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1.　はじめに	

　今年度の一番の話題は、何と言っても 4月に国際医療部が新設されたことでしょう。平成 27年度の大

学改革活性化事業に採択されたことにより「アジア遠隔医療開発センター」を中心に改組され、海外患

者に対応する「国際診療支援センター」、国際的人材の育成を担う「海外交流センター」の 3センターよ

り構成されています。専任の教授と准教授ポストが配置され、これまでよりも一層組織だった形で、国

際化の推進を担うことになります。

　2番目の話題はユーラシア横断情報ネットワーク（TEIN）のプロジェクトが始まり、医師と技術者の

双方に向けた様々な教育プログラムが開始されたことです。アジア太平洋先端ネットワーク会議（APAN）

における技術者ワークショップはその代表的な企画であり、真に有意義な研修や情報交換が出来たと思

います。またワンマンス・トレーニングと称する 1か月間の研修には、医師と技術者の計 25名がアジア

各地から参加しました。

　本年度はさらに日本学術振興会研究拠点形成事業アジア・アフリカ学術基盤形成型にも採択され、ア

ジアにおける早期胃癌診断率向上のための継続的遠隔医療教育システムの構築へ向けた共同研究が始ま

りました。

　また 11月には第 9回目となるアジア遠隔医療シンポジウムが韓国の忠北大学で開催され、14か国か

ら 150名が参加しました。昨年はエボラ出血熱やデング熱が世界的な話題となり、韓国ではMERSが大

きな問題となりました。そのような状況の中から今年のテーマは、「感染症対策のための遠隔医療」とされ、

多くの基調講演や発表がなされました。

　通常の遠隔教育プログラムもこれまでにも増して活発で、協力施設は現在 56か国、423施設にまで達し、

これまで 596のプログラムを施行しています。アジアのみならず、ナイジェリアやエチオピアなどのア

フリカ諸国とも 4月に初接続され、また中南米のメキシコやコロンビアへの内視鏡ライブデモンストレー

ションも実施しています。

　国内に目を向ければ、全国国立大学病院長会議の第 3回全国合同会議を札幌で開催した他、新たに参

加する施設の技術担当者を主な対象とした技術者マニュアルも作成中です。来年度以降、英語版や発展

編の編集も考えています。またアジア遠隔医療開発センターのロゴ入りグッズも今年度初めて作成し、

透明ファイルやポストイットなど使いやすく好評を博しています。

　来年度以降、少し体制も変わりますが、これまで以上に効率的かつ発展的な活動を目指して邁進します。

ご協力の程、宜しくお願い致します。

 平成 28年 3月
     九州大学病院　アジア遠隔医療開発センター
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2.　本年度の成果	

平成２７年度の主な活動成果

１．国際医療部の設立： 
１．海外交流センターの新設、スタッフ増員 
２．TEINプロジェクト：技術者ワークショップ 
３．学術振興会：胃癌プログラム 
４．第9回アジア遠隔医療シンポジウム 
５．27か国、74施設、96プログラム 
６．各国からの招聘および海外派遣 
７．技術者マニュアル及びロゴ製品 

【技術スタッフ】  
【コーディネータ】 
【事務】 

医療スタッフ：看護師、医療技術者、各診療科の国際担当教員 

【コーディネータ】  
【事務】  

【通訳・翻訳】 
【事務】        

通訳翻訳業務 

遠隔教育 医療スタッフの 
派遣・受入 外国人患者受入 

技術開発 人材育成 

平成 27年度の主な活動成果の一覧。

国際医療部の組織体制。
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APAN技術者ワークショップ 2016.1.29 

胃癌遠隔教育
ネットワーク

・アジア遠隔医療開発センター 
・アジア遠隔医療シンポジウム 
・全国国立大病院長会議国際化ワーキンググループ 
・プログラムの展開 
・各種学会との連携 

胃癌診断に特化したプログラム確立 
医療スタッフ・技術者の人的ネットワーク構築 
継続的教育体制の展開 
各国の消化器関連学会との連携 

日本 

・チュラロンコン
大学 

・マヒドン大学 
・メトロポリタン

大学 

・チュラロンコン
大学 

・マヒドン大学 
・メトロポリタン

大学 

タイ 

・北京協和医科
大学 

・上海交通大学
・復旦大学 
・天津大学 

・北京協和医科
大学 

・上海交通大学
・復旦大学 
・天津大学 

中国 

・インドネシア大学 
・パジャジャラン 

大学 
・アイルランガ大学 

・インドネシア大学 
・パジャジャラン 

大学 
・アイルランガ大学 

インドネシア 

ミャンマー 

ベトナム 

台湾 

新たな情報通
信技術の開発 

日本の先端的
医療の発信 

他疾患への活用 

近隣諸国への展開
・九州大学   

・福岡大学 ・順天堂大学 ・大分大学 
・佐賀大学 ・国立がん研究センター 

アジア早期胃癌遠隔教育プロジェクト 

今後の展開

フィリピン 

・マラヤ大学 
・マレーシアサバ

大学 
・モナーシュ大学 

・マラヤ大学 
・マレーシアサバ

大学 
・モナーシュ大学 

マレーシア 

国内へ展開
国内へ展開 国内へ展開

国内へ展開

モンゴル 

アジア太平洋先端ネットワーク会議（APAN）で開催された技術者ワークショップ。

本年度より開始された日本学術振興会研究拠点形成事業。
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第９回アジア遠隔医療シンポジウム 

2015.11.13-14 韓国・忠北大学にて 

ベトナムへの内視鏡ライブ 2015.12.15 

大分大学 

チョウライ病院 E病院 

第 9回アジア遠隔医療シンポジウムが、韓国の忠北大学で開催された。

ベトナムのハノイ、フエ、ホーチミンの４病院へ内視鏡ライブデモンストレーションが実施された。
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海外からの受入れ 

海外への訪問 

2015.12 インドネシアの 
アイルランガ大学病院 

2015.10 バングラデッシュ 
遠隔医療シンポジウム 

2016.2  タイへ感染対策
のための病院視察 

2016.1 ベトナムE病院
での内視鏡実技指導 

海外の医師や技術者が、短期研修のために九州大学病院を訪れた。

アジアを中心に様々な地域への病院視察を企画した。
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技術者トレーニングマニュアル 

TEMDECのロゴ入り製品 

ボールペン 

ポストイット 

クリアファイル 

遠隔医療教育を開始する技術者を主な対象としたトレーニングマニュアルを編集。

TEINのサポートにより TEMDECのロゴ入り製品を新規に作成した。
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3.　使用機器・設定のアップデート

　Vidyo Desktop トラブルシューティング
　3-1.　音の問題
　　■	基本
　　　・発言しないときはマイクをミュートにする 
　　　・一人で参加する際はヘッドセットを使用する 
　　　・Vidyo Desktop 推奨機器を使用する 
　　　・静かな部屋から参加する 

メーカー モデル テスト済み 
プラットフォーム 

テスト済みドライ
バ、ファームウェ
アバージョン 

機器についての説明 

推奨 
ClearOne Chat 60 Windows, 

Mac, 
Linux 

6.1.7601.17514 フルデュプレックス対応 一人用スピー
カフォン 

Konftel Konftel 300 Windows Firmware version: 
1.25 

マイク付きカンファレンスフォン、２
つの追加マイク、PAシステムとのイン
ターフェースボックス対応 

Logicool BCC950 Con-
ferenceCam 

Windows 13.40.840.0 ウェブカメラとスピーカフォンのオー
ルインワン 

Phoenix Duet PCS MT202 Windows, 
Mac OS, 
Linux 

6.1.7601.17514 USBデスクトップスピーカフォン  
 
注: Macと使用する際は、音量調節を
適切に行うために、システム設定＞
オーディオからオーディオIN/OUTデ
バイスにPhnx MT202pcsを選択して
ください。USBケーブルを延長する際
にはAPC USB Extenderのご使用をお
すすめします。 

Phoenix Quattro3 MT304 Windows 6.1.7601.17514 USB パワーデイジーチェーンスピーカ
フォン 
 
注: デイジーチェーン接続をするには、
スピーカフォン個別に電源を供給する
か、または、メーカー純正のDaisy 
Chain Power Kitを使用して、PoEに
よる電源供給が必要です。 USBケーブ
ルを延長する際にはAPC USB 
Extenderのご使用をおすすめします。 
 

Plantronics Calisto 420 Windows 6.1.7601.17514 USB エコーキャンセリングスピーカ
フォン 

Plantronics Calisto P820 Windows Firmware version: 
V01.27.00.00 

マルチデバイススピーカフォンシステ
ム 

Plantronics MCD100 Windows, 
Mac OS, 
Linux 

6.1.7601.17514 小～中スペース向けUSBスピーカフォ
ン 

VidyoDesktop 推奨機器 ： スピーカーフォン (1)  
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メーカー モデル テスト済み 
プラットフォーム 

テスト済みドライバ、
ファームウェアバー
ジョン 

機器についての説明 

確認済み 

Apple iMac, Macbook 
Pro, Macbook Air, 
and Thunderbolt 
Display Built-in 
Speaker 

Mac OS Apple デバイス 

ClearOne Chat 50 Windows, 
Mac OS, 
Linux 

6.1.7601.17514 一人用エコーキャンセリングス
ピーカフォン 

ClearOne Chat 150 Windows, 
Linux 

6.1.7601.17514 USB エコーキャンセリングス
ピーカフォン 

Jabra Jabra SPEAK 410 Windows, 
Mac OS, 
Linux 

Firmware version: 
1.5.0 

一人用エコーキャンセリングス
ピーカフォン 

Yamaha PJP-20UR Windows, 
Mac OS, 
Linux 

Firmware version: 
1.07 

Web会議用エコーキャンセラ内蔵
スピーカフォン 

Yamaha PJP-25UR Windows, 
Mac OS, 
Linux 

Firmware version: 
1.1.0.9 

可動型マイク 会議用スピーカ
フォン 

VidyoDesktop 推奨機器 ： スピーカーフォン (2)  
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メーカー モデル テスト済み 
プラットフォーム 機器についての説明 

推奨 

Microsoft Lifechat LX-3000 Windows, 
Linux 

ノイズキャンセリングマイク、インライン
ボリュームコントロール付きヘッドセット 

Plantronics Blackwire C520-M Windows, Mac OS ノイズキャンセリングマイク、USBオー
ディオヘッドセット 

Plantronics SAVI-740 
(wireless) 

Windows, 
Mac OS 

マルチデバイス ワイヤレスヘッドセット 

Plantronics Voyager Pro UC v2 
(wireless) 

Windows, 
Mac OS 

デュアルマイクBluetoothヘッドセット 
AudioIQ2 DSP ノイズキャンセラ 

確認済み 

Apple Thunderbolt Display 
Built-In Microphone 

Mac OS ビルトイン ディスプレイマイク 

Cyber Acoustics AC-840 Windows, 
Linux 

可動式マイク付きUSB片耳ヘッドセット 

Cyber Acoustics AC-850 Windows, 
Linux 

可動式マイク付きUSB両耳ヘッドセット 

Jabra UC 750 Mono Windows ノイズキャンセリングマイク、USBオー
ディオヘッドセット 

Logicool B530 USB Headset Windows, 
Mac OS 

レーザーチューニング機能付き、イコライ
ザ内蔵ヘッドセット 

Logicool ClearChat Comfort USB Windows, 
Linux 

ノイズキャンセリングマイク、USBオー
ディオヘッドセット 

Logicool USB Headset H330 Windows, 
Linux 

ノイズキャンセリングマイク、USBオー
ディオヘッドセット 

Logicool USB Headset H390 Windows ノイズキャンセリングマイク、USBオー
ディオパッドヘッドセット 

Plantronics Blackwire C435-M Windows, 
Mac OS 

ノイズキャンセリングマイク、インライン
ボリュームコントロール付きヘッドセット 

Plantronics C420 Windows, 
Mac OS 

デジタル信号処理機能つき 折り畳みヘッ
ドセット 

Plantronics DSP-400 Windows, 
Mac OS 

デジタル信号処理機能つき 折り畳みヘッ
ドセット 

Plantronics Plantronics Headset with 
Plantronics USB Adapter 
01 

Windows, 
Linux 

USBアダプタ付きアナログヘッドセット 

Plantronics Savi W740 Wireless 
Headset 

Windows, 
Mac OS 

ワイヤレスヘッドセット 

VidyoDesktop 推奨機器 ： ヘッドセット  
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　　■ エコー
　　　・スピーカーとマイクを近づけない 
　　　・スピーカーのレベルを下げる 
　　　・スピーカーとマイクを向い合せない 
　　　・エコーキャンセラを使用する 

　　■ ノイズ
　　　・Vidyo Desktop のマイクレベル自動調整機能をオフにする 

④uncheck  
“Echo Cancellation”  
 “Auto Adjust Microphone Level” 

③それぞれの機器が適正に選択されているか確認  

①歯車アイコンをクリックし、
「設定」画面を開きます 

②「デバイス」項目を選択します 

④下記2つのチェックを外します 
 「エコーキャンセラ」  
 「マイクレベルの自動調整」 
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　　　 ・PCのマイクレベルを下げる 

　　　 ・エアコン、プリンター、その他の騒音の原因となる機器の電源をオフにする 
　　　・マイクと距離をとって発言する

VidyoDesktop 資料共有: version3対応 

PCの録音デバイス設定でマイクレベルを調整する  

• デスクトップ画面のタスクバー右端にある
スピーカーアイコン（①）を右クリックし
表示メニューから録音デバイス（②）を選択します。

• 録音デバイスの一覧から使用するマイクを選択し
ダブルクリックします。

• マイクのプロパティウインドウのレベルタブ（③）を
選択します。

• つまみ（④）を左右にドラッグしレベルを調整します。

•

•

 

 

    

 

①

②

④

③
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　　■ 音声が遠隔地に届いていない	
　　　 ・機器、ソフトフェア、PCレベルでマイクがミュート設定になっていないか確認する 
　　　・マイクがオンになっているかを確認する 
　　　・他の遠隔地が聞こえているかを確認する 
　　　・Vidyo Desktop 設定画面で正しいマイクが選択されているかを確認する 
　　　・PCがマイクを認識しているかを確認する 
　　　・デバイスの設定方法 

VidyoDesktop デバイス設定方法: version3対応 

• タスクトレイのVidyoアイコンを右クリックして
「構成」を選択します。 
 

• 設定画面はVidyoDesktop右上の   アイコン
からも開くことができます。 
 

1. 設定画面を開く 

2. カメラ、音声デバイスを設定する 

• 左側のメニューから「デバイス」を選択します。 
 

• このタブではご利用中のコンピュータで使用できる、マイク、スピーカー、
カメラを表示します。使用したい機器をそれぞれ選択してください。 
 

• 設定が完了したら、「保存」をクリックしてください。 
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　　■ 遠隔地の音声が聞こえない	
　　　・スピーカーがオンになっているかを確認する 
　　　 ・オーディオケーブルの接続を確認する 
　　　・スピーカーのレベルを確認する 
　　　・Vidyo Desktop 設定画面で正しいスピーカーが選択されているかを確認する
　　　・PCがスピーカーを認識しているかを確認する 
　　　・他の遠隔地の音声が聞こえるかを確認する 
　　　・マイクをミュートにする 
　　　・Vidyo Desktop のエコーキャンセラ機能をオフにする 

　　■ 音声のレベルが安定しない
　　　・マイクまたはミキサーの電池を交換する 
　　　・Vidyo Desktop のエコーキャンセラ機能とマイクレベル自動調整機能をオフにする 
　　　・遠隔地における聞こえ方がどうかを確認する 

　3-2.　映像の問題
　　■ 解像度が低い 
　　　 ・PCの解像度を変更する 
　　　・Vidyo Desktopのビデオメニューを確認する 

　　■ Vidyo の画面またはプレゼンテーションのみ表示されない 
　　　・Vidyo Desktopの再接続、再起動を行う 
　　　・PCで起動中の他のアプリケーションを終了する 
　　　・無線から有線接続に切り替える 
　　　・PCを再起動する 
　　　・他の PCを使用する 

　　■ ある遠隔地の映像のみ表示されない
　　　・遠隔地のカメラ、PC、インターネットの環境を確認してもらう 

　　■ カメラの問題
　　　・カメラデバイスソフトウェアの更新、またはアンインストールをする 
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　3-3.	　その他の問題
　　■ 接続ができない、切断される
　　　・システム（PC/ソフトウェア）の再起動をする 
　　　・コンピュータのほかのアプリケーションを終了する 
　　　 ・ネットワークを確認 (有線接続の場合は無線になっていないか確認 ) 
　　　 ・ファイヤーウォールを確認し、もし有効になっていたら無効にする 
　　　 ・VidyoPloxy の設定を変更する 

VidyoProxy 設定⽅法: version3対応

• タスクトレイのVidyoアイコンを右クリックして
「構成」を選択します。

• 設定画⾯はVidyoDesktop右上の アイコン
からも開くことができます。

1. 設定画⾯を開く

2. VidyoProxyを設定する

• 左側のメニューから「ネットワーク」を選択します。

• 「常にVidyoProxyを使⽤します」にチェックを⼊れ、「保存」を押して下さい。

※ 常にVidyoProxy経由での接続が必要な場合以外は設定は不要です。
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　　　・Vidyo Desktop ネットワーク条件を確認する 

　　■ 参加者の名前を表示させる

|Vidyo Inc. Proprietary, Confidential & Patent Pending Information

VidyoPortal サーバとVidyoDesktop端末間の通信には下記ポートを使用します。 

VidyoDesktop端末を接続するネットワークにファイアウォール等がある場合には設定をお願
いいたします。 

 

通信先サーバ 

VidyoPortal アドレス[お尋ねください] 

クライアントからサーバへの通信 

  TCP 443, TCP 17992 

VidyoRouterアドレス [お尋ねください] 

クライアントからサーバへの通信 

 TCP 443,  TCP 17990 

 UDP 50000-65535 

サーバからクライアントへの通信 

 UDP 50000-65535 

 

デモ準備  - ネットワーク   

VidyoPortal™

TCP 443, 17990
VidyoDesktop™

VidyoRouterl™

TCP 443, 17992

UDP 50000-65535
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　　■ 資料共有する
　　　・資料共有マニュアル 

11 Vidyo Inc. Proprietary, Confidential & Patent Pending Information 1/21/2014 

• アプリケーション共有アイコンをクリ
ックし、共有したいアプリケーション
を選択します。 
 

• 共有が開始されるとアイコンの色
がグリーンに変わります。 
 

• Display1 を選択すると、デスクトップ
画面全体が共有されます。 
 
 

デスクトップ、アプリケーションの共有 

• パワーポイントのスライドショーを共有するときには
デスクトップ画面を共有すると簡単です。 
 

• 共有を停止するには、アプリケーション共有アイコン
をクリックし、共有の中止を選択します。 

資料共有の２つの方法  
 

・方法１  
デスクトップ画面を共有し、
スライドショーをフルスクリーンモードで行う。 

・方法２  
パワーポイントを共有し、
スライドショーをウインドウモードで行う。 
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　　■ まだ問題が解決しない
　　　・ログファイルの取得方法

12 Vidyo Inc. Proprietary, Confidential & Patent Pending Information 1/21/2014 

ログファイルの取得 

• エラーやトラブルが発生した際には下記の手順でログを取得してください。 
 

1. タスクトレイのVidyoアイコンを右クリックし、構成を選択します。 
2. 設定ダイアログが開きます、「ステータス」タブを選択し、「診断レポートの生成」を

クリックしてください。 
3. 数～数十秒後に、完了のメッセージが表示されます。 
4. デスクトップ上に作成された、VidyoDesktop_Diag_～というファイルを担当者まで

お送りください。 
 
 (1) (2) (3) 

(4) 
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4.　活動実績一覧表（平成 27 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

※ 2015.3.1-2016.2.28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
513 2015.3.1 第 39回　APAN会議　デン

グ熱
感染症 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
コンテック　インターナショナル　公
衆衛生学校 (パキスタン ), 
マケレレ大学 (ウガンダ )

514 2015.3.2 第 39回 APAN会議 肝臓 肝臓 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
アーガー・ハーン大学 (パキスタン ), 
バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科
大学 (バングラデシュ ), 
エジプト肝臓医療センター (エジプト ), 
アンバークリニック （アル・リガ） (ア
ラブ首長国連邦 ), 
ノーク　国立感染症臨床病院 (アルメ
ニア ), 
小児心臓病財団 (コロンビア )

515 2015.3.3 第 39回 APAN会議 胎児医
療 1

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
香港大学 (香港 ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
国立シンガポール大学 (シンガポール ), 
ユビテック (日本 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セベラス・マレット大学　Moewardi 
病院 (インドネシア ), 
東北大学 (日本 )

516 2015.3.4 第 39回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

福岡国際会議場 (日本 ), 
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 ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
北京がんセンター (中国 ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
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 (インドネシア ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン )

517 2015.3.4 第 39回 APAN会議 胎児医
療 2

胎児医療 , 
カンファレンス

H.323 福岡国際会議場 (日本 ), 
胎児クリニック (台湾 ), 
台北榮民総医院 (台湾 ), 
馬偕記念病院 (台湾 ), 
樹人医療管理短期大学 (台湾 ), 
秀傳記念病院 (台湾 ), 
三軍総合病院 (台湾 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
518 2015.3.4 第 39回 APAN会議 内視鏡 内視鏡 , 

カンファレンス
Vidyo, 
Streaming

福岡国際会議場 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
アサン医療センター (韓国 ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
グローバルホスピタル（ムンバイ） (イ
ンド ), 
名古屋大学 (日本 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
マレーシアプトラ大学 (マレーシア ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
マラヤ大学 (マレーシア )

519 2015.3.5 第 39回 APAN会議 Soft 
Cadaver

外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

福岡国際会議場 (日本 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
カリフォルニア大学サンフランシスコ
校　医療センター (アメリカ合衆国 ), 
バレー病院　医師自宅：リッジウッド 
(アメリカ合衆国 ), 
東京医科歯科大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

520 2015.3.5 第 39回 APAN会議 歯科 歯科 , 
カンファレンス

Vidyo 福岡国際会議場 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
九州歯科大学 (日本 ), 
東京医科歯科大学 (日本 ), 
ハラパンキタ小児医療センター (イン
ドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア )

521 2015.3.12 第 5回 ラテンアメリカテレ
カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
大阪府立成人病センター (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 ), 
グアダラハラ大学 (メキシコ ), 
国立警察病院　医師自宅 :ボゴタ (コ
ロンビア ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
サンパウロ大学　医師自宅；サンパウ
ロ (ブラジル ), 
ボリビア・日本消化器センター (ボリ
ビア ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ )

522 2015.3.23 第 9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 ), 
宮崎大学 (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 )

523 2015.3.26 ウガンダとのテレカンファレ
ンス

整形外科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
マケレレ大学 (ウガンダ ), 
福井大学 (日本 )



TEMDEC 活動報告 2015

20

番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
524 2015.3.26 第 5回 筑波大学とチョーラ

イ病院のテレカンファレンス
内視鏡 , 
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 )

525 2015.3.27 グローバルホスピタル（ムン
バイ）からの手術ライブ

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

グローバルホスピタル（ムンバイ） (イ
ンド ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
九州大学病院 (日本 )

526 2015.4.9 第 1回 ボリビアと日本のテ
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 ), 
ボリビア・日本消化器センター (ボリ
ビア )

527 2015.4.18 第 3回 マラヤ大学内視鏡ワ
ークショップ

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
ライエル　マクユーイング　病院　医
師自宅 : アデレード (オーストラリア ), 
マラヤ大学 (マレーシア )

528 2015.4.18 WGOトレーニングセンター 
開所式

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo ラゴス大学教育病院 (ナイジェリア ), 
アディスアベバ大学　ブラックライオ
ン病院 (エチオピア )

529 2015.4.25 第 27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 ), 
高知大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 )

530 2015.4.27 第 10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 ), 
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 ), 
熊本医療センター (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 )

531 2015.4.28 第 1回 タイ‐日本内視鏡ナ
ーステレカンファレンス

ナース , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ )

532 2015.5.12 第 8回 医学生へのライブ中
継講義

学生 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

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

533 2015.5.13 第 16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 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

534 2015.5.25 第 11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 ), 
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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (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
535 2015.6.2 医工連携：タイとの学生テレ

カンファレンス
学生 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ )

536 2015.6.3 スマトラウタラ大学とのテレ
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 ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア )

537 2015.6.3 第 4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

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 ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
名古屋大学 (日本 ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
ノボシビルスク州立医科大学　ノボシ
ビルスク州地域病院 (ロシア ), 
アサン医療センター (韓国 )

538 2015.6.18 第 6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 ), 
福岡大学病院 (日本 )

539 2015.6.22 第 12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 )

540 2015.6.27 第７回 国際消化器ワークシ
ョップ

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo クラウンプラザ　テケンダマ　ボゴタ 
(コロンビア ), 
佐野病院 (日本 ), 
武田総合病院 (日本 )

541 2015.6.27 第 60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, 
Vidyo, 
Streaming

東北大学 (日本 ), 
神奈川県立こども医療センター (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
クリフム夫律子マタニティクリニック 
(日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 )

542 2015.6.30 第 4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 佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
唐津赤十字病院 (日本 ), 
織田病院・祐愛会 (日本 ), 
高木病院・高邦会 (日本 )

543 2015.7.10 コロンビア・バジェ大学との
テレカンファレンス

外科 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
コロンビア　バジェ大学病院 (コロン
ビア )

544 2015.7.12 第１回 日本東洋医学会福岡
県部会

東洋医学 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (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
545 2015.7.15 第 17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 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

546 2015.7.27 第 13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 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (日本 ), 
久留米大学 (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 ), 
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 ), 
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 )

547 2015.7.29 ドミニカ共和国研究教育ネッ
トワーク (RADEI)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 ), 
ドミニカ共和国研究教育ネットワーク
(RADEI) (ドミニカ共和国 )

548 2015.8.3 第 2回 遠隔相談 遠隔診療 , 
カンファレンス

Vidyo 京都第二赤十字病院 (日本 ), 
タイ赤十字社 (タイ ), 
九州大学病院 (日本 )

549 2015.8.4 NASATI オフィスとのテレ
カンファレンス

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
NASATI オフィス (ベトナム )

550 2015.8.6 第 6回 ラテンアメリカテレ
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 ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
サンパウロ大学　ヒベロンプレト病院 
(ブラジル ), 
ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
Rede Universitaria de Telemedicina 
(ブラジル ), 
バレトス　がん病院 (ブラジル ), 
ゴンザレス総合病院 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
セドナ病院 (メキシコ ), 
メキシコ癌研究所 (メキシコ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
ボリビア・日本消化器センター (ボリ
ビア )

551 2015.8.6 第 2回 ジャパン ラボ 耳鼻科 , 
ライブ

H.323 シアトル科学財団 (アメリカ合衆国 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
京都大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

552 2015.8.11 第 40回 APAN会議 胎児医
療

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo マラヤ大学 (マレーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セベラス・マレット大学　Moewardi 
病院 (インドネシア ), 
香港大学 (香港 ), 
日本大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
マニラ大学総合病院 (フィリピン )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
553 2015.8.11 第 40回 APAN会議 肝臓 肝臓 , 

カンファレンス
Vidyo マラヤ大学 (マレーシア ), 

肝胆道科学センター (インド ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
アーガー・ハーン大学 (パキスタン ), 
バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科
大学 (バングラデシュ ), 
アンバークリニック （アル・リガ） (ア
ラブ首長国連邦 ), 
九州大学病院 (日本 )

554 2015.8.12 第 40回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
GBパント病院 (インド ), 
北京がんセンター (中国 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
千葉大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 )

555 2015.8.12 第 40回　APAN会議　AIG 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 マラヤ大学 (マレーシア ), 
クリス・オブライエン　ライフハウス 
(オーストラリア ), 
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 ), 
復旦大学中山病院 (中国 ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
18　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

556 2015.8.13 第 40回 APAN会議 内視鏡 (
第 5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

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 ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
シンガポール総合病院 (シンガポール ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
グローバルホスピタル（ムンバイ） (イ
ンド ), 
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 ), 
オスロ大学病院 (ノルウェー ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
建国大学病院 (韓国 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
近畿大学 (日本 )

557 2015.8.13 第 40回 APAN会議 低侵襲
外科

外科 , 
カンファレンス

H.323 マラヤ大学 (マレーシア ), 
カリフォルニア大学サンフランシスコ
校　医療センター (アメリカ合衆国 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
ラジャビティ病院 (タイ ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン ), 
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
558 2015.8.13 第 40回 APAN会議 -インド

ネシアライブ
内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

マラヤ大学 (マレーシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア ), 
神戸大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

559 2015.8.13 第 40回 APAN会議 -トレー
ニングレポート

その他 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ハラパンキタ小児医療センター (イン
ドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
ソンクラー大学 (タイ ), 
NASATI オフィス (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

560 2015.8.14 エンジニアワークショップ テクノロジー , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

マラヤ大学 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

561 2015.8.22 第 2回 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 ), 
神戸大学 (日本 )

562 2015.8.24 第 14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 ), 
福岡東医療センター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (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 ), 
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 )

563 2015.9.2 第 2回 インドネシア大学か
らのライブデモ

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo

インドネシア大学 (インドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア )

564 2015.9.4 第 15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 )

565 2015.9.6 第 2回 日本東洋医学会福岡
県部会

東洋医学 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 )

566 2015.9.8 チュラロンコン大学との感染
症テレカンファレンス

感染症 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ )

567 2015.9.21 メキシコ消化器内視鏡学会 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo マサトラン　国際センター (メキシコ ), 
京都府立医科大学 (日本 ), 
アサン医療センター (韓国 )

568 2015.9.28 第 6回 九州・沖縄地域小児
がん医療提供体制協議会

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 ), 
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
569 2015.9.30 第 3回 国立大学病院国際化

プロジェクト全国会議
テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo 京王プラザホテル札幌 (日本 ), 
旭川医科大学 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
浜松医科大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
岡山大学 (日本 ), 
山口大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 )

570 2015.10.2 第 7回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

循環器 , 
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 ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

571 2015.10.7 リオグランデ・ド・スル連邦
大学 ポルト・アレグレ病院
との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 ), 
リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポル
ト・アレグレ病院 (ブラジル )

572 2015.10.9 第 19回 日本遠隔医療学会大
会特別企画　てんかん症例検
討会デモ

神経内科 , 
カンファレンス

H.323 東北大学 (日本 ), 
仙台市戦災復興記念館 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
札幌医科大学 (日本 ), 
気仙沼市立病院 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
群馬大学 (日本 ), 
信州大学 (日本 ), 
大芝医院 (日本 ), 
京都大学 (日本 ), 
徳島大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
潤和会記念病院 (日本 ), 
アル ハイラート パル大学 (インドネシ
ア )

573 2015.10.14 第 18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 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

574 2015.10.19 第 8回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

循環器 , 
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 ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 )

575 2015.10.20 バングラデシュ遠隔医療シン
ポジウム内視鏡ライブ

内視鏡 , 
ライブ

H.323 バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科
大学 (バングラデシュ ), 
アジア消化器センター (インド ), 
九州大学病院 (日本 )

576 2015.10.23 ベトナムとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム )

577 2015.10.26 第 15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 ), 
福岡東医療センター (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
北九州市立八幡病院 (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 ), 
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 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
578 2015.10.27 第 5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 佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
唐津赤十字病院 (日本 ), 
織田病院・祐愛会 (日本 ), 
高木病院・高邦会 (日本 )

579 2015.11.05 タイ、ベトナム、フィリピン
との研修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo バジラ病院 (タイ ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
九州大学病院 (日本 )

580 2015.11.13 第 9回 アジア遠隔医療シン
ポジウム

その他 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

忠北大学 (韓国 ), 
四川大学 (中国 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
TEIN 協力センター (TEIN*CC) (韓
国 ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
ソウル大学ブンダン病院　技師自宅；
ソウル (韓国 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

581 2015.11.16 第 16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 ), 
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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

582 2015.11.18 第 6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

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 ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
タン トク セン病院 (シンガポール ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
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 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 (香港 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
ノボシビルスク州立医科大学　ノボシ
ビルスク州地域病院 (ロシア ), 
名古屋大学 (日本 ), 
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
583 2015.11.19 第 7回 ラテンアメリカテレ

カンファレンス
内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

サンパウロ大学 (ブラジル ), 
バレトス　がん病院 (ブラジル ), 
ブラジル研究教育ネットワーク 遠隔医
療部門 (RUTE) (ブラジル ), 
大阪府立成人病センター (日本 ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
ゴンザレス総合病院 (メキシコ ), 
セドナ病院 (メキシコ ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
九州大学病院 (日本 )

584 2015.11.19 マレーシアとの技術研修報告
会

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo マレーシアプトラ大学 (マレーシア ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

585 2015.11.20 ポルトガル、ブラジルとの内
視鏡研修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 ポルト大学　医学部 , サン ジョアン中
央病院 (ポルトガル ), 
リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポル
ト・アレグレ病院 (ブラジル ), 
九州大学病院 (日本 )

586 2015.11.27 フィリピンとの内視鏡、外科
研修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
九州大学病院 (日本 )

587 2015.11.27 ベトナムとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
バックマイ病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
NASATI オフィス (ベトナム ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
E　ホスピタル (ベトナム )

588 2015.12.13 第 2回 日本東洋医学会福岡
県部会

東洋医学 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 )

589 2015.12.15 大分大学 内視鏡ライブ 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo 大分大学 (日本 ), 
E　ホスピタル (ベトナム ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
フエ大学病院 (ベトナム ), 
ホーチミン市大学医療センター (ベト
ナム ), 
九州大学病院 (日本 )

590 2015.12.15 中国との内視鏡研修報告会 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 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 )

591 2015.12.18 何大学とのテレカンファレン
ス

眼科 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
遼寧何氏医学院 (中国 )

592 2015.12.21 第 17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 ), 
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
593 2015.12.24 超音波内視鏡テレカンファレ

ンス
内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo チュラロンコン大学 (タイ ), 
埼玉医科大学 (日本 ), 
愛知県がんセンター (日本 ), 
東京大学 (日本 ), 
シンガポール総合病院 (シンガポール ), 
九州大学病院 (日本 )

594 2016.1.12 ロシアナースカンファレンス ナース , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
ノボシビルスク州立医科大学　ノボシ
ビルスク州地域病院 (ロシア )

595 2016.1.13 第 19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 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 )

596 2016.1.18 第 18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 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (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 )

597 2016.1.25 第 41回 APAN会議 テクノ
ロジー 2

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
九州大学病院 (日本 ), 
香港大学 (香港 ), 
国家実験研究院 (台湾 )

598 2016.1.26 第 41回 APAN会議 胎児医
療

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
国立シンガポール大学 (シンガポール ), 
健康・治療　診断センター (バングラ
デシュ ), 
セベラス・マレット大学　Moewardi 
病院 (インドネシア ), 
香港大学 (香港 ), 
香港大学 (香港 ), 
National University of Malaysia (マ
レーシア ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
バックマイ病院 (ベトナム )

599 2016.1.26 第 41回 APAN会議 歯科 歯科 , 
カンファレンス

Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
九州大学病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
愛知学院大学 (日本 ), 
ハラパンキタ小児医療センター (イン
ドネシア ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア )

600 2016.1.26 第 41回 APAN会議 AIG 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
アジア消化器センター (インド ), 
アサン医療センター (韓国 ), 
ロイヤル・プリンス・アルフレッド・
ホスピタル (オーストラリア ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
ベズミアレム・ヴァキフ大学 (トルコ ), 
シンガポール総合病院 (シンガポール )



4. 活動実績一覧表
1）オフィシャルイベント

29

番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
601 2016.1.27 第 41回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 

カンファレンス
Vidyo マリオット ホテル マニラ (フィリピ

ン ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン ), 
北京がんセンター (中国 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド ), 
アイルランガ大学 (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 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
キング・ジョージ 医科大学 (インド ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 )

602 2016.1.27 第 41回 APAN会議 内視鏡
(第 7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

マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
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 ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
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 ), 
タタ記念病院 (インド ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
アイルランガ大学 (インドネシア ), 
名古屋大学 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

603 2016.1.28 第 41回 APAN会議 低侵襲
外科

外科 , 
カンファレンス

H.323 マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
カリフォルニア大学サンフランシスコ
校　医療センター (アメリカ合衆国 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
ラジャビティ病院 (タイ ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
サムットプラーカーン病院 (タイ ), 
ソンクラー大学 (タイ ), 
パホンポンパユハセーナー病院 (タイ ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン )

604 2016.1.29 第 41回 APAN会議 エンジ
ニアワークショップ

その他 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

マリオット ホテル マニラ (フィリピ
ン ), 
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 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
NASATI オフィス (ベトナム )



TEMDEC 活動報告 2015

30

番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
605 2016.1.30 第 61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

東京大学 (日本 ), 
旭川医科大学 (日本 ), 
弘前大学 (日本 ), 
岩手医科大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
山形大学 (日本 ), 
群馬大学 (日本 ), 
新潟大学 (日本 ), 
三重大学 (日本 ), 
滋賀医科大学 (日本 ), 
大阪大学 (日本 ), 
岡山大学 (日本 ), 
広島大学 (日本 ), 
愛媛大学 (日本 ), 
高知大学 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 ), 
窪谷産婦人科 (日本 )

606 2016.2.6 第 5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 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
福井赤十字病院 (日本 )

607 2016.2.17 ロボット手術テレカンファレ
ンス

外科 , 
カンファレンス

Vidyo ホテル日航福岡 (日本 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
セントルークス医療センター（ケソン
市） (フィリピン ), 
チョーライ病院 (ベトナム )

608 2016.2.22 第 19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 ),
熊本赤十字病院 (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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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

※ 2015.3.1-2016.2.28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
924 2015.3.2 イベント No.516のため

のテスト
九州大学病院 , 東北大学 , 国立腎臓・移植
センター

日本 , タイ , 
フィリピン

Vidyo

925 2015.3.2 イベント No.519のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
カリフォルニア大学サンフランシスコ校 
医療センター

日本 , タイ , ア
メリカ

Vidyo

926 2015.3.2 APAN-healthcare2のた
めのテスト

福岡国際会議場 , CBNU Incheon, マサ
チューセッツ大学 ローウェル校 , WHO西
太平洋地域事務局 , フィジー国立大学 医
学部 , 高麗大学 , 蘭州大学 , Taiwan EBM 
Assoc

日本 , アメリ
カ , フィリピン , 
フィジー , 韓国 , 
中国 , 台湾

Vidyo

927 2015.3.2 イベント No.518のため
のテスト

福岡国際会議場 , 九州大学病院 , グローバ
ルホスピタル（ムンバイ）, 名古屋大学 , 
マラヤ大学 , チョーライ病院 , ディーナナ
ス・マンゲッシュカー病院

日本 , インド , 
マレーシア , ベ
トナム

Vidyo

928 2015.3.2 イベント No.516のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡国際会議場 , 東北大学 日本 Vidyo

929 2015.3.5 ジョンソン・エンド・ジョ
ンソンへの発表

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 , ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン北京サイエンス
センター , ジョンソン・エンド・ジョンソ
ン上海サイエンスセンター

日本 , 中国 Vidyo

930 2015.3.3 APAN-Healthcare1のた
めのテスト

福岡国際会議場 , カリフォルニア大学
ロサンゼルス校 , National Center for 
Nanoscience and Technology, 韓国国立が
んセンター , Gwangji Institute of Science 
and Technology

日本 , アメリカ , 
中国 , 韓国

H.323

931 2015.3.3 APAN-Healthcare2のた
めのテスト

福岡国際会議場 , マサチューセッツ大学 
ローウェル校 , WHO西太平洋地域事務局 , 
フィジー国立大学 医学部 , 忠北大学 , 蘭
州大学 , Taiwan EBM Association

日本 , アメリカ , 
フィジー , 韓国 , 
中国 , 台湾

Vidyo

932 2015.3.3 イベント No.519のため
のテスト

九州大学病院 , カリフォルニア大学サンフ
ランシスコ校 医療センター , バジラ病院 , 
福岡国際会議場 , 東京医科歯科大学

日本 , アメリカ , 
タイ

Vidyo

933 2015.3.3 イベント No.516のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡国際会議場 , サンウェ
イ・メディカル・センター , 国立腎臓・移
植センター , セントルークス医療センター
（ケソン市）, 千葉大学

日本 , マレーシ
ア , フィリピン

Vidyo

934 2015.3.3 イベント No.518のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡国際会議場 , アサン医
療センター , チャンギ総合病院 , マレーシ
アプトラ大学

日本 , 韓国 , シ
ンガポール , マ
レーシア

Vidyo

935 2015.3.3 APAN-Technology 1 福岡国際会議場 , メンチャカ・グアダラハ
ラ市民病院 , チョーライ病院 , チェコ研究
教育ネットワーク , 肝胆道科学センター , 
マヒドン大学シリラ病院 , 国立台湾大学 , 
国家実験研究院 , リコー香港 , ソウル大学
ブンダン病院 , タイ赤十字社 , マラヤ大
学 , スリジャヤワルダナプラコッテ大学 , 
VINAREN

日本 , メキシコ , 
ベトナム , チェ
コ , インド , タ
イ , 台湾 , 香港 , 
韓国 , マレーシ
ア , スリランカ

Vidyo

936 2015.3.4 イベント No.520のため
のテスト

九州大学病院 , 鹿児島大学 , アイルランガ
大学歯学部

日本 , インドネ
シア

Vidyo

937 2015.3.5 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

938 2015.3.9 福岡大学筑紫病院との会
議

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 H.323

939 2015.3.9 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 日本 , ウガンダ Vidyo

940 2015.3.10 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
941 2015.3.10 イベントNo.521のため

のテスト
九州大学病院 , グアダラハラ大学 , UNAM
医師自宅 , コスタリカ大学

日本 , メキシコ , 
コスタリカ

Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
942 2015.3.10 イベント No.521のため

のテスト
グアダラハラ大学 , アレマナ病院 , メキシコ Vidyo

943 2015.3.11 イベント No.521のため
のテスト

九州大学病院 , 国立警察病院医師自宅 , 大
阪府立成人病センター

日本 , コロンビ
ア

Vidyo

944 2015.3.11 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 日本 , ウガンダ Vidyo

945 2015.3.12 コロンビアの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , グアダ
ラハラ大学 , 国立警察病院

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo

946 2015.3.12 国立がんセンターとのテ
スト

九州大学病院 , 国立がんセンター 日本 DVTS

947 2015.3.15 第 27回胎児心臓病症例
報告会

北海道大学 , 榊原記念病院 , 名古屋大学 , 
富山大学 , 広島大学 , 鳥取大学 , 九州大学
病院 , 神奈川県立こども医療センター , 東
北大学

日本 Vidyo, 
H.323

948 2015.3.16 イベント No.522のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡大学 , 産業医科大学 日本 Vidyo

949 2015.3.16 福岡大学筑紫病院とのテ
スト

九州大学病院 , 福岡大学 , 福岡大学筑紫病
院

日本 DVTS

950 2015.3.17 イベント No.524のため
のテスト

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

951 2015.3.17 イベント No.525のため
のテスト

グローバルホスピタル（ムンバイ）, 九州
大学病院 , オスロ大学病院

日本 , インド , 
ノルウェー

Vidyo

952 2015.3.17 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 , 福井大学 日本 , ウガンダ Vidyo

953 2015.3.19 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

954 2015.3.19 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo

955 2015.3.19 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 高知大学 日本 Vidyo

956 2015.3.19 チャンギ総合病院とのテ
スト

九州大学病院 , チャンギ総合病院 日本 , シンガ
ポール

Vidyo

957 2015.3.19 国立がんセンターとのテ
スト

九州大学病院 , 国立がんセンター 日本 Vidyo

958 2015.3.19 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 , 福井大学 日本 , ウガンダ H.323

959 2015.3.23 イベント No.525のため
のテスト

グローバルホスピタル（ムンバイ）, 九州
大学病院 , チョーライ病院 , 肝胆道科学セ
ンター

日本 , ベトナム , 
インド

H.323, 
Vidyo

960 2015.3.25 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo

961 2015.3.25 Kanto LAGのためのテス
ト

九州大学病院 , 高知大学 日本 Vidyo

962 2015.3.25 イベント No.523のため
のテスト

九州大学病院 , マケレレ大学 , 福井大学 日本 , ウガンダ H.323, 
Vidyo

963 2015.3.25 東北胎児セミナー 東北大学 , ユビテック , 神奈川胎児エコー
研究会事務局

日本 Vidyo,
H.323, 
Streaming

964 2015.3.26 胎児の会議 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo
965 2015.3.30 PTのテスト 九州大学病院 , 鳥取大学病院 日本 H.323
966 2015.3.30 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 , 産業医科大学 , 名古屋大学 , 
北海道大学病院 , 千葉大学 , ジョンソン &
ジョンソン MIT, 近畿大学病院

日本 Vidyo

967 2015.3.30 日本手術看護学会第 2回
WEB会議

北海道大学病院 , 社会医療法人母恋 日鋼
記念病院 , 旭川赤十字病院 , JA 北海道厚
生連 帯広厚生病院 , 市立旭川病院 , 市立
札幌病院 , KKR 札幌医療センター

日本 Vidyo

968 2015.3.31 コロンビアとの会議 九州大学病院 , RENATA, 国立警察病院 , 
TV Prensa

日本 , コロンビ
ア

H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
969 2015.3.31 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
970 2015.3.31 PTのテスト 九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo
971 2015.3.31 チュラロンコン大学との

会議
九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo

972 2015.3.31 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , APAN-JP, 
LEARN-LK, 九州大学

日本 , 中国 , ス
リランカ

H.323

973 2015.3.31 国立がんセンターとの会
議

九州大学病院 , 国立がんセンター 日本 Vidyo

974 2015.3.31 PTのテスト 九州大学病院 , 大阪大学 日本 Vidyo
975 2015.4.1 メキシコとの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー

プマサトラン病院 , CUDI, CUDI技師自
宅 , 国立警察病院医師自宅

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo

976 2015.4.2 PTのテスト 九州大学病院 , 鳥取大学病院 日本 H.323
977 2015.4.2 PTのテスト 九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo
978 2015.4.3 PTのテスト 九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo
979 2015.4.6 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
980 2015.4.6 PTヒアリング 九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo
981 2015.4.6 PTヒアリング 九州大学病院 , 大阪大学 日本 Vidyo
982 2015.4.7 イベント No.526のため

のテスト
九州大学病院 , ボリビア・日本消化器セン
ター

日本 , ボリビア H.323

983 2015.4.7 チュラロンコン大学との
会議

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ H.323

984 2015.4.7 MICの会議 九州大学 , 他 日本 Vidyo
985 2015.4.8 胎児の会議 東北大学 , 石巻赤十字病院 , 宮城県立こど

も病院
日本 Vidyo, 

H.323
986 2015.4.9 PTのテスト 九州大学病院 , 山口大学 日本 Vidyo
987 2015.4.9 イベント No.532のため

のテスト
九州大学病院 日本 Vidyo

988 2015.4.10 PTヒアリング 九州大学病院 , 鳥取大学病院 日本 H.323
989 2015.4.10 PTヒアリング 九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo
990 2015.4.11 胎児MRIのカンファレ

ンス
台児診所 台湾 Vidyo

991 2015.4.13 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
992 2015.4.14 PTヒアリング 九州大学病院 , 山口大学 日本 Vidyo
993 2015.4.14 コロンビア liveの会議 国立警察病院医師自宅 , グアダラハラ大

学 , 九州大学病院
コロンビア , メ
キシコ , 日本

Vidyo

994 2015.4.14 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

995 2015.4.15 イベント No.527のため
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

996 2015.4.15 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

997 2015.4.16 イベント No.527のため
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

998 2015.4.16 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

999 2015.4.16 東北大学と宮城県立こど
も病院との会議

東北大学 , 宮城県立こども病院 , ユビテッ
ク

日本 H.323, 
Vidyo

1000 2015.4.16 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

1001 2015.4.17 イベント No.527のため
のテスト

ライエルマクユーイング病院 , ライエルマ
クユーイング病院医師自宅 , 九州大学病院

オーストラリ
ア , 日本

Vidyo

1002 2015.4.17 イベント No.528のため
のテスト

ラゴス大学教育病院 , 九州大学病院 ナイジェリア , 
日本

Vidyo

1003 2015.4.21 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
1004 2015.4.21 イベント No.532のため

のテスト
九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
鹿児島大学

日本 , 韓国 Vidyo, 
H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1005 2015.4.21 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , MYREN, 

APAN-JP, LEARN-LK, バンドン工科大
学 , TERENA, シンガポール AREN, etc

日本 , 中国 , マ
レーシア , スリ
ランカ , インド
ネシア , オラン
ダ , シンガポー
ル , 他

H.323

1006 2015.4.21 APAN_Med 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
APAN-JP, VINAREN, 肝胆道科学セン
ター , ASTI, マヒドン大学シリラ病院 , ア
ジア消化器センター , マラヤ大学

日本 , 韓国 , ベ
トナム , インド , 
フィリピン , タ
イ , マレーシア

H.323

1007 2015.4.22 遠隔胎児心エコーセミ
ナー

東北大学 , ユビテック , 神奈川胎児エコー
研究会事務局

日本 Vidyo,  
H.323,  
Streaming

1008 2015.4.22 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1009 2015.4.23 イベント No.531のため
のテスト

チュラロンコン大学 , 九州大学病院 タイ , 日本 H.323

1010 2015.4.24 国立台湾大学からのデモ 国立台湾大学 , NARLabs, VINAREN, メ
ンチャカ・グアダラハラ市民病院 , 九州大
学病院

台湾 , ベトナム , 
メキシコ , 日本

H.323

1011 2015.4.24 イベント No.529のため
のテスト

九州大学病院 , 東京医科歯科大学 , 大分大
学 , 高知大学

日本 Vidyo

1012 2015.4.27 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo

1013 2015.4.28 コロンビアとの打ち合わ
せ

九州大学病院 , グアダラハラ大学 , 国立警
察病院医師自宅 , RENATA, TV Prensa

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo, 
H.323

1014 2015.4.28 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1015 2015.4.30 胎児の会議 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo
1016 2015.4.30 マレーシア・イスラム科

学大学とのテスト
マレーシア・イスラム科学大学 , 九州大学
病院

マレーシア , 日
本

Vidyo

1017 2015.5.7 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

1018 2015.5.11 武田総合病院とのテスト 九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo
1019 2015.5.12 コロンビアとの会議 九州大学病院 , グアダラハラ大学 , 国立

警察病院医師自宅 , RENATA技師自宅 , 
UNAM医師自宅 , CUDI技師自宅

日本 , メキシコ , 
コロンビア

Vidyo

1020 2015.5.13 メキシコとの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー
プマサトラン病院 , CUDI技師自宅 , グア
ダラハラ大学

日本 , メキシコ Vidyo

1021 2015.5.13 ノボシビルスク州立医科
大学ノボシビルスク州地
域病院との接続テスト

九州大学病院 , ノボシビルスク州立医科大
学ノボシビルスク州地域病院

日本 , ロシア H.323

1022 2015.5.14 MEDDECとのテスト 九州大学病院 , 神戸医療機器開発センター 日本 Vidyo
1023 2015.5.17 日本手術看護学会第 3回

WEB会議
北海道大学病院 , 日鋼記念病院 , 市立旭川
病院 , 釧路労災病院 , 市立札幌病院 , 札幌
医科大学附属病院 , 旭川日赤病院

日本 Vidyo

1024 2015.5.18 イベント No.534のため
のテスト

九州大学病院 , 佐賀大学 , 熊本赤十字病院 , 
宮崎県立宮崎病院 , 鹿児島市立病院

日本 Vidyo

1025 2015.5.19 チュラロンコン大学との
テスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ H.323

1026 2015.5.20 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1027 2015.5.21 遠隔セミナーのためのテ

スト
東北大学 , 宮城県立こども病院 , MMWIN, 
NSD, ビジョンブリッジ

日本 Vidyo, 
H.323

1028 2015.5.21 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

1029 2015.5.22 歯科 特定共同指導のため
のテスト

九州大学病院 日本 H.323

1030 2015.5.22 ノボシビルスク州立医科
大学ノボシビルスク州地
域病院との接続テスト

九州大学病院 , ノボシビルスク州立医科大
学ノボシビルスク州地域病院

日本 , ロシア Vidyo, 
H.323

1031 2015.5.22 武田総合病院との会議 九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1032 2015.5.22 佐野病院との会議 九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo
1033 2015.5.25 特定共同指導のためのテ

スト
九州大学病院 日本 H.323

1034 2015.5.25 イベント No.536のため
のテスト

九州大学病院 , スマトラウタラ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

1035 2015.5.26 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1036 2015.5.26 神戸大学との会議 九州大学病院 , 神戸大学 , 神戸医療機器開

発センター
日本 Vidyo

1037 2015.5.26 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , MYREN, 
APAN-JP, LEARN-LK, TERENA, 国立台
湾大学 , etc

日本 , 中国 , マ
レーシア , スリ
ランカ , オラン
ダ , 台湾 , 他

H.323

1038 2015.5.26 医工連携　５限目 九州大学病院 日本 H.323
1039 2015.5.27 ベトナムとの会議 九州大学病院 , VINAREN 日本 , ベトナム H.323
1040 2015.5.27 ATSのための会議 九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ H.323
1041 2015.5.27 APAN_Med マヒドン大学シリラ病院 , MedRIC, ソ

ウル大学ブンダン病院 , 九州大学病院 , 
VINAREN, 国立台湾大学 , マラヤ大学 , 
アジア消化器センター

タイ , 韓国 , 日
本 , ベトナム , 
台湾 , マレーシ
ア , インド

H.323

1042 2015.5.27 ノボシビルスク州立医科
大学ノボシビルスク州地
域病院との接続テスト

九州大学病院 , ノボシビルスク州立医科大
学ノボシビルスク州地域病院

日本 , ロシア Vidyo, 
H.323

1043 2015.5.27 遠隔胎児心エコーセミ
ナー

東北大学 , 他 日本 Vidyo,  
H.323, 
Streaming

1044 2015.5.28 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , RENATA, グアダラハラ大
学

日本 , コロンビ
ア , メキシコ

Vidyo

1045 2015.5.28 イベント No.537のため
のテスト

マラヤ大学 , 香港中文大学プリンスオブ
ウェールズ病院

マレーシア , 香
港

Vidyo

1046 2015.5.29 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , RENATA, グアダラハラ大
学

日本 , コロンビ
ア , メキシコ

Vidyo

1047 2015.5.29 イベント No.537のため
のテスト

チュラロンコン大学 , ディーナナス・マン
ゲッシュカー病院 , 名古屋大学 , チャンギ
総合病院

タイ , インド , 
日本 , シンガ
ポール

Vidyo

1048 2015.5.29 特定共同指導のための接
続

九州大学病院 日本 H.323

1049 2015.5.31 第 28回胎児心臓病症例
報告会

神奈川こども医療センター , 渡辺病院 , 他 日本 Vidyo, 
H.323, 
Streaming

1050 2015.6.1 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo

1051 2015.6.2 イベント No.537のため
のテスト

九州大学病院 , 名古屋大学 , 南オーストラ
リア保健局

日本 , オースト
ラリア

Vidyo, 
H.323

1052 2015.6.3 イベント No.537のため
のテスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo

1053 2015.6.4 メキシコとの会議 九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー
プマサトラン病院

日本 , メキシコ Vidyo

1054 2015.6.4 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo

1055 2015.6.5 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 H.323
1056 2015.6.5 神奈川胎児エコー研究会

事務局とのテスト
九州大学病院 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1057 2015.6.5 アドバンス講座のための
会議

九州大学病院 , ビジョンブリッジ , 仙台屋
外

日本 Vidyo

1058 2015.6.11 胎児の会議 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo, 
H.323

1059 2015.6.12 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 武田総合病院 日本 Vidyo

1060 2015.6.12 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 , ホテルプレミア
ムグリーンソブリン

日本 Vidyo
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1061 2015.6.14 北海道手術看護認定看護

師会議
北海道大学病院 , 釧路孝仁会記念病院 , 日
鋼記念病院 , 函館五稜郭病院 , 旭川医科大
学病院 , 釧路労災病院 , 市立札幌病院 , 札
幌医科大学附属病院 , JA 北海道厚生連 帯
広厚生病院 , KKR 札幌医療センター 

日本 Vidyo

1062 2015.6.15 近畿大学とのテスト 九州大学病院 , 近畿大学 日本 Vidyo
1063 2015.6.15 イベント No.539のため

のテスト
九州大学病院 , 沖縄県立南部医療セン
ター , 宮崎県立宮崎病院 , 大分大学

日本 Vidyo

1064 2015.6.15 MICの会議 九州大学病院 , 他 日本 H.323
1065 2015.6.16 筑波大学 , チョーライ病

院とのテスト
筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 日本 , ベトナム Vidyo

1066 2015.6.22 APAN_Med 九州大学病院 , アジア消化器センター , マ
ラヤ大学 , VINAREN, ブエノスアイレス
のホテル , チョーライ病院 , 香港大学 , 肝
胆道科学センター , 国立台湾大学

日本 , インド , 
マレーシア , ベ
トナム , アルゼ
ンチン , 香港 , 
台湾

H.323, 
Vidyo

1067 2015.6.22 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

千葉大学 , 名古屋大学 , 北海道大学病院 , 
斗南病院 , 近畿大学病院 , 産業医科大学 , 
ジョンソン &ジョンソン MIT, 九州大学
病院

日本 Vidyo

1068 2015.6.23 イベント No.540のため
のテスト

九州大学病院 , クラウンプラザ テケンダ
マ ボゴタ , グアダラハラ大学

日本 , コロンビ
ア , メキシコ

Vidyo

1069 2015.6.23 APAN-PC 清華大学 , ITB, APAN-JP, シンガポール
AREN, TERENA, TEIN

中国 , インドネ
シア , 日本 , シ
ンガポール , オ
ランダ , 韓国

H.323

1070 2015.6.24 遠隔胎児心エコーセミ
ナー

東北大学 , ビジョンブリッジ , 他 日本 Vidyo, 
H.323, 
Streaming

1071 2015.6.25 イベント No.540のため
のテスト

クラウンプラザ テケンダマ ボゴタ , 佐野
病院 , 武田総合病院

コロンビア , 日
本

Vidyo

1072 2015.6.26 イベント No.540のため
のテスト

クラウンプラザ テケンダマ ボゴタ , 佐野
病院 , 武田総合病院

コロンビア , 日
本

Vidyo

1073 2015.6.26 イベント No.541のため
のテスト

九州大学病院 日本 Vidyo

1074 2015.6.29 イベント No.542のため
のテスト

佐賀大学 , 佐賀県医療センター好生館 , 唐
津赤十字病院 , 織田病院

日本 Vidyo

1075 2015.6.30 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1076 2015.6.30 バムルンラード病院との

テスト
九州大学病院 , バムルンラード病院 日本 , タイ Vidyo

1077 2015.7.2 イベント No.543のため
のテスト

九州大学病院 , バジェ大学 日本 , コロンビ
ア

Vidyo

1078 2015.7.2 何大学とのテスト 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1079 2015.7.6 宮崎大学とのテスト 九州大学病院 , 宮崎大学 日本 H.323
1080 2015.7.6 国際化 PT打ち合わせ 九州大学病院 , 大阪大学 , 北海道大学 日本 Vidyo
1081 2015.7.6 東北胎児セミナーの打ち

合わせ
九州大学病院 , 東北大学 , 神奈川胎児エ
コー研究会事務局 , 東北大学技師自宅 , 
NSD, Vidyo Japan オフィス

日本 Vidyo

1082 2015.7.7 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , APAN-JP, 
LEARN-LK, SingAREN, ITB

日本 , 中国 , ス
リランカ , シン
ガポール , イン
ドネシア

H.323

1083 2015.7.8 イベント No.543のため
のテスト

九州大学病院 , バジェ大学 日本 , コロンビ
ア

Vidyo

1084 2015.7.8 APAN_Med 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
VINAREN, 国立台湾大学 , マヒドン大
学シリラ病院 , アジア消化器センター , 
APAN-JP, 忠北大学

日本 , 韓国 , ベ
トナム , 台湾 , 
タイ , インド

H.323, 
Vidyo

1085 2015.7.9 シアトル科学財団との打
ち合わせ

九州大学病院 , シアトル科学財団 日本 , アメリカ H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1086 2015.7.10 イベント No.544のため

のテスト
九州大学病院 日本 H.323

1087 2015.7.15 ATSのための会議 忠北大学 , 九州大学病院 韓国 , 日本 H.323
1088 2015.7.21 イベント No.557のため

のテスト
九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
チュラロンコン大学 , バジラ病院 , ラジャ
ビティ病院

日本 ,タイ H.323

1089 2015.7.21 イベント No.546のため
のテスト

九州大学病院 , 宮崎県立宮崎病院 , 佐賀大
学病院

日本 Vidyo

1090 2015.7.22 MedRICとのテスト MedRIC, 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo
1091 2015.7.22 香港大学とのテスト 九州大学病院 , 香港大学 日本 , 香港 H.323
1092 2015.7.24 イベント No.547のため

のテスト
九州大学病院 , RADEI 日本 , ドミニカ

共和国
Vidyo

1093 2015.7.24 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1094 2015.7.26 第 29回胎児心臓病症例

報告会のための打ち合わ
せ

神奈川県立こども医療センター , 東京都立
小児総合医療センター , 慶應大学 , ビジョ
ンブリッジ , 他

日本 Vidyo

1095 2015.7.28 セントルークス医療セン
ター（ケソン市）とのテ
スト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター（ケソン市）

日本 , フィリピ
ン

H.323

1096 2015.7.28 イベント No.548のため
のテスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo

1097 2015.7.28 APAN-PC 九州大学病院 , 清華大学 , APAN-JP, 
APAN-LK, シンガポール AREN, ITB, 
APAN-MY, 他

日本 , 中国 , ス
リランカ , シン
ガポール , マ
レーシア

H.323

1098 2015.7.28 APAN_Med 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 , セントルーク
ス医療センター（ケソン市）, 香港大学 , 
アジア消化器センター , 肝胆道科学セン
ター , APAN-JP, チョーライ病院 , マラヤ
大学

日本 , タイ , 韓
国 , フィリピン , 
香港 , インド , 
ベトナム , マ
レーシア

H.323

1099 2015.7.28 近畿大学との打ち合わせ 九州大学病院 , 近畿大学 日本 Vidyo
1100 2015.7.29 ATSのための会議 忠北大学 , 九州大学病院 , Health Science 

Research Information Center
韓国 , 日本 Vidyo

1101 2015.7.29 イベント No.548のため
のテスト

九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 日本 Vidyo

1102 2015.7.29 イベント No.567のため
のテスト

九州大学病院 , 京都府立医科大病院 日本 Vidyo

1103 2015.7.29 イベント No.551のため
のテスト

九州大学病院 , 京都大学 日本 H.323

1104 2015.7.30 イベント No.551のため
のテスト

九州大学病院 , シアトル科学財団 , 京都大
学 , 琉球大学

日本 , アメリカ H.323

1105 2015.7.30 イベント No.567の打ち
合わせ

九州大学病院 , UNAM医師自宅 , シャー
プマサトラン病院 , CUDI技師自宅 , 
APAN-JP, 京都府立医科大学

日本 , メキシコ Vidyo

1106 2015.7.30 動物ハンズオンセミナー
のための打ち合わせ

九州大学病院 , 神戸医療機器開発センター 日本 Vidyo

1107 2015.7.30 何大学とのテスト 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1108 2015.7.30 イベント No.555のため

のテスト
九州大学病院 , VINAREN, アジア消化器
センター , Chris O'Brien Lifehouse, 108 
陸軍中央病院 , 復旦大学中山病院

日本 , ベトナム , 
インド , オース
トラリア , 中国

H.323

1109 2015.8.3 FESのためのテスト アクロス福岡 日本 Vidyo
1110 2015.8.3 イベント No.556のため

のテスト
九州大学病院 , 名古屋大学 , ディーナナ
ス・マンゲッシュカー病院 , 国立がんセン
ター

日本 , インド Vidyo

1111 2015.8.4 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Skype
1112 2015.8.4 イベント No.554のため

のテスト
九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
千葉大学 , アイルランガ大学

日本 , インドネ
シア

Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1113 2015.8.5 イベント No.550のため

のテスト
アレマナ病院 , サンパウロ大学 ヒベロン
プレト病院 , ゴンザレス総合病院 , コスタ
リカ大学 , Hosp Sedna

チリ , ブラジル , 
メキシコ , コス
タリカ

Vidyo

1114 2015.8.5 何大学とテスト 何大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323
1115 2015.8.5 イベント No.555のため

のテスト
アジア消化器センター , VINAREN, 他 インド , ベトナ

ム
H.323

1116 2015.8.5 イベント No.556のため
のテスト

チャンギ総合病院 , 近畿大学 , チョーライ
病院 , オスロ大学病院

シンガポール , 
日本 , ベトナム , 
ノルウェー

Vidyo

1117 2015.8.5 アドバンス講座ミーティ
ング

旭川厚生病院 , 弘前大学 , 群馬大学 , 神奈
川県立こども医療センター , 中京こども
ハートセンター , 長浜赤十字病院 , 大阪大
学 , 岡山大学 , 九州大学病院 , 東北大学 , 
ビジョンブリッジ , NSD, NTT-AT

日本 Vidyo

1118 2015.8.6 イベント No.557のため
のテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
チュラロンコン大学 , バジラ病院 , ラジャ
ビティ病院 , カリフォルニア大学サンフラ
ンシスコ校 医療センター

日本 , タイ , ア
メリカ

H.323

1119 2015.8.6 イベント No.558のため
のテスト

九州大学病院 , インドネシア大学 , スマト
ラウタラ大学

日本 , インドネ
シア

Vidyo, 
H.323

1120 2015.8.7 九州胃拡大内視鏡研究会
の打合せ

九州大学病院 , 順天堂大学 , 神戸大学 日本 Vidyo

1121 2015.8.7 イベント No.554のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
北海道大学 , 千葉大学 , 国立腎臓・移植セ
ンター , アイルランガ大学

日本 , 韓国 , 
フィリピン , イ
ンドネシア

Vidyo

1122 2015.8.10 イベント No.554のため
のテスト

九州大学病院 , カトマンズモデル病院 , 千
葉大学 , 北京がんセンター , アイルランガ
大学 , サンウェイ・メディカル・センター , 
ビエット ドゥック病院 , 国立腎臓・移植
センター , GBパント病院

日本 , ネパール , 
中国 , インドネ
シア , マレーシ
ア , ベトナム , 
フィリピン , イ
ンド

Vidyo

1123 2015.8.10 イベント No.559のため
のテスト

九州大学病院 , アイルランガ大学 , ブラ
ウィジャヤ大学 , etc

日本 , インドネ
シア

Vidyo

1124 2015.8.10 イベント No.556のため
のテスト

アデレード大学 , シンガポール総合病院 , 
グローバルホスピタル（ムンバイ）

オーストラリ
ア , シンガポー
ル , インド

Vidyo

1125 2015.8.11 イベント No.560のため
のテスト

マラヤ大学 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

H.323

1126 2015.8.11 APAN40-Healthcare2 マラヤ大学 , ソウル大学病院 , 
Gamification and Enabling Technologies 
Strategic Solutions, 仁済大学 , KISTI, 四
川大学

マレーシア , 韓
国 , イギリス , 
中国

Vidyo

1127 2015.8.12 APAN40-Healthcare1 マラヤ大学 , コロラド大学 デンバー
校 アンシュッツ医療キャンパス , マ
サチューセッツ大学 ローウェル校 , 
National Professional Science Master's 
Association, 忠北大学

マレーシア , ア
メリカ , 韓国

Vidyo

1128 2015.8.13 APAN40-Technology マラヤ大学 , 香港大学 , スリジャヤワルダ
ナプラコッテ大学 , ASTI, 肝胆道科学セン
ター , NARLabs, Benemérita University 
of Guadalajara, シアトル科学財団 , 国立
台湾大学 ,九州大学病院

マレーシア , 香
港 , スリランカ , 
フィリピン , イ
ンド , 台湾 , メ
キシコ , アメリ
カ , 日本

Vidyo

1129 2015.8.17 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1130 2015.8.18 イベント No.562のため

のテスト
福岡大学病院 , 大分県立病院 , 佐賀大学 , 
福岡東医療センター , 九州大学病院

日本 Vidyo

1131 2015.8.18 ＰＴのテスト 九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo
1132 2015.8.18 ＰＴのテスト 九州大学病院 , 旭川医科大学 日本 H.323
1133 2015.8.19 ＰＴのテスト 九州大学病院 , 広島大学 , 名古屋大学 日本 Vidyo
1134 2015.8.19 マヒドン大学シリラ病院

とのテスト
九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ H.323

1135 2015.8.20 イベント No.561のため
のテスト

神戸大学 , 順天堂大学 , 九州大学病院 日本 H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1136 2015.8.20 アドバンス講座技術者会

議
九州大学病院 , 愛媛大学 , NTT東日本技
師自宅 , NSD, ビジョンブリッジ

日本 Vidyo, 
H.323

1137 2015.8.20 マヒドン大学シリラ病院
とのテスト

九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ Vidyo, 
H.323

1138 2015.8.22 ILBS live 肝胆道科学センター インド Vidyo
1139 2015.8.25 MEDDECとの打ち合わ

せ
九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo

1140 2015.8.26 イベント No.567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

1141 2015.8.26 AMEGのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , アサン医療センター , 
UNAM医師自宅 , CUDI技師自宅 , Indie 
Producciones

日本 , 韓国 , メ
キシコ

Vidyo

1142 2015.8.26 胎児心臓病学会遠隔配信
セミナー　テレビ会議

東北大学 , 東京都立小児総合医療セン
ター , 慶応大学 , 久留米大学 , 正岡病院 , 
徳島大学 , ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1143 2015.8.26 PTのためのテスト 九州大学病院 , 東京大学 日本 Vidyo
1144 2015.8.27 JapanBiodesignの打ち

合わせ
スタンフォード大学 , マヒドン大学シリラ
病院 , 九州大学病院 , メドベンチャーパー
トナーズ

アメリカ , タイ , 
日本

Vidyo

1145 2015.8.26 PTのためのテスト 九州大学病院 , 高知大学 , 岡山大学 日本 Vidyo
1146 2015.8.26 イベント No.567の打ち

合わせ
九州大学病院 , 京都府立医科大学 日本 Vidyo

1147 2015.8.28 PTのためのテスト 九州大学病院 , 福井大学 , 大阪大学 , 滋賀
医科大学 , 三重大学 , 神奈川こども医療セ
ンター , 弘前大学

日本 Vidyo

1148 2015.8.31 PTのためのテスト 九州大学病院 , 鹿児島大学 , 東北大学 , 大
阪大学

日本 Vidyo

1149 2015.8.31 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1150 2015.8.31 PTヒアリング　胎児分

科会
大阪大学 , 岡山大学 , 鹿児島大学 , 弘前大
学 , 高知大学 , 琉球大学 , 名古屋大学 , 滋
賀医科大学 , 三重大学 , 東北大学 , 九州大
学病院

日本 Vidyo

1151 2015.8.31 神奈川胎児エコー研究会
事務局とのテスト

九州大学病院 , 神奈川胎児エコー研究会事
務局

日本 H.323

1152 2015.9.1 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1153 2015.9.1 イベント No.564のため

