. Moewardi 病院 (インドネ

シア), 香港大学 (香港), マニラ大学総合病院 (フィリピ

ン), バックマイ病院 (ベトナム) 

  

APAN会場である国立曁南国際大学での様子。 本セッションの主催者であるAlbert さん。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

送信されたＣＴスキャンのスライド。 タイのマヒドン大学より提示されたプレゼンテーション。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

モニタに表示された8接続地点。 提示されたスライド。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

2014.08.13 
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#474  第 38 回 APAN 会議 内視鏡 
【イベント名】 

第 38 回 APAN 会議 内視鏡 
【概要】 

恒例となった内視鏡セッションであり、非常に興味深い

症例ばかりでレベルの高いディスカッションであった。

しかしながら技術的には、他の遠隔参加者へのストリー

ミングがうまく行かなったのに加え、声が聞き取りにく

かったりプレゼンテーションが見えなかったりと、問題

の多いセッションとなってしまった。接続施設が常に多

いのも一因ではあるが、今後は技術的な質の安定に十分

配慮する必要がある。 

【期日】2014.08.13 

 【会場】国立曁南国際大学 (台湾), チュラロンコン大学 
(タイ), マラヤ大学 (マレーシア), 香港中文大学プリンス

オブウェールズ病院 (香港), 肝胆道科学センター (イン

ド), エルランゲン大学病院 (ドイツ), 名古屋大学 (日本), 
Changi General Hospital (シンガポール), ライエル マ

クユーイング 病院 (オーストラリア), アデレード大学 
(オーストラリア), チョーライ病院 (ベトナム) 

  

本セッションの座長のDr. 清水(左)とDr. Rungsun(右)。 モニタに表示された8接続地点。左上はAPAN会場。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

送信された内視鏡の動画。 肝胆道科学センターの会場の様子。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：肝胆道科学センター 

  

チョーライ病院の会場の様子。 モニタに表示された8接続地点。左上はエルランゲン大学。 

撮影場所：チョーライ病院 撮影場所：国立曁南国際大学 

2014.08.13 
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#475  第 38 回 APAN 会議 ラテンアメリカ 
【イベント名】 

第 38 回 APAN 会議 ラテンアメリカ 
【概要】 

前々回のAPANに引き続き、ラテン各地を接続して内視鏡

セッションが行われた。テーマを胃癌に絞り、各国から

胃癌医療の現状についての発表が行われた。今回初めて

大阪成人病センターに接続され、Dr. 上堂がコメンテータ

ーとして参加した。福大筑紫病院もVidyoでは初めての参

加であったが大きな問題もなく、会は終了した。コロン

ビアのカリ・ザビエル大学が残念ながら接続に時間を要

し、最後の短い時間での参加となった。 

【期日】2014.08.14 

 【会場】国立曁南国際大学 (台湾), メキシコ国立自治大学 

医師自宅:メキシコシティ (メキシコ), メンチャカ・グア

ダラハラ市民病院 (メキシコ), コスタリカ研究教育ネッ

トワーク (コスタリカ), 国立警察病院 (コロンビア), カ
リ・ザビエル大学 (コロンビア), アレマナ病院 (チリ), 大
阪府立成人病センター (日本), 福岡大学筑紫病院 (日本) 

  

本セッションの座長のDr. 清水。 表示された8接続地点。左上はUNAMのDr. 谷本。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

APAN会場の様子。 送信されたスライド。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

  

モニタに表示された7接続地点。左は福大のDr. 八尾。 モニタに表示された8接続地点。左上はメキシコ。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：国立曁南国際大学 

2014.08.14 
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#476  第 38 回 APAN 会議 群馬外科カンファレンス 
【イベント名】

第 38 回 APAN 会議 群馬外科カンファレンス 
【概要】 

以前群馬大学に留学していたインドネシアのドクターか

らのリクエストにより、インドネシアのパジャジャラン

大学と群馬大学のテレカンファレンスが初めて企画さ

れ、九州大学を訪問した群馬大学の桑野教授とAPAN会場

がそれに参加する形となった。ネットワークの経由地で

あるバンドン工科大学の器機不良が発生し受信速度が大

幅に低下したこともあり、今後も引き続きインドネシア

での調整が必要であると思われた。

【期日】2014.08.15 

. 【会場】

国立曁南国際大学 (台湾), 

群馬大学 (日本), 

パジャジャラン大学 (インドネシア), 

九州大学病院 (日本) 

  

4接続地点の様子。テレビ会議での再会を喜んでいる。 群馬大学のカンファレンスの様子。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：群馬大学

 

九州大学から参加した群馬大学のDr. 桑野。 群馬大学から送信されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：国立曁南国際大学

  

群馬大学のDr. 中村(左)と技術サポートの斎藤先生(右)。 Adobe Connectによる接続状況についてのチャット画面。 

撮影場所：国立曁南国際大学 撮影場所：群馬大学

2014.08.15
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#477  第 2 回 小児がん拠点テレビ会議 
【イベント名】 

第 2 回 小児がん拠点テレビ会議 
【概要】 

今回は長崎大学を除く九州・沖縄地区の18施設が揃い、2

回目の小児がんに関するテレビ会議が開催された。 

佐賀県の小児がんに対する医療体制の報告と、小児がん

長期フォローアップ体制における提言があり、さらに、2

例の症例検討では、モニターも良好な状態での活発なデ

ィスカッションが行われ、有意義な会議となった。 

【期日】2014.08.25 

 【会場】九州大学病院, 九州がんセンター, 産業医科大学,
久留米大学, 福岡大学病院, 佐賀大学, 佐賀県医療センタ

ー好生館, 大分大学, 大分県立病院, 熊本大学, 熊本赤十

字病院, 熊本医療センター, 宮崎大学, 宮崎県立宮崎病院, 
鹿児島大学, 鹿児島市立病院, 琉球大学, 沖縄県立南部医

療センター・こども医療センター (すべて日本) 

  

九州大学病院から参加するDr. 田口。 佐賀大学のDr. 永井（右）と技術担当の高崎先生（左）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

スライドのMRI画像に注目する参加者たち。 症例検討のスライドと、提示される多くの参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院でのテレカンファレンスの様子。 佐賀県医療センター好生館での様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：佐賀県医療センター好生館 

2014.08.25 
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#478  第 11 回 B-Tec カンファレンス 
【イベント名】 

第 11 回 B-Tec カンファレンス 
【概要】 

胆膵疾患に関する症例や内視鏡的診断・治療手技の提示、

検討を行う第11回B-Tecが開催された。今回は4施設が参

加し、示唆に富む症例や先端的な手技について発表がな

され、活発な議論が行われた。これまで同様、回線状態

は非常に良好であり、円滑にテレカンファレンスを行う

ことができた。 

【期日】2014.09.10 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

東京大学 (日本),  

北海道大学 (日本), 

岐阜大学 (日本) 

  

九州大学病院での会場の様子。 全4接続地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

EUSに関するスライド。 提示された内視鏡とCTスキャンの画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

北海道大学での会場の様子。 九州大学から発言する、Dr. 大塚。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.09.10 
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#479  第 5 回 E-Panc テレカンファレンス 
【イベント名】 

第 5 回 E-Panc テレカンファレンス 
【概要】 

膵臓外科に特化した本会も今回で第5回目となった。基

本的には国内の大学間で行ってきたが、第3回の日米間

に続いて今回は日韓テレカンファレンスとして開催し

た。川崎医科大学中村教授の進行によりソウル大、北海

道大、日本医大、川崎医大の4施設から症例提示が行わ

れた。使用言語は英語であったが活発な討議が行われ、

国際学会などに比較して英語での討議に参加しやすく

有意義であったとの意見が出された。 

【期日】2014.09.11 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 川崎医科大学 (日本), 北海道大学 (日

本), 金沢大学 (日本), ジョンソン・エンド・ジョンソン東京

サイエンスセンター (日本), 京都大学 (日本), ソウル大学

ブンダン病院 (韓国) 

  

川崎医科大学での会場の様子。 全7接続地点の様子。 

撮影場所：川崎医科大学 撮影場所：九州大学病院 

  

ソウル大学ブンダン病院から発言するDr. Han(右)。 提示された内視鏡動画。 

撮影場所：ソウル大学ブンダン病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ジョンソン&ジョンソンでの会場の様子。 京都大学での会場の様子。 

撮影場所：ジョンソン&ジョンソン東京サイエンスセンター 撮影場所：京都大学 

2014.09.11 
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#480  第 2 回 国立大学病院国際化 PT 技術担当者遠隔会議 
【イベント名】 

第 2回 国立大学病院国際化PT技術担当者遠隔会議 
【概要】 

第2回目の国立大学病院国際化プロジェクトチームの技

術者担当会議が、北海道大学を主会場として行われた。

全国から28大学がH323の機器で接続され、遠隔での議論

が交わされた。東北大学と京都大学からの発表の他、九

州大学からの映像伝送試験とそれに対する各施設からの

評価も行われた。細かな技術的な問題点も指摘されたが、

各大学担当者の協力により、全体的にはスムーズで有意

義な会議となった。 

【期日】2014.09.12 

 【会場】北海道大学, 九州大学病院, 旭川医科大学, 東北大学, 

秋田大学, 筑波大学, 群馬大学, 東京大学医科学研究所, 東京医

科歯科大学, 金沢大学, 福井大学, 山梨大学, 信州大学, 名古屋

大学, 京都大学, 大阪大学, 島根大学, 広島大学, 山口大学, 徳島

大学, 香川大学, 愛媛大学, 高知大学, 熊本大学, 大分大学, 宮崎

大学, 鹿児島大学, 琉球大学 (すべて日本) 

