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1. はじめに 

　平成 15年 2月に初めてのプログラムを実施して以来、私共の国際遠隔医療教育活動は今年 1月で 700

回目の節目に達しました。参加機関も 57カ国、507施設となり、開始当時からは想像もしていなかった

レベルへと広がってきています。

　今年度の第 1の成果は、南米諸国との活動が日本学術振興会の科学研究費（Ａ）により公的なものと

して開始されたことではないでしょうか。南米とは平成 21年より DVTSによる接続を試みましたが、当

初は思うような画質が得られず大変苦労しました。しかしながらブラジルにおける FIFAワールドカップ

やオリンピックの開催とも重なり、情報通信技術の急速な進歩と共に状況も少しずつ改善されてきました。

今回の南米に特化した形での研究費の獲得は、この地域における共同研究の進展に大きく寄与するものと

期待しています。

　第 2の成果は、アジア各国内におけるワークショップの開催とその後の活動意欲の高まりです。7月と

8月にそれぞれフィリピンとインドネシアにおいて、全国の主要医療施設から医師と技術者を招待し、各

施設からの発表と議論を行いました。その結果、インドネシアでは僅か 2ヵ月後の 10月から、それまで

一度も参加したことのない多くの病院を含め、毎月 10施設を接続して消化器疾患に関する症例検討会が

始まっています。

　また今年度はアジア遠隔医療シンポジウムも第 10回目を迎えることができました。これまでは日本と

韓国を除けばタイのみが開催地でしたが、今回は初めてベトナムがホストを務め、ハノイで盛大な会を開

催しました。来年度はマレーシアでの開催が既に決定し、開催地も日韓以外のアジア諸国へ広がってきて

います。

　今年度も 100回に及ぶ様々なプログラムが施行されましたが、中でもハイライトは 11月に神戸で開催

され 2万人を越える参加者を集めた消化器関連学会での 3日間に渡る内視鏡のライブデモンストレーショ

ンでしょう。学会関係者との 1年前からの周到な準備の甲斐もあり、プログラム的にも技術的にもこれま

でで最も素晴らしいプログラムの一つとなりました。内視鏡の手技を自施設から発信することにより、患

者さんと医療者双方のリスクを軽減できるのみならず経費をも大きく削減でき、今後の積極的な活用が期

待されます。

　新たな試みとしては、地元で開発された動画共有システム JoinViewや海外との遠隔医療相談の本格的

な開始があります。いずれもまだ解決すべき問題点はありますが、今後大いに推進する予定です。

　今年度も数多くの人事交流を通して活動推進への協議を重ねてきました。その中から今後も常に新たな

ニーズを発見する「Needs first」の精神で、より良いプログラムを作り続けて行きたいと思います。

平成 29年 3月
九州大学病院・国際医療部・アジア遠隔医療開発センター　センター長
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2. 本年度の成果

図 2-1 平成 28 年度の主な活動成果の一覧。

図 2-2 本年度より 5 年計画で本プロジェクトが開始し、5 月にはキックオフミーティングを開催 
  した。

平成２８年度の主な活動成果

１．ラテンアメリカ早期胃癌プロジェクトの開始

２．各国内における遠隔医療シンポジウム
フィリピン、インドネシア、ネパール、ベトナム

３．インドネシア月例内視鏡カンファレンス

４．第10回アジア遠隔医療シンポジウム

５．57か国、507施設、114プログラム

６．新技術：JoinViewの試用

７．遠隔医療相談の試み

胃癌遠隔教育
ネットワーク

地域および世界への展開

 胃癌診断に特化したプログラム確立
 継続的教育体制の展開
 技術者の養成プログラム構築
 各国の学術ネットワークとの連携

日本

・国立自治大学
・がんセンター

・ゴンザレス総合病
院

・グアダラハラ大学

メキシコ

・コスタリカ大学
・消化器病センター

コスタリカ

・ザビエル基督教大
学病院
・カリ病院
・警察病院

コロンビア

ペルー

ウルグアイ

アルゼンチン

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
・大阪成人病センター ・国立がんセンター

今後の展開

エクアドル

・チリ大学
・アレマナ病院
・カトリック大学

・国立がんセンター

チリ

国内へ展開 国内へ展開 国内へ展開

ドミニカ共和
国

・サンパウロ大学
病院

・国立がんセンター

・ポルトアレグレ大
学病院

ブラジル

国内へ展開 国内へ展開

胃癌早期診断に対するラテンアメリカ遠隔教育プロジェクト
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図 2-3 7 月にはフィリピンで、9 月にはネパールで遠隔医療ワークショップが開催された。

図 2-4 インドネシアでは国内 10 主要大学病院を接続したテレカンファレンスが毎月開催されて 
  いる。

各国内における遠隔医療ワークショップ

2016.9.9
ネパール

2016.7.9
フィリピン

インドネシア内視鏡テレカンファレンス

2016.10.5 第1回開催
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図 2-5 2 万人を超える参加者が集まる学会で開催された 3 日間に渡るライブデモは大成功で、大 
  きな反響があった。

図 2-6 第 10 回アジア遠隔医療シンポジウムが、ベトナムのハノイで開催された。

アジア太平洋消化器学会・内視鏡ライブ

2016.11.2-4

第10回アジア遠隔医療シンポジウム

2016.12.2-3ベトナム・ハノイにて
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図 2-8 アジアを中心に様々な地域への病院視察や技術指導を行った。

図 2-7 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。

海外からの受入れ

九大スタッフと共に

内視鏡の技術訓練

歓送迎会にて

エンジニアの技術研修

海外への訪問

2017.1 タイ

2016.11 ネパール

2016.9 メキシコ

2016.12 インドネシア
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図 2-9 新たな技術として、動画像の高速伝送が可能なシステムを導入。

図 2-10 海外患者に対する遠隔医療相談を開始。

JoinView（動画共有システム）の試用

2016.4 バングラデシュへの講演

2016.9 メキシコでの講演

全ユーザーが動画への再生、
停止、指示などの操作が可能

特徴：
１．指示操作共有
２．インストール不要
３．低帯域・高品質

問題点：
１．操作権限
２．操作性向上
３．運用方法

遠隔医療相談の試み 問題点： 
１．品質・技術 
２．セキュリティー 
３．料金設定 

タイ在住の日本人患者 

紹介予定病院
の日本人医師 

九州大学病院 

専門医 
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3. 使用システム・設定のアップデート
・

3-1. JoinView
JoinView について
　JoinViewは遠隔会議において動画像を共有する環境を提供するウェブアプリケーションです。こ
のアプリケーションは、元々は映画・テレビ放送における映像完成のための映像素材を収集し、必要
な映像素材をノンリニア編集器に取り込むために開発されました。このため、JoinViewでは元のア
プリケーションが持っていた映像素材となるファイルをサーバーに高速でアップロードしたり、ファ
イルをサーバーから高速でダウンロードする機能を持っています。また、ファイルの内容を確認す
るため、様々なフォーマットの動画像ファイルをプレビューするための映像変換機能もあります。・

　JoinViewはこのソフトウェアを改良して、遠隔医療会議での利用のためにプレビュー動画を複数サイ
トで同期して動画像を表示する機能、表示中の動画像中で指示 (ポインティング )をしたり、描き込み (ア
ノテーション )する機能も付け加えられています。

　図 3-1は JoinViewの構成を示しています。JoinViewは次の機能から構成されています。

図 3-1 JoinView の構造

・» 高速ファイル伝送

・» 映像ファイルとスライドファイル (ppt, pdfなど )を 
変換する機能

・» 映像ファイル管理

・» 映像ファイルの同期試写

・» 映像ファイルへ同期注釈付

 » HTML5ベースで Adobe Flash Playerを用いない動画再
生
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使い方
利用者のクラス分け
表 3-1に JoinViewにおける利用者のクラスを示します。

ログイン
TEMDECに JoinViewの利用を申請すると、ログイン IDとパスワードが発行されます。また、
JoinViewにアクセスする URLも同時に提供されます。
HTML5準拠のウェブブラウザを立ち上げ、TEMDECより渡された URL入力してください。ログイン
ページにアクセスできたら、IDとパスワードを入力してください。これで JoinViewを利用する準備が
できます。

映像ファイルリスト
ログインに成功したら、映像ファイルリストが表示されます。表示される映像ファイルは管理ユーザー
が許可したファイルだけとなります。

図 3-2 ログインページと映像ファイルリストの表示

ユーザークラス ビデオ共有 アノテーション
アップロード・&・・
ダウンロード・&・
・変更・&・消去

ユーザー管理

プレビュー ✓ ✓

通常ユーザー ✓ ✓ ✓

管理ユーザー ✓ ✓ ✓ ✓

表 3-1 利用者のクラスとサービス
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プレビュー

・・ 映像ファイル再生
YouTubeの様なユーザーインターフェースが表示されます。各部の説明を図 3-3に示します。

・・ 映像ファイル同期再生
“入室 ”チェックボックスをチェックしてください。現在、映像ファイルを共有している参加者が表示さ
れます。この状態で動画像を操作 (再生、早送り、巻き戻し )すると、リストの参加者の全てで、動画
像が同じように表示されます。

・・ 映像への注釈付
矢印アイコンをクリックしてください。矢印アイコンが明るい白色になったら、映像を指し示すポイン
ターが表示可能の状態になります。動画像が表示されているところに、カーソルを持っていくと、ユーザー
ID名のついた矢印が表示されます。この矢印は、”入室 ”リストに表示されている全ての参加者でその
矢印が表示されます。
また、パレット表示アイコンをクリックして、パレットを表示すると、動画上に直線、曲線、あるいは、
図形を描くことができ、これも、”入室 ”している全ての参加者のところに表示されます。

図 3-3 映像ファイル再生ユーザーインターフェース

図 3-4 映像への注釈付
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・・ 詳細表示
Zoomアイコンをクリックしてください。映像を拡大表示することができます。”入室 ”している全て
の参加者のところでも、動画が拡大表示されます。

・・ ファイルアップロード
“通常ユーザー ”と ”管理ユーザー ”はファイルをアップロードすることができます。初めてファイル
をアップロードする時、高速ファイル転送アプリケーション STORMをシステムの要求に応じてイン
ストールしなければなりません。どんなフォーマットのファイルもアップロードすることができます
が、プレビューに変換できるのは、MPEG4, Windows Media Video, QuickTimeです。
アップロードは映像ファイルリストのところで ”新しいクリップ ”をクリックしてください。
必要事項を書き込み、アップロードしたいファイルを選んでください。
アップロードするファイルを選んだら、その横の “プレビューユーザーに公開 ”をクリックしてくだ
さい。ここがチェックされていないと、プレビューは作成されません。

図 3-5  動画の拡大表示

図 3-6 ファイルアップロードページ
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今後の課題 

現在、以下の項目での不具合が確認されており、修正を行なっています。

• “入室 ”チェックボックスをクリックしても、先に進まないことがある。
•・ 映像ファイルを選んで表示させようとすると ”Load error”というメッセージが表示され、 
プレビューすることができないことがある。

•・ ファイルのアップロードが完了したのに、STORM履歴にその作業が現れないことがある。
•・ 変換された試写ファイルの色が元のものとほんのわずか異なることがある。
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3-2. 開催予定イベントプログラムの公開
- 国際的な遠隔医療カンファレンス運営のためのデータベースシステム開発 - 

　遠隔医療カンファレンスは発展途上国、先進国の双方の医療従事者にとって有用ですが、国を跨ぐ複数
施設における協力関係構築の困難さが活動の定着を阻んでいます。当センターでは、国際的な遠隔医療カ
ンファレンスイベント運営を支援するためのデータベースシステムの構築を進めています。これまで遠隔
医療カンファレンスイベント運営に必要な「施設情報」、「人物情報」、「イベントプログラム情報」、「イベ
ント実績」などの情報項目を策定し、「施設情報」、「イベント実績情報」についてはシステムによる一元
管理を実現し、常に最新の実績をホームページで公開し、年毎のグラフなどの統計情報への出力もできる
ようになりました。現在は「イベントプログラム情報」のシステム化をおこない、これまで限定的だった
開催予定のイベントプログラムの情報公開ができるようになりました。

　TEMDECの遠隔医療イベントはカンファレンスの主催者により、趣旨や参加者、スケジュール、技術
的事項等の細かな調整を重ねた上で定められるため、予定されたイベントへの参加は自由にできる訳では
ありませんが、いくつかのイベントではカンファレンスの様子をストリーミング配信（インターネットで
視聴）しており、そちらは比較的自由に受信できる場合があります。今後、より多くのイベントのシステ
ム化を進めていきたいと考えております。公開について積極的な主催者の方は、TEMDECにご連絡くだ
さい。

　今後も開催予定のイベントを随時公開していく予定ですので、TEMDECのホームページの「開催予定
のイベントプログラム（英語）」の欄をチェックして下さいね！

図 3-7 開催予定プログラムへのアクセス方法
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図 3-8 開催予定イベントプログラムの見方と仕様
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3-3. テレビ会議用チェックリスト

接続テストの際のチェックリスト

・⃞ 当日と同じ環境でテストする：会場、ネットワーク環境、機材など
・⃞ ネットワークの確認：有線使用の確認、回線タイプ（商用 /学術研究）の確認
・⃞ 受信映像：画質や遅延の確認
・⃞ 送信映像：カメラ映像、ＰＣ画面、内視鏡、エコー、各映像の切り替え、Picture-in-Picture
・⃞ 受信音声：スピーカーフォンの設定および音量、スピーカーを使用している場合は・
・ ・ ・ ・・スピーカーの位置
・⃞ 送信音声：・使用する全てのマイク音量のチェック、エコーの有無、スピーカーとマイクの位置、・
・ ・ ・ ・・ミュート確認
・⃞ スライド共有方法の確認
・⃞ 動画の有無：スライドに動画を含む場合は送信方法の確認
・⃞ 今後の予定の確認：テスト後構成変更の有無、当日のスケジュール、宿題
・⃞ 個人情報の取り扱い確認：患者の個人情報を伏せる、モザイクをかける

テレビ会議中の注意事項

・⃞ 会議中、発言しないときは常にマイクをミュートにしてください。マイクがオンになっていると、 
 受信している音をマイクが拾って送り返してしまいエコーの原因となります。また、原因となる地 
 点ではエコーを他の地点に返してしまっていることがわかりませんので、ご注意ください。 

・⃞ 本番中の裏方でのコミュニケーションには他のチャットサービス等をご使用ください。 
 （Skype, Adobeconnect, 携帯電話など） 

・⃞ パワーポイントなどのスライドを共有した場合、発表が終わりましたら必ず共有を終了くださいま 
 すようお願いいたします。 

・⃞ 当センターにおける活動報告書作成のため、各会場にて写真撮影にご協力ください。撮影していた 
 だいた写真は TEMDEC（tem-tech@med.kyushu-u.ac.jp）までお送りいただけますようお願いい・
・ たします。報告書には顔写真が載ることがありますので、不都合がある方はお知らせください。・
・ なお、以下のような写真を撮影していただけますと幸いです。・

・» 会場での様子（全体の様子がわかるもの、数名を大きく写したもの）
・» 発表者や質問者の様子
・» 集合写真
・» プレゼンのスライド、研究会のポスターなど
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3-4. 技術者マニュアルの作成について

　　　　　　　
　本マニュアルは、国立大学附属病院長会議常置委員会国際化担当の活動の一つとして、本活動に
積極的に参加している国立大学病院の技術担当者からの構成員により作成されました。ここでは国
際的な遠隔医療ネットワークの構築や、ICTを活用した人材育成の推進を目標の一つに掲げ、遠隔
医療カンファレンスを推進しています。活動の中では、参加したい医師が技術者のサポートを得ら
れないために自身で接続している例や、専門的知識を持たない者が技術担当者となる場合もあり、
何を準備しておけばいいのか、準備はどのように進むのか、機器の扱いはどうしたらいいのか、ト
ラブルの際にどうしたらいいのかというようなことが問題となっています。本書はこれらの助けと
なるよう、入門編として外部主催のテレカンファレンスに一接続施設として参加する場合を想定し、
わかりやすい図表を数多く用いながら解説しました。直近に開催される遠隔医療カンファレンスイ
ベントの担当となった方のために、難易度別のポイントや、イベント形態別のチェックリストを掲
載し、短時間で必要な情報を得られるようにまとめています。

　本書は本年度 7月に日本語版が完成、英語版も今年度末完成予定です。本書は無料で配布しておりま
すので、ご希望の方は当センターまでお尋ねください。また英語版はオンラインでも公開予定ですので、
遠隔医療カンファレンスの相手先との技術調整等に是非お役立てください。

遠隔医療カンファレンス　技術担当者になったら読む本　入門編「はじめに」 より抜粋

技術者マニュアルの作成について 

 

本マニュアルは、国立大学附属病院長会議常置委員会国際化担当の活動の一つとして、

本活動に積極的に参加している国立大学病院の技術担当者からの構成員により作成されま

した。ここでは国際的な遠隔医療ネットワークの構築や、ICTを活用した人材育成の推進を

目標の一つに掲げ、遠隔医療カンファレンスを推進しています。活動の中では、参加した

い医師が技術者のサポートを得られないために自身で接続している例や、専門的知識を持

たない者が技術担当者となる場合もあり、何を準備しておけばいいのか、準備はどのよう

に進むのか、機器の扱いはどうしたらいいのか、トラブルの際にどうしたらいいのかとい

うようなことが問題となっています。本書はこれらの助けとなるよう、入門編として外部

主催のテレカンファレンスに一接続施設として参加する場合を想定し、わかりやすい図表

を数多く用いながら解説しました。直近に開催される遠隔医療カンファレンスイベントの

担当となった方のために、難易度別のポイントや、イベント形態別のチェックリストを掲

載し、短時間で必要な情報を得られるようにまとめています。 

- 遠隔医療カンファレンス 技術担当者になったら読む本 入門編「はじめに」 より抜粋 - 

 

本書は本年度 7 月に日本語版が完成、英語版も今年度末完成予定です。本書は無料で配

布しておりますので、ご希望の方は当センターまでお尋ねください。また英語版はオンラ

インでも公開予定ですので、遠隔医療カンファレンスの相手先との技術調整等に是非お役

立てください。 

 

  

作成中の英語版のイメージ 

技術者マニュアル 日本語版 
図 3-9 技術者マニュアル 日本語版
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4. 活動実績一覧表（平成 28 年度） 

4-1. 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

※ 2016.3.1-2017.2.28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
609 2016.3.6 第 3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 )

610 2016.3.11 インドネシアとの技術研修報
告会

歯科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
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 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
広島大学 (日本 )

611 2016.3.11 第 2回 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 )

612 2016.3.16 第 8回 内視鏡クラブ　E-カ
ンファレンス

内視鏡 , 
ライブ

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
アジア消化器センター (インド ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
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 ), 
キングハーリド大学病院 (サウジアラ
ビア )

613 2016.3.24 臨床腎移植研究会 移植 , 
カンファレンス

Vidyo 米子コンベンションセンター BIG 
SHIP (日本 ), 
アサン医療センター (韓国 ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム )

614 2016.3.28 第 20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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

615 2016.3.31 第 8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

メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
メキシコ癌研究所 (INCan) (メキシコ ), 
メキシコ国立工科大学医学部 (メキシ
コ ), 
サンパウロ大学 (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 ), 
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 ), 
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
616 2016.4.11 第 2回 ボリビア内視鏡ワー

クショップ
内視鏡 , 
カンファレンス

H.323 ボリビア日本病院 (ボリビア ), 
九州大学病院 (日本 )

617 2016.4.19 バングラデシュ研究教育ネッ
トワーク シンポジウム

外科 , 
カンファレンス

H.323, 
Footage

ダッカ大学 (バングラデシュ ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
九州大学病院 (日本 )

618 2016.4.21 日本・メキシコ内視鏡カンフ
ァレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Telepointer

メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
京都府立医科大学 (日本 ), 
メキシコ国立工科大学医学部 (メキシ
コ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 )

619 2016.4.25 第 21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 ), 
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 ), 
熊本医療センター (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
宮崎県立宮崎病院 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 )

620 2016.4.26 第 6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 )

621 2016.5.17 第 9回 医学生へのライブ中
継講義

学生 , 
ライブ

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 )

622 2016.5.18 第 20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, 
Streaming

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 ), 
天津医科大学 (中国 )

623 2016.5.23 第 22回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
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 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
熊本大学 (日本 ), 
熊本医療センター (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 )

624 2016.5.31 医工連携 4年生講義 学生 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
東北大学 (日本 )

625 2016.5.31 第 9回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

外科 , 
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 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
626 2016.6.4 第 5回 神戸国際内視鏡ハン

ズオン
内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

神戸医療機器開発センター
（MEDDEC） (日本 ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
青島大学 (中国 ), 
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 )

627 2016.6.7 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 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ )

628 2016.6.24 九州消化器病学会 ライブ 内視鏡 , 
ライブ

Vidyo ホテル グランデ はがくれ (日本 ), 
佐賀大学 (日本 )

629 2016.6.27 第 23回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
熊本医療センター (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 )

630 2016.6.28 マレーシアとの内視鏡研修報
告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 )

631 2016.6.29 第 11回 内視鏡クラブ E-カ
ンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
エルランゲン大学病院 (ドイツ ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
国立台湾大学 (台湾 )

632 2016.7.1 第 2回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
神戸大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

633 2016.7.3 第 4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 )

634 2016.7.11 第 10回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

外科 , 
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 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
635 2016.7.14 第 9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

ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
サンパウロ大学 (ブラジル ), 
ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポル
ト・アレグレ病院 医師自宅 :ポルト・
アレグレ (ブラジル ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
メキシコ国立工科大学医学部 (メキシ
コ ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
チリ・カトリック大学 (チリ ), 
チリ大学 (チリ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
中国人民解放軍総医院 (301医院 ) (中
国 ), 
レストラン　ドキドキ　スシ　グリル 
(アメリカ合衆国 ), 
九州大学病院 (日本 )

636 2016.7.14 チリ研究教育ネットワークセ
ンターへの遠隔講演

その他 , 
カンファレンス

Mconf チリ研究教育ネットワークセンター 
(チリ ), 
九州大学病院 (日本 )

637 2016.7.23 第 2回 経鼻内視鏡精度アッ
プセミナーの配信

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州医療センター (日本 )

638 2016.7.25 第 24回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

639 2016.7.28 第 3回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
大阪府立成人病センター (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

640 2016.8.1 第 42回 APAN会議 テクノ
ロジー

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo, 
JoinView

香港大学 (香港 ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
国家実験研究院 (台湾 ), 
埔里キリスト教病院 (台湾 ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
グアダラハラ大学 (メキシコ )

641 2016.8.1 第 42回 APAN会議 呼吸器
外科

胸部外科 , 
カンファレンス

H.323 香港大学 (香港 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
国立台湾大学 (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
642 2016.8.2 第 42回 APAN会議 歯科 歯科 , 

カンファレンス
Vidyo 香港大学 (香港 ), 

ベスト ウェスタン プラス ホテル 香港 
(香港 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
広島大学 (日本 ), 
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 ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
ハン トゥア スラバヤ 大学 (インドネ
シア ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
国立台湾大学 (台湾 )

643 2016.8.3 第 42回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo 香港大学 (香港 ), 
東北大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
タイ国立がんセンター (タイ ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア )

644 2016.8.3 第 42回 APAN会議 内視鏡 (
第 12回 内視鏡クラブ E-カ
ンファレンス )

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo, 
Streaming

香港大学 (香港 ), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 
(インド ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
国立がん研究センター中央病院 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
ライエル　マクユーイング　病院 
(オーストラリア ), 
チャンギ総合病院 (シンガポール ), 
オスロ大学病院 (ノルウェー ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
スラヤン病院 (マレーシア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

645 2016.8.3 第 42回 APAN会議 胎児医
療

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo 香港大学 (香港 ), 
香港大学深セン医院 (中国 ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
日本大学 (日本 ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (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 )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
646 2016.8.4 第 42回 APAN会議 低侵襲

外科
外科 , 
カンファレンス

H.323 香港大学 (香港 ), 
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 (アメリカ合衆国 ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
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 ), 
ブリーラム病院 (タイ ), 
ソンクラー大学 (タイ )

647 2016.8.4 第 42回 APAN会議 地域医
療

保健 , 
カンファレンス

H.323 香港大学 (香港 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
サンカーラ・ネスララヤ病院 (インド ), 
アテネオ・デ・マニラ大学 (フィリピン ), 
埔里キリスト教病院 (台湾 ), 
九州大学病院 (日本 )

648 2016.8.4 第 42回 APAN会議 JIPMER 外科 , 
カンファレンス

Vidyo 香港大学 (香港 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
タタ記念病院 (インド ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド )

649 2016.8.4 第 42回 APAN会議 AIG 内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

香港大学 (香港 ), 
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 ), 
アジア消化器センター (インド ), 
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 )

650 2016.8.5 第 42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

Vidyo, 
Streaming

香港大学 (香港 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
ソウル大学ブンダン病院　技師自宅；
ソウル (韓国 ), 
忠北大学 (韓国 ), 
マラヤ大学 (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 )

651 2016.8.6 第 16回 胃拡大内視鏡研究会 内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Telepointer

レソラ天神 (日本 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
大阪府立成人病センター (日本 )

652 2016.8.8 第 2回 ロボット手術テレカ
ンファレンス

ロボット , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

ホテル日航福岡 (日本 ), 
和歌山県立医科大学 (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 )

653 2016.8.9 コスタリカとの技術研修報告
会

テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
サンファン デ ディオス病院 (コスタリ
カ ), 
コスタリカ ガストロクリニカ (コスタ
リカ ), 
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
654 2016.8.9 フィリピンとの技術研修報告

会
テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo セントルークス医療センター ケソン市 
(フィリピン ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
バギオ総合病院・医療センター (フィ
リピン ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
セブ大学　メディカルセンター (フィ
リピン ), 
ダバオ　ドクターズホスピタル (フィ
リピン ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
九州大学病院 (日本 )

655 2016.8.17 第 21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, 
Streaming

北京協和医院 (中国 ), 
復旦大学中山病院 (中国 ), 
天津医科大学 (中国 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
福岡大学筑紫病院 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

656 2016.8.22 第 25回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

657 2016.8.22 第 1回 中国との国際遠隔セ
カンドオピニオン

外科 , 
コンサルテーシ
ョン

PEXIP 九州大学病院 (日本 ), 
鞍山市腫瘤医院 (中国 ), 
心医サポートセンター 瀋陽 (中国 )

658 2016.8.25 第 4回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
シャープマサトラン病院 (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 )

659 2016.8.26 第 11回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

放射線 , 
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 )

660 2016.9.2 第 16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 )

661 2016.9.6 遠隔てんかん症例検討会 神経内科 , 
カンファレンス

H.323 東北大学 (日本 ), 
市立釧路総合病院 (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 ), 
大芝医院 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
熊本大学 (日本 )

662 2016.9.9 第 1回ネパール遠隔医療ワー
クショップ

その他 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
ラディソン ホテル カトマンズ (ネパー
ル )

663 2016.9.13 第 5回 日本・メキシコ内視
鏡カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
神戸大学 (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
664 2016.9.20 Magic Projectへの遠隔講演 その他 , 

カンファレンス
Mconf ラテンアメリカ先端ネットワーク 

(RedCLARA) (チリ ), 
九州大学病院 (日本 )

665 2016.9.26 第 26回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
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 ), 
宮崎県立宮崎病院 (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 )

666 2016.9.30 第 1回 ラテンアメリカ遠隔
教育技術ワークショップ

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
PEXIP, 
JoinView

ラテンアメリカ教育コミュニケーショ
ン研究所本部 (メキシコ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
九州大学病院 (日本 )

667 2016.10.5 第 1回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

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 ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
アンダラス大学 (インドネシア ), 
プルサハバタン病院 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

668 2016.10.5 第 4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, 
JoinView

三重大学 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
富山大学 (日本 ), 
徳島大学 (日本 ), 
高知大学 (日本 ), 
山口大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
熊本大学 (日本 )

669 2016.10.23 第 5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 )

670 2016.10.24 第 27回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
大分大学 (日本 ), 
大分県立病院 (日本 ), 
宮崎大学 (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
671 2016.11.2 2016年アジア太平洋消化器

週間 (APDW)　内視鏡ライブ
1

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo 神戸国際会議場 (日本 ), 
神戸大学 (日本 ), 
昭和大学江東豊洲病院 (日本 ), 
佐野病院 (日本 )

672 2016.11.3 2016年アジア太平洋消化器
週間 (APDW)　内視鏡ライブ
2

内視鏡 , 
ライブ

H.323 神戸国際会議場 (日本 ), 
香港中文大学プリンスオブウェールズ
病院 (香港 ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
アサン医療センター (韓国 )

673 2016.11.4 2016年アジア太平洋消化器
週間 (APDW)　内視鏡ライブ
3

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo 神戸国際会議場 (日本 ), 
京都第二赤十字病院 (日本 ), 
近畿大学 (日本 ), 
大阪府立成人病センター (日本 )

674 2016.11.9 第 22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, 
Streaming

北京協和医院 (中国 ), 
復旦大学中山病院 (中国 ), 
天津医科大学 (中国 ), 
南方医科大学　南方医院 (中国 ), 
順天堂大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

675 2016.11.10 第 10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

コスタリカ ガストロクリニカ (コスタ
リカ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ ), 
ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
カリ・ザビエル大学 (コロンビア ), 
メキシコ国立自治大学 (メキシコ ), 
サンパウロ大学 (ブラジル ), 
ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
ブラジリアバーゼ病院 (ブラジル ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
チリ大学 (チリ ), 
チリ・カトリック大学 (チリ ), 
大阪府立成人病センター (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

676 2016.11.10 第 2回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
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 ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

677 2016.11.11 小児緩和ケアチーム第 11回
勉強会

小児 , 
カンファレンス

Vidyo 九州大学病院 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (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 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
鹿児島市立病院 (日本 )

678 2016.11.14 第 1回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (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
679 2016.11.16 第 13回 内視鏡クラブ E-カ

ンファレンス
内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
スラヤン病院 (マレーシア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
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 ), 
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 ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
名古屋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

680 2016.11.17 シリラ遠隔医療センター学術
会議 2016

その他 , 
カンファレンス

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

681 2016.11.18 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

H.323, 
Vidyo

マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシアプトラ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

682 2016.11.21 第 2回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

683 2016.11.24 マレーシアへの遠隔講演 テクノロジー , 
カンファレンス

Vidyo マレーシア高等教育省 (マレーシア ), 
九州大学病院 (日本 )

684 2016.11.25 第 12回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

耳鼻科 , 
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 )

685 2016.11.28 第 28回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
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 ), 
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター (日本 )

686 2016.12.2 第 10回アジア遠隔医療シン
ポジウム -1

その他 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

JW マリオットホテル ハノイ (ベトナ
ム ), 
メキシコ研究教育ネットワーク 技師自
宅；メキシコシティ (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド ), 
フエ大学病院 (ベトナム )

687 2016.12.2 大分大学とベトナムの内視鏡
ライブ

内視鏡 , 
ライブ

Vidyo JW マリオットホテル ハノイ (ベトナ
ム ), 
ビエット　ドゥック　病院 (ベトナム ), 
108　陸軍中央病院 (ベトナム ), 
大分大学 (日本 ), 
フエ大学病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
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
688 2016.12.3 第 10回アジア遠隔医療シン

ポジウム -2
その他 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

JW マリオットホテル ハノイ (ベトナ
ム ), 
ソウル大学ブンダン病院　技師自宅；
ソウル (韓国 ), 
フエ大学病院 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
チョーライ病院 (ベトナム )

689 2016.12.5 第 3回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

690 2016.12.9 第 2回 中国との国際遠隔セ
カンドオピニオン

肝臓 , 
コンサルテー
ション

PEXIP 九州大学病院 (日本 ), 
心医サポートセンター 北京 (中国 ), 
心医サポートセンター 瀋陽 (中国 )

691 2016.12.12 第 4回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

692 2016.12.19 第 5回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

693 2016.12.20 第１回 タイ消化器内視鏡学
会 (TAGE) プレゼンテーショ
ン大会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Streaming

チュラロンコン大学 (タイ )

694 2016.12.22 第 3回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

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 ), 
スマトラウタラ大学 (インドネシア ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
プルサハバタン病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

695 2016.12.26 第 29回 小児がん拠点症例検
討会

小児 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
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 )

696 2017.1.17 神戸大学とセントルークス医
療センターのテレカンファレ
ンス

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo 神戸大学 (日本 ), 
セントルークス医療センター　グロー
バルシティ (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
697 2017.1.18 アジア低侵襲外科フォーラム 外科 , 

カンファレンス
Vidyo セントルークス医療センター ケソン市 

(フィリピン ), 
ダバオ　ドクターズホスピタル (フィ
リピン ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン ), 
バギオ総合病院・医療センター (フィ
リピン ), 
フィリピン大学　マニラ総合病院 
(フィリピン ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
九州大学病院 (日本 )

698 2017.1.19 第 4回 インドネシア内視鏡
症例カンファレンス

内視鏡 , 
カンファレンス

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 ), 
パジャジャラン大学 (インドネシア ), 
ディポネゴロ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
ウダヤナ大学 (インドネシア ), 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病
院 (インドネシア ), 
ハサヌディン大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ファトマワティ病院 (インドネシア ), 
プルサハバタン病院 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

699 2017.1.19 第 14回 筑波大学とチョーラ
イ病院のテレカンファレンス

泌尿器 , 
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 ), 
九州大学病院 (日本 )

700 2017.1.22 アジア新生児医学シンポジウ
ム

胎児医療 , 
カンファレンス

Vidyo 神奈川県立こども医療センター (日本 ), 
ハラパンキタ国立心臓血管センター 
(インドネシア ), 
胎児クリニック (台湾 )

701 2017.1.23 第 30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 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
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 )

702 2017.1.30 第 6回 立命館アジア太平洋
大学への遠隔講義

腫瘍学 , 
カンファレンス

Vidyo 立命館アジア太平洋大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 )

703 2017.1.31 第 7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 ), 
久留米聖マリア病院 (日本 )

704 2017.2.1 心臓移植検討会 移植 , 
カンファレンス

H.323 九州大学病院 (日本 ), 
東京医科歯科大学 (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
705 2017.2.4 第 65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