のテスト
九州大学病院 , 産業医科大学 日本 Vidyo

1154 2015.9.2 イベント No.564のため
のテスト

九州大学病院 , 藤元総合病院 日本 Vidyo

1155 2015.9.3 イベント No.567の打ち
合わせ

九州大学病院 , シャープマサトラン病院 , 
UNAM, 大阪府立成人病センター , 京都府
立医科大学 , CUDI技師自宅

日本 , メキシコ Vidyo

1156 2015.9.3 小児がん拠点症例検討会
のためのテスト

九州大学病院 , 長崎大学 日本 Vidyo

1157 2015.9.4 イベント No.567のため
のテスト

九州大学病院 , Mazatlan Internatoinal 
Center, CUDI技師自宅

日本 , メキシコ Vidyo

1158 2015.9.4 イベント No.565のため
のテスト

九州大学病院 , 鹿児島大学					 日本 Vidyo, 
H.323

1159 2015.9.7 PTのためのテスト 九州大学病院 , 鳥取大学 日本 Vidyo
1160 2015.9.7 PT分科会　ロシア 北海道大学 , 新潟大学 , 筑波大学 , 鳥取大

学 , 九州大学病院
日本 Vidyo

1161 2015.9.7 PT分科会　整形外科 大阪大学 , 福井大学 , 三重大学 , 九州大学
病院

日本 Vidyo

1162 2015.9.8 セントルークス医療セン
ター（ケソン市）とのテ
スト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター（ケソン市）

日本 , フィリピ
ン

H.323

1163 2015.9.8 イベント No.566のため
のテスト

九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ H.323
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1164 2015.9.8 APAN_Med 九州大学病院 , アジア消化器センター , 国

立台湾大学 , チョーライ病院 , ソウル大学 , 
VinaREN, マヒドン大学シリラ病院 , セン
トルークス医療センター（ケソン市）, チュ
ラロンコン大学

日本 , インド , 
台湾 , ベトナ
ム , 韓国 , タイ , 
フィリピン

H.323

1165 2015.9.8 PT分科会　内視鏡１ 大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1166 2015.9.9 AMEGテレミーティング 九州大学病院 , シャープマサトラン病院 , 

UNAM, CUDI技師自宅
日本 , メキシコ Vidyo

1167 2015.9.9 PT分科会　内視鏡２ 名古屋大学 , 神戸大学 , 広島大学 , 九州大
学病院

日本 Vidyo

1168 2015.9.10 JIPMERとのテスト 九州大学病院 , JIPMER 日本 , インド H.323
1169 2015.9.11 何大学との会議　眼科 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1170 2015.9.11 PT分科会　眼科 旭川医科大学 , 九州大学病院 日本 H.323
1171 2015.9.12 てんかん症例検討会 東北大学 , 信州大学 , 九州大学 日本 H.323
1172 2015.9.13 第 29回胎児心臓病症例

報告会
旭川医科大学 , 北海道大学 , 東北大学 , 群
馬大学 , 榊原記念病院 , 岡山大学 , 九州大
学病院 , 鹿児島大学

日本 Vidyo, 
H.323

1173 2015.9.16 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1174 2015.9.16 BDとの打ち合わせ 九州大学病院 , BSMMU, BdREN 日本 , バングラ

デシュ
H.323

1175 2015.9.17 Vladivostok Railway 
Clinical Hospとのテスト

九州大学病院 , Vladivostok Railway 
Clinical Hosp

日本 , ロシア H.323

1176 2015.9.17 メキシコとの会議 九州大学病院 , メキシコのホテル 日本 , メキシコ Vidyo
1177 2015.9.17 小児がん拠点症例検討会

のためのテスト
九州大学病院 , 宮崎大学 日本 Vidyo

1178 2015.9.18 イベント No.567のため
のテスト

マサトラン 国際センター , CUDI技師自
宅 , 京都府立医科大学 , NSD, アサン医療
センター

メキシコ , 日本 , 
韓国

Vidyo

1179 2015.9.19 イベント No.567のため
のテスト

マサトラン 国際センター , CUDI技師自
宅

メキシコ , 日本 Vidyo

1180 2015.9.24 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1181 2015.9.24 ＰＴ全国会議のテスト 九州大学病院 , 浜松医科大学 , 旭川医科大

学
日本 Vidyo

1182 2015.9.25 Japan Biodesign 大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード大学 , メドテックイノベーション
協会 , 九州大学病院

日本 , アメリカ Vidyo

1183 2015.9.25 何大学とテスト 九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323
1184 2015.9.26 Kanto LAG 東京医科歯科大学 日本 Vidyo, 

Streaming
1185 2015.9.28 筑波大学 , チョーライ病

院とのテスト
筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 日本 , ベトナム Vidyo

1186 2015.9.28 佐賀大学との打ち合わせ 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1187 2015.9.28 フエ中央病院とのテスト 九州大学病院 , フエ中央病院 , チョーライ

病院
日本 , ベトナム Vidyo

1188 2015.9.29 JIPMERとのテスト 九州大学病院 , JIPMER 日本 , インド Vidyo, 
H.323

1189 2015.9.30 Vladivostok Railway 
Clinical Hospとのテスト

九州大学病院 , Vladivostok Railway 
Clinical Hosp

日本 , ロシア Vidyo

1190 2015.10.1 リオグランデ・ド・スル
連邦大学 ポルト・アレグ
レ病院とのテスト

リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポルト・
アレグレ病院 , 九州大学病院

ブラジル , 日本 H.323

1191 2015.10.1 決断科学セミナー 九州大学病院 , 九州大学伊都キャンパス , 
九州大学水産実験所

日本 H.323

1192 2015.10.2 イベント No.605のため
のテスト

名古屋大学 , 愛媛大学 , 群馬大学 , 広島大
学 , 山形大学 , 旭川医科大学 , 弘前大学 , 
ビジョンブリッジ , 九州大学病院

日本 H.323

1193 2015.10.2 ポルト大学　医学部 , サ
ン ジョアン中央病院との
テスト

ポルト大学　医学部 , サン ジョアン中央
病院 , リオグランデ・ド・スル連邦大学 
ポルト・アレグレ病院 , 九州大学病院

ポルトガル , ブ
ラジル , 日本

H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1194 2015.10.6 BdRENとの打ち合わせ BdREN, ソウル大学ブンダン病院 , 九州

大学病院
バングラデ
シュ , 韓国 , 日
本

H.323

1195 2015.10.8 MMWIMおよび
VidyoRoomを使用した遠
隔診断の実験

石巻赤十字病院 , 仙台赤十字病院 , あべク
リニック産科婦人科 , 東北大学 , 宮城こど
も病院 , 他

日本 Vidyo, 
H.323

1196 2015.10.13 イベント No.574のため
のテスト

九州大学病院 , BSMMU 日本 , バングラ
デシュ

H.323

1197 2015.10.13 APAN41 PC 九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
ASTI, LEARN, APAN技師自宅；キャン
ベラ , GEAMT技師自宅：アムステルダム , 
他

日本 , 中国 , 韓
国 , フィリピ
ン , スリランカ , 
オーストラリ
ア , オランダ

H.323

1198 2015.10.14 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1199 2015.10.14 BSMMUとのテスト 九州大学病院 , BSMMU 日本 , バングラ

デシュ
H.323

1200 2015.10.14 APAN_Med 九州大学病院 , マヒドン大学シリラ病院 , 
国立台湾大学技師自宅；台北 , MedRIC, 
香港大学 , ソウル大学ブンダン病院 , セン
トルークス医療センター（ケソン市）, ア
ジア消化器センター , ASTI技師自宅；マ
ガランガ , 他

日本 , タイ , 台
湾 , 韓国 , 香港 , 
フィリピン , イ
ンド

H.323, 
Vidyo

1201 2015.10.14 イベント No.573のため
のテスト

筑波大学 , チョーライ病院 , 九州大学病院 , 
108 陸軍中央病院 , フエ中央病院

日本 , ベトナム Vidyo

1202 2015.10.15 イベント No.605のため
のテスト

岩手医科大学 , 東北大学 , 琉球大学 , 滋賀
医科大学 , 岡山大学 , ビジョンブリッジ , 
九州大学病院

日本 H.323

1203 2015.10.15 イベント No.574のため
のテスト

九州大学病院 , BSMMU, アジア消化器セ
ンター

日本 , バングラ
デシュ , インド

H.323

1204 2015.10.19 イベント No.574のため
のテスト

九州大学病院 , BSMMU, アジア消化器セ
ンター

日本 , バングラ
デシュ , インド

H.323

1205 2015.10.19 北海道大学病院症例検討
会のためのテスト

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本 Vidyo

1206 2015.10.20 イベント No.577のため
のテスト

九州大学病院 , 大分大学 , 宮崎大学 日本 Vidyo

1207 2015.10.21 Japan Biodesignブート
キャンプセッション 2

東北大学 , スタンフォード大学 日本 , アメリカ Vidyo

1208 2015.10.21 ATSの打ち合わせ 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1209 2015.10.21 チョーライ病院とのテス

ト
九州大学病院 , チョーライ病院 日本 , ベトナム Vidyo

1210 2015.10.22 イベント No.578のため
のテスト

九州大学病院 日本 H.323

1211 2015.10.22 イベント No.591のため
のテスト

九州大学病院 , 何大学 日本 , 中国 H.323

1212 2015.10.22 イベント No.577のため
のテスト

九州大学病院 , 熊本医療センター 日本 Vidyo

1213 2015.10.22 北海道大学病院症例検討
会のためのテスト

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本

1214 2015.10.23 北海道大学病院症例検討
会のためのテスト

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本 Vidyo

1215 2015.10.25 北海道大学病院症例検討
会

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 北海道
消化器科病院 , JA 北海道厚生連 帯広厚生
病院 , 製鉄記念室蘭病院 , 函館市医師会病
院

日本 Vidyo

1216 2015.10.26 山梨大学とのテスト 山梨大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1217 2015.10.26 山梨県臨床研修会議 山梨大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
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1218 2015.10.27 Japan Biodesignブート

キャンプセッション 3
スタンフォード大学 , 大阪大学 , 日本メド
テックイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1219 2015.10.27 ATSの打ち合わせ 九州大学病院 , VINAREN 日本 , ベトナム Vidyo
1220 2015.10.28 ATSの打ち合わせ 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1221 2015.10.28 バジラ病院とのテスト バジラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo
1222 2015.10.28 ビエット ドゥック 病院

とのテスト
ビエット ドゥック 病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo

1223 2015.10.30 国立腎臓・移植センター
とのテスト

国立腎臓・移植センター , 九州大学病院 フィリピン , 日
本

Vidyo

1224 2015.10.30 APAN Board Meeting 
#39

九州大学病院 , Academia Sinica, 清華大
学 , LEARN

日本 , 台湾 , 中
国 , スリランカ

Zoom

1225 2015.10.30 TEIN CCとの会議 九州大学病院 , TEIN CC 日本 , 韓国 H.323
1226 2015.11.2 ビエット ドゥック 病院

とのテスト
ビエット ドゥック 病院 , 九州大学病院 , 
米子医療センター

ベトナム , 日本 Vidyo

1227 2015.11.2 JIPMERとのテスト JIPMER, 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo
1228 2015.11.4 ATSのための会議 九州大学病院 , 忠北大学 , 忠北大学職員自

宅；ソウル
日本 , 韓国 Vidyo

1229 2015.11.4 ATSのためのテスト 九州大学病院 , 忠北大学 日本 , 韓国 Vidyo
1230 2015.11.4 APRICOT2016 Program 

Committee
九州大学病院 , APNIC, IIJ, NTT 
America, 他

日本 , オースト
ラリア , アメリ
カ

WebEX

1231 2015.11.4 APAN_Med 九州大学病院 , 国立台湾大学 , マヒドン大
学シリラ病院 , チョーライ病院 , セント
ルークス医療センター（ケソン市）, 香港
大学 , チュラロンコン大学 , 肝胆道科学セ
ンター

日本 , 台湾 , タ
イ , ベトナム , 
フィリピン , 香
港 , インド

H.323

1232 2015.11.4 JIPMERとのテスト JIPMER, 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo
1233 2015.11.5 JIPMERとのテスト JIPMER, 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo
1234 2015.11.5 ソウル大学ブンダン病院

とのテスト
ソウル大学ブンダン病院 , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo

1235 2015.11.6 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

宮崎大学 , 大阪大学 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1236 2015.11.6 千葉大学とのテスト 千葉大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1237 2015.11.6 日本 -ドイツの医療情報

学会の打ち合わせ
九州大学病院 , 長崎大学 , 大阪大学 , 川崎
医科大学 , 千葉大学 , ライプツィヒ大学 , 
オスナブリュック大学

日本 , ドイツ Vidyo

1238 2015.11.9 ブラウィジャヤ大学との
テスト

ブラウィジャヤ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1239 2015.11.9 イベント No.605のため
のテスト

三重大学 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1240 2015.11.9 イベント No.582のため
のテスト

アジア消化器センター , 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

インド , 香港 , 
日本

Vidyo

1241 2015.11.9 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

福岡大学 , 近畿大学 , 名古屋大学 , 千葉大
学 , 産業医科大学 , 斗南病院 , 北海道大学 , 
ジョンソン &ジョンソン MIT

日本 Vidyo

1242 2015.11.10 イベント No.583のため
のテスト

アレマナ病院 , CUDI, サンパウロ大学 ヒ
ベロンプレト病院 , RUTE, ゴンザレス総
合病院 , 大阪府立成人病センター , 九州大
学病院

チリ , メキシコ , 
ブラジル , 日本

Vidyo

1243 2015.11.10 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

宮崎大学 , ビジョンブリッジ 日本 H.323

1244 2015.11.10 TEIN CCとの会議 九州大学病院 , TEIN CC 日本 , 韓国 H.323
1245 2015.11.11 イベント No.582のため

のテスト
チョーライ病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo

1246 2015.11.12 イベント No.580のため
のテスト

忠北大学 , 九州大学病院 , 他 韓国 , 日本 , 他 Vidyo

1247 2015.11.14 APAN MG stearring 
commitee meeting

忠北大学 , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo
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1248 2015.11.16 米子医療センターとのテ

スト
九州大学病院 , 米子医療センター 日本 Vidyo

1249 2015.11.16 APAN41 PC 九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
ASTI, LEARN, APAN技師自宅；キャン
ベラ , GEAMT技師自宅；アムステルダム , 
他

日本 , 中国 , 韓
国 , フィリピ
ン , スリランカ , 
オーストラリ
ア , オランダ

H.323

1250 2015.11.17 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

鹿児島大学 , 横浜市立大学 , 高知大学 , ビ
ジョンブリッジ

日本 H.323

1251 2015.11.17 イベント No.583のため
のテスト

アレマナ病院 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1252 2015.11.17 大分大学とのテスト 九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo
1253 2015.11.17 米子医療センターとの会

議
九州大学病院 , 米子医療センター 日本 Vidyo

1254 2015.11.18 イベント No.583のため
のテスト

CUDI, セドナ病院 メキシコ Vidyo

1255 2015.11.18 イベント No.585のため
のテスト

九州大学病院 , リオグランデ・ド・スル連
邦大学 ポルト・アレグレ病院 , ポルト大
学　医学部 , サン ジョアン中央病院

日本 , ブラジル , 
ポルトガル

H.323

1256 2015.11.18 Japan Biodesign ブート
キャンプセッション 3

スタンフォード大学 , 大阪大学 , 日本メド
テックイノベーション協会

アメリカ , 日本 Vidyo

1257 2015.11.19 第 61回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
ためのテスト

東京大学 , 新潟大学 , ビジョンブリッジ , 
九州大学病院

日本 H.323

1258 2015.11.19 APRALO November 
Monthly call

九州大学病院 , ICANN APAC Office, 他 日本 , シンガ
ポール

Adobe 
Connect

1259 2015.11.20 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

東京女子医科大学 , 富山大学 , ビジョンブ
リッジ

日本 Vidyo

1260 2015.11.23 APAN Board Meeting 
#40

九州大学病院 , APAN技師自宅；キャン
ベラ , LEARN, 早稲田大学 , Academia 
Sinica, 建国大学病院 , 香港大学

日本 , オースト
ラリア , スリラ
ンカ , 台湾 , 韓
国 , 香港

Zoom

1261 2015.11.24 イベント No.587のため
のテスト

108 陸軍中央病院 , E ホスピタル , 
VinaREN, ビエット ドゥック病院 , 九州
大学病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1262 2015.11.24 九州消化器病学会ライブ
のための打ち合わせ

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1263 2015.11.24 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

福岡市立こども病院 , ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1264 2015.11.25 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

滋賀医科大学 , ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1265 2015.11.25 Railway Clinical Hospと
のテスト

九州大学病院 , Railway Clinical Hosp 日本 , ロシア H.323

1266 2015.11.25 イベント No.586のため
のテスト

フィリピン大学 マニラ総合病院 , 九州大
学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1267 2015.11.26 イベント No.589のため
のテスト

ホーチミン市大学医療センター , 九州大学
病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1268 2015.11.26 セントルークス医療セン
ター（ケソン市）とのテ
スト

セントルークス医療センター（ケソン市）, 
九州大学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1269 2015.11.27 第 30回胎児心臓病症例
報告会のためのテスト

窪谷産婦人科 , ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1270 2015.11.27 イベント No.586のため
のテスト

国立腎臓・移植センター , 九州大学病院 フィリピン , 日
本

Vidyo

1271 2015.11.29 第 30回胎児心臓病症例
報告会

東京女子医科大学 , 福岡市立こども病院 , 
滋賀医科大学 , 富山大学 , 窪谷産婦人科 , 
旭川医科大学 , 東北大学 , 北海道大学 , 千
葉大学 , 九州大学病院

日本 Vidyo, 
H.323

1272 2015.11.30 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
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1273 2015.12.1 NSDオフィスとの打ち合

わせ
NSDオフィス , 九州大学病院 日本 Vidyo

1274 2015.12.1 APAN_Med 九州大学病院 , アジア消化器センター , 香
港大学 , 国立台湾大学 , セントルークス医
療センター（ケソン市）, ソウル大学ブン
ダン病院 , マラヤ大学

日本 , インド , 
香港 , 台湾 , 
フィリピン , 韓
国 , マレーシア

H.323

1275 2015.12.1 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1276 2015.12.2 med-hok会議 九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo
1277 2015.12.3 イベント No.589のため

のテスト
ホーチミン市大学医療センター , 九州大学
病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1278 2015.12.3 順天堂大学とのテスト 順天堂大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1279 2015.12.4 イベント No.589のため

のテスト
フエ大学病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo

1280 2015.12.7 臨床腎移植研究会のため
のテスト

米子コンベンションセンター BIG SHIP, 
九州大学病院

日本 Vidyo

1281 2015.12.10 イベント No.590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 , 上海交通大学第一人民病院松江
分院

日本 , 中国 Vidyo

1282 2015.12.10 トリブバン大学教育病院
とのテスト

九州大学病院 , トリブバン大学教育病院 日本 , ネパール Vidyo

1283 2015.12.10 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , チョーライ病院 , E ホスピタル , 
NASATI オフィス , ホーチミン市大学医
療センター , フエ大学病院 , 九州大学病院

日本 , ベトナム Vidyo

1284 2015.12.11 イベント No.591のため
のテスト

何大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323

1285 2015.12.11 日本胎児心臓病学会 全国
遠隔セミナーのための打
ち合わせ

東北大学 , 東京都立小児総合医療セン
ター , 群馬大学 , 久留米大学 , 正岡病院 , 
ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1286 2015.12.11 イベント No.588のため
のテスト

九州大学病院 , 宮崎大学 日本 H.323

1287 2015.12.14 イベント No.590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 , 上海交通大学第一人民病院松江
分院

日本 , 中国 Vidyo

1288 2015.12.14 イベント No.589のため
のテスト

大分大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1289 2015.12.15 APAN41 PCM #4 九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
ASTI, LEARN, APAN技師自宅；キャン
ベラ , GEAMT技師自宅；アムステルダム , 
他

日本 , 中国 , 韓
国 , フィリピ
ン , スリランカ , 
オーストラリ
ア , オランダ

Zoom

1290 2015.12.17 トリブバン大学教育病院
とのテスト

九州大学病院 , トリブバン大学教育病院 日本 , ネパール H.323

1291 2015.12.17 決断科学セミナー 九州大学病院 , 九州大学伊都キャンパス 日本 H.323

1292 2015.12.17 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

北海道大学 , 斗南病院 , 千葉大学 , 順天堂
大学 , 名古屋大学 , 近畿大学 , 産業医科大
学 , 九州大学病院 , ジョンソン &ジョン
ソン MIT

日本 Vidyo

1293 2015.12.18 イベント No.605のため
のテスト

大阪大学 , 鹿児島大学 , 高知大学 , ビジョ
ンブリッジ

日本 H.323

1294 2015.12.18 イベント No.592のため
のテスト

九州がんセンター , 九州大学病院 , 産業医
科大学 , 福岡大学 , 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 , 鹿児島市立病院

日本 Vidyo

1295 2015.12.20 日本胎児心臓病学会 全国
遠隔セミナー

一橋講堂 日本 Vidyo, 
H.323

1296 2015.12.21 イベント No.593のため
のテスト

東京大学 , 埼玉医科大学 , チュラロンコン
大学 , 九州大学病院

日本 , タイ Vidyo

1297 2015.12.22 アイルランガ大学とのカ
ンファレンス

九州大学病院 , アイルランガ大学 日本 , インドネ
シア

H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1298 2015.12.22 イベント No.593のため

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

1299 2015.12.22 福岡大学とのテスト 九州大学病院 , 福岡大学 日本 DVTS
1300 2015.12.25 筑波大学とのテスト 九州大学病院 , 筑波大学 日本 H.323
1301 2016.1.4 イベント No.594のため

のテスト
ノボシビルスク州立医科大学ノボシビル
スク州地域病院 , 筑波大学 , 九州大学病院

ロシア , 日本 H.323

1302 2016.1.5 RedClaraとの打ち合わ
せ

RedClaraオフィス , 九州大学病院 チリ , 日本 VCE

1303 2016.1.5 オリンパスメキシコとの
打ち合わせ

オリンパスメキシコオフィス , 九州大学病
院

メキシコ , 日本 WebEX

1304 2016.1.5 イベント No.595のため
のテスト

天津医科大学総合病院 , 復旦大学中山病
院 , 福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院

中国 , 日本 DVTS

1305 2016.1.5 APAN41 PCM #5 清華大学 , 九州大学病院 , 他 中国 , 日本 H.323, Zoom
1306 2016.1.6 APAN_Med マヒドン大学シリラ病院 , アジア消化器

センター , 香港大学 , ソウル大学ブンダン
病院 , 国立台湾大学 , セントルークス医
療センター（ケソン市）, 九州大学病院 , 
マラヤ大学 , 肝胆道科学センター , チュ
ラロンコン大学 , ASTI, チョーライ病院 , 
NASATI オフィス

タイ , インド , 
韓国 , 台湾 , 
フィリピン , 日
本 , マレーシア , 
ベトナム

H.323, 
Vidyo

1307 2016.1.7 福井赤十字病院とのテス
ト

福井赤十字病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1308 2016.1.7 日本胎児心臓病学会 全国
遠隔セミナー反省会

東京都立小児総合医療センター , 慶應義塾
大学 , 群馬大学 , 東北大学 , 正岡病院 , ビ
ジョンブリッジ

日本 Vidyo

1309 2016.1.12 イベント No.596のため
のテスト

九州大学病院 , 琉球大学 日本 Vidyo

1310 2016.1.12 イベント No.595のため
のテスト

九州大学病院 , 南方医科大学 南方医院 日本 , 中国 DVTS

1311 2016.1.14 RedClaraとの打ち合わ
せ

RedClaraオフィス , 九州大学病院 チリ , 日本 VCE

1312 2016.1.15 イベント No.605のため
の打ち合わせ

神奈川県立こども医療センター , 東北大
学 , 旭川厚生病院 , 山形大学 , 滋賀医科大
学 , 大阪大学 , 岡山大学 , 愛媛大学 , 宮崎
大学 , 琉球大学

日本 Vidyo

1313 2016.1.18 イベント No.599のため
のテスト

ハラパンキタ小児医療センター , ブラウィ
ジャヤ大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1314 2016.1.19 APAN-JP NOC Meeting KDDI大手町オフィス , 九州大学病院 日本 H.323, 
GoMeeting

1315 2016.1.19 イベント No.602のため
のテスト

肝胆道科学センター , チュラロンコン大
学 , ブラウィジャヤ大学 , チョーライ病院 , 
マラヤ大学 , バジラ病院 ,アジア消化器セ
ンター , 108 陸軍中央病院 , ディーナナス・
マンゲッシュカー病院 , 九州大学病院

インド , タイ , 
インドネシア , 
ベトナム , マ
レーシア , 日本

Vidyo

1316 2016.1.20 イベント No.599のため
のテスト

鹿児島大学 , アイルランガ大学 , ブラウィ
ジャヤ大学 , 九州大学病院

日本 , インドネ
シア

Vidyo

1317 2016.1.20 内視鏡外科チームテレカ
ンファレンス打合せ

北海道大学 , 千葉大学 , 順天堂大学 , ジョ
ンソン &ジョンソン MIT, 近畿大学 , 産
業医科大学 , 福岡大学 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1318 2016.1.21 イベント No.605のため
のテスト

窪谷産婦人科 , 神奈川胎児エコー研究会事
務局 , 岡山大学 , 九州大学病院

日本 H.323, 
Vidyo

1319 2016.1.21 イベント No.602のため
のテスト

名古屋大学 , アデレード大学 , パタン病院 , 
チャンギ総合病院 , バジラ病院 , 近畿大学 , 
九州大学病院

日本 , オースト
ラリア , ネパー
ル , シンガポー
ル , タイ

Vidyo, 
H.323

1320 2016.1.21 イベント No.604のため
のテスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1321 2016.1.22 APAN-JP Meeting NICT大手町オフィス , 九州大学病院 日本 WebEX
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1322 2016.1.22 イベント No.604のため

のテスト
CUDI技師自宅 , フエ中央病院 , 九州大学
病院

メキシコ , ベト
ナム , 日本

Vidyo

1323 2016.1.22 イベント No.599のため
のテスト

愛知学院大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1324 2016.1.22 イベント No.603のため
のテスト

セントルークス医療センター（ケソン市）, 
九州大学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1325 2016.1.25 第 41回 APAN会議 テク
ノロジー 1

マリオット ホテル マニラ , 香港大学 , 九
州大学病院 , チョーライ病院 , NARLabs, 
グアダラハラ大学 , 国立台湾大学 , マヒ
ドン大学シリラ病院 , Masaryk Hosp in 
Usti nad Labem, チェコ研究教育ネット
ワーク 

フィリピン , 香
港 , 日本 , ベト
ナム , 台湾 , メ
キシコ , タイ , 
チェコ

Vidyo

1326 2016.1.27 第 41回 APAN会議 保健 マリオット ホテル マニラ , 忠北大学 , 
マサチューセッツ大学 ローウェル校 , 
The National School of Nursing Sri 
Jayewardenepura, 仁済大学

フィリピン , 韓
国 , アメリカ , 
スリランカ

Vidyo

1327 2016.1.27 Japanbiodesignのための
打ち合わせ

スタンフォード大学 ,	他 アメリカ ,	他 Vidyo

1328 2016.1.29 内モンゴル医科大学と富
山大学の会議のためのテ
スト

内モンゴル医科大学第一病院 , 内モンゴル
医科大学第三病院 , 富山大学

モンゴル , 日本 Vidyo

1329 2016.1.29 内モンゴル医科大学と富
山大学の会議

内モンゴル医科大学第一病院 , 内モンゴル
医科大学第三病院 , 富山大学

モンゴル , 日本 Vidyo

1330 2016.1.29 イベント No.605のため
のテスト

東京大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1331 2016.1.31 北大病院 2外科WEB会
議

北海道大学 , 札幌共立五輪橋病院 , 製鉄記
念室蘭病院 , 伊達赤十字病院 , 北見赤十字
病院

日本 Vidyo

1332 2016.2.2 イベント No.606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

日本 Vidyo

1333 2016.2.2 臨床腎移植研究会のため
のテスト

米子医療センター , 米子コンベンションセ
ンター BIG SHIP, アサン医療センター , 
九州大学病院

日本 , 韓国 Vidyo

1334 2016.2.3 イベント No.606のため
の打ち合わせ

ジョンソン &ジョンソン MIT, 九州大学
病院

日本 Vidyo

1335 2016.2.4 イベント No.606のため
のテスト

近畿大学 , 北海道大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1336 2016.2.4 決断科学セミナー 九州大学伊都キャンパス , 九州大学病院 日本 H.323
1337 2016.2.5 イベント No.606のため

のテスト
名古屋大学 , 福井赤十字病院 , 順天堂大学 , 
ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サ
イエンスセンター , 九州大学病院

日本 Vidyo

1338 2016.2.10 イベント No.607のため
のテスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1339 2016.2.12 イベント No.607のため
のテスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1340 2016.2.13 第 69回てんかん症例検
討会

東北大学 , 筑波大学 , 群馬大学 , 信州大学 , 
潤和会記念病院 , 札幌医科大学 , 大芝医院 , 
九州大学病院

日本 H.323

1341 2016.2.15 福岡大学とのテスト 福岡大学 , 九州大学病院 日本 DVTS
1342 2016.2.15 近畿大学とのテスト 近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1343 2016.2.16 イベント No.608のため

のテスト
福岡大学 , 琉球大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1344 2016.2.16 近畿大学とのテスト 近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1345 2016.2.16 ディーナナス・マンゲッ

シュカー病院とのテスト
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 , 九
州大学病院

インド , 日本 Vidyo

1346 2016.2.17 イベント No.607のため
の会議

ホテル日航福岡 , マヒドン大学シリラ病院 日本 , タイ Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1347 2016.2.18 メキシコとの PEXIPの

テスト
UNAM, CUDI, 九州大学病院 , PEXIP オ
フィス

メキシコ , 日本 PEXIP, 
Vidyo, 
H.323

1348 2016.2.18 臨床腎移植研究会のため
のテスト

アサン医療センター , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo

1349 2016.2.18 マレーシアの会議 マラヤ大学 , マレーシアプトラ大学 , 
University Kebangsaan Malaysia, マ
レーシアサインズ大学 , University 
Science Islam Malaysia 

マレーシア Vidyo

1350 2016.2.19 福岡大学とのテスト 福岡大学 , 九州大学病院 日本 iperf
1351 2016.2.23 ソウルへの遠隔講演のテ

スト
Resom Forest Hotel, 忠北大学 , 九州大学
病院 , 国立台湾大学

韓国 , 日本 , 台
湾

Vidyo

1352 2016.2.24 ソウルへの遠隔講演 Resom Forest Hotel, Election Campaign 
Site for Policy Development on Health, 
忠北大学 , 九州大学東京オフィス , 九州大
学病院 , 国立台湾大学

韓国 , 日本 , 台
湾

Vidyo

1353 2016.2.24 アイルランガ大学とのテ
スト

アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1354 2016.2.26 イベント No.605の反省
会

三重大学 , 愛媛大学 , 岩手医科大学 , 九州
大学病院 , 岡山大学 , 東北大学 , ビジョン
ブリッジ

日本 Vidyo
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5.　イベント概要	

1）　プログラム
#513　第 39回 APAN会議 デング熱　2015.3.1

Time Title of Talk  Presenter Designation  
8:30 Registration    
9:00 Welcome Francis Lee, 

Helga, and Dr. 
Shimono 

 

 Session Chair: Dr. Shimono 
9:10 Dengue fever in Japan, 

and Public Health 
Network 

Hiroshi 
Mizushima, 

Chief Senior Researcher, Center for Public 
Health Informatics, National Institute of 
Public Health, Japan 

9:40 Dengue case 
classification 

Dr Olaf Horstick 
FFPH (UK), PhD 
(D), MPH, MSc, 
DTM&P, MBBS 
(D) 

Director of the Teaching Unit 
Institute of Public Health, University of 
Heidelberg, Germany 

10:10 Molecular 
characterisation of 
Dengue viruses in 
Philippines 

Dr. Raul destura Director, Institute of Molecular Biology and 
Biotechnology at the UP National Institutes 
of Health, Philippines 

10:30 Break   
 Session Chair: Francis Lee 
11:00 Harnessing Social 

Media for Public 
Health: The Dengue 
Engagement 
Experience in Sri 
Lanka   
 

Prof. Schubert 
Foo  
Assoc. Prof.  May 
O. Lwin   

Wee Kim Wee School of Communication 
and Information, Nanyang Technological 
University, Singapore 

11:30 Dengue situation in 
Bhutan(tbc) 

Dr. Sonam 
Wangchuk  
 

Microbiologist/Chief Laboratory Officer, 
Public Health Laboratory Department of 
Public Health Ministry of Health – Thimphu, 
Bhutan 
 

12:00 Dengue Management 
in Singapore 

Prof. Leo Yee Sin Tan Tock Seng Hospital,  Lead Principal 
Investigator, STOP Dengue TCR Flagship 
Programme 

12:30 Lunch  
 Session Chair: Helga 
13:30 National age–sex 

specific dengue 
infections, and 
mortality 2006–
2014: a systematic  
analysis for the 
national Burden of 
Disease        

Dr.Saleem M. 
Rana 
(remote 
presentation)

Contech International School of Public 
Health Department of Tropical and Infectious 
Diseases 54-A HBFC Faisal Town, Lahore-
54700 Pakistan 
 

14:00 Climate change and 
increasing travel 
networks as drivers for 
dengue expansion 
(tbc) 

Annelies Wilder-
Smith MD PhD 
MIH FAMS 
FACTM 
 

Professor of Infectious Diseases 
Director, Global Health and Vaccinology 
Programme 
Lee Kong Chian School of Medicine, 
Novena Campus, 11 Mandalay Road. 
Singapore 308232 

14:30 Discussion   
15:30 Break   
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#522　第 9回 小児がん拠点症例検討会　2015.3.23

第 9 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 27 年 3 月 23 日（月）16：00～17：00 

司会進行： 産業医科大学病院（当番施設） 

1. 開会挨拶 （産業医科大学病院） 

2. 福岡県の小児がん医療について

○九州大学病院         小児外科  木下 義晶、 小児科  古賀 友紀

○九州がんセンター      小児科  深野 玲司 

○産業医科大学病院     小児科  本田 裕子 

○久留米大学病院     小児科  中川 慎一郎

○福岡大学病院    小児科  野村 優子 

3. 症例呈示

 「13 年後に再増大をきたした新生児期発症の 

咽頭部 Infantile fibromatosis の一例」
産業医科大学病院小児科  本田 裕子

4. 次回の会議について 

担当施設確認、会議内容提案など

5. その他 

大量メトトレキサート療法時に生じるメトトレキサート排泄遅延に対しての 

グルカルピダーゼの有効性・安全性試験（CPG2-PⅡ）治験について 
九州大学病院小児科  古賀 友紀

6. 閉 会 （九州大学病院） 
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#526　第 1回 ボリビアと日本のテレカンファレンス　2015.4.9

89
JUEVES
THURSDAY

CURSANTES
GRUPO D

Coordinador del día: 
Dr. Oscar Calderón

08:00 a 12.30

08:00 a 09.00

09.00 a 09.30

09.30 a 10.00

10.00 a 10.30

10.30 a 11.00

11.00 a 11.30

11.30 a 12.30

12.30 a 14.30

MÓDULO 3    Module 3

LESIONES  PRENEOPLÁSICAS Y NEOPLASICAS  
DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR
Preneoplastic and neoplastic lesions of  GIT
Moderador: Dr. Ricardo Morgenstern
      

Telemedicina: Fukuoka University 
Chikushi Hospital - IGBJ
Telemedicine: Chikushi Hospital - IGBJ
¿Como mejorar el indice de detección del CGT?
How to improve detection rate of EGC
Dr. Kenshi Yao

Detección endoscópica de condiciones 
premalignas para cáncer gástrico
Endoscopic detection of premalignant
conditions for gastric cancer
Dra. Nancy Machaca

Efectividad de SACE (endoscopia 
sistemática alfanumérica codificada)
para detección del EFC
Effectiveness of SEAC (systematic endoscopy 
alphanumeric coded) for detection of EGC
Dra. Nancy Machaca