  

北海道大学会場の様子。 モニタに映し出される18地点。全28地点が接続された。 

撮影場所：北海道大学 撮影場所：筑波大学 

  

東北大学のテレカンファレンスの様子。左はDr. 内藤。 旭川医科大学でのテレカンファレンスの様子。 

撮影場所：東北大学 撮影場所：旭川医科大学 

  

東京医科歯科大学では複数のモニタを使用。 宮崎ではAdobeConnectでのチャット画面を背景に投影。 

撮影場所: 東京医科歯科大学 撮影場所：宮崎大学 

2014.09.12 
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# 481  第 14 回 福岡内視鏡手術フォーラム 
【イベント名】 

第 14 回 福岡内視鏡手術フォーラム 
【概要】 

手術室で勤務する看護師を主な対象として、内視鏡手術

の新しい知識や問題点を共有するために開催される本シ

ンポジウムも既に14回目を数えた。今回は東京から臨床

工学技士の関川氏を招いて、機器管理をテーマに講演を

いただいた。また市内の4病院からの発表があったパネル

ディスカッションでも多くの意見が出され、活発な討議

が行われた。 

【期日】2014.09.19 

 【会場】 

アクロス福岡 (日本),  
岩手医科大学 (日本), 
産業医科大学 (日本),  
藤元総合病院 (日本) 

  

アクロス福岡メイン会場の様子。 モニタに映し出される4地点。 

撮影場所：アクロス福岡 撮影場所：アクロス福岡 

  

四谷メディカルキューブの臨床工学技士関川氏の発表。 福岡会場の１、２階席における多くの参加者の様子。 

撮影場所：アクロス福岡 撮影場所：アクロス福岡 

  

産業医科大学の会場の様子。 藤元総合病院の会場の様子。 

撮影場所: 産業医科大学 撮影場所：藤元総合病院 

2014.09.19 
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#482  第 3 回 小児がん拠点テレビ会議 
【イベント名】 

第 3 回 小児がん拠点テレビ会議 
【概要】 

当番施設の長崎大学小児科をはじめとして、九州沖縄地

区の全19施設が参加した。 

会議では、 (1)テレビ会議システムについてのQ&A、(2)

長崎県の小児がん医療体制について、(3)症例呈示(GPC３

免疫療法施行症例)、(4)九州大学病院におけるチャイル

ド・ライフ・スペシャリストの活動について、発表が行

われた。画像や音声の大きなトラブルもなく、会議は無

事終了した。 

【期日】2014.09.22 

 【会場】九州大学病院, 九州がんセンター, 産業医科大学,
久留米大学, 福岡大学病院, 佐賀大学, 佐賀県医療センタ

ー好生館, 長崎大学, 大分大学, 大分県立病院, 熊本大学, 
熊本赤十字病院, 熊本医療センター, 宮崎大学, 宮崎県立

宮崎病院, 鹿児島大学, 鹿児島市立病院, 琉球大学, 沖縄

県立南部医療センター・こども医療センター (すべて日本) 

  

発表するチャイルド・ライフ・スペシャリストの西本さん。 モニタに映る13地点。中央は久留米大学。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

モニタに映る15地点。中央は長崎大学。 提示されたチャイルドライフケアに関するスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院でのテレカンファレンスの様子。 スライドに注目する参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.09.22 
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#483  佐賀大学手術ビデオカンファレンス 
【イベント名】 

佐賀大学手術ビデオカンファレンス 
【概要】 

佐賀大学病院の4つの関連病院を接続して、ビデオを使っ

た初めてのビデオカンファレンスが開催された。今回は

佐賀県医療センター好生館で施行された腹腔鏡下胃切除

術に対し、佐賀大学の能城教授が解説する形で行われた。

アノテーションシステムを使用することにより、場所を

はっきりと同定できることで遠隔地からの理解が高ま

り、好評であった。また商用回線を使用した接続ではあ

ったが、画質にも大きな問題は指摘されなかった。 

【期日】2014.09.30 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 佐賀大学病院 (日本), 

佐賀県医療センター好生館 (日本), 織田病院・祐愛会 (日

本), 高木病院・高邦会 (日本), 唐津赤十字病院 (日本) 

  

手術動画へのアノテーションを使った説明。 モニタに映し出される6接続地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院のテレカンファレンスの様子。 左のモニタには手術動画を表示し、右には遠隔地を表示。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

高木病院のテレカンファレンスの様子。 佐賀県医療センター好生館のテレカンファレンスの様子。 

撮影場所: 高木病院・高邦会 撮影場所：佐賀県医療センター好生館 

2014.09.30 
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#484  第 27 回日本内視鏡外科学会特別企画 
【イベント名】 

第 27 回日本内視鏡外科学会特別企画 
【概要】 

岩手県盛岡市で開催された日本内視鏡外科学会の特別企

画で遠隔医療のセッションが企画され、積極的に活動し

ている施設からの発表が行われた。海外では韓国とタイ

を接続して、それぞれ手術室と献体トレーニングセンタ

ーからの中継が行われた。全体を通して非常に有意義な

会ではあったが、総合討論の際に突然ネットワークに障

害が発生し、九大と東北大学の遠隔接続が遮断されたた

め、十分な議論が出来なかったのは残念であった。 

【期日】2014.10.02 

 【会場】 

ホテルメトロポリタン盛岡 (日本), 九州大学病院 (日本), 

宮城県立こども病院 (日本), ソウル大学ブンダン病院 

(韓国), マヒドン大学シリラ病院 (タイ) 

  

会場の様子。ソウル大学手術室からDr. Hanとの会話。 モニタに映し出される5接続地点。 

撮影場所：ホテルメトロポリタン盛岡 撮影場所：九州大学病院 

  

マヒドン大学シリラ病院から送信されたスライド。 マヒドン大学シリラ病院から発表のDr. Thawatchai。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

会場から発表する北海道大学のDr. 七戸。 発表者とのパネルディスカッションの様子。 

撮影場所: ホテルメトロポリタン盛岡 撮影場所：ホテルメトロポリタン盛岡 

2014.10.02 
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#485  ASIORNA 日本手術看護学会 
【イベント名】 

ASIORNA 日本手術看護学会 
【概要】 

第28回日本手術看護学会がアジア地区の学会

(ASIORNA)と合同で開催された。福岡の国際会議場には

3000人を超える参加者が集まった。招聘講演では遠隔教

育に関する九州大学の取組が紹介され、ソウル大学ブン

ダン病院の手術室と接続して看護師同士のテレカンファ

レンスの実演が行われ好評を博した。今後の手術看護領

域のおける活用が期待される。 

【期日】2014.10.10 

 【会場】 

福岡国際会議場 (日本), 

ソウル大学ブンダン病院 (韓国) 

  

福岡国際会議場メイン会場の様子。 英語と日本語でそれぞれ提示されたプレゼンテーション。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

ソウル大学ブンダン病院手術室からの挨拶。 看護師による内視鏡手術用機器の紹介。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

海外とのディスカッションの様子が大画面で表示された。 舞台裏で接続を調整する九州大学のエンジニア。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

2014.10.10 



TEMDEC 活動報告 2014

134 

#486  第 26 回関東腹腔鏡下胃切除研究会 
【イベント名】 

第 26 回関東腹腔鏡下胃切除研究会 
【概要】 

関東LADG研究会が今年も多くの参加者を迎えて東京医

科歯科大学で開催された。今回は初めて愛媛大学と秋田

大学を接続した。映像や接続環境において特に大きな問

題はなかったと思われる。解像度の高い手術映像が今後

も配信される機会が多くなると考えられ、今後の高画質

の映像を配信するシステムの向上を目指していきたい。 

【期日】2014.10.11 

 【会場】 

東京医科歯科大学 (日本), 

愛媛大学 (日本), 

秋田大学 (日本) 

  

東京医科歯科大学メイン会場の様子。 表示された3接続地点。左は愛媛大学のDr. 佐藤。 

撮影場所：東京医科歯科大学 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された内視鏡手術のスライド。 内視鏡手術映像のアノテーションシステムによる解説。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

メイン会場の座長席。 投票による観客の意向を交えながらの議論。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.10.11 
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#487  第 4 回 小児がん拠点症例検討会 
【イベント名】 

第 4 回 小児がん拠点症例検討会 
【概要】 

当番施設の大分大学をはじめ，九州・沖縄 16 施設が参加

した。大分大学の Dr. 末延医師，および大分県立病院の

Dr. 糸長よりパワーポイントによる自施設の小児がん診

療状況が提示された。九州大学の Dr. 馬場からの症例提示

をもとに，全体討論を実施。その後九州大学小児外科 Dr.