慶応義塾大学 (日本 ), 
旭川医科大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
弘前大学 (日本 ), 
岩手医科大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
新潟大学 (日本 ), 
筑波大学 (日本 ), 
浜松医科大学 (日本 ), 
名古屋大学 (日本 ), 
三重大学 (日本 ), 
滋賀医科大学 (日本 ), 
京都大学 (日本 ), 
岡山大学 (日本 ), 
広島大学 (日本 ), 
山口大学 (日本 ), 
徳島大学 (日本 ), 
愛媛大学 (日本 ), 
九州大学病院 (日本 ), 
宮崎大学 (日本 ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
琉球大学 (日本 )

706 2017.2.7 フィリピンとの産婦人科研修
報告会

産科婦人科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

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 )

707 2017.2.7 インドネシアとの神経内科カ
ンファレンス

神経内科 , 
カンファレンス

Vidyo インドネシア大学 (インドネシア ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
サムラトランギ大学 (インドネシア ), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

708 2017.2.7 九州大学母子総合研究リサー
チコアカンファレンス

小児 , 
カンファレンス

Streaming 九州大学病院 (日本 )

709 2017.2.13 第 43回 APAN会議 テクノ
ロジー

テクノロジー , 
カンファレンス

Zoom, 
JoinView

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア ), 
清華大学 (中国 ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
国立台湾大学 (台湾 ), 
国家実験研究院 (台湾 ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
グアダラハラ大学 (メキシコ ), 
九州大学病院 (日本 ), 
九州大学病院 技師自宅；福岡 (日本 )

710 2017.2.13 第 43回 APAN会議 JIPMER 外科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
ジャワハルラール 医学教育研究大学院 
(インド ), 
肝胆道科学センター (インド ), 
ラジブ ガンジー癌研究センター (イン
ド ), 
チェンナイ グローバルホスピタルズ 
(インド ), 
ケラニヤ大学 (スリランカ ), 
BPコイララ健康科学大学 (ネパール ), 
ネパール癌研究病院 (ネパール ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール )



4. 活動実績一覧表
4-1. 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
711 2017.2.14 第 43回 APAN会議 低侵襲

外科
外科 , 
カンファレンス

H.323 インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
バジラ病院 (タイ ), 
ラジャビティ病院 (タイ ), 
ラーチャブリー病院 (タイ ), 
ソンクラー大学 (タイ ), 
セントルークス医療センター ケソン市 
(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 ), 
バレー病院 (アメリカ合衆国 )

712 2017.2.14 第 43回 APAN会議 内視鏡 
(第 14回 内視鏡クラブ E-カ
ンファレンス )

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
マレーシアサインズ大学 (マレーシア ), 
マレーシア・イスラム科学大学 (USIM) 
(マレーシア ), 
チョーライ病院 (ベトナム ), 
九州大学病院 (日本 ), 
マラヤ大学 (マレーシア )

713 2017.2.15 第 43回 APAN会議 肝胆膵 外科 , 
カンファレンス

Vidyo インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
東北大学 (日本 ), 
千葉大学 (日本 ), 
北海道大学 (日本 ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
マラヤ大学 (マレーシア ), 
サンウェイ・メディカル・センター (マ
レーシア ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
国立腎臓・移植センター (フィリピン )

714 2017.2.15 第 43回 APAN会議 歯科 歯科 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
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 ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ハン トゥア スラバヤ 大学 (インドネ
シア ), 
鹿児島大学 (日本 ), 
東北大学 (日本 ), 
国立台湾大学 (台湾 )

715 2017.2.15 第 43回 APAN会議 眼科 1 眼科 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
退役軍人記念医療センター (フィリピ
ン ), 
ベトナム国立眼科研究所 (ベトナム ), 
フエ中央病院 (ベトナム ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
ティルガンガ眼科研究所 (ネパール ), 
ドゥリケル病院 (ネパール ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール )

716 2017.2.16 第 43回 APAN会議 地域医
療

保健 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
カトマンズモデル病院 (ネパール ), 
ガリレオコントロールセンター (DLR 
Gfr) (ドイツ ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール ), 
ドゥリケル病院 (ネパール ), 
アテネオ・デ・マニラ大学 (フィリピン ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
ブラウィジャヤ大学 (インドネシア ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド )
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番号 日付 イベント名 内容・形式 接続方法 会場
717 2017.2.16 第 43回 APAN会議 眼科 2 眼科 , 

カンファレンス
Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
スリ ラーマチャンドラ大学 (インド ), 
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 
(インド ), 
サンカーラ・ネスララヤ病院 (インド ), 
スリー チトラ ティルナール医科学技
術大学 (インド )

718 2017.2.16 第 43回 APAN会議 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

Vidyo, 
Streaming

インド　ハビタット　センター (イン
ド ), 
パタン健康科学専門学校 (ネパール ), 
ティルガンガ眼科研究所 (ネパール ), 
トリプバン大学 医学部 (ネパール ), 
ネパール教育研究ネットワーク (ネ
パール ), 
マヒドン大学シリラ病院 (タイ ), 
チュラロンコン大学 (タイ ), 
ソウル大学ブンダン病院 (韓国 ), 
Advanced Science and Technology 
Institute (フィリピン ), 
インドネシア大学 (インドネシア ), 
九州大学病院 (日本 )

719 2017.2.21 チリとの内視鏡、技術研修報
告会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

九州大学病院 (日本 ), 
チリ・カトリック大学 (チリ ), 
アレマナ病院 (チリ ), 
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 )

720 2017.2.22 ブラジルとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

H.323, 
Vidyo

ブラジル癌研究所 (ブラジル ), 
九州大学病院 (日本 ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ )

721 2017.2.22 メキシコとの内視鏡、技術研
修報告会

内視鏡 , 
カンファレンス

Vidyo, 
Streaming

九州大学病院 (日本 ), 
メキシコ国立医学・栄養センター (メ
キシコ ), 
メキシコ癌研究所 (INCan) (メキシコ ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ )

722 2017.2.27 第 31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 ), 
福岡大学病院 (日本 ), 
九州がんセンター (日本 ), 
久留米大学 (日本 ), 
産業医科大学 (日本 ), 
佐賀大学 (日本 ), 
佐賀県医療センター好生館 (日本 ), 
長崎大学 (日本 ), 
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 )
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4-2. 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

※ 2016.3.1-2017.2.28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
1355 2016.3.1 インドネシア , 台湾 , ベ

トナムとの研修報告会
広島大学 , アイルランガ大学 , 台北医科大
学 , ホーチミン市医薬科大学 , 九州大学病
院

日本 , インドネ
シア , 台湾 , ベ
トナム

H.323

1356 2016.3.2 イベント No.613の打ち
合わせ

九州大学病院 , 米子医療センター , NSD 日本 Vidyo

1357 2016.3.2 北海道大学接続テスト 北海道大学 日本 Vidyo
1358 2016.3.2 遠隔ハンズオンセミナー 青森市民病院 , 東北大学 日本 Vidyo
1359 2016.3.2 アイルランガ大学への遠

隔講義
アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 

日本
Vidyo

1360 2016.3.3 アイルランガ大学への遠
隔講義のためのテスト

アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1361 2016.3.3 イベント No.613のため
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

1362 2016.3.3 イベント No.609のため
のテスト

宮崎大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1363 2016.3.4 U of Health Sciencesと
のテスト

U of Health Sciences, 九州大学病院 カンボジア , 日
本

H.323

1364 2016.3.4 バムルンラード病院との
接続テスト

バムルンラード病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1365 2016.3.6 北大病院消化器外科
2WEB会議

北見赤十字病院 , 恵佑会札幌病院 , 札幌共
立五輪橋病院 , 北海道消化器科病院 , 製鉄
記念室蘭病院

日本 Vidyo

1366 2016.3.7 イベント No.611のため
のテスト

何大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323

1367 2016.3.7 アイルランガ大学への遠
隔講義

アイルランガ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1368 2016.3.7 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1369 2016.3.8 バムルンラード病院との
テレカンファレンス

バムルンラード病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1370 2016.3.8 Japanbiodesignのための
打ち合わせ

スタンフォード大学 , 東京大学 , 大阪大学 , 
東北大学

アメリカ , 日本 Vidyo

1371 2016.3.8 イベント No.610のため
のテスト

インドネシア大学 , アイルランガ大学 , 鹿
児島大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1372 2016.3.8 APAN PC#2 九州大学病院 , LEARN, 香港中文大学 , 清
華大学 , 南洋理工大学 , APAN技師自宅：
キャンベラ , TEIN*CC, Gerit, 香港大学 , 
GEANT

日本 , スリラン
カ , 香港 , 中国 , 
シンガポール , 
オーストラリ
ア , 韓国 , オラ
ンダ

H.323, 
Vidyo, 
Zoom, 
Skype

1373 2016.3.9 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

東北大学 , 窪谷産婦人科 日本 Vidyo

1374 2016.3.9 U of Health Sciencesと
のテスト

U of Health Sciences, 九州大学病院 カンボジア , 日
本

H.323

1375 2016.3.11 イベント No.612のため
のテスト

ブラウィジャヤ大学 , チョーライ病院 , 肝
胆道科学センター , マラヤ大学 , 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 , マレーシアサインズ大学 , 九州大
学病院

インドネシア , 
ベトナム , イン
ド , マレーシア , 
ロシア , 日本

Vidyo

1376 2016.3.11 マレーシアサインズ大学
との会議

マレーシアサインズ大学 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

Vidyo

1377 2016.3.11 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

北海道大学 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1378 2016.3.12 心臓病胎児診断症例報告

会のためのテスト
京都府立医科大学 , 窪谷産婦人科 , 神奈川
県立こども医療センター

日本 Vidyo

1379 2016.3.13 第 31回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , 京都府立
医科大学 , 北海道大学 , 名古屋大学 , 窪谷
産婦人科 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1380 2016.3.14 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1381 2016.3.14 イベント No.612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 , チョーライ病院 , ディーナナス・マ
ンゲッシュカー病院 , アジア消化器セン
ター , マレーシアサインズ大学 , 九州大学
病院

インド , タイ , 
ベトナム , マ
レーシア , 日本

Vidyo

1382 2016.3.15 イベント No.612のため
のテスト

アジア消化器センター , 九州大学病院 インド , 日本 Vidyo

1383 2016.3.16 イベント No.613のため
の打ち合わせ

米子医療センター , 米子コンベンションセ
ンター BIG SHIP, Vidyo Japanオフィス , 
NSDオフィス , 浜松ホトニクス

日本 Vidyo

1384 2016.3.18 イベント No.613のため
のテスト

ビエット ドゥック病院 , アサン医療セン
ター , 九州大学病院 , 米子コンベンション
センター BIG SHIP, NSDオフィス

ベトナム , 韓国 , 
日本

Vidyo

1385 2016.3.18 心臓病胎児診断症例報告
会反省会

東北大学 , 神奈川胎児エコー研究会事務
局 , 京都府立医科大学 , 中京大学 , 北海道
大学 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1386 2016.3.19 第 70回てんかん症例検
討会

Polycom Japanオフィス , 九州大学病院 , 
東北大学 , 北海道大学 , 札幌医科大学 , 中
村記念病院 , 東京大学 , 筑波大学 , 群馬大
学 , 信州大学 , 愛媛大学

日本 H.323

1387 2016.3.22 イベント No.614のため
のテスト

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1388 2016.3.23 イベント No.613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 , ビエット ドゥック病院

日本 , ベトナム Vidyo

1389 2016.3.24 大阪府立成人病センター
との会議

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1390 2016.3.24 イベント No.615のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1391 2016.3.25 イベント No.615のため
のテスト

サンパウロ大学 , 九州大学病院 ブラジル , 日本 Vidyo

1392 2016.3.28 日本大学総合科学研究所
とのテスト

日本大学総合科学研究所 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1393 2016.3.29 イベント No.615のため
のテスト

アレマナ病院 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1394 2016.3.30 インドネシア大学とのカ
ンファレンス

インドネシア大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1395 2016.3.30 岩手医科大学カンファレ
ンス

岩手医科大学 , 盛岡市立病院 , 能代厚生医
療センター , 函館五稜郭病院 , かづの厚生
病院 , 盛岡赤十字病院

日本 Vidyo

1396 2016.3.31 ブラウィジャヤ大学との
会議

ブラウィジャヤ大学 , 九州大学病院 インドネシア , 
日本

Vidyo

1397 2016.3.31 チームカンファのための
打ち合わせ

九州大学病院 , 北海道大学 , 順天堂大学 , 
千葉大学 , ジョンソン &ジョンソン オ
フィス , 名古屋大学

日本 Vidyo

1398 2016.4.5 TEIN CCとの会議 九州大学病院 , TEIN CC 日本 , 韓国 H.323
1399 2016.4.5 APAN PC #3 九州大学病院 , NKN, GEAMT技師自宅：

アムステルダム , JUCC, 香港中文大学 , 
APAN技師自宅：キャンベラ , 清華大学 , 
LEARN, 香港大学

日本 , インド , 
オランダ , 香港 , 
オーストラリ
ア , 中国 , スリ
ランカ

H.323
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1400 2016.4.5 イベント No.616のため

のテスト
九州大学病院 , ボリビア日本病院 日本 , ボリビア H.323

1401 2016.4.6 Japanbiodesign スタンフォード大学 , 他 アメリカ , 他 Vidyo
1402 2016.4.7 大阪府立成人病センター

とのテスト
大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1403 2016.4.11 福岡大学筑紫病院とのテ
スト

福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 Skype

1404 2016.4.11 イベント No.618のため
のテスト

京都府立医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1405 2016.4.11 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1406 2016.4.12 イベント No.618のため
のテスト

京都府立医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1407 2016.4.12 イベント No.617のため
のテスト

BdRENオフィス , ダッカ大学 , カトマン
ズモデル病院 , 九州大学病院

バングラデ
シュ , ネパール , 
日本

H.323

1408 2016.4.13 福岡大学筑紫病院とのテ
スト

福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 Skype

1409 2016.4.13 APAN_Med 九州大学病院 , 肝胆道科学センター , アジ
ア消化器センター , マヒドン大学シリラ病
院 , マヒドン大学シリラ病院医師自宅：バ
ンコク , マラヤ大学 , JIPMER, 国立台湾
大学 , 香港大学 , カトマンズモデル病院 , 
チョーライ病院 , BdRENオフィス , セン
トルークス医療センター ケソン市 , チュ
ラロンコン大学技師自宅：バンコク

日本 , インド , 
タイ , マレーシ
ア , 台湾 , 香港 , 
ベトナム , ネ
パール , バング
ラデシュ , フィ
リピン

H.323, 
Vidyo

1410 2016.4.13 イベント No.617のため
のテスト

ダッカ大学 , カトマンズモデル病院 , 九州
大学病院

バングラデ
シュ , ネパール , 
日本

H.323

1411 2016.4.14 3大学電子カルテ会議の
ためのテスト

東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 H.323, 
Vidyo

1412 2016.4.14 イベント No.618のため
のテスト

京都府立医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1413 2016.4.19 イベント No.618のため
のテスト

INNSZ, CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo

1414 2016.4.19 イベント No.619のため
のテスト

長崎大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1415 2016.4.19 イベント No.620のため
の打ち合わせ

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1416 2016.4.20 イベント No.618のため
のテスト

九州大学病院 , INNSZ, メキシコ国立工科
大学医学部

日本 , メキシコ Vidyo

1417 2016.4.20 MEDDECとのテスト 九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo
1418 2016.4.20 ATSのための打ち合わせ 九州大学病院 , ビエット ドゥック病院 日本 , ベトナム H.323
1419 2016.4.21 MEDDECとのテスト 九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo
1420 2016.4.21 イベント No.620のため

のテスト
佐賀大学 , 佐賀県医療センター好生館 , 織
田病院 , 唐津赤十字病院 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1421 2016.4.21 イベント No.619のため
のテスト

沖縄県立南部医療センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1422 2016.4.21 APRALO Monthly Call 技師自宅：バクー , 技師自宅：キャンベラ , 
技師自宅：ソウル , 技師自宅：カトマンズ , 
技師自宅：ロサンゼルス , 技師自宅：オー
クランド , 技師自宅：マナーマ , 技師自宅：
エルサレム , 技師自宅：北京 , 九州大学病
院 , NTT武蔵野研究開発センタ , ICANN 
Pacific office

アゼルバイジャ
ン , オーストラ
リア , 韓国 , ネ
パール , アメリ
カ , ニュージー
ランド , バー
レーン , パレス
チナ , 中国 , 日
本 , シンガポー
ル

Adobe 
Connect
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1423 2016.4.22 心臓病胎児診断症例報告

会のためのテスト
神奈川県立こども医療センター , トロント
小児病院 , 群馬大学医師自宅：マールブル
ク , 神奈川胎児エコー研究会事務局

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1424 2016.4.23 関東 LADG 東京医科歯科大学 日本 Vidyo, 
Streaming

1425 2016.4.26 イベント No.626のため
の打ち合わせ

九州大学病院 , MEDDEC 日本 Vidyo

1426 2016.4.27 イベント No.621のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 日本 , 韓国 H.323

1427 2016.4.28 CUDIとのミーティング INNSZ, CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo

1428 2016.4.28 九州大学芸術工学部との
テスト

九州大学病院 , 九州大学大橋キャンパス 日本 Vidyo

1429 2016.4.28 3大学電子カルテ会議 東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1430 2016.4.28 佐賀大学とのテスト 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 H.323, 
Vidyo

1431 2016.5.2 佐賀大学とのテスト 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1432 2016.5.6 建国大学病院とのテスト 建国大学病院 , 九州大学病院 韓国 , 日本 Vidyo

1433 2016.5.6 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

神奈川県立こども医療センター , ビジョン
ブリッジ , 長野県吉田病院 , 北海道大学 , 
岩手医科大学 , トロント小児病院 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1434 2016.5.7 心臓病胎児診断症例報告
会のためのテスト

神奈川県立こども医療センター , ビジョン
ブリッジ , 長野県吉田病院 , 北海道大学 , 
岩手医科大学 , トロント小児病院 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1435 2016.5.8 第 32回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , ビジョン
ブリッジ , 長野県吉田病院 , 北海道大学 , 
岩手医科大学 , トロント小児病院 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク

日本 , カナダ , 
ドイツ

Vidyo

1436 2016.5.9 イベント No.621のため
のテスト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 日本 , 韓国 H.323

1437 2016.5.10 Japanbiodesign スタンフォード大学 , 東京大学 アメリカ , 日本 Vidyo

1438 2016.5.10 APAN42 PC 九州大学病院 , 清華大学 , LEARN, NKN, 
APAN事務局長自宅 ; キャンベラ , オー
ストラリア国立大学 , 香港大学 , JUCC, 
GÉANT

日本 , 中国 , ス
リランカ , イン
ド , オーストラ
リア , 香港 , オ
ランダ

H.323

1439 2016.5.11 APAN_Med マラヤ大学 , 国立がんセンター , 香港大学 , 
国立台湾大学 , カトマンズモデル病院 , 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 , アジア消化器セン
ター , マヒドン大学シリラ病院 , アイルラ
ンガ大学 , VinaREN, 九州大学病院

マレーシア , 日
本 , 香港 , 台湾 , 
ネパール , 韓国 , 
フィリピン , イ
ンド , タイ , イ
ンドネシア , ベ
トナム

H.323, 
Vidyo

1440 2016.5.12 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

1441 2016.5.13 National Polytechnic 
Instituteとのテスト

九州大学病院 , National Polytechnic 
Institute

日本 , メキシコ Vidyo

1442 2016.5.13 イベント No.623のため
のテスト

天津医科大学 , 九州大学病院 中国 , 日本 H.323

1443 2016.5.16 3大学電子カルテ会議 東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1444 2016.5.16 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1445 2016.5.17 イベント No.622のため

のテスト
大分大学 , 佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1446 2016.5.17 APRALO-APAC Hub 
Webinar: DNS Security 
and DNS Abuse

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

Adobe 
Connect

1447 2016.5.18 Japanbiodesign スタンフォード大学 , 東京大学 , 大阪大学 , 
東北大学

アメリカ ,　日
本

Vidyo

1448 2016.5.18 イベント No.624のため
のテスト

九州大学病院 , 東北大学 日本 Vidyo

1449 2016.5.18 青島大学とのテスト 九州大学病院 , 青島大学 日本 , 中国 Vidyo
1450 2016.5.18 Vidyoとの打ち合わせ 九州大学病院 , Vidyo japan 日本 Vidyo

1451 2016.5.18 セントルークス医療セン
ター　グローバルシティ
との打ち合わせ

セントルークス医療センター　グローバ
ルシティ , 九州大学病院

日本 , フィリピ
ン

H.323

1452 2016.5.19 APRALO Monthly Call ICANN APAC Hub, 九州大学病院 , 他 シンガポール , 
日本 , 他

Adobe 
Connect

1453 2016.5.19 日本胎児心臓病学会 認証
医講習会 第 1回 TV会議

東北大学 , 東京都立小児総合医療セン
ター , 慶應義塾大学 , 久留米大学 , 群馬大
学医師自宅：マールブルク , ビジョンブ
リッジ

日本 , ドイツ Vidyo

1454 2016.5.20 シンガポールからジョン
ソン &ジョンソン東京サ
イエンスセンターへの医
師訪問

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 H.323

1455 2016.5.24 APAN　PC 香港大学 , 清華大学 , 香港中文大学 , 
NKN, LEARN,  九州大学病院 , GÉANT, 
TEIN*CC

香港 , 中国 , イ
ンド , スリラン
カ , 日本 , オラ
ンダ , 韓国

H.323, Zoom

1456 2016.5.24 MEDDECとのテスト MEDDEC, 九州大学病院 日本 Vidyo

1457 2016.5.25 セントルークス医療セン
ター　グローバルシティ
とのテスト

セントルークス医療センター　グローバ
ルシティ , 九州大学病院

フィリピン , 日
本

Vidyo

1458 2016.5.26 イベント No.624のため
のテスト

東北大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1459 2016.5.27 イベント No.625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

1460 2016.5.30 3大学電子カルテ会議 九州大学病院 , 名古屋大学 , 東京大学 日本 Vidyo
1461 2016.5.30 イベント No.625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

1462 2016.5.30 iMedセミナーのための
テスト

九州大学伊都キャンパス , 九州大学病院 日本 H.323

1463 2016.5.30 イベント No.628のため
のテスト

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1464 2016.5.31 イベント No.628のため
のテスト

佐賀大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1465 2016.6.1 iMed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

1466 2016.6.3 イベント No.626のため
のテスト

セントルークス医療センター　グローバ
ルシティ , 青島大学 , MEDDEC, 九州大学
病院

フィリピン , 中
国 , 日本

Vidyo

1467 2016.6.6 イベント No.628のため
のテスト

ホテル グランデ はがくれ 日本 Vidyo

1468 2016.6.6 イベント No.627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 H.323

1469 2016.6.7 APAN　PC 九州大学病院 , LEARN, JUCC, 香港中
文大学 , 香港大学 , APAN事務局長自宅 ; 
キャンベラ , 清華大学

日本、スリラン
カ、香港、オー
ストラリア , 中
国

Zoom
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1470 2016.6.7 ID-WSのための打ち合わ

せ
インドネシア大学 , アイルランガ大学 ,  ブ
ラウィジャヤ大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1471 2016.6.8 APAN_Med ソウル大学ブンダン病院 , 国立がん研究セ
ンター ,忠北大学 , カトマンズモデル病院 , 
マヒドン大学シリラ病院 , VinaREN, 国立
台湾大学 , 香港中文大学 , 香港大学 , 九州
大学病院 , アジア消化器センター , チュラ
ロンコン大学 ,　BdREN 

韓国 , 日本 , ネ
パール , タイ , 
ベトナム , 台湾 , 
香港 , インド ,　
バングラデシュ

H.323, 
Vidyo

1472 2016.6.8 APAN Board Meeting 
(#44)

建国大学 , 早稲田大学 , 清華大学 , 
LEARN, APAN事務局長自宅 ; キャンベ
ラ , IUMW, 九州大学病院

韓国 , 日本 , 中
国 , スリランカ , 
オーストラリ
ア , マレーシア

Zoom

1473 2016.6.8 APRICOT-APAN2015日
本実行委員会

九州大学病院 , 日本ネットワークインフォ
メーションセンター

日本 Skype

1474 2016.6.9 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

1475 2016.6.13 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1476 2016.6.17 3大学電子カルテ会議 東京大学 , 名古屋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1477 2016.6.20 マレーシア国立大学との
接続テスト

マレーシア国立大学 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

Vidyo

1478 2016.6.21 APAN PC 九州大学病院 , JUCC, LEARN, 香港大学 日本 , 香港 , ス
リランカ 

Zoom

1479 2016.6.21 イベント No.629のため
のテスト

宮崎大学病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1480 2016.6.21 九州大学芸術工学部との
打ち合わせ

九州大学大橋キャンパス , 九州大学病院 日本 Vidyo

1481 2016.6.22 チリ大学との接続テスト チリ大学 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1482 2016.6.22 Japanbiodesign 東北大学 , 日本メドテックイノベーション
協会

日本 Vidyo

1483 2016.6.22 DVTSの接続テスト 福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 iperf, DVTS

1484 2016.6.22 ATSの打合せ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム

1485 2016.6.23 イベント No.628のため
のテスト

佐賀大 , ホテルグランデはがくれ 日本 Vidyo

1486 2016.6.24 サブイベント No.1491の
ためのテスト

神奈川県立こども医療センター , 岡本助産
院 , 山本助産院 , 東北大学 , 正岡病院

日本 Vidyo

1487 2016.6.24 昭和大学江東豊洲病院と
のテスト

九州大学病院 , 昭和大学江東豊洲病院 日本 Vidyo

1488 2016.6.24 イベント No. 631のため
のテスト

九州大学病院 , バジラ病院 , 国立台湾大学 , 
ブラウィジャヤ大学 , チャンギ総合病院

日本 , タイ , 台
湾 , インドネシ
ア , シンガポー
ル

Vidyo

1489 2016.6.25 サブイベント No.1491の
ためのテスト

神奈川県立こども医療センター , 岡本助産
院 , 山本助産院 , 東北大学 , 正岡病院

日本 Vidyo

1490 2016.6.25 Japanbiodesign二次面接 大阪大学 , スタンフォード , 日本メドテッ
クイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1491 2016.6.26 第 62回神奈川胎児エコー
研究会　超ベーシック講
座①導入編

神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学 , 東北大学 , 山本助産院 , 岡本助産院 , 
正岡病院 , 他 

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1492 2016.6.27 イベント No. 631のため

のテスト
マラヤ大学 , マレーシア国立大学 , 名古屋
大学 , チョーライ病院 , 肝胆道科学セン
ター , 国立台湾大学 , ブラウィジャヤ大学 , 
近畿大学 , 国立がん研究センター , 九州大
学病院

マレーシア , 日
本 , ベトナム , 
インド , 台湾 , 
インドネシア , 
中国

Vidyo

1493 2016.6.27 フィリピンとの打ち合わ
せ

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

H.323

1494 2016.6.28 イベント No. 632のため
のテスト

シャープマサトラン病院医師自宅 , 九州大
学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1495 2016.6.28 イベント No. 651のため
の会議

順天堂 , 大阪府立成人病センター , 九州大
学病院

日本 Vidyo

1496 2016.6.28 イベント No. 631のため
のテスト

九州大学病院 , ディーナナス・マンゲッ
シュカー病院 , マレーシアサインズ大学

日本 , インド , 
マレーシア

Vidyo

1497 2016.6.29 在コンゴ民主共和国日本
国大使館との会議

在コンゴ民主共和国日本国大使館 , 九州大
学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1498 2016.6.29 昭和大学江東豊洲病院と
のテスト

九州大学病院 , 昭和大江東豊洲病院 日本 Vidyo

1499 2016.6.29 イベント No. 637のため
のテスト

九州医療センター 日本 Vidyo

1500 2016.6.29 イベント No. 632のため
のテスト

神戸大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1501 2016.6.30 イベント No. 632のため
のテスト

神戸大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1502 2016.7.2 イベント No. 633のため
のテスト

宮崎大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1503 2016.7.5 イベント No. 635のため
のテスト

中国人民解放軍総医院 (301医院 ) , 九州
大学病院

中国 , 日本 Vidyo

1504 2016.7.6 Japanbiodesignメンタリ
ング

東北大学 , 日本メドテックイノベーション
協会

日本 Vidyo

1505 2016.7.6 福岡大学筑紫病院との
DVTSテスト

福岡大学筑紫病院 , 九州大学病院 日本 DVTS

1506 2016.7.6 イベント No. 634のため
のテスト

筑波大学 , チョーライ病院 日本 , ベトナム Vidyo

1507 2016.7.6 イベント No. 638のため
のテスト

鹿児島市立病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1508 2016.7.7 イベント No. 635のため
のテスト

コスタ・リカ大学 , チリ大学 , 九州大学病
院

コスタリカ , チ
リ , 日本

Vidyo

1509 2016.7.7 イベント No. 638のため
のテスト

名古屋医療センター , 九州大学病院 日本 H.323

1510 2016.7.8 Japanbiodesignミーティ
ング

大阪大学 , 東京大学 , スタンフォード大学 , 
日本メドテックイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1511 2016.7.9 フィリピン遠隔医療ワー
クショップ

セントルークス医療センター ケソン市 , 
他

フィリピン , 他 H.323

1512 2016.7.11 イベント No. 635のため
のテスト

中国人民解放軍総医院 (301医院 ) , 九州
大学病院

中国 , 日本 Vidyo

1513 2016.7.11 第 63回神奈川胎児エコー
研究会　スペシャル講座
のためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 香川県井
下病院

日本 Vidyo

1514 2016.7.12 イベント No. 635のため
のテスト

ボゴタ・ザビエル大学 , サンパウロ大学 , 
ブラジル癌研究所 , リオグランデ・ド・ス
ル連邦大学 ポルト・アレグレ病院 , アレ
マナ病院 , 九州大学病院

コロンビア , ブ
ラジル ,チリ ,  
日本

Vidyo

1515 2016.7.11 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1516 2016.7.12 昭和大学江東豊洲病院と
の打ち合わせ

九州大学病院 , 昭和大江東豊洲病院 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1517 2016.7.12 APAN PC JUCC, 香港大学 , 清華大学 , 国立台湾大

学 , LEARN, GÉANT
香港 , 中国 , 台
湾 , スリランカ , 
オランダ

H.323, Zoom

1518 2016.7.12 第 63回神奈川胎児エコー
研究会　スペシャル講座
のためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 香川県井
下病院

日本 Vidyo

1519 2016.7.13 キンシャサとの接続テス
ト

キンシャサ大学医師自宅 ; キンシャサ , 在
コンゴ民主共和国日本国大使館医務官自
宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1520 2016.7.13 チリ・カトリック大学と
の接続テスト

チリ・カトリック大学 , 九州大学病院 チリ , 日本 Vidyo

1521 2016.7.13 イベント No. 636のため
のテスト

チリ研究教育ネットワークセンター , 九州
大学病院

チリ , 日本 Mconf, 
Skype

1522 2016.7.13 Japanbiodesignメンタリ
ング

東北大学 , スタンフォード大学 日本 , アメリカ Vidyo

1523 2016.7.13 APAN_Med 九州大学病院 , 国立台湾大学 , ソウル大学
ブンダン病院 , マラヤ大学 , 香港大学 , 国
立がん研究センター , MedRIC, BdREN, 
アジア消化器センター , JIPMER, 
VinaREN, カトマンズモデル病院

日本 , 台湾 , 韓
国 , マレーシア , 
香港 , バングラ
デシュ ,  イン
ド , ベトナム , 
ネパール

H.323, 
Vidyo

1524 2016.7.13 北海道大学テスト利用 北海道大学病院 , 北海道大学医学教育推進
センター , 釧路日赤赤十字病院

日本 Vidyo, 
streaming

1525 2016.7.14 APAN42 JIPMERセッ
ションのための打合せ

九州大学病院 , JIPMER 日本 , インド Vidyo

1526 2016.7.15 コンゴ民主共和国定例会
議

キンシャサ大学医師自宅 ; キンシャサ , 在
コンゴ民主共和国日本国大使館医務官自
宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1527 2016.7.15 イベント No. 651のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1528 2016.7.15 アドバンス講座キックオ
フ

ビジョンブリッジ , 東北大学 , 九州大学病
院

日本 Vidyo

1529 2016.7.19 ATSの打合せ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム Vidyo
1530 2016.7.19 APAN42 Dentalセッショ

ンのための打合せ
アイルランガ大学 , ブラウィジャヤ大学 , 
九州大学病院

インドネシア , 
日本

Skype

1531 2016.7.20 レソラ天神接続テスト レソラ天神 日本 Vidyo, 
Telepointer

1532 2016.7.21 徳島大学、トリプバン大
学との接続テスト

九州大学病院 , 徳島大学 , トリプバン大学 日本 , ネパール Vidyo

1533 2016.7.21 Asia Pacific icann 
Regional At Large 
Organization (APRALO) 
Monthly Call 

ICANNシンガポールオフィス , 九州大学
病院 , 他

シンガポール , 
日本 , 他

Adobe 
Connect

1534 2016.7.21 Japanbiodesignステアリ
ングコミッティー

東北大学 , スタンフォード大学 , 日本メド
テックイノベーション協会

日本 , アメリカ Vidyo

1535 2016.7.21 APAN Respのためのテ
スト

九州大学病院 , 福岡大学病院 , 国立台湾大
学

日本 , 台湾 H.323

1536 2016.7.22 コンゴ民主共和国定例会
議

 在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , マブジメイ医科
大学医師 ; マブジメイ , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1537 2016.7.22 APAN-JP NOC会合 九州大学病院 , KDDI大手町ビル 日本 H.323, 
GoMeeting

1538 2016.7.22 イベント No. 637のため
のテスト

九州医療センター 日本 Vidyo, 
streaming

1539 2016.7.24 第 63回神奈川胎児エコー
研究会　スペシャル講座

神奈川県立こども医療センター , 井下病
院 , 千葉大学

日本 Vidyo

1540 2016.7.25 APAN-JP会合 九州大学病院 日本 H.323, 
GoMeeting, 
Skype
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1541 2016.7.25 APAN Respのためのテ

スト
九州大学病院 , 国立台湾大学 日本 , 台湾 H.323

1542 2016.7.25 APAN ECEのためのテ
スト

九州大学病院 , マラヤ大学 , ディーナナ
ス・マンゲッシュカー病院 , インドネシア
大学 , マレーシアサインズ大学 , ブラウィ
ジャヤ大学 , 名古屋大学 