RECESO / Break

Disección Endoscópica de la Submucosa: 
Indicaciones actuales, riesgos y virtudes
ESD: Current indications, risks and virtues
Dr. Nicolás González

Disección Endoscópica de la Submucosa: 
Diferentes técnicas para su aplicación
ESD: Different techniques for application
Dr. Nicolás González

Controversias y cierre
Controversies and close
Dr. Ricardo Morgenstern

INTERVALO / Intervale



5. イベント概要
1) プログラム

51

#527　第 3回 マラヤ大学内視鏡ワークショップ　2015.4.18
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#529　第 27回　関東腹腔鏡下胃切除研究会　2015.4.25

 関東腹腔鏡下胃切除研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

KANTO  RESEARCH  ASSOCIATION  for  LAPAROSCOPIC  GASTRECTOMY 

第27回関東腹腔鏡下胃切除研究会プログラム 
             日 時：2015年 4月 25日（土）9：30～18：00  
             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 : 大分（大分大学） 高知（高知大学） 
                                          

（午前の部） ハンズオンセミナー ９：３０～１１：４０
講 師 ： 金平 永二 先生（メディカルトピア草加病院）

： 石田 善敬 先生（藤田保健衛生大学）

： 稲木 紀幸 先生（石川県立中央病院）

関東 ＡＧ道場（ビデオクリニック） ９：３０～１１：４０
① 郭清

座 長 ： 松田 年 先生（日本大学病院）

： 吉川 貴己 先生（神奈川県立がんセンター）

②膵上縁郭清

座 長 ： 片井 均 先生（国立がん研究センター中央病院）

： 谷口 桂三 先生（帝京大学医学部附属溝口病院）

ランチョンセミナー：進行胃癌に対する脾温存 ２リンパ節郭清のスタンダード
開腹・腹腔鏡

１１：５０～１２：５０
座 長 ： 佐野 武 先生（がん研有明病院）

演 者 ： 小寺 泰弘 先生（名古屋大学）

： 永井 英司 先生 九州大学

座 長 ： 小嶋 一幸 先生（東京医科歯科大学） 木下 敬弘 先生（国立がん研究センター東病院）
①次世代を担う術者 分

演 者 ： 海藤 章郎 先生 栃木県立がんセンター

②エキスパートによる膵上縁郭清 分 休憩 分
演 者 ： 福永 哲 先生（聖マリアンナ医科大学）

（午後の部） 主題１ ） Ｎｏ ６郭清 １３：３０～１４：３０

 【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 今村 和広（東京都立多摩総合医療センター） 
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 ： 今村 和広 先生（東京都立多摩総合医療センター）

主題３ ） 噴門側胃切除後再建

主題２ ） 膵上縁郭清

座 長 ： 寺島 雅典 先生（静岡県立静岡がんセンター） 比企 直樹 先生（がん研有明病院）
①次世代を担う術者 分

演 者 ： 大槻 将 先生 東京医科歯科大学
②エキスパートによるＮｏ．６郭清 分

演 者 ： 篠原 尚 先生（京都大学）

座 長 ： 櫻本 信一 先生（埼玉医科大学国際医療センター） 今村 和広 先生（東京都立多摩総合医療センター）

演 者 ： 芝崎 秀儒 先生（国立がん研究センター東病院） ダブルトラクト法
： 竹内 裕也 先生（慶應義塾大学） 食道残胃吻合 自動吻合器
： 布部 創也 先生（がん研有明病院） 食道残胃吻合 観音開き法

スポンサードセミナー： 食道胃接合部癌に対する腹腔鏡アプローチを考えよう！  

座 長 ： 宇山 一朗 先生（藤田保健衛生大学）
演 者 ： 瀧口 修司 先生（大阪大学）

４：３０～１５：３０

１５：５５～１６：４５

１７：０５～１７：５５

休憩２０分
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#533　第 16回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス　2015.5.13

The 16th Peking Early Gastric Cancer Tele-conference                   Ver.2.1 
 
Date: May. 13th (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, Liu Side, Zhi Fachao,    
WangBangmao, Shimizu, Yao K, Yao T 

1. Peking Union Medical College Hospital, Beijing, China 
  Moderator: Yang Aiming, Yao Fang 
  Local engineer: Fei Guijun，Xi Nai, Zhang Yuzhao 
  Network engineer: Bao, Andrew, James 

2. Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai , China 
  Moderator: Zhou Pinghong, Chen Weifeng, Cai Mingyan, Li Quanlin 
  Local engineer: Chen Yongrui 
  Network engineer: Bao, Andrew, James 
        3. Tianjin University General Hospital, Tianjin, China 
  Moderator: Chen Xin 
  Network engineer: Bao, Andrew, James 
        4. Nanfang Hospital, Guangzhou, China 
  Moderator: Gong Wei 
  Local engineer: Chen Zhenyu 

5. Juntendo University Hospital, Tokyo,Japan 
  Moderator: Yao T 

 Local and Network engineers: Yoshida, Tanaka, Kawasaki 
 6. 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 16:00-16:10)  
 Opening remarks and greeting from each station 
15:10-15:25(JP 16:10-16:25) 
 Case 1,Dr. Kentaro Imamura, "M-NBI was useful for the diagnosis of            

  adenocarcinoma with adenoma", Kyushu, Japan 
15:25-15:55(JP 16:25-16:55) 

Case Discussion 2,3, Nanfang Hospital, Gaungzhou 
15:55-16:10 (JP 16:55-17:10) 

Case Discussion 3, Tianjin University General Hospital, Tianjin 
16:10-16:35(JP 17:10-17:35) 

Case Discussion 4,5, Zhongshan Hospital, Shanghai  
16:35-17:55 (JP 17:35-17:55) 
         Case Discussion 6,7, PUMCH, Beijing 
16:55-17:00 (JP 17:55-18:00) 

 Closing remarks and talk about the future plan 
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#540　第７回 国際消化器ワークショップ　2015.6.27
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#541　第 60回 神奈川胎児エコー研究会ベーシック講座　2015.6.27

6/27 のみ ： 5,000 円
6/28 のみ ： 7,000 円
両日参加 ： 10,000 円

画像・音声
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#550　第 6回 ラテンアメリカテレカンファレンス　2015.8.6

Connection

H.323

Vidyo

Vidyo

H.323

Vidyo

Vidyo
Vidyo
Vidyo
Vidyo

H.323

Vidyo
H.323
Vidyo

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

Japanese time
 (Thursday 6)

Program Center Country Presenter
CR / MX
(GMT-6)

MX / CO
(GMT-5)

BO CL / BR

7:00-8:00 Connection starts & last preparations all All 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
8:00-8:15 Opening remarks and greeting Clínica Alemana Chile Antonio Rollán 17:00-17:15 18:00-18:15 19:00-19:15 20:00-20:15
8:15-8:30 Pre and post procedure Quality Items UNAM México Miguel Tanimoto 17:15-17:30 18:15-18:30 19:15-19:30 20:15-20:30

8:30-8:45 Intra-procedure Quality Items
GastroClínica
Hospital Calderón Guardia

Costa Rica
Herbert Burgos
Gabriel Rodríguez

17:30-17:45 18:30-18:45 19:30-19:45 20:30-20:45

8:45-9:00
New items to be incorporated according
to updated endoscopy

University of Sao Paulo
Medical School

Brazil
Nelson Miyajima
Paulo Sakai

17:45-18:00 18:45-19:00 19:45-20:00 20:45-21:00

9:00-9:15 Final considerations and proposals
Fukuoka University
Chikushi Hospital
Kyushu University Hospital

Japan
Kenshi Yao
Shuji Shimizu

18:00-18:15 19:00-19:15 20:00-20:15 21:00-21:15

9:15-9:25 Comments from participants, Q&A all All 18:15-18:25 19:15-19:25 20:15-20:25 21:15-21:25
9:25-9:30 Closing remarks and greeting Clínica Alemana Chile Roque Sáenz 18:25-18:30 19:25-19:30 20:25-20:30 21:25-21:30

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

Chile

The Latin American Endoscopy Teleconference
August 5 (Wed) evening in Latin America, August 6 (Thu) morning in Japan

*Latinoamerican time (Wednesday 5)

Preparations:

There is an increasing interest on Quality Control Indexes in Endoscopy" (Djorkman 2006, Faigel/Cotton 2009, AJG 2015).
We should focus this time on Upper GI Endoscopy. There are new concepts on the gastric cancer screening and prevention,
thanks to new instruments (magnification & electronic staining) and the Prof Yao and Japanese endoscopists., systematic
approach"
After our review of pre, intra and post upper GI Endoscopy, accepted quality criteria, we could design "new criteria to be added
to the actual knowledge", thanks to the contribution of Japanese Experts, and the extent of such concepts in our Latin American
area.

“Quality in Upper GI Endoscopy”
“Should we add new items according to magnification and electronic staining data”? (Prof. K Yao’s approach)

Chile
Chile

Country

Luiz Ary Messina
Luigi?
Guicochea

Machado

Botero
Luis Espinoza
Dr. Miguel Tanimoto
Dr. Enrique Paredes-Cruz

Gómez, Sandoval,
Martínez  (CUDI support)

Martins

Flávio Hiroshi Ananias
Morita?(RUTE/CUDI support)

Tomimatsu, Houkabe

León

Engineer's name

Clínica Alemana
Clínica Alemana
Institution

Brazil

Japan

Chile

Country
Clínica Alemana

Costa Rica
Mexico
Mexico

Mexico

Brazil

Brazil
Brazil
Mexico

Bolivia

Colombia

Dr. Pablo Cortés
Dr. Roque Saenz
Name

Vidyo

Dr. Paulo Sakai, Dr. Kendi Yamazaki 

Dr. Shuji Shimizu, Dr. Kenshi Yao,
Dr. Akira Aso

Dr. Roque Saenz, Dr. Pablo Cortes,
Dr. Antonio Rollán

Moderator's name
Eduardo León

Dr. Burgos Herbert, Dr. Gabriel Rodriguez
Dr. Miguel Tanimoto
Dr. Enrique Paredes-Cruz 

Dr. Jose de Jesus Herrera Esquivel

Dr. Simone Guaraldi

Luiz Ary Messina
Dr. Gilberto Fava
Dr. Angélica Hernández

Dr. Guido Villa-Gomez,
Dr. Gustavo Uidales

Dr. Martha Lucia Montes

Style

Topic

Date & Time (Japanese time)
Session title
Session outline

Chairpersons

Abstract/Introduction:

main

System
Organizer

11. National Cancer Institute (INCan)
12. Hospital do Cancer de Barretos
13. RUTE

Local Chief Engineer*
Co-chairpersons

3   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
4   If there are movie clips in the file, please send it beforehand to TEMDEC in Kyushu Univ.

2  We use vidyo system, including Vidyo Room, PC, tablet. The bandwidth is about 2-4Mbps.
1. Teleconference, connecting 13 stations / Streaming: 13 sites

1. Clínica Alemana

2. Kyusyu University Hospital

Connecting institution

3. Sao Paulo University Ribeirao Preto

4. Brazilian National Cancer Institute (INCA)

5. Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez

6. Hospital Sharp Mazatlan
7. Hospital Sedna
8. University of Costa Rica
9. Javeriana University of Cali

10. Bolivian-Japanese Gastroenterology Institute

Dr Roque Saenz, Dr Pablo Cortes
Teleconference
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#551　第 2回 ジャパン ラボ　2015.8.6

 
	  

	  
Tuesday,	  August	  4	  –	  Friday,	  August	  7,	  2015	  

Seattle	  Science	  Foundation	  
Seattle,	  Washington	  	  USA	  

Course	  Director	  
Douglas	  D.	  Backous,	  MD,	  FACS	  

Swedish	  Neuroscience	  Institute,	  Seattle,	  Washington	  
	  

AGENDA	  
Tuesday,	  August	  4	  

	  

7:00am:	  	  Leave	  hotel	  for	  Seattle	  Science	  Foundation	  

7:30am	  	  Breakfast	  at	  Seattle	  Science	  Foundation	  and	  Welcome	  from	  Dr.	  Backous	  

8:00am	  –	  12:00pm:	  	  Drilling	  laboratory	  (Senior	  Doctors)	  	  
(Haynes,	  Cass,	  Raine,	  	  Tono,	  Sakagami)	  

¥ Introduction	  to	  the	  High	  Speed	  Drilling	  System	  (Medtronic	  Staff)	  
¥ Ear	  Canal	  Incisions	  
¥ External	  Canalplasty	  
¥ Meatoplasty	  Techniques	  
¥ Ossiculoplasty	  Symposium	  
¥ Canal	  Wall	  Intact	  Mastoidectomy	  
¥ Posterior	  Tympanotomy	  
¥ Extended	  Facial	  Recess;	  Retrofacial	  Air	  Cell	  Drillout	  
¥ Epitympanic	  Approaches	  
¥ Round	  Window	  vs.	  Cochleostomy	  For	  Electrode	  Insertion	  
¥ Endoscopic	  Techniques	  for	  the	  Middle	  Ear	  and	  Mastoid	  

8:00am	  –	  12:00pm:	  Lectures	  (Junior	  Doctors)	  

¥ Functional	  Anatomy	  of	  the	  Middle	  Ear,	  Mastoid	  and	  Temporal	  Bone	  (Douglas	  D.	  Backous,	  MD)	  
¥ Finding	  Your	  Way	  Through	  The	  Epitympanic	  Space	  (Tetsuya	  Tono,	  MD)	  
¥ Endoscopic	  Anatomy	  of	  the	  Middle	  Ear	  and	  Mastoid	  (TBD)	  
¥ Mastoidectomy	  Techniques:	  Pearls	  and	  Helpful	  Hints	  (Chris	  Raine,	  MD)	  
¥ A	  Stepwise	  Approach	  To	  The	  Middle	  Ear	  For	  Reconstruction	  (David	  S.	  Haynes,	  MD)	  
¥ Optimizing	  Ossiculoplasty	  Results	  (Stephen	  Cass,	  MD,	  MPH)	  
¥ Lessons	  From	  Japan:	  Ossiculoplasty	  (Mafasumi	  Sakagami,	  MD)	  
¥ Interesting	  Cases:	  Managing	  Chronic	  Ear	  Disease	  (David	  Haynes,	  MD)	  

12:00pm	  –	  1:00pm:	  Lunch	  	  

1:00pm	  –	  5:30pm:	  	  Lectures	  (Senior	  Doctors)	  

¥ Endoscopic	  Anatomy	  of	  the	  Middle	  Ear	  and	  Mastoid	  (TBD)	  

JAPANLAB 2015	  
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8:00am	  –	  12:00pm:	  Lectures	  (Senior	  Doctors)	  

¥ Update	  on	  Bone	  Conduction,	  Baha	  Indications,	  and	  Devices	  (David	  S.	  Haynes,	  MD)	  
¥ Pearls	  In	  Baha	  and	  Cochlear	  Implant	  Surgical	  Techniques	  (Stephen	  Cass,	  MD,	  MPH)	  
¥ Sophono:	  Early	  Study	  Results	  (Chris	  Raine,	  MD)	  
¥ Soundbite	  (TBD)	  
¥ Current	  Approach	  to	  Vestibular	  Laboratory	  Evaluation	  (James	  O.	  Phillips,	  PhD)	  
¥ Update	  on	  Implantable	  Vestibular	  Prostheses	  (TBD)	  
¥ Radiosurgery	  Options	  For	  Patients	  With	  Ear	  and	  Skull	  Base	  Disease	  (TBD)	  
¥ Senior	  Doctor	  Lectures	  (Moderated	  by	  Mafasumi	  Sakagami,	  MD)	  

12:00pm	  –	  1:00pm:	  Working	  Lunch	  	  

Lecture:	  Improved	  CI	  Clinic	  Performance	  Using	  Principles	  of	  Kaizen	  (Douglas	  D.	  Backous,	  MD)	  

1:00pm	  –	  5:30pm:	  	  Lectures	  (Junior	  Doctors)	  

¥ Implantable	  Vestibular	  Prostheses	  (TBD)	  
¥ Current	  Approach	  To	  Vestibular	  Laboratory	  Evaluation	  (James	  O.	  Phillips,	  PhD)	  	  
¥ Indications	  and	  Device	  Selection	  In	  Baha	  (David	  S.	  Haynes,	  MD)	  
¥ Baha	  Surgical	  Technique	  (Stephen	  Cass,	  MD,	  MPH)	  
¥ Tips	  For	  Successful	  Stapes	  Surgery	  (Chris	  Raine,	  MD)	  
¥ A	  Stepwise	  Approach	  To	  Ossiculoplasty	  (Dick	  Hoistad,	  MD)	  
¥ Interesting	  Cases	  (David	  S.	  Haynes,	  MD)	  

1:00pm	  –	  5:30pm:	  Drilling	  Laboratory	  (Senior	  Doctors)	  	  
(Cass,	  Hoistad,	  Sakagami,	  Tono)	  

¥ Ossiculoplasty	  and	  Cartilage	  Grafting	  Techniques	  
¥ Cochlear	  Implant	  Pocket	  Creation	  
¥ Round	  Window	  Versus	  Cochleostomy	  For	  Cochlear	  Implant	  
¥ Dissection	  of	  Cochlea	  
¥ Soft	  Tissue	  Management	  For	  Baha	  (Dermatome	  Vs.	  Linear	  Incision)	  
¥ Methods	  For	  Securing	  CI	  Receiver/Stimulators	  
¥ Endolymphatic	  Sac	  Decompression	  
¥ Canal	  Walldown	  Mastoidectomy	  
¥ Jugular	  Foramen	  Exposure	  
¥ Facial	  Nerve	  from	  the	  IAC	  to	  the	  Stylomastoid	  Foramen	  (Including	  Labyrinthectomy)	  
¥ Translabyrinthine	  Approach	  To	  Posterior	  Fossa	  
¥ Retrosigmoid	  Drillout	  
¥ Carotid	  Artery	  Dissection	  

4:00pm:	  Broadcast	  to	  Japan	  

5:30pm:	  Daily	  Debrief	  (Douglas	  Backous,	  MD)	  

6:00pm:	  Return	  to	  hotel	  –	  Open	  Evening	  for	  Japanese	  Visitors	  

Open	  evening	  for	  Japanese	  visitors	  
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¥ Improving	  Your	  Ossiculoplasty	  Results	  (Stephen	  Cass,	  MD,	  MPH)	  
¥ Mastoidectomy	  Techniques:	  Pearls	  and	  Helpful	  Hints	  (Chris	  Raine,	  MD)	  
¥ Facial	  Nerve	  Monitoring	  In	  Routine	  Otological	  Surgery	  (Stephen	  Cass,	  MD,	  MPH)	  
¥ Canal	  Wall	  Intact	  vs.	  Canal	  Wall	  Down	  Mastoidectomy:	  Does	  It	  Matter	  For	  Hearing	  Results?	  (David	  S.	  

Haynes,	  MD)	  
¥ Lectures	  By	  Senior	  Doctors	  (Moderated	  By	  Tetsuya	  Tono,	  MD)	  
¥ Interesting	  Cases	  (David	  S.	  Haynes,	  MD)	  

1:00pm	  –	  5:30pm:	  Drilling	  Laboratory	  (Junior	  Doctors)	  	  
(Haynes,	  Cass,	  Raine,	  Tono,	  Sakagami)	  

¥ Introduction	  to	  the	  High	  Speed	  Drilling	  System	  (Medtronic	  Staff)	  
¥ Ear	  Canal	  Incisions	  
¥ External	  Canalplasty	  
¥ Meatoplasty	  Techniques	  
¥ Introduction	  to	  Ossiculoplasty	  
¥ Canal	  Wall	  Intact	  Mastoidectomy	  
¥ Posterior	  Tympanotomy	  
¥ Tympanoplasty	  
¥ Retrofacial	  Air	  Cell	  Drill	  Out	  

5:30pm:	  Daily	  Debrief	  (Douglas	  Backous,	  MD)	  

6:00pm:	  Return	  to	  Hotel	  	  

Open	  evening	  for	  Japanese	  visitors.	  	  
	  

Wednesday,	  August	  5	  
	  

7:00am:	  	  Leave	  hotel	  for	  Seattle	  Science	  Foundation	  

7:30am:	  	  Breakfast	  at	  Seattle	  Science	  Foundation	  

8:00am	  –	  12:00pm:	  	  Drilling	  laboratory	  (Junior	  doctors)	  	  
(Haynes,	  Cass,	  Raine,	  Backous,	  Tono,	  Sakagami)	  

¥ Endoscopic	  Techniques	  for	  the	  Middle	  Ear	  &	  Mastoid	  
¥ Special	  Situations	  in	  the	  Posterior	  Tympanotomy	  
¥ Round	  Window	  vs.	  Cochleostomy	  For	  Insertion	  of	  Cochlear	  Implant	  Electrodes	  
¥ Techniques	  for	  CI	  Electrode	  Insertion	  For	  Cases	  With	  Ossification	  
¥ Epitympanic	  Approaches	  
¥ Ossiculoplasty	  Techniques	  
¥ Endolymphatic	  Sac	  Decompression	  
¥ Baha	  Lab	  
¥ Labyrinthectomy	  Techniques	  
¥ Jugular	  Foramen	  Drillout	  
¥ Translabyrinthine	  Approach	  to	  the	  	  CPA	  
¥ Decortication	  of	  the	  Facial	  Nerve	  From	  the	  IAC	  	  to	  the	  Stylomastoid	  Foramen	  
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#560　エンジニアワークショップ　2015.8.14

Programs

*Presentation from each hospital (8-10min presentation + 5 min Q&A)
1. Introduction of each institution, Network, Systems, Engineering staffs, etc.
2. What you learned and your experience of this program.
3. Future Plans.

Chairs : Mr. Chakaphan Sookcharoen (The Thai Red Cross Society, Thailand)

Dr. Le Thanh Ni (Cho Ray Hospital, Vietnam)

Commentators : Dr. Ahmad Faried, Dr. Agung Budi Sutiono (University of Padjadjaran, Indonesia)

- Thailand, Mahidol University Siriraj Hospital Mr. Wiraphon Manatarinat

- Thailand, Chulalongkorn University Mr. Anupong Promjaison

- Indonesia, University of Brawijaya Mr. Achmad Basuki (Abazh)

- Indonesia, University of Indonesia Mr. Budi Santoso

Chairs : Mr. Ti-Chuang Chiang (National Taiwan University, Taiwan)

Dr. HyungChul Rah (Chungbuk National University, Korea)

Commentators : Dr. Saroj Prasad Dhital (Kathmandu Model Hospital, Nepal)

- India, Govind Ballabh Pant Hospital Mr. Anuruddha Kumar Soni

- India, Asian Institute of Gastroenterology Mr. Ungarala Satyanarayana 

- Sri Lanka, University of Sri Jayewardenepura Mr. Dihan Morawaka

- Nepal, Nepal Research and Education Network Mr. Niraj Acharya

- Philippines, St. Luke's Medical Center Mr. Oscar Heriberto A. Santos

Chairs : Mr. Cao Duc Minh (VinaREN, Vietnam)

Dr. Pornarong Chotiwan (Chulalongkorn University, Thailand)

Commentators : Dr. Pham Nhu Vinh Tuyen (Hue Central Hospital, Vietnam)

- Vietnam, Ninh Binh Hospital Mr. Nguyen Viet Thanh 

- Vietnam, E Hospital Ms. Trang Hien Nguyen, Mr. Minh Ba Hoang

- Vietnam, Viet Duc University Hospital Mr. Le Minh Thai

- Vietnam, Military Central Hospital 108 Mr. Le Vuong Quy, Mr. Le Minh Anh

Registration8:30-

Dr. Shuji Shimizu (Kyushu University Hospital, Japan)Opening Remarks    9:00-9:05

Greetings and self-introduction9:05-9:20

Presentation 19:20-10:20

Break10:20-10:45

Presentation 210:45-12:00

Lunch12:00-13:30

Presentation 313:30-14:30

Chairs : Mr. Mohamad Zahir Ahmad (University of Malaya, Malaysia)

Ms. Kuriko Kudo (Kyushu University Hospital, Japan)

Discussion of activity plans14:30-15:25

15:25-15:30 Closing Remarks   Dr. Shiaw-Hooi Ho (University of Malaya, Malaysia)

: August 14 (Fri)
Venue : University of Malaya Medical Center,

Neurology lab conference room, Malaysia
http://www.um.edu.my/about-um/contact-us/campus-map

Date

Training at APAN40-Kuala Lumpur
Engineering Workshop
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Dr. HyungChul Rah
Chungbuk National University

Korea

Mr. Cao Duc Minh
VinaREN

Vietnam

Dr. Pornarong Chotiwan
Chulalongkorn University

Thailand

Mr. Mohamad Zahir Ahmad
University of Malaya

Malaysia

Mr. Chakaphan Sookcharoen
The Thai Red Cross Society

Thailand

Dr. Le Thanh Ni
Cho Ray Hospital

Vietnam

Mr. Ti-Chuang Chiang
National Taiwan University

Taiwan

Mr. Wiraphon Manatarinat
Mahidol University Siriraj Hospital

Thailand

Mr. Anupong Promjaison
Chulalongkorn University

Thailand

Mr. Achmad Basuki (Abazh)
University of Brawijaya

Indonesia

Mr. Budi Santoso
University of Indonesia

Indonesia

Mr. Anuruddha Kumar Soni
Govind Ballabh Pant Hospital

India

Mr. Ungarala Satyanarayana
Asian Institute of Gastroenterology

India

Mr. Dihan Morawaka
University of Sri Jayewardenepura

Sri Lanka

Mr. Niraj Acharya
Nepal Research and

Education Network

Nepal

Mr. Oscar Heriberto A. Santos
St. Luke's Medical Center

Philippines

Mr. Nguyen Viet Thanh
Ninh Binh Hospital

Vietnam

Ms. Trang Hien Nguyen
E Hospital

Vietnam

Mr. Minh Ba Hoang
E Hospital

Vietnam

Mr. Le Minh Thai
Viet Duc University Hospital

Vietnam

Mr. Le Vuong Quy
Military Central Hospital 108

Vietnam

Mr. Le Minh Anh
Military Central Hospital 108

Vietnam

Dr. Shiaw-Hooi Ho
University of Malaya

Malaysia

Dr. Ahmad Faried
University of Padjadjaran

Indonesia

Dr. Agung Budi Sutiono
University of Padjadjaran

Indonesia

Dr. Saroj Prasad Dhital
Kathmandu Model Hospital

Nepal

Dr. Pham Nhu Vinh Tuyen
Hue Central Hospital

Vietnam

Dr. Shuji Shimizu
Kyushu University Hospital

Japan

Dr. Akira Aso
Kyushu University Hospital

Japan

Mr. Yasuaki Antoku
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Kuriko Kudo
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Yoshiko Houkabe
Kyushu University Hospital

Japan

Mr. Shunta Tomimatsu
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Ryoko Yoshida
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Yui Hamazaki
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Chiharu Kodama
Kyushu University Hospital

Japan

Doctors

TEMDEC

Trainers

Trainees

Engineering Workshop
Participants
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#561　第 2回 胃拡大内視鏡研究会　2015.8.22

テーマ：『 超高分化腺癌 』

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， 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、８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 ４回九州胃拡大内視鏡研究会
年 ８月 ２２日（土） ～

レソラ 夢天神ホール
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：２０１５年７月３１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。

ミニレクチャー：｢ 超高分化腺癌の病理組織診断 ｣
福岡大学筑紫病院 病理部 田邊 寛
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プログラム

： ～ 開場

： ～ 製品紹介 （ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）

： ～ 開会の辞 

： ～ 内視鏡手術フォーラム

総合司会 ：一法師 久美子 （九州大学病院）

：高松 麻由美 （済生会福岡総合病院）

＊ 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

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 施設発表（ ： ～ ： ） 分× 施設

『手術器材の洗浄・滅菌で困っていませんか？』

「当院における内視鏡手術器材に関する洗浄・滅菌の現状について」

福岡青洲会病院 手術室 古川 絹代

「器械の洗浄について ～現状と困っていること～」

千早病院 手術室 江藤 克代

「当院の内視鏡における洗浄・消毒・滅菌の現状と課題」

福岡赤十字病院 手術室 坂田 理枝

２．教育講演（ ： ～ ： ）

『確実な滅菌の為に』

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ジャパン 神 貴子

３ 質疑応答（ ： ～ ： ）

手術器材の洗浄・滅菌について、日ごろ思っている疑問や問題点などを

皆さんで積極的に意見交換しましょう。

： ～ 閉会の辞

（以上、敬称略） 

#564　第 15回 福岡内視鏡手術フォーラム　2015.9.4
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#567　メキシコ消化器内視鏡学会　2015.9.21
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#572　第 19回 日本遠隔医療学会大会特別企画　てんかん症例検討会デモ　2015.10.9



TEMDEC 活動報告 2015

64

#575　バングラデシュ遠隔医療シンポジウム内視鏡ライブ　2015.10.20

Workshop on Telemedicine: Issues and Challenges | Program Schedule | Page 1 of 2  
 

 

 

Updated on: 15 Oct 2015 
TEIN Application Workshop 2015 

Workshop on Telemedicine: Issues and Challenges 
 
 
Date:  20-21 October 2015 │Tuesday & Wednesday 
Venue:  Virtual Class Room (Block-E, Level-6) 

Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) 
Shahbagh, Dhaka, Bangladesh 
 

 
PROGRAM SCHEDULE  

Time Activity Speaker/Instructor 
Day 1 (20 October 2015) 

08:00-08:30 Registration  

8:30-09:30 Opening Ceremony and Guest Speech   
09:30-09:45 Tea/Coffee Break   
09:45-10:45 Telemedicine Overview Prof. Shuji Shimizu, MD, PhD 

Director, Telemedicine Development Center of 
Asia, Kyushu University Hospital, Fukuoka, Japan 

10:45-11:15 Future Plan of Medical Tele-Collaboration 
(MTC) in Seoul National University Bundang 
Hospital 

Jaiyoung Cho, MD, PhD 
Associate Professor, Department of 
Surgery, Seoul National University Bundang 
Hospital, Seoul National University College of 
Medicine 

11:15-11:40 Telemedical activities in SNUBH and Learning 
Points 

Inho Lee 
Seoul National University Bundang Hospital, 
Korea 

11:50-12.20 Session on Live Transmission of HBP surgery 
from Korea 

Remote Surgeon:  
Ho-Seong Han, MD, PhD 
Vice Director of Seoul National University 
Bundang Hospital  (Cancer & Neuroscience),  
Director of Comprehensive Cancer Center, 
Professor of Department of Surgery, Seoul 
National University Bundang Hospital, Seoul 
National University, College of Medicine 
 
Session Chair:  
Jaiyoung Cho, MD, PhD 

12.20-12.30 Concluding Remarks on Live Transmission 
from Korea 

Jaiyoung Cho, MD, PhD 

12:30-13:45 Lunch   
14:00-15:00 Session on Live Transmission of Endoscopy 

from Asian Institute of Gastroenterology 
(AIG), Hyderabad, India 
Moderators: 

1) Prof. Shuji Shimizu 
2) Prof. Dr. Salimur Rahman, BSMMU  
3) Dr D Nageshwar Reddy, AIG 

(Remote) 
4) Dr Irina Sudovykh, Kyushu 

University (Remote) 
 

Session Chair:  
Shiaw-Hooi Ho, M.D., M.MED 
Senior Medical Lecturer and Consultant Physician 
& Gastroenterologist, 
Gastroenterology and Hepatology Division, 
Department of Medicine, 
Gastrointestinal Endoscopy Unit, 
University of Malaya and University of Malaya 
Medical centre 
Session Co-Chair:  
Prof Dr. Salimur Rahman, MBBS.FCPS 
(Medicine)  
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Workshop on Telemedicine: Issues and Challenges | Program Schedule | Page 2 of 2  
 

 

 

Postgraduate Fellowship in Liver Diseases & 
Endoscopy 
Department of Hepatology, BSMMU, Dhaka 

15:00-15:45 Panel Discussion: How International Medical 
Collaboration can be accelerated 

1) Prof. Shuji Shimizu, MD, PhD, Japan 
2) Jaiyoung Cho, MD, PhD, South Korea 
3) Shiaw-Hooi Ho, M.D., M.MED, Malaysia 
4) Prof. Md. Ruhul Amin Miah, MBBS, M.Phil, 

FCPS , FRCP (Edinburgh), Pro Vice Chancellor 
(Academic), BSMMU 

5) Prof Liaquat Ali, Vice-Chancellor, Bangladesh 
University of Health Science 

15:45-16:00 Tea  

19.30-
onward 

Workshop Dinner Baton Rouge Restaurant, Plot-15, Pink City (7th 
Floor), 103 Gulshan Ave, Dhaka 

Day 2 (21 October 2015) 

08:30-09:30 Telemedical Education: Issues and Challenges Prof Mir Misbahuddin, MBBS, PhD 
Professor, Pharmacology Department 
BSMMU, Dhaka 

09:30-10:30 Keynote: Grameen project for remote 
healthcare 

Remote session:  
Prof. Naoki Nakashima, MD, PhD 
Vice Director of TEMDEC 
Director, Department of Medical Information 
center, Kyushu University Hospital 

10:30-10:45 Tea   
10:45-11:45 Role of Telemedicine in Endo-Laparoscopic 

Surgery 
Prof. Sarder A. Nayeem, MBBS, PhD, FACS 
Chairman and Surgeon-in-Chief  
Japan Bangladesh Friendship Hospital 
Center for Endo-Laparoscopic Surgery (JBFH-
CELS), Dhaka 

11:45-13:00 Telemedicine Activities under Ministry of 
Health and Family Welfare, Bangladesh 

Prof Dr Abul Kalam Azad 
Additional Director General, Directorate General 
of Health Services, Bangladesh 

13:00-14:00 Lunch   
14:00-14:45 Telemedicine for Rural Population in 

Bangladesh 
Prof. Dr. Jonaid Shafiq, MBBS, PhD 
Managing Director and Pain Specialist 
Japan Bangladesh Friendship Hospital, Dhaka 

14:45-15:30 Indigenously Developed Telemedicine System Abduallah Al Amin 
PhD Candidate, Department of Biomedical 
Physics and Technology, Dhaka University 

15:30-16:00 Closing Ceremony   
16:00-16:15 Tea/Coffee   

 
Organized by:  
Bangladesh Research and Education Network (BdREN), UGC Bhaban, Agargaon, Dhaka 
 

In association with: 
Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP), UGC  
 

Sponsored by: 
Trans Eurasia Information Network (TEIN) Cooperation Center, Korea & European Union through TEIN4 Project 
 

Supported by: 
Telemedicine Development Center of Asia (TEMDEC), Kysushu University Hospital, Japan 
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU), Dhaka 
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#582　第 6回 内視鏡クラブ　E-カンファレンス　2015.11.18

Title
Date & Time (Japanese time)
Topic
Style
System
Organizer

main
Chair
Co-chair
Chief Engineer*
Connecting institution
1. The Lyell McEwin Hospital,
1. University of Adelaide
2. Singapore Changi General Hospital
3. Deenanath Mangeshkar Hospital
4. Asian Institute of Gastroenterology
5. Novosibirsk State Regional
5. Clinical Hospital
6. Institute of Liver and
5. Biliary Sciences
7. Tan Tock Seng Hospital
8. Chinese University of Hong Kong
9. University of Malaya
10. Kyushu University
11. Vajira Hospital
12. Nagoya University
13. National University of Malaysia
14. Cho Ray Hospital
15. Chulalongkorn University
16. Brawijaya University
*Chief engineer is in charge of testing and controlling the system.
** Italic  is to be comfirmed.