木下より小児がん拠点病院連絡会議協議会報告があった。

発言時に音声が小声となる状況があったが，それ以外は大

きな画像トラブル，音声トラブルなく終了した。 

 

 

  

 

 

 

【期日】2014.10.27 

 【会場】九州大学病院, 九州がんセンター, 産業医科大学, 

久留米大学 福岡大学病院, 佐賀大学, 佐賀県医療センター

好生館, 長崎大学, 大分大学, 大分県立病院, 熊本赤十字病

院, 熊本大学, 熊本医療センター, 宮崎大学, 鹿児島大学, 沖

縄県立南部医療センター・こども医療センター (すべて日本) 

  

九州大学病院での会場の様子。 大分大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：大分大学 

  

提示されたMRIのスライド。 九州大学病院から参加する小児科チーム。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された大分大学小児科紹介のスライド。 モニタに表示された13地点の様子。全16地点が参加した。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.10.27 
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#488  第 4 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 4 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファ
レンス 

【概要】 

10月29日に筑波大学附属病院とベトナム・チョーライ病

院、九州大学間で第4回テレカンファレンスが実施され

た。今回のトピックは消化器外科における腹腔鏡下手術

で、実質臓器では脾臓摘出術、管腔臓器では直腸切除術

に関するもであった。今回は初めて動画の転送がVidyoシ

ステムを使用して行われ、画質も鮮明で大変わかりやす

い報告となり、双方の医師の協議も活発で実りの多いカ

ンファレンスであった。 

【期日】2014.10.29  

 【会場】 

筑波大学 (日本), 

チョーライ病院 (ベトナム), 

九州大学病院 (日本) 

  

筑波大学から発言するDr. 秋山(左)。 チョーライ病院での会場の様子。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：チョーライ病院 

  

筑波大学の会場の様子。 モニタに映し出される３接続地点の様子。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：チョーライ病院 

  

チョーライ病院ではプロジェクタとモニタの両方に表示。 九州大学病院での会場の様子。 

撮影場所: チョーライ病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.10.29 



5. イベント概要
2) 写真レポート

137 

#489  第 14 回北京協和大学との早期胃がんカンファレンス 
【イベント名】 

第 14 回北京協和大学との早期胃がんカンファレン
ス 

【概要】 

早期胃癌についてcase conferenceを行った。九州大学か

らは、福岡大学筑紫病院・内視鏡部の藤原昌子先生が、

胃底腺型早期胃癌を呈示した。新しい疾患概念であるた

め、中国の先生と熱いディスカッションを行った。中国

のステーションからも多数の症例が呈示され、内視鏡診

断・病理診断についてリアルタイムにディスカッション

した。天津医科大学への接続は、残念ながら十分には確

立できず、次回以降再度試みることとなった。 

【期日】2014.10.29 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

北京協和医院 (中国), 

復旦大学中山病院 (中国), 

順天堂大学 (日本) 

  

福岡大学のDr.八尾(中央)とDr.藤原（右）。 モニタに映し出される4地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

標本画像(左下)とそれに対応する病理画像(上,右下)。 テレポインターによる画像診断のディスカッション。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

後半、天津病院（右下）が接続された様子。 提示された病理画像のスライド。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.10.29 
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#490  第 3 回 内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【イベント名】 

第 3 回 内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【概要】 

今回の定例カンファレンスは前回から1施設増の9施設を

接続して行われた。今回も活発な議論でカンファレンス

自体は盛り上がったが、テクニカルな問題点が、依然、

解消に至っていない。プレゼンテーションについては、

送信方法の工夫でより良い画質で送信可能になったが、

地点ごとの音のアンバランス、カメラ画質の不良などは

各地点の機器の違いもあって解消が難しい。だが、今後

も継続課題として考えていきたい。 

 

【期日】2014.11.05 

 【会場】九州大学病院 (日本), チュラロンコン大学 (タ
イ), マラヤ大学 (マレーシア), 香港中文大学プリンスオ

ブウェールズ病院 (香港), 肝胆道科学センター (インド), 
アサン医療センター (韓国), チョーライ病院 (ベトナム),
名古屋大学 (日本), Changi General Hospital (シンガポ

ール) 

  

香港中文大学での会場の様子。 肝胆道科学センターでの会場の様子。 

撮影場所：香港中文大学プリンスオブウェールズ病院 撮影場所：肝胆道科学センター 

  

送信された内視鏡画像。 送信されたスライド（左）と注目する参加者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

肝胆道科学センターでの受信画面。 モニタに映し出される８接続地点の様子。 

撮影場所: 肝胆道科学センター 撮影場所：九州大学病院 

2014.11.05 
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#491  デング熱テレカンファレンス 
【イベント名】 

デング熱テレカンファレンス 
【概要】 

今夏、日本でデング熱が流行したことを受け、デング熱

に関するテレカンファレンスが開催された。シンガポー

ル学術ネットワークのMr.  Francis が座長を務め、シン

ガポールおよび日本から発表された。 

九大病院からは、グローバル感染症センターから、Dr. 下

野が参加し、日本の現状について報告した。 

【期日】2014.11.11 

 【会場】南洋理工大学 (シンガポール), 
国立保健医療科学院 (日本), 
昭和大学 (日本), 
マラヤ大学 (マレーシア), 
イスラマバード保健専門学校 (パキスタン), 
九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院での会場の様子。 九州大学病院から発言するDr. 下野（中央）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

送信されたスライド（左上）と注目する参加者。 送信されたスライド（左上）と注目する参加者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

接続された6地点。左上は国立保健医療科学院のDr. 水島。 モニタに映し出される6接続地点の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.11.11 
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#493  中国との遠隔相談 
【イベント名】

中国との遠隔相談 
【概要】 

海外の実患者に対する遠隔医療相談を行った。中国で治療を行

っている肝細胞がん患者から、「日本での治療の方法と中国に

おける治療との違いについて」の問い合わせが有り、肝臓専門

医である加藤正樹医師および国際医療連携室の中島医師が対

応した。患者は日本語を流暢に話し、約1時間にわたり相談が

行われ、患者は満足な様子であった。画像、音声ともに良好で、

国際医療連携室がＨＰ（http://kokusai.hosp.kyushu-u.ac.jp/）
で公開している問い合わせ入力項目に基づいた第一例目とし

て成功と考えられた。

【期日】2014.11.17 

. 【会場】

九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター 

(日本), 

患者自宅(中国) 

  

九州大学病院での会場の様子。 問診を行うDr. 加藤（左）とDr. 中島（右）。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

 

モニタに表示された２接続地点。 問診はHPから入力された問診票に沿って行われた。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

  

問診を行うDr. 加藤（左）。 終了直前の様子。患者には穏やかな表情が見られた。

撮影場所 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

2014.11.17 
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#495  第 59 回 神奈川胎児エコー研究会 アドバンス講座 
【イベント名】 

第 59 回 神奈川胎児エコー研究会 アドバンス講座 
【概要】 

東京一ッ橋記念講堂をメイン会場に2日間にわたって開

催された。国内10、海外1の合計11大学の遠隔会場を

SINET、H.323で接続し、高品質の画像と音声を届ける

ことができた。遠隔会場からの講演、12会場同時参加の

診断クイズを初めて実施した。概ね良好な配信が確保さ

れ、4連休中の開催にもかかわらず、会場は多くの参加者

で埋まった。90％の参加者は来年も参加したいとアンケ

ートに回答し、特に遠隔地の参加者の満足度が高かった。 

【期日】2014.11.23. 

 【会場】一橋講堂 (日本), 北海道大学 (日本), 弘前大学 

(日本), 東北大学 (日本), 名古屋大学 (日本), 滋賀医科大

学 (日本), 愛媛大学 (日本), 広島大学 (日本), 宮崎大学 

(日本), 琉球大学 (日本), 九州大学病院 (日本), 国立台湾

大学 (台湾) 

  

一橋講堂より主催者のDr. 川滝のあいさつ。 宮崎大学での会場の様子。 

撮影場所：一橋講堂 撮影場所：宮崎大学 

  

名古屋大学での会場の様子。 台湾会場も多くの参加者があった。 

撮影場所：名古屋大学 撮影場所：国立台湾大学 

  

東北大学での会場の様子。 九州大学病院での会場の様子。 

撮影場所: 東北大学 撮影場所：九州大学病院 

2014.11.23 
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#496  バジラ病院への講義 
【イベント名】 

バジラ病院への講義 

【概要】 

今回バジラ病院にとっては２回目のテレカンファレンス

となった。「進行胃癌に対する腹腔鏡下手術」というタイ

トルで、九大病院からDr. 永井による遠隔講演が行われ

た。手術映像を含め画像は鮮やかでスムーズに配信され

たが、バジラ病院側の音響機器設定の影響によりエコー

が発生し、音声には改善の余地が見られた。会としては

非常に有意義で、また次回が楽しみである。 

【期日】2014.11.27 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 

バジラ病院 (タイ) 

  

九大病院から講義を行う、Dr. 永井。 提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

内視鏡映像もクリアに送信された。 提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院でのテレカンファレンスの様子。 Dr. Wisit （左から2番目）らバジラ病院の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2014.11.27 
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#499  アジア病院長会議 
【イベント名】