日本 , マレーシ
ア , インド , イ
ンドネシア

Vidyo, 
H.323

1543 2016.7.25 第 2回学術・調査委員会
TV会議

名古屋医療センター , 東京医科歯科大学 , 
九州大学 , 京都府立大学 , 広島大学

日本 H.323

1544 2016.7.25 和歌山県立医科大学との
接続テスト

九州大学病院 , 和歌山県立医科大学 日本 Vidyo

1545 2016.7.26 イベント No. 651のため
のテスト

順天堂大学 , 九州大学病院 , NSD 日本 Vidyo

1546 2016.7.26 APAN　PC LEARN, 清華大学 , 他 スリランカ , 中
国 , 他

H.323

1547 2016.7.27 東北大オープンキャンパ
ス

九州大学病院 , 東北大学 , 台児診所 日本 , 台湾 Vidyo, Zoom

1548 2016.7.27 福岡大学筑紫病院との
DVTSテスト

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS, 
Skype

1549 2016.7.27 APAN HPBのためのテ
スト

九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
108病院 , マラヤ大学 , 千葉大学 , カトマ
ンズモデル病院 , 東北大学 , サンウェイ・
メディカル・センター

日本 , 韓国 , ベ
トナム , マレー
シア , ネパール

Vidyo

1550 2016.7.27 APAN Dental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

日本 , インドネ
シア

H.323

1551 2016.7.27 APAN ECEのためのテ
スト

九州大学病院 , 国立がん研究センター , マ
ラヤ大学

日本 , マレーシ
ア

Vidyo

1552 2016.7.28 イベント No. 652のため
の接続テスト

ホテル日航 日本 Vidyo

1553 2016.7.28 APAN HPBのためのテ
スト

ソウル大学ブンダン病院 , サンウェイ・メ
ディカル・センター , 九州大学病院 , マヒ
ドン大学シリラ病院 , 東北大学 , 北海道大
学 ,千葉大学

韓国 , ネパール , 
日本 , タイ

Vidyo

1554 2016.7.28 APAN Rural HCのため
のテスト

国立台湾大学 , ブラウィジャヤ大学 , 九州
大学病院

台湾 , インドネ
シア , 日本

H.323

1555 2016.7.28 APAN ECEのためのテ
スト

マラヤ大学 , 九州大学病院 , 近畿大学 , マ
レーシア国立大学 , マレーシア・イスラム
科学大学 , チョーライ病院 , チャンギ総合
病院 , セラヤン病院 , マレーシアサインズ
大学

マレーシア , 日
本 , ベトナム , 
シンガポール

Vidyo

1556 2016.7.29 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1557 2016.7.29 和歌山県立医科大学との
接続テスト

九州大学病院 , 和歌山県立医科大学 日本 Vidyo

1558 2016.7.29 APAN Board Meeting 
(#45)

建国大学 , IUMW, 清華大学 , 早稲田大学 , 
LEARN, 九州大学病院 , 他

中国 , マレーシ
ア , 日本 , スリ
ランカ

Zoom

1559 2016.7.29 APAN EngWSのための
テスト

九州大学病院 , 国立台湾大学 , マヒドン大
学シリラ病院

日本 , 台湾 , タ
イ

Vidyo

1560 2016.7.29 イベント No. 652のため
の接続テスト

マヒドン大学シリラ病院 , 九州大学病院 タイ , 日本 Vidyo

1561 2016.7.29 APAN AIGのためのテス
ト

アジア消化器センター , 香港中文大学 , 九
州大学病院

インド , 香港 , 
日本

Vidyo, 
H.323

1562 2016.8.1 APAN会場とのテスト 九州大学病院 , 香港大学 日本 , 香港 Vidyo
1563 2016.8.1 イベント No. 654のため

のテスト
九州大学病院 , ASTI 日本 , フィリピ

ン
Vidyo

1564 2016.8.1 APAN42 Health 香港大学 , Barun Hosp, Centrum 
Hospital, Pol. Ntra. Sra del Rosario, 
Live to Broadcasting Center, 忠北大学

香港 , 韓国 , ス
ペイン
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1565 2016.8.2 APAN ECEのためのテ

スト
国立がん研究センター , 九州大学病院 日本  

Vidyo 

1566 2016.8.2 APAN ECEのためのテ
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

Vidyo

1567 2016.8.2 APAN Dentalのためのテ
スト

Best Western Plus Hotel Hong Kong, 香
港大学 , 九州大学病院

香港 , 日本 Vidyo

1568 2016.8.2 イベント No. 651のため
のテスト

順天堂大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1569 2016.8.2 イベント No. 652のため
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

1570 2016.8.2 APAN42 ILBS 香港大学 , 肝胆道科学センター , インドネ
シア大学 , アンバークリニック （アル・リ
ガ）, カーディナル・サントス・メディカ
ル・センター , エジプト肝臓医療センター , 
同済病院 , U of Science and Technology, 
アーガー・ハーン大学 , バンガバン
ドゥシェイク・ムジブ医科大学 , Nork 
Clinical Hospital of Infectious Diseases

香港 , インド , 
アラブ首長国連
邦 , フィリピン , 
エジプト , 中国 , 
パキスタン , バ
ングラデシュ , 
アルメニア

Vidyo

1571 2016.8.2 APAN HPBのためのテ
スト

東北大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1572 2016.8.3 APAN42 SCM 香港大学 , ソウル大学ブンダン病院 , 九州
大学病院エンジニア自宅

香港 , 韓国 , 日
本

Vidyo

1573 2016.8.5 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院 , 
他

コンゴ民主共和
国 , 日本 , 他

Vidyo

1574 2016.8.5 イベント No. 651のため
のテスト

レソラ天神 , 大阪府立成人病センター , 順
天堂大学 

日本 Vidyo, テレ
ポインター

1575 2016.8.8 APDW打ち合わせのため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1576 2016.8.10 APDW打ち合わせのため
のテスト

九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 , 昭和
大江東豊洲病院

日本 Vidyo

1577 2016.8.11 ID-WS Borobudur hotel, 他 インドネシア , 
他 

H323

1578 2016.8.12 APAN Board Meeting LEARN, APAN技師自宅 ; キャンベラ , 清
華大学 , 香港大学 , 建国大学 , チュラロン
コン大学 , ASGC, 早稲田大学

スリランカ , 
オーストラリ
ア , 中国 , 香港 , 
韓国 , タイ , 日
本

Zoom

1579 2016.8.17 認証医講習会　第 2回
TV会議

東京都立小児総合医療センター , 慶應義塾
大学 , 久留米大学総合周産期母子医療セン
ター , 医療法人社団正岡病院産婦人科 , ビ
ジョンブリッジ 

日本 Vidyo

1580 2016.8.18 MXとのテレカンファレ
ンス

INNSZ医師自宅 , メキシコ研究教育ネッ
トワーク技師自宅 , 九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1581 2016.8.18 MICの会議 九州大学病院 , 他 日本 Vidyo

1582 2016.8.18 APRALO Monthly Call ICANN シンガポールオフィス , 他 シンガポール , 
他

Adobe 
Connect

1583 2016.8.19 Asi@Connect Steering 
Committee Meeting

TEIN*CC, 清華大学 , 香港大学 ,REANNZ
技師自宅 ; オークランド , ティンプー , 
NKNデリーオフィス , ASTI, MYREN, 
GEANT技師自宅 ; ケンブリッジ , 九州大
学病院

韓国 , 中国 , 香
港 , ニュージー
ランド , ブー
タン , インド , 
フィリピン , マ
レーシア , イギ
リス , 日本 , 

H.323, Zoom

1584 2016.8.19 神奈川胎児エコー研究会
超ベーシック講座 実行委
員反省会及び今後につい
ての TV会議

神奈川県立こども医療センター , 岡本助産
院 , 川崎協同病院 , とも子助産院 , 山梨大
学大学院 , ビジョンブリッジ , 他

日本 Vidyo, 
streaming
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1585 2016.8.23 med-hok会議 九州大学病院 , 久留米工業大学 , 九州大学 日本 Vidyo

1586 2016.8.23 med-hok会議 九州大学病院 , 久留米工業大学 日本 Vidyo

1587 2016.8.23 APAN PC#1 清華大学 , LEARN, NKN, 九州大学病院 , 
香港大学 , GEAMT技師自宅 ; アムステル
ダム , オーストラリア国立大学 , APAN技
師自宅 ; キャンベラ

中国 , スリラン
カ , インド , 日
本 , 香港 , オラ
ンダ , オースト
ラリア

H.323

1588 2016.8.23 ATS会議 ビエット ドゥック 病院 , Vinaren, 九州大
学病院

ベトナム , 日本 H.323

1589 2016.8.24 認証医講習会 会場接続テ
スト

ビジョンブリッジ 日本 Vidyo

1590 2016.8.25 MXとのテレカンファレ
ンス

INNSZ, メキシコ研究教育ネットワーク 
技師自宅 , 九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1591 2016.8.25 イベント No. 660のため
のテスト

アクロス福岡 日本 Vidyo

1592 2016.8.29 PT打ち合わせ 北海道大学 , 三重大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1593 2016.8.29 インドネシアテスト ブラウィジャヤ大学 , スブラス・マレット
大学 , アイルランガ大学 , インドネシア大
学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo

1594 2016.8.30 北大と旭川医科の会議の
ためのテスト

北海道大学 , 旭川医科大学 日本 Vidyo

1595 2016.8.31 MXとのテレカンファレ
ンス

メキシコ国立自治大学医師自宅 , メキシコ
研究教育ネットワーク技師自宅 , 九州大学
病院

メキシコ Vidyo

1596 2016.8.31 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 近畿大学 日本 Vidyo

1597 2016.9.1 ホンジュラスとのテレカ
ンファレンス

インターコンチネンタル　テグシガルパ , 
九州大学病院

ホンジュラス , 
日本

Vidyo

1598 2016.9.1 サブイベント No.1616の
ためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , トロント
小児病院医師

日本 , カナダ Vidyo

1599 2016.9.1 イベント No. 660のため
のテスト

岩手医科大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1600 2016.9.2 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , マブジメイ医科
大学医師 ; マブジメイ , キンシャサ大学医
師自宅 ; キンシャサ , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo

1601 2016.9.2 ホンジュラスとのテスト 九州大学病院 , インターコンチネンタル　
テグシガルパ

日本 , ホンジュ
ラス

Vidyo

1602 2016.9.2 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 , アク
ロス福岡

日本 Vidyo

1603 2016.9.3 サブイベント No.1616の
ためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 足立クリ
ニック

日本 Vidyo

1604 2016.9.5 サブイベント No.1616の
ためのテスト

神奈川胎児エコー研究会事務局 , 野田医院 日本 Vidyo

1605 2016.9.5 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1606 2016.9.5 中国との遠隔診療テスト 九州大学病院 , 心医サポートセンター 日本 , 中国 SENYINT, 
VPN

1607 2016.9.6 APDWライブ委員会 九州大学病院 , APDW2016運営事務局 , 
慶応義塾大学 , 自治医科大学 , 近畿大学

日本 Vidyo

1608 2016.9.6 APRALO-APAC Hub 
Webinar on Run-down of 
Regional IGFs: What are 
the takeaways

ICANN APAC Hub, 他 シンガポール , 
他

Adobe 
Connect
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1609 2016.9.6 2nd Asi@Connect 

Steering Committee 
Meeting

九州大学病院 , 清華大学 , REANNZ技師
自宅 ; オークランド

日本 , 中国 , 
ニュージーラン
ド

Zoom, H.323

1610 2016.9.7 MXとのテレカンファレ
ンス

メキシコ国立自治大学医師自宅 ; メキシ
コ , メキシコ研究教育ネットワーク技師自
宅 ; メキシコ , 九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1611 2016.9.7 APDWのための打ち合わ
せ

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

日本 Vidyo 九州大学病院 , 浜松医科大学 , 旭川医科大
学

日本 Vidyo

1612 2016.9.8 イベント No.664のため
の接続テスト

RedCLARAオフィス , 九州大学病院 チリ , 日本 Mconf, 
Skype

1613 2016.9.9 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , 九州大学病院

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo, 
Adobe 
Connect, 
Skype

1614 2016.9.9 APDW昭和大江東豊洲病
院とのテスト

昭和大学江東豊洲病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1615 2016.9.9 遠隔セカンドオピニオン
のテスト

貴州省内ホテル , 九州大学病院 中国 , 日本 PEXIP

1616 2016.9.11 第 33回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学病院 , 筑波大学附属病院 , 千葉大学附属
病院 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1617 2016.9.11 北海道大学と旭川医科大
学の会議

北海道大学 , 旭川医科大学 日本 Vidyo

1618 2016.9.12 APDW国内施設打ち合わ
せ

九州大学病院 , 慶応義塾大学 , 自治医科大
学 , 近畿大学 , 神戸大学 , 昭和大学江東豊
洲病院 , 大阪府立成人病センター , 京都第
二赤十字病院 , 佐野病院 , APDW2016運
営事務局

日本 Vidyo

1619 2016.9.12 APDW昭和大江東豊洲病
院とのテスト

九州大学病院 , 昭和大学江東豊洲病院 日本 Vidyo

1620 2016.9.12 MX-JP神戸大学とのテス
ト

神戸大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1621 2016.9.12 富山大学と内蒙古医科大
学第三医院のカンファレ
ンス

富山大学 , 内蒙古医科大学第三医院 日本 , 中国 Vidyo

1622 2016.9.13 APDW神戸大との打ち合
わせ

九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo

1623 2016.9.14 イベント No. 668のため
の大分大学とのテスト

九州大学病院 , 大分大学 日本 Vidyo

1624 2016.9.15 MXとのテレカンファレ
ンス

セドナ病院 , CUDI技師 ; メキシコシティ , 
九州大学病院

メキシコ , 日本 Vidyo

1625 2016.9.15 Ciscoとのミーティング Cisco, 九州大学病院 日本 Webex

1626 2016.9.16 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,　在コンゴ民主共和国日本
国大使館医務官 ; ブラザヴィル (コンゴ共
和国 )

日本 , コンゴ共
和国

Vidyo

1627 2016.9.20 MXとのテレカンファレ
ンス

CUDI office, 九州大学病院 メキシコ , 日本 PEXIP

1628 2016.9.20 Asi@Connect Steering 
Committee Meeting

TEIN*CC, GEANT技師自宅 ; ケンブリッ
ジ , ASTI, 清華大学 ,九州大学病院技師自
宅 , REANNZ技師自宅 ; オークランド

韓国 , イギリ
ス , フィリピン , 
ニュージーラン
ド

Zoom

1629 2016.9.20 Vidyoとの打ち合わせ 九州大学病院 , Vidyo, NSD 日本 Vidyo

1630 2016.9.20 イベント No.665のため
のテスト

沖縄県立南部医療センター , 産業医科大
学 , 大分大学 , 九州大学病院

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1631 2016.9.20 ATS打合せ ビエット ドゥック病院 , VinaREN, 九州

大学病院
ベトナム , 日本 H.323

1632 2016.9.21 MXとのテレカンファレ
ンス

CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo

1633 2016.9.21 APDW打ち合わせ 香港中文大学 , 国立台湾大学 , アサン医療
センター , APDW事務局 , 慶応大学 , 自治
医科大学 , 近畿大学 , 東京医科大学 , 九州
大学病院

香港 , 台湾 , 韓
国 , 日本

H.323, 
Vidyo

1634 2016.9.21 MWG 忠北大学 , 香港大学 , ASTI, カトマンズモ
デル病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 国立
台湾大学 , マラヤ大学 , チョーライ病院 , 
セントルークス医療センター ケソン市 , 
アイルランガ大学 , ジャワハルラール 医
学教育研究大学院

韓国 , 香港 , 
フィリピン , ネ
パール , 台湾 , 
マレーシア , ベ
トナム , インド
ネシア , インド

H.323, 
Vidyo

1635 2016.9.22 APRALO Monthly Call ICANN APAC Hub, 他 シンガポール Adobe 
Connect

1636 2016.9.23 コンゴ民主共和国定例会
議

在コンゴ民主共和国日本国大使館医務官
自宅 ; コンゴ民主共和国 , キンシャサ大学
教授 ; キンシャサ ,九州大学病院技師自宅

コンゴ民主共和
国 , 日本

Vidyo, 
JoinView

1637 2016.9.23 MXとのテスト CUDIオフィス , ラテンアメリカ教育コ
ミュニケーション研究所本部 , 九州大学病
院 , メンチャカ・グアダラハラ市民病院 , 
コスタ・リカ大学

メキシコ , 日本 , 
コスタリカ

PEXIP, 
JoinView

1638 2016.9.23 アドバンス講座打合せ ビジョンブリッジ , 東北大学 , 九州大学病
院

日本 Vidyo

1639 2016.9.26 イベント No. 667テスト インドネシア大学 , アイルランガ大学 , ガ
ジャ・マダ大学 , セベラス・マレット大学 
ムワルディ病院 , ブラウィジャヤ大学 , プ
ルサハバタン病院 , ファトマワティ病院

インドネシア Vidyo, 
H.323

1640 2016.9.26 APU（立命館アジア太平
洋大学）とのテスト

立命館アジア太平洋大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1641 2016.9.27 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 高知大学 , 大分大学 , 佐賀
大学 , 熊本大学

日本 Vidyo, 
JoinView

1642 2016.9.27 ISKSAAのためのテスト ザ リーラ アンビエンス コンベンション 
ホテル デリー , 船橋整形外科

インド , 日本 H.323

1643 2016.9.28 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 三重大学 , 筑波大学 , 富山
大学 , 徳島大学

日本 Vidyo, 
JoinView

1644 2016.9.29 イベント No. 666のため
のテスト

ラテンアメリカ教育コミュニケーション
研究所本部 , CUDI オフィス , 九州大学病
院 , UCR技師自宅

メキシコ , 日本 PEXIP, 
JoinView

1645 2016.9.29 Asi@Connect Steering 
Committee Meeting

TEIN*CC, ブータン , REANNZ技師自
宅 ; オークランド , NKNデリーオフィス , 
GEANT技師自宅 ; ケンブリッジ , 清華大
学

韓国 , ブータン , 
ニュージーラン
ド , インド , イ
ギリス , 中国

Zoom

1646 2016.9.30 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 , 在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ; コンゴ民主共和国 , 大
分大学医師

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo

1647 2016.9.30 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 山口大学 日本 Vidyo, 
JoinView

1648 2016.10.3 APDWのためのテスト 神戸国際会議場 日本 Vidyo

1649 2016.10.3 APDW国内打ち合わせ 九州大学病院 , 京都第二赤十字病院 , 佐野
病院 , 大阪府立成人病センター , 近畿大学 , 
慶応義塾大学、神戸大学、APDW事務局、
公立昭和病院、神戸国際会議場、昭和大
学江東豊洲病院

日本 Vidyo



TEMDEC 活動報告 2016

44

番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1650 2016.10.3 イベント No. 667のため

のテスト
インドネシア大学 , アイルランガ大学 , ス
マトラウタラ大学 , パジャジャラン大学 , 
ディポネゴロ大学 , ガジャ・マダ大学 , ウ
ダヤナ大学 , セベラス・マレット大学 ム
ワルディ病院 , ハサヌディン大学 , ブラ
ウィジャヤ大学 , プルサハバタン病院 , 
ファトマワティ病院

インドネシア Vidyo

1651 2016.10.4 イベント No. 667のため
のテスト

ブラウィジャヤ大学 , インドネシア大学 , 
スマトラウタラ大学 , ガジャ・マダ大学 , 
セベラス・マレット大学 ムワルディ病院 , 
パジャジャラン大学 , 九州大学病院

インドネシア , 
日本

Vidyo, 
H.323

1652 2016.10.4 イベント No. 668のため
のテスト

九州大学病院 , 三重大学 日本 Vidyo

1653 2016.10.6 イベント No. 667のため
のテスト

ブラウィジャヤ大学 , インドネシア大学 , 
パジャジャラン大学 , 九州大学病院 , セベ
ラス・マレット大学 ムワルディ病院

インドネシア Vidyo

1654 2016.10.6 Japan bio design 定例メ
ンタリング

大阪大学 , スタンフォード大学 日本 , アメリカ Vidyo

1655 2016.10.6 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学病院 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

1656 2016.10.6 認証医講習会 TV会議 近畿大学 , 長野県立こども病院 , 東京都立
小児総合医療センター , ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1657 2016.10.7 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 , 在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ; コンゴ民主共和国 , キ
ンシャサ大学医師 , 大分大学医師 , 

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo 
JoinView

1658 2016.10.7 イベント No. 673のため
のテスト

京都第二赤十字病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1659 2016.10.12 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード大学 , 日本メドテックイノベー
ション協会 

日本 , アメリカ Vidyo

1660 2016.10.12 イベント No. 673のため
のテスト

近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1661 2016.10.12 5th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

TEIN*CC, 九州大学病院 , 香港大学 , 
NKN, 清華大学 , REANNZ, GÉANT, 
MYREN

韓国 , 日本 , 香
港 , インド , 中
国 , ニュージー
ランド , イギリ
ス , マレーシア

Zoom

1662 2016.10.13 PCM#3 九州大学病院 , LEARN, GÉANT, 他 日本 , スリラン
カ , オランダ 

Zoom

1663 2016.10.13 Asi@Connect VC with 
ISOC

九州大学病院 , 清華大学 , TEIN*CC, 
GÉANT

日本 , 中国 , 韓
国 , イギリス

Zoom

1664 2016.10.14 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 , 在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ; コンゴ民主共和国 , キ
ンシャサ大学医師自宅 ; キンシャサ

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1665 2016.10.14 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

1666 2016.10.17 東北大学医師との
JoinView打合せ

東北大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo, 
JoinView

1667 2016.10.17 日本胎児心臓病学会 認証
医講習会 TV会議

東京都立小児総合医療センター , 東北大学
周産母子センター , 正岡病院 , ビジョンブ
リッジ

日本 Vidyo

1668 2016.10.18 イベント No. 671のため
のテスト

九州大学病院 , 神戸大学 日本 Vidyo

1669 2016.10.18 APDW　サポート打ち合
わせ

九州大学病院 , 丸紅情報システムズ , 
Vidyo, NSD

日本 Vidyo

1670 2016.10.18 イベント No. 670のため
のテスト

佐賀県医療センター好生館 , 大分大学病
院 , 九州大学病院

日本 Vidyo

1671 2016.10.18 サブイベント No. 1674
のためのテスト

ブラジリアバーゼ病院 , 九州大学病院 ブラジル , 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1672 2016.10.19 イベント No. 671のため

のテスト
九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1673 2016.10.19 指宿医療センターとのテ
スト

指宿医療センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1674 2016.10.20 ブラジルとの接続 ブラジリアバーゼ病院 , 九州大学病院 ブラジル , 日本 Vidyo
1675 2016.10.20 千葉大学病院と埼玉土佐

クリニックとの会議
千葉大学 , 土佐クリニック 日本 Vidyo

1676 2016.10.21 イベント No. 669のため
のテスト

宮崎大学 , 九州大学病院 日本 H.323

1677 2016.10.21 イベント No. 673のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1678 2016.10.21 APU（立命館アジア太平
洋大学）との打合せ

九州大学病院 , 立命館アジア太平洋大学 日本 Vidyo

1679 2016.10.24 イベント No. 672のため
のテスト

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

日本 , 香港 H.323

1680 2016.10.24 APDWのための打合せ 九州大学病院 , 慶応義塾大学 , 自治医科大
学 , 東京医科大学 , 公立昭和病院 , 神戸大
学 , 昭和大学江東豊洲病院 , 佐野病院 , 近
畿大学 , 京都第二赤十字病院 , 大阪府立成
人病センター

日本 Vidyo

1681 2016.10.24 イベント No. 671のため
のテスト

九州大学病院 , 昭和大学江東豊洲病院 日本 Vidyo

1682 2016.10.25 イベント No. 671のため
のテスト

九州大学病院 , 佐野病院 日本 Vidyo

1683 2016.10.25 MWG 九州大学病院 , ソウル大学ブンダン病院 , 
アジア消化器センター , 肝胆道科学セン
ター , BdREN, カトマンズモデル病院 , マ
ヒドン大学シリラ病院 , チュラロンコン
大学 , ASTI, セントルークス医療センター 
ケソン市 , 国立台湾大学 , マラヤ大学

日本 , 韓国 , イ
ンド , バングラ
デシュ , ネパー
ル , タイ , フィ
リピン , 台湾 , 
マレーシア

H.323, 
Vidyo

1684 2016.10.25 佐賀大学との打合せ 佐賀大 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1685 2016.10.26 2月アドバンス講座接続
テストのテスト

九州大学病院 , 神奈川胎児エコー研究会事
務局 , NTT-AT

日本 H.323

1686 2016.10.26 イベント No. 673のため
のテスト

大阪府立成人病センター , 九州大学病院 日本 Vidyo

1687 2016.10.27 イベント No. 672のため
のテスト

国立台湾大学 , 九州大学病院 台湾 , 日本 H.323

1688 2016.10.27 イベント No. 673のため
のテスト

近畿大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1689 2016.10.28 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,  在コンゴ民主共和国日本
国大使館医務官 ; キンシャサ大学 , キン
シャサ大学医師

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1690 2016.10.28 2月アドバンス講座接続
テストのテスト

九州大学病院 , NTT-AT, 神奈川胎児エコー
研究会事務局

日本 H.323

1691 2016.10.28 ユニゾンシステムズとの
打合せ

九州大学病院 , 佐賀大学 , ユニゾンシステ
ムズ

日本 Vidyo

1692 2016.10.28 イベント No. 672のため
のテスト

国立台湾大学 , 九州大学病院 台湾 , 日本 H.323

1693 2016.10.28 ATSのための打ち合わせ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム H.323

1694 2016.10.31 イベント No. 673のため
のテスト

九州大学病院 , 神戸国際会議場 , 京都第二
赤十字病院 , 近畿大学 , 大阪府立成人病セ
ンター

日本 Vidyo

1695 2016.10.31 イベント No. 672のため
のテスト

国立台湾大学 , 神戸国際会議場 台湾 , 日本 H.323

1696 2016.10.31 第 12回筑波大学 -チョー
ライ病院テレカンファレ
ンス

筑波大学 , チョーライ病院 日本 , ベトナム Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1697 2016.11.1 イベント No. 671のため

のテスト
神戸国際会議場 , 神戸大学 , 昭和大学江東
豊洲病院 , 佐野病院

日本 Vidyo

1698 2016.11.2 Asi@Connect WP4 神戸国際会議場 , TEIN*CC, MYREN, 清
華大学 

日本 , 韓国 , マ
レーシア , 中国

Zoom

1699 2016.11.2 サブイベントNo. 1711の
ためのテスト

鹿児島大学 , アイルランガ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

1700 2016.11.2 イベント No. 672-673の
ためのテスト

神戸国際会議場 , 京都第二赤十字病院 , 近
畿大学 , 大阪府立成人病センター , 香港中
文大学プリンスオブウェールズ病院 , 国立
台湾大学 , アサン医療センター 

日本 , 香港 , 台
湾 , 韓国

Vidyo, 
H.323

1701 2016.11.2 APAN-JPNOC会合 神戸国際会議場 , KDDI大手町オフィス 日本 GoTo-
Meeting, 
H.323

1702 2016.11.4 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院技師 ; 神戸国際会議場 , 在コ
ンゴ民主共和国日本国大使館医務官自宅 ; 
コンゴ民主共和国

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1703 2016.11.7 イベント No. 674のため
のテスト

九州大学病院 , 福岡大学筑紫病院 日本 DVTS

1704 2016.11.7 イベント No. 676のため
のテスト

九州大学病院 , ブラウィジャヤ大学 , ファ
トマワティ病院 , パジャジャラン大学

日本 , インドネ
シア

Vidyo

1705 2016.11.7 サブイベント No. 1712
のためのテスト

北海道大学 , その他 日本 Vidyo

1706 2016.11.8 イベント No. 675のため
のテスト

コスタリカ ガストロクリニカ , サンパウ
ロ大学 , ブラジル癌研究所 , ブラジリア
バーゼ病院 , チリ・カトリック大学 , チリ
大学 , コスタ・リカ大学 , 九州大学病院

コスタリカ , ブ
ラジル , チリ , 
日本

Vidyo, 
H.323

1707 2016.11.8 チームカンファのための
打ち合わせ

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

日本 Vidyo

1708 2016.11.9 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学、東京大学、東北大学、スタン
フォード、日本メドテックイノベーショ
ン協会

日本 , アメリカ Vidyo

1709 2016.11.9 イベント No. 675のため
のテスト

カリ・ザビエル大学 , 九州大学病院 コロンビア , 日
本

Vidyo

1710 2016.11.9 イベント No. 676のため
のテスト

ウダヤナ大学 , ハサヌディン大学 , ディ
ポネゴロ大学 , ブラウィジャヤ大学 , ガ
ジャ・マダ大学 , インドネシア大学シプト
マンガンカサモ病院 , ファトマワティ病
院 , インドネシア大学

インドネシア Vidyo

1711 2016.11.9 アイルランガ大学医師に
よる遠隔講義

鹿児島大学 , アイルランガ大学 日本 , インドネ
シア

Vidyo

1712 2016.11.9 北海道大学医学部学外臨
床実習担当者会議

北見日赤病院 , 函館五稜郭病院 , 北海道大
学病院 

日本 Vidyo

1713 2016.11.9 6th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

九州大学病院 , 清華大学 , GEANT, 
TEIN*CC, MYREN

日本 , 中国 , イ
ギリス , 韓国 , 
マレーシア

Zoom

1714 2016.11.10 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

琉球大学 , 宮崎大学医学部附属病院 , 三重
大学

日本 H.323

1715 2016.11.10 東京大学とのテスト 東京大学 , 九州大学病院 日本 Vidyo

1716 2016.11.11 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

滋賀医科大学 , 京都大学医学部附属病院 , 
山口大学医学部付属病院 , 旭川医科大学病
院 , 北海道大学病院

日本 H.323

1717 2016.11.11 イベント No. 681のため
のテスト

マラヤ大学医療センター , マラヤ大学 , マ
レーシアプトラ大学 , マレーシア国立大
学 , 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
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1718 2016.11.12 サブイベント No. 1719

のためのテスト
神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学病院 , 埼玉医科大学総合医療センター

日本 Vidyo

1719 2016.11.13 第 34回心臓病胎児診断
症例報告会

神奈川県立こども医療センター , 北海道大
学病院 , 埼玉医科大学総合医療センター , 
九州大学病院

日本 Vidyo

1720 2016.11.13 北海道大学ミニ症例検討
会

北海道大学 , 旭川医科大学 日本 Vidyo

1721 2016.11.14 MYRENとのテスト 九州大学病院 , MYREN, マラヤ大学 日本 , マレーシ
ア

Vidyo

1722 2016.11.14 イベント No. 679のため
のテスト

九州大学病院 , マラヤ大学マルチメディ
アディビジョンオフィス , マラヤ大学 , マ
レーシアサインズ大学 , チョーライ病院 , 
チャンギ総合病院

日本 , マレーシ
ア ,　ベトナム , 
シンガポール 

Vidyo

1723 2016.11.14 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

愛媛大学 , 岩手医科大学附属病院 日本 H.323

1724 2016.11.14 ATSのための打ち合わせ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病
院 , VinaREN

ベトナム , 日本

1725 2016.11.15 イベント No. 680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

1726 2016.11.15 イベント No. 679のため
のテスト

マレーシアサインズ大学 ,マレーシア国立
大学 , ブラウィジャヤ大学 , 九州大学病院 , 
タタ記念病院 , ディーナナス・マンゲッ
シュカー病院 , 名古屋大学

マレーシア , 日
本 , インド

Vidyo

1727 2016.11.15 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

岡山大学病院 , 広島大学病院 日本 H.323

1728 2016.11.15 APAN Program 
Committee

LEARN, ERNET, 清華大学 , オースト
ラリア大学 , APAN事務局長自宅 ; キャ
ンベラ , APAN顧問自宅 ; ダーウィン , 
TEIN*CC, 九州大学病院

スリランカ , 
インド , 中国 , 
オーストラリ
ア , 韓国 , 日本

Zoom

1729 2016.11.16 MXとのテレカンファレ
ンス

九州大学病院 , INNSZ医師自宅 日本 , メキシコ Vidyo

1730 2016.11.16 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

浜松医科大学 日本 H.323

1731 2016.11.16 イベント No. 680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 H.323

1732 2016.11.16 指宿胎児エコー 指宿医療センター , 九州大学病院 日本 Vidyo
1733 2016.11.16 TAGEのための会議 九州大学病院 , チュラロンコン大学 , マラ

ヤ大学
日本 , タイ , マ
レーシア

Vidyo

1734 2016.11.17 イベント No. 681のため
のテスト

九州大学病院 , マラヤ大学マルチメディ
アディビジョンオフィス , マラヤ大
学 , マレーシア・イスラム科学大学 , マ
レーシア国立大学 , Pusat Perubatan U 
Kebangsaan Malaysia

日本 , マレーシ
ア

Vidyo

1735 2016.11.17 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 , APNIC, インターネットイ
ニシアティブジャパン , 他

日本 , オースト
ラリア , 他 

WebEX

1736 2016.11.17 ATSのためのテスト 九州大学病院 , JW マリオットホテル ハ
ノイ , フエ中央病院 , 九州大学病院

ベトナム , 日本 Vidyo

1737 2016.11.18 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院技師自宅 , 在コンゴ民主共和
国日本国大使館医務官 ; キンシャサ , キン
シャサ大学医師

日本 , コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1738 2016.11.18 第 65回神奈川胎児エコー
研究会アドバンス講座の
接続テスト

鹿児島大学 日本 H.323

1739 2016.11.18 ATSのための接続テスト フエ中央病院 , ビエット　ドゥック　病
院 , チョーライ病院 , フエ大学病院 , ホー
チミン市大学医療センター

ベトナム Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1740 2016.11.19 サブイベント No. 1765

のためのテスト
吉田病院 , 東北大学医師 , 神奈川こども医
療センター , ビジョンブリッジ

日本

1741 2016.11.21 イベント No. 683のため
のテスト

マレーシア高等教育省 , 九州大学病院 マレーシア , 日
本

Vidyo

1742 2016.11.21 ATSのための打合せ 九州大学病院 , ビエット　ドゥック　病院 日本 , ベトナム Vidyo
1743 2016.11.22 Japan bio design スタン

フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード大学 , 日本メドテックイノベー
ション協会

日本 Vidyo

1744 2016.11.22 MXとのテレビ会議 CUDI技師自宅 , 九州大学病院 メキシコ , 日本 Vidyo
1745 2016.11.22 ISKSAAへのライブデモ 船橋整形外科 , ジョンソン＆ジョンソン東

京サイエンスセンター , ザ リーラ アンビ
エンス コンベンション ホテル デリー

日本 , インド H.323

1746 2016.11.22 小児がんテスト 宮崎県立宮崎病院 , 九州大学病院 日本 Vidyo
1747 2016.11.23 APAN Board Meeting APAN事務局 , 早稲田大学 , 建国大

学 , APAN事務局長自宅 ; キャンベラ , 
Academia Sinica, APAN顧問自宅 ; ダー
ウィン , 清華大学 , 九州大学病院技師自宅

スリランカ , 日
本 , 韓国 , オー
ストラリア , 台
湾 , 中国

Zoom

1748 2016.11.25 med-hok会議 九州大学病院 , 久留米工業大学 日本 Vidyo
1749 2016.11.25 イベント No. 690のため

のテスト
心医サポートセンター , 九州大学病院 中国 , 日本 PEXIP,  

SENYINT, 
Open VPN

1750 2016.11.25 ATSのための接続テスト ビエット　ドゥック　病院 , 九州大学病院 ベトナム , 日本 Vidyo
1751 2016.11.28 ユニゾンシステムズとの

打合せ
九州大学病院 , 佐賀大学 , ユニゾンシステ
ムズ

日本 Vidyo

1752 2016.11.28 榊原記念病院とのテスト 九州大学病院 , 榊原記念病院 日本 Vidyo
1753 2016.11.28 TAGE接続テスト 九州大学病院 , チュラロンコン大学 日本 , タイ Vidyo, 

H.323
1754 2016.11.28 ATSのための接続テスト サンジャイ ガンジー医科学大学院 , 九州

大学病院
インド , 日本 Vidyo, 

H.323
1755 2016.11.28 ATSのための接続テスト ビエット　ドゥック　病院 , JW マリオッ

トホテル ハノイ , 九州大学病院
ベトナム , 日本 Vidyo

1756 2016.11.29 三重大学とのテスト 九州大学病院 , 三重大学 , 榊原記念病院 日本 Vidyo
1757 2016.11.29 イベント No. 690のため

のテスト
心医サポートセンター 北京 , 心医サポー
トセンター 瀋陽 , 九州大学病院

中国 , 日本 PEXIP,  
SENYINT, 
VPN-clinent

1758 2016.11.29 サブイベント No. 1765
のためのテスト

吉田病院 , 東北大学医師 , 神奈川こども医
療センター , ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1759 2016.11.30 大阪府立成人病センター
との会議

九州大学病院 , 大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

1760 2016.12.1 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学 ,・土佐クリニック 日本 Vidyo

1761 2016.12.1 APRICOT Program 
Committee

APNIC,・九州大学病院 ,・他 オーストラリ
ア ,・日本

WebEX

1762 2016.12.1 サブイベント No. 1765
のためのテスト

神奈川こども医療センター ,・ビジョンブ
リッジ

日本

1763 2016.12.1 ATSテスト ビエット　ドゥック　病院 ,・大分大学 ,・サ
ンジャイ　ガンジー医科学大学院 ,・D12;・
ソウル ,・フエ大学病院 ,・JW・マリオットホ
テル・ハノイ・

ベトナム ,・日本 ,・
インド ,・韓国

Vidyo

1764 2016.12.2 サブイベント No. 1765
のためのテスト

吉田病院 ,・東北大学医師 ,・神奈川こども医
療センター ,・ビジョンブリッジ

日本 Vidyo

1765 2016.12.4 第 62回神奈川胎児エコー
研究会　超ベーシック講
座②応用編

神奈川県立こども医療センター ,・北海道大
学病院 ,・慈恵会吉田病院

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1766 2016.12.6 APAN Program 

Committee
LEARN,・清華大学 ,・ERNET,・APAN 事務局長
自宅 ;・キャンベラ ,・オーストラリア国立大
学 ,・GEANT

スリランカ ,・
中国 ,・インド ,・
オーストラリ
ア ,・オランダ

H.323, Zoom

1767 2016.12.7 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1768 2016.12.7 MWG サンカーラ・ネスララヤ病院 ,・チュラロ
ンコン大学 ,・アイルランガ大学 ,・ソウル
大学ブンダン病院 ,・NREN,・九州大学病院 ,・
ジャワハルラール・医学教育研究大学院 ,・
退役軍人記念医療センター ,・マラヤ大学 ,・
チョーライ病院 ,・国立台湾大学 ,・忠北大学 ,・
マヒドン大学シリラ病院 ,・肝胆道科学セン
ター

インド ,・タイ ,・
インドネシア ,・
韓国 ,・日本 ,・
フィリピン ,・マ
レーシア ,・ベト
ナム ,・台湾

H.323, 
Vidyo

1769 2016.12.7 イベント No.705のため
の接続テスト

旭川医科大学 ,・高知医科大学 日本 H.323

1770 2016.12.8 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

1771 2016.12.9 イベント No.705のため
の接続テスト

広島大学 ,・宮崎大学 日本 H.323

1772 2016.12.13 チームカンファのための
打合せ

九州大学病院 ,・近畿大学 ,・ジョンソン&
ジョンソン・オフィス ,・名古屋大学 ,・千葉大
学 ,・斗南病院 ,・産業医科大学

日本 Vidyo

1773 2016.12.14 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1774 2016.12.14 イベント No.705のため
の接続テスト

徳島大学 ,・岡山大学 日本 H.323

1775 2016.12.15 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 ,・APNIC,・他 日本 ,・オースト
ラリア他

WebEX

1776 2016.12.15 APRALO Monthly Call 九州大学病院 ,・ICANN・APAC・Hub,・他 日本 ,・シンガ
ポール ,・他

Adobe 
Connect

1777 2016.12.15 The 8th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

TEIN*CC,・九州大学病院 ,・清華大学 ,・
REANNZ,・GÉANT

韓国 ,・日本 ,・中
国 ,・ニュージー
ランド ,・イギリ
ス・

Zoom, H.323

1778 2016.12.16 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官 ;・キンシャサ ,・キンシャサ大
学医師

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1779 2016.12.16 イベント No.705のため
の接続テスト

北海道大学 ,・新潟大学 日本 H.323

1780 2016.12.16 ISOC日本支部年次総会 九州大学病院 ,・日本ネットワークインフォ
メーションセンター

日本 Zoom

1781 2016.12.17 サブイベント No. 1782
のためのテスト

連合会館 日本 Vidyo, 
streaming

1782 2016.12.18 日本胎児心臓病学会 認証
医講習会 遠隔配信

連合会館 日本 Vidyo, 
streaming

1783 2016.12.19 イベント No. 694のため
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

1784 2016.12.19 イベント No. 693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, 
H.323

1785 2016.12.20 イベント No.700のため
のテスト

台児診所 ,・九州大学病院 台湾 ,・日本 Vidyo, 
H.323

1786 2016.12.20 イベント No. 695のため
のテスト

九州大学病院 ,・佐賀大学 ,・大分大学 ,・九州
がんセンター

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1787 2016.12.20 APAN Program 

Committee
九州大学病院 ,・LEARN,・APAN 事務局長自
宅 ;・キャンベラ ,・APAN顧問自宅 ;・ダーウィ
ン ,・NKN,・清華大学 ,・GÉANT 技師自宅 ;・ア
ムステルダム

日本 ,・スリラン
カ ,・オーストラ
リア ,・インド ,・
中国 ,・オランダ

H.323, Zoom

1788 2016.12.21 イベント No.700のため
のテスト

Harapan・Kita・心臓センター ,・九州大学病
院

インドネシア ,・
日本

Vidyo

1789 2016.12.21 イベント No. 694のため
のテスト

九州大学病院 ,・ガジャ・マダ大学 ,・インド
ネシア大学 ,・ブラウィジャヤ大学 ,・ファト
マワティ病院 ,・ウダヤナ大学 ,・アイルラン
ガ大学 ,・パジャジャラン大学 ,・ディポネゴ
ロ大学 ,・セベラス・マレット大学・ムワル
ディ病院 ,・プルサハバタン病院

日本 ,・インドネ
シア

Vidyo, 
H.323

1790 2016.12.22 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・キンシャサ大学医師 日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1791 2016.12.23 Asi@Connect WP6 九州大学病院 ,・清華大学 日本 ,・中国 Skype

1792 2016.12.23 APAN Board Meeting ASGC,・清華大学,・APAN事務局長自宅;・キャ
ンベラ,・LEARN,・建国大学,・APAN顧問自宅;・
ダーウィン ,・シンガポール ,・九州大学病院 ,・
REANNZ 技師自宅 ;・オークランド

台湾 ,・中国 ,・
オーストラリ
ア ,・スリラン
カ ,・韓国 ,・シン
ガポール ,・日本 ,・
ニュージーラン
ド

Zoom

1793 2016.12.26 イベント No.705のため
の接続テスト

宮崎大学 ,・名古屋大学 日本 H.323

1794 2016.12.27 APAN engineer's 
meeting

九州大学病院 ,・NASATI・オフィス ,・国立台
湾大学 ,・インドネシア大学 ,・マラヤ大学

日本 ,・ベトナム ,・
台湾 ,・インドネ
シア ,・マレーシ
ア

Vidyo

1795 2016.12.27 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1796 2017.1.5 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学 ,・土佐クリニック 日本 Vidyo

1797 2017.1.5 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 ,・APNIC,・ドバイ ,・他 日本 ,・オースト
ラリア ,・アラブ
首長国連邦 ,・他

Vidyo

1798 2017.1.5 九州医療センターとのテ
スト

九州大学病院 ,・九州医療センター 日本 ,・アメリカ Vidyo

1799 2017.1.5 イベント No.697のため
のテスト

九州大学病院 ,・ASTI,・セントルークス医療
センター ; ケソンシティ ,・フィリピン大学・
マニラ総合病院 ,・ダバオ　ドクターズホス
ピタル ,・マヒドン大学シリラ病院・

日本 ,・フィリピ
ン ,・タイ

Vidyo, 
H.323

1800 2017.1.5 清華大学とのテスト 清華大学 ,・九州大学病院 中国 ,・日本 Vidyo

1801 2017.1.6 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・キンシャサ大学医師 ,・大分
大学医師 ,・マブジメイ医科大学医師 ,・在コ
ンゴ民主共和国日本国大使館医務官自宅 ;・
日本

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1802 2017.1.6 ECEのためのテスト マラヤ大学 ,・University・of・Texas・MD・
Anderson・Cancer・Center 医師自宅 ;・ヒュー
ストン

マレーシア ,・ア
メリカ

Vidyo

1803 2017.1.6 九州医療センターとの打
ち合わせ

九州大学病院 ,・九州医療センター 日本 Vidyo

1804 2017.1.6 九州大学病院と東京医科
歯科大学の接続テスト

九州大学病院 ,・東京医科歯科大学 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
1805 2017.1.10 APAN Program 

Committee
九州大学病院 ,・TEIN*CC,・APAN 事務局 ,・
APAN 事務局長自宅 ;・キャンベラ ,・清華大
学 ,・SingAREN,・ERNET

日本 ,・韓国 ,・ス
リランカ ,・オー
ストラリア ,・中
国 ,・シンガポー
ル ,・インド

Zoom

1806 2017.1.10 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

H.323

1807 2017.1.12 CCWG Accountability 
Meeting #11

ICANN;・ロサンゼルス ,・ブリュッセル ,・イ
スタンブール ,・他

アメリカ ,・ベル
ギー ,・トルコ

Adobe 
Connect

1808 2017.1.12 北海道大学でのテスト利
用

北海道大学 日本 Vidyo

1809 2017.1.12 久留米聖マリア病院との
接続テスト

九州大学病院 ,・久留米聖マリア病院 日本 Vidyo

1810 2017.1.12 The 9th Asi@Connect 
Steering Committee 
Meeting

九州大学病院 ,・NKN,・DrukREN,・ASTI,・清華
大学 ,・GEANT,　TEIN*CC,・香港大学

日本 ,・インド ,・
ブータン ,・フィ
リピン ,・中国 ,・
イギリス ,・韓国 ,・
香港

Zoom, H.323

1811 2017.1.13 イベント No.705のため
の接続テスト

慶応義塾大学日吉キャンパス ,・九州大学病
院

日本 H.323

1812 2017.1.13 APAN-JPの接続テスト 農林水産技術会議事務局・筑波産学連携支
援センター ,・九州大学病院

日本 FaceTime

1813 2017.1.13 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1814 2017.1.13 イベント No.700のため
のテスト

台児診所 ,・九州大学病院 ,・NSD 台湾 ,・日本 Vidyo, 
H.323

1815 2017.1.13 イベント No.696のため
のテスト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター ; グローバルシティ

日本 ,・フィリピ
ン

Vidyo

1816 2017.1.13 イベント No.700のため
の打合せ

九州大学病院 ,・神奈川県立こども医療セン
ター ,・台児診所 ,・ハラパンキタ国立心臓血
管センター

日本 ,・台湾 ,・イ
ンドネシア

Vidyo

1817 2017.1.16 イベント No.696のため
のテスト

九州大学病院 , セントルークス医療セン
ター ; グローバルシティ ,・神戸大学

日本 ,・フィリピ
ン

Vidyo

1818 2017.1.16 大阪成人病との会議 九州大学病院 ,・大阪府立成人病センター 日本 Vidyo

1819 2017.1.17 イベント No.701のため
のテスト

九州大学病院 ,・大分県立病院 日本 Vidyo

1820 2017.1.18 イベント No.705のため
の接続テスト

東北大学 日本 H.323

1821 2017.1.18 MWG 九州大学病院 ,・カトマンズモデル病院 ,・サ
ンカーラ・ネスララヤ病院 ,・退役軍人記念
病院 ,・清華大学 ,・セントルークス医療セン
ター ; ケソンシティ ,・ASTI,・ブラウィジャ
ヤ大学 ,・マラヤ大学 ,・ソウル大学ブンダン
病院 ,・国立台湾大学 ,・肝胆道科学センター ,・
忠北大学 ,・ジャワハルラール・医学教育研
究大学院

日本 ,・ネパール ,・
インド ,・フィリ
ピン ,・中国 ,・イ
ンドネシア ,・マ
レーシア ,・韓国 ,・
台湾

Vidyo, 
H.323

1822 2017.1.19 イベント No.705のため
の接続テスト

東北大学 ,・筑波大学 ,・NTT-AT 日本 H.323

1823 2017.1.19 APRICOT Program 
Committee

九州大学病院 ,・APNIC; ブリスベン ,・ヒルト
ンホテル ; ホノルル・他

日本 ,・オースト
ラリア ,　アメ
リカ

WebEX

1824 2017.1.19 APRALO Monthly Call 九州大学病院 ,・NTT 武蔵野 ,・ICANN他 日本 ,・シンガ
ポール

Adobe 
Connect

1825 2017.1.20 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 , 東京大学 , 東北大学 , スタン
フォード , 日本メドテックイノベーション
協会

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1826 2017.1.20 med-hok会議 九州大学病院 ,・久留米大学 日本 Vidyo

1827 2017.1.20 イベント No.700のため
のテスト

九州大学病院 ,・台児クリニック 日本 ,・台湾 Vidyo

1828 2017.1.20 第 34回日本呼吸器外科
学会のための打ち合わせ

九州大学病院 ,・福岡大学 日本 H.323

1829 2017.1.20 APRALO-APAC Hub 
Webinar

九州大学病院 ,・ICANN他 日本 ,・シンガ
ポール

Adobe 
Connect

1830 2017.1.20 APANエンジニアミー
ティング

九州大学病院 ,・ASTI,・ブラウィジャヤ大学 ,・
サンジャイ　ガンジー医科学大学院 ,・国立
台湾大学 ,・ソウル大学ブンダン病院 ,・シン
ガポール総合病院 ,・マラヤ大学 ,・108　陸
軍中央病院 ,・サンカーラ・ネスララヤ病
院 ,・キルティプル病院 ,・ERNET,・忠北大学 ,・
VinaREN,・ビエット　ドゥック　病院 ,・フ
エ中央病院 ,・ジャワハルラール・医学教育
研究大学院

日本 ,・フィリピ
ン ,・インド ,・台
湾 ,・韓国 ,・シン
ガポール ,・マ
レーシア ,・ベト
ナム ,・ネパール

Vidyo, 
H.323

1831 2017.1.23 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

H.323

1832 2017.1.23 JSPHO第 5回学術・調
査委員会会議

九州大学病院 ,・東京医科歯科大学 ,・福島県
立医科大学 ,・名古屋医療センター ,・京都府
立医科大学 ,・広島大学

日本 H.323

1833 2017.1.24 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

1834 2017.1.24 APAN Program 
Committee

九州大学病院 ,・APAN 事務局長自宅 ;・
キャンベラ ,・清華大学 ,・ERNET,・LEARN,・
SingAREN

日本 ,・オースト
ラリア ,・中国 ,・
インド ,・スリラ
ンカ ,・シンガ
ポール

H.323, Zoom

1835 2017.1.25 イベント No.705のため
の接続テスト

東北大学 ,・NTT-AT 日本 H.323

1836 2017.1.25 佐世保共済病院とのテス
ト

九州大学病院 ,・佐世保共済病院 日本 Vidyo

1837 2017.1.26 MXとのテレビ会議 九州大学病院 ,・INNCMZ医師自宅 ,・CUDI
技師自宅

日本 ,・メキシコ Vidyo

1838 2017.1.26 APRICOT Program 
Committee

TEMDEC,・APNIC;・ブリスベン・他 日本 ,・オースト
ラリア

WebEX

1839 2017.1.26 佐世保共済病院とのテス
ト

九州大学病院 ,・佐世保共済病院 日本 Vidyo

1840 2017.1.30 イベント No.703のため
の接続テスト

九州大学病院 ,・佐賀大学 ,・聖マリア病院 日本 Vidyo

1841 2017.1.30 イベント No.707のため
のテスト

九州大学病院 ,・インドネシア大学 日本 ,・インドネ
シア

Vidyo

1842 2017.1.30 アドバンス講座のための
テレビ会議

九州大学病院 ,・九州大学病院技師自宅 ,・
NTT-AT,・ビジョンブリッジ ,・神奈川県立こ
ども病院

日本 Vidyo, 
H.323

1843 2017.1.30 佐世保共済病院とのテス
ト

九州大学病院 ,・佐世保共済病院 日本 Vidyo

1844 2017.1.30 イベント No.709のため
のテスト

九州大学病院 ,・国立台湾大学技師自宅 ,・
VINAREN 技師自宅 ,・マラヤ大学技師自宅 ,・
ASTI,・肝胆道科学センター

日本 ,・台湾 ,・ベ
トナム ,・マレー
シア ,・フィリピ
ン ,・インド

Zoom

1845 2017.1.31 イベント No.703のため
の接続テスト

九州大学病院 ,・佐賀大学 ,・高木病院 日本 Vidyo

1846 2017.1.31 イベント No.711のため
のテスト

九州大学病院 ,・マヒドン大学シリラ病院 ,・
バジラ病院

日本 ,・タイ H.323

1847 2017.2.1 イベント No.723のため
のテスト

岡山済生会総合病院 ,・九州大学病院 日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1848 2017.2.2 イベント No.712のため

のテスト
マレーシア国立大学 ,・九州大学病院 ,・マラ
ヤ大学 ,・マレーシア・イスラム科学大学

マレーシア ,・日
本

Vidyo

1849 2017.2.2 千葉大学病院と埼玉土佐
クリニックとの会議

千葉大学 ,・土佐クリニック 日本 Vidyo

1850 2017.2.2 イベント No.707のため
のテスト

九州大学病院 ,・インドネシア大学 ,・ブラ
ウィジャヤ大学 ,・サムラトランギ大学 ,・ガ
ジャ・マダ大学

日本 ,・インドネ
シア

Vidyo

1851 2017.2.3 コンゴ民主共和国定例会
議

福岡空港 ,・在コンゴ民主共和国日本国大使
館医務官自宅 ; 日本 ,・キンシャサ大学医師
自宅・他

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo, 
JoinView

1852 2017.2.3 イベント No.705のため
の接続テスト

九州大学病院 ,・慶応義塾大学日吉キャンパ
ス・他

日本 H.323

1853 2017.2.3 APANエンジニアミー
ティング

九州大学病院 ,・九州大学病院技師自宅 ;・福
岡 ,・シンガポール総合病院 ,・マラヤ大学 ,・
忠北大学 ,・ASTI,・国立台湾大学 ,・NREN,・ブ
ラウィジャヤ大学 ,・VinaREN,・サンカーラ・
ネスララヤ病院 ,・ジャワハルラール・医学
教育研究大学院 ,・ソウル大学ブンダン病院

日本 ,・シンガ
ポール ,・マレー
シア ,・韓国 ,・
フィリピン ,・台
湾 ,・ネパール ,・
インドネシア ,・
ベトナム ,・イン
ド

Vidyo

1854 2017.2.6 APAN-JP NOC会合 九州大学病院 ,・KDDI 大手町オフィス 日本 GoTo- 
Meeting

1855 2017.2.6 PH Training Report of 
Gynecology

九州大学病院 ,・セントルークス医療セン
ター ; ケソンシティ

日本 ,・フィリピ
ン

Vidyo, 
H.323

1856 2017.2.7 APAN-JP会合 九州大学病院 ,・農林水産省 日本 FaceTime

1857 2017.2.7 イベント No.711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 H.323

1858 2017.2.8 Eye Visionのテスト 九州大学病院 ,・株式会社フィールドフロン
ティア

日本 EyeVision

1859 2017.2.8 イベント No.713のため
のテスト

九州大学病院 ,・ソウル大学ブンダン病院 ,・
マラヤ大学

日本 ,・韓国 ,・マ
レーシア

Vidyo

1860 2017.2.8 イベント No.714のため
のテスト

インドネシア大学 ,・アイルランガ大学 ,・ス
マトラウタラ大学 ,・ブラウィジャヤ大学 ,・
東北大学 ,・国立台湾大学

インドネシア ,・
日本 ,・台湾

Vidyo, 
H.323

1861 2017.2.9 イベント No.723のため
の打ち合わせ

九州大学病院 ,・名古屋大学 ,・近畿大学 ,・北
海道大学 ,・千葉大学 ,・順天堂大学 ,・斗南病
院 ,・ジョンソン＆ジョンソン・オフィス

日本 Vidyo

1862 2017.2.10 イベント No.713のため
のテスト

ソウル大学ブンダン病院 ,・九州大学病院 ,・
千葉大学,・マラヤ大学,・サンウェイ・メディ
カル・センター ,・マヒドン大学シリラ病院

韓国 ,・日本 ,・マ
レーシア ,・タイ

Vidyo

1863 2017.2.10 Japan bio design スタン
フォード定例ミーティン
グ

大阪大学 ,・東京大学 ,・東北大学 ,・スタン
フォード大学 ,・日本メドテックイノベー
ション協会

日本 ,・アメリカ Vidyo

1864 2017.2.12 第 3回胎児MRI研究会
学術集会

東京慈恵会医科大学 ,・タフツ医療センター 日本 ,・アメリカ Vidyo

1865 2017.2.13 APAN43オリエンテー
ション

九州大学病院 ,・インド　ハビタット　セン
ター

日本 ,・インド Vidyo

1866 2017.2.13 イベント No.713のため
のテスト

ソウル大学ブンダン病院 ,・パタン健康科学
専門学校 ,・カトマンズモデル病院

韓国 ,・ネパール Vidyo

1867 2017.2.13 イベント No.714のため
のテスト

インド　ハビタット　センター ,・アイルラ
ンガ大学 ,・スマトラウタラ大学 ,・ブラウィ
ジャヤ大学 ,・鹿児島大学 ,・ハン・トゥア・ス
ラバヤ・大学

インド ,・インド
ネシア

Vidyo, 
H.323

1868 2017.2.14 イベント No.713のため
のテスト

ソウル大学ブンダン病院 ,・東北大学 韓国 ,・日本 Vidyo

1869 2017.2.15 イベント No.723のため
のテスト

ジョンソン＆ジョンソン・名古屋オフィス ,・
東京サイエンスセンター

日本 Vidyo
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番号 日付 イベント名 施設 国名 接続方法
1870 2017.2.15 第 43回 APAN会議 保健 インド　ハビタット　センター ,・National・

Evidence-based・Healthcare・Collaborating・
Agency・(NECA),・Health・Technology・
Assessment・international・(HTAi),・Haute・
Autorité・de・Santé・(HAS),・Novartis

インド ,・韓国・他 Vidyo

1871 2017.2.17 コンゴ民主共和国定例会
議

九州大学病院 ,・在コンゴ民主共和国日本国
大使館医務官自宅 ;・キンシャサ他

日本 ,・コンゴ民
主共和国

Vidyo

1872 2017.2.20 第 65回アドバンス講座
総括のための会議

九州大学病院 ,・ビジョンブリッジ ,・NTT-
AT

日本 Vidyo

1873 2017.2.22 第 37回小児がん中国・
四国ネットワーク会議

広島大学病院 ,・九州大学病院 ,・兵庫県立こ
ども病院 ,・徳島赤十字病院 ,・島根大学医学
部附属病院 ,・鳥取大学医学部附属病院 ,・高
知大学医学部附属病院 ,・香川大学医学部附
属病院 ,・広島赤十字・原爆病院 ,・岡山大学
病院 ,・愛媛大学附属病院 ,・愛媛県立中央病
院 ,・高知医療センター ,・山口大学医学部附
属病院

日本 EyeVision

1874 2017.2.24 伊都キャンパスとの接続
テスト

九州大学病院 ,・九州大学伊都キャンパス 日本 H.323

1875 2017.2.26 AP*Retreat meeting シェラトン・サイゴンホテル＆タワーズ ,・
羽田空港第 1ビル

ベトナム ,・日本 Zoom

1876 2017.2.27 イベント No.723のため
のテスト

九州大学病院 ,・ジョンソン&ジョンソン・
オフィス

日本 Vidyo
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日本臨床腎移植学会第49回

国際テレカンファレンス 3月24日（木）15:30 ～ 17:00　第２会場

アジアの腎移植
 司会：大阪大学大学院　医学系研究科　先端移植基盤医療学寄附講座　高原　史郎
 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター　泌尿器科学教室　田邉　一成
　
TC-1  The current status of kidney transplantation in Japan
 Professor Department of Advanced Technology for Transplantation 　　　　　　　　　　　　　 

Osaka University, Graduate School of Medicine  　　　　　　　　　Shiro Takahara, MD.
　
TC-2  Kidney Transplantation In Korea

Department of Surgery, Asan Medical Center,University of Ulsan College of Medicine　　　　
　Duck Jong Han, MD.

　
TC-3  RESULTS AND ADVANCES IN ORGAN TRANSPLANTATION IN 

VIETNAM
 VietDuc University Hospital, Vietnam　Ha Phan Hai An, MD.
　
特別発言 
 南カリフォルニア大学　岩城　裕一
　
　九州大学アジア遠隔医療開発センター（TEMDEC）の協力を得て、本学会場、韓国・Asan Medical Center、ベト
ナム・VietDuc Hospital を高速ギガビットネットワークで接続し、ハイビジョン画像、動画、音声を 3 元同時中継し
てリアルタイム・ディスカッションをするセッションです。日本に居ながらにして、国際学会に参加して海外の発表
者と意見交換ができるという未来志向の学会形式です。このような企画はあるテーマについて、医学内容とテクノロ
ジーに精通している医師とエンジニアのコラボが不可欠で、共通言語は英語です。また、それぞれのステーションか
ら各国のギガビット回線への接続、そして各国間の接続体制が整備されていなければなりません。
　今回、第 49 回日本臨床腎移植学会に際して、「アジアの腎移植」を国際テレカンファのテーマに取り上げ、①献腎
移植が伸び悩む日本、②臓器移植先進国の韓国、③急速に法整備、体制整備がすすむベトナムの 3 か所から最新情報
を交換して、お互いに今後の発展のヒントにするというのが趣旨です。腎移植と英語というキーワードにふさわしい
日本代表である、大阪大学・高原史郎先生と東京女子医科大学・田邉一成先生を司会と演者に迎え、さらに南カリ
フォルニア大学で、移植医療と基礎研究を牽引しておられる岩城裕一先生に総括をお願いしており、参加者の皆様と
ともに実りある討論ができることを期待しています。（学会長）

教育セミナー② 3月25日（金）8:30 ～ 9:00　第８会場

 司会：国立病院機構　水戸医療センター　臓器移植外科　湯沢　賢治
　
ES-2  腎移植患者のHTLV-1感染とHAM発症
 聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター病因・病態解析部門　山野　嘉久
　
　最近、HTLV-1 感染と腎移植後の HAM、ATLA の発症の危険性が指摘され、その実態調査が報告されました。そ
の結果、HTLV-1 陽性患者からの腎移植は、適応を十分に検討することが示唆されています。当初は、九州地区に頻
発する疾患と考えられていましたが、全国に拡がる問題であることがわかってきました。厚生労働省の班研究として
まとめられた国立病院機構・水戸医療センターの湯沢賢治先生の司会で、聖マリアンナ医大の山野嘉久先生に、
HTLV-1 感染の基礎と臨床のエッセンスを私たちに教えていただきたいと思います。なお、本教育セミナーは 30 分
ですが、受講者には 2 単位のクレジットが供与されます。（学会長）
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| Programme Schedule | 

 

Meet BdREN 2016 
18 (Mon) – 19 (Tue) April 2016 

Venue: Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban, DU 
 

Day 1  18 April  Monday 
 

Sl Time Event/Topic Speaker 

Opening Ceremony 

1 09.30AM ~ 11.00AM Opening Ceremony  

 11:00AM ~ 11:30AM Tea Break   

Session (1): Plenary 
Session  Chair: Prof. Javed I Khan, Kent State University 

1 11:30AM ~ 12:15PM Keynote Speech (Remote) Sam Pitroda, Former Advisor to Prime 
Minister of India 

2 12.15PM ~ 12.45PM 
Keynote Speech (Remote): The 
PingER Project: Monitoring the 
World’s Networks 

Dr. Les Cottrell, Stanford University 

 12:45PM ~ 1:45PM Lunch Break  

Session (2): Updates on BdREN  
Session Chair: Dr Gauranga Chandra Mohanta ndc, Project Director (Additional Secretary), 
HEQEP 

1 

1.45PM ~ 2.30PM 

BdREN: Present Status and 
Challenges 

 
Engr Mohammad Tawrit, Chief Technical 
Officer, BdREN 

2 IPv6 Deployment: A new milestone 
for BdREN 

Md. Abdul Awal Howlader, Manager 
(Network), BdREN 

3 BdREN Services and Applications 
 

Dr Mamun Or Rashid, TST Consultant 
(Technical), BdREN 

4 
BdREN Governance in Brief  Engr. A. K. M. Habibur Rahman, Chief 

Executive Officer, BdREN, University Grants 
Commission of Bangladesh 

Session (3): Supporting ICT Infrastructure 
Session Chair: Prof. Syed Akhter Hossain, Daffodil International University 

1 

2.30PM ~ 3.00PM 

Submarine Cable Infrastructure in 
Bangladesh 

Engr. Md.  Monwar Hossain, Managing 
Director, Bangladesh Sumarine Cable 
Company Ltd 

2  Mir Masud Kabir, Managing Director, 
Mango Teleservices 

3 Introducing SASEC Information 
Highway Network 

Md. Taskinur Rahman, Director (Wireless), 
BTCL 

4 
Disaster Prediction Technique Using 
Wireless Sensor Networking 
Incorporating with BdREN Systems 

Dr. S.M. Taohidul Islam, Associate Professor 
and Chairman, Department of Electrical and 
Electronics Engineering, Patuakhali Science 
and Technology University, Bangladesh 

     7.30PM 
Networking Dinner 

Venue: TSC Cafeteria, University 
of Dhaka 

 

 

Day 2  19 April  Monday 
 

Sl Time Event/Topic Speaker 

Session (1.1): Campus network infrastructure performance monitoring & Security 
Session Chair: Prof Dr. Md. Mahfuzul Islam, BUET 

1 

9.00 AM ~ 11.00 AM 

Keynote Speech (Remote): NRENs 
and R&E Networking – a US National 
Science Foundation Perspective 

Dr. Kevin Thompson, Program Director 
Division of Advanced Cyberinfrastructure 
National Science Foundation 

2 

Architecting, Designing and Building 
Secured Campus Infrastructure to 
meet the ever-evolving computing 
needs of academia: Bangladesh 
Perspective 

Md. Manirul Islam, Director, Continuing 
Education Center and Network, 
American International University 
Bangladesh 

3 Network Infrastructure Performance 
Monitoring & Security 

Azim U. Hoque, Sr. Network Manager 
(Deputy Director, IT), North South 
University 

4 

DUET Campus Network in the 
Context of BdREN and Future 
Network Technologies: 
Vulnerabilities, Opportunities and 
Expectation 

Dr. Md. Obaidur Rahman, Associate 
Professor, Department of Computer Science 
and Engineering, Dhaka University of 
Engineering & Technology (DUET), Gazipur 

5 
An Overview of the Network 
Infrastructure and Services at 
University of Rajshahi 

Rahel Mahfooz Sarker, Assistant System 
Administrator, Rajshahi University 

6 
Experience Sharing of Visiting 
OARnet and The Ohio State 
University Campus network 

Imam Hasan Raza, System Administrator, 
Office of the Pro-Vice Chancellor 
(Administration), University of Dhaka 

7 
Fellowship Experience on State-of-
the-art Campus Network at Kent 
State University, USA 

Mazharul Islam, Programmer, Bangladesh 
University of Professionals (BUP) 

Session (1.2): Telemedicine in Education and Research 
Venue : Abdul Matin Chowdhury Virtual Class Room, DU 
Session Chair: Prof. Liakat Ali, Vice Chancellor, Bangladesh University of Health Sciences  

1 

9.00 AM ~ 11.00 AM 

Keynote Speech (Remote): 
Expanding community of 
telemedicine in Asia with recent 
changes in technology 

Dr. Shuji Shimizu, Director, Telemedicine 
Development Center of Asia (TEMDEC), 
Kysushu University, Japan 

2 Telemedicine in Health Education 
and Health Promotion 

Prof. Liaquat Ali, Vice-Chancellor, BUHS 

3 Home-based e-learning for 
postgraduate medical students 

Prof Mir Misbahuddin, BSMMU 

4 
Exploring the Possibilities of Using 
High-speed Internet in Endo-
laparoscopic Surgery Training 

Professor Dr. Sarder A. Nayeem, Specialist 
Laparoscopic Surgeon, Professor of Surgery, 
Chairman, Japan Bangladesh Friendship 
Hospital 

5 Telemedicine Service nder MoHFW 
of Bangladesh 

Prof Abul Kalam Azad, ADG  and Director 
(MIS), DGHS, MOHFW 

6 Remote: SMA first approach during 
pancreatoduodenectomy" 

Dr. Takao Ohtsuka, Kyushu University 
 

 11.00AM ~ 11.30AM  Tea Break  

Session (2): TEIN: platform for Collaboration and Innovation 
Session Chair: Prof. Dr. Md. Akhtar Hossain, Member, UGC 

1 

11:30AM ~ 1:00 PM 

Keynote Speech: Strategies and 
Solutions for Collaborative Research 
on REN(Research & Education 
Network) 

Dr. ByungKyu Kim, Executive Officer, TEIN 
Cooperation Center, Korea 

2 Malaysian Research & Education 
Network (MYREN) 3 

Kamal Hisham Kamaruddin, Head of 
MyREN, Malaysia 

3 How LEARN Operate in Sri Lanka 
Prof Gihan Nilendra Wikramanayake, 
Director, University of Colombo School of 
Computing (UCSC) 

4 
Building and Developing VinaREN 
for research and education in 
Vietnem 

Vu Anh Tuan, Deputy Director General, 
National Agency for Science and 
Technology Information 

5  Dr. Chalermpol Charnsripinyo, ThaiREN 

 1.00PM ~ 2.00PM Lunch  

Session (3): Cloud Computing and Big Data 
Session Chair: Prof. Dr. M.M.A. Hashem, KUET 

1 

2.00 PM ~ 3.35 PM 

HPE Cloud Strategy for 
Education/Universities 

Ms Teh Fui Ping 

2 

Cloud Computing: prospects, 
application and use for BdREN 
Big Data analytics for Academic 
Intelligence using BdREN 

Asif Imran, Lecturer, Institute of 
Information Technology (IIT), University of 
Dhaka 

3 Genomics for precision medicine and 
ICT-powered genomics research 

Yoojin Hong, Principal Engineer, Samsung 
SDS, South Korea 

4 
Research Opportunities in Cloud 
Computing Using BdREN Data 
Center Resources 

Dr. Md Abdur Razzaque, Professor, 
Department of Computer Science and 
Engineering, University of Dhaka 

Session (4): University Management System 
Session Chair: Prof. Dr. Mahbubul Alam Joarder, IIT, DU 

1 

3.35 PM ~ 4.15 PM 

Modern Automated Office 
Management System for University 
of Rajshahi 

Prof. Dr. Raquib Ahmed, Professor , 
Geography and Director of Computer 
Center at University of Rajshahi 

2 University Management System of 
United International University 

Dr. Hasan Sarwar, Professor, Department of 
Computer Science and Engineering, United 
International University (UIU) 

3 University Management System Md. Ataul Islam, Systems Manager, Head of 
ICS, East West University 

 4.30 PM ~ 5.15PM Closing Ceremony  

#617　バングラデシュ研究教育ネットワーク シンポジウム　2016.4.19
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Time Schedule

17:00 – 19:00 Lecture

19:00 – 21:00 Welcome Reception

Time Schedule

8:45 – 16:00 ESD training  on tissue
(12:00 – 13:00 Lunch break)

【Day1】 Friday 3rd June

【Day2】 Saturday 4th June

【Day3】 Sunday 5th June
【Fees】
Course A : JPY 150,000
The fees include lecture, participation in ESD hands-on training, 
training summary, welcome/closing reception and 
Saturday/Sunday lunches (limited to 25 participants)

Course B : JPY 30,000
The fees include lecture, observation of ESD hands-on training,
training summary, welcome/closing reception and 
Saturday/Sunday lunches (limited to 10 participants)

The 3rd seminar had trainees from 13 countries:
Hong Kong, China, Australia, India, U.K., Mexico, Taiwan, 
Argentina, Costa Rica, Colombia, Denmark, Chile and Brazil. 
The 4th seminar had trainees from 11 countries:
U.K., U.S., Mexico, Australia, India, China, New Zealand, Hong 
Kong, Korea, Mongolia and Russia.