Time (Japanese time) Program
Assigned
discussant

RU
(GMT+6)

TH/VN
(GMT+7)

MY/HK/TW
(GMT+8)

KR/JP
(GMT+9)

AU
(GMT+9:30)

16:00 - 16:08 Opening remarks and greeting by Shimizu/ Ho N/A 13:00 - 13:08 14:00 - 14:08 15:00 - 15:08 16:00 - 16:08 16:30 - 16:38

16:08 - 16:23
Case Presentation from
Chinese University of Hong Kong

KL Goh,
Satimai

13:08 - 13:23 14:08 - 14:23 15:08 - 15:23 16:08 - 16:23 16:38 - 16:53

16:23 - 16:38
Case Presentation from
Asia Institute of Gastroenterology

Amol Bapaye,
TL Ang

13:23 - 13:38 14:23 - 14:38 15:23 - 15:38 16:23 - 16:38 16:53 - 17:08

16:38 - 16:53
Case Presentation from
Deenanath Mangeshkar Hospital

N Reddy,
Rajvinder

13:38 - 13:53 14:38 - 14:53 15:38 - 15:53 16:38 - 16:53 17:08 - 17:23

16:53 - 17:08
Case Presentation from
Institute of Liver and Biliary Science

James Lau,
Stephen Tsao

13:53 - 14:08 14:53 - 15:08 15:53 - 16:08 16:53 - 17:08 17:23 - 17:38

17:08 - 17:23
Case Presentation from
Tan Tock Seng Hospital

Y Hirooka,
Wisit Kasetsermwiriya

14:08 - 14:23 15:08 - 15:23 16:08 - 16:23 17:08 - 17:23 17:38 - 17:53

17:23 - 17:30 Closing remarks by Rajvinder Singh all participants 14:23 - 14:30 15:23 - 15:30 16:23 - 16:30 17:23 - 17:30 17:53 - 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.

Vidyo 
Rungsun Rerknimitr / SH Ho

# 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

Brief description

Preparations:
·   Headset or on-off speaker phone is necessary to avoid echo.
·   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
MY
AU
JP
Engineer's name

Susannah/Abdel/Phil

Alwin Lim

Session outline
Endoscopy Club E-conference (ECE)
16:00-17:30, November 18 (Wednesday), 2015  - GMT + 9 (Japan Time Zone)
GI Endoscopy Case Conference: Lower GI Diseases
Tele-conference

Shivangi Dorwat
Satya

Alexandr Kuzmenko

Dinech, Manish

TBD
Cheung
Zahir, Helmy
Yu, Hu
Ken
Asada
Jeevinesh Naidu
Ni
Chakaphan
Achmad Basuki, Tunggul Laksono

Institution
UM
UA
Kyushu U
Country

AU

SG
IN
IN

RU

IN

SG
HK
MY
JP
TH
JP
MY
VN
TH
ID

Name
SH Ho
Rajvinder Singh
Yu, Hu, Kudo
Moderator's name

Rajvinder Singh

Andrew Kwek, TL Ang
Amol Bapaye, Rajendra Puri
Nageshwar Reddy

Dmitry Lutin

Rakhi, Shiv Sharin

Stephan Tsao, Wai Leong Quan

Chai-Soon Ngiu
Ho Dang Quy Dong
Rungsun Rerknimitr, Satimai
Syifa Mustika

James Lau
Shiaw-Hooi Ho, KL Goh
Irina S, A Aso, S Shimizu
Wisit Kasetsermwiriya
Yoshiki Hirooka
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#588　第 2回 日本東洋医学会福岡県部会　2015.12.13

平成 27 年度第 2 回 
日本東洋医学会 
福岡県部会 
 
 
 
教育講演 Ⅰ 
 

 
教育講演 Ⅱ

 

 

 
 
 

教育講演 Ⅲ 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

日時 ：平成２７年 １２月１３日 日曜日 １３ 時〜１６時 

場所 ：九州大学医学部コラボ・ステーションⅠ 〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 ☎：㈹０９２－６４１－１１５１ 
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#594　ロシアナースカンファレンス　2016.1.12

 

 

 

 

ノボシビルスク州地域病院 ロシア
×

筑波大学附属病院 茨城
×

九州大学病院

〜内視鏡室看護について〜

 

http://www.pmrc.tsukuba.ac.jp 

超高速インターネットを活用し、海外とのテレカンファレンスを行います。

興味のある方はどうぞお気軽にお越しください。
 

University of Tsukuba Hospital 

http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/move/ 

Kyushu University Hospital 

http://oblmed.nsk.ru/upload/medialibrary/7fe/7fe38aff6c4e1e1c05e2690f31dbd

17e.png 

平成 年 月 日 火
時間 〜
場所 九州大学病院

アジア遠隔医療開発センター会議室

http://www.thewallpapers.org/190/world-cities/moscow/3 
Novosibirsk State Regional Clinical Hospital 
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#604　第 41回 APAN会議 エンジニアワークショップ　2016.1.29

Venue : APAN venue, Medical WG room
: January 29 (Fri) 9:00-17:00Date

Training at APAN41-Manila
Engineering Workshop

Programs

*Presentation from each hospital
1. Institution such as network, systems, engineering staffs, etc.
2. What you learned during this APAN meeting.
3. Future plan.

*Session review and discussions from chief engineers
1. Summary of engineering; connection, network, systems, engineering staffs per institution.
2. Problem, action and future plan.

8:30-
9:00-9:10
9:10-10:30

10:30-11:00

15:00-15:30

11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:30-16:50

16:50-17:00

Chairs : Dr. Shiaw-Hooi Ho (University of Malaya, Malaysia)
Mr. Mohamad Zahir Ahmad (University of Malaya, Malaysia)

Commentators : Dr. Alex Hwong-Ruey, Leow (University of Malaya, Malaysia)
Dr. Nazri Mustaffa (University of Science Malaysia, Malaysia)
Mr. Le Vuong Quy (Military Central Hospital 108, Vietnam)

Chairs : Ms. Kuriko Kudo (Kyushu University Hospital, Japan)
Mr. Cao Duc Minh (VinaREN, Vietnam)

Mr. Ti-Chuang Chiang

Ms. Kuriko Kudo

Dr. Miguel Tanimoto (remote)

Mr. Yasuichi Kitamura
Mr. Ti-Chuang Chiang
Mr. Ungarala Satyanarayana

Mr. Nguyen Cong Dinh
Dr. Tran Viet Hung
Dr. Ahmad Najib Azmi

Mr. Nguyen Van Tue
Mr. Md. Sajidul Islam, Mr. A.K.M. Habibur Rahman

Mr. Hisyam Bin Yacob

Dr. Sudip Shakya
Mr. Kuswindarto
Dr. Aqsa Sjuhada

Mr. Gunjan Ranjitkar

Mr. Mohamed Ishaq

Mr. Ibrahim Gani

Mr. Glenn Francia

Dr. Aria Kekalih, Mr. Nopa Krismanto

Mr. Shunta Tomimatsu, Dr. Aria Kekalih, Mr. Tunggul Laksono
Mr. JungHun Lee (remote), Mr. Inho Lee (remote) 
Mr. Chakaphan Sookcharoen, Mr. Wiraphon Manatarinat (remote)

- Technology 1 (5min)

- TEMDEC technical report; schedule, test,
- coordination with venue (10min)

- Telemedicine activity in Mexico
- (5 min presentation + 3 min Q&A)

- Technology 2 (5min)
- Healthcare (5min)
- AIG (5min)

- Viet Duc Hospital
- Bach Mai Hospital
- Islamic Science University of Malaysia

- Hue Univerisity Hospital
- BdREN/BSMMU

- University of Science Malaysia

- Kathmandu Model Hospital
- Brawijaya University
- Airlangga University

- Tribhuvan University

- Jawaharlal Institute of Post Graduate
- Medical Education and Research

- Sanakara Nathralaya

- St. Luke's Medical Center

- University of Indonesia (Medical and Dental)

- ECE (5min)
- Dental (5min)
- HPB (5min)
- MIS (5min)
- Discussions (15min)

Chairs : Dr. Aria Kekalih (University of Indonesia, Indonesia)
Mr. Tunggul Laksono (Brawijaya University, Indonesia)

Commentators : Dr. Pradeep Vaidya (Tribhuvan University, Nepal)
Dr. Chainarong Phalanusitthepha (Mahidol University Siriraj Hospital, Thailand)

Chairs : Mr. Alvin de Gracia (Advanced Science and Technology Institute, Philippines)
Mr. Ungarala Satyanarayana (Asian Institute of Gastroenterology, India)

Commentators : Dr. Jeffrey Domino (St. Luke's Medical Center, Philippines)
Mr. Chakaphan Sookcharoen (The Thai Red Cross Society, Thailand)

Mr. Nirajan Parajuli (Nepal Research and Education Network, Nepal)

Registration
Dr. Shuji Shimizu (Kyushu University Hospital, Japan)Opening Remarks    

Session review and discussions from chief engineers

Break

Break

Presentation from each hospital 1 (6) (7min presentation + 5 min Q&A)

Lunch
Presentation from each hospital 2 (5) (7min presentation + 5 min Q&A)

Presentation from each hospital 3 (5) (7min presentation + 5 min Q&A)

Closing Remarks   Dr. Jeffrey Domino (St. Luke's Medical Center, Philippines)

Mr. Shunta Tomimatsu, Mr. Mohamad Zahir Ahmad, Mr. Le Vuong Quy
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Mr. Cao Duc Minh
VinaREN

Vietnam

Dr. Aria Kekalih
University of Indonesia

Indonesia

Mr. Mohamad Zahir Ahmad
University of Malaya

Malaysia

Mr. Chakaphan Sookcharoen
The Thai Red Cross Society

Thailand

Mr. Ti-Chuang Chiang
National Taiwan University

Taiwan

Mr. Nopa Krismanto
University of Indonesia

Indonesia

Mr. Hisyam Bin Yacob
University of Science Malaysia

Malaysia

Mr. Nguyen Cong Dinh 
Viet Duc Hospital

Vietnam

Mr. Nguyen Van Tue
Hue Univerisity Hospital

Vietnam

Mr. Tunggul Laksono
Brawijaya University

Indonesia

Mr. Kuswindarto
Brawijaya University

Indonesia

Mr. Ungarala Satyanarayana
Asian Institute of Gastroenterology

India

Mr. Ibrahim Gani
Sanakara Nathralaya

India

Mr. Mohamed Ishaq
Jawaharlal Institute of Post Graduate

Medical Education and Research

India

Mr. Nirajan Parajuli
Nepal Research and Education Network

Nepal

Dr. Aqsa Sjuhada
Airlangga University

Indonesia

Mr. Gunjan Ranjitkar
Tribhuvan University

Nepal

Mr. Md. Sajidul Islam
BdREN

Bangladesh

Mr. Le Vuong Quy
Military Central Hospital 108

Vietnam

Mr. A.K.M. Habibur Rahman
BdREN

Bangladesh

Dr. Nazri Mustaffa
University of Science Malaysia

Malaysia

Trainers

Trainees

Engineering Workshop
Participants

Dr. Sudip Shakya
Kathmandu Model Hospital

Nepal

Mr. JungHun Lee
Seoul National University

Bundang Hospital

Korea

Mr. Inho Lee
Seoul National University

Bundang Hospital

Korea

Mr. Alvin de Gracia
Advanced Science and

Technology Institute

Philippines

Mr. Glenn Francia
St. Luke's Medical Center

Philippines

Dr. Shiaw-Hooi Ho
University of Malaya

Malaysia

Dr. Tran Viet Hung
Bach Mai Hospital

Vietnam

Dr. Alex Hwong-Ruey, Leow
University of Malaya

Malaysia

Doctors

Dr. Shuji Shimizu
Kyushu University Hospital

Japan

Mr. Yasuichi Kitamura
Kyushu University Hospital

Japan

Dr. Akira Aso
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Kuriko Kudo
Kyushu University Hospital

Japan

Mr. Shunta Tomimatsu
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Ryoko Yoshida
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Yui Hamazaki
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Chiharu Kodama
Kyushu University Hospital

Japan

TEMDEC

Dr. Ahmad Najib Azmi
Islamic Science University

of Malaysia

Malaysia

Dr. Chainarong Phalanusitthepha
Mahidol University Siriraj Hospital

Thailand

Dr. Pradeep Vaidya
Tribhuvan University

Nepal

Dr. Jeffrey Domino
St. Luke's Medical Center

Philippines

Dr. Miguel Tanimoto
Universidad Nacional 

Autonama de Mexico

Mexico

Mr. Wiraphon Manatarinat
Mahidol University Siriraj Hospital

Thailand
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#605　第 61回 神奈川胎児エコー研究会 アドバンス講座　2016.1.30

第61回
神奈川胎児エコー研究会

アドバンス講座

2016年 1月30日（土）・31日（日） 開催
第61回

神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

※申請予定

第61回アドバンス講座を開催させていただきます。

今年度のアドバンス講座では、産科医、超音波技師を対象にして、レ
ベル１の胎児心スクリーニングに的を絞った内容で計画中です。胎児
心エコーに詳しい超音波技師、産科医の方々を講師としてお招きし、
レベル１のスクリーニングポイントについて、一つ一つ丁寧に解説し
ていただきます。昨年のアドバンス講座で初めて企画し、大変好評を
いただいた症例クイズは、さらに内容を充実して、今年度も開催しま
す。

本アドバンス講座は、2015年12月20日に開催される胎児心臓病学会主催の全国遠隔セミナーと協力、
連動させる予定です。これまで、アドバンス講座で扱っていたレベル２の内容は、胎児心臓診療のレベ
ルアップを目指した全国遠隔セミナーで講演が行われます。

昨年のアドバンス講座は、九州大学病院アジア遠隔医療開発センター（TEMDEC）のご協力により、一橋
講堂に加え、11施設の遠隔会場にて開催しました。九州大学病院のMCUの大幅拡充に伴い、今年度は
全国で20会場に接続する計画です。できるだけ多くの方々が参加しやすい形でのアドバンス講座を開
催したいと思います。どうぞご期待ください。

大会委員長　川瀧　元良
東北大学大学院医学系研究科融合医工学分野・神奈川県立こども医療センター

神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座事務局
有限会社ビジョンブリッジ　担当　前川・中村
[Email] kawatakiecho@supportoffice.jp 
[TEL] 03-5332-3901 [FAX] 03-5331-3239

問合せ先:

一橋大学一橋講堂
〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター内

全国20か所予定
各発表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。前回の開催実績　　

北海道大学・弘前大学・東北大学・名古屋大学・滋賀医科大学・広島大学・愛媛大学・九州大学・宮崎大学・琉球大学・台湾大学（台湾）

（現在調整中）

最新情報／お申し込みは、下記HPをご覧ください。

https://www.supportoffice.jp/kawatakiecho/
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#606　第 5回 内視鏡外科チームテレカンファレンス　2016.2.06

第5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：今本 治彦先生（近畿大学医学部附属病院）
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:2016年2月6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(50名) （名古屋大学医学部附属病院 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））

テーマ:「内視鏡外科における安全管理」

参加費:無料（*交通費は参加者のご負担となります。）

--- プログラム ---
14:00～14:10 製品説明会 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

14:10～14:15 世話人挨拶 今本 治彦（近畿大学医学部附属病院）

14:15～14:20  第4回内視鏡外科チームテレカンファレンス報告 柴尾和徳（産業医科大学）

「内視鏡外科における安全管理」 (14:20～16:00)
司  会：中島陽子（近畿大学中央手術部）、真子文恵(福岡大学手術部）
コメンテーター：石島志保（千葉大学病院手術部）七戸俊明（北海道大学外科）

【看護師発表セッション】14:20～15:15（*各施設発表8分、質疑2分、ディスカッション15分）

1.千葉大学   「腹腔鏡下大腸切除術における体位固定」 鹿島貴子（NS)
2.名古屋大学  「内視鏡光源のインシデントに対する対策」 福本恵美子（NS) 
3.福岡大学   「Team STEPPSによる安全管理」 平良沙紀（NS)
4.順天堂大学  「手術時の患者誤認、手術部位間違え防止への取り組み

～ 手術部位マーキング・タイムアウト100％実施に向けて ～」 谷口範子(NS)
【医師・CE発表セッション】15:15～16:00（*各施設発表8分、質疑2分、ディスカッション15分）

司  会：石田稔（斗南病院臨床工学部）、藤原道隆（名古屋大学外科）

コメンテーター：三島博之（九州大学臨床工学部）、柴尾和徳（産業医科大学外科）
1.札幌北楡病院 「当院内視鏡手術におけるCEの清潔補助業務〜CEの手術への一貫した安全管理〜」 小林慶輔（CE)
2.近畿大学   「医療安全への当院の取り組み」 久井雄介（CE) 
3.福井赤十字病院「当院での内視鏡外科教育 ｰFRESTAでの試み- 」 藤井秀則（DR)
(休憩10分)

特別講演「病院における安全管理について（仮）」 (16:10～16:55) （*講義40分＋質疑応答5分）

  司  会：今本 治彦（近畿大学医学部附属病院）

  ご講演：近畿大学医学部奈良病院 看護部長 西隈菜穂子先生

16:55～17:00 総括・閉会挨拶

*全会場をTV会議を使用し接続します。

～本セミナーはチーム医療に特化し 
          医師・看護師・臨床工学技士の相互理解を深めることを目的としています～ 

※当日はアンケートの回答や質問の受付にスマートフォンを使用する予定です。是非ご持参ください。
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2）　写真レポート

 

#514  第 39 回 APAN 会議 肝臓 
【イベント名】 

第 39 回 APAN 会議 肝臓 
【概要】 

インドの肝胆道科学センターが企画したこのセッション

には9施設からの参加があり、当施設からの3症例報告に

加え、パキスタンから1つの発表が行われた。集中治療室

のおける重症肝疾患をテーマに、急性肝不全に対する対

処や肝硬変のH1N1インフルエンザの関与などについて

議論が交わされた。鮮明な映像とは対照的に音声の不安

定さは残ったものの、非常に教育的で活発な意見交換が

なされた有意義な会となった。 

【期日】2015.03.02 

 【会場】 

福岡国際会議場 (日本), 肝胆道科学センター (インド), 
インドネシア大学 (インドネシア), アーガー・ハーン大学 
(パキスタン), バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科大学 
(バングラデシュ), エジプト肝臓医療センター (エジプ
ト), アンバークリニック （アル・リガ） (アラブ首長国
連邦), ノーク 国立感染症臨床病院 (アルメニア), 小児
心臓病財団 (コロンビア) 

  

ILBSより提示されたスライド(左上)。 発表を行うILBSの医師(左上)。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

ILBSより提示されたスライド(左上）。 発言するバングラデシュの医師(左上)。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

参加者たちの様子。 福岡国際会議場での会場の様子。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

2015.03.02 
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#515  第 39 回 APAN 会議 胎児医療 1 
【イベント名】 

第 39 回 APAN 会議 胎児医療 1 
【概要】 

今回は日本での学会開催となったことから、モデレータ

のAlbertさんや九州大学の清水医師が福岡の会場からリ

ードする形でスタートした。今回はVidyoシステムの日本

代理店であるユビテック社より国立成育医療研究センタ

ーが8K内視鏡画像のプレゼンを行った。また、同システ

ムを用いた胎児心臓セミナーを数多く開催している川瀧

医師が東北大学より飛び入りで参加した。各国からのプ

レゼンやディスカッションでは、ほとんど映像や音声が

途切れることなく、最新の発表に対して熱のこもった議

論がなされ、セッションはほぼ時間通りに無事終了した。 

【期日】2015.03.03 

 【会場】 

福岡国際会議場 (日本), 香港大学 (香港), バックマイ病

院 (ベトナム), 国立シンガポール大学 (シンガポール), 
ユビテック (日本), 国立台湾大学 (台湾), マヒドン大学

シリラ病院 (タイ), セベラス・マレット大学 Moewardi 
病院 (インドネシア), 香港大学 (香港), 東北大学 (日本) 

  

ユビテックから参加した国立成育医療研究センター医師。 モデレータのAlbertさん（左）とDr. 清水（右）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：福岡国際会議場 

  

セベラス・マレット大学より提示されたスライド。 セベラス・マレット大学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 

  

会場のスクリーンとモニターに映し出される参加者ら。 Vidyoで遠隔接続する参加者の様子。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：九州大学病院 

2015.03.03 
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#516  第 39 回 APAN 会議 肝胆膵 
【イベント名】 

第 39 回 APAN 会議 肝胆膵 
【概要】 

今回は腹腔鏡下肝切除術のテーマで、１４施設が参加し

た。フィリピンの国立腎移植センターとセントルークス

医療センターの２か所が初めて接続された。韓国、フィ

リピンからそれぞれ１症例、日本から２症例が動画を交

えて提示された。多くの施設が同時に参加したにもかか

わらず、画像や音声にも大きなトラブルはなく終了し

た。 

【期日】2015.03.04 

 【会場】 
福岡国際会議場 (日本), 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), サンウェイ・メ
ディカル・センター (マレーシア), 北京がんセンター (中
国), 国立腎臓・移植センター (フィリピン), 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 (インドネシア), マラヤ大学 (マレーシア), セントルー
クス医療センター（ケソン市） (フィリピン) 

  

本セッションの座長のDr. Han (中央)とDr. 中村 (左)。 千葉大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：千葉大学 

  

提示された内視鏡映像。 発言を行う北海道大学のDr. 平野。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：北海道大学 

  

Vidyoで接続する参加者ら。左上はカトマンズモデル病院。 福岡国際会議場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：福岡国際会議場 

2015.03.04 
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#518  第 39 回 APAN 会議 内視鏡 
【イベント名】 

第 39 回 APAN 会議 内視鏡 
【概要】 

タン・トク・セン病院やマレーシアプトラ大学病院など、

4つの医療施設が新たに参加する中で、和やかな雰囲気と

共にテレカンファレンスが開催された。提示された症例

はいずれも興味深く、教育的なものばかりであった。今

回はVidyoシステムが使用され、初めて参加する施設もあ

ったが、十分なテスト接続と事前に集められた動画像を

九州大学から送ることにより、映像や音声にも問題は少

なく素晴らしい会となった。 

【期日】2015.03.04 

 【会場】 

福岡国際会議場 (日本), 九州大学病院 (日本), アサン医
療センター (韓国), チャンギ総合病院(シンガポール), チ
ョーライ病院 (ベトナム), グローバルホスピタル（ムンバ
イ） (インド), 名古屋大学 (日本), 肝胆道科学センター 
(インド), ディーナナス・マンゲッシュカー病院 (インド), 
マレーシアプトラ大学 (マレーシア), タン トク セン病
院 (シンガポール), マラヤ大学 (マレーシア) 

  

本セッションの座長のDr. Ho (左から2番目)。 肝胆道科学センターでの会場の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：肝胆道科学センター 

  

モニターに表示されるCT画像。 名古屋大学の会場の様子。 

撮影場所：タン トク セン病院 撮影場所：名古屋大学 

  

九州大学では世界中からの研修医らが参加した。 接続された８地点。左上はチャンギ総合病院。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.03.04 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#519  第 39 回 APAN 会議 Soft Cadaver 
【イベント名】 

第 39 回 APAN 会議 Soft Cadaver 
【概要】 

献体を用いた内視鏡外科手術のトレーニングについての

テレカンファレンスが企画された。今回は主に消化器疾

患に対する手術が対象で、胃切除術、大腸切除術、アカ

ラジアに対する手術などが動画と共に示され、各接続施

設からは多くの質問やコメントが出された。カリフォル

ニア大学サンフランシスコ校は今回初めての参加となっ

た。 

【期日】2015.03.05 

【会場】 

福岡国際会議場 (日本), マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 
チュラロンコン大学 (タイ), バジラ病院 (タイ), タン ト
ク セン病院 (シンガポール), カリフォルニア大学サンフ

ランシスコ校 医療センター (アメリカ合衆国), バレー

病院 医師自宅：リッジウッド (アメリカ合衆国), 東京医

科歯科大学 (日本), 九州大学病院 (日本) 

  

マヒドン大学シリラ病院の会場の様子。 福岡国際会議場に映し出される手術映像。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

  

タン トク セン病院の会場の様子。 バジラ病院の会場の様子。 

撮影場所：タン トク セン病院 撮影場所：福岡国際会議場 

  

福岡国際会議場の様子。 モニターに映し出される8地点の参加者。 

撮影場所：福岡国際会議場 撮影場所：福岡国際会議場 

2015.03.05 
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#520  第 39 回 APAN 会議 歯科 
【イベント名】 

第 39 回 APAN 会議 歯科 
【概要】 

第２回目となる歯科のプログラムは、前回に引き続き口

唇口蓋裂がテーマとして取り上げられた。新たにインド

ネシアからインドネシア大学、アイルランガ大学が加わ

り、施設紹介と症例提示が行われた。今回は新たな試み

として回線を利用した言語治療の診察を実際に行い、デ

ィスカッションが行われた。 

【期日】2015.03.05 

【会場】 

福岡国際会議場 (日本), 九州大学病院 (日本), 鹿児島大

学 (日本), 九州歯科大学 (日本), 東京医科歯科大学 (日
本), ハラパンキタ小児医療センター (インドネシア), ア
イルランガ大学 (インドネシア), インドネシア大学 (イ
ンドネシア) 

  

モニターに表示される８地点。 提示された乳児の症例写真。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

スピーチセラピスト（中央）による遠隔診断が行われた。 発声練習の文章。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

インドネシアにて発声をする患者。 九州大学病院から参加したDr. 光安（中央）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.03.05 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#521  第 5 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 5 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【概要】 

ラテンアメリカとのテレカンファレンスも５回目を迎え

た。今回は大阪成人病センターのDr. 上堂のレクチャーに

続き、ラテンアメリカの４つの施設から胃癌の症例提示が

行われた。いずれも興味ある症例であったが、限られた時

間のために十分な議論が出来なかった感がある。次回はも

う少し時間配分を考慮すべきと思われた。初めて接続した

コスタリカ大学の状況もまずまずで、またアレマナ病院や

サンパウロの接続状況は以前よりもかなり改善していた。 

【期日】2015.03.12 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 大阪府立成人病センター (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), グアダラハラ大学 (メキシコ), 国立警察病院 医
師自宅:ボゴタ (コロンビア), アレマナ病院 (チリ), カ
リ・ザビエル大学 (コロンビア), サンパウロ大学 医学部 
医師自宅:サンパウロ (ブラジル), ボリビア・日本消化器
センター (ボリビア), コスタ・リカ大学 (コスタリカ) 

  

大阪府立成人病センターのDr.上堂から講義が行われた。 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 

  

前処置の違いについて説明された内視鏡のスライド。 アレマナ病院から参加するドクターら。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

モニターに表示される参加者ら。 コスタ・リカ大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：コスタ・リカ大学 

2015.03.12 
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#523  ウガンダとのテレカンファレンス 
【イベント名】 

ウガンダとのテレカンファレンス 
【概要】 

福井大学・馬場教授の長年に渡るマケレレ大学との整形

外科分野における国際交流の実績を元に、今回初めての

テレカンファレンスを企画した。馬場教授の現地訪問に

合わせて九大チームも現地入りし、マケレレ大学の技術

スタッフとの打合せを行った。病院からのネットワーク

が不十分であることがわかり、急遽ウガンダの学術ネッ

トワークであるRENUオフィスからの接続となったが、接

続状況は頗る良好で今後の更なる発展が楽しみである。 

【期日】2015.3.26 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

マケレレ大学 (ウガンダ), 

福井大学 (日本) 

  

画面に映し出された福井大学（左）とマケレレ大学（右）。 ウガンダ・マケレレ大学の会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マケレレ大学 

  

マケレレ大学での受信画面。 提示されたMRI画像のスライド。 

撮影場所：マケレレ大学 撮影場所：九州大学病院 

  

マケレレ大学ムラゴ病院。 Dr. 馬場（右から２番目）と九大チームの記念写真。 

撮影場所: マケレレ大学 撮影場所：マケレレ大学 

2015.3.26 
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#524  第 5 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 5 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】 

平成27年3月26日筑波大学附属病院、ベトナム・チョーライ

病院、九州大学付属病院との間で第5回テレカンファレンスが

実施された。テーマは内視鏡診断・治療で筑波大学附属病院

からは17名、チョーライ病院からは約20名、九州大学からも

内視鏡診断のために研修中の外国人医師など6名が参加した。

筑波大学附属病院からは内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD)の発

表、チョーライ病院からはERCP、胃静脈瘤出血に対する硬

化療法についての発表があり活発な討論が行われた。 

【期日】2015.3.26 

 【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。 プレゼンテーション（左上）に注目する参加者たち。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：筑波大学 

  

提示された内視鏡のスライド。 九大会場から発言するサンパウロ大学のDr. Sakai。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院では海外からの研修医師らが参加した。 質問する筑波大学のドクター。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：筑波大学 

2015.3.26 
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#525  グローバルホスピタル（ムンバイ）からの手術ライブ 
【イベント名】 

グローバルホスピタル（ムンバイ）からの手術ライ
ブ 

【概要】 

インドのグローバルホスピタルから初めての内視

鏡ライブデモンストレーションが行われ、数多くの

興味深い超音波内視鏡の手技が供覧された。Dr. 
Vinayのチームはこれまで多くの国内外とのテレカ

ンファレンスなど遠隔教育プログラムの経験があ

り、我々のグループとは初めての接続であったが、

特に大きな技術的問題はなく、音声・映像共にスム

ーズであった。 

【期日】2015.3.27 

 【会場】グローバルホスピタル（ムンバイ） (インド), 

マラヤ大学 (マレーシア), 

チョーライ病院 (ベトナム), 

肝胆道科学センター (インド), 

九州大学病院 (日本) 

  

手術について説明するDr. Vinay（左）。  マラヤ大学のDr. Ho(左から2番目）とそのチーム。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マラヤ大学 

  

ライブで提示されたレントゲン画像。 提示された内視鏡映像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

コメントするインドのILBSのドクター（左）。 提示された超音波内視鏡の映像。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.3.27 
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#526  第 1 回 ボリビアと日本のテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 1 回 ボリビアと日本のテレカンファレンス 
【概要】 

ボリビア・日本消化器センターは日本の国際協力機構

（JICA）の資金援助により建てられた病院です。その病

院は世界消化器病学会のトレーニングセンターにも指定

されており、毎年１回消化器内視鏡の教育・普及を目的

にラテンアメリカ各地より参加者を招きワークショップ

を開催しています。今年は初めてそのセミナーの中で日

本からの遠隔講演を企画し、映像・音声共に良好な状態

の下で双方でのディスカッションが行われました。 

【期日】2015.04.09 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ボリビア・日本消化器センター (ボリビア) 

  

九州大学病院での会場の様子。 ボリビア・日本消化器センターでの座長の先生方。 

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。 ボリビア・日本消化器センターでは多くの参加があった。 

 撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ボリビア・日本消化器センター 

  

ボリビア・日本消化器センター会場の様子。 早期胃癌の診断法について講演するDr. 八尾（中央）。 

撮影場所: ボリビア・日本消化器センター 撮影場所：九州大学病院 

2015.04.09 
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#527  第 3 回 マラヤ大学内視鏡ワークショップ 
【イベント名】 

第 3 回 マラヤ大学内視鏡ワークショップ 
【概要】 

マラヤ大学からのワークショップのライブ中継は今回で

３回目となった。内視鏡室と主会場、また海外へはそれ

ぞれH323とVidyoシステムを使用した。配信された映像

は満足の行くものであったが、音声には２つのシステム

間の遅延に影響すると考えられるエコーが発生してコミ

ュニケーションに問題が生じた。次回以降はさらに良い

状態での配信ができるように問題の解決を図っていきた

い。 

【期日】2015.04.18 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ライエル マクユーイング 病院 医師自宅: アデレー

ド (オーストラリア), 

マラヤ大学 (マレーシア) 

  

マラヤ大学の内視鏡室の様子。 マラヤ大学での会場の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：マラヤ大学 

 

  

送信された内視鏡の映像。 画面に映し出される３地点。 

 撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院での会場の様子。 アデレードから遠隔参加のDr. Raj。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.04.18 
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#528  WGO トレーニングセンター 開所式 
【イベント名】 

WGO トレーニングセンター 開所式 
【概要】 

世界消化器病学会の内視鏡トレーニングセンターとして

アフリカに新たに誕生した２つの施設で、同時にその開

所式が企画された。九州大学から遠隔でサポートする形

で、ナイジェリアとエチオピアがVidyoで接続され、双方

から挨拶をする形で無事終了することができた。双方共

に商用回線を使用し、手持ちの簡易な器機による接続で

はあったが、初回としては大成功であった。今後アフリ

カ地区での活動拡大の契機となることを期待したい。 

【期日】2015.04.18 

 【会場】 

ラゴス大学教育病院 (ナイジェリア), 

アディスアベバ大学 ブラックライオン病院 (エチオピ

ア) 

  

アディスアベバ大学での会場の様子。 ラゴス大学教育病院での開所祝いの様子。 

撮影場所：アディスアベバ大学 ブラックライオン病院 撮影場所：ラゴス大学教育病院 

 

  

アディスアベバ大学から発言する参加者（中央）。 ラゴス大学教育病院では多くの参加者があった。 

 撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ラゴス大学教育病院 

  

接続された２会場とTEMDEC。接続を喜んでいる。 アディスアベバ大学で提示された会のイメージ。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：アディスアベバ大学 ブラックライオン病院 

2015.04.18 
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#529  第 27 回 関東腹腔鏡下胃切除研究会 
【イベント名】 

第 27 回 関東腹腔鏡下胃切除研究会 
【概要】 

今回も大変多くの参加者を迎え、東京医科歯科大学にて

第27回関東LADG研究会を開催した。今回は高知大学、

大分大学と共に東京から遠方の施設と接続したが、通信

環境において大きな問題は生じなかった。高解像度かつ

タイムラグのない映像配信は外科系のテレカンファレン

スに必須であり、今後は我々のシステムの更なる高画質

化を目指したい。 

【期日】2015.04.25 

 【会場】 

東京医科歯科大学 (日本), 

高知大学 (日本), 

大分大学 (日本) 

  

東京医科歯科大学での会場の様子。 座長の先生方。 

撮影場所：東京医科歯科大学 撮影場所：九州大学病院 

 

  

提示された内視鏡の動画。 質問に回答する聖マリアンナ医科大学のDr. 福永。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

高知大学での会場の様子。 大分大学での会場の様子。 

撮影場所: 高知大学 撮影場所： 大分大学 

2015.04.25 
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#531  第 1 回 タイ‐日本内視鏡ナーステレカンファレンス 
【イベント名】 

第 1 回 タイ‐日本内視鏡ナーステレカンファレン
ス 

【概要】 

タイから来日中Dr. Pradermchaiの調整により、看護師同

士によるテレカンファレンスが開催された。タイ側には

バンコクの主要病院からタイ内視鏡看護師協会のメンバ

ーがチュラロンコン大学に集合した。双方からそれぞれ

の内視鏡室や業務内容に関する発表が行われた後、ディ

スカッションが行われた。随時英語から日本語へ翻訳さ

れながらのコミュニケーションであったが、通訳の仕方

については次回多少の改善が必要と感じられた。 

【期日】2015.04.28 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

チュラロンコン大学 (タイ) 

  

チュラロンコン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：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

プレゼンテーションに注目する参加者たち。 提示された内視鏡関連のスライド。 

 撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

コメントするNs. 鈴木（左） カンファレンス終了後のグループ写真。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.04.28 
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#532  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】 

毎年おこなわれているソウル大学ブンダン病院手術室か

らのライブ講義は、今年初めて鹿児島大学からの遠隔参

加を得て行われた。学生からは比較的積極的な発言もあ

り、鹿児島大学との３地点による講義は非常に新鮮であ

った。伝送された映像は一部解像度も落ちスムーズさに

も欠けたが、講義自体には大きな影響はなかった。九大

講義室には大阪大学から史先生が参加されており、来年

以降この活動がさらに広がることを期待したい。 

【期日】2015.05.12 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ソウル大学ブンダン病院 (韓国), 

鹿児島大学 (日本) 

  

九州大学病院での会場の様子。 3Dメガネをかけて登場したDr. Han。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

モニタに映し出される３地点。左下は鹿児島大学。 質問する学生（中央）。 

 撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された手術の映像。 ソウル大学ブンダン病院での会場の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：ソウル大学ブンダン病院 