アジア病院長会議 
【概要】 

アジア遠隔医療シンポジウムのハイライトとも言えるこ

のセッションは北海道大学の寶金病院長の発案により初

めて企画され、アジアを代表する海外６病院の病院長が

出席した。日本での国立大学病院長会議の概要説明に続

き、各施設からの病院紹介が行われた。その後国際交流

の現状や、遠隔教育の在り方、海外患者の受け入れなど

について活発な意見交換が行われた。アンサーパッドに

よる会場からの反応も交え、有意義な会となった。

【期日】2014.12.12 

. 【会場】

九州大学病院 日本 ソウル大学ブンダン病院 韓国

忠北大学 韓国 上海交通大学第一人民病院虹口分院

中国 チュラロンコン大学 タイ チョーライ病院

ベトナム  

  

会の座長を務めたDr. 清水（左）とMr. Chiang（右）。 メイン会場である九州大学病院の様子。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

 

石橋九州大学病院長から提示されたスライド。 発表する寶金北海道大学病院長。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

  

表示された６接続地点。左上はチョーライ病院。 上海交通大学での会場の様子。多くの参加者があった。

撮影場所 九州大学病院 撮影場所：上海交通大学第一人民病院虹口分院

2014.12.12 
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#500  第 8 回アジア遠隔医療シンポジウム -1 
【イベント名】

第 8 回アジア遠隔医療シンポジウム -1 
【概要】 

第8回目となるアジア遠隔医療シンポジウムは国立大学

病院長会議の国際化ワーキンググループとの共催の下、

九州大学病院で開催された。14の遠隔接続に加え、18か

国からの85名の海外参加者を含む200名の参加者が会場

に集まった。初めてのランチョンセミナーではアメリカ

から最新の情報が提供された他、夜の懇親会では各国か

らの参加メンバーが紹介され、歌やビデオなども披露さ

れ和やかな雰囲気の中で１日目が終了した。 

【期日】2014.12.12. 

. 【会場】

九州大学病院 (日本), 

ライエル マクユーイング 病院 (オーストラリア) 

  

一日目の会場となった百年講堂。 石橋九州大学病院長からの開会挨拶。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

 

東北大学のDr. 川滝から提示されたプレゼンテーション。 メインホールの様子。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

  

協力企業により行われた最新技術の展示。 懇親会におけるタイチームのメンバー紹介の様子。

撮影場所 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

2014.12.12 
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#501  ラテン内視鏡テレカンファレンス：ATS グローバルセッション 
【イベント名】

ラテン内視鏡テレカンファレンス：ATS グローバル
セッション 

【概要】 

定期的に開催されるようになったラテンアメリカとの内

視鏡テレカンファレンスが、2日目の朝にデモンストレー

ションという形で開催された。メキシコ、コロンビア、

チリ、ブラジルの4か国から10施設が接続され、特にメキ

シコからは5か所の参加があった。11月に行われたメキシ

コでのライブデモンストレーションの報告に続き、それ

ぞれの国で開催されている内視鏡ワークショップの現状

を紹介し、相互に活発な議論があった。 

【期日】2014.12.13 

. 【会場】

九州大学病院 (日本), メキシコ国立自治大学 医師自宅:メキシコシティ (メ
キシコ), メンチャカ・グアダラハラ市民病院 (メキシコ), シャープマサトラ

ン病院 (メキシコ), アンヘレスメトロポリターノ病院 医師自宅:トラコタル

パン (メキシコ), ゴンザレス総合病院 (メキシコ), リオ・デ・ジャネイロ国立

大学 医師自宅: リオデジャネイロ (ブラジル), Rede Universitaria de 
Telemedicina (ブラジル), サンパウロ大学医学部医師自宅:サンパウロ (ブラ

ジル), アレマナ病院 (チリ), 国立警察病院医師自宅:ボゴタ (コロンビア) 

  

表示される８地点。左上はチリのDr. Saenz。 ２日目の会場である同窓会館での会場の様子。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

 

提示されるスライドに注目する参加者たち。 グアダラハラ大学のMr. Haroldのプレゼンテーション。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

  

座長を務めるDr. 清水（左）とMr. Harold（右）。 表示される８地点。左上はコロンビアのDr. Garcia。

撮影場所 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

2014.12.13 
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#502  第 8 回アジア遠隔医療シンポジウム -2 
【イベント名】

第 8 回アジア遠隔医療シンポジウム -2 
【概要】 

アジア遠隔医療シンポジウムの2日目は、会場を同窓会館

に移して行われた。午前中にはラテンアメリカを接続し

た内視鏡のセッションと九州大学病院の技術スタッフに

よるチュートリアルのセッションが企画された。午後か

らは医療スタッフと技術者双方から最近の活動紹介や技

術的な問題点に関する発表があった。最後のセッション

ではウガンダから初めての遠隔発表があり、画質や音声

も良好で1日を通して素晴らしい内容となった。 

【期日】2014.12.13 

. 【会場】

九州大学病院 (日本), 東北大学 (日本), 南オーストラリ

ア保健局 (オーストラリア), インドネシア大学 (インド

ネシア), バンドン工科大学 (インドネシア), サンジャイ

ガンジー医科学大学院 (インド), NASATI オフィス (ベ
トナム), バングラディシュ研究教育ネットワーク (バン

グラデシュ),マケレレ大学 (ウガンダ) 

  

モニタに映し出される５接続地点の様子。 質問する参加者。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

TEMDECによるチュートリアルのセッション。 ２日目の会場である同窓会館での会場の様子。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

  

接続エンジニアはたくさんのPCを並列操作した。 発言するAPAN-JPの北村さん。

撮影場所 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院

2014.12.13 
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#504  シリラ内視鏡ライブ 2015 
【イベント名】 

シリラ内視鏡ライブ 2015 
【概要】 

神戸から招聘されたDr. 佐野による大腸の内視鏡的粘膜

下層剥離術が、マヒドン大学シリラ病院の内視鏡ワーク

ショップで施行された。このライブデモンストレーショ

ンはタイからアジア各地へ配信された。今回はVidyoシス

テムを使用したが、送られた画像や音声も良好で各地点

間の活発な議論が行われた。 

【期日】2015.01.13 

 【会場】 

マヒドン大学シリラ病院 (タイ), バジラ病院 (タイ), 

チョーライ病院 (ベトナム), マラヤ大学 (マレーシア), 

九州大学病院 (日本) 

  

本会場のマルチスクリーン。スライドが提示されている。 接続された5地点。左画面中央はオペを行うDr. 佐野。 

撮影場所：マヒドン大学シリラ病院 撮影場所：九州大学病院 

  
 

道具の説明とそれに注目する参加者たち。 内視鏡の術中映像もクリアに送信された。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

色素撒布された内視鏡の映像。 イベント終了後のスクリーンショット。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.01.13 
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#507  第 4 回 内視鏡外科チームテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 4 回 内視鏡外科チームテレカンファレンス 
【概要】 

4回目となった本セミナーでは名古屋大学が新たに参加 

した。5施設をVidyoシステムで双方向接続し、4施設には

ストリーミングで配信、計314名が参加した。今回は「内

視鏡外科における私たちの取り組み」というテーマのも

と、2セッション7題の発表と麻酔科医師によるミニレク

チャー「麻酔科医に聞く内視鏡手術の麻酔管理」が開催

された。充実した内容の発表や多くの議論が行われ、素

晴らしい会となった。 

【期日】2015.02.14 

 【会場】 

ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サイエンスセンター,

北海道大学,近畿大学 ,名古屋大学,九州大学病院 (すべ

て日本)  

  

近畿会場の様子。 当番世話人の柴尾先生（右前）。 

撮影場所：近畿大学 撮影場所：九州大学病院 

 

  

接続された４接続地点。左は名古屋大学。 提示されたスライド。 

 撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

北海道会場の様子。 東京会場の様子。 

撮影場所: 北海道大学 撮影場所：J&J 東京サイエンスセンター 

2015.02.14 
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#509  キルギスとのテレカンファレンス 
【イベント名】 

キルギスとのテレカンファレンス 
【概要】 

キルギス研究教育ネットワーク（KRENA）の企画により、

キルギスの２医療機関（３ヶ所）とネットワークオフィスを

接続してテレカンファレンスが行われた。今回は九州大学病

院からの遠隔医療に関するプレゼンテーションを行い、その

後全体でディスカッションをする形となった。いずれの施設

も高い興味を示しており、特に心血管領域と呼吸器内科の医

師から今後の具体的なプログラムに関する質問があった。

Vidyoを使用したが、画質や音声は概ね良好であった。 

【期日】2015.02.24 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

キルギス州立医学校 (キルギス), 

国立心臓・内科センター (キルギス), 

中央アジア研究教育ネットワーク (キルギス) 

  

発表するDr. 清水。 接続された５地点。左は国立心臓・内科センター。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示されたスライド。 左は国立心臓・内科センターの呼吸器部門。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

接続された5地点。左はキルギス州立医学校。 接続された５地点。左はCAREN。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.02.24 
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#510 ブラウィジャヤ大学とのテレカンファレンス 
【イベント名】 

ブラウィジャヤ大学とのテレカンファレンス 
【概要】 

インドネシアのマラン市にあるブラウィジャヤ大学病院

から初めての研修生であるDr. Syifaの研修報告を、彼女

の医局と接続して行った。発表は地元の言葉で行われた

ため、ディスカッションを含め大いに盛り上がった。技

術的には、初めての接続であるにもかかわらず画質・音

声共に非常に良好であった。学術ネットワークに接続さ

れているとのことで、医学部を経由して接続され会議中

は1.4Mbpsが保たれていた。 

【期日】2015.02.24 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ブラウィジャヤ大学 (インドネシア) 