Director T. Azuma Kobe University, Japan 

Faculty N. Suzuki
A. Herreros
H. Machida
T. Michida
Y. Morita
M. Takeuchi
T. Toyonaga
N. Uedo
E. Umegaki
K. Yamamoto

St. Mark’s Hospital, UK 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Spain
Machida Gastrointestinal Hospital, Japan
Teikyo University Chiba Medical Center, Japan
Kobe University, Japan
Niigata University, Japan
Kobe University, Japan
Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases, Japan
Kobe University, Japan 
JCHO Osaka Hospital, Japan

Time Schedule

8:45 – 16:00 ESD training  on mini-pig
(12:00 – 13:00 Lunch break)

18:00 – 19:00 Training Summary

19:00 – 21:00 Closing Reception

Official Language: English

#626  第 5 回 神戸国際内視鏡ハンズオン  2016.6.4
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#628  九州消化器病学会 ライブ  2016.6.24

プログラム・抄録集

─ 25 ─

6月24日（金）　14:30〜16:30 
第1会場（ホテルグランデはがくれ／2階　フラワーA）

大腸腫瘍に対する ESD　現状と将来展望

特別企画

司会：岩切　龍一（佐賀大学医学部　光学医療診療部）
　　　西山　　仁（長崎医療センター　消化管内科）

1 ．基調講演「消化器内視鏡分野における遠隔教育の有用性」
� 九州大学国際医療部　アジア遠隔医療開発センター　�清水　周次

2 ．データベース研究からみた大腸 ESD の現況
� 九州大学大学院　病態機能内科学　�森山　智彦

3 ．大腸腫瘍に対する ESD の現状と将来展望： Pocket Creation Method の有用性
� 鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　�佐々木文郷

4 ．大腸 ESD におけるはさみ鉗子型ナイフ単独と 
先端系・はさみ鉗子型ナイフ併用の比較検討 
－先端系・はさみ鉗子型ナイフ併用は大腸 ESD の標準的治療となりうるか
� 大腸肛門病センター　高野病院　消化器内科　�野崎　良一

5 ．早期大腸癌内視鏡治療後におけるリンパ節転移リスクと中・長期予後
� 佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部　�山内　康平

6 ．大腸腫瘍に対する ESD　当院の現状と将来展望
� 熊本大学大学院　消化器内科学　�庄野　　孝

7 ．当院での大腸 ESD の現状
� 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　消化器内科　�後藤　高介
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ver.2.4

Name Country
Rungsun Rerknimitr TH
Shiaw-Hooi Ho MY
- -
Yoshiko Houkabe JP
Kuriko Kudo JP
- -
- -

City, Country Moderator Local Engineer
1(Main). Fukuoka, JP Akira Aso Yoshiko Houkabe

2 Nagoya, JP Yoshiki Hirooka Itsuko Asada 
3 Tokyo, JP Shigetaka Yoshinaga -
4 Ho Chi Minh, VN Ho Dang Quy Dung Le Thanh Ni
5 Bangkok, TH Rungsun Rerknimitr Chakaphan Sookcharoen
6 Bangkok, TH Wisit Kasetsermwiriya Ken,  Ratanapong Saikaew
7 Kuala Lumpur, MY KL Goh Mohamad Zahir Ahmad
8 Pune, IN Amol Bapaye Shivangi Dorwat
9 Bavaria, DE Helmut Neumann Matthias Weikum

10 Singapore, SG Andrew Kwek Alwin Lim
11 Adelaide, AU Rajvinder Singh Abdel-rahman Bassal
12 Malang, ID Syifa Mustika Tunggul Laksono
13 Bangi, MY Chai-Soon Ngiu Norhasliza Hassan
14 Taipei, TW Wei-Chih Liao (David) Ti-Chuang  Chiang
15 Osaka, JP Hiroshi Kashida Norikazu Yamaguchi
16 Penang, MY Nazri Mustaffa Hisyam Bin Yacob

** Red is to be comfirmed.

Main venue
1.Fukuoka,
JP 2, 3, 15 4, 5, 6, 12

2016.06.29
15:00-15:00

2016.06.29
15:00-15:00

2016.06.29
13:00-13:00

15:00-15:10 Chairpersons 15:00-15:10 13:00-13:10
15:10-15:28 Deenanath

Mangeshkar
Hospital, National
Taiwan University

15:10-15:28 13:10-13:28

15:28-15:46 Changi General
Hospital, Brawijaya
Hospital

15:28-15:46 13:28-13:46

15:46-16:04 ILBS, Vajira Hospital 15:46-16:04 13:46-14:04
16:04-16:22 Chulalongkorn

University, Nagoya
University

16:04-16:22 14:04-14:22

16:22-16:30 Chairpersons 16:22-16:30 14:22-14:30

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

Preparations
1. Teleconference, connecting 16 stations.
2. We use vidyo system, including Vidyo Room, PC, tablet. The bandwidth is about 2-4Mbps.
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.

Presentation from Dr Hiroshi Kashida (Kindai University)

Presentation from Dr Rajvinder Singh (University of Adelaide)

Presentation from Dr Masayoshi Yamada (National Cancer
Presentation from Dr Helmut Neumann (Erlangen University
Hospital)

Closing remarks

Contents Discussant
LocalTime

Opening remarks

National University of Malaysia (UKM)
National Taiwan University
Kindai University
Universiti Sains Malaysia(USM)

Schedule

Deenanath Mangeshkar Hospital
Erlangen University Hospital
Changi General Hospital
Lyell McEwin Hospital
Brawijaya University

National Cancer Center Hospital
Cho Ray Hospital
Chulalongkorn University
Vajira Hospital
University of Malaya

Chief Engineer 4 -
Connecting Institutions

Kyushu University Hospital
Nagoya University

Chief Engineer 1 Kyushu University Hospital
Chief Engineer 2 Kyushu University Hospital
Chief Engineer 3 -

Chair Chulalongkorn University
Co-Chair 1 University of Malaya
Co-Chair 2 -

Streaming Address https://vidyo-replay.med.kyushu-u.ac.jp/replay/webcastShow.html?key=81TPYx3YUFxZbCx 
Brief Description The topic on sessile serrated adenomas and polyps is gaining much popularity recently. Its elusiveness and its potential of

malignant transformation render endoscopic diagnosis a challenge. Its missed diagnosis is thought to contribute to interval
colorectal cancer. This monothematic meeting aims to encourage sharing of experience and discussion among GI
endoscopists with similar interest.

Key Members Institution

Style Conference
Connection Method Vidyo
Server At Kyushu University

Organizer Shiaw-Hooi Ho
Topic Sessile Serrated Adenomas and Polyps

Contents Endoscopy

The 11th Endoscopy Club E-conference (ECE)
Session Outline
Session Title The 11th Endoscopy Club E-conference (ECE)
Local Time at Main Venue 2016.06.29 15:00 - 90min, Fukuoka, JP (UTC+09:00)

#631  第 11 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス  2016.6.29
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ver.2.5

Name Country
Rómulo Vargas-Rubio CO
Shuji Shimizu JP
- -
Luis Guillermo Herrera Díaz CO
Shunta Tomimatsu JP
Yasuichi Kitamura JP
- -

City, Country Moderator Local Engineer
1(Main). Bogota, CO Rómulo Vargas-Rubio Luis Guillermo Herrera Díaz

2 Cali, CO Martha Lucia Montes Sandra Paola Botero
3 Mexico City, MX Miguel Tanimoto Nancy Gertrudiz
4 Mazatlan, MX Enrique Paredes-Cruz Enrique Paredes-Cruz 
5 Sao Paulo, BR Paulo Sakai Bruno Sanches
6 Rio de Janeiro, BR Simone Guaraldi Carlos Henrique Fernandes Martins
7 Porto Alegre, BR Jeronimo Oliveria Jeronimo Oliveria
8 Santiago, CL Roque Saenz Eduardo Leon
9 Santiago, CL Andres Donoso Francisco Schmidt

10 Santiago, CL Ignacio Robles Guic Maurizio Mattoli
11 San Pedro, CR Herbert Burgos Luis Espinoza
12 Beijing, CN Noriya Uedo Yukari Sakaki
13 Fukuoka, JP Kenshi Yao Shunta Tomimatsu

** Red is to be comfirmed.

Main venue
1.Bogota, CO 2, 3 4, 11
2016.07.13
18:00-18:00

2016.07.13
18:00-18:00

2016.07.13
17:00-17:00

18:00-18:05 Rómulo Vargas-
Rubio @ Javerina
University of Bogota

18:00-18:05 17:00-17:05

18:05-18:25 Martha Lucia Montes
@ Javeriana
University Cali

18:05-18:25 17:05-17:25

18:25-18:45 Miguel Tanimoto @
INCMNSZ

18:25-18:45 17:25-17:45

18:45-19:05 Kenshi Yao @
Fukuoka University
Chikushi Hospital

18:45-19:05 17:45-18:05

19:05-19:25 A.L. Trespalacios @
Javerina University of
Bogota

19:05-19:25 18:05-18:25

19:25-19:30 Valeria Costa @
Javerina University of
Bogota

19:25-19:30 18:25-18:30

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

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.

Challenges in Hp eradication in a growing-resistance scenario:
implications for Gastric Cancer prevention

Closing remarks and greeting

Preparations
1. Teleconference, connecting 13 stations.
2. We use H323. The bandwidth is about 2-4Mbps.

Opening remarks and greeting

The view of the pathologist

Endoscopic diagnosis of EGC precursors

How to standardize gastroscopy in Latin America in order to
improve early detection rate of gastric cancer

Kyushu University Hospital

Schedule

Contents Presenter LocalTime

Clinica Alemana
Universidad Catolica de Chile
University of Chile
University of Costa Rica
General Hospital of People's Liberation Army (301 Hospital) 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Hospital Sharp Mazatlan
University of Sao Paulo, Sao Paulo
Brazilian National Cancer Institute (INCA)
Rio Grande do Sul Federal University, Porto Alegre Hospital

Chief Engineer 4 -
Connecting Institutions

University Javeriana Bogota
University Javeriana Cali

Chief Engineer 1 University Javeriana Bogota
Chief Engineer 2 Kyushu University Hospital
Chief Engineer 3 Kyushu University Hospital

Chair University Javeriana Bogota
Co-Chair 1 Kyushu University Hospital
Co-Chair 2 -

Streaming Address
Brief Description Detection of  gastric cancer in early stages substantially improves the patients prognosis. Identification of individuals at high risk to

develop EGC, through the diagnosis of gastric premalignant lesions (GPLs) could contribute to early diagnosis and possibly to modify
their risk. It is very important education in  recognizing endoscopically  the GPLs, using standarized techniques and the role of image
enhanced endoscopy could positively impact the care of these patients. It is also important to review the role of H. pylori eradication
and other treatments that could be useful to reduce the risk of progression.

Key Members Institution

Style Conference
Connection Method H.323, Vidyo
Server At

Organizer Rómulo Vargas-Rubio
Topic Endoscopic diagnosis of precursors for gastric cancers

Contents Endoscopy

The 9th Latin American Endoscopy Teleconference
Session Outline
Session Title The 9th Latin American Endoscopy Teleconference
Local Time at Main Venue 2016.07.13 18:00 - 90min, Bogota, CO (UTC-05:00)

#635  第 9 回 ラテンアメリカテレカンファレンス  2016.7.14
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#637  第 2 回 経鼻内視鏡精度アップセミナーの配信  2016.7.23
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第 24 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 28 年 7 月 25 日（月） 16：00～17：00 

司会進行： 鹿児島大学病院小児科（当番施設） 

1. 開会の挨拶 （鹿児島大学病院）

2. 症例提示  
「完全摘出できなかった卵巣原発未熟奇形腫」  

鹿児島大学小児科  児玉祐一

3. 討論会          資料 1 
テーマ； 『グリーフケア、Mortality Conference について』 

4. 次回の会議について            資料 2 

5. その他 
（1）難治性小児中枢神経系腫瘍を対象としたがんペプチドカクテル 

   ワクチン療法第Ⅱa 相臨床試験について （九州大学小児科 古賀友紀）

（2）九州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議の冊子作成に 

ついて                       （小児がん拠点病院事務局）

6. 閉会の挨拶 （九州大学）  

#638  第 24 回 小児がん拠点症例検討会  2016.7.25
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テーマ：『 H.pylori未感染胃上皮性腫瘍(癌・腺腫） 』

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。尚、今回はオンラインで東京、大阪を結んだ合同カンファレン
ス形式です。

●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、７月２３日
までに でお申込み願います。

共催：九州胃拡大内視鏡研究会 ：
オリンパス株式会社
オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社
福岡大学光学医療研究所

技術協力： アジア遠隔医療開発センター

第 ６回九州胃拡大内視鏡研究会
年 ８月 ６日（土） ～

レソラ 夢天神ホール

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：２０１６年７月８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：｢ 未感染胃癌の臨床病理 ｣

福岡大学筑紫病院 病理部 田邉 寛

福岡市中央区天神２－５－５５ レソラ天神

#651  第 16 回 胃拡大内視鏡研究会  2016.8.6
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#655  第 21 回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス  2016.8.17

Session outline

Title

Date & Time (Philippine time)

Topic

Organizers

Style

System

Introduction/Abstract:

Main Name Institution Country

Chair Chen Jie

Lu Xinghua
Peking Union Medical College
Hospital

China

Yao Liqing

Liu Side

Zhi Fachao

Wang Bangmao

Shuji Shimizu Kyushu U Hospital Japan

Kenshi Yao 
Fukuoka University Chikushi
Hospital

Japan

Takashi Yao Juntendo University Hospital Japan

Connecting institution Moderator's name Country Local Engineer's name

Peking Union Medical College Hospital Yang Aiming, Yao Fang China
Fei Guijun，Xi Nai, Zhang
Yizhao

Zhongshan Hospital, Fudan University
Zhou Pinghong, Chen Weifeng, Cai
Mingyan, Li Quanlin

China Chen Yongrui

Tianjin University General Hospital Chen Xin China

Nanfang Hospital Gong Wei China Chen Zhenyu

Juntendo University Hospital Yao T, Mitsuhiro Fujishiro Japan Yoshida, Tanaka, Kawasaki

Kyushu U Hospital Yao K, Shoko Fujiwara, Shuji Shimizu Japan Kudo, Antoku, Hu

State Novosibirsk Regional Clinical Hospital Irina Sudovykh Russia Tatyana

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

Philippine (GMT+8) Program Presenter

16:00-16:10

16:10-16:25 Dr. Imamura

16:25-16:40

16:40-17:10

17:10-17:25

17:20-17:50

17:50-18:00 Closing remarks and discussing about the future plan

Preparations
1. Endoscopic teleconference, connecting 6 stations. This is not a live demonstration but teleconference with slides and recorded videos.
2. Network configuration was already illustrated and announced later by Prof Okamura and his team.
    • We use one line of DVTS, whose bandwidth is about 30Mbps.
    • Images from 6 stations are controlled by Quatre, located at Kyushu U CC.
    • NTSC camera or PAL/NTSC converter is necessary at other stations.
    • Prepare flat monitors at each station for better quality if available.

Case Dicussion 6, 7 (Nanfang Hospital)

The 21th Peking Early Gastric Cancer Tele-conference

16:00-18:00 (+8GMT), August 17, 2016

Endoscopy, Pathology

Teleconference

Case Discussion 2  (Tianjin University General Hospital)

Case Discussion 3, 4  (Zhongshan Hospital)

Case Discussion 5  (Peking Union Medical College Hospital)

DVTS

To establish the standard procedure for screening , diagnosis and treatment of early gastric cancer in China

Opening remarks and greeting from each station

Case Discussion 1  (Fukuoka University Chikushi Hospital)

1
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#660  第 16 回 福岡内視鏡手術フォーラム  2016.9.2
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第 2回： 平成２８年 １０月２３日 日曜日 １３ 時〜１６時  

テーマ ：認知症 

 
講演Ⅰ：「認知症の周辺症状に対する漢方治療」～抑肝散が効かない時の次の一手～       

  １３：００～１３：４０ 

麻生飯飯塚病院漢方診療科 診療部長   井上
いのうえ

 博喜
ひ ろ き

 

認知症の周辺症状に対して、抑肝散は頻用されていますが、効果に乏しい症例も存在します。 

その際、次の一手を漢方医学的にどう考えていけばよいか、参考になる症例を交えて紹介いたします。 

                 

講演Ⅱ：「認知症に用いられる漢方薬の薬効評価」        １３：４０～１４：２０ 

 福岡大学薬学部臨床疾患薬理学 教授  岩 E

い わ

AAE崎 E

さ き

A AE克 E

か つ

AAE典 E

の り

A    

アルツハイマー型認知症患者の夜間徘徊、睡眠障害などの周辺症状を動物モデルで再現し、それらを改善する漢方

薬の作用について現代の薬理学的手段を用いて実証した。さらに構成生薬の作用から配合の妙のサイエンスにつ

いても考える。 

休憩 １０分 

                      

講演Ⅲ：「抑肝散の精神神経疾患に対する有用性」        １４：３０～１５：３０ 

我々は抑肝散の BPSDに対する優れた治療的有効性と認容性を有することを参考にし、いくつかの精神疾患に対する治療有効性と

認容性について検討を行った。本講演ではこれまでの臨床研究報告を紹介し、考察を加えたい。 

島根大学医学部精神医学講座 准教授   宮岡
みやおか

 剛
つよし

 

Ⅳ ディスカッション                    １５：３０～１６：００ 

 

                                           

平成２８年度第３回 
Ⅰ 

                       

時間未定 

                            

田原 英一   

 (麻生飯塚病院漢方診療科) 

便秘・下痢の総論 

（仮題） 

                                      

平成 29 年 

3 月 5 日(日) 

Ⅱ 
                       

時間未定 

                          

岡  孝和    

    (九州大学病院心療内科) 

過敏性腸症候群を中心に 

（仮題） 

13 時～16 時       
 

テーマ Ⅲ 
                       

時間未定 

                             

腹 診 の 実 技  

便通異常       
 

 

 

お 断 り ～ 演 者 の 敬 称 は 省 略 さ せ て い た だ き ま し た 
 

 

#669  第 5 回 日本東洋医学会福岡県部会  2016.10.23
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#671  2016 年アジア太平洋消化器週間 (APDW) 内視鏡ライブ 1  2016.11.2
#672  2016 年アジア太平洋消化器週間 (APDW) 内視鏡ライブ 2  2016.11.3
#673  2016 年アジア太平洋消化器週間 (APDW) 内視鏡ライブ 3  2016.11.4
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#675  第 10 回 ラテンアメリカテレカンファレンス  2016.11.10
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#677  小児緩和ケアチーム第 11 回勉強会  2016.11.11
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ver.1.5

Name Country
Iswan A. Nushi ID
Budi Widodo ID
Muhammad Yunus ID
Ibnu Rasid ID
Tunggul Laksono ID
- -
- -

City, Country Moderator Local Engineer
1(Main). Jakarta, ID Dadang Makmun Muhammad Yunus

2 Jawa Timur, ID Iswan A. Nushi Agus adianto
3 Medan, ID Gontar Siregar Abdi Santoso
4 Bandung, ID Dolvy Girawan Faizal Hamzah
5 Semarang, ID Agung Prasetyo Lukman Hakim
6 Yogyakarta, ID Putut Bayupurnama Yanuarten Trianto Budiman
7 Badung, ID I Ketut Mariadi  I Made Adi Kumara 
8 Surakarta, ID Triyanta Yuli Pramana Poggy Indra Aditya
9 Makassar, ID Rini Rachmawati Poentoro

10 Malang, ID Bogi Pratomo Wibowo Tunggul Laksono
11 Padang, ID Arnelis Saptino Miro
12 South Jakarta, ID Triana Puspita Dewi Wawan Salwani
13 East Jakarta, ID Rizky Lukman Hakim Iyan Sabita
14 Fukuoka, JP Akira Aso Shunta Tomimatsu

** Red is to be comfirmed.

Main venue
1.Jakarta, ID 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,

13 7, 9

2016.12.22
13:00-13:00

2016.12.22
13:00-13:00

2016.12.22
14:00-14:00

13:00-13:15 all 13:00-13:15 14:00-14:15
13:15-13:45 Ulfa Kholili 13:15-13:45 14:15-14:45
13:45-14:00 All center 13:45-14:00 14:45-15:00
14:00-14:30 Amie Vidyani 14:00-14:30 15:00-15:30
14:30-14:45 All center 14:30-14:45 15:30-15:45
14:45-15:00 Dadang Makmun 14:45-15:00 15:45-16:00

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

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.

Discussion
Closing remarks

Preparations
1. Teleconference, connecting 14 stations.
2. We use vidyo system, including Vidyo Room, PC, tablet. The bandwidth is about 2-4Mbps.

Opening remarks and self-introduction
Case 1: Upper GI bleeding
Discussion
Case 2: Large Polyp ascending colon

Persahabatan Hospital
Kyushu University Hospital

Schedule

Contents Presenter
LocalTime

Sebelas Maret University Dr. Moewardi Hospital
Hasanuddin University
Brawijaya University
Andalas University
Fatmawati Hospital

University of Sumatera Utara
Padjadjaran University
Diponegoro University
Gadjah Mada University
Udayana University

Chief Engineer 4 -
Connecting Institutions

University of Indonesia
Airlangga University

Chief Engineer 1 University of Indonesia
Chief Engineer 2 Brawijaya University
Chief Engineer 3 -

Chair Airlangga University
Co-Chair 1 Airlangga University
Co-Chair 2 University of Indonesia

Streaming Address
Brief Description our center will report two cases of gi bleeding.The first case is upper gi bleeding suspect due to fundic variceal

in liver cirrhotic patients. In this case we cannot see the source of bleeding beacuse full of big blood clot. The
second case is about how to manage the large ascending colon polyp, its possible using polypectomy or
surgery?

Key Members Institution

Style Conference
Connection Method Vidyo
Server At Kyushu University

Organizer Dadang Makmun
Topic Gastrointestinal Bleeding, Polyp ascending colon

Contents Endoscopy

the 3rd Indonesian Endoscopy Case Teleconference
Session Outline
Session Title the 3rd Indonesian Endoscopy Case Teleconference
Local Time at Main Venue 2016.12.22 13:00 - 120min, Jakarta, ID (UTC+07:00)

#694  第 3 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス  2016.12.22
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Session outline

Title

Date & Time (Philippine time)

Topic

Organizers

Style

System

Server

Introduction/Abstract:

Main Name Institution Country

Chair Jeffrey Domino TNP/ St. Luke's Medical  Center Philippines 

Co-chair Shuji Shimizu TEMDEC Japan

Chief Engineer* Alvin de Gracia ASTI Philippines 

Supporting engineer Nathaniel Cariaga St. Luke's Medical Center Philippines 

Connecting institution Moderator's name Country Local Engineer's name

Kyushu University Taiki Moriyama, Shuji Shimizu Japan Yoshiko Houkabe

Mahidol University Siriraj Hospital Thawatchai Akaraviputh Thailand Wiraphon Manatarinat

St. Luke's Medical Center Jeffrey Domino Philippines Nathaniel Cariaga

National Kidney Transplant Institute Cathy Teh Philippines Roel de Vera

Davao Doctors Hospital Vincy Naranjo Philippines Gody Leona

ASTI Alvin de Gracia Philippines Bani Lara

Baguio General Hospital Banny Bay Genuino Philippines Marites Baloran.

UP Manila - Philippine General Hospital  Alvin Marcelo/ Dr Dennis Serrano Philippines Darwin C. Laurencio

Cebu - University of Cebu Medical Center Henry Chua Philippines Gertrudes "Gigi" P.  Carcallas

Veterans Memorial Medical Center Rey Melchor F.Santos Philippines Errone Elais Villavert

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

** Italic is to be comfirmed.

Philippine (GMT+8) Program Presenter

12:00 - 13:00 Engr.Alvin de Gracia

13:00 - 13:05 Dr. Jeffrey Domino

13:05 - 13:15 Dr. Taiki Moriyama

13:15 -13:25

13:25 -13:35 Dr. Woraboot Taweerutchana

13:35 -13:45 Partial Laparoscopic Adrenaelctomy for Hyperaldosteronoma (SLMC) Dr. Patrick Bueno

13:45-13:55 Endoscopic Total Thyroidectomy ( Davao Doctors Hospital) Dr. Vincy Naranjo

13:55-14:00 Dr. Cathy Teh

Preparations

1. Teleconference, connecting XX stations.

2. We use Vidyo. The bandwidth is about 2-4Mbps.

Presentation 1  (Kyushu University)

Presentation 2  (NKTI)

Presentation 3 (Siriraj Hospital)

Closing Remarks

Vidyo

ASTI 

In this session, we will conduct an MIS tele-conference among its trainees (fellows, residents) in advanced
minimally invasive surgery. To  provide opportunities to trainees for expanded training in MIS and to improve
collaboration for advancement and innovation of MIS.