2015.05.12 
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#533  第 16 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 16 回 北京協和大学との早期胃がんカンファレン
ス 

【概要】 

今回は広州の南方病院が初めて参加し、５施設が接続さ

れてテレカンファレンスが行われた。南方病院には近隣

の１０病院から多くの参加者があった。通常と同様日本

と中国から多くの症例提示があったが、その中の２症例

は南方病院からの発表であった。今後も早期胃癌の診断

や治療法のより良い理解へ向け、内視鏡医と病理医が協

力を続けていきたい。 

【期日】2015.05.13 

 【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),南方医科大学 南方

医院 (中国) 

  

コメントするDr. 八尾（中央）。 接続された５地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

テレポインターを用いた病理画像のディスカッション。 南方医科大学 南方医院での会場の様子。 

 撮影場所：九州大学病院 撮影場所：南方医科大学 南方医院 

  

プレゼンテーションに注目する参加者たち。 提示された切除標本のスライド。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.05.13 
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#535  医工連携：タイとの学生テレカンファレンス 
【イベント名】 

医工連携：タイとの学生テレカンファレンス 
【概要】 

今回初めての試みとして、タイのチュラロンコン大学と

接続し、タイ・日本間の医学生交流テレカンファレンス

を実施した。九州大学から２グループ、チュラロンコン

大学から１グループが発表し、すべて英語で実施した。

九州大学からは大学や学生生活、地元のグルメ紹介等バ

ラエティに富んだ発表がなされ、チュラロンコン大学か

らは、医学部のカリキュラムに関して詳細な説明があっ

た。今後継続的なプログラムに発展していきたい。 

【期日】2015.06.02 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

チュラロンコン大学 (タイ) 

  

九州大学画像管理室の様子。 チュラロンコン大学の発表者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

九州大学Aチームのスライド。 チュラロンコン大学チームのスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学Bチームのスライド。 九州大学Bチームの発表についての会議の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.06.02 
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#536  スマトラウタラ大学とのテレカンファレンス 
【イベント名】 

スマトラウタラ大学とのテレカンファレンス 
【概要】 

Dr. Taufikより九大病院在籍期間に経験したEUS, ERCPな

どの治療内視鏡や術中内視鏡の紹介があった。スマトラウタ

ラ大学のドクター達にとっては日常処置とは言えないもの

も多数含まれており、興味深くスライドをご覧になっていた

のが印象的であった。今回は動画の転送がVidyoシステムを

使用して行なわれ、相手の受信の問題もあってか音声の送信

が途切れやすいなど問題点もあり、双方の活発なdiscussion

のための改善点を見いだせるカンファレンスであった。 

【期日】2015.06.03 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

スマトラウタラ大学 (インドネシア) 

  

発表するDr. Taufik（中央）。 

 

スマトラウタラ大学のドクター達。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

提示されたスマトラウタラ大学についてのスライド。 提示されたERCP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 

  

九州大学病院の会場の様子。 明るいカンファレンスの風景。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.06.03 
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#537  第 4 回 内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【イベント名】 

第 4 回 内視鏡クラブ Ｅ-カンファレンス 
【概要】 

9か国、10施設による第4回 内視鏡クラブ Ｅ-カンファ

レンスが開催された。双方から内視鏡治療症例について

のPPTやVideoによる症例呈示とディスカッションが行

われた。症例としては、ディーナナス・マンゲッシュカ

ー病院 (インド)からのInterventional EUSを用いた内視

鏡治療が大変興味深かった。多施設切り替えの問題とし

て、特にdiscussion部分での発言施設の同定が音声のみに

頼らねばならず、視覚的に判断が困難となる場面が多く、

当院テクニカルスタッフの苦労が伺えた。 

【期日】2015.06.03 

 【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),ライエル マクユーイング病院 (オーストラリア),ディーナ

ナス・マンゲッシュカー病院 (インド),名古屋大学 (日本),チャ

ンギ総合病院 (シンガポール),ノボシビルスク州立医科大学 ノ

ボシビルスク州地域病院 (ロシア),アサン医療センター (韓国) 

  

九州大学から参加したDr. 清水(左)とそのチーム。 チュラロンコン大学の会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所： チュラロンコン大学 

 

  

提示されたＸ線画像。 初めて接続されたノボシビルスク州立医科大学の様子。 

撮影場所： 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

名古屋大学の会場の様子。 マラヤ大学のDr. Ho(中央)とそのチーム。 

撮影場所: 名古屋大学 撮影場所： マラヤ大学 

2015.06.03 
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#538  第 6 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 6 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】 

6月18日に本院と南部ベトナム拠点病院のチョーライ病

院との間で第6回テレカンファレンスが実施されました。

今回のトピックはICU看護、特に術後管理に関するもので

した。当日はチョーライからはICU看護師など約15名、

本院からは看護部、ICUの看護師など約15名、九州大学

から通信システム支援で1名が参加しました。チョーライ

病院からは同院ICU及びICU看護の紹介、筑波大学附属病

院からは人工呼吸器患者の譫妄に関する発表があり、そ

の後活発な討論が行われました。 

【期日】2015.06.18 

 【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) 

  

筑波大学会場の様子。 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：筑波大学 

 

  

筑波大学から提示されたスライド。 チョーライ病院から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 

  

モニタに映し出される３地点。 筑波大学から参加したDr. 秋山。 

撮影場所: 筑波大学 撮影場所：筑波大学 

2015.06.18 
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#540  第７回 国際消化器ワークショップ 
【イベント名】 

第７回 国際消化器ワークショップ 
【概要】 

コロンビアで開催された内視鏡のワークショップへ向

け、日本から初めてのライブデモンストレーションが行

われた。日本では土曜日の午前中であるにも関わらず、

神戸と京都から最新機器を使用した早期癌の診断と内視

鏡的切除術が披露された。最初京都からの音声が出ない

と言った会場でのテクニカルな問題が発生したが、途中

から改善され全体として素晴らしい会となった。多くの

参加者から賞賛の声を頂いた。 

【期日】2015.06.27 

 【会場】 

クラウンプラザ テケンダマ ボゴタ (コロンビア), 

佐野病院 (日本), 

武田総合病院 (日本) 

  

発表を行う九州大学病院のDr. 清水。 Crowne Plaza Tequendama Bogotaでの会場の様子。 

撮影場所：Crowne Plaza Tequendama Bogota 撮影場所：Crowne Plaza Tequendama Bogota 

 

  

佐野病院からの内視鏡手術ライブ映像。 武田総合病院からの内視鏡手術ライブ映像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

佐野病院で手術を行ったDr. 佐野(中央)。 武田総合病院で手術を行ったDr. 滝本(左)。 

撮影場所: 佐野病院 撮影場所：武田総合病院 

2015.06.27 
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#543  コロンビア・バジェ大学とのテレカンファレンス 
【イベント名】 

コロンビア・バジェ大学とのテレカンファレンス 
【概要】 

南米コロンビアのバジェ大学病院から初めて研修に招聘

されたDr. Jessicaの研修報告会は終始和やかな雰囲気の

中で行われた。自分の病院と接続しスタッフや同僚へ日

本での経験を紹介できたことは、彼女のみならず現地の

スタッフにとっても非常に有意義なものであった。接続

に関しては当初苦労もあったものの、最終的には静止画

は十分に共有できるレベルとなった。今後学術回線を含

め、画像・音声の品質向上の可能性を探っていきたい。 

【期日】2015.07.10 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

コロンビア・バジェ大学病院 (コロンビア) 

  

九州大学病院から研修報告を行ったDr. Jessica。 コロンビア・バジェ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 

  

九州大学病院での研修について発表を行う。 モニタに映し出されるスライドと2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 

  

福岡の祭りについて紹介したスライド。 テレカンファレンスはカジュアルな雰囲気で進められた。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.07.10 
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#544  第１回 日本東洋医学会福岡県部会 
【イベント名】 

第１回 日本東洋医学会福岡県部会 
【概要】 

平成27年度第1回目の日本東洋医学会福岡県部会が開催

された。今回は疼痛に関してのテーマで、運動器の痛み、

腹痛・頭痛に関してそれぞれDr. 田原, Dr. 貝沼が教育講

演を行い、最後にDr. 井上が症例を提示し、症例検討会が

行われた。宮崎と2地点で活発な議論が行われた。接続は

安定していたが、演者のマイクの持ち方の変化によって

接続先への音声が途切れる場面があった。 

【期日】2015.07.12 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

宮崎大学 (日本) 

  

座長を務めるDr. 田原。 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 

  

提示されたスライド。 スクリーンに映し出される２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 

  

発表を行うDr. 貝沼。 質問を行う会場の参加者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.07.12 
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#545  第 17 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 17回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス 
【概要】 

今回は中国側で準備された７症例についてディスカッシ

ョンを行った。そのうちの１症例は最近北京に開院した

大規模な病院である北京清华长庚医院のスタッフから提

示された。このテレカンファレンスは会を経る毎に中国

側での参加者が増加している。また日本側では今回初め

て東京大学のDr. 藤城に順天堂大学から参加し、様々なコ

メントをいただいたことにより、討論をさらに有意義な

ものにすることができた。 

【期日】2015.07.15 

 【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), 

南方医科大学 南方医院 (中国) 

  

コメントするDr. 八尾（左）。 接続された5地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

テレポインターを用いた病理画像のディスカッション。 提示された内視鏡画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

プレゼンテーションに注目する参加者たち。 復旦大学中山病院での会場の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：復旦大学中山病院 

2015.07.15 
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#547  ドミニカ共和国研究教育ネットワーク(RADEI)との
#547  テレカンファレンス

【イベント名】

ドミニカ共和国研究教育ネットワーク(RADEI)とのテ
レカンファレンス 

【概要】 

ドミニカ共和国から初めての研修医師を迎え、帰国前の

研修報告のために母国とのテレカンファランスを実施し

た。Dr. Yolenaの研修のプレゼンテーションについて議論

が盛り上がった。ドミニカ共和国と日本は共に胃癌の多

い共通点があり、今後も少しずつコミュニケーションの

継続が望まれる。音声や映像に関する技術的問題はなか

った。 

【期日】2015.07.29 

. 【会場】

九州大学病院 日本

ドミニカ共和国研究教育ネットワーク(RADEI) (ドミニカ

共和国) 

  

九州大学病院から研修報告を行ったDr. Yolena。 ドミニカ共和国研究教育ネットワークでの会場の様子。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ドミニカ共和国研究教育ネットワーク 

J

 

九州大学病院での研修について発表を行う。 モニタに映し出される２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

  

福岡の観光地について紹介したスライド。 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

 
2015.07.29 
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#548  第 2 回 遠隔相談 
【イベント名】 

第 2 回 遠隔相談 
【概要】 

海外に駐在している日本人実患者に対する遠隔医療相談の

実施例である。実患者への遠隔医療相談では2例目である。

京都出身でタイへ滞在中の日本人男性に整形外科疾患があ

り、帰国治療するべきか、タイでの治療を受けるべきかの相

談を患者からリクエストのあった京都第二赤十字病院の日

下部病院長（整形外科）と田中聖人医師に対応していただい

た。途中ネットワークが悪く充分なコミュニケーションがと

れず、患者へのサービスの課題として強く認識した。 

【期日】2015.08.03 

 【会場】 

京都第二赤十字病院 (日本), 

タイ赤十字社 (タイ), 

九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院での会場の様子。 コーディネート役の九州大学病院Dr. 中島。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

京都第二赤十字病院から問診を行う日下部病院長。 モニタに表示された３接続地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院では映像表示に大きな２つのモニタを使用した。 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 

2015.08.03 
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#549  NASATI オフィスとのテレカンファレンス 
【イベント名】 

NASATI オフィスとのテレカンファレンス 
【概要】 

ベトナムのNASATIオフィスから遠隔医療技術トレーニ

ング招聘プログラムに参加したTinhさんが一か月間のト

レーニングの成果についてプレゼンテーションを行っ

た。本テレカンファレンスはVidyoシステムにより接続さ

れ、自施設とのコーディネートや接続テストはすべて

Tinhさん自身が行った。NASATIオフィスからは以前同

様のプログラムで招聘されたMinhさんが参加し、和やか

な会となった。 

【期日】2015.08.04 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

VINAREN (ベトナム) 

  

九州大学病院から研修報告を行ったMr. Tinh。 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 

 

  

九州大学病院での研修について発表を行う。 モニタに映し出される２地点の様子。右はMinhさん。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

日本食について紹介したスライド。 モニタに注目する研修生たち。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.08.04 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#550  第 6 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 6 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【概要】 

最初にコスタ・リカ大学より発表されたquality indicatorsを用いた

安全管理はまさにアメリカが先進的に取り組んでいる内容で、日本

では取り上げられない内容で参考になった。スクリーニングにおけ

る前処置薬、治療後サーベイランスなどは世界的にも統一された見

解は存在しないため、議論が盛り上がった。ラテンアメリカ大陸の

歴史的背景よりアメリカもしくはヨーロッパ大陸いずれの国から影

響を受けているかの違いがプレゼンテーションに表れており興味深

かった。終始、胃癌への高い関心が示されたディスカッションであ

り、ラテンアメリカとの国際交流の重要さを改めて感じた。 

【期日】2015.08.06 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), アレマナ病院 (チリ), サンパウロ大学 ヒ
ベロンプレト病院 (ブラジル), ブラジル癌研究所 (ブラジル), 
Rede Universitaria de Telemedicina (ブラジル), バレトス が
ん病院 (ブラジル), ゴンザレス総合病院 (メキシコ), シャープマ
サトラン病院 (メキシコ), セドナ病院 (メキシコ), メキシコ癌研
究所 (メキシコ), コスタ・リカ大学 (コスタリカ), カリ・ザビエ
ル大学 (コロンビア), ボリビア・日本消化器センター (ボリビア) 

  

九州大学病院での会場の様子。 モニタに映し出される９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 

 

  

コスタ・リカ大学から提示されたスライド。 提示された内視鏡画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ストリーミング受信で参加したカトマンズモデル病院。 セッション開始前に広島の被爆者へ黙祷が捧げられた。 

撮影場所: カトマンズモデル病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.08.06 
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#551  第 2 回 ジャパン ラボ 
【イベント名】 

第 2 回 ジャパン ラボ 
【概要】 

本イベントはシアトル科学財団で開催された日本人医師

用の耳科手術教育コース（Japan Lab 2015）のプログラ

ムの一つとして開催され、日本の４大学の耳鼻咽喉科教

室が参加し、双方向に画像と音声を共有した。教育コー

スに参加した医師は献体に対して行った手術について発

表を行い、日本からの質疑応答や追加の手術手技のリク

エストなども出された。各施設とも接続障害などは見ら

れず、活発な議論が行われ成功裏に終了した。 

【期日】2015.08.06 

 【会場】 

宮崎大学 (日本), 
九州大学病院 (日本), 
京都大学 (日本), 
シアトル科学財団 (アメリカ合衆国), 
琉球大学 (日本) 

  

モニタに映し出される5地点の様子。 シアトルで進行を務める宮崎大学のDr. 東野(右)。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

  

シアトル科学財団での会場の様子。 献体を用いた手術のライブ映像。 

撮影場所：シアトル科学財団 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院から参加したDr. 松本(左)。 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 

2015.08.06 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#552  第 40 回 APAN 会議 胎児医療 
【イベント名】 

第 40 回 APAN 会議 胎児医療 
【概要】 

今回で８回目となる胎児セッションでは、マラヤ大学が

新たに参加し、計８施設が接続した。各施設間で知識、

経験を共有することが出来、非常に有益な会となった。

残る課題としては、音質、映像に改善の余地があるよう

に見受けられた。最後に、Dr. Zalehaの深く温かい激励の

お言葉をもってセッションは無事閉会した。 

【期日】2015.08.11 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), マヒドン大学シリラ病院 (タ
イ), セベラス・マレット大学 Moewardi 病院 (インドネ

シア), 香港大学 (香港), 日本大学 (日本), 東北大学 (日
本), バックマイ病院 (ベトナム), マニラ大学総合病院 
(フィリピン) 

  

コメントする座長のDr. Zaleha。 モニタに映し出される８地点の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：マラヤ大学 

  

提示されたスライド。 提示された心エコー画像のスライド。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：マラヤ大学 

  

マヒドン大学シリラ病院での会場の様子。 マニラ大学総合病院での会場の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：マラヤ大学 

2015.08.11 
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#554  第 40 回 APAN 会議 肝胆膵 
【イベント名】 

第 40 回 APAN 会議 肝胆膵 
【概要】 

本セッションは肝胆道手術というテーマのもと、計16施

設が参加した。多くの施設が参加したため、音声システ

ムなどの技術的な問題も見られたが、肝胆膵分野の参加

者間の固い友情の絆により、セッションは無事終了した。

割り当てられた時間が90分と限られていたので、16施設

が参加するには少し不十分であったように思われる。 

【期日】2015.08.12 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), ソウル大学ブンダン病院 (韓
国), GB パント病院 (インド), 北京がんセンター (中国), 
カトマンズモデル病院 (ネパール), サンウェイ・メディカ

ル・センター (マレーシア), 国立腎臓・移植センター (フ
ィリピン), ビエット ドゥック 病院 (ベトナム), アイル

ランガ大学 (インドネシア), 千葉大学 (日本), 東北大学 
(日本), 北海道大学 (日本) 

  

コメントするソウル大学のDr. Han（中央）。 モニタに映し出される16地点の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：九州大学病院 

 

  

提示されたスライド。 提示された手術映像。 

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。 千葉大学での会場の様子。 

撮影場所: 北海道大学 撮影場所：千葉大学 

2015.08.12 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#555  第 40 回 APAN 会議 AIG 
【イベント名】 

第 40 回 APAN 会議 AIG 
【概要】 

セッション主催者として、セッションが円滑に進行したことは

喜ばしい限りであった。細かな問題点が数点あったものの、音

質、画質ともに満足のゆく結果となった。本セッションでは経

口内視鏡的筋層切開術（POEM）という消化器専門医の間で普

及しつつある技術をテーマとし、世界各国のPOEM専門医たち

が一堂に会し、相互に意見を交わした。各参加者からは有益な

意見が数多く出され、セッション参加者は皆、本セッションを

通してPOEMについての新たな知見を得ることが出来た。 

【期日】2015.08.12 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), クリス・オブライエン ライフ

ハウス (オーストラリア), 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), 
復旦大学中山病院 (中国), ライエル マクユーイング 病
院 (オーストラリア), マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 
108 陸軍中央病院 (ベトナム), 九州大学病院 (日本) 

  

108 陸軍中央病院での会場の様子。 モニタに映し出される10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 

 

  

提示されたスライド。 提示されたX線画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

アジア消化器センターでの会場の様子。 復旦大学中山病院での会場の様子。 

撮影場所: アジア消化器センター 撮影場所：復旦大学中山病院 

 

2015.08.12 
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#556  第 40 回 APAN 会議 内視鏡 
      (第 5 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス) 

【イベント名】 

第 40 回 APAN 会議 内視鏡 
(第 5 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス) 

【概要】 

16施設の参加により自己紹介だけでもかなりの時間を要した。

発表が中心となり十分な議論を行う時間が不足していた点が残

念である。ただその制約の中Dr. Ho、Dr. Rungsunの司会の力量

は圧巻である。内容も早期胃癌のスクリーニングから消化管、胆

道、静脈瘤に対する治療内視鏡と幅広く大変興味深い内容であっ

た。ECEは元来学会にも引けを取らないハイレベルな症例検討

である。その中でも今回の内容は参加した全員を満足させるだけ

のコンテンツを有していた。カンファランスの本質はデスカッシ

ョンにあるだけに、回線トラブルに備えて緩衝的な時間配分を踏

まえたプログラム選定も重要な要素であることを改めて感じた。 

【期日】2015.08.12 

 【会場】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), チャンギ総合病院 (シンガ
ポール), シンガポール総合病院 (シンガポール), タン ト
ク セン病院 (シンガポール), ディーナナス・マンゲッシ
ュカー病院 (インド), グローバルホスピタル（ムンバイ） 
(インド), 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), オスロ大学病院 (ノルウェー), チョー
ライ病院 (ベトナム), 建国大学病院 (韓国), 名古屋大学 
(日本), 国立がん研究センター中央病院 (日本), 九州大学
病院 (日本), 近畿大学 (日本) 

  

司会を務めるDr. Ho（左） とDr. Rungsun（右）。 モニタに映し出される16地点の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：九州大学病院 

 

  

提示された病理画像のスライド。 提示された内視鏡手術の映像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

グローバルホスピタル（ムンバイ）での会場の様子。 タン トク セン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 

 
2015.08.12 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#557  第 40 回 APAN 会議 低侵襲外科 
【イベント名】 

第 40 回 APAN 会議 低侵襲外科 
【概要】 

本セッションでは各施設から計５つの低侵襲手術に関す

る症例が提示され、低侵襲手術における合併症予防のた

めの興味深い提案ポイントについて協議した。カリフォ

ルニア大学サンフランシスコ校医療センターからの発表

の際、技術的な問題がいくつか生じたものの、幸いにも

それら問題を修正することが出来たため、VDO症例に関

する発表はスムーズに進行した。 

【期日】2015.08.13 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), カリフォルニア大学サンフラ

ンシスコ校 医療センター (アメリカ合衆国), チュラロン

コン大学 (タイ), バジラ病院 (タイ), ラジャビティ病院 
(タイ), マヒドン大学シリラ病院 (タイ), セントルークス

医療センター（ケソン市） (フィリピン), 九州大学病院 
(日本) 

  

チュラロンコン大学の会場の様子。 モニタに映し出される７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 

 

  

提示された内視鏡手術の映像。 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 

  

セントルークス医療センターでの会場の様子。 九州大学病院から参加したDr. Irina (左)とDr. 大内田 (右)。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.08.13 
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#558  第 40 回 APAN 会議 -インドネシアライブ 
【イベント名】 

第 40 回 APAN 会議 -インドネシアライブ 
【概要】 

今回インドネシア大学から国内の基幹病院へ初めての内

視鏡ライブデモンストレーションが行われ、日本からは

神戸大学と九州大学が参加した。本セッションにおける

各施設の接続状況は良好で、また非常に有益な議論も交

わされ、大変素晴らしい会となった。本セッションを通

して、これまでにない新規の方法で消化器病や内視鏡技

術についての知識を共有することが出来た。 

【期日】2015.08.13 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), 
インドネシア大学 (インドネシア), 
アイルランガ大学 (インドネシア), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア), 
神戸大学 (日本), 
九州大学病院 (日本) 

  

スマトラウタラ大学での会場の様子。 モニタに映し出される6地点の様子。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：マラヤ大学 

  

インドネシア大学からの内視鏡手術ライブ映像。 提示された病理画像のスライド。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：九州大学病院 

  

神戸大学での会場の様子。 コメントする九州大学病院のDr. 麻生（右）。 

撮影場所: 神戸大学 撮影場所：マラヤ大学 

2015.08.13 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#559  第 40 回 APAN 会議 -トレーニングレポート 
【イベント名】 

第 40 回 APAN 会議 -トレーニングレポート 
【概要】 

遠隔医療技術トレーニング招聘プログラムにインドネシ

ア、ネパール、タイから参加した5名のエンジニアが自施

設を接続して一か月間のトレーニングの成果についてプ

レゼンテーションを行った。本カンファレンスはAPANの

一セッションとして、Mr. Tunggul とMr. Gunjanがチー

フエンジニアとなり、テスト調整など彼ら自身で行った。

残念ながらネパールは技術者不在のため接続できなかっ

たが、それ以外は接続状況もよかった。 

【期日】2015.08.13 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), ブラウィジャヤ大学 (インド

ネシア), ハラパンキタ小児医療センター (インドネシア), 
アイルランガ大学 (インドネシア), トリプバン大学 医学

部 (ネパール), ソンクラー大学 (タイ), NASATI オフィ

ス (ベトナム), 九州大学病院 (日本) 

  

司会を務めるDr. 清水（右）とMr. Satya（左）。 九州大学病院から研修報告を行った研修生たち。 

 撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：九州大学病院 

 

  

九州大学病院での研修について発表を行う。 モニタに映し出される7地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マラヤ大学 

  

福岡のショッピングセンターについて紹介したスライド。 マラヤ大学での会場の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：マラヤ大学 

2015.08.13 
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#560  エンジニアワークショップ 
【イベント名】 

エンジニアワークショップ 
【概要】 

今回のAPAN会議へは、遠隔医療技術トレーニング招聘プ

ログラムによりアジア各国より16名の参加者、また7名の

指導者を招聘した。最終日に行われたこのワークショッ

プでは、一日かけて参加者からトレーニングの成果につ

いてプレゼンテーションが行われた。初めての試みであ

ったが有意義な会となり、ヒューマンネットワークの更

なる広がりや、今後よりよいトレーニングプログラムの

作成に活かしていきたい。 

【期日】2015.08.14 

 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), 
九州大学病院 (日本) 

  

マラヤ大学での会場の様子。 コメントするマラヤ大学のDr. Ho。 

撮影場所：マラヤ大学 撮影場所：マラヤ大学 

  

提示されたスライド。 モニタに映し出される2地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マラヤ大学 

  

九州大学病院での会場の様子。 ランチタイムにおける技術者たちの情報交換の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：マラヤ大学 

2015.08.14 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#561  第 2 回 胃拡大内視鏡研究会 
【イベント名】 

第 2 回 胃拡大内視鏡研究会 
【概要】 

福岡で定期開催されている第１４回九州胃拡大内視鏡研

究会を，東京の順天堂大学と神戸大学へ中継した。福岡

からのプレゼンテーションに加え、順天堂大学からもプ

レゼンテーションを行った。３つの中継カ所からリアル

タイムにデスカッションを行った。画像診断の研究会で

あるが、画質もよく、音声も明瞭であった。 

【期日】2015.08.22 

 【会場】 

レソラ天神 (日本), 
順天堂大学 (日本), 
神戸大学 (日本) 

  

レソラ天神での会場の様子。 順天堂大学での会場の様子。 

撮影場所：レソラ天神 撮影場所：順天堂大学 

  

提示された病理画像のスライド。 モニタに映し出される３地点の様子。 

撮影場所：レソラ天神 撮影場所：レソラ天神 

  

神戸大学での会場の様子。 質問を行う会場の参加者。 

撮影場所: 神戸大学 撮影場所：レソラ天神 

2015.08.22 



TEMDEC 活動報告 2015

112 

#563  第 2 回インドネシア大学からのライブデモ 
【イベント名】 

第 2 回インドネシア大学からのライブデモ 
【概要】 

神戸大学からインドネシア大学チプト病院に4名の医師

が内視鏡指導を行っていた。その際、EUSを用いて十二

指腸より胆管を穿刺しチューブを挿入する新しい手技を

ライブデモンストレーションした。その映像をスラバヤ

のアイルランガ大学に送信し、手技のポイントなどをレ

クチャーし、活発な議論が展開された。このような試み

により、ジャカルタ以外のインドネシアの都市でも遠隔

通信で教育ができる可能性が示唆された。 

【期日】2015.09.02 

 【会場】 

インドネシア大学 (インドネシア), 
アイルランガ大学 (インドネシア) 

  

主催者であるDr. Dadang(右)とDr. 東(左)。 インドネシア大学でのデモンストレーションの様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

インドネシア大学からの内視鏡手術のライブ映像。 インドネシア大学からの超音波内視鏡画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

アイルランガ大学での会場の様子。 神戸大学、インドネシア大学のドクター達。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.09.02 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#564  第 15 回 福岡内視鏡手術フォーラム 
【イベント名】 

第 15 回 福岡内視鏡手術フォーラム 
【概要】 

今回の福岡内視鏡手術フォーラムは、器材の洗浄・滅菌

をテーマに開催された。３施設より手術器材の洗浄・滅

菌についての現状の発表後、｢確実な滅菌のために｣とい

う演目で洗浄・滅菌の基礎知識から各施設での工夫など

具体例を盛り込んだ講演が行われた。洗浄滅菌について

は手術室に勤務する看護師にとっては大変興味深いもの

であり、日常の勤務の中で役立つヒントが得られたので

はないかと思われた。 

【期日】2015.09.04 

 【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) 

  

総合司会を務めるNs. 高松(左)とNs. 一法師(右)。 藤元総合病院での会場の様子。 

撮影場所：アクロス福岡 撮影場所：アクロス福岡 

  

提示されたスライド。 モニタに映し出される４地点の様子。 

撮影場所：アクロス福岡 撮影場所：アクロス福岡 

  

アクロス福岡での会場の様子。 産業医科大学での会場の様子。 

撮影場所：アクロス福岡 撮影場所：産業医科大学 

2015.09.04 
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#566  チュラロンコン大学との感染症テレカンファレンス 
【イベント名】 

チュラロンコン大学との感染症テレカンファレンス 
【概要】 

Dr. Pitaksは、感染の領域としては初めて１か月の研修プ

ログラムに参加したタイの医師である。福岡での滞在を

通じて学んだ日本の感染症診療および対策を、スライド

を使って紹介した。九大病院以外のいくつかの市中病院

への見学も含め、両国の特徴を簡潔にまとめてくれた。

続いて、両大学から、お互いの結核の現状を報告した。

接続状態は良好であった。週末に多くの観光地を訪れ、

日本の様々な文化を体験していたことも印象深かった。 

【期日】2015.09.08 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 
チュラロンコン大学 (タイ) 

  

発表を行うDr. Pitaks (左)。 チュラロンコン大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示されたスライド。 モニタに映し出される2地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：チュラロンコン大学 

  

福岡の神社について紹介したスライド。 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 

2015.09.08 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#567  メキシコ消化器内視鏡学会 
【イベント名】 

メキシコ消化器内視鏡学会 
【概要】 

メキシコ消化器内視鏡学会の歴史上初めてとなる日本か

らの内視鏡ライブを行った。日本では時期がちょうどシ

ルバーウィークの祝日と重なったため、１か所は韓国に

お願いすることとなった。前日の国内ライブデモンスト

レーションの際にはネットワーク上のトラブルがあった

が、本セッションではその問題も解決され素晴らしいプ

ログラムとなった。来年の学会でも日本からのライブが

決定し、今後メキシコとの協力をより一層推進したい。 

【期日】2015.09.21 

 【会場】 

マサトラン 国際センター (メキシコ), 
京都府立医科大学 (日本), 
アサン医療センター (韓国) 

  

マサトラン 国際センターでの会場の様子。 京都府立医科大学で手術を行ったDr. 吉田(右)。 

撮影場所：マサトラン 国際センター 撮影場所：九州大学病院 

  

京都府立医科大学からの内視鏡手術ライブ映像。 スクリーンに映し出される３地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マサトラン 国際センター 

  

アサン医療センターでの会場の様子。 会場でサポートを行った両国のエンジニアチーム。 

撮影場所：アサン医療センター 撮影場所：マサトラン 国際センター 

2015.09.21 
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#569  第 3 回 国立大学病院国際化プロジェクト全国会議 
【イベント名】 

第 3 回 国立大学病院国際化プロジェクト全国会議 
【概要】 

第３回目の医師・技術者合同会議では整形外科や胎児、

ロシアなど新しい遠隔医療教育プログラムのための分科

会構築、また発展途上国への古い医用機材の寄付支援に

ついて議論がなされた。技術面では運用の問題点やマニ

ュアル作成などについて議論が行われた。現地参加が困

難な１０大学からの遠隔参加があり、若干の音量のアン

バランスさがあったものの、全体としてはスムーズな接

続が実現できた。 

【期日】2015.09.30 

 【会場】 

京王プラザホテル札幌 , 旭川医科大学 ,  筑波大学 , 
千葉大学 , 浜松医科大学 , 名古屋大学 ,  岡山大学 , 
山口大学, 佐賀大学, 大分大学, 鹿児島大学 (すべて日本) 

  

京王プラザホテル札幌での会場の様子。 大分大学での会場の様子。 

撮影場所：京王プラザホテル札幌 撮影場所：大分大学 

  

提示されたスライド。 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  

  

筑波大学での会場の様子。 山口大学での会場の様子。 

撮影場所: 筑波大学 撮影場所: 山口大学 

2015.09.30 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#570  第 7 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 7 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】 

第7回はこれまで長い間協力している心臓血管外科に関

するカンファレンスでした。ベトナム側からの要望で今

回フエ中央病院が初めてオブザーバー参加しました。チ

ョーライ病院からは妊婦の解離性大動脈瘤の症例、筑波

大学附属病院からは弓部大動脈瘤に対する頸部分枝にバ

イパスを作成してからステントグラフト手術を行う

Debranched TEVARを施行した症例に関する発表があ

り、それぞれの症例に関して活発な討論が行われました。 

【期日】2015.10.02 

 【会場】 

筑波大学 (日本), 
チョーライ病院 (ベトナム), 
フエ中央病院 (ベトナム), 
九州大学病院 (日本) 

  

コメントするDr. 秋山(中央)。 フエ中央病院での会場の様子。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：九州大学病院 

  

提示されたスライド。 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 

  

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 

2015.10.02 
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#571  リオグランデ・ド・スル連邦大学ポルト・アレグレ病院との 
       テレカンファレンス 

【イベント名】 

リオグランデ・ド・スル連邦大学ポルト・アレグレ病
院とのテレカンファレンス 

【概要】 

本セッションでは、九州大学病院で1か月間研修したDr. 