 
 

 
 

九大病院での研修成果について発表するDr. Syifa。 モニタに表示された接続先のブラウィジャヤ大学。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

Dr. Syifaより提示されたスライド。 Dr. 清水より提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院の会場の様子。 ブラウィジャヤ大学の会場の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：ブラウィジャヤ大学 

2015.02.24 
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3）　アンケート
#471　第 38 回 APAN 会議 肝胆膵　2014.8.12

very good 11 very smooth 8 very good 4 very easy 6 very good 15 Yes 16

good 9 smooth 12 good 14 easy 10 good 5 Probably yes 4

poor 0    sluggish (slow) 0 poor 2 time-
consuming 2 poor 0 Probably no 0

very poor 0 very
sluggish (slow) 0 very poor 0 very time-

consuming 0 very poor 0 No 0

38th APAN - HPB session

61 2 3 4 5

very good 
55% 

good 
45% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q1. About the resolution of  image  

very 
smooth 

40% smooth 
60% 

   sluggish 
(slow) 

0% 

very 
sluggish 
(slow)  

0% 

Q2. About the  image movement  

very easy 
33% 

easy 
56% 

time- 
consuming 

0% 

very time- 
consuming 

0% 

Q4. About the preparation 

very good 
75% 

good 
25% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q5. About the program  

Yes 
80% 

Probably 
yes 
20% 

Probably 
no 
0% 

No 
0% 

Q6. Will you attend another 
teleconference session next time? 

very good 
20% 

good 
70% 

poor 
10% 

very poor 
0% 

Q3. About the quality of sound 
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#472　第 38 回 APAN 会議 AIG　2014.8.12

very good 1 very smooth 1 very good 1 very easy 1 very good 3 Yes 3

good 0 smooth 0 good 2 easy 2 good 0 Probably yes 0

poor 2  sluggish (slow) 2 poor 0 time-
consuming 0 poor 0 Probably no 0

very poor 0 very
sluggish (slow) 0 very poor 0 very time-

consuming 0 very poor 0 No 0

38th APAN - AIG session

61 2 3 4 5

very good 
33% 

good 
0% 

poor 
67% 

very poor 
0% 

Q1. About the resolution of  image  

very 
smooth 

33% 

smooth 
0% 

 sluggish 
(slow)  
67% 

very 
sluggish 
(slow)  

0% 

Q2. About the  image movement  

very easy 
33% 

easy 
67% 

time- 
consuming 

0% 

very time- 
consuming 

0% 

Q4. About the preparation 

very good 
100% 

good 
0% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q5. About the program  

Yes 
100% Probably 

yes 
0% 

Probably 
no 
0% 

No 
0% 

Q6. Will you attend another 
teleconference session next time? 

very good 
33% good 

67% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q3. About the quality of sound 



TEMDEC 活動報告 2014

154

#474　第 38 回 APAN 会議 内視鏡　2014.8.13

very good 5 very smooth 2 very good 2 very easy 4 very good 8 Yes 13

good 8 smooth 9 good 10 easy 7 good 5 Probably yes 0

poor 0 sluggish (slow) 2 poor 1 time-
consuming 1 poor 0 Probably no 0

very poor 0 very
sluggish (slow) 0 very poor 0 very time-

consuming 0 very poor 0 No 0

38th APAN - ECE session

61 2 3 4 5

very good 
38% 

good 
62% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q1. About the resolution of  image  

very 
smooth 

16% 

smooth 
69% 

sluggish 
(slow)  
15% 

very 
sluggish 
(slow)  

0% 

Q2. About the  image movement  

very easy 
34% 

easy 
58% 

time- 
consuming 

0% 

very time- 
consuming 

0% 

Q4. About the preparation 

very good 
62% 

good 
38% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q5. About the program  

Yes 
100% 

Probably 
yes 
0% 

Probably 
no 
0% 

No 
0% 

Q6. Will you attend another 
teleconference session next time? 

very good 
15% 

good 
77% 

poor 
8% 

very poor 
0% 

Q3. About the quality of sound 
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#475　第 38 回 APAN 会議 ラテンアメリカ　2014.8.14

very good 6 very smooth 5 very good 5 very easy 3 very good 7 Yes 10

good 6 smooth 6 good 6 easy 7 good 3 Probably yes 2

poor 0 sluggish (slow) 1 poor 1 time-
consuming 0 poor 0 Probably no 0

very poor 0 very
sluggish (slow) 0 very poor 0 very time-

consuming 1 very poor 0 No 0

38th APAN - Latin session

61 2 3 4 5

very good 
50% 

good 
50% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q1. About the resolution of  image  

very 
smooth 

42% 
smooth 

50% 

sluggish 
(slow)  

8% 

very 
sluggish 
(slow)  

0% 

Q2. About the  image movement  

very easy 
27% 

easy 
64% 

time- 
consuming 

0% 

very time- 
consuming 

9% 

Q4. About the preparation 

very good 
70% 

good 
30% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q5. About the program  

Yes 
83% 

Probably 
yes 
17% 

Probably 
no 
0% 

No 
0% 

Q6. Will you attend another 
teleconference session next time? 

very good 
42% 

good 
50% 

poor 
8% 

very poor 
0% 

Q3. About the quality of sound 
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#476　第 38 回 APAN 会議 群馬外科カンファレンス　2014.8.15

very good 1 very smooth 1 very good 2 very easy 0 very good 1 Yes 3

good 4 smooth 4 good 5 easy 6 good 6 Probably yes 4

poor 2 sluggish (slow) 1 poor 0 time-
consuming 1 poor 0 Probably no 0

very poor 0 very
sluggish (slow) 1 very poor 0 very time-

consuming 0 very poor 0 No 0

38th APAN - Gunma session

61 2 3 4 5

very 
good 
14% 

good 
57% 

poor 
29% 

very poor 
0% 

Q1. About the resolution of  image  

very 
smooth 

15% 

smooth 
57% 

sluggish 
(slow)  
14% 

very 
sluggish 
(slow)  
14% 

Q2. About the  image movement  

very easy 
0% 

easy 
86% 

time- 
consuming 

14% 

very time- 
consuming 

0% 

Q4. About the preparation 

very good 
14% 

good 
86% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q5. About the program  

Yes 
43% Probably 

yes 
57% 

Probably 
no 
0% 

No 
0% 

Q6. Will you attend another 
teleconference session next time? 

very good 
29% 

good 
71% 

poor 
0% 

very poor 
0% 

Q3. About the quality of sound 
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6.　アジア遠隔医療シンポジウム	
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The 8th Asia Telemedicine Symposium--Correction List 
 
 

P2. 10:00-12:00 
Recent trends in telemedicine around 
Asia 
 
-Presentations 
7. Korea: Tele-surgery with TEIN 
countries (JungHun Lee, Ho-Seong 
Han/Seoul National Uviv. Bundang 
Hospital/Korea) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Changed 
(Inho Lee/Seoul National Univ. Bundang 
Hospital/Korea) 

P2. 13:30-15:30 
Panel discussion: Teleconference by 
Deans/Directors of Top Hospitals in Asia 
 
-Chairs 
Kiyohiro Houkin(Hokkaido Univ. 
Hospital/Japan) 
 
 
-Participating hospitals 
 8. University of Indonesia, Cipto 
Mangunkusumo Hospital/Indonesia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Changed 
Shuji Shimizu (Kyushu Univ. 
Hospital/Japan) 
 
 
Cancelled 
 
 

P5. 13:30-15:00 
Medical updates and system development 
 
-Presentations: 
3. The first teleconference of Padjadjaran 
University Hospital in Indonesia with 
Gunma University in Japan 
 (Agung Budi Sutiono, Ahmad 
Faried/Padjadjaran 
Univ./Indonesia)(remote) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cancelled 
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A separate session for 'Rural Surgery' should be a consistent integral part of future 

symposiums. It can be expanded to 'Telemedicine and Rural Healthcare' or something 

like that / Language issues  / Security to use tele-conference / Telehealth / 4K 

technology in telemedicine / organ transplant / all topics / Normally we come across 

latest updates about the setup which has been built by partners and it is good 

information for those who are yet to develop such setup in their hospitals. Sometimes it 

is good to see demo of new setup technology but if one wants to deploy it then he needs 

moremore in depth information. In Technical sessions, it is suggested to share the details of 

equipments and block diagrams of connections. This will benefit for those partners who 

are yet developing their stuff. I would suggest that all partners should be asked to share 

such block diagrams, presentations in advance and the Technical committee (may be 

consisiting of Antoku, Chiang, Albert) to decide which block diagrams are to be included 

in next presentations, sessions. / Telemedicine for postgraduate medical students / 

Telemedicine for Surgical Education and Training Program / Schedule by calendar 

teleconferencesteleconferences for workshops, seminars and international cooperation programs. / 

Telemedicine activities by NRENs Financial proposals for telemedicine collaborative 

projects. / How to expand the use of telemedicine? The situation of telemedicine in 

Japan. 