Connection starts & last preparations

Opening remarks and greetings

First MIS- Asia Teleconference

13:00 -14:00 (+8GMT), January 18, 2017

Interesting case on MIS

MIRSC- SLMC-QC

Teleconference

1

#697  アジア低侵襲外科フォーラム  2017.1.18
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©ヨシタケシンスケ

©ヨシタケシンスケ

 開催情報

Day1: 2017年1月21日（土）
 パシフィコ横浜アネックスホール
Day2: 2017年1月22日（日）
 神奈川県立こども医療センター

  定　員　  100名（参加対象：医療・臨床研究関係者）

  参加費　  無料（事前参加登録必要）

  主　催　  地方独立行政法人神奈川県立病院機構
    神奈川県

    神奈川県立こども医療センター総長
 山下　純正

プログラム

新生児医療国際臨床研究シンポジウム in 神奈川 準備室　
日本コンベンションサービス株式会社内
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14F
TEL：03-3508-1214　　FAX：03-3508-1302　 
E-mail：isk2017@convention.co.jp

詳細および参加の
ご登録はこちらまで http://kanagawa-pho.jp/isk2017/

最先端の新生児医療に携わる医師達が新生児医療の発展のため、アジア地域の国際臨床研究の
スタートをめざした議論を行います。医療や臨床研究の現場の皆様のご参加をお待ちしています。

The Progress of Neonatal Medicine in Asia
 The International Symposium in Kanagawa 2017
The Progress of Neonatal Medicine in Asia
 The International Symposium in Kanagawa 2017

Day1: Saturday, 21 January, 2017
Venue : PACIFICO YOKOHAMA Annex Hall 205+206
13:30 Opening Address
 Yuji Kuroiwa ( Governor, Kanagawa Prefecture )
 Ryosuke Tsuchiya (Chairperson, Kanagawa Prefectural Hospital Organization )
 Toshiaki Kobayashi (Director General, Center for Advancing Translational Sciences, 
    Kanagawa Prefectural Hospital Organization ) 

13:55 Part1: Genetic and Genomic Medicine in Asia
 Chairman: Brian Hon-Yin Chung (The University of Hong Kong, Hong Kong) 
 Coordinator: Kenji Kurosawa (Kanagawa Children's Medical Center)

15:20 Part2: Focus on Intact Survival for Preterm Infants
 Chairmen: Son Dong Woo (Gachon University Gil Hospital, Korea)
   Katsuaki Toyoshima (Kanagawa Children's Medical Center)

16:45 Part3: To Find the Way to Cooperation in the Medical 
  Management of Neonates with Complex CHD in Asia
 Chairmen: Sivakumar Sivalingam (Institut Jantung Negara, Malaysia)
   Toshihide Asou (Kanagawa Children's Medical Center)

17:55 Overall Remarks 
 Seiyo Yasui (Vice Chairperson, Kanagawa Prefectural Hospital Organization)

18:10 Closing Address 
 Sumimasa Yamashita (President, Kanagawa Children's Medical Center)

18:30 Reception

Day2: Sunday, 22 January, 2017
Venue: Kanagawa Children’s Medical Center
9:00 Greetings 
 Sumimasa Yamashita (President, Kanagawa Children's Medical Center )

9:10 Introducing of Hospital Facility Dog’s Activity in Japan 
 Natsuko Murata (Shine On! Kids )
 Yuko Morita (Shine On! Kids )      

9:30 Roundtable Expert Sessions 
 Room 1  < Heart Surgery >
 Topic: “ Timing of Surgical Treatment of Complex CHD in Neonates ”  
 Chairman: Masaaki Kawada (Jichi Children's Medical Center, Tochigi)
 Room 2  < Genetic and Genomic Medicine >
 Topic: “ Practice of Genetic and Genomic Medicine in Pediatric Clinics “
 Session Moderator: Mari Minatogawa (Kanagawa Children's Medical Center)
 Room 3  < Focus on Intact Survival for Preterm Infants >
12:30 Topic: “Focus on Intact Survival for Preterm Infants “

（日英同時通訳有り）

（日英逐次通訳有り）

お問合せ

アジアの新しい新生児医療を切り拓く
新生児医療国際臨床研究シンポジウム in 神奈川

アジアの新しい新生児医療を切り拓く
新生児医療国際臨床研究シンポジウム in 神奈川

組織委員会
委　員　長

#700  アジア新生児医学シンポジウム  2017.1.22
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2月4日（土）

時間 講演タイトル 所属 講師名 遠隔発表

12:55 - 13:00 開会のご挨拶 神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座大会委員長 川瀧　元良

13:00 - 13:30
GEヘルスケアジャパン株式会社協賛　企業セミナー
胎児心エコーの取り方

近畿大学医学部　小児科学教室 稲村　昇

13:30 - 14:00 新生児の心エコーの取り方 神奈川県立こども医療センター　新生児科 豊島　勝昭

14:00 - 14:30 小児心エコーの取り方 静岡県立こども病院　循環器科 新居　正基

14:30 - 14:45 休憩

14:45 - 15:10 TGA(新生児） 静岡県立こども病院　循環器科 新居　正基

15:10 - 15:35 TGA(胎児） 東北大学病院　婦人科 川瀧　元良

15:35 - 15:45
胎児診断されず出生直後に死亡したTGA
(トロントでの経験)

九州大学病院　小児科 永田　弾 九州大学

15:45 - 16:00 休憩

16:00 - 16:30 TOF/DORV(新生児） 埼玉医科大学総合医療センター　小児循環器科 増谷　聡

16:30 - 17:00 TOF/DORV(胎児） 旭川厚生病院　小児科 竹田津　未生
北海道大
学

17:00 - 17:15 休憩

17:15 - 17:45 TAPVD(新生児） 静岡県立こども病院　循環器科 新居　正基

17:45 - 18:15 TAPVD(胎児） 東北大学病院　婦人科 川瀧　元良

2月5日（日）

時間 講演タイトル 所属 講師名

9:00 - 9:30 PAVSD　Truncus(新生児） 静岡県立こども病院　循環器科 田中　靖彦

9:30 - 10:00 PAVSD　Truncus(胎児） 静岡県立こども病院　循環器科 田中　靖彦

10:00 - 10:30 COA /IAA (新生児） 神奈川県立こども医療センター　循環器内科 金　基成

10:30 - 11:00 COA /IAA(胎児） 長野県立こども病院　循環器小児科 武井　黄太

11:00 - 11:15 休憩

11:15 - 11:30
ポリコムジャパン株式会社協賛　企業セミナー
遠隔医療の進歩　ITエンジニアの役割

九州大学病院　メディカルインフォメーションセンター 安徳　恭彰

11:30 - 11:45
ポリコムジャパン株式会社協賛　企業セミナー
遠隔医療と胎児診断

東北大学病院　婦人科 川瀧　元良

11:45 - 12:00 ISUOG 2016のトピックス 神奈川県立こども医療センター　循環器内科 金　基成

12:00 - 13:00 昼休み

13:00 - 13:30 critical AS(新生児） 倉敷中央病院　小児循環器科 林　知宏

13:30 - 14:00 critical AS(胎児） 　トロント小児病院での胎児治療 九州大学病院　小児科 永田　弾 九州大学

14:00 - 14:15 休憩　(症例クイズの症例提示）

14:15 - 14:45 頻脈性不整脈と胎児治療 久留米大学病院　小児科 前野　泰樹 九州大学

14:45 - 15:15 ＱＴ延長症候群 筑波大学附属病院　小児科 堀米　仁志 筑波大学

15:15 - 15:30 休憩　(症例クイズの症例提示）

15:30 - 16:00
GEヘルスケアジャパン株式会社協賛　企業セミナー
STICを使った復習

東北大学病院　婦人科 川瀧　元良

16:00 - 17:25 症例クイズ （司会進行）　長野県立こども病院　循環器小児科 瀧聞　浄宏

神奈川県立こども医療センター　循環器内科 金　基成

長野県立こども病院　循環器小児科 武井　黄太

福岡市立こども病院　新生児科・循環器科 漢　伸彦 九州大学

聖マリア病院　新生児科 広瀬　彰子 九州大学

筑波大学附属病院　小児科 高橋　実穂 筑波大学

埼玉医科大学総合医療センター　小児循環器科 石戸　博隆

17:25 - 17:30 開会のご挨拶 神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座大会委員長 川瀧　元良

第65回神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座　プログラム

※　2017年1月6日時点のプログラムです。状況により、変更する可能性もございます。

#705　第 65 回 神奈川胎児エコー研究会 アドバンス講座　2017.2.4　
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5-2. 写真レポート

 

#610  インドネシアとの技術研修報告会 
【イベント名】 
インドネシアとの技術研修報告会 

【概要】 

アイルランガ大学歯学部のDr. Aqsaが遠隔医療技術に関

する研修の報告会として、インドネシアのアイルランガ

大学とインドネシア大学、そして交流の深い日本の広島

大学、鹿児島大学を接続したカンファンレンスを企画・

実施した。会では研修の成果報告及び歯科の遠隔医療教

育の実施について議論が行われた。本接続はシステムの

選択や接続テストなどすべてDr. Aqsaにより行われた。

H.323で接続され、品質も良かった。 

【期日】2016.03.11 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

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), 

鹿児島大学 (日本), 

広島大学 (日本) 

  

研修報告を行ったDr. Aqsa。 アイルランガ大学長室より参加したDr. Djoko。 

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６地点。左上は広島大学。 

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 

2016.03.11 
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#612  第 8 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 
【イベント名】 
第 8 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 

【概要】 

マレーシアとサウジアラビアから新たに2施設を迎えた

今回の会議において、90分という限られた時間枠の中で

発表とライブデモンストレーションが行われた。15分と

いう短い時間枠の中、アジア消化器センターが光ファイ

バーによる経口胆道鏡検査を行い、胆管癌を実例説明し

た。常時参加している施設の一つがネットワークとハー

ドウェアの問題により接続を切断せざるを得ない状況と

なったことを除けば、全体として有意義な会議であった。 

【期日】2016.03.16 

 【会場】 
九州大学病院 (日本), ディーナナス・マンゲッシュカー
病院 (インド), アジア消化器センター (インド), 肝胆
道科学センター (インド), ブラウィジャヤ大学 (インド
ネシア), チョーライ病院 (ベトナム), マラヤ大学 (マ
レーシア), マレーシアサインズ大学 (マレーシア), チ
ュラロンコン大学 (タイ), 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), キングハーリド大
学病院 (サウジアラビア) 

  

九州大学病院からコメントするDr. Ho（左）。 ブラウィジャヤ大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ブラウィジャヤ大学 

  

アジア消化器センターからの内視鏡手術のライブ映像。 スクリーンに映し出されるスライドと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 

  

キングハーリド大学病院での会場の様子。 マレーシアサインズ大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マレーシアサインズ大学 

2016.03.16 
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#613  第 49 回日本臨床腎移植学会総会 
【イベント名】 
第 49 回日本臨床腎移植学会総会 
国際テレカンファ「アジアにおける腎移植」 

【概要】 

米子BIG SHIPと韓国、ベトナムの3か所をVidyo 

Programで接続し、「アジアにおける腎移植」と題して、

多元中継の国際テレカンファを開催。日本、韓国、ベト

ナムの腎移植最新情報が紹介された。画像、音声ともに

問題なく配信され、参加者はこのシステムに興味を持ち、

将来の国際会議として注目していた。居ながらにして最

新の国際情報がわかること、複数で同時に意見交換でき

ること、英語での受け答えが重要なことも再認識された。 

【期日】2016.03.24 

 【会場】 

米子コンベンションセンター BIG SHIP (日本), 

アサン医療センター (韓国), 

ビエット ドゥック 病院 (ベトナム) 

  

司会を務めるDr. 高原（左）とDr. 田邉（右）。 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 

  

提示されたスライド。 モニターに映し出される３地点の様子。左はアサン医療センター。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

米子コンベンションセンター BIG SHIPでの会場の様子。 質問を行う会場の参加者。 

撮影場所：米子コンベンションセンター BIG SHIP 撮影場所：九州大学病院 

2016.03.24 
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#615  第 8 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【イベント名】 
第 8 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 

【概要】 

Dr. Mouraがブラジル内視鏡医らによる早期消化器癌の

論文を総括した。八尾教授からは早期胃癌の拡大内視鏡

診断アルゴリズムや治療方針についての紹介があった。

上堂教授は内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を学ぶため

に必要な背景や準備法をレビューした。チリにおいて、

ESDにより切除する際の早期消化器癌の病変ステージに

ついてDr. Donosoより説明があった。山岡教授によりア

ジア諸国におけるH.pyloriプロジェクトの紹介があった。 

【期日】2016.03.31 

 【会場】 

メキシコ国立自治大学 (メキシコ), メキシコ癌研究所

(INCan) (メキシコ), メキシコ国立工科大学医学部 (メキシ

コ), サンパウロ大学 (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), 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), 九州大学病院 (日本) 

  

ボゴタ・ザビエル大学での会場の様子。 モニターに映し出される６地点の様子。 

撮影場所：ボゴタ・ザビエル大学 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された内視鏡画像のスライド。 提示された病理画像のスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院での会場の様子。 サンパウロ大学会場に集まった参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：サンパウロ大学 

2016.03.31 
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#616  第 2 回 ボリビア内視鏡ワークショップ 
【イベント名】 
第 2 回 ボリビア内視鏡ワークショップ 

【概要】 

ボリビア共和国と九州大学との内視鏡テレカンファラン

スを実施した。Dr. 森山の上部消化管内視鏡の診断、治療

についての素晴しいプレゼンテーションが行われ、内容

について質問が多数あった。ボリビア共和国と日本は共

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。動画の送信も大変巧くいっ

たが音声がやや不良で質問の一部が聞き取れないなどの

課題が残った。 

【期日】2016.04.11 

 【会場】 

ボリビア日本病院 (ボリビア), 

九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院から発表を行うDr. 森山。 ボリビア日本病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ボリビア日本病院 

  

提示された内視鏡画像のスライド。 提示された病理画像のスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院での会場の様子。 ボリビア日本病院に集まった参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ボリビア日本病院 

2016.04.11 
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#617  バングラデシュ研究教育ネットワーク シンポジウム 
【イベント名】 
バングラデシュ研究教育ネットワーク シンポジウム 

【概要】 

バングラデシュ研究教育ネットワークシンポジウムにお

いてインターネットを利用した遠隔医療技術のセッショ

ンが企画された。講演を行ったDr. 大塚は、TEMDECが

共同開発中のFootageを初めて講演発表に利用し、手術動

画を遠隔地設置のコンピューターで自動再生できること

を示した。各会場への説明不足もあったが、質疑応答で

は、聴講者がFootageにより講演資料を操作し、講演者に

質問を行えることを示した。 

【期日】2016.04.19 

 【会場】 

ダッカ大学 (バングラデシュ), 

カトマンズモデル病院 (ネパール), 

九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院から発表を行うDr. 大塚。 モニターに映し出される３地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示されたスライド。 Footageを用いた手術動画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 

  

カトマンズモデル病院での会場の様子。 質問を行う会場の参加者。 

撮影場所：カトマンズモデル病院 撮影場所：ダッカ大学 

2016.04.19 
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#618  日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 
【イベント名】 
日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 

【概要】 

「ブルーレーザーイメージング（BLI）による大腸ポリー

プの視認性の向上」に関する講義を吉田直久先生にして

いただいた。狭帯域光観察（NBI）（オリンパスメディカ

ルシステムズ社製）や分光画像処理技術（FICE）（富士

フィルム社製）、BLIといったような画像強調観察法（IEE

）を用いることで、大腸内視鏡検査における病変の検出

率が向上していることが、無作為化比較対照試験を含む

多くの臨床研究で報告されている。 

【期日】2016.04.21 

【会場】 

メキシコ国立自治大学 (メキシコ), 

京都府立医科大学 (日本), 

メキシコ国立工科大学医学部 (メキシコ), 

シャープマサトラン病院 (メキシコ), 

九州大学病院 (日本) 

 

京都府立医科大学から発表を行うDr. 吉田。 モニターに映し出される４地点の様子。 

撮影場所：京都府立医科大学 撮影場所：九州大学病院 

提示された内視鏡画像のスライド。 提示された病理画像のスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

メキシコ国立自治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 

2016.04.21
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#621  第 9 回 医学生へのライブ中継講義 
【イベント名】 
第 9 回 医学生へのライブ中継講義 

【概要】 

恒例の医学部2年生への手術のライブ講義を実施した。ソ

ウル大学ブンダン病院手術室からDr. Hanが実際に行わ

れている腹腔鏡手術の様子や、手術室、手術機器等を紹

介した。学生たちは英語でDr. Hanやソウル大学の学生た

ちに手術や学生生活、進路のことについて質問をした。

技術面ではH.323による6Mbpsの接続で、画質音質ともに

非常に良好だった。会場には医学教育学部門の菊川先生

の参加もあった。 

【期日】2016.05.17 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ソウル大学ブンダン病院 (韓国) 

講義内容を説明するDr. 清水。 九州大学病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

ソウル大学ブンダン病院からの内視鏡手術のライブ映像。 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 

Dr. Han (左)と手術に参加した韓国の学生たち。 英語で質問を行う学生。 

撮影場所：ソウル大学ブンダン病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.05.17
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#622  第 20 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 20 回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス

【概要】 

本会議には日中合わせて６施設が接続し、今回初めて天

津医科大学が参加した。早期胃癌について、その検出や

診断に焦点を当てた７つの症例が報告され、それらにつ

いて議論が交わされた。インターネットを介した議論や

トレーニングによって、中国における早期胃癌のスクリ

ーニングや診断、治療法の標準的な手順が着実に向上し

ていた。 

【期日】2016.05.18 

【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), 

天津医科大学 (中国) 

九州大学病院からコメントするDr. 八尾。 モニターに映し出される６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 

天津医科大学での会場の様子。 復旦大学中山病院での会場の様子。 

撮影場所：天津医科大学 撮影場所：九州大学病院 

2016.05.18
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#624  医工連携 4 年生講義 
【イベント名】 
医工連携 4 年生講義 

【概要】 

医学部４年生を対象に、東北大学病院のDr. 川滝からの遠

隔講義が行われた。先天性心疾患における胎児期の早期

診断の重要性や、胎児エコー診断を学習するための遠隔

教育の有用性について講義がなされた。東北大学では今

回新しく導入したテレビ会議システムを初めて用い、胎

児エコーの動画を使用したプレゼンテーションがスムー

ズに配信された。 

【期日】2016.05.31 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 

東北大学(日本) 

 

九州大学病院からコメントするDr. 清水（左）。 東北大学から講義を行ったDr. 川滝（右）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

提示された先天性心疾患の自然経過に関するスライド。 提示されたエコー映像を用いたハンズオンセミナーの動画。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

九州大学病院にて講義に参加する学生。 次回の授業の説明をするDr. 麻生（左）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.05.31
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#625  第 9 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 9 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】 

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9回テレカンファレンスが実施された。テ

ーマは胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術で筑波大学附属病院

からは約15名、チョーライ病院からはドイツからの研修に来

ていた学生と筑波大学国際センター部長のDr.秋山を含む約

20名、九州大学から通信システム支援で1名が参加した。双

方の病院から胃癌に対する腹腔鏡下手術のビデオクリップ

を含む発表があり、その後質疑応答、意見交換が行われた。

【期日】2016.05.31 

【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) 

 

筑波大学での会場の様子。 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：チョーライ病院 

提示された内視鏡手術の動画。 提示されたスライドと３地点の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：チョーライ病院 

モニタに映し出される筑波大学（右）とチョーライ病院（左）。 チョーライ病院からの質問に答える筑波大学のDr. 明石（右）。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：筑波大学 

2016.05.31
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#626  第 5 回 神戸国際内視鏡ハンズオン 
【イベント名】 
第 5 回 神戸国際内視鏡ハンズオン 

【概要】 

6月3日初日のイブニングセミナーに引き続き、6月4日及

び5日の2日間にわたり、神戸医療機器開発センター

（MEDDEC）にて、ブタ切除臓器（胃/直腸）および生体

ブタを用いた内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）のハンズ

オントレーニングを行った。9名のファカルティーの協力

のもと、セミナーには、アジア、南米、ヨーロッパなど

世界16カ国から25名の内視鏡医が参加された。参加者か

ら、次回もぜひ参加したいと非常に高い評価を頂いた。

【期日】2016.06.04 

【会場】 

神戸医療機器開発センター（MEDDEC） (日本), 

セントルークス医療センター (フィリピン), 

青島大学 (中国), 

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) 

神戸医療機器開発センターでの会場の様子。 セントルークス医療センターでの会場の様子。 

撮影場所：神戸医療機器開発センター 撮影場所：セントルークス医療センター 

神戸医療機器開発センターでトレーニング中の参加者。 モニタに映し出される４地点の様子。 

撮影場所：神戸医療機器開発センター 撮影場所：神戸医療機器開発センター 

青島大学での会場の様子。 サポートを行うエンジニアの様子。 

撮影場所：青島大学 撮影場所：神戸医療機器開発センター 

2016.06.04
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#627  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】 

当院とマヒドン大学を結んでの学生テレカンファランス

を実施した。両大学より医学部のカリキュラムや海外渡

航の経験についてプレゼンテーションが行われた。また

各自の携帯端末を利用して、学生自身が事前に準備した

質問に対する集計結果が表示されるツールを利用して、

全員参加型かつ英語での発言の準備をするという試みを

行った。当院の学生の新しい授業スタイルへの関心は高

く、国際化を意識する良い機会になった。 

【期日】2016.06.07 

. 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

マヒドン大学シリラ病院 (タイ) 
 

  

九州大学病院での会場の様子。 本セッションの司会を務めたDr. 麻生（右）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

海外経験に関する学生の発表。 質問に答えるタイの学生。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院からコメントするDr. 清水（右）。 九州大学病院会場ではタイからの留学生も参加した。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

2016.06.07 
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#628  九州消化器病学会 ライブ 
【イベント名】 
九州消化器病学会 ライブ 

【概要】 

消化器病学会九州地方会において、ライブデモンストレ

ーションは初の試みでしたが、多くの参加者に来場いた

だきました。映像も音声もかなり鮮明で、会場のディス

カッサントとスムーズに議論ができましたし、安心して

ライブを行うことができました。会終了後にも、多くの

参加者の方々より高い評価をいただきました。今回のこ

のような貴重な経験を得ることができ、TEMDECの皆様

には大変感謝しております。ありがとうございました。

【期日】2016.06.24 

【会場】 

ホテル グランデ はがくれ (日本), 

佐賀大学 (日本) 
 

ホテル グランデ はがくれでの会場の様子。 佐賀大学でデモンストレーションを行うDr.下田（左）。

撮影場所：ホテル グランデ はがくれ 撮影場所：佐賀大学  

基調講演を行う九州大学病院のDr. 清水。 佐賀大学から提示された内視鏡ライブ映像。 

撮影場所：ホテル グランデ はがくれ 撮影場所：ホテル グランデ はがくれ 

ホテル グランデ はがくれでの機材セッティングの様子。 座長の佐賀大学Dr. 岩切（左）と長崎医療センターDr. 西山（右）。

撮影場所：ホテル グランデ はがくれ 撮影場所：ホテル グランデ はがくれ 

2016.06.24
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#629  第 23 回 小児がん拠点症例検討会 
【イベント名】 
第 23 回 小児がん拠点症例検討会 

【概要】 

当番施設の宮崎大学小児科をはじめとして、九州沖縄地

域の全16施設が参加した。 

会議では、(1)症例提示(Wilms腫瘍を合併したPCS/MVA

症候群)、(2)討論会(テーマ；病名の告知について)、(3)小

児がんに関する会議出席報告、等が行われた。 

画像や音声等に特にトラブルもなく、活発な討論が行わ

れ、会議は無事に終了した。 

【期日】2016.06.27 

【会場】 

九州大学病院, 福岡大学病院, 久留米大学, 産業医科大学, 佐賀大学, 佐

賀県医療センター好生館, 長崎大学, 大分大学, 大分県立病院, 熊本医療

センター, 熊本赤十字病院, 宮崎大学, 宮崎県立宮崎病院, 鹿児島大学, 

鹿児島市立病院, 琉球大学, 沖縄県立南部医療センター・こども医療セ

ンター (すべて日本) 

九州大学病院での会場の様子。 九州大学病院からコメントするDr. 古賀。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

 

宮崎大学から提示されたエコー画像。 宮崎大学から提示されたMRI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 

九州大学病院からコメントするDr. 木下（右）。 モニターに映し出される参加者ら。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.06.27
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#630  マレーシアとの内視鏡研修報告会 
【イベント名】 
マレーシアとの内視鏡研修報告会 

【概要】 

Dr. Wongの研修報告についてテレカンファランスが行わ

れた。院内外で行われた内視鏡診断・治療についての報

告が行われた。母国での治療導入に向けて、特に当院で

施行された豊富なESD症例の見学と動物モデルを用いた

ESDトレーニングについて詳細な報告がなされた。今回

Dr Wongの出身大学であるマレーシア国立大学と初めて

接続され、さらにDr Wongの紹介者であるDr Hoが国立が

んセンターから参加して議論に加わった。 

【期日】2016.06.28 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 

マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシア), 

国立がん研究センター中央病院 (日本) 
 

九州大学病院での会場の様子。 マレーシア国立大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マレーシア国立大学 

モニターに表示される３地点の様子。 コメントする九州大学病院Dr. 清水。 

撮影場所：国立がん研究センター中央病院 撮影場所：九州大学病院 

九州大学から研修報告をするDr. Wong。 Dr. Wong、Dr. Alvinを囲んで九大チームとの記念撮影。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.06.28
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#631  第 11 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 
【イベント名】 
第 11 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 

【概要】 

各施設の発表はどれも大変素晴らしかった。 SSP/Aに関

する理論的知識についてのスライドとともに臨床例が程

よく盛り込まれた非常に優れたプレゼンテーションであ

った。エアランゲン大学病院による、色素内視鏡検査に

おける近年の進歩についてのプレゼンテーションが特に

興味深く、近い将来主流になるかもしれない新技術につ

いての簡潔な説明があった。 

【期日】2016.06.29 
【会場】九州大学病院 (日本), 名古屋大学 (日本), 国立がん研究セ

ンター中央病院 (日本), 近畿大学 (日本), チュラロンコン大学 (タ

イ), バジラ病院 (タイ), マラヤ大学 (マレーシア), マレーシアサ

インズ大学 (マレーシア), マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシア), 
ディーナナス・マンゲッシュカー病院 (インド), チョーライ病院 (ベ

トナム), エルランゲン大学病院 (ドイツ), チャンギ総合病院 (シン

ガポール), ライエル マクユーイング 病院 (オーストラリア), ブ
ラウィジャヤ大学 (インドネシア), 国立台湾大学 (台湾) 

九州大学病院での会場の様子。 モニターに映し出される参加者ら。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

国立がん研究センター中央病院から提示された内視鏡の動画。 エルランゲン大学病院から提示された内視鏡画像のスライド。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

マレーシア・サインズ大学での会場の様子。 マレーシア国立大学での会場の様子。 

撮影場所：マレーシア・サインズ大学 撮影場所：マレーシア国立大学 

2016.06.29
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#632  第 2回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 
【イベント名】 
第 2回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 

【概要】 

神戸大学の豊永教授に内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
についてレクチャーしていただいた。講演では以下の事

項についての説明があった。1. 従来のEMRの限界および

問題点。 2. 下部消化管のESDの適応。3. ESD後の狭窄

のリスク。4. 痔核を伴う直腸腫瘍に対するESDの可能性

と安全性。5. 回盲弁にかかる病変に対するESDの可能性

と安全性。 6. 臨床例に対する戦略とアドバイス。 

【期日】2016.07.01 

. 【会場】 

メキシコ国立自治大学 (メキシコ), 

シャープマサトラン病院 (メキシコ), 

神戸大学 (日本), 
九州大学病院 (日本) 

  

神戸大学の内視鏡室から発表を行うDr. 豊永。 神戸大学からコメントをするDr. 豊永（左）。 

撮影場所：神戸大学 撮影場所：九州大学病院 

  

神戸大学から提示されたスライド。 神戸大学から提示された内視鏡画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：メキシコ国立自治大学 

  

カンファレンスは明るい雰囲気で終了した。 メキシコでの参加者の記念撮影。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：メキシコ国立自治大学 

 

2016.07.01 
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#634  第 10 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 10 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】 

7月11日にベトナム・チョーライ病院と筑波大学附属病

院、九州大学病院との間で第10回のテレカンファレンス

が開催されました。今回のテーマは肝腫瘍の手術特に術

前の処置に関するもので門脈塞栓術に関して双方発表し

討論が行われました。チョーライ病院からは肝腫瘍科医

長のDr. Song Huyが発表、同科、教育研修部を中心に約

20名が参加、筑波大学附属病院からは本手技を実施して

いる放射線診断部の森健作先生のほか消化器外科のスタ

ッフ約15名が参加しました。 

【期日】2016.07.11 

【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) 

筑波大学での会場の様子。 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：チョーライ病院 

筑波大学から提示された動画。 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筑波大学（左）とチョーライ病院（右）。 発表を行う筑波大学のDr. 森。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：筑波大学 

 

2016.07.11
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#635  第 9 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【イベント名】 
第 9 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 

【概要】 

中南米を中心として合計14施設が接続し、コロンビア ボ

ゴダ・ザビエル大学のDr. Rubioが司会を務めた。一部の

施設で短時間の接続トラブルに見舞われたが、特に問題

なく活発なディスカッションが行われた。その中で福岡

大学筑紫病院のDr. 八尾より、本グループでの前向き多施

設共同研究の発案があった。今後の活動に期待が持てる

一方、本邦との時差が12時間あるため会議開催時刻に若

干の工夫が必要であることを実感した。 

【期日】2016.07.14 
【会場】ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビア),カリ・ザビエル大学 (コ

ロンビア),サンパウロ大学 (ブラジル),ブラジル癌研究所 (ブラジ

ル),リオグランデ・ド・スル連邦大学 ポルト・アレグレ病院 医師自

宅；ポルト・アレグレ (ブラジル),シャープマサトラン病院 (メキシ

コ),メキシコ国立工科大学医学部 (メキシコ),アレマナ病院 (チリ),

チリ・カトリック大学 (チリ),チリ大学 (チリ),コスタ・リカ大学 (コ

スタリカ),中国人民解放軍総医院(301 医院) (中国),レストラン ド

キドキ スシ グリル (アメリカ合衆国),九州大学病院 (日本) 

九州大学病院からコメントするDr. 清水（左）。 モニターに映し出される参加者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

INCMNSZのDr. Tanimotoから提示された動画。 中国人民解放軍総医院(３０１医院)での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：中国人民解放軍総医院(３０１医院) 

コスタ・リカ大学での会場の様子。 ボゴタ・ザビエル大学での参加者の記念撮影。 

撮影場所：コスタ・リカ大学 撮影場所：ボゴタ・ザビエル大学 

2016.07.14
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#637  第 2 回 経鼻内視鏡精度アップセミナーの配信 
【イベント名】 
第 2 回 経鼻内視鏡精度アップセミナーの配信 

【概要】 

今後、経鼻内視鏡が上部消化管内視鏡検査の主流となる可

能性があるため、検査精度をより高くする必要がありま

す。経鼻内視鏡の精度向上・再教育を目的として本セミナ

ーが開催されました。 
１）撮影法検討会では、内視鏡画像を匿名で提示し所見

会形式で自由に討論いたしました。 
２）尾石樹泰先生（尾石内科消化器科医院）より『「極細

径内視鏡の検査方法の工夫」～ルーチン化を目指して～』

の内容でご講演いただきました。 

【期日】2016.07.23 

【会場】九州医療センター (日本) 

※ストリーミング参加施設: あきよし外科胃腸科医院, 出雲中央

クリニック, 井上内科クリニック, 植村病院, おおつかクリニッ

ク, 九州大学病院, 京都第二赤十字病院, 正信会 水戸病院, 福

岡国際総合健診センター, 福津内科クリニック, 藤吉内科消化器

科, 前田クリニック, 松本ホームメディカルクリニック, 南條内

科胃腸科, やすまるクリニック, 山本内科胃腸科クリニック, 吉

岡クリニック, 吉田クリニック, 龍ヶ崎済生会病院(すべて日本)

検討会で講師を行う九州医療センターのDr. 原田。 九州医療センターでの会場の様子。 

撮影場所：九州医療センター 撮影場所：九州医療センター 

提示された内視鏡画像のスライド。 スクリーンを注視する参加者。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州医療センター 

講演を行う尾石内科消化器科医院のDr. 尾石。 質問する参加者。 

撮影場所：九州医療センター 撮影場所：九州大学病院 

2016.07.23
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#639  第 3回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 
【イベント名】 
第 3回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 

【概要】 

Dr. 上堂より、鎮痙剤の使用や内視鏡画像の撮影枚数、観
察手順といった上部消化管内視鏡検査（EGD）の設定と

その実践についての一連の流れが説明された。 

Dr. 上堂は現時点でわかっている有用なエビデンスや実

際に日本で実施されている白色光を用いた胃がんのスク

リーニングについて説明し、今後の研究の基礎となるで

あろうスクリーニングEGDによる早期胃がん発見のため
のコツについて情報提供した。 

【期日】2016.07.28 

. 【会場】 

メキシコ国立自治大学 (メキシコ), 

シャープマサトラン病院 (メキシコ), 
大阪府立成人病センター (日本), 
九州大学病院 (日本) 

  

大阪府立成人病センターから発表するDr. 上堂。 モニターに映し出される４地点の様子。 

撮影場所：大阪府立成人病センター 撮影場所：大阪府立成人病センター 

  

提示された内視鏡画像のスライドと接続地点。 Dr. 上堂から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 

  

メキシコ国立自治大学での会場の様子。 九州大学病院からコメントするDr. 清水。 

撮影場所：メキシコ国立自治大学 撮影場所：九州大学病院 

 

2016.07.28 
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#640 第 42 回 APAN 会議 テクノロジー 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 テクノロジー 

【概要】 

今回、このテクノロジーセッションでは広帯域回線の都

市部から低帯域回線の地方への医療で使用される情報通

信技術について情報交換を行った。そこでは、ネットワ

ーク上での双方向の３D映像分析が紹介された。また

TEMDECが開発協力した“Footage”という動画プラッ

トフォームの新しい機能が実演され、これを将来的には

医療でのセッションに利用する方針が発表された。 

【期日】2016.08.01 

【会場】 

香港大学 (香港),ソウル大学ブンダン病院 (韓国),九州

大学病院 (日本),国立台湾大学 (台湾),国家実験研究院 

(台湾),埔里キリスト教病院 (台湾),マラヤ大学 (マレー

シア),マヒドン大学シリラ病院 (タイ),グアダラハラ大

学 (メキシコ) 

九州大学病院での会場の様子。 モニターに表示される接続施設。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：香港大学 

埔里キリスト教病院から提示されたスライド。 香港大学でのメイン会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：香港大学 

メイン会場で発表を行う九州大学病院のMr. 北村。 提示されたスライドと接続施設。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学 

2016.08.01
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#641  第 42 回 APAN 会議 呼吸器外科 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 呼吸器外科 

【概要】 

第42回APANのメイン会場となった香港大学から福岡大

学と国立台湾大学を結んで、最新のトピック「単孔式胸

腔鏡手術」についてディスカッションしました。香港大

学から同手術の第一人者Dr. Sihoeが基調講演を行った

後、福大、台大からそれぞれの経験を述べました。最先

端の分野でしたが、既に多くの工夫が施されていること

を学び、一同納得の素晴らしい会となりました。 

【期日】2016.08.01 

【会場】 

香港大学 (香港), 

福岡大学病院 (日本), 

国立台湾大学 (台湾) 

メイン会場で発表を行う香港大学のDr. Sihoe。 モニターに映し出される３地点の様子。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学 

提示された手術動画のスライド。 提示された手術画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

香港大学でのメイン会場の様子。 質問に回答する福岡大学病院のDr. 山下（中央）。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：九州大学病院 

2016.08.01
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#642  第 42 回 APAN 会議 歯科 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 歯科 

【概要】 

TEMDECとの協力は素晴らしい経験をもたらしてくれ

た。香港でのAPAN会議は非常に強い台風に見舞われ、ホ

テルの部屋から遠隔会議をコントロールしなければなら

ないという忘れ難いものであったが、皆の協力で問題な

く円滑に会議を進行することができた。アンケートの結

果から、どの参加施設も十分満足していること、そして

今後のイベントにも参加したいという要望が見て取れ

る。 

【期日】2016.08.02 

【会場】 

香港大学 (香港),ベスト ウェスタン プラス ホテル 香港 (香港),九

州大学病院 (日本),広島大学 (日本),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),ブラウィジャヤ大学 (イン

ドネシア),インドネシア大学 (インドネシア),ハン トゥア スラバヤ 

大学 (インドネシア),マラヤ大学 (マレーシア),国立台湾大学 (台湾)

九州大学病院での会場の様子。 画面に映し出される接続施設。

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Dr. 西村から提示されたスライド。 メイン会場である香港大学での様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：香港大学 

ベスト ウェスタン プラス ホテル 香港にてサポートを行うエンジニア。 香港大学からコメントするDr. 清水（中央）。 

撮影場所：ベスト ウェスタン プラス ホテル 香港 撮影場所：香港大学 

2016.08.02
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#643  第 42 回 APAN 会議 肝胆膵 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 肝胆膵 

【概要】 

肝胆膵セッションのトピックは「肝胆膵手術分野での知

識を共有すること」であった。今回のハイライトは東北

大学で開催されていた学会と接続してそのプログラムと

リンクした形で行われたことである。それぞれの施設の

外科医が、開腹および腹腔鏡での肝臓切除や胆管、膵臓

の手術を含む肝胆膵手術のビデオを提示した。このセッ

ションは有益で意味のあるものとなった。是非、またこ

のような有意義な機会を持ちたい。 

【期日】2016.08.03 

【会場】 

香港大学 (香港), 東北大学 (日本), 北海道大学 (日本), 千

葉大学 (日本), カトマンズモデル病院 (ネパール), マヒド

ン大学シリラ病院 (タイ), タイ国立がんセンター (タイ), 

セントルークス医療センター (フィリピン), マラヤ大学 (マ

レーシア), サンウェイ・メディカル・センター (マレーシア)

東北大学での会場の様子。 画面に映し出される接続施設。 

撮影場所：東北大学 撮影場所：九州大学病院 

ソウル大学ブンダン病院のDr. Choから提示された手術動画。 北海道大学のDr. 梅本から提示された手術動画。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

メイン会場から質問する参加者（左）。 カトマンズモデル病院での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：カトマンズモデル病院 

2016.08.03
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#644  第 42 回 APAN 会議 内視鏡  
(第 12 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス) 

【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 内視鏡 
 (第 12 回 内視鏡クラブ E-カンファレンス) 

【概要】 

参加した全施設の多大なる協力により本セッションは滞

りなく進行した。内視鏡クラブ E-カンファレンスは世界

中から専門家が集まり、内視鏡に関するそれぞれの意見

や技術を共有するものである。ほとんどの施設から、セ

ッションの映像・音質について大変良い評価を頂いた。

今後も、素晴らしいTEMDECチームのサポートとそれぞ

れの施設の技術協力によりさらなるセッションが開催さ

れるであろう。 

【期日】2016.08.03 
【会場】香港大学 (香港),ディーナナス・マンゲッシュカー病院 (インド),

ブラウィジャヤ大学 (インドネシア),インドネシア大学 (インドネシア),国立

がん研究センター中央病院 (日本),名古屋大学 (日本),近畿大学 (日本),チョ

ーライ病院 (ベトナム),ライエル マクユーイング 病院 (オーストラリア),

チャンギ総合病院 (シンガポール),オスロ大学病院 (ノルウェー),チュラロン

コン大学 (タイ),マラヤ大学 (マレーシア),マレーシアサインズ大学 (マレー

シア),マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシア),スラヤン病院 (マレーシア),

マレーシア・イスラム科学大学(USIM) (マレーシア),九州大学病院 (日本) 

NCCHよりライブデモンストレーションを行うDr. 阿部 (右)。 画面に映し出される接続施設。 

撮影場所：国立がん研究センター中央病院 撮影場所：九州大学病院 

提示されたライブデモンストレーションの映像。 香港大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：香港大学 

九州大学病院での会場の様子。 国立がん研究センター中央病院での記念写真。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：国立がん研究センター中央病院 

2016.08.03
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#645  第 42 回 APAN 会議 胎児医療 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 胎児医療 

【概要】 

Dr. KY Leungが座長を務める第１０回胎児医療セッショ

ンは８施設が参加して行われた。６つの施設より胎児貧

血の症例が報告された。各地のエンジニアの協力により

前のセッションが時間超過していたにも関わらず、本セ

ッションは定刻通り開始された。解像度のセッティング

不具合により、フィリピンの発表が不安定であった。 

【期日】2016.08.03 

【会場】 

香港大学 (香港), 香港大学深セン医院 (中国), マヒドン

大学シリラ病院 (タイ), 日本大学 (日本), セベラス・マ

レット大学 ムワルディ病院 (インドネシア), マレーシア

国立大学 (UKM) (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) 

座長を務めるDr. Leung。 スクリーンに映し出される接続施設。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学 

マヒドン大学シリラ病院より提示されたスライド。 香港大学の会場の様子。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学 

メイン会場でサポートするエンジニア。 マヒドン大学シリラ病院と接続を確認する様子。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学 

2016.08.03
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#646  第 42 回 APAN 会議 低侵襲外科 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 低侵襲外科 

【概要】 

タイ、バンコクのマヒドン大学シリラ病院Dr. 