Jeronimoが、自施設と接続して九州大学滞在における成

果報告を行った。ブラジル側は初めての接続でしかも朝

早い時間帯であったにも関わらずテクニカルな準備にも

非常に協力的で、細かいトラブルはあったものの、概ね

良好なプログラムとなった。次回Dr. Jeronimoが帰国し

た後は、11月に来日する予定のポルトガルとの3か所の接

続へ向け、準備を進めることとなった。 

【期日】2015.10.07 

 【会場】 

九州大学病院 (日本) 
リオグランデ・ド・スル連邦大学ポルト・アレグレ病院 (ブ
ラジル) 

  

九大病院での会場の様子。 Dr. Mario Reis Alvares-da-Silva (ポルト・アレグレ病院)。 

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1。福大病院筑紫病院への研修の様子。 提示されたスライド2。内視鏡と病理画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

活動報告を行うDr. Jeronimo。 ポルト・アレグレ病院のファビアーノ氏 (エンジニア)。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所: 九州大学病院 

 
2015.10.07 



5. イベント概要
2) 写真レポート
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#572  第 19 回 日本遠隔医療学会大会特別企画 てんかん症例検討会 
【イベント名】 

第 19 回 日本遠隔医療学会大会特別企画 
てんかん症例検討会 

【概要】 

東北大学病院てんかん科が毎月実施している症例検討会

の様子を、国内 12 施設とインドネシアの Al-Khairaat 大

学とを結んで公開しました。てんかんの症例検討会では病

歴・発作時ビデオ・脳波・神経画像・心理評価など多数の

要素を加味して治療方針を決定する必要があります。多く

の医療関係者を連結することにより、診断の質が向上する

ことはもちろん、最新のてんかん診断について学べる機会

が作られます。 

【期日】2015.10.09 

 【会場】東北大学 (日本), 仙台市戦災復興記念館 (日本),
北海道大学 (日本), 札幌医科大学 (日本), 気仙沼市立病

院 (日本), 筑波大学 (日本), 群馬大学 (日本), 信州大学 
(日本), 大芝医院 (日本), 京都大学 (日本), 徳島大学 (日
本), 九州大学病院 (日本), 潤和会記念病院 (日本), アル 
ハイラート パル大学 (インドネシア) 

  

セッションの司会を務めるDr. 中里。 検討会の司会を行う東北大学てんかん科。 

撮影場所：仙台市戦災復興記念館 撮影場所：仙台市戦災復興記念館 

 

  

症例検討で示された脳波グラフ。 症例検討で示されたMRI画像。 

撮影場所：仙台市戦災復興記念館 撮影場所：仙台市戦災復興記念館 

  

セッションに先立って基調講演を行うDr. Lowery。 遠隔参加拠点。 

撮影場所: 仙台市戦災復興記念館 撮影場所：仙台市戦災復興記念館 

2015.10.09 
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#573  第 18 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 18回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス 
【概要】 

北京協和医院をはじめとして、中国から3施設、日本から

2施設の計5施設が参加した。8病院より内視鏡医や病理学

者を含む医師らが参加し、中国の医師らが提示した早期

胃癌の症例について協議した。計7例の症例報告があり、

議論の中で多くの意見が交わされた。医師らは早期胃癌

の診断や治療についてさらなる理解を深めることが出来

た。 

【期日】2015.10.14 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 
北京協和医院 (中国), 
順天堂大学 (日本), 
南方医科大学 南方医院 (中国) 

  

コメントするDr. 八尾(手前)。 接続された５地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

テレポインターを用いた病理画像のディスカッション。 提示された内視鏡画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院での会場の様子。 九州大学病院でのテレビ会議の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所: 九州大学病院 

2015.10.14 
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2) 写真レポート
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#574  第 8 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 8 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】 

今回はチョーライ病院に加えハノイ市の108病院、フエ中

央病院が参加、九州大学病院からはベトナムからの研修

生３名も参加し,５か所を結ぶカンファレンスであった。

テーマは肝腫瘍で、チョーライ病院からは症例報告と肝

切除術症例のまとめ、筑波大学附属病院からは術シミュ

レーションシステムに関する発表があり，手術の方法（手

順）について等活発な討論が行われた。 

【期日】2015.10.02 

 【会場】 

筑波大学 (日本), 
チョーライ病院 (ベトナム), 
108 陸軍中央病院 (ベトナム), 
フエ中央病院 (ベトナム), 
九州大学病院 (日本) 

  

コメントするDr. 秋山 (中央)。 フエ中央病院での会場の様子。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：フエ中央病院 

  

提示されたスライド。 モニタに映し出される５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 

  

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 

2015.10.19 
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#575  バングラデシュ遠隔医療シンポジウム内視鏡ライブ 
【イベント名】 

バングラデシュ遠隔医療シンポジウム内視鏡ライブ 
 

【概要】 

バングラデッシュ研究教育ネットワーク（BdREN）の主

催で、初めての遠隔医療シンポジウムが開催された。1日

目の午前中には韓国ソウル大学からの手術ライブが、ま

た午後からはインドのアジア消化器センターからの内視

鏡ライブデモンストレーションが企画された。マレーシ

アから参加したDr. Hoが内視鏡セッションのモデレータ

を務め、素晴らしい会となった。今後バングラデッシュ

との協力を深めていきたい。 

【期日】2015.10.20 

 【会場】 

バンガバドゥシェイク・ムジブ医科大学 (BSMMU) (バン

グラデシュ) 

アジア消化器センター (AIG) (インド) 

九州大学病院 (日本) 

  

ライブデモセッションの様子。 AIGでの内視鏡室の様子。 

撮影場所：BSMMU 撮影場所：AIG 

 

  

３地点による遠隔会議の様子。 提示された内視鏡手術の映像。 

撮影場所：BSMMU 撮影場所：BSMMU 

  

九州大学病院での会場の様子。 Dr. 中島による基調講演 (２日目)。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：BSMMU 

2015.10.20 



5. イベント概要
2) 写真レポート

123 

#576  ベトナムとの内視鏡、技術研修報告会 
【イベント名】

ベトナムとの内視鏡、技術研修報告会 
【概要】 

ベトナムの２病院から研修に来たDr. Hoai と Dr. Viet,
エンジニアリングの研修に来たPhong氏がそれぞれ帰国

前の研修報告を自国の同僚に対して行った。カンファレ

ンスの接続については障害なかった。ベトナムからの研

修生はいずれも熱心であり、今後当院とのさらなる接続

を切望している事より、今回このようなヒューマン・ネ

ットワークが持てたことで、今後活動の発展に大いに期

待される。 

【期日】2015.10.23 

. 【会場】

九州大学病院 (日本) 
バックマイ病院 (ベトナム), 
108 陸軍中央病院 (ベトナム) 

  

九州大学病院での会場の様子。 Dr. Ngo Thi Hoai から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

 

モニタに映し出される３地点の様子。 Dr. Tran Tuan Viet から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

  

３地点を表示しながら提示されたスライド。 Le Hong Phong さんから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

2015.10.23 
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#579  タイ、ベトナム、フィリピンとの研修報告会 
【イベント名】 

タイ、ベトナム、フィリピンとの研修報告会 
【概要】 

タイ、ベトナム、およびフィリピンから１か月間の外科

研修のために滞在した３名の医師の研修報告会を、それ

ぞれ自施設を接続して行った。九州大学病院を含め４施

設のスタッフが集まり、Dr. Suphakarn, Dr. Hoang, Dr. 

Billyが、九大病院の紹介、新しく学んだ医学的な内容、

また日本で経験した様々な文化的な違いなどを紹介し

た。音声・映像共に良好で、カジュアルな雰囲気の中で

楽しい会となった。 

【期日】2015.11.05 

【会場】 

バジラ病院 (タイ), 
ビエット ドゥック 病院 (ベトナム), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン), 
九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院から研修報告を行ったDr. Suphakarn(左)。 バジラ病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：バジラ病院 

  

九州大学病院での研修についての発表。 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 

  

福岡の城跡について紹介したスライド。 ビエット ドゥック 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 

2015.11.05 
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#580  第 9 回 アジア遠隔医療シンポジウム 
【イベント名】 

第 9 回 アジア遠隔医療シンポジウム 
【概要】 

平成27年11月13日、14日に韓国・清州市にある忠北大学

病院にて第9回アジア遠隔医療シンポジウムが開催され

た。14施設の遠隔参加に加え、14か国から150人以上もの

参加者が一堂に会し、様々な発表が行われた。1日目の午

後からは第2回アジア病院長会議として、感染症に対する

アジア全体の協力について議論した。夜は自己紹介を兼

ねた懇親会を楽しんだ。 

【期日】2015.11.13 

【会場】 

忠北大学 (韓国), 四川大学 (中国), 国立台湾大学 (台湾), 
チョーライ病院  (ベトナム ), TEIN 協力センター

(TEIN*CC) (韓国), ジャワハルラール 医学教育研究大学

院 (インド), タン トク セン病院 (シンガポール), ソウ

ル大学ブンダン病院 技師自宅；ソウル (韓国), カトマン

ズモデル病院 (ネパール), マラヤ大学 (マレーシア),  
九州大学病院 (日本) 

  

メイン会場となった忠北大学。 忠北大学長からの開会挨拶。 

撮影場所：忠北大学 撮影場所：忠北大学 

  

メインホールの様子。 モニタに映し出されるスライドと６地点の様子。 

撮影場所：忠北大学 撮影場所：忠北大学 

  

会場の参加者からの質疑応答の様子。 懇親会で交流を深める参加者たち。 

撮影場所: 忠北大学 撮影場所: 忠北大学 

2015.11.13 
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#582  第 6 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 
【イベント名】 

第 6 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 
【概要】 

アジア太平洋地域という枠を越えさまざまな施設を魅了

したという点で、本会議は大きな成功を収めたと言える。

非常に興味深く、治療が困難なありとあらゆる症例が提

示された。さまざまな手技が議論される中、症例報告の

中には患者管理における最善の方針を提示するものもあ

った。オーディオとビデオの品質は開催初期より大幅に

改善され、今後より多くの施設が参加することで、この

会議はさらに発展するだろう。 

【期日】2015.11.18 

【会場】 
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), チャンギ総合病院 (シンガポール), タン 
トク セン病院 (シンガポール), ディーナナス・マンゲッシュ
カー病院 (インド), 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), チョーライ病院 (ベトナム), 香港中
文大学プリンスオブウェールズ病院 (香港), チュラロンコン
大学 (タイ), バジラ病院 (タイ), アイルランガ大学 (インド
ネシア), ノボシビルスク州立医科大学 ノボシビルスク州地
域病院 (ロシア), 名古屋大学 (日本), 九州大学病院 (日本) 

  

チュラロンコン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：チュラロンコン大学 撮影場所：肝胆道科学センター 

  

提示された病理画像のスライド。 モニタに映し出される14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 

  

香港中文大学プリンスオブウェールズ病院での会場の様子。 九州大学病院での会場の様子。 

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: 九州大学病院 

2015.11.18 
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#583  第 7 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【イベント名】 

第 7 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【概要】 

本遠隔会議では、中南米において依然として非常に重要

な疾患の一つである食道扁平上皮癌についての議論が行

われ、疫学、スクリーニング、早期診断や内視鏡治療な

ど、あらゆるトピックを検討した。 

以前に比べ技術的な状況が改善されたために、この度の

素晴らしい会議が実現し、議論の質の向上につながった。

次回会議のさらなる発展に期待したい。 

【期日】2015.11.19 

【会場】 

サンパウロ大学 (ブラジル), バレトス がん病院 (ブラジ

ル ), ブラジル研究教育ネットワーク  遠隔医療部門

(RUTE) (ブラジル), 大阪府立成人病センター (日本), ア
レマナ病院 (チリ), ゴンザレス総合病院 (メキシコ), セ
ドナ病院 (メキシコ), カリ・ザビエル大学 (コロンビア), 
ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア), コスタ・リカ大学 
(コスタリカ), 九州大学病院 (日本) 

  

主催者であるDr. Sakai (中央)。 ゴンザレス総合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 

  

提示された内視鏡画像。 モニタに映し出される１１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 

  

カリ・ザビエル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: カリ・ザビエル大学 撮影場所：九州大学病院 

2015.11.19 



TEMDEC 活動報告 2015

128 

#584  マレーシアとの技術研修報告会 
【イベント名】 

マレーシアとの技術研修報告会 
【概要】 

マレーシアプトラ大学から遠隔医療技術トレーニング招

聘プログラムに参加したRafizanさんが２週間のトレー

ニングの成果についてプレゼンテーションを行った。本

テレカンファレンスはRafizanさんの施設とマレーシア

の基幹施設であるマラヤ大学が接続され、自施設とのコ

ーディネートや接続テストはすべてRafizanさん自身が

行った。マラヤ大学からは技術担当のHelmyさんらエン

ジニアチームが参加し、和やかな会となった。 

【期日】2015.11.19 

【会場】 

マレーシアプトラ大学 (マレーシア), 
マラヤ大学 (マレーシア), 
九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院から研修報告を行ったMr. Rafizan (左)。 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 

  

九州大学病院での研修についての発表。 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 

  

新幹線について紹介したスライド。 テレカンファレンスはカジュアルな雰囲気で進められた。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.11.19 
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#585  ポルトガル、プラジルとの内視鏡研修報告会 
【イベント名】 

ポルトガル、プラジルとの内視鏡研修報告会 
【概要】 

ポルトガルとブラジルとの初めてのテレカンファランス

を実施した。音声や映像に関する技術的問題はなかった。

Dr. Anaの研修のプレゼンテーションについて議論が盛り

上がった。ポルトガルで実施したと思われるスパイグラ

スの映像が極めて鮮明であり、ヨーロッパ諸国の高い臨

床レベル表したプレゼンテーションであった。今後も各

地点間におけるコミュニケーションの継続が期待され

る。 

【期日】2015.11.20 

【会場】 

ポルト大学 医学部, サン ジョアン中央病院 (ポルトガル), 
リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポルト・アレグレ病院 (ブラジル), 
九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院から研修報告を行ったDr. Ana (中央)。 ポルト大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所: ポルト大学 

  

九州大学病院での研修についての発表。 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 

  

福岡の観光スポットについて紹介したスライド。 ポルト・アレグレ病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ポルト・アレグレ病院 

2015.11.20 
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#586  フィリピンとの内視鏡、外科研修報告会 
【イベント名】 

フィリピンとの内視鏡、外科研修報告会 
【概要】 

フィリピンから１か月の研修に訪れていたDr. Anthony 

とDr. Naranjoが、自分の病院を接続してそれぞれ内視鏡

と外科に関する帰国前の研修報告を行った。特に国立腎

臓・移植センターは２人が勤務していることもあり、ま

たつい先日まで九大で研修していたDr. Billyも参加し多

くの聴衆が集まった。マニラ総合病院にはDr. Anthonyの

教え子たちが揃い、２人の発表に耳を傾けていた。この

ような研究後の報告会は、今後も是非続けて行きたい。 

【期日】2015.11.27 

【会場】 

国立腎臓・移植センター (フィリピン), 
フィリピン大学 マニラ総合病院 (フィリピン), 
九州大学病院 (日本) 

  

研修報告を行ったDr. Naranjo(左)とDr. Anthony(右)。 国立腎臓・移植センターでの会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院での研修についての発表。 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 

  

日本食について紹介したスライド。 マニラ大学総合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 

2015.11.27 
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#587  ベトナムとの内視鏡、技術研修報告会 
【イベント名】 

ベトナムとの内視鏡、技術研修報告会 
【概要】 

ベトナムからトレーニング招聘プログラムに参加した内

視鏡医のDr. AnhとエンジニアのMr. Quyがトレーニング

の成果についてプレゼンテーションを行った。接続実績

のあるベトナムの6つの病院とベトナムの学術ネットワ

ーク組織が接続され、自施設とのコーディネートや接続

テストはすべてMr. Quyが行った。接続の状況は非常によ

く、今後のベトナムにおける活動の広がりが楽しみであ

る。 

【期日】2015.11.27 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 108 陸軍中央病院 (ベトナム),  
バックマイ病院 (ベトナム), フエ中央病院 (ベトナム),  
NASATI オフィス (ベトナム), ビエット ドゥック 病院 (ベトナム),  
E ホスピタル (ベトナム) 

  

研修報告を行ったDr. Anh (左)とMr. Quy (右)。 フエ中央病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：フエ中央病院 

  

九州大学病院での研修についての発表。 モニタに映し出されるスライドと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 

  

福岡の神社について紹介したスライド。 108 陸軍中央病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所: 108 陸軍中央病院 

2015.11.27 
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#590  中国との内視鏡研修報告会 
【イベント名】 

中国との内視鏡研修報告会 
【概要】 

上海交通大学２病院と九大とのテレカンファランスを実

施した。音声や映像に関する技術的問題はなかった。Dr. 

Luの研修報告に加え、上海交通大学第一人民病院松江分

院からのプレゼンテーションに対する活発な議論がなさ

れ、非常に内容の濃い研修報告になった。複数人の研修

報告は一方通行になりがちであるが、今回は相互方向デ

スカッションが行え、素晴らしいテレカンファランスと

なった。 

【期日】2015.12.15 

【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) 

  

九州大学病院から研修報告を行ったDr. Lu (左)。 上海交通大学第一人民病院松江分院での会場の様子。 

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松江分院 

  

九州大学病院での研修についての発表。 モニタに映し出される２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 

  

日本食について紹介したスライド。 上海交通大学第一人民病院虹口分院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.12.15 
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#591  何大学とのテレカンファレンス 
【イベント名】 

何大学とのテレカンファレンス 
【概要】 

九州大学と中国遼寧何氏医学院との国際学術協定に基づ

き、両大学眼科間での症例検討会を行った。両大学から

興味ある症例を1例ずつプレゼンし、活発な議論を行っ

た。九大の症例は網膜静脈閉塞症の分子標的治療プロト

コルについて、日中間の違いについて意見交換した。中

国遼寧何氏医学院の症例は難治性緑内障について適切な

手術治療法について議論した。 

【期日】2015.12.18 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 
遼寧何氏医学院 (中国) 

  

遼寧何氏医学院から発表を行ったDr. Lin。 モニタに映し出される２地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：遼寧何氏医学院 

  

提示された眼底画像。 提示されたOCT画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院での会場の様子。 遼寧何氏医学院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：遼寧何氏医学院 

2015.12.18 
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#593  超音波内視鏡テレカンファレンス 
【イベント名】 

超音波内視鏡テレカンファレンス 
【概要】 

日本の４つの施設とタイ、シンガポールを結んでの初め

ての超音波内視鏡テレカンファランスを実施した。一部

の施設で接続に関する技術的問題が発生した。プラダム

チャイ医師のレクチャーは我々日本人には馴染みの浅い

共焦点内視鏡に関するものであったため、初歩的な質問

を行うのみでディスカッションには至らなかった。今後

の継続的なカンファランスの実施で、双方向のコミュニ

ケーションが深まる題材の選択が望まれる。 

【期日】2015.12.24 

 【会場】 

チュラロンコン大学 (タイ), 
埼玉医科大学 (日本), 
愛知県がんセンター (日本), 
東京大学 (日本), 
シンガポール総合病院 (シンガポール), 
九州大学病院 (日本) 

  

チュラロンコン大学での会場の様子。 埼玉医科大学から参加したDr. 良沢(右)。 

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。 モニタに映し出される５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 

  

九州大学病院での会場の様子。 東京大学から参加したDr. 伊佐山(左)。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2015.12.24 
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#594  ロシアナースカンファレンス 
【イベント名】 

ロシアナースカンファレンス 
【概要】 

日本とロシアを接続した初めてのナースカンファランス

が実施された。接続の問題があったが、事前にロシア語

のスライド用意した上で、筑波大学のDr. Alexによるロシ

ア語翻訳のサポートのおかげで、コミュニケーションが

スムーズであった。ロシアの看護師は多数の業務を兼任

しながら年間２万件の内視鏡を実施しており、当院の業

務改善にも参考になる点が多いと感じた。今後の継続的

交流による情報交換が望まれる。 

【期日】2016.01.12 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 
筑波大学 (日本), 
ノボシビルスク州立医科大学 ノボシビルスク州地域病

院 (ロシア) 

  

ノボシビルスク州地域病院での会場の様子。 モニタに映し出される３地点の様子。 

撮影場所：ノボシビルスク州地域病院 撮影場所：九州大学病院 

  

ノボシビルスク州地域病院から提示されたスライド。 筑波大学から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 

  

九州大学病院での会場の様子。 筑波大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：筑波大学 

2016.01.12 
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#595  第 19 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 19回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス 
【概要】 

中国４病院と九大との早期胃癌カンファレンスを実施し

た。音声や映像に関する技術的問題はなかった。 

５症例がカンファレンスとして実施され、病理診断が食

い違う事が多いため日本と中国の診断用語の意味を相互

に確認する場面が多かった。相方向ディスカッションが

行え、素晴らしいテレカンファレンスという印象であっ

た。 

【期日】2016.01.13 

 【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), 
南方医科大学 南方医院 (中国) 

  

九州大学病院からコメントするDr. 八尾。 モニタに映し出される５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 

  

提示された内視鏡画像。 テレポインターを用いた病理画像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 

  

復旦大学中山病院での会場の様子。 順天堂大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.01.13 



5. イベント概要
2) 写真レポート

137 

#597  第 41 回 APAN 会議 テクノロジー 2 
【イベント名】 
第 41 回 APAN 会議 テクノロジー 2 

【概要】 

遠隔会議システムにおいては、参加者が会話を成立させ

るための画像と音声以外に、情報共有を助けるツールが

あると会議進行を向上させる。テクノロジー2では、

TEMDECとユニゾンシステムズで共同開発を行ってい

るFOOTAGEシステムを紹介した。セッション中に

Google Formによるライブアンケートをとり、セッション

参加者に対して、ツールが遠隔会議の助けとなることを

理解されたことがわかった。 

【期日】2016.01.25 

 【会場】 

マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
九州大学病院 (日本), 
香港大学 (香港), 
国家実験研究院 (台湾) 

  

司会を務める主催者のMr. 北村。 モニタに映し出される５地点の様子。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された動画転送システムについてのスライド。 動画転送システムのデモンストレーションの様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

メイン会場の様子。 質問を行う会場の参加者。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：マリオット ホテル マニラ 

2016.01.25 
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#599  第 41 回 APAN 会議 歯科 
【イベント名】 
第 41 回 APAN 会議 歯科 

【概要】 

３回目となった歯科セッションは前回と同様にインドネ

シアから３施設と日本からは九大を中心として、鹿児島

大学、九州歯科大学、新たに愛知学院大学が参加した。

今回は片側性の口唇形成術の術式について、動画を用い

たプレゼンテーションとディスカッションが行われた。

インドネシアの１施設で接続状態の問題が生じたが、イ

ンドネシアの他の施設では問題なく、個別のトラブルの

ようであった。今後も口唇口蓋裂の術式について、動画

を用いたセッションを継続していくことが確認された。 

【期日】2016.01.26 

 【会場】 

マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 
九州大学病院 (日本), 
鹿児島大学 (日本), 
愛知学院大学 (日本), 
ハラパンキタ小児医療センター (インドネシア), 
アイルランガ大学 (インドネシア), 
インドネシア大学 (インドネシア) 

  

コメントする九州歯科大学のDr. 笹栗。 アイルランガ大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：アイルランガ大学 

  

ハラパンキタ小児医療センターでの会場の様子。 モニタに映し出されるスライドと７地点の様子。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：九州大学病院 

  

メイン会場の様子。 九州大学病院での会場の様子。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：九州大学病院 

2016.01.26 
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#602  第 41 回 APAN 会議 内視鏡 
      (第 7 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス) 

【イベント名】 
第 41 回 APAN 会議 内視鏡 
(第 7 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス) 

【概要】 

APANでの内視鏡クラブE-カンファレンスが2016年最初

のECEとなった。会は好評で１５の施設が参加した。様々

な意義ある討論と経験談の交換がなされた。しかし未だ

に会議中、些細な技術的障害がある。発言しないときに

マイクを消音にしておくことや、発表資料共有の方法を

習得する事は、成功と呼べるテレビ会議に慣れていくた

めの小さな技術的要点である。 

【期日】2016.01.27 

 【会場】 
マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 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), ディー
ナナス・マンゲッシュカー病院 (インド), 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), タタ記念病院 (イン
ド), チョーライ病院 (ベトナム), チャンギ総合病院 (シンガポー
ル), パタン健康科学専門学校 (ネパール), チュラロンコン大学 
(タイ), バジラ病院 (タイ), アイルランガ大学 (インドネシア), 名
古屋大学 (日本), 近畿大学 (日本), 九州大学病院 (日本) 

  

コメントする司会のDr. Ho (左)。 モニタに映し出される８地点の様子。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：バジラ病院 

  

提示された内視鏡画像。 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 

  

チョーライ病院での会場の様子。 ブラウィジャヤ大学での会場の様子。 

撮影場所：チョーライ病院 撮影場所：ブラウィジャヤ大学 

 
2016.01.27 
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#604  第 41 回 APAN 会議 エンジニアワークショップ 
【イベント名】 
第 41 回 APAN 会議 エンジニアワークショップ 

【概要】 

APAN最終日に一日かけて本ワークショップを行った。会

場からは招聘されたエンジニアとドクターの研修者と指

導者が参加し、７つの遠隔施設からの参加もあった。

APANレビューセッションでは、今回行われた医療ワーキ

ンググループ各セッションのチーフエンジニアから技術

的な内容のレビューが行われた。その後は各病院の紹介

や問題点などを議論した。参加者からたくさんの意見や

質問が出て、会は大変盛り上がった。 

【期日】2016.01.29 

 【会場】 

マリオット ホテル マニラ (フィリピン), 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), 九州大

学病院 (日本), ソウル大学ブンダン病院 (韓国), 
マラヤ大学 (マレーシア), マヒドン大学シリラ病院 (タ
イ), フエ中央病院 (ベトナム), NASATI オフィス (ベト

ナム) 

  

開会挨拶を行う九州大学病院のDr. 清水。 モニタに映し出されるスライドと７地点の様子。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：マリオット ホテル マニラ 

  

発表を行うインドネシア大学のDr. Aria。 提示されたスライド。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：九州大学病院 

  

メイン会場での質疑応答の様子。 メイン会場に集まった各国のエンジニア達。 

撮影場所：マリオット ホテル マニラ 撮影場所：マリオット ホテル マニラ 

2016.01.29 
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#605  第 61 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 61 回 神奈川胎児エコー研究会 アドバンス講座 

【概要】 

重症先天性心疾患の胎児診断率向上を目的とした講座を

開催。産科医、検査技師、小児科医など幅広い職種の500

人以上が参加。昨年好評の症例クイズ、地方のクリニッ

クでの胎児心エコー検査を遠隔会場から指導する遠隔ハ

ンズオンが高い評価を得た。SINETにより全国の大学を

つないだ本セミナーは、地域格差是正を願う遠隔会場か

ら高い支持を得て、19大学まで拡大。台湾、中国からも

要望が強く、録画に中国語の字幕をつけて利用する予定。 

【期日】2016.01.30 

 【会場】 

東京大学, 旭川医科大学, 弘前大学, 岩手医科大学,  
東北大学, 山形大学, 群馬大学, 新潟大学, 窪谷産婦人科, 
三重大学, 滋賀医科大学, 大阪大学, 岡山大学, 広島大学, 
愛媛大学, 高知大学, 九州大学病院, 宮崎大学,  
鹿児島大学, 琉球大学（すべて日本） 

  

東京大学での会場の様子。 東北大学での会場の様子。 

撮影場所：東京大学 撮影場所：東北大学 

  

窪谷産婦人科からのエコー画像ライブ配信の様子。 スクリーンに映し出される１７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 

  

九州大学病院から発表を行うDr. 前野。 広島大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：広島大学 

2016.01.30 
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#606  第 5 回 内視鏡外科チームテレカンファレンス 
【イベント名】 
第 5 回 内視鏡外科チームテレカンファレンス 

【概要】 

第５回を迎えたチームテレカンファレンスが開催され

た。医師・看護師・臨床工学技士などが日本全国７か所

をつないで発表・討論をした。今回は約280人の参加の上、

内視鏡外科手術における安全管理を主題に、体位や機器

の点検整備などチームでどのように安全に努めているか

を討議した。使用機器の多い内視鏡外科手術においてこ

そ、臨床工学技士も参画し全チームで行うことの必要性

が再確認された。 

【期日】2016.02.06 

 【会場】 

北海道大学, ジョンソン・エンド・ジョンソン東京サイエ

ンスセンター, 順天堂大学, 近畿大学, 名古屋大学, 九

州大学病院, 福井赤十字病院 (すべて日本) 

  

近畿大学からコメントするDr.今本。 スクリーンに映し出される７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 

  

提示されたスライド。 参加者へのアンケート結果がリアルタイムに表示された。 

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。 名古屋大学での会場の様子。 

撮影場所：北海道大学 撮影場所：名古屋大学 

2016.02.06 
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#607  ロボット手術テレカンファレンス 
【イベント名】 
ロボット手術テレカンファレンス 

【概要】 

福岡市の国家戦略特区事業からの要請を受けた形で、日

本で初めてとなる臨床教授制度により招聘された韓国延

世大学WJ Hyung教授による特別講演が開催された。胃癌

に対するロボット手術の第1人者による手術が九大病院

で行われ、その様子も交えながら豊富な経験が紹介され

た。講演会の様子は同時に海外にも発信され、今後福岡

からの国際化をリードする記念すべき会は成功裏に終了

した。 

【期日】2016.02.17 

 【会場】 

ホテル日航福岡 (日本), 

マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 

セントルークス医療センター（ケソン市） (フィリピン), 

チョーライ病院 (ベトナム) 

  

ホテル日航福岡での会場の様子。 開会挨拶を行う石橋九州大学病院長。 

撮影場所：ホテル日航福岡 撮影場所：ホテル日航福岡 

  

胃癌ロボット手術についてのスライド。 スクリーンに映し出される４地点の様子。左はフィリピン。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

司会を務めるDr. 中村(左)とDr. 清水(右)。 マヒドン大学シリラ病院での会場の様子。 

撮影場所：ホテル日航福岡 撮影場所：九州大学病院 

2016.02.17 
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3）　アンケート
#518　第 39回 APAN会議 内視鏡　2015.3.4

Summary
How was the resolution of image?

very good 10 55.6%
good 8 44.4%
poor 0 0%
very poor 0 0%

How was the image movement?

very good 11 61.1%
good 7 38.9%
poor 0 0%
very poor 0 0%

How was the the quality of sound? 

very good 4 22.2%
good 13 72.2%
poor 1 5.6%
very poor 0 0%

How was the the preparations?

very easy 5 27.8%
easy 9 50%
time-consuming 4 22.2%
very time-consuming 0 0%

How was the the program?

very good 16 88.9%
good 2 11.1%
poor 0 0%
very poor 0 0%

yes 16 88.9%
probably yes 2 11.1%
probably no 0 0%
no 0 0%

Will you attend another teleconference session next 
time?

Which is your station?

Fukuoka venue 3 16.7%
Kyushu Univ. Hospital 1 5.6%
Kagoshima Univ. 0 0%
Kyushu Dental Univ. 0 0%
Harapan Kita Hospital 0 0%
University of Airlangga, Faculty of  Dentistry 1 5.6%
Tokyo Medical and Dental Univ. 0 0%
Indonesia Univ. 0 0%
Other 13 72.2%

What is your occupation?

medical doctor 10 55.6%
engineer 5 27.8%
Other 3 16.7%
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#554　第 40回 APAN会議 肝胆膵　2015.8.12

Q.1 About the resolu on of images

Q.3 About the quality of sound

Q.5 About the program 

Q.2 About the image movement

Q.4 About the prepara ons

Q.6 Will you a end another
teleconference session next me?

The 40th APAN Mee ng - HPB session

very good 12 very smooth 9 very good 7 very easy 4 very good 17 Yes 21

good 17 smooth 20 good 15 easy 12 good 12 probably yes 8

poor 1
sluggish

(slow)
1 poor 6 me-

consuming 10 poor 1 probably no 0

very poor 0
very sluggish
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Q.2 About the image movement

Q.6 Will you a end another
teleconference session next me?

Q.4 About the prepara onsQ.3 About the quality of sound

Q.1 About the resolu on of images

Q.5 About the program 

The 40th APAN Mee ng - Endoscopy session

very good 6 very smooth 5 very good 4 very easy 6 very good 16 Yes 23

good 17 smooth 17 good 16 easy 11 good 9 probably yes 2

poor 1
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3 poor 5 me-
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very poor 0
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No
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#556　第 40回 APAN会議 内視鏡 (第 5回 内視鏡クラブ　E-カンファレンス )　2015.8.13
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#557　第 40回 APAN会議 低侵襲外科　2015.8.13

very me-
consuming

0%

Q.2 About the image movement

Q.4 About the prepara ons

The 40th APAN Mee ng - MIS session
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Q.1 About the resolu on of images

Q.3 About the quality of sound
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Yes
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probably yes
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probably no
0%
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Q.5 About the program Q.6 Will you a end another
teleconference session next me?
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#558　第 40回 APAN会議 -インドネシアライブ　2015.8.13

Q.6 Will you a end another
teleconference session next me?

very sluggish
(slow)

0%

The 40th APAN Mee ng - Indonesia session
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Q.1 About the resolu on of images

Q.3 About the quality of sound

Q.5 About the program 

Q.2 About the image movement

Q.4 About the prepara ons
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#560　エンジニアワークショップ　2015.8.14

Q.3 About the term; -APAN period
(5days)Q.1 About the program

Q.5 Do you want to recommend this
training to others?

Q.4 About your life in Kuala Lumpur /
Malaysia

The 40th APAN Mee ng - Engineer Training Program
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#599　第 41回 APAN会議 歯科　2016.1.26
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Q.1 About the resolution of images

Q.3 About the quality of sound

Q.5 About the program 

Q.2 About the image movement

Q.4 About the preparations

Q.6 Will you attend another
teleconference session next time?

The 41th APAN Meeting - Dental session
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#602　第 41回 APAN会議 内視鏡 (第 7回 内視鏡クラブ　E-カンファレンス )　2016.1.27
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Q.1 About the resolution of images

Q.3 About the quality of sound

Q.5 About the program 
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Q.6 Will you attend another
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The 41th APAN Meeting - Endoscopy session
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6.　アジア遠隔医療シンポジウム	
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ATS2015 Program
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Asia Telemedicine for Public Health Crisis
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アンケートへの回答
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Q.4 About your life in Cheongju
Korea
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第 9回アジア遠隔医療シンポジウムを終えて

　本年の第 9回アジア遠隔医療シンポジウムは「Asia Telemedicine for Public Health Crisis」と銘打
ち、忠北大学（韓国）にて、14か国より約 150名の参加者を迎え開催されました。2015年MERSで
打撃を受けた韓国では、感染症対策の一環として遠隔医療もますます注目されています。大会会長の

Youngsung Lee先生による開会挨拶に続き、感染症に関し３つの基調講演がなされました。また午後に
は昨年に引き続き第 2回目となるアジア国立大学病院長テレカンファレンスが行われました。アジア各
国より 6施設が遠隔参加、感染症に関する発表・討論が交わされ、今後の国境を超えた交流の更なる活
発化が期待できる会となりました。 1日目最後のセッションでは、積極的に遠隔医療活動を進めている
６施設より発表がありました。彼らの非常に熱心な活動は、会場に集まった参加者に大きな感銘を与え、

これからの遠隔医療の可能性を拡げたように感じました。 
　1日目の最後には夕食懇親会を開催、100人以上が集まる大変盛況な会となりました。多くの参加者より、
アジア各国で遠隔医療に携わる医師や技術者と交流でき大変有意義な時間だったと、嬉しい感想が述べら

れました。初めてこのシンポジウムに参加した方々はもちろん、普段は離れて活動をする我々が一堂に会

し、お互いの状況を話し合い、意見を交わし、今後の活動を拡充する素晴らしい機会となりました。

　2日目は遠隔医療の技術的な視点に着目し、新しく遠隔医療活動に加わった施設からの発表や、APAN
会議の技術的な面の反省など様々な技術的セッションが開催されました。シンポジウムに参加した技術者

より、非常に興味深いセッションばかりだったと大変な好評を頂きました。また参加した医師にとっても、

遠隔医療活動を進める際の、医師と技術者とのコミュニケーションの重要性をより理解する機会になった

と思います。

　アジア遠隔医療シンポジウムは 2016年に第 10回の節目をベトナム、ハノイにて迎えます。これからも、
各国で活動を進める仲間たちと共に遠隔医療活動をますます世界に広められるよう、スタッフ一同全力で

取り組んで参る所存です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田良子）

夕食懇親会

遠隔参加者と共に記念写真

第 9回アジア遠隔医療シンポジウム会場
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7.　TEINプロジェクト

7-1.　短期研修プログラム（医療従事者）

　遠隔医療ならびに内視鏡短期研修プログラムを行いました。

2015年 8月 17日から 2016年 2月 29日の間で、のべ 5か国（ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、
インド）から 16人の医者が招聘され , 遠隔医療ならびに内視鏡に関する短期研修プログラムを行いまし
た。研修者は光学医療診療部のスタッフと一緒に働くことを通して以下のことを学びました。

1. 九州大学病院の光学医療診療部の実際
2. 日本の消化管内視鏡診療の品質（通常、色素、拡大内視鏡） 
3. 日本の超音波内視鏡診療の品質（画像診断、EUS-FNA、インターベンショナル EUS） 
4. 日本の内視鏡室の前処置、洗浄、リスク管理
5. 日本の内視鏡室のチーム医療（看護師、臨床工学技師など）
6. 内視鏡教育プログラム (シュミレーターや動物モデル ) の体験

　日本の内視鏡室の診断や治療の実際について見学、積極的な英語を通してスタッフとのコミニケーショ

ンを通じて情報を共有しました。内視鏡教育については、我々が使用している内視鏡シュミレーターを用

いた内視鏡の取り扱い方法や動物モデルを用いた治療内視鏡について研修を行い、研修者自身がセット

アップや操作を学習しました。また我々が主催している内視鏡に関連する題材のテレカンファランスに参

加することで学びました。研修期間の最後には、自施設と接続して英語によるプレゼンテーションを行う

ことで彼ら自身の研修報告の発表を行い、テレカンファランスを通した医療情報の交換の利点や問題点を

客観的に確認しました。　　　　　　　　                                      　　　　　　　　　　　　 (麻生　暁 )

研修者の病院を接続した技術報告会 研修の風景
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7-2.　短期研修プログラム（技術者）

　遠隔医療技術についての短期研修プログラムを行いました。2015年 7月 6日から 11月 30日の間で、
インドネシア、ベトナム、ネパール、タイ、マレーシアの 5か国から 9人の技術者が招聘されました。
研修者は TEMDECの技術者と一緒に働くことを通して以下のことを学びました。

1. 遠隔医療教育プログラムはいかにして実現されるのか 
(医師、技術者、コーディネータの連携と実現までの流れ ) 

2. 求められる品質（画質、音質、ネットワーク） 
3. テレビ会議システム 
4. 技術的準備 
5. トラブルの対応方法 
6. 自施設との接続

　「遠隔医療教育プログラムはいかにして実現されるのか」に関しては、研修者が含まれたメーリングリ

ストを作成し、遠隔医療プログラムの仕事内容や進行状況をすべて共有しました。「テレビ会議システム」

については、我々が使用している DVTS, H.323, Vidyoという 3つのシステムについて研修を行い、研修
者自身がセットアップや操作を学習しました。「技術的準備」や「トラブルの対応方法」、「求められる品質」

については我々が主催しているプログラムやその実施準備のためのテストに参加することで学びました。

研修者自身が TEMDECから彼らの病院と実際に接続のテストをし、自施設の接続の品質や問題を客観
的に確認し、より良い品質で接続できるようテストを重ねました。最終的には彼らはテレカンファレンス

のチーフエンジニアとなり、自施設を接続して彼ら自身の研修報告の発表を行い、ディスカッションを行

いました。　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           (工藤孔梨子 )

研修者の病院を接続した技術報告会 研修の風景
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7-3.　海外施設訪問

7-3-1.　ハノイ（ベトナム）への訪問  
          

         期間：2015年 6月 8-9日
6 月 8 日 ( 月 ) 9:00-12:00：108 陸軍中央病院

  With presence of Vice Director Dr. Lam Khanh, 11 people, doctors and engineers, from 108 Military 
Central Hospital joined discussion. They introduced that they use telemedicine among satellite 
hospitals and central hospitals in Viet Nam to hold teleconference. They also held a teleconference 
with France and it was a success. They have Science and Technology Center that supports their 
telemedicine activities. The center has seven IT staff, and it would also function as secretary of their 
telemedicine. 
  Dr. Shimizu gave presentation about current telemedicine activity between Kyushu University and 
institutions in Vietnam. He also introduced some training programs on telemedicine for engineers 
and doctors; APAN40, one-month training program in Kyushu University Hospital as well as the 
9th Asia Telemedicine Symposium in Korea. 108 Military Central Hospital showed interest in the 
programs and promised to inform TEMDEC of candidates for each program. 
  Dr. Lam Tung Nguyen said that he would like to plan regular teleconference with case study, at 
least once or twice a year. Dr. Shimizu welcomed his proposal, mentioning that telemedicine starts 
with a need from doctors. Dr. Shimizu advised him to make a plan with Dr. Aso of Kyushu University 
Hospital. Dr. Aso agreed with Dr. Nguyen’s suggestion and promised to plan regular teleconference 
with 108 Military Central Hospital.
  After the discussion, TEMDEC team went for hospital tour.