アンケートへの回答（34 件）
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A separate session for 'Rural Surgery' should be a consistent integral part of future 

symposiums. It can be expanded to 'Telemedicine and Rural Healthcare' or something 

like that / Language issues  / Security to use tele-conference / Telehealth / 4K 

technology in telemedicine / organ transplant / all topics / Normally we come across 

latest updates about the setup which has been built by partners and it is good 

information for those who are yet to develop such setup in their hospitals. Sometimes it 

is good to see demo of new setup technology but if one wants to deploy it then he needs 

moremore in depth information. In Technical sessions, it is suggested to share the details of 

equipments and block diagrams of connections. This will benefit for those partners who 

are yet developing their stuff. I would suggest that all partners should be asked to share 

such block diagrams, presentations in advance and the Technical committee (may be 

consisiting of Antoku, Chiang, Albert) to decide which block diagrams are to be included 

in next presentations, sessions. / Telemedicine for postgraduate medical students / 

Telemedicine for Surgical Education and Training Program / Schedule by calendar 

teleconferencesteleconferences for workshops, seminars and international cooperation programs. / 

Telemedicine activities by NRENs Financial proposals for telemedicine collaborative 

projects. / How to expand the use of telemedicine? The situation of telemedicine in 

Japan. 

To advise the doctors and engineers from one region take part in the symposium 

together as a group. / It feels good to be working with you. / The symposium was 

organized perfectly. / The sponsors presentations looked good but I didn't have enough 

time to see them. This time, Vidyo had a session at the lunch time. but if other 

companies can have such sessions, too, that will be helpful to understand their activities. 

/ Proposals for financial projects for Telemedicine activities between Asia an 

LatinAmerica. More medical remote live demonstrations. Policies or procedures for to do 

succesfulsuccesful live surgeries.  / Schedule by calendar teleconferences for workshops, 

seminars and international cooperation programs. / I attended remotely so responses 

relating to the venue are not applicable. / 1.Some guidelines to participants could be 

slightly earlier - I missed the opportunity to take tour (on 11th) of Kyushu Medical 

Centre. If I knew that earlier, I would take an airticket for earlier arrival :-) 2. I understand 

the financial constraint. However, if possible, a sightseeing tour would have been a great 

gift! / It was very nice and well organized symposium. It is my pleasure to have attended 

the symposium as a moderator. Thank you very much.the symposium as a moderator. Thank you very much.

Philippines / Kyrgyzstan / Bangladesh / Mexico / S.Korea / México / Vietnam / 

TAIWAN, ROC / Brazil / Japan / Taiwan / Thailand / India / JAPAN / Malaysia / Nepal 

/ Japan / Viet Nam / Australia / China / MEXICO / Singapore

IMIA / Kathmandu Model Hospital / Peking Union Medical Hospital / University of 

Tsukuba / King Chulalongkorn memorial Hospital / Tohoku University Hospital / 

Universidad de Guadalajara / Siriraj Hospital / university malaya medical center / 

Faculty of medicine vajira hospital / INCMNSZ / University of Hong Kong / ILBS / 

BSMMU / Asahikawa Medical University / Siriraj Hospital, Mahidol University / Gifu 

University Hospital / SA Health / KYUSHU ECONOMIC FEDERATION / Medical device 

company / National University Hospital / MedRIC/PSM / ASTI / 台大醫院, 台兒診所 / 

UniversityUniversity of Guadalajara, Hospital Civil de Guadalajara, CUDI / vietduc university 

hospital / APAN-JP / Cho Ray Hospital / CAREN "Central Asian Research and 

Education Network" / unirio / Tohoku University / NTU / Kagoshima University / 

kyushu univ. hosp.
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第 8回アジア遠隔医療シンポジウムを終えて

　日本およびアジアの国々へ遠隔医療を広めることを目標に、第 8 回アジア遠隔医療シンポジウムが 12

月 12-13 日、九州大学病院にて開催されました。遠隔参加を含める参加者数は 18 か国から約 200 名に

上りました。また、シンポジウムの様子はストリーミング配信され、世界中で視聴されました。

　今回のアジア遠隔医療シンポジウムでは初めての「アジア病院長会議」が開かれ、国立大学附属病院長

会議とアジア 6 病院の病院長・学部長が参加されました。遠隔医療の可能性、遠隔教育や国際協力の重

要性について討論を行い、それぞれが直面している問題について討議し、活発な意見交換がされました。

アジアの主要な病院が参加したこの会議は、国際協力とアジア圏の国境を越えた医療ネットワークの更な

る強化を期待できる、非常に有意義な場となりました。

　1 日目のシンポジウム終了後には懇親会も開催されました。各国からの参加者が挨拶を述べ、伝統的な

歌や踊りの披露もあり大変賑やかな会となりました。参加者全員が国籍や専門分野を越えて交流を深め、

一緒に楽しいひと時を過ごしました。

　2 日目は主に遠隔医療の技術的な面に重点を置いたセッションが開かれました。午前中のセッションで

はブラジル・メキシコ・コロンビア・チリの 7 施設と接続しました。南米諸国にとっては決して参加し

やすい時間帯ではありませんでしたが、時差を厭わない熱心な参加がありました。遠隔医療の必要性や今

後の発展を再認識させてくれるセッションとなりました。

　この第 8 回アジア遠隔医療シンポジウムの目的の一つは、私たちの活動を国内に広めることでもありま

した。今回は国立大学附属病院長会議との共同開催でしたので、各国立病院の技術担当の方々が遠隔医療

の活動について深く学ぶ機会を作れたと思っております。このシンポジウムが医療分野の飛躍に貢献でき

れば幸いです。最後になりましたが、シンポジウムの開催にあたりご協力下さった全ての方々に心からお

礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田良子）

南米諸国と繋いだグローバルセッション

シンポジウム 2 日目の記念写真

アジア病院長会議



TEMDEC 活動報告 2014

170

7.　全国国立大学病院国際化プロジェクト
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8.　論文リスト
 
1. Shimizu S, Kudo K, Antoku Y, Hu M, Okamura K, Nakashima N: 

Ten-year experience of remote medical education in Asia 
Telemedicine and eHealth, 20(1):1021-1026, 2014 

2. Nohara Y, Kai E, Ghosh P, Islam R, Ahmed A, Kuroda M, Inoue S, Hiramatsu T, Kimura M, 
Shimizu S, Kobayashi K, Baba Y, Kashima H, Tsuda K, Sugiyama M, Blondel M, Ueda N, 
Kitsuregawa M, Nakashima N: 
A Health Checkup and Tele-Medical Intervention Program for Preventive Medicine in Developing 
Countries: A Verification Study  
J Med Internet Res, 17(1):e2), 2015, e-Pub 

3. Rebeiro-Hargrave A, Nakajima H, Ahmed A, Obayashi K, Nakashima N, Kuwabara M, Islam R, Shiga T: 
Investigation into Blood Pressure Variability in Japan and Bangladesh by ICT based Healthcare Systems 
The 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2014) 

4. Ahmed A, Rebeiro-Hargrave A, Nohara Y, Kai E, Hossein Ripon Z, Nakashima N: 
Targeting Morbidity in Unreached Communities Using Portable Health Clinic System 
IEICE Trans Commun, E97-B, (3):540-545, 2014  

5. Kai E, Rebeiro-Hargrave A, Inoue S, Nohara Y, Islam R, Nakashima N, Ahmed A: 
Empowering the healthcare worker using the Portable Health Clinic 
The 28th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications 2014 

6. Kudo K, Shimizu S, Chiang TC, Antoku Y, Hu M, Houkabe Y, Nakashima N: 
Evaluation of Videoconferencing Systems for Remote Medical Education 
Creative Education, Scientific Research Publishing Inc. Vol.5 No.12:1064-1070, 2014 

7. Li C, Okamura K: 
Cluster-based In-networking Caching for Content-Centric Networking 
International Journal of Computer Science and Network Security, 14(11), Nov., 2014 

8. Li C, Okamura K: 
A Game Theoretical Interest Forwarding for Cached Data in Content-Centric Networking 
IJCSNS (International Journal of Computer Science and Network Security), 3(6), Nov. 2014 

9. Sahri NM, Okamura K: 
Load Sensitive Forwarding for Software Defined Networking - Openflow Based 
IJCSNS (International Journal of Computer Science and Network Security), 3(6), Nov. 2014 

10. 八尾 建史、清水 周次： 
教育・研究用高速インターネット回線によるテレカンファレンス・システムを用いた光学医療研究所

（Fukuoka iEndo) の国際活動 
Research, 19(2):19-22, 2014
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11. 中島 直樹、野田 光彦、林 道夫、藤田昭、田嶼 尚子、岡田 美保子、谷澤 幸生 : 
広がる糖尿病学と医療情報学のハーモニー 
第 34 回医療情報学連合大会 34thJCMI:44-47 

12. 長谷川 高志、原 量宏、本多 正幸、田邊 光男、東 政幸、是川 幸士、中島 直樹、清水 周次、榑松 八平、
三瓶 宏一、戸倉 一、山肩 大祐、布施 誠、田中 雄介 : 
日本の遠隔医療の国際展開の展望 
第 34 回医療情報学連合大会 34thJCMI:60-63, 2014 