Thawatchaiが座長を務め、MISセッションは滞りなく進

行した。テーマは低侵襲手術の技術革新である。アメリ

カ、香港、タイなどの異なる国々からの手術例を共有す

ることができ、接続した施設にとって満足のいくもので

あった。技術面に関しては、セッション中、映像・音声

ともにクリアであった。 

【期日】2016.08.04 

【会場】 

香港大学 (香港), 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 (アメリカ合衆国), セントル

ークス医療センター (フィリピン), 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), ブリーラム病院 (タイ), ソンクラー大学 (タイ) 

メイン会場にてモデレーターを務める九州大学病院のDr. 森山。 モニターに映し出される接続施設、座長はDr. Thawatchai。

撮影場所：香港大学 撮影場所：マヒドン大学シリラ病院 

提示されたスライド。 メイン会場で参加する九州大学病院のDr. 清水（右）。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学 

マヒドン大学シリラ病院での会場の様子。 香港大学で接続のサポートを行うエンジニアの様子。 

撮影場所：マヒドン大学シリラ病院 撮影場所：香港大学 

2016.08.04



TEMDEC 活動報告 2016

104 

#647  第 42 回 APAN 会議 地域医療 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 地域医療 

【概要】 

APAN会議で地域医療についてのセッションを行うこと

は非常に有意義なことである。ネパールにおいて、この

国際的な遠隔医療ワークショップがもたらした影響は非

常に大きい。オーガナイザーとして、体調不良により後

半活動ができず残念であったが、皆の協力で成功させる

ことができ非常に感謝している。音響・映像ともに素晴

らしいクオリティであった。内容は現実的な問題であり、

このようなセッションをこれからも行う必要がある。 

【期日】2016.08.04 

【会場】 

香港大学 (香港), カトマンズモデル病院 (ネパール), 

サンカーラ・ネスララヤ病院 (インド), アテネオ・デ・

マニラ大学 (フィリピン), 埔里キリスト教病院 (台湾), 

九州大学病院 (日本) 

九州大学病院から発表を行うProf. 菊地。 モニターに映し出される接続施設。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：香港大学 

メイン会場でモデレーターを務めるDr. Marcelo。 Prof. 菊地より提示されたスライド。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学 

カトマンズモデル病院での会場の様子。 香港大学での会場の様子。 

撮影場所：カトマンズモデル病院 撮影場所：香港大学 

2016.08.04
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#648  第 42 回 APAN 会議 JIPMER 
【イベント名】 
第 42 回 APAN 会議 JIPMER 

【概要】 

今回、医療グループのセッションを初めて主催したが、

非常に貴重な体験となった。当セッションでは食道手術

に焦点を当て、高名な施設からの質の高い学術的内容は

参加者からとても良い評価を得た。未だネットワークの

接続に問題は残るものの、動画による講演が可能なこと

を考えると全体的な技術の品質は悪くないと言える。皆

様の多大なご協力と積極的な参加に感謝したい。 

【期日】2016.08.04 

【会場】 

香港大学 (香港), 肝胆道科学センター (インド), タタ

記念病院 (インド), サンジャイ ガンジー医科学大学院 

(インド), ジャワハルラール 医学教育研究大学院 

（JIPMER）(インド) 

JIPMERからコメントするDr. Vikram（左）。 モニターに映し出される接続施設。 

撮影場所：ジャワハルラール 医学教育研究大学院 撮影場所：肝胆道科学センター 

JIPMERから提示された手術動画。 肝胆道科学センター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 

肝胆道科学センターからコメントするDr. Chattopadhyay。 肝胆道科学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：肝胆道科学センター 

2016.08.04
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#650  第 42 回 APAN 会議 エンジニアワークショップ 
【イベント名】 
第 42 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やドクターが参加し、６

つの遠隔施設からの参加もあった。 

定例となったAPANレビューセッションでは、医療ワーキ

ンググループ各セッションの成果や問題点について、チ

ーフエンジニアから報告が行われ、また会場担当エンジ

ニアやドクターからコメントが出された。イベントにお

いて様々な立場から意見が出され、盛況な会となった。

【期日】2016.08.05 

【会場】 

香港大学 (香港), 九州大学病院 (日本), ソウル大学

ブンダン病院 技師自宅；ソウル (韓国), 忠北大学 (韓

国), マラヤ大学 (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) 

九州大学病院での会場の様子。 モニターに映し出される接続施設。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：香港大学 

提示されたスライド。 開会の挨拶を行う九州大学病院のDr. 清水。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：香港大学 

会場から質問する１０８病院のMr. Quy（左）。 メイン会場での記念写真。 

撮影場所：香港大学 撮影場所：香港大学

2016.08.05
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#651  第 16 回 九州胃拡大内視鏡研究会 
【イベント名】 
第 16 回 九州胃拡大内視鏡研究会 

【概要】 

第１６回九州胃拡大内視鏡研究会を福岡市で開催し、大

阪会場（大阪府立成人病センター）、東京会場（順天堂大

学）に接続し、テレカンファレンスを行った。福岡：115

名, 大阪：28名, 東京：43名, 計：186名が参加した。各

会場からプレゼンテーションを行い、テレポインターを

用い、内視鏡画像と病理組織学的所見について、活発な

デスカッションを行った。 

【期日】2016.08.06 

【会場】 

レソラ天神 (福岡), 

順天堂大学 (東京), 

大阪府立成人病センター (大阪) 

本会の代表世話人を務める福岡大学筑紫病院のDr. 八尾（建）。 モニターに映し出される３地点の様子。 

撮影場所：レソラ天神 撮影場所：レソラ天神 

提示された内視鏡画像のスライド。 レソラ天神の会場の様子。 

撮影場所：レソラ天神 撮影場所：レソラ天神 

順天堂大学での会場の様子。 コメントする病理医 Dr. 八尾（隆）（左）。 

撮影場所：順天堂大学 撮影場所：レソラ天神 

2016.08.06
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#652  第 2 回 ロボット手術テレカンファレンス 
【イベント名】 
第 2 回 ロボット手術テレカンファレンス 

【概要】 

福岡市は臨床特区に指定されており、その中の臨床教授制度

を利用し、ロボット膵切除の世界的権威である米国ピッツバ

ーグ大学・Herbert J. Zeh III 教授を招聘し、九州大学病院

でのロボット支援膵体尾部切除術（本邦では保険未収載）の

執刀と、引き続き低侵襲膵切除の最新の知見についての講演

をしていただいた。講演会は和歌山医大、タイ、フィリピン

の大学病院とも接続して行われたが、まだ世界でも数少ない

手術のため注目度が高く、活発な討議が行われた。 

【期日】2016.08.08 

【会場】 

ホテル日航福岡 (日本), 

和歌山県立医科大学 (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 (フィリピン) 

招待講演を行うDr. Herbert J. Zeh III。 モニターに映し出される４地点、左は和歌山県立医科大学。

撮影場所：ホテル日航福岡 撮影場所：ホテル日航福岡 

提示されたスライド。 ホテル日航福岡での会場の様子。 

撮影場所：ホテル日航福岡 撮影場所：ホテル日航福岡 

座長を務めるDr. 中村（左）と副座長のDr. 清水（右）。 セントルークス医療センターでの会場の様子。 

撮影場所：ホテル日航福岡 撮影場所：セントルークス医療センター 

2016.08.08
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#653  コスタリカとの技術研修報告会 
【イベント名】 
コスタリカとの技術研修報告会 

【概要】 

TEMDECの会議において、コスタリカの複数施設が同時

に参加したのは今回が初となる。遠隔医療のために、コ

スタリカで複数の病院やヘルスセンターからの参加を得

られたことは素晴らしい経験と刺激になるだろう。 

会議の途中、英語をスペイン語に通訳する必要が生じる

こともあったが、それでも会議は滞りなく終了すること

ができた。 

【期日】2016.08.09 

【会場】 

コスタ・リカ大学 (コスタリカ), 

サンファン デ ディオス病院 (コスタリカ), 

コスタリカ ガストロクリニカ (コスタリカ), 

九州大学病院 (日本) 

九州大学病院から研修報告を行うMr. Luis（左）。 モニターに映し出される４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２つのモニターで表示。 九州大学病院からコメントするDr. 清水（左）。 

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報告のスライド。 コスタリカ ガストロクリニカで使用した機材。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.08.09
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#654  フィリピンとの技術研修報告会 
【イベント名】 
フィリピンとの技術研修報告会 

【概要】 

今回の発表は福岡での素晴らしい滞在の最後を飾るもの

です。ここで得た知識や驚くほどの経験は私たちがそれ

ぞれの施設に戻った際に貴重なものとなるはずです。ト

レーニングを可能にしてくださった清水先生、そして

TEMDECの方々へ、ありがとうございました。フィリピ

ンの遠隔医療ネットワークにもお礼を申し上げます。将

来のカンファレンスでの技術協力を楽しみにしていま

す。 

【期日】2016.08.09 

【会場】 

セントルークス医療センター (フィリピン), Advanced Science and 

Technology Institute (フィリピン), バギオ総合病院・医療センター (フィ

リピン), フィリピン大学 マニラ総合病院 (フィリピン), セブ大学 メデ

ィカルセンター (フィリピン), ダバオ ドクターズホスピタル (フィリピ

ン), 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うMr. Darwin。 九州大学病院から研修報告を行うMr. Alvin。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

モニターに映し出される８地点。 九州大学病院からコメントするDr. 清水。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

日本食に関するスライド。 フィリピンとコスタリカからのトレイニー達との記念写真。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.08.09
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#655  第 21 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 21 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７施設がカンファレンスに参加し、福岡大学筑紫

病院の初参加もあり非常に光栄である。２５の施設がス

トリーミングを視聴したという事実にとても驚いてい

る。早期胃がんの診断は消化器内科医師や病理医にとっ

て極めて重要な関心事である。症例の討議は早期胃がん

に対するさらなる解釈や理解のために欠かせないもので

ある。次回のカンファレンスに期待する。 

【期日】2016.08.17 

【会場】 

北京協和医院 (中国), 復旦大学中山病院 (中国), 天津

医科大学 (中国), 南方医科大学 南方医院 (中国), 順

天堂大学 (日本), 福岡大学筑紫病院 (日本), 九州大学

病院 (日本) 

復旦大学中山病院での会場の様子。 モニターに映し出される７地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

提示された内視鏡画像のスライド。 提示された病理画像のスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

順天堂大学での会場の様子。 ストリーミングを受信するベトナムのドクターたち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：フエ中央病院 

2016.08.17
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#658  第 4 回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 
【イベント名】 
第 4 回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 

【概要】 

Dr. 八尾より、検査と特性評価の２ステップに分かれた診

断過程についての講演が行われた。胃全体を把握するた

めに狭帯域光観察が可能な拡大内視鏡を使って、１）境

界線のある不整な微小血管の形態、または２）境界線の

ある不整な粘膜縁の形態を見つけることによる表面の分

類方法を提案した。 

【期日】2016.08.25 

 【会場】 

メキシコ国立自治大学 (メキシコ), 

シャープマサトラン病院 (メキシコ), 

九州大学病院 (日本) 

  

メキシコ国立自治大学での会場の様子。 シャープマサトラン病院から参加するDr. Enrique。 

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。 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 

  

九州大学から講演するDr. 八尾（中央）。 モニターに映し出される３施設。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.08.25 



5. イベント概要
5-2. 写真レポート

113 

#659  第 11 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 11 回 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレ
ンス 

【概要】 

8 月 26 日に第 11 回の筑波大学附属病院とチョーライ病

院、九州大学病院間の遠隔医療カンファレンスが開催され

ました。今回のテーマは脳血管内治療で、筑波大学附属病

院からは本治療を担当している脳神経外科、チョーライ病

院は放射線診断部から参加、双方からそれぞれ約 15 名の

参加がありました。双方とも経験は多く、動画を含む発表

の後活発なディスカッションが行われました。 

【期日】2016.08.26 

 【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) 

  

筑波大学での会場の様子。 モニターに映し出される３施設。 

撮影場所：筑波大学 撮影場所：チョーライ病院 

  

提示されたX線画像のスライド。 提示されたX線画像のスライド。 

撮影場所：チョーライ病院 撮影場所：筑波大学 

  

チョーライ病院での会場の様子。 筑波大学から発表するDr. 鶴田。 

撮影場所：チョーライ病院 撮影場所：筑波大学 

2016.08.26 
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#660  第 16回 福岡内視鏡手術フォーラム 
【イベント名】 
第 16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、感染対策を中心と

した内容で開催された。企業講演、教育講演に引き続き、

4施設より自施設での感染対策の取り組みについての発

表が行われた。その後、感染対策に関する各施設での工

夫など具体例を盛り込んだ総合討議が行われた。 

感染対策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】2016.09.02 

. 【会場】 

アクロス福岡 (日本), 

岩手医科大学 (日本) 

  

アクロス福岡での会場の様子。 モニターに映し出される２施設。 

撮影場所：アクロス福岡 撮影場所：九州大学病院 

  

提示されたスライド。 教育講演を行う飯塚病院のNs. 山下。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：アクロス福岡 

  

発表を行う福岡大学病院のMs. 山田。 岩手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：岩手医科大学 

 

2016.09.02 
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#661  遠隔てんかん症例検討会 
【イベント名】 
遠隔てんかん症例検討会 

【概要】 

東北大学大学院医学系研究科「学際領域ゼミ」において遠

隔てんかん症例検討会が行われた。てんかん診療における

遠隔医療の重要性は、容易なアクセス、医療者教育、コン

サルタントに集約される。てんかん専門医にアクセスでき

ない過疎地患者において有用なツールである。被災地であ

る東北・熊本両大学の参加は象徴的であった。ビデオ脳波

モニターリング画像を供覧しながらの検討会は非専門医や

非医療従事者にとっても有用であった。 

【期日】2016.09.06 

 【会場】 

東北大学, 市立釧路総合病院, 北海道大学, 札幌医科大

学, 気仙沼市立病院, 筑波大学, 大芝医院, 九州大学病

院, 熊本大学 (すべて日本) 

  

東北大学での会場の様子。 モニターに表示される接続施設とスライド。

 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された脳波のスライド。 提示されたMRI画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

市立釧路総合病院での会場の様子。 熊本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 

2016.09.06 
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#662  第 1 回ネパール遠隔医療ワークショップ 
【イベント名】 
第 1 回ネパール遠隔医療ワークショップ 

【概要】 

ネパールに適した遠隔医療の実践と、それを支える各施設

間の協力・調整体制を強化するため、TEIN*CCの支援のも

と第1回ネパール遠隔医療ワークショップが開催された。

Dr. 清水のワークショップへの参加を通し、TEMDECは重

要な役割を果たした。そして、ネパールにおける地方、地

域、そして国際レベルの遠隔医療活動における決議を得る

ことができた。 

【期日】2016.09.09 

 【会場】 

九州大学病院 (日本), 

ラディソン ホテル カトマンズ (ネパール) 

  

司会のDr. Saroj。 モニターに表示される接続施設。

 

撮影場所：ラディソン ホテル カトマンズ 撮影場所：九州大学病院 

  

積極的にグループワークを行う参加者。 質問を行う会場の参加者。 

撮影場所：ラディソン ホテル カトマンズ 撮影場所：ラディソン ホテル カトマンズ  

  

ラディソン ホテル カトマンズでの様子。 ワークショップ終了後のグループ写真。 

撮影場所：ラディソン ホテル カトマンズ 撮影場所：ラディソン ホテル カトマンズ 

2016.09.09 
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#663  第 5 回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 
【イベント名】 
第 5 回 日本・メキシコ内視鏡カンファレンス 

【概要】 

より良い効果を得るために高周波数の電流を用いた内視鏡

的粘膜下層剥離術（ESD）の装置について、Dr. 森田より

発表があった。いくつかの新しい電気手術器（ESU）は安

全で効果的なESDを容易にする多彩な機能を備えている。

最新のESUは、電気外科手術中の組織インピーダンス上昇

に伴う電圧変化を感知するマイクロプロセッサーを搭載

し、着実で安全な組織への効果を実現すために電圧を一定

に保つことが可能である。 

【期日】2016.09.13 

 【会場】 

メキシコ国立自治大学 (メキシコ), 

神戸大学 (日本), 

九州大学病院 (日本) 

  

神戸大学から講演するDr. 森田。 メキシコ国立自治大学の様子。

 

撮影場所：神戸大学 撮影場所：九州大学病院 

  

提示された内視鏡動画。 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 

  

接続された３地点。 九州大学病院から参加したDr. 清水。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.09.13 
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#666  第 1回 ラテンアメリカ遠隔教育技術ワークショップ 
【イベント名】 
第 1回 ラテンアメリカ遠隔教育技術ワークショップ 

【概要】 

病院や医学界にとって高いレベルのトレーニングを行うた

めに情報通信技術がいかに重要であるかを実証するべく、第

1回ラテンアメリカ遠隔教育技術ワークショップに

TEMDECが招待された。デモンストレーションでは、内視

鏡の映像がどのように大容量ファイバーネットワークを通

じてハイビジョン解像度で送信されるのか、またいかにビデ

オカンファレンスシステムが医師同士の知見交換をサポー

トするのに役立つかが示された。 

【期日】2016.09.30 

. 【会場】 

ラテンアメリカ教育コミュニケーション研究所本部 

 (メキシコ), 

コスタ・リカ大学 (コスタリカ), 

九州大学病院 (日本) 

  

ワークショップ本会場の様子。 コメントするDr. Escorcia (ILCE)。

。 

撮影場所：ラテンアメリカ教育コミュニケーション研究所本部 撮影場所：九州大学病院 

  

JoinViewによる内視鏡動画のディスカッション。 プレゼンターを紹介するMs. Salma（CUDI）（右）。 

。 撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院の様子。 コスタ・リカ大学の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：コスタ・リカ大学 

 

2016.09.30 
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#667  第 1 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 
【イベント名】 
第 1 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 

【概要】 

このイベントはインドネシア大学シプト・マンガンカサモ

病院 内科学部 消化器病学科が主催し、13の大学病院が

参加した。ファーター乳頭部腫瘍に対するERCP(内視鏡的

逆行性肝管膵管造影)および結腸ポリープ切除の2症例が紹

介されたが、双方とも成功裏に終了した。映像・音声、デ

ィスカッションについても滞りなかった。このような機会

を設けてくれたTEMDECに感謝したい。 

【期日】2016.10.05 

 【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), スマトラウタラ大学 (インドネシア), パジャジャ

ラン大学 (インドネシア), ディポネゴロ大学 (インドネシア), ガ

ジャ・マダ大学 (インドネシア), ウダヤナ大学 (インドネシア), セ

ベラス・マレット大学 ムワルディ病院 (インドネシア), ハサヌディ

ン大学 (インドネシア), ブラウィジャヤ大学 (インドネシア), ア

ンダラス大学 (インドネシア), プルサハバタン病院 (インドネシ

ア), ファトマワティ病院 (インドネシア), 九州大学病院 (日本) 

  

ガジャ・マダ大学の様子。 ブラウィジャヤ大学の様子。

 

撮影場所：ガジャ・マダ大学 撮影場所：ブラウィジャヤ大学 

  

提示された内視鏡とX線の動画像。 モニターに表示される接続施設。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

パジャジャラン大学の様子。 ディポネゴロ大学の様子。 

撮影場所：パジャジャラン大学 撮影場所：ディポネゴロ大学 

2016.10.05 
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#668  第 4 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 4 回 国立大学病院国際化プロジェクト全国会議 

【概要】 

第４回目の全国会議では、本年より新たに掲げられた国際

化への５つの提言について、各担当校より説明や報告がな

された。我々が担当する提言４では、ベトナムへの内視鏡

ライブを行った大分大学や富山大学から内モンゴルとの活

動の報告を行い、TEMDECが開発協力している医療動画共

有システムJoinViewのデモンストレーションも行った。９

大学からの遠隔参加もあったが、特にストレスなく、円滑

に会は進行した。 

【期日】2016.10.05 

 【会場】 

三重大学 (日本), 筑波大学 (日本), 富山大学 (日本), 

徳島大学 (日本), 高知大学 (日本), 山口大学 (日本), 

九州大学病院 (日本), 佐賀大学 (日本), 大分大学 (日

本), 熊本大学 (日本) 

  

講演する北海道大学のDr. シェーン。 三重大学の様子。 

 

撮影場所：三重大学 撮影場所：三重大学 

  

JoinViewのデモンストレーション。 富山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：三重大学 

  

三重大学の様子。 九州大学病院の様子。 

撮影場所：三重大学 撮影場所：九州大学病院 

 

2016.10.05 
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#674 第 22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22回 北京協和大学との早期胃がんカンファレンス 

【概要】 

7つの医療機関の医師達が早期胃癌の症例について議論し
ました。 また20か所以上でストリーミング配信がなされま

した。 4施設から症例が提示され、内視鏡医および病理学

者の間で十分な議論がなされました。 インターネット接続

が不安定なために何度か中断がありましたが、予定どおり

に遠隔会議を終える事ができました。 我々は次の会合を楽

しみにしています。 

【期日】2016.11.09 

. 【会場】 

北京協和医院 (中国), 復旦大学中山病院 (中国), 

天津医科大学 (中国), 南方医科大学 南方医院 (中国), 

順天堂大学 (日本), 九州大学病院 (日本) 

  

九州大学病院から参加したDr. 八尾（左）とDr. 清水（中央）。 南方医科大学のモニターに表示される接続地点。 

3。

。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：南方医科大学 南方医院 

  

提示された内視鏡画像。 提示された病理画像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

九州大学病院の様子。 南方医科大学 南方医院の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：南方医科大学 南方医院 

 

2016.11.09 



TEMDEC 活動報告 2016

122 

#675  第 10 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 
【イベント名】 
第 10 回 ラテンアメリカテレカンファレンス 

【概要】 

ラテンアメリカテレカンファレンスは日本時間の木曜朝、

アメリカ時間で水曜夜に開催された。この大きな時差にも

関わらず、多くの施設が接続に対応し、とても素晴らしい

テレカンファレンスとなった。今回非常に興味深く、また

難しい内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の症例について議

論した。最も意義深い意見は、日々の質の高い内視鏡検査

と西洋医学の限界を克服することの重要性に関するもので

あった。 

【期日】2016.11.10 

 【会場】 
コスタリカ ガストロクリニカ (コスタリカ), コスタ・リ
カ大学 (コスタリカ), ボゴタ・ザビエル大学 (コロンビ
ア), カリ・ザビエル大学 (コロンビア), メキシコ国立自
治大学 (メキシコ), サンパウロ大学 (ブラジル), 
ブラジル癌研究所 (ブラジル), ブラジリアバーゼ病院 
(ブラジル), アレマナ病院 (チリ), チリ大学 (チリ), 
チリ・カトリック大学 (チリ), 大阪府立成人病センター 
(日本), 九州大学病院 (日本) 

  

コスタリカ ガストロクリニカの様子。 コスタ・リカ大学の様子。 

 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：コスタ・リカ大学 

  

提示された内視鏡動画。 サンパウロ大学の様子。 

撮影場所：コスタ・リカ大学 撮影場所：サンパウロ大学 

  

カリ・ザビエル大学の様子。 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：カリ・ザビエル大学 撮影場所：九州大学病院 

2016.11.10 
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#676  第 2 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 
【イベント名】 
第 2 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 

【概要】 

第２回インドネシア内視鏡症例カンファレンスはインドネシ

アのマランにあるブラウィジャヤ大学 医学部 内科学科 

消化器・肝臓部門の主催で行われた。胃のデュラフォイ潰瘍

によって出血した上部消化管と、腐食性物質の接種を原因と

する胃幽門閉塞の２症例が示された。映像、音声ともに素晴

らしく、またディスカッションも盛り上がった。TEMDEC

チームとインドネシアの参加者に成功を感謝したい。 

【期日】2016.11.10 

【会場】 

ブラウィジャヤ大学 (インドネシア), 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), パジャジャラン大学 
(インドネシア), ディポネゴロ大学 (インドネシア), ガジ
ャ・マダ大学 (インドネシア), ウダヤナ大学 (インドネシ
ア), セベラス・マレット大学 ムワルディ病院 (インドネ
シア), ハサヌディン大学 (インドネシア), ファトマワテ
ィ病院 (インドネシア), 九州大学病院 (日本) 

モニタに表示される接続施設。 ウダヤナ大学の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ウダヤナ大学 

提示された内視鏡画像。 アイルランガ大学の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：アイルランガ大学 

ガジャ・マダ大学の様子。 インドネシア大学の様子。 

撮影場所：ガジャ・マダ大学 撮影場所：インドネシア大学 

2016.11.10
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#677  小児緩和ケアチーム第 11 回勉強会 
【イベント名】 
小児緩和ケアチーム第 11 回勉強会 

【概要】 

小児緩和ケアチーム第１１回勉強会（特別企画）では、宮

崎大学医学部生命・医療倫理学分野教授 板井孝壱郎先生

を講師に迎え、全職種を対象に臨床倫理の基本的な考え方

から、治療方針をめぐる倫理的ジレンマにおける臨床倫理

のアプローチ法などについてご講演いただいた。また、九

州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議システムを

活用して７施設に中継を繋ぎ、画像・音声トラブルなく終

了した。 

【期日】2016.11.11 

【会場】 

九州大学病院, 産業医科大学, 佐賀大学, 大分大学, 大分

県立病院, 熊本赤十字病院, 鹿児島大学, 鹿児島市立病院 

(すべて日本) 

講演するDr. 板井。 モニターに表示される接続地点。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

佐賀大学の様子。 コメントする参加者。 

撮影場所：佐賀大学 撮影場所：九州大学病院 

鹿児島市立病院の様子。 大分大学の様子。 

撮影場所：鹿児島市立病院 撮影場所：大分大学 

2016.11.11
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#678  第 1 回 立命館アジア太平洋大学への遠隔講義 
【イベント名】 
第 1 回 立命館アジア太平洋大学への遠隔講義 

【概要】 

清水教授のご高配により「実際に生きた情報」を来日中に

医師達に提供していただくこととなった。最初の交流医師

はモハマド先生（エジプト）であり、「エジプトにおける健

康問題と罹患率および致死率」という話材でご講演をいた

だいた。モハマド先生のご説明において特に強調される疾

患があり、一般的な知識よりも本当にエジプトの人々が何

に困って居るかを学ぶことができて、大変有意義な交流で

あった。 

【期日】2016.11.14 

【会場】 

立命館アジア太平洋大学 (日本), 

九州大学病院 (日本) 

講師であるDr. 三森（左）と学生（右）。 発表するDr. Mohamed。 

撮影場所：立命館アジア太平洋大学 撮影場所：九州大学病院 

提示されたスライド。 提示されたグラフ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

接続を調整する九州大学のエンジニア。 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 

2016.11.14
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#679  第 13回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 
【イベント名】 
第 13回 内視鏡クラブ E-カンファレンス 

【概要】 

第１３回 内視鏡クラブ E-カンファレンスは、１１月１６日に
１３の施設を接続して無事開催された。良い症例が取り上げら

れ、専門家による活発なディスカッションが展開された。また、

記念すべき初の経直腸内視鏡的筋層切開術（PREM）が披露さ

れ、参加者に強く印象付けた。カンファレンスの映像・音声は

スムーズで、素晴らしいテレカンファレンスとなった。 

【期日】2016.11.16 

. 【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシ
ア), マレーシアサインズ大学 (マレーシア), スラヤン病院 (マレーシ
ア), マレーシア・イスラム科学大学(USIM) (マレーシア), チュラロ
ンコン大学 (タイ), 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), 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), ブラウィジャヤ大
学 (インドネシア), 名古屋大学 (日本), 九州大学病院 (日本) 

  

モニタに表示される接続施設。 マレーシアサインズ大学の様子。 

3。

。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：マレーシアサインズ大学 

  

提示された内視鏡動画。 

 

マラヤ大学の様子。 

撮影場所：九州大学病院 

 

撮影場所：マラヤ大学 

  

肝胆道科学センターの様子。 九州大学病院の様子。 

撮影場所：肝胆道科学センター 撮影場所：九州大学病院 

 

2016.11.16 
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#681  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】 

技術者研修プログラムに参加した２名のマレーシアの技術

者が協力して、マレーシアの４施設を接続し研修報告会を

開催することができた。技術者はそれぞれ大学と病院の所

属だったため、それぞれの人的ネットワークから参加を呼

びかけ、マレーシア国立大学については大学の技術者と病

院の技術者が知り合うきっかけになった。参加者たちはイ

ンターネットを通じての再会を喜び、マレーシアにおける

今後の活動について議論をした。 

【期日】2016.11.18 

【会場】 

マラヤ大学 (マレーシア), マレーシアプトラ大学 (マレ

ーシア), マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシア), 

マレーシア・イスラム科学大学(USIM) (マレーシア), 九

州大学病院 (日本) 

モニタに表示される接続施設。 コメントするMr. Zahir（左）とDr. Ho（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。 テレカンファレンスに使用される機材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 

九州大学病院の様子。 研修発表者のMr. Hanafi（左）とMr. Helmy（右）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2016.11.18
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#683  マレーシアへの遠隔講演 
【イベント名】 
マレーシアへの遠隔講演 

【概要】 

“MYREN Futurescape 2016” と題されたシンポジウム

にて、マレーシアへ遠隔講演を行った。講演の中では我々

の近年の活動の広がりについて示し、そのために必要な

データのマネジメントやシステム化、技術者のトレーニ

ングなどの技術的要素について発表を行った。2017年に

当国で開催予定のアジア遠隔医療シンポジウムに向け、

参加者に我々の活動への理解を得ることができれば幸甚

である。 

【期日】2016.11.24 

【会場】 

マレーシア高等教育省 (マレーシア), 

九州大学病院 (日本) 

モニタに表示される接続地点。 九州大学病院の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

提示されたスライド。 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 

発表するMs. 工藤。 マレーシア高等教育省の様子。 

撮影場所: 九州大学病院 撮影場所：マレーシア高等教育省 

2016.11.24
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#684  第 13 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 13 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】 

今回は第１３回目の遠隔医療会議で、テーマは初めて耳鼻

咽喉科に関するものであった。特に耳科に特化しチョーラ

イ病院からは耳髄液漏、筑波大学附属病院からは真珠腫性

中耳炎について発表された。双方約１５名の出席があり活

発な協議が行われ、今後も遠隔医療カンファレンスを実施

していくことが確認された。 

 

【期日】2016.11.25 

【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) 

モニタに表示される接続地点。 筑波大学の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：筑波大学 

提示されたCTとMRI画像。 提示された内視鏡動画。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメントする筑波大学のDr. 秋山。 発表する筑波大学のDr. 佐川。 

撮影場所: 筑波大学 撮影場所：筑波大学 

2016.11.25
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#686  第 10 回アジア遠隔医療シンポジウム -1 
【イベント名】 
第 10 回アジア遠隔医療シンポジウム -1 

【概要】 

今回がベトナムで初の開催となったにも関わらず、アジ

ア遠隔医療シンポジウムは２２の国から１０８名が参加

して滞りなく行われた。遠隔医療に関する多くの課題に

ついての３７のレポートが５ヶ国１０施設（ベトナム国

内５施設を含む）に中継された。シンポジウム期間を通

して、通信・メイン会場のアレンジメントの質の高さを

評価していただき、また発表・参加者のコメントに対し

ても素晴らしい評価を得ることができた。 

【期日】2016.12.02 

【会場】 

JW マリオットホテル ハノイ (ベトナム), メキシコ研究

教育ネットワーク 技師自宅；メキシコシティ (メキシコ), 

九州大学病院 (日本), サンジャイ ガンジー医科学大学

院 (インド), フエ大学病院 (ベトナム) 

モニタに表示される接続施設。 大会長のDr. Giangの挨拶。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 

提示されたスライド。 JW マリオットホテル ハノイ主会場の様子。 

撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 

発表する筑波大学病院のDr. 秋山。 主催者らの集合写真。 

撮影場所: JW マリオットホテル ハノイ 撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 

2016.12.02
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#687  大分大学とベトナムの内視鏡ライブ 
【イベント名】 
大分大学とベトナムの内視鏡ライブ 