Visit to Hanoi, Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visiting plan 

 
 Visiting members 

1. Shuji Shimizu, MD 
2. Akira Aso, MD 
3. Yoshiko Houkabe, Engineer 
4. Shunta Tomimatsu, Engineer 
5. Ryoko Yoshida, Coordinator 

 
 Period: 8-9 June, 2015 
 

June 8 (Mon)  
9:00  #108 Central Hospital 

14:00  Bach Mai Hospital 
 

June 9 (Tue)  
9:00  VinaREN/ NASATI office 

       14:00  E-Hospital  
 

Meeting result 

 Description of Activity / Summary 
● Report 1 (Ryoko Yoshida, Coordinator) 
● Report 2 (Akira Aso, MD) 
● Report 3 (Yoshiko Houkabe, Engineer) 
● Report 4 (Shunta Tomimatsu, Engineer) 

100名収容可能なテレカンファレンスルーム ネットワークについての意見交換を行う技術者たち

108陸軍中央病院チームとの記念写真 Dr. 清水 と Dr. Lam Khanh
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6 月 8 日 ( 月 ) 14:00-17:00：バックマイ病院

  Vice Director of Bach Mai University Hospital, Prof. Pham Minh Thong and his team, three doctors 
and three engineers, warmly welcomed us. After watching a short movie about the hospital, Dr. 
Shimizu gave short presentation about the telemedicine activity between Viet Nam and Kyushu 
University Hospital. 

  Dr. Shimizu also explained about training programs, sponsored by TEIN*CC, for doctors and 
engineers who support telemedicine activities. Bach Mai Hospital agreed that those program would 
be a great opportunity for them in telemedicine, and they promised to send TEMDEC information of 
two candidates for doctor’s one-month training in Kyushu University Hospital. Mr. Phong Le Hong 
was nominated as a candidate for engineer’s one-month training with TEMDEC.  Mr. Hoang Ngoc 
Chien, an engineer from Bach Mai Hospital, was attending the discussion and Prof. Pham Minh 
Thong suggested that he could be a candidate for engineer training program at APAN40.

Prof. Pham Minh Thong (中央 )
 とバックマイ病院チーム

TEMDECの活動について説明する Dr. 清水

バックマイ病院チームとの記念写真 病院見学の様子

テレカンファレンスルーム サーバールーム
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6 月 9 日 ( 火 ) 9:00-12:00：VinaREN / NASATI オフィス

  VinaREN has been working closely and offering a great support to TEMDEC.  This time we met 
Ms. Le Thi Khanh Van for the first time. She was assigned as Deputy-Director General of NASATI, 
National Agency for Science and Technology Information, last April.  
We had decided to visit VinaREN during our stay in Hanoi as we had noticed that internet network in 
Viet Nam was being very unstable. We asked them about the network situation in Viet Nam, and Ms. 
Van explained that it happened due to the change of VinaREN’s policy. VinaREN did not charge any 
institution for using their network before, but the policy has changed and they charge institutions for 
their network to VinaREN. However, at the point we visited there, no instruction had signed on the 
new contract.

  Ms. Van said that they assume that it was because VinaREN is used for international networking 
only, therefore people do not notice the importance of REN yet. They need to promote the need of it. 
Ms. Van mentioned that International Techmart Vietnam 2015 would be held on Hanoi on October 1st 
to 4th, 2015.  (Website: http://english.techmartvietnam.vn/, Flyer: http://www.techmartvietnam.vn/
Portals/0/2015/International-techmart-2015/FLYER-Techmart-Eng.pdf) Ms. Van asked if Dr. Shimizu 
was interested in organizing a session there, and Dr. Shimizu willingly accept it. He also said that 
he would request Dr. Vinh of E hospital and Dr. Giang of Viet Duc Hospital to organize a session 
together. VinaREN supports the network for this conference, thus it would be a great promotion of 
VinaREN network to domestic and international participants. 

NASATIチームとの記念写真 ディスカッションの様子

NASATIオフィス副所長のMs. Van Dr. 清水のプレゼンテーション
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6 月 9 日 ( 火 ) 14:00-17:00：E 病院 

  Dr. Le Ngoc Thanh, Vice Director of E hospital, participated to the discussion together with Dr. 
Nguyen Thuy Vinh, as well as some medical staff and engineers. Ms. Nguyen Hien Trang, an 
engineer who belongs to Equipment Department, gave a presentation about telemedicine system in E 
hospital. In her presentation, she also explained disadvantage they have:
  - We do not have international connection line.
  - We have not hold the live television conference with oversea yet.
  - Our engineers do not have much experience in organizing training sessions, remote consultation.
  - English skills of engineers do not really good.

  In order to improve their skill as engineers in telemedicine, following were suggested:
  - The international connection line
  - Training and guidance on holding telemedicine conference 
  - Attending telemedicine conferences
  - Sending engineers to attend engineer training course

  We found out that the opportunity they need is exactly what we are planning to do with the grant 
we received from TEIN*CC. Dr. Shimizu explained about the programs for engineers and doctors, one 
month training in Kyushu University and program at APAN. Both doctors and engineers were excited 
about the programs, and Ms. Trang and Mr. Hoang Ba Minh nominated as candidates for engineer 
program at APAN40.  They suggested to Ms. Trang and Mr. Minh to be invited to APAN40 because 
Mr. Minh’s English skill needs to be concerned. Mr. Minh is the key engineer in E Hospital, thus Dr. 
Shimizu agreed to invite Ms. Trang with him for language support. She is also an important engineer 
so it would be a good opportunity for her to learn about telemedicine, too. Dr. Vinh also agreed to send 
information of candidates to one-month training to TEMDEC as soon as possible.

副病院長の Dr. Thanh (中央 ) E病院の技術者たち
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  We visited three hospitals in Hanoi and all institution welcomed and showed much interested 
in telemedicine activity. By having opportunity to see key person of each hospital in person and 
discuss with them how we can collaborate, they understood our activity and what telemedicine can 
do for them.  It was reaffirmed that there is a huge need of telemedicine. Because we requested 
to see engineers of each institution in advance, we actually met engineers who were not involved 
telemedicine activity before but will be in charge in the future. They are interested in to join 
engineer training program, and some of them were already promised to take a part. Engineers are 
keen to study to improve their skills but there was no such studying opportunity designed for them. 
Therefore, the training programs we are planning, which are supported by TEIN*CC, do meet their 
demands. We strongly hope them to take this opportunity and absorb the knowledge and skill they 
need. They will surely be happy to cooperate and collaborate in the future; we believe human network 
sure will help telemedicine network to spread in Asian region.                                        (Ryoko Yoshida)
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7-3-2.　ダッカ（バングラデシュ）への訪問   

期間：2015年 10月 19-21日

TEIN アプリケーションワークショップ 2015 に関する報告

  The first International telemedicine conference was held at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical 
University (BSMMU).I attended this workshop as one of the engineers for supporting the connectivity 
of the network and the quality of teleconference.
October 19th was the day for setting up all equipments of the conference. One week before I visited 
Dhaka, TEMDEC held the test session with BdREN and the quality wasn’t bad and the audio quality 
sounded good, too. But, on this 19th, the audio quality was really bad. From BSMMMU to TEMDEC, 
the broken sound was transferred. That is , when I kept speaking for long, my voice was cut into some 
short sound packets, This meant the other side could not understand what I said. Finally, BdREN 
replaced all the microphone systems and this issue was solved.

  October 20th was the day 1 of the workshop. I was in charge of supporting the demonstration 
between BSMMU, Asia Institute of Gastroenterology (AIG) and TEMDEC. Except our demonstration, 
another demonstration between BSMMU and Seoul National University Bundang Hospital (SNUBH) 
was held. Unfortunately, during this demonstration, inside the BdREN, the network worm attack 
happened and this demonstration didn’t go well and the video image showed some block noise. At our 
demonstration, this attack issue was already solved and AIG could send the good quality video and 
audio. During the demonstration, TEMDEC reported me the sound at the TEMDEC was not good 
and the attendees in TEMDEC were hard to catch up what were talking about in some cases. At the 
BSMMU, I couldn’t find out any issues about this demonstration.

Visit to Bangladesh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visiting plan 
 

 
 Visiting members 
 

1. Shuji Shimizu, MD 
2. Yasuichi Kitamura, Engineer 

 
 Period: 19-21, October, 2015 

 
October 19 (Mon)  

Conference Venue Setup 
October 20 (Tue)  

Workshop Day1 (Technical support) 
October 21 (Wed)  

Workshop Day2 (Technical support) 
 

Meeting result
 
 Description of Activity / Summary 

 
● Report 1 (Yasuichi Kitamura, Engineer) 

 
 

BSMMUカンファレンスルーム テレカンファレンスの準備の様子
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  After the conference, the International attendees were invited to visit BdREN office. Their data 
center was introduced and their future plan was shown there.

ソウル大学ブンダン病院からの映像 Dr. 清水のプレゼンテーションの様子

BSMMU、AIG、TEMDEC間のデモンストレーション パネルディスカッションの様子

 BdRENテレカンファレンスルーム BdRENデータセンター
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  Day 2, October 21st, I supported the keynote speech by Dr. Naoki Nakashima from TEMDEC 
remotely. At the Q&A time, a lot of audiences made the questions to him and he answered for each. 
This meant the audio quality was more improved between BSSMU and TEMDEC than the Day1.

Summary

  This was my first collaboration with BdREN. The quality of the BdREN engineers were much 
higher than I expected. Unfortunately, during the preparation of this conference, both sides, that is, 
BdREN and TEMDEC, confirmed the problem of the management network of BdREN and, at the 
demonstration, the TEMDEC’s multipoint connection unit (MCU) was selected for this demonstration. 
When we visited the BdREN’s data center, their facilities looked well-prepared for all research and 
education activities. Next time, I hope BdREN’s facilities can be used at the workshop. 

(Yasuichi Kitamura)

Dr. 中島のプレゼンテーションの様子 BSMMUから質問を行う参加者
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7-3-3.　スラバヤ（インドネシア）への訪問   

期間：2015年 12月 22-23日
12 月 22 日 ( 火 ) 9:00-12:00：アイルランガ大学歯学部

  We visited Dental medicine faculty of University of Airlannga. Dr. Hendrik, who stayed in TEMDEC 
for engineer one month training, kindly coordinated our visit. One of our purposes was, because we 
have informed that Dr. Hendrik was allocated to different position and would not be able to work for 
telemedicine, thus we need to find other engineer who supports telemedicine activity of dental faculty.

  Dr. Darmawan Setijanto, the dean of dental faculty, and Dr. Ketut Suardita, vice dean, joined 
the meeting. Dr. Shimizu gave presentation about Kyushu University, TEMDEC and its activity. 
The dean and vice dean showed much interest in our activity and happy to discuss about future 
collaboration. Dr. Shimizu asked about supporting engineer at the Dental medicine faculty of 
University of Airlannga, since Dr. Hendrik would no longer be able to involved telemedicine project. 
However, after they understood the details of our activity, they agreed to let Dr. Hendrik stay 
involved in telemedicine project. Two more engineers, Mr. Wahyudi Hidayat and Mr. Moch Mustagim, 
are introduced and they also will be in charge of telemedicine together with Dr. Hendrik. It was one of 
the good results of our visit that we could see engineers from dental faculty besides Dr. Hendrik. We 
introduced them our telemedicine project with TEIN*CC, and we suggest them to send an engineer to 
one month training at TEMDEC or to APAN41. Concerning their English ability, the dean agreed to 
recommend a candidate after TEMDEC send official invitation letter to the dental faculty. 

  We also found that Faculty of Medicine has three conference rooms for teleconference. They choose a 
room depending on the number of participants, but none of them are equipped with teleconferencing 
system. Engineers need to bring equipment to teleconference room and set up the system every time 
a teleconference is held.

Visit to Surabaya, Indonesia 

 

Visiting plan 

 
 Visiting members 

1. Shuji Shimizu, MD 
2. Yasuichi Kitamura, Engineer 
3. Shunta Tomimatsu, Engineer 
4. Ryoko Yoshida, Coordinator 

 
 Period: 22-23 December, 2015 
 
○ Visiting place: Airlangga University, Surabaya, Indonesia 

http://www.unair.ac.id/ 
 

December 22 (Tue) 9:00 pick up at the hotel (Dr. Hendrik) 
AM: Dental medicine faculty 
PM: Department of Gastroenterology 

December 23 (Wed)  
: Department of Surgery & Airlangga medical education center (AMEC) 
 

Meeting result 

 Description of Activity / Summary 
● Report 1 (Ryoko Yoshida, Coordinator) 
● Report 2 (Yasuichi Kitamura, Engineer) 
● Report 3 (Shunta Tomimatsu, Engineer) 
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12 月 22 日 ( 火 ) 14:00-17:00：アイルランガ大学内科

  Dr. Poernomo Doedi Setiawan, head of Department of Internal Medicine, kindly arranged a meeting 
with TEMDEC team. Dr. Shimizu introduced TEMDEC and Kyushu University, and telemedicine 
activity we have been trying to spread. After the short meeting with Dr. Poernomo, we met Dr. Iswan 
A. Nusi, the head of Division of Gastroentero-Hepatology, and discussed about possible collaboration 
with Faculty of Medicine of Airlannga University and TEMDEC. Dr. Nusi showed a great interest, 
concerning a huge possibility of telemedicine.

アイルランガ大学歯学部での会議の様子 Dr. Darmawan Setijantoと Dr. 清水

TEMDECチームとアイルランガ大学歯学部の技術者 テレカンファレンスに使用した大講堂
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  After the small meeting with Dr. Nusi, about 20 doctors of the department gathered and Dr. Shimizu 
gave presentation about TEMDEC activity. It seems that, for most of the medical doctor, telemedicine 
for educational purpose was new possibility. Dr. Shimizu also introduced training programs, 
sponsored by TEIN*CC. Dr. Nusi was very interested in the program and promised to send a medical 
doctor to Kyushu University. 

内科部長である Dr. Poernomo Doedi Setiawanとの面会 消化器・肝臓部での Dr. Nusiとの対談の様子

消化器・肝臓部長の Dr. Nusi 内科のスタッフたち
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12 月 23 日 ( 水 )：アイルランガ大学外科 , アイルランガ医療教育センター (AMEC)

  One of the biggest purposes of our visit to Airlannga University was to visit Airlangga Medical 
Education Center (AMEC) and see telemedicine engineer in Faculty of Medicine. Since Dental 
Faculty and Faculty of Medicine are totally separated in Airlangga University, we wanted to see the 
relation among the two faculties and the hospital as well as network situation there. The sudden 
passing of Dr. Alim, who was the key engineer in Faculty of Medicine, was a huge loss for us and our 
telemedicine friends. However, to continue telemedicine activity that Dr. Alim was keen to develop, 
we strongly hoped to see the engineer who takes over Dr. Alim’s role. Mr. Agus from AMEC is the 
engineer for telemedicine. He was supporting Dr. Alim before, but he is the only responsible engineer 
after Dr. Alim’s death. We asked them to send Mr. Agus to TEMDEC for one month training or to 
APAN 41, but we thought Faculty of Medicine should need another engineer who takes Mr. Agus’s 
place during his absence in Airlannga University. Then we found that Mr. Suryasi can support 
telemedicine activity when Mr. Agus is not available. Whth Mr. Suryasi’s help, we would be able to 
invite Mr. Agus to APAN41, however, his English ability might not be enough to communicate with 
others or give presentation. Still we hope to have him in our telemedicine program.

  After the hospital tour, we are invited to their weekly report meeting, where Dr. Shimizu gave 
presentation about Kyushu University Hospital and our activities.

AMECでのディスカッションの様子 Dr. Iwan (右 ) による病院見学

プレゼンテーションを行う Dr. 清水 集合写真
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  By visiting both Dental and Medical Faculty of University of Airlannga, we understood the relation 
between the faculties and the hospital. The hospital is closely connected with Faculty of Medicine. 
Even though the hospital has ICT department, they are only to support teleconference in Indonesia. 
AMEC can support both international and domestic activities. Dr. Iwan suggested to invite engineers 
from both ICT department and AMEC, but when we asked about their English ability, the key 
engineers were not very eligible. We would like to invite key engineers to our project such as APAN, 
ATS and one month training, but we found that many of key engineers might not be eligible due 
to language ability. When they support international teleconference, they communicate with other 
engineers with minimum required English or with help from their colleagues. It seems they are 
happy to learn about telemedicine technology and activity, but they hesitate to come into the projects 
because of the language ability. We need to concern how we can support them in this matter.  

(Ryoko Yoshida)
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7-4.　訪問者招聘実績

7-4-1.　国ごとの参加施設リスト

国名 施設名 短期研修 全イベント
マヒドン大学シリラ病院
チュラロンコン大学
バジラ病院
ソンクラー大学
タイ赤十字社

合計
バックマイ病院
108 陸軍中央病院
チョーライ病院
ビエット ドゥック 病院
フエ大学病院
フエ医科薬科大学
E 病院
103 病院
ホーチミン市大学医療センター
VinaREN/ NASATI オフィス

合計
マラヤ大学
サンウェイ メディカル センター
マレーシアサン大学
マレーシアイスラム科学大学
マレーシアプトラ大学

合計
インドネシア大学
アイルランガ大学
ハラパンキタ小児医療センター
ブラウィジャヤ大学
パジャジャラン大学

合計
スリジャヤワルダナプラコッテ大学

合計
バンガバンドゥシェイク・ムジブ医科大学
BdREN (バングラデシュ研究教育ネットワーク )

合計
フィリピン大学 マニラ総合病院
セントルークス医療センター
アテネオ・デ・マニラ大学
退役軍人記念医療センター

サンボアンガ・デル・ノース・メディカルセン
聖トマス大学病院
国立腎臓・移植センター

合計
カトマンズモデル病院
トリブバン大学

合計
アジア消化器センター
肝胆道科学センター
GBパント病院

ジャワハルラール 医学教育研究大学院
合計

ヤンゴン総合病院
ティンガンジュン総合病院
マンダレー総合病院

合計
国立台湾大学

合計
ソウル大学

合計
近畿大学

合計
合計

日本

TEINプログラム参加施設一覧

マレーシア

ベトナム

タイ

インドネシア

バングラデシュ

韓国

スリランカ

ミャンマー

台湾

ネパール

インド

フィリピン
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7-4-2.　招聘者数一覧
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8.　論文リスト
 
1. Shimizu S, Ohtsuka T, Takahata S, Nagai E, Nakashima N, Tanaka M: 

Remote transmission of live endoscopy over the Internet 
Report from the 87th Congress of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society  
Digestive Endoscopy 28 (1): 92-97, 2016 

2. Hu M, Sugimoto M, Andrew RH, Nohara Y, Moriyama M, Ahmed A, Shimizu S, Nakashima N: 
Mobile Healthcare System for Health Checkups and Telemedicine in Post-Disaster Situations

　			Stud Health Technol Inform, 216, 79-83, Aug. 2015

3. Hu M, Sugimoto M, Andrew RH, Nohara Y, Moriyama M, Ahmed A, Shimizu S, Nakashima N: 
Health Checkup and telemedicine System in Post-Disaster Situations 
Japanese Journal of Telemedicine and Telecare, 11, 2, 135-138, May, 2015  

4. Li CM, Liu WJ, Wang L, Lic MC, Okamura K: 
Energy-efficient quality of service aware forwarding scheme for Content-Centric Networking 
Journal of Network and Computer Applications, 241-254, Volume 58, Dec. 2015 

5. Alaa MA, Tarek MM, Okamura K, Girgis MR: 
Multiple constraints QoS multicast routing optimization algorithm based on Genetic Tabu Search 
Algorithm 
The Advances in Computer Science: an International Journal, Volume 4, Issue 3, May, 2015 

6. 清水周次、工藤孔梨子、波々伯部佳子、富松俊太、安徳恭彰、吉田良子、浜崎結、児玉千春、
　			麻生暁、中島直樹：
　			内視鏡画像を含めた多元中継における ICT技術の役割 
　			消化器内視鏡 , 27 (11), 1796-1804, 2015 

7. 清水周次、工藤孔梨子： 
インターネットを使った内視鏡教育：九州から世界へ

　			日本消化器内視鏡学会九州支部：九州支部会の歴史と発展
　			第 100回日本消化器内視鏡学会九州支部例会記念誌 , 164-166, 2015 

8. 清水周次： 
九州大学病院「国際医療部」の紹介 
ほすぴたる	No.697, 8-10, 2016 

9. 大江和一、岩田聡，南里豪志，岡村耕二： 
性能向上を期待できる継続時間と IOアクセス数を満たした IOアクセス集中領域を自動抽出して
SSDに移動することで性能向上を図る階層型ストレージシステムの提案と評価 
情報処理学会論文誌 ACS論文誌 , 第 53号 , 2016
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10. 安徳恭彰、工藤孔梨子、波々伯部佳子、胡旻、清水周次、中島直樹：	
テレビ会議システムを利用した遠隔医療教育への応用	
信学技報 ,	vol. 115, no. 212, MICT2015-32, 5-7, 2015	

11. 工藤孔梨子、工藤達郎、寅田信博、安徳恭彰、中島直樹、清水周次：	
国際的な遠隔医療カンファレンス運営のために必要な情報項目の標準化に向けた取り組み	
日本遠隔医療学会雑誌 , 第 11巻 , 第 2号 , 118-121, 2015 

12. 川瀧元良、清水周次、安徳恭彰、工藤孔梨子、波々伯部佳子、野口一人：	
学術ネットワーク（SINET）を使った胎児心エコーセミナーの報告	
日本遠隔医療学会雑誌 , 第 11巻 , 第 2号 , 84-87, 2015



9. 学会・講演リスト

179

9.　学会・講演リスト	

学会および講演　( 海外 )

1. Shimizu S, Kudo K, Antoku Y, Nakashima N: 
Telemedicine project in Asia-Pacific: Changing needs and current problems 
TNC15 Conference 
Porto, Portugal, 2015/06/15-18   Panel discussion 

2. Shimizu S, Kudo K, Antoku Y, Nakashima N: 
Telemedicine project in Asia-Pacific: Changing needs and current problems 
The 46th World Congress of Surgery  
Bangkok, Thailand, 2015/08/23-27   Invited lecture 

3. Shimizu S, Nagai E, Kudo K, Antoku Y, Nakashima N, Nakamura N: 
Role of telecommunication in education of laparoscopic surgery in Asia 
The 12th Asia-Pacific Congress of Endoscopic and Laparoscopic Surgery 
Daegu, Korea, 2015/09/02-05   Symposium 

4. Shimizu S: 
10-year experience in telemedicine from Japan to the World 
XLIII National Meeting of Mexican Association of Gastrointestinal Endoscopy 
Mazatlan, Mexico, 2015/09/19-23   Special lecture 

5. Naoki Nakashima: 
Grameen/Kyushu U Project for Remote Healthcare -	PHC Project 2015 - 
TEIN Application Workshops 2015 
Dhaka, Bangladesh, 2015/10/21   Remote lecture 

6. Oe K, Nanri T, Okamura K: 
On-The-Fly Automated Storage Tiering with Caching and both Proactive and Observational 
Migration 
Workshop on Computer Systems and Architectures (CSA'15) 
Sapporo, Japan, 2015/12/08-11 
    

7. Alaa A, Okamura K: 
Multicasting Tabu Search Mechanism with near optimum multicast tree on OpenFlow 
Research Network Workshop 2015 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2015/08/10  Symposium 

8. Sahri NM, Okamura K: 
Adaptive Anomaly Detection for Software Defined Networking 
Research Network Workshop 2015 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2015/8/10  Symposium 
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9. Hu M, Sugimoto M, Hargrave AR, Nohara Y, Moriyama M, Ahmed A, Shimizu S, Nakashima N: 
Mobile Healthcare System for Health Checkups and Telemedicine in Post-Disaster Situations 
MEDINFO2015 
Sao Paulo, Brazil, 2015/08/19-23  Oral presentation 

学会および講演　( 国内 )

1.	 清水	周次 : 
消化器癌を中心とした若手医師の医療教育‐地域から国際まで	
第 44回筑豊外科懇話会	
飯塚市 , 2015/07/27    特別講演	

2.	 清水	周次 : 
九州大学の取組み‐高速インターネットを活用した遠隔医療教育プログラムの開発 
国際医療シンポジウム Go Global!!7	
東京 , 2015/12/11    パネルディスカッション 

3.	 清水	周次 : 
「国際医療部」って何？‐設立までの軌跡とその将来像 
九州大学医学部第一外科同門会（一親会）特別講演会	
福岡市 , 2016/01/07    特別講演	

4.	 中島直樹 :	
糖尿病の遠隔医療	
平成 27年度 遠隔医療従事者研修事業	
東京 , 2015/11/14    講演	

5.	 工藤孔梨子 ,	工藤達郎 ,	寅田信博 ,	安徳恭彰 ,	中島直樹 ,	清水周次 :	
国際的な遠隔医療カンファレンス運営のために必要な情報項目の標準化に向けた取り組み	
第 19回日本遠隔医療学会学術大会	
浜松市 , 2015/10/09-10   一般口演	

6.	 北村泰一 :	
TEMDECとそれをささえる APAN活動	
平成 27年度 QBPワークショップ	
宗像市 , 2015/11/06-07   基調講演	

7. Hu M, Sugimoto M, Hargrave AR, Nohara Y, Moriyama M, Ahmed A, Shimizu S, Nakashima N: 
Health Checkup and telemedicine System in Post-Disaster Situations 
第 19回日本遠隔医療学会学術大会	
仙台市 , 2015/10/10    一般口演
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10.　報道記録 

1. A reflection on TNC15 Networking conference 
TEIN*CC, 2015年 6月 29日 
http://tein4.net/tein4/mediaCenter/bbs/detailBoardArticle.do;jsessionid=83306EAA301AF34D30C
B643CB4ED8888?bbsId=BBSMSTR_000000000016&nttId=1344 

2. 「国際医療部」が新設されました 
九大病院だより第 58号 , 九州大学病院広報委員会 , p1, 2015年 7月 

3. 九州大学病院の「国際医療部」をよろしくお願いします！ 
九大病院ニュース vol.26, 九州大学病院広報委員会 , p1-3, 2015年 9月 

4. Ⅲ . 先端医療による地域と国際社会への貢献 
九州大学アクションプラン 2015, 九州大学病院広報委員会 , p9-10, 2015年 10月 

5. 国立大学附属病院長会議主催の国際化推進に係る会議において山口大学が発表しました 
山口大学医学部附属病院 , 2015年 10月 7日	
http://www1.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/news/article-306.html	

6. TEIN Application Workshops 2015 
Workshop on Telemedicine: Issues and Challenges 
BdREN (Bangladesh Research and Education Network), 2015年 10月 
http://www.bdren.net.bd/telemedicine.php 

7. Removing geograhpical barriers to education and training for doctors	
IN THE FIELD with research & education networks, 2015年 10月	
http://inthefield.dev.nucleo.com.au/removing-geographical-barriers-to-education-and-training-for-doctors/	

8. Transferring technical and medical expertise between Mexico and Asia 
IN THE FIELD with research & education networks, 2015年 11月	
http://www.inthefieldstories.net/transferring-technical-and-medical-expertise-between-mexico-and-asia/	

9. マヒドン大学シリラ病院（タイ国）医学部長らが表敬訪問 
九州大学病院 , 2015年 11月 26日 
http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/admin/preview.php		

10. 胃がん治療 ベトナム支援 大分大病院 内視鏡指導 
読売新聞 , 夕刊 , 2015年 12月 14日 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/011500149/	
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11. 胃がん治療でベトナム支援、大分大病院が内視鏡指導 
読売新聞 , 2015年 12月 14日	
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=127992	

12. 胃がん治療 ベトナム支援 大分大病院 内視鏡指導 
読売新聞 ,	朝刊 , 2015年 12月 15日 

13. ベトナムに胃がん治療中継 
読売新聞 ,	朝刊 , 2015年 12月 16日 

14. 治療映像を生配信　大分大、ベトナムの病院に 
大分合同新聞 ,	朝刊 , 2015年 12月 16日	

15. 治療映像を生配信　大分大、ベトナムの病院に	
大分合同新聞 , 2015年 12月 16日	
http://www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/12/16/234449344 

16. 遠隔医療ネットワークを活用　海外の優れた医療技術の導入も	
病院新聞 , 第 2392号 ,  2015年 12月 17日	

17. 内視鏡による胃がん治療　ベトナム医師に研修　大分大現地にネット中継も	
朝日新聞 , 朝刊 , 2015年 12月 18日	

18. 新年のご挨拶	
ほすぴたる No.696, p3, 2016年 1月	

19. ウガンダ共和国における外傷医学国際教育協力の１２年の経験と国際外傷医学教育拠点の開設に	
関わる報告書	

馬場久敏 , p17, 2016年 2月	

20. 世界をリードする国際人育成のための遠隔医療教育用データベースのシステム開発	
臨床研究奨励基金年報 28, p35-36, 2015年	

21. 九州大病院で韓国人医師がロボット手術 
毎日新聞 , 2016年 2月 18日	
http://mainichi.jp/articles/20160218/k00/00e/040/200000c 

22. 九大病院で外国人医師がロボット手術	
西日本新聞 ,	朝刊 , 2016年 2月 18日	

23. 韓国人医師がロボット手術	
読売新聞 ,	朝刊 , 2016年 2月 21日
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24. 全国初！九州大学病院で「臨床教授制度」を用いた共同事業を実施	
九州大学病院 , 2016年 2月 29日	
http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?storyid=1175&categoryid=1 

25. ネットで連携強化　ウガンダの医師と会議	
中日新聞 , 2016年 3月 27日	

26. 医療連携へテレビ会議　ウガンダの病院と福井大	
日刊県民福井 , 2016年 3月 27日	
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11.　おわりに	

国際医療部が発足しました

平成 27年 4月 1日に九州大学病院に国際医療部（iMed）が誕生しました。国際医療部は、アジア遠

隔医療開発センター（TEMDEC）のみならず、国際患者の診療を支援する国際診療支援センター（IPAC）

および、海外からの留学生や視察の受け入れなどの国際的な医療・医学活動連携を推進する海外交流セン

ター（OVEX）を総括し、九州大学の医系キャンパス全体の国際化を視野に入れて活動する恒久的な部署

として設置されました。

TEMDECを今日の姿にまで発展させ、さらに iMedを発足させた清水周次先生は、平成 28年 1月 1

日に iMedの部長・教授に就任し、この TEMDECの活動を含めて、iMed全体をリードすることとなり

ました。

　活動開始からわずか約 13年間で TEMDECがこのように急激に発展したのは清水先生をはじめとす

る TEMDECスタッフの頑張りのみならず、世界中に存在するネットワークの共有者（医療者・エンジニア）

のご協力の賜物です。また、TEMDECの顧問となっていただいた歴代病院長の水田祥代先生、久保千春

先生（現総長）、石橋達郎先生、および初代の TEMDECセンター長を務められた田中雅夫先生をはじめ

とする、多くの先輩方のご薫陶のお陰でもあります。さらに、TEMDEC立ち上げ時期に多大なご協力を

いただきながら夭折された平原正樹先生（情報通信研究機構）、松方純先生（国立情報学研究所）、牟田耕

一郎先生（九州大学）を忘れることは出来ません。

そんなことを書きながら、自分は何をしていたか？と問われると、毎年この年次報告書の「あとがき」

を書き続けたことぐらいしか思い出せず、恥じ入るばかりです。その一方で、清水先生が私に「あとがき」

を託し続けて下さっているのは、戦におけるいわゆる「殿（しんがり）」の役割を果たすように、という

ことだろうと勝手に信じております。つまり、清水先生は先頭から、私は後ろから TEMDEC / iMedの

発展をよく考える、ということなのです。私の勝手な思い込みではありますが（笑）。

そこで、これからの私の TEMDEC / iMedにおける在任期間は、清水先生の後継リーダーの養成に精

一杯努力をしようと考えています。とても大変な任務だと感じています。そのためにも、どうかこれから

も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

	

平成 28年 3月

	 	 	 	 	 九州大学病院　アジア遠隔医療開発センター
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顧問

石橋達朗
九州大学病院　病院長

メンバー

清水周次
センター長
九州大学病院 国際医療部 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

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

工藤孔梨子
九州大学病院 アジア遠隔医療開発センター 特任助教
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

北村泰一
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: y_kitajp@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

富松俊太
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: s-tomi@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
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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

浜崎結
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: yui-hama@tem.med.kyushu-u.ac.jp

児玉千春
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: kchiharu@tem.med.kyushu-u.ac.jp

佛淵祐太 
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: yuta.hotokebuchi@gmail.com

胡旻
九州大学 メディカル・インフォメーションセンター 研究生
812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
Tel: 092-642-5014
Fax: 092-642-5983
Email: humin@info.med.kyushu-u.ac.jp

虞雅雯

九州大学 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）、研究拠点形成事業

B. アジア・アフリカ学術基盤形成型（課題名：アジアにおける早期胃癌診断率向上のための継続的遠隔

医療教育システムの構築）、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。
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