13. 中島 直樹： 
医師・医療スタッフをつなぐ . 情報の主権が変わる糖尿病チーム医療 
プラクティス , 31(1):10-10, 2014 

14. 中島 直樹： 
糖尿病診療と IT 利用の課題 
Diabetes Frontier, 25(2):133-143, 2014 

15. 中島 直樹： 
「情報薬」による生活習慣病や高齢化へのアプローチ 
Diabetes Journal, 42(2): 51-55, 2014 

16. 中島 直樹、田嶼 尚子 : 
糖尿病を中心とした生活習慣病管理項目の策定 －各臨床系学会の参画と標準化－  
内分泌・糖尿病・代謝内科 , 38(6):573-580, 2014 

17. 中島 直樹： 
IT が変える糖尿病診療の未来像 
塩野義製薬株式会社制作冊子 T-CARE:10-11, 2014 
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9.　学会・講演リスト	

学会および講演　( 海外 )

1. Shimizu S: 
Remote education of surgery: Invitation to Myanmar 
First International Conference Endoscopic Surgical Society (Myanmar) 
Yangon, Myanmar, 2014/02/1-2, Invited lecture 

2. Shimizu S: 
Telemedicine advances in Asia 
Asia eHealth Information Network  
Manila, Philippines, 2014/03/28, Invited lecture 

3. Shimizu S: 
Connecting the World for Standardized Medicine Using the Telemedicine Technology 
The 4th Asian Perioperative Nurses Association (ASIORNA) Conference 
Fukuoka, Japan, 2014/10/10-11, Invited lecture 

4. Shimizu S: 
Telemedicine Activities with Latin America 2014 
Chile-Japan Academic Forum at U Tokyo ICT / Big Data Workshop 
Tokyo, Japan, 2014/10/08-09, Workshop 

5. Shimizu S: 
Global surgical educations using broad band internet 
The 20th Biennial Surgeons' Conference 
Yangon, Myanmar, 2014/10/17-19,  Workshop 
    

6. Shimizu S: 
Future of Telemedicine 
Association of Mexican Gastroenterology 2014 
Cancun, Mexico, 2014/11/15-19, Invited lecture 

7. Nakashima N: 
Medical Field Japan Britain Big Data Research 
Big Data in Medical Applications 
Tokyo, Japan, 2014/02/06 

8. Nakashima N: 
eHealth checkup and Tele-consultation program in Bangladesh 
The 8th Asia Telemedicine Symposium 
Fukuoka, Japan, 2014/12/12 
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9. Nakashima N:  
An Affordable, Usable, Sustainable, and Preventive Healthcare System for Unreached People 
Big Data French Japanese Conference 2014 
Tokyo, Japan, 2014/11/19, Invited Lecture 

10. Nakashima N: 
Portable health clinic and telemedicine by sensor network in Bangladesh 
Keynote speech in mobile health APAMI2014 
Delhi, India, 2014/11/02  

11. Nakashima N: 
Healthcare Intervention by Remote IT in Bangladesh 
CJKMI2014 
Daegu, Korea, 2014/10/ 27, Keynote speech 

12. Nakashima N: 
eHealthcare for disabilities 
APAN 38th meeting 
Nantou, Taiwan, 2014/08/13, Remote Lecture 

13. Ahmed A, Robeiro-Hargrave A, Islam R Maruf, Inoue S, Nakashima N: 
Applicability of Portable Health Clinic for ageing Society,International Conference on Human-
Computer Interaction (HCI International) 
Crete, Greek, 2014/06/22 

14. Nakashima N: 
Healthcare and Big Data Analysis in Bangladesh 
Event with Estado Plurinacional de Bolivia Teleconference for Telemedicine with TEMDEC 
Fukuoka, 2014/06/19, Remote Lecture 

15. Nakashima N, Ahmed A:  
Healthcare and Big Data Analysis in Bangladesh 
xTURP Open Seminar 2014 
Fukuoka, Japan, 2014/03/26 

16. Nakashima N: 
Healthcare and Big Data Analysis 
First Kitsuregawa Big data project International Symposium 
Tokyo, Japan, 2014/03/17  

17. Nakashima N: 
“Portable Health Clinic” a Remote Medicine Trial in Developing Countries 
APAN 37th meeting  
Bandung, Indonesia, 2014/01/21
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18. Nakashima N: 
Medical Field Japan Britain Big Data Research 
Big Data in Medical Applications 
Tokyo, Japan, 2014/02/06 

19. Kai E, Robeiro-Hargrave A, Inoue S, Yasunobu N, Islam Maruf R, Nakashima N, Ahmed A: 
Empowering the healthcare worker using the Portable Health Clinic 
The 28th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA) 
Victoria, Canada, 2014/05/13 

20. Ahmed A, Robeiro-Hargrave A, Islam Maruf R, Inoue S, Nakashima N: 
Applicability of Portable Health Clinic for ageing Society 
International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International) 
Crete, Greece, 2014/06/22 

21. Oe K, Okamura K: 
A hybrid storage system composed of On-The-Fly Automated Storage Tiering (OTF-AST) and caching 
Proceedings of CANDAR'14 
Shizuoka, Japan, 2014/12/10-12 

22. Oe K, Okamura K, etc.: 
On-The-Fly Automated Storage Tiering (OTF-AST) 
Proceedings of ACIS 2014 
Nha Trang, Viet Nam, 2014/12/1-3  

23. Sahri NM, Okamura K: 
Openflow Path Fast Failover Fast Convergence Mechanism 
Proceedings of Research Network Workshop 2014 

24. Allakany A, Okamura K: 
Distributed GA for Popularity Based Partial Cache Management in ICN 
Proceedings of Research Network Workshop 2014 

25. Sahri NM, Okamura K: 
Fast Failover Mechanism for Software Defined Networking - OpenFlow Based 
Proceedings of International Conference on Future Internet Technologies 2014 (CFI2014) 
Tokyo, Japan, 2014/06/18-20 

26. Allakany A, Okamura K: 
Distributed GA for Popularity Based Partial Cache Management in ICN 
Proceedings of International Conference on Future Internet Technologies 2014 (CFI 2014) 
Tokyo, Japan, 2014/06/18-20
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27. Kudo K: 
Information Sharing Technology: Experience of AdobeConnect 
The 8th Asia Telemedicine Symposium 
Fukuoka, Japan, 2014/12/12-13, Oral 

28. Kudo K: 
Information Sharing Technology: Med-hok: Database for APAN Medical community 
The 8th Asia Telemedicine Symposium 
Fukuoka, Japan, 2014/12/12-13, Oral 

29. Hu M, Antoku Y, Nakashima N, Kamada T, Yonekawa T, Tanaka M, Kira J: 
Telemedicine combined with Data Set of Medical Tourism Reduces Risk of Patients and Hospitals 
18th ISfTeH Conference 
Takamatsu, Japan, 2013/10/18-19,  Oral 
 

学会および講演　( 国内 )

1. 清水 周次 : 
インターネットを利用した外科教育・研修、外科研究 
第 89 回日本医療機器学会大会 
新潟市 , 2014/06/12-14, 教育講演 

2. Shimizu S, Kudo K, Antoku Y, Hu M, Houkabe Y, Nakashima N: 
Medical Tele-education in Asia 
第 55 回日本神経学会学術大会 
福岡市 , 2014/05/21-24, 国際シンポジウム 

3. 清水 周次 : 
九州と世界中を繋ぐ遠隔教育・遠隔医療システムについての紹介 
第 12 回九州胃拡大内視鏡研究会 
福岡市 , 2014/08/02, 招待講演 

4. 清水 周次、永井 英司、植木 隆、高畑 俊一、大塚 隆生、田中 雅夫 : 
国際化を意識した e- ラーニングの拡がり 
第 27 回日本内視鏡外科学会総会 
盛岡市 , 2014/10/02-04, ワークショップ 

5. 中島 直樹 : 
糖尿病の遠隔医療 
平成 26 年度 遠隔医療従事者研修事業 
大阪市 , 2014/11/29 , イベント講義 
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6. 中島 直樹、清水 周次 : 
九州大学の国際遠隔医療の取り組み 共同企画ワークショップ（日本遠隔医療学会） 
日本の遠隔医療の国際展開の展望　 
第 34 回医療情報学連合大会　 
千葉市 , 2014/11/07 

7. 中島 直樹 : 
“ シームレスな地域連携医療 ” 構想はどこまで進化したか？ 
第 38 回　4 地区合同糖尿病を語る会 
福岡市 , 2014/07/23, 招待講演 

8. 中島 直樹、野原 康伸、若田 好史、アシル アハメド、井上 創造、津田 宏治、鹿島 久嗣、上田 修功、
馬場 雪乃、喜連川 優 : 
サブテーマ２: 医療フィールド報告　ビッグデータヘルス：バングラデシュおよび日本の保健医療領
域のセンサデータ解析 
FIRST 喜連川プロジェクトの報告とビッグデータの今後に関するシンポジウム 
東京 , 2014/07/09,  一般講演 

9. 野原 康伸、甲斐 瑛子、Partha Ghosh、Rafiqul Islam、井上 創造、Ashir Ahmed、黒田 正博、平松 達雄、
上田 修功、喜連川 優、中島 直樹 : 
途上国の予防医療を実現するためのセンサーパッケージによる健診 / 遠隔医療実験の成果報告 
第 18 回日本医療情報学会春季学術大会 
岡山市 , 2014/06/07, 一般口演 

