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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 



5. イベント概要
2) 写真レポート

97 

#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 
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#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 



TEMDEC 活動報告 2014

102
 

#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 



5. イベント概要
2) 写真レポート

103
 

#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 



5. イベント概要
2) 写真レポート

131 

#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 
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#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 
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#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 



5. イベント概要
2) 写真レポート

141 

#494   

 
 

2014.11.19 

. 

 ( ), 

 ( ), 

( ) 

  

Dr.

 

Dr.

  

2014.11.19 

吉田

kuricom
タイプライターテキスト

kuricom
タイプライターテキスト

kuricom
タイプライターテキスト

kuricom
タイプライターテキスト

kuricom
タイプライターテキスト

kuricom
タイプライターテキスト



TEMDEC 活動報告 2014

142 

#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 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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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 