10. 中島 直樹、野原 康伸、平松 達雄、甲斐 瑛子、Ashir Ahmed、井上 創造、小林 邦久、井口 登與志 : 
バングラデシュにおける大規模健診遠隔医療研究事業のシステム検証と成果 
第 57 回日本糖尿病学会年次学術集会　 
大阪市 ,  2014/05/24, 一般口演 

11. 中島 直樹 : 
「病院から在宅へ」変わる糖尿病患者の流れ～診療報酬改訂と診療の IT 化～ 
T-CARE Forum in 福岡 
福岡市 , 2014/03/27 

12. 中島 直樹 : 
生体情報の収集管理における標準化 
厚生労働科学研究・地域医療基盤開発推進研究事業「電子的医療情報の利活用に必要な標準化の普及
策に関する研究」　 
東京 , 2014/03/17, 一般講演 

13. 中島 直樹 : 
ヘルスケア分析　－ BAN を使用したバングラデシュの健診データから－ 
BAN 国際展開シンポジウム 
東京 , 2014/03/13 
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14. 中島 直樹、胡 旻、井口 登與志、清水 周次 : 
糖尿病の遠隔医療 
日本遠隔医療学会スプリングカンファレンス 2014 
東京 , 2014/2/22, 一般講演 

15. 中島 直樹 : 
IT が変える糖尿病診療の未来像 
T-CARE Forum 2014 
東京 , 2014/02/16, 招待講演 

16. 岡村 耕二 : 
APRICOT-APAN 2015 福岡会合の紹介 
電子情報通信学会、インターネット・アーキテクチャ研究会 
大阪市 , 2014/10/7 

17. 進藤 匠、岡村 耕二 : 
消費電力を考慮した SDN 上でのサーバ選択エニキャスト経路制御アルゴリズムの提案  
電子情報通信学会、インターネット・アーキテクチャ研究会 ,  
倉吉市 , 2014/11/27 

18. 工藤 孔梨子、安徳 恭彰、清水 周次 : 
各病院のニーズに合った接続方法の解説：エンジニアの立場から 
第 27 回日本内視鏡外科学会総会 
盛岡市 , 2014/10/2-4, 特別企画 



10. 報道記録

183

10.　報道記録 

1. REUNA LED SUCCESSFUL INTERNATIONAL COOPERATION INITIATIVE IN TELEMEDICINE 
REUNA Ciencia y Educación en Red, 2014 年 4 月 11 日 
http://www.reuna.cl/index.php/122-news/3861-using-dvts-technology-reuna-led-successful- 
international-cooperation-initiative-in-telemedicine 

2. CAREN network upgrade boosts connectivity for medical doctors, scientists and students., Major 
international conference 
CAREN, 2014 年 5 月１日 
http://caren.dante.net/Media_Centre/Pages/Major_international_conference.aspx 

3. Surgery beamed live to Japan 
iSENTIA, General News, p12, 2014 年 5 月 20 日 

4. Telemedicine - harnessing the power of research networks for surgical training 
aarnet NEWS, 2014 年 6 月 17 日 
http://news.aarnet.edu.au/telemedicine-harnessing-the-power-of-research-networks-for-remote-
surgical-training/ 

5. 日本の医療をリードし、世界へ発信する九州大学病院 
DISCOVERY 九州大学ガイドブック 2014-2015, p28-29, 2014 年 7 月 

6. 九州大学病院の理念 

九州大学病院概要 2014 年 , 九州大学病院広報委員会 , p1-2, 2014 年 7 月 

7. Telemedicine:Spreading surgical best practice across Asia-Pacific 
TEINCC-Case Study, ポスター ,  2014 年 8 月 6 日 

8. コンベンションニュース：第 8 回アジア遠隔医療シンポジウム 
オーシャンズ福岡 , p4-5, 2014 年 9 月 10 日 

9. Government Launches National Project TELEHEALTH 
Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Salud, 2014 年 10 月 1 日 
http://www.minsalud.gob.bo/index.php/251-gobierno-pone-en-marcha-el-proyecto-telesalud-a-
nivel-nacional  

10. 遠隔医療でアジアの医療教育革命を、たまったノウハウを今こそ次に生かす時 
ITpro, 2015 年 1 月 23 日 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/011500149/ 
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11. 新年のご挨拶 
ほすぴたる No.684, p3, 2015 年 1 月 

12. Telemedicine Networking continues to extend best practice through physical and digital space 
ANNUAL REPORT 2013, aarnet, p10-11, 2014 年 3 月 26 日 
http://www.aarnet.edu.au/images/uploads/resources/AARNet_AR_2013.pdf 

13. Telemedicine Advances in Asia 
AeHIN, 2014 年 3 月 28 日 
http://www.aehin.org/AboutUs/AeHINHour/25thAeHINHour.aspx 

14. Application Workshops: Health, Muro Haro Barbara P, Gertrudiz Salvador Nancy, Shimzu Shuji, 
Tanimoto Licona Miguel A., Lloret Rivas Miguel, Rodriguez Sahagun Maria T., 
CUDI Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. Internet 2 -México, 2013 年 4 月 16 日 
http://videoteca.cudi.edu.mx/jspui/handle/11305/413 
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11.　おわりに	

ネットワークが育むもの

これを書いているのは太平洋の真ん中である。清水先生らと日本からボリビアへ訪問するフライトの

機内だ。成田空港を離陸したあと食事をし、映画を見て、一回寝て、起きてもまだ広い太平洋の上である。

はるか南米ボリビアは日本から見ると地球の裏側に近く、あともう 2 回のフライトが必要だ。

そんな南米にも日本との間で太平洋を越えた遠隔医療イベントはすでに何度も実施した。今日の科学

技術の発達により既に当たり前のことではあるが、まるで同じ部屋にいるかのように相手の顔を見て話す

ことが出来る。

距離を越えるのは動画だけではなく、技術や知識、そして友情もネットワークを通して伝わる。そし

て多くの人と何度も出会えて長く議論することは多くの新しい革新的な知識を生み出す。

従来医療・医学の発展は、実験室のような限られた空間で、少人数のグループで議論することにより

進められてきたが、これからは限りない空間で限りない数の研究者が知識を共有し、新しいアイデアを生

みだすことによりその効率は飛躍的に増大するだろう。現在の我々の活動は、先端的な臨床の医療技術を

共有することに多くは限定されているが、そういう意味ではまだまだ初期段階と言えるであろう。きっと

近い将来、より一般的な医療サービス（社会的には非常にコストがかかる部分）の情報共有から生物学的

な基礎実験までが、オープンな空間での多数の参加によってもたらされる進化を期待するに違いない。

　

このような情報技術は私たちの日常生活や人生をも左右し始めている。ほんのひと昔前までは、国内

でさえ単身赴任や大学進学などでの家族との別離は涙なしでは始まらなかった。別離した後の長距離電話

の電話代がコミュニケーションを邪魔した。しかし今日は、インターネットを用いた安価なコミュニケー

ションシステムにより海外への別離でさえハードルを大きく下げた感がある。

そういえば、最近は駅や空港での映画のような涙の離別シーンに出くわすことが減ってきたなあ。そ

りゃあ、別れの翌日にスマホで「やあ」ってお話しが出来れば抱擁する意欲も減るだろう。会ったり話し

たりするのにコストがかかる、っていうのは愛情を育むにはチャンスだったのかも。うーん、ネットワー

クは友情を育むに違いないが、果たして愛情に関してはどうかなあ。。。

 

平成 27 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

石橋達朗
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
副センター長
九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター 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
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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

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

波々伯部佳子
九州大学病院 アジア遠隔医療開発センター テクニカルスタッフ
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5014
Fax: 092-642-5983
Email: houkabe@tem.med.kyushu-u.ac.jp

平野将二
九州大学病院 アジア遠隔医療開発センター テクニカルスタッフ
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5014
Fax: 092-642-5983
Email: ghirano@tem.med.kyushu-u.ac.jp

吉田良子
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: ryoko-y@tem.med.kyushu-u.ac.jp
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片山真之
九州電力株式会社
情報通信本部 ICT ソリューショングループ
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: mkata.1226gmail.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　
修士課程学生
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

虞雅雯

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: yuyawen.bme@gmail.com
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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）、アジア太平洋先端ネットワ

ーク機構（APAN）、およびユーラシア横断情報ネットワーク（TEIN）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 No. 23256005（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、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社とオリンパスメディカルシステムズ株式会社から

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。

セキュリティ、および著作権について

　本プロジェクトで施行するテレカンファレンスはあくまでも教育用が主体であり、患者情報を直接取り

扱う電子カルテや診療情報の共有を目的としたものではありません。そのため患者氏名や患者の顔など患

者を特定できる患者情報は一切公開されることはなく、事前に削除されるか同定できないように被覆され

るなどして慎重に取り扱われています。またライブデモンストレーションにおいても、患者情報を出して

議論されることはなく、また患者を特定できる情報をカメラで撮影することもありません。従って、基本

的にはこれ以上のセキュリティ対策を取る必要はないものの、特にライブデモンストレーションに関して

は各医療機関の考え方に沿い、事前に患者へ承諾をいただいた上で、必要に応じて IPSec-VPN や AES など

の暗号化環境を構築してさらなるセキュリティ対策を確保しています。

　また本プロジェクトで取り扱われる資料を、発表者の承諾を得ることなく、別の著作物やホームページ

で公開することはありません。

 