【概要】 

大分大学とハノイの２病院からの内視鏡ライブが行われ

た。ハノイの２施設における総胆管結石症に対する乳頭

切開術や食道癌に対するステント留置に加えて、大分大

学からは胃噴門部癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術

（ESD）のデモンストレーションがあった。時折画像が

乱れることがあったが画質はおおむね良好で、ディスカ

ッサントからも質問やコメントが多数あり、盛況で教育

的なセッションとなった。 

【期日】2016.12.02 

【会場】 

JW マリオットホテル ハノイ (ベトナム), ビエット ド

ゥック 病院 (ベトナム), 108 陸軍中央病院 (ベトナム), 
大分大学 (日本), フエ大学病院 (ベトナム), フエ中央病

院 (ベトナム), チョーライ病院 (ベトナム), 九州大学病

院 (日本) 

JW マリオットホテル ハノイの会場の様子。 フエ大学病院の様子。 

撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 撮影場所：フエ大学病院 

108 陸軍中央病院からの内視鏡ライブ。 大分大学からの内視鏡ライブとコメントするDr. 村上（左）。

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

発言するコメンテーターのDr. Tanimoto。 接続を調整するエンジニア。 

撮影場所: JW マリオットホテル ハノイ 撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ  

2016.12.02
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#688  第 10 回アジア遠隔医療シンポジウム -2 
【イベント名】 
第 10 回アジア遠隔医療シンポジウム -2 

【概要】 

第１０回アジア遠隔医療シンポジウムの２日目には、初

めてのベトナム遠隔医療ワークショップが行われた。昼

食後には早期胃癌共同研究のアップデートとして、早期

胃癌の現況について各国の様々な施設から報告があっ

た。最後に、早期胃癌発見のためのアジア太平洋遠隔教

育の共同研究に関するセッションが開かれた。 

【期日】2016.12.03 

【会場】 

JW マリオットホテル ハノイ (ベトナム), ソウル大学ブ

ンダン病院 技師自宅；ソウル (韓国), フエ大学病院 (ベ

トナム), フエ中央病院 (ベトナム), チョーライ病院 (ベ

トナム) 

JW マリオットホテル ハノイの会場の様子。 モニタに表示される接続地点。 

撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 

提示されたスライド。 認定証を受け取るDr. Tanimoto（左）。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ 

発表するブラウィジャヤ大学のDr. Syifa。 接続を調整するエンジニア。 

撮影場所: JW マリオットホテル ハノイ 撮影場所：JW マリオットホテル ハノイ  

2016.12.03
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#694  第 3 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 
【イベント名】 
第 3 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 

【概要】 

第３回インドネシア内視鏡症例カンファレンスはインドネ

シアのスラバヤにあるアイルランガ大学医学部、内科学科 

消化器・肝臓部門の主催で行われた。消化器内視鏡の症

例が２件示され、非常に活発な討議が行われた。映像・

音声は共にクリアであった。TEMDECチームと全てのイ

ンドネシアの参加者にお礼を述べたい。このイベントが

インドネシアの消化器病学および消化器内視鏡の進歩を

加速することを切に願う。 

【期日】2016.12.22 
【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), スマトラウタラ大学 (インドネシア), パジャジ

ャラン大学 (インドネシア), ディポネゴロ大学 (インドネシア), 
ガジャ・マダ大学 (インドネシア), ウダヤナ大学 (インドネシ

ア), セベラス・マレット大学 ムワルディ病院 (インドネシア), 
ハサヌディン大学 (インドネシア), ブラウィジャヤ大学 (イン

ドネシア), ファトマワティ病院 (インドネシア), プルサハバタ

ン病院 (インドネシア), 九州大学病院 (日本) 

モニタに表示される接続施設。 ウダヤナ大学の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：ウダヤナ大学 

セベラス・マレット大学 ムワルディ病院の様子。 提示された内視鏡動画。 

撮影場所：セベラス・マレット大学 ムワルディ病院 撮影場所：九州大学病院 

ハサヌディン大学の様子。 パジャジャラン大学の様子。 

撮影場所: ハサヌディン大学 撮影場所：パジャジャラン大学 

2016.12.22
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#696  神戸大学とセントルークス医療センターのテレカンファレンス 
【イベント名】 
神戸大学とセントルークス医療センターのテレカンフ
ァレンス 

【概要】 

昨年より神戸大学から内視鏡指導の目的として常勤医の

海外派遣が始まり、その一環として神戸大学とマニラのセ

ントルークス医療センターとのテレカンファレンスによ

る症例検討を行った。神戸大学から早期大腸癌、仮性膵嚢

胞の症例、セントルークス側からは、早期十二指腸癌の症

例提示があり、治療法に対する活発な議論ができた。セン

トルークス側は外科医にも参加してもらい安全な治療に

向けて外科医側の意見も聞くことができた。 

【期日】2017.01.17 

【会場】 

神戸大学 (日本), 
セントルークス医療センター グローバルシティ(フィリ

ピン), 
九州大学大学院 (日本) 

神戸大学での会場の様子。 セントルークス医療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：セントルークス医療センター 

提示されたCT画像。 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 

モニタに映し出される３地点。 器具を用いた手術の説明。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2017.01.17
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#697  アジア低侵襲外科フォーラム 
【イベント名】 
アジア低侵襲外科フォーラム 

【概要】 

第一回アジア低侵襲外科フォーラムでは、フィリピンの

遠隔医療ネットワークがTEMDECとマヒドン大学シリ

ラ病院との素晴らしいコラボレーションを見せた。フィ

リピン国内の異なる地域からの研修生たちは興味深く、

高度な低侵襲手術のケースを目の当たりにし、学ぶ機会

を得られたことに非常に感謝している。 

【期日】2017.01.18 
【会場】 

セントルークス医療センター ケソン市 (フィリピン), ダバオ 

ドクターズホスピタル (フィリピン), 国立腎臓・移植センター 

(フィリピン), バギオ総合病院・医療センター, フィリピン大

学 マニラ総合病院 (フィリピン), Advanced Science and 
Technology Institute (フィリピン), マヒドン大学シリラ病院 

(タイ), 九州大学病院 (日本) 

バギオ総合病院・医療センターでの会場の様子。 セントルークス医療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 

提示された腹腔鏡胃切除のスライド。 提示された内視鏡の映像。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

マヒドン大学シリラ病院での会場の様子。 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 

2017.01.18
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#698  第 4 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 
【イベント名】 
第 4 回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 

【概要】 

第４回インドネシア内視鏡症例カンファレンスはインド

ネシア、マッカサルのハサヌディン大学 消化器病学－

肝臓学部門の主催で行われ、１１の大学病院が参加した。

消化器内視鏡の難しい２症例が示された。全ての施設が

知識、経験、そして症例に対する提案を互いに共有する

ことができた。 

【期日】2017.01.19 
【会場】 

インドネシア大学, アイルランガ大学, パジャジャラン

大学, ディポネゴロ大学, ガジャ・マダ大学, ウダヤナ大

学, セベラス・マレット大学 ムワルディ病院, ハサヌデ

ィン大学, ブラウィジャヤ大学, ファトマワティ病院, 

プルサハバタン病院 (すべてインドネシア), 

九州大学病院 (日本) 

モニタに映し出される９地点の様子。 セベラス・マレット大学 ムワルディ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 

コメントするハサヌディン大学のDr. Parewangi (右)。 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：九州大学病院 

2017.01.19
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#700  アジア新生児医学シンポジウム 
【イベント名】 
アジア新生児医学シンポジウム 

【概要】 

新生児期から適切な治療をおこなわなければ救命できな

い複雑心奇形の外科治療の手術時期をテーマにしたシン

ポジウム。アジアの国々（インドネシア・マレーシア・

韓国・台湾・日本）のトップ小児心臓外科医による講演

と討論。それぞれの国の医療事情の違いがあり問題点は

様々。しかし、インドネシア・マレーシアの悩みは、日

本、韓国、台湾などが過去に経験した悩みであり共有で

きるし協力できると思われた。 

【期日】2017.01.22 

【会場】 

神奈川県立こども医療センター (日本),  

ハラパンキタ国立心臓センター (インドネシア),  

胎児クリニック (台湾) 

神奈川県立こども医療センターでの会場の様子。 ハラパンキタ国立心臓血管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 

ハラパンキタより提示された心エコーと胸写。 胎児クリニック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 

コメントするマレーシアのDr. Sivalingam (左)。 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 

2017.01.22
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#702  第 6 回 立命館アジア太平洋大学への遠隔講義 
【イベント名】 
第 6 回 立命館アジア太平洋大学への遠隔講義 

【概要】 

台湾大学 Dr. Michael との交流。台湾における癌の罹患率

についてご紹介いただいた。特に口腔系の癌が多い事が特

徴であり食生活習慣などの要因をご教授いただいた。 

当方からは、食道がんの罹患率が中国本土の都市部と郊外

部、そしてわが国で異なるが、それは発がんのリスクを決

める ALDH2 遺伝子多型や喫煙習慣の違いなどに起因す

ることなどのデータを紹介した。 

【期日】2017.01.30 

【会場】 

立命館アジア太平洋大学 (日本), 

九州大学病院 (日本) 

コメントする立命館アジア太平洋大学のDr. 三森(右)。 九州大学病院から遠隔講義を行うDr. Michael。 

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。 提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

接続された２地点の様子。 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 

2017.01.30
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#703  第 7 回 佐賀大学手術ビデオカンファレンス 
【イベント名】 
第 7 回 佐賀大学手術ビデオカンファレンス 

【概要】 

佐賀大学及び関連施設での内視鏡下外科技術向上のため

に各施設をネットワークで繋ぎ、3〜4ヶ月に1回の定期的

なテレビデオカンファレンスを開催している。ノーカッ

トの手術ビデオを供覧しながら、ビデオクリニック形式

でディスカッションを行う。画期的な試みであるととも

に、今後も継続して行くことで、手術手技の維持・向上

に繋がるものと思われる。今回は久留米から聖マリア病

院が初めて参加した。 

【期日】2017.01.31 

【会場】 

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), 久留米聖マリア病院 (日本) 

久留米聖マリア病院での会場の様子。 各会場と手術映像を映したモニタ。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

提示された手術動画。 アノテーションによる手術動画の説明。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

佐賀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：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

2017.01.31
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#704  心臓移植検討会 
【イベント名】 
心臓移植検討会 

【概要】 

東京医科歯科大学医学部附属病院に入院中の患者が、九

州大学病院で心臓移植を受けたいと希望があり、TV会議

システムを用いて緊急心臓移植小委員会を開催した。東

京医科歯科大学医学部附属病院の主治医より患者に関す

るプレゼンテーションがあり、双方でディスカッション

を行った。第1回目のカンファレンスであったが技術的な

問題もなく大変有意義な会となったため、今後も定期的

に開催されることとなった。 

【期日】2017.02.01 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 

東京医科歯科大学 (日本) 

コメントする九州大学病院のDr. 筒井。 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。 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 

コメントする九州大学病院のDr. 肥後 (右)。 東京医科歯科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 

2017.02.01
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#705  第 65 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 65 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胎児心

エコーアドバンス講座を2日間にわたって開催した。産科

医、超音波検査技師、小児科医、助産師など幅広い職種

の369人が全国22会場で受講した。慶応大藤原ホールのメ

イン会場と全国21の遠隔会場をSINETで双方向に接続し

た。メイン会場および筑波大、九州大隔会場からの動画

を中心とした講演を高品質で配信した。遠隔地の参加者

から、地域格差是正に貢献する企画として高い評価を得

た。 

【期日】2017.02.04-05 
【会場】 

慶応義塾大学, 旭川医科大学, 北海道大学, 弘前大学, 

岩手医科大学, 東北大学, 新潟大学, 筑波大学, 浜松医

科大学, 名古屋大学, 三重大学, 滋賀医科大学, 京都大

学, 岡山大学, 広島大学, 山口大学, 徳島大学, 愛媛大

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) 

慶應義塾大学 藤原洋記念ホールでの会場の様子。 筑波大学での会場の様子。 

撮影場所：慶應義塾大学 撮影場所：筑波大学 

講演スライド。 講演スライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

九州大学会場から発表するDr. 廣瀬。 北海道大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：北海道大学 

2017.02.04
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#706  フィリピンとの産婦人科研修報告 
【イベント名】 
フィリピンとの産婦人科研修報告 

【概要】 

今回のテレカンファレンスは、２つの施設の架け橋として

開催され、参加者は産婦人科における互いの文化や実務に

ついてさらに知ることができた。音声・映像ともにクリア

で、この初回のセッションにより、来月開催予定のイベン

トが産婦人科の様々な症例や臨床実践ガイドラインにつ

いて意見交換するのに最良の場となることが証明された。 

【期日】2017.02.07 

. 【会場】 

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) 

  

セントルークス医療センターケソン市の様子。 コメントする九州大学病院のDr. 加藤 (左)。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

  

コメントするセントルークス医療センターのDr. Cruz-Javier。 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 

  

発表するセントルークス医療センターのDr. Abby (左)。 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 

 

2017.02.07 
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#707  インドネシアとの神経内科カンファレンス 
【イベント名】 
インドネシアとの神経内科カンファレンス 

【概要】 

今回のテレカンファレンスは、九州大学にとって歴史的

なものとなった。インドネシアの神経科医を代表して、

我が国の神経内科の発展への九州大学の寄与を大いに感

謝する。TEMDEC、そしてインドネシア国内の数々の施

設におけるすべてのITセンターは、このテレカンファレ

ンスのために素晴らしい仕事をしてくれた。今後もこの

イベントを定期的に開催したい。 

【期日】2017.02.07 

【会場】 

インドネシア大学 (インドネシア), 

ブラウィジャヤ大学 (インドネシア), 

サムラトランギ大学 (インドネシア), 

ガジャ・マダ大学 (インドネシア), 

九州大学病院 (日本) 

コメントする九州大学のDr. 吉良。 インドネシア大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：インドネシア大学 

提示されたCTのスライド。 サムラトランギ大学での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：サムラトランギ大学 

ガジャ・マダ大学での会場の様子。 モニタに映し出される５地点の様子。 

撮影場所：ガジャ・マダ大学 撮影場所：九州大学病院 

2017.02.07
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#708  九州大学母子総合研究リサーチコアカンファレンス 
【イベント名】 
九州大学母子総合研究リサーチコアカンファレンス 

【概要】 

九州大学母子総合研究リサーチコアカンファレンスを開

催した。内分泌・代謝・遺伝グループが中心となり先天代

謝異常に関する発表を行った。当院で経験した症例を紹介

し、先天代謝異常に対する最新の治療戦略を概説した。九

州大学病院を中心とした関連施設が参加し、活発な討議が

行われた。今回初めての企画であったが技術的にも問題な

く、定期的な開催が予定されることとなった。 

【期日】2017.02.07 

【会場】 

九州大学病院 (日本) 

福岡市立こども病院（日本） 

北九州市立医療センター（日本） 

田川市立病院（日本） 

小倉医療センター（日本） 

九州大学病院での会場の様子。 解説する九州大学のDr. 大久保。 

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。 提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

小倉医療センターでの会場の様子。 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 

2017.02.07
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#709  第 43回 APAN会議 テクノロジー 
【イベント名】 
第 43回 APAN会議 テクノロジー 

【概要】 

このセッションではゲーミフィケーションの技術につい

て情報共有し、保健教育ヘの利用の可能性について議論

した。また、新しいテレカンファレンスのプラットフォ

ームが遠隔医療の活動に役立つかテストと評価を行っ

た。TEMDECが新しく利用開始した「JoinView」という
ビデオサーバーを２つの接続施設で用い、動画を共有し

たりプラットフォームの機能テストを実施した。将来的

にはこの動画共有サービスを医療ワーキンググループの

活動に利用できるようにしたい。 

【期日】2017.02.13 

. 【会場】 

インド ハビタット センター (インド), マラヤ大学 (マ
レーシア), マレーシア国立大学 (UKM) (マレーシア), 清
華大学 (中国), チョーライ病院 (ベトナム), 国立台湾大
学 (台湾), 国家実験研究員 (台湾), 肝胆道科学センター 
(インド), Advanced Science and Technology Institute (フ
ィリピン), グアダラハラ大学 (メキシコ), 九州大学病院 
(日本), 九州大学病院 技師自宅; 福岡 (日本) 

  

インド ハビタット センターでの会場の様子。 プレゼンテーションを行うMr. 北村。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：インド ハビタット センター 

  

JoinViewのデモンストレーション。 JoinViewに関するスライド。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：インド ハビタット センター 

 
 

 

 

 

APAN会場のエンジニアたち。 モニタに映し出された１１地点。全１２地点が接続された。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：インド ハビタット センター 

 

2017.02.13 
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#710  第 43 回 APAN 会議 JIPMER 
【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 JIPMER 

【概要】 

第２回のJIPMER医療ワーキンググループセッションを

開催することができたのは素晴らしい経験となった。セ

ッションでは、胃腸の低侵襲手術に注目し、良い評価を

得ている施設からの質の高い学術的内容は参加者から非

常に好評だった。短時間の接続トラブルはあったものの、

全体的な技術の質に問題は無かった。皆様のご協力と積

極的な参加に感謝したい。 

【期日】2017.02.13 
【会場】 

インド ハビタット センター (インド), ジャワハルラー

ル 医学教育研究大学 (インド), 肝胆道科学センター 

(インド), ラジブ ガンジー癌研究センター (インド), 

チェンナイ グローバルホスピタルズ (インド), ケラニ

ヤ大学 (スリランカ), BP コイララ健康科学大学 (ネパ

ール), ネパール癌研究病院 (ネパール), カトマンズモ

デル病院 (ネパール) 

会場モデレータのDr. Sun ceep (左)とDr. 森山 (右)。 モニタに映し出される９地点の様子。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：九州大学病院 

提示されたCTの映像。 提示された内視鏡手術動画。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：インド ハビタット センター 

会を支えるエンジニアたち。 カトマンズモデル病院での会場の様子。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：九州大学病院 

2017.02.13
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#711  第 43 回 APAN 会議 低侵襲外科 
【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 低侵襲外科 

【概要】 
MISセッションには10の施設が参加した。このうち2施設は

アメリカ合衆国である。90分間で、異なる施設の専門家から

5つの興味深い症例が示され議論された。主会場はインドだ

が、エンジニアチームはH.323を利用しタイのバンコクにあ

るマヒドン大学シリラ病院からコントロールしていた。バン

コクのタイ国立がんセンターのチームがシリラ病院に赴き、

セッションに参加した。エンジニアチームの準備のおかげ

で、セッション中、施設からの動画送信等の技術面でのトラ

ブルは最小限に止められた。ついにテレカンファレンスを成

功させることができたことを、このセッションに貢献してく

ださった全ての施設とエンジニアチームに感謝したい。 

【期日】2017.02.14 
【会場】 

インド ハビタット センター (インド), マヒドン大学

シリラ病院 (タイ), バジラ病院 (タイ), ラジャビティ

病院 (タイ), ラーチャブリー病院 (タイ), ソンクラー

大学 (タイ), セントルークス医療センター ケソン市 

(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), バレー病院 (アメリカ

合衆国) 

マヒドン大学 シリラ病院での会場の様子。 インド ハビタット 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：インド ハビタット センター 

提示されたCTの動画。 提示された手術動画。 

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Dr. 森山。 モニタに映し出される９地点。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：九州大学病院 

2017.02.14
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#712  第 43 回 APAN 会議 内視鏡 
(第 14 回 内視鏡クラブ  E-カンファレンス) 

【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 内視鏡 
(第 14 回 内視鏡クラブ  E-カンファレンス) 

【概要】 

第 43回APAN会議内視鏡クラブ E-カンファレンスセッ

ションは 2017 年 2 月 14 日、滞りなく実施された。会議

には 7 施設が参加し、3 つの症例が示され、移植片対宿主

病（GVHD）による食道狭窄症、十二指腸異所性胃粘膜、

総胆管嚢腫を伴う膵胆管合流異常、孤立性直腸潰瘍症候群

について議論された。ディスカッションは非常に有意義で

大きな技術的問題も無かった。 

【期日】2017.02.14 

【会場】 

インド ハビタット センター (インド), チュラロンコン

大学 (タイ), マレーシアサインズ大学(マレーシア), マ

レーシア・イスラム科学大学(USIM) (マレーシア), チ

ョーライ病院 (ベトナム), 九州大学病院 (日本), マラ

ヤ大学 (マレーシア) 

コメントするモデレータのDr. 麻生。 モニタに映し出された７地点の様子。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：九州大学病院 

提示されたスライド。 提示された内視鏡動画。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

本セッションチーフエンジニアのMr. Zahir。 マレーシアサインズ大学での会場の様子。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：マレーシアサインズ大学 

2017.02.14
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#713  第 43回 APAN会議 肝胆膵 
【イベント名】 
第 43回 APAN会議 肝胆膵 

【概要】 

HPBセッションは低侵襲外科手術分野の知識を共有する
ものである。各施設の外科医が低侵襲外科手術の動画を

用いてプレゼンを行った。この中には開腹及び腹腔鏡に

よる肝臓切除術、胆嚢・膵臓の手術も含まれる。今回の

第43回APAN会議HPBセッションでは素晴らしい医学と

技術の手腕が披露された。約1か月前から医師とエンジニ

アによって周到に準備した結果、成功裏に終了すること

ができた。 

【期日】2017.02.15 

. 【会場】 

インド ハビタット センター (インド), ソウル大学ブン

ダン病院 (韓国), 東北大学 (日本), 千葉大学 (日本), 

北海道大学 (日本), カトマンズモデル病院 (ネパール), 

マラヤ大学(マレーシア), サンウェイ・メディカル・セン

ター (マレーシア), マヒドン大学シリラ病院 (タイ), 

国立腎臓・移植センター (フィリピン) 

  

本セッション主催者のDr. Han (右)。 千葉大学での会場の様子。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：千葉大学 

  

提示されたCT画像。 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。 モニタに映し出された９地点。全１０地点が接続された。 

撮影場所：北海道大学 撮影場所：九州大学病院 

 

2017.02.15 
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#714  第 43 回 APAN 会議 歯科 
【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 歯科 

【概要】 

45,000以上の人々が口腔がんと診断され、8,000以上の

人々が死に至る。口腔がんはコントロール可能だが、早

期発見しないかぎりその効果は無い。人々ががんの予防

としてすべきことを全て実行すればがんは防げるという

研究結果がある。このセッションでは最新の研究と、歯

科医師が重要な役割を担う口腔がん予防のための方法を

模索した。アジアのいくつかの歯科施設で、このことに

ついて活発に議論した。5名が研究と症例を発表し、口腔

がん予防に関する幅広い知識を与えてくれた。 

【期日】2017.02.15 

【会場】 

インド ハビタット センター (インド), 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), ブラウィジャヤ大学 (インドネシア), ハン トゥア 

スラバヤ 大学 (インドネシア), 鹿児島大学 (日本), 東

北大学 (日本), 国立台湾大学 (台湾) 

本セッション主催者のDr. Aqsa。 インド ハビタット センターでの会場の様子。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：インド ハビタット センター 

提示されたスライド。 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 

アイルランガ大学での会場の様子。 ハン トゥア スラバヤ 大学での会場の様子。 

撮影場所：アイルランガ大学 撮影場所：ハン トゥア スラバヤ大学 

2017.02.15
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#715  第 43 回 APAN 会議 眼科 1 
【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 眼科 1 

【概要】 

第43回APAN会議のセッションのうちの一つ、眼科１は

2017年2月15日にインド・インドネシア・ネパール・ベト

ナム・フィリピンから８施設を接続して開催された。フ

ィリピンの退役軍人記念医療センターは国内ネットワー

クではiGov、海外はPREGINET を利用し、DICT Vidyo
サーバーでセッションを行った。ブドウ膜炎が議論の焦

点となった。全体的にリアルタイムで高解像度の動画と

クリアな音声が得られたが質疑応答の際、不定期で音声

のタイムラグが発生した。 

【期日】2017.02.15 

【会場】 

インド ハビタット センター (インド), 退役軍人記念医療

センター (フィリピン), ベトナム国立眼科研究所 (ベトナ

ム), フエ中央病院 (ベトナム), ブラウィジャヤ大学 (インド

ネシア), ティルガンガ眼科研究所 (ネパール), ドゥリケル病

院 (ネパール), パタン健康科学専門学校 (ネパール) 

コメントするDr. Tuan。 コメントするDr. Ocampo。 

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。 提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

フエ中央病院での会場の様子。 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 

2017.02.15



TEMDEC 活動報告 2016

152 

#716  第 43 回 APAN 会議 地域医療 
【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 地域医療 

【概要】 

第２回の地域医療セッションは非常に素晴らしいものと

なった。幅広い地域の参加者から、このセッションへの

関心の高さがうかがえた。今回はネパールからより多く

の人々と施設が参加した。映像・音声の質は問題なく、

進行もスムーズだった。参加者同士の横のつながりがで

きたことが大きな収穫である。今後もAPAN会議でこのセ

ッションを続けることを切望する。 

【期日】2017.02.16 
【会場】 

インド ハビタット センター (インド), カトマンズモ

デル病院 (ネパール), ガリレオコントロールセンター

(DLR Gfr) (ドイツ), パタン健康科学専門学校 (ネパー

ル), ドゥリケル病院 (ネパール), アテネオ・デ・マニラ大

学 (フィリピン), チュラロンコン大学 (タイ), ブラウィ

ジャヤ大学 (インドネシア), サンジャイ ガンジー医科

学大学院 (インド) 

コメントするMr. Narayan Dhital。 コメントするカトマンズモデル病院 のDr. Saroj Dhital。

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：カトマンズモデル病院 

提示されたスライド。 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 

パタン健康科学専門学校での会場の様子。 ドゥリケル病院での会場の様子。 

撮影場所：パタン健康科学専門学校 撮影場所：ドゥリケル病院 

2017.02.16
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#717  第 43 回 APAN 会議 眼科 2 
【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 眼科 2 

【概要】 

遠隔眼科診断プログラムの様々な状況や技術的な詳細に

ついて、はっきりと分かった成功例と失敗例を併せて議

論した。遠隔診断の法的な観点、および手術室からの手

術のライブ中継（外科手術の情報科学）についても議論

した。音声・映像の質も良く、セッションはスムーズに

進んだ。この眼科２のセッションを複数の人々がストリ

ーミング視聴した。 

【期日】2017.02.16 

【会場】 

インド ハビタット センター (インド), スリ ラーマ

チャンドラ大学 (インド), サンジャイ ガンジー医科学

大学院 (インド), サンカーラ・ネスララヤ病院 (イン

ド), スリー チトラ ティルナール医科学技術大学 (イン

ド) 

会場モデレータのDr. Saroj K Mishra。 インド ハビタット センターでの会場の様子。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：インド ハビタット センター 

提示されたスライド。 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 

サンカーラ・ネスララヤ病院での会場の様子。 モニタに映し出される５地点の様子。 

撮影場所：サンカーラ・ネスララヤ病院 撮影場所：九州大学病院 

2017.02.16
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#718 第 43 回 APAN 会議 エンジニアワークショップ 
【イベント名】 
第 43 回 APAN 会議 エンジニアワークショップ 

【概要】 

本ワークショップは APAN 遠隔医療トレーニングの締め

として、APAN の最終日に開催している。今回は２日間の

プログラムで１日目に新規接続施設の紹介、２日目に各セ

ッションのチーフエンジニアからテクニカルレポートを

行った。今回のトレーニングでは、研修者と指導者のグル

ープ分けやグループごとの担当割りなど、新しい試みを

し、研修者がより積極的にセッションの技術支援にあたる

ことができ、より大きな学びを得たと思われる。 

【期日】2017.02.16 

. 【会場】
インド ハビタット センター インド パタン健康科
学専門学校 ネパール ティルガンガ眼科研究所 ネパ
ール トリプバン大学 医学部 ネパール ネパール教
育研究ネットワーク ネパール マヒドン大学シリラ病
院 タイ チュラロンコン大学 タイ ソウル大学ブ
ンダン病院 韓国 Advanced Science and Technology 
Institute フィリピン インドネシア大学 インドネシ
ア 九州大学病院 日本

  

コメントするチーフエンジニアのMr. Zahir。 モニタに映し出された７地点。全１１地点が接続された。 

撮影場所：インド ハビタット センター 撮影場所：九州大学病院

 

トリプバン大学より提示されたスライド。 各施設の接続状況を示すスライド。

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。 ワークショップの参加者たち。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：インド ハビタット センター

2017.02.16 
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#719  チリとの内視鏡、技術研修報告会 
【イベント名】 
チリとの内視鏡、技術研修報告会 

【概要】 

チリ・コロンビア・コスタリカ・日本との同時セッショ

ンを自分自身でコントロールするのが初めてだったの

で、私にとってこの機会が重要な挑戦だった。上手く進

んだのだが、ストリーミングや参加者とのやり取り、セ

ッション最初と最後の挨拶を向上させ、練習を重ねるべ

きであり、これらは実際に経験を積まなければならない。

最後になったが、今回のイベントはとても満足の行くも

のだった。ありがとうございました。 

【期日】2017.02.21 

【会場】 

九州大学病院 (日本), 

チリ・カトリック大学 (チリ), 

アレマナ病院 (チリ), 

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) 

報告を行うMr. Francisco (左)とDr. Luis (右)。 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 

Mr. Franciscoより提示されたスライド。 Dr. Luisより提示されたスライド。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

Dr. 清水より提示されたスライド。 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 

2017.02.21
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#720  ブラジルとの内視鏡、技術研修報告会  
【イベント名】 
ブラジルとの内視鏡、技術研修報告会 

【概要】 

このカンファレンスは福岡での技術者研修の最後を飾る

ものだ。ブラジリアバーゼ病院との接続に問題があった

が、全体的には上手く進み、音声・映像ともに良質なプ

レゼンテーションができた。これは非常に貴重な体験で

あり、新しい知識と技術を身につけることができた。

TEMDECチームの皆さんへそのホスピタリティと専門

知識の共有に、そして、Dr. 清水へ招待いただき機会を与

えてくれたことに感謝したい。 

【期日】2017.02.22 

【会場】 
ブラジル癌研究所 (ブラジル), 
九州大学病院 (日本), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ) 

報告を行うMr. Carlos。 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 

Mr. Carlosより提示されたスライド。 Dr. Juliana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 

ブラジル癌研究所での会場の様子。 九州大学病院での会場の様子。 

撮影場所：ブラジル癌研究所 撮影場所：九州大学病院 

2017.02.22
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#721  メキシコとの内視鏡、技術研修報告会 
【イベント名】 
メキシコとの内視鏡、技術研修報告会 

【概要】 

セッションにはコスタリカ、メキシコから４施設が参加

しさらに興味深いものとなった。セッション中、影響が

ない程度の音やプレゼンテーションの遅延などの細かい

難点があった。参加者の数（医師２名、エンジニア３名）

により、セッションの進行はかなり遅れたが、面白いプ

レゼンテーションと議論が交わされ、会は大いに盛り上

がった。 

【期日】2017.02.22 

【会場】 
九州大学病院 (日本), 
メキシコ国立医学・栄養センター (メキシコ), 
メキシコ癌研究所(INCan) (メキシコ), 
コスタ・リカ大学 (コスタリカ) 

報告を行うDr. Guido。 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 

Dr. Guidoより提示されたスライド。 Ms. Angeles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 

報告を行うMs. Angeles。 メキシコ癌研究所での会場の様子。 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：メキシコ癌研究所 

2017.02.22



TEMDEC 活動報告 2016

158

5-3. アンケート
ラテンアメリカテレカンファレンス

#615  第 8回 ラテンアメリカテレカンファレンス  2016.3.31
#635  第 9回 ラテンアメリカテレカンファレンス  2016.7.14 
#675  第 10回 ラテンアメリカテレカンファレンス  2016.11.10
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smooth 33 very good 25 very easy 18 very good 37 yes 57
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consuming 7 poor 0 probably
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very poor 0
very
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consuming 0 very poor 0 no 0

The Latin America Endoscopy Teleconference
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Q.1 About the image sharpness Q.2 About the image movement

Q.3 About the sound quality Q.4 About the preparation

Q.6 Will you attend another
teleconference session next time?Q.5 About the program
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very good 38 very
smooth 20 very good 16 very easy 18 very good 50 yes 74

good 45 smooth 58 good 52 easy 52 good 34 probably
yes 10

poor 1 sluggish
(slow) 6 poor 16 time-

consuming 12 poor 0 probably
no 0

very poor 0
very

sluggish
(slow)

0 very poor 0 very time-
consuming 2 very poor 0 no 0

Q.6 Will you attend another
teleconference session next time?Q.5 About the program

    The Indonesian Endoscopy Case Teleconference
6

Q.1 About the image sharpness Q.2 About the image movement

Q.3 About the sound quality Q.4 About the preparation
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インドネシア内視鏡症例カンファレンス
#667  第 1回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス  2016.10.05
#676  第 2回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス  2016.11.10
#694  第 3回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス  2016.12.22
#698  第 4回 インドネシア内視鏡症例カンファレンス  2017.1.19
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very good 159 very smooth 124 very good 124 very good 133 Totally
agree 159 Totally

agree 144 I like this style better. 190
good 80 smooth 114 good 103 good 110 Agree 86 Agree 101 I like the conventional way

better.* 27
poor 6 sluggish

(slow) 9 poor 18 poor 3 Disagree 0 Disagree 1 No difference. 24
very poor 0 very sluggish

(slow) 0 very poor 1 very poor 0 Totally
disagree 0 Totally

disagree 0

Q.5 What do you think about live endoscopy?

Q.7 Live demonstrations are remotely shown from
their own hospitals this time. What is your opinion?

Q.6 What do you think about the operators
having direct communications with the main

venue?

* in which demonstrators are invited to a hospital and
all the demonstrations are shown locally.

7

     Asian Pacific Digestive Week; APDW2016 - Live demonstration

Q.1 About the image sharpness

1 2 3 4 5 6

Q.2 About the image movement

Q.4 About the programQ.3 About the sound quality

very good
65%

good
33%

poor
2%

very poor
0%

very 
good
50%

good
42%

poor
7%

very poor
1%

very 
smooth

50%
smooth

46%

sluggish
(slow)

4%

very 
sluggish
(slow)

0%

Totally 
agree
65%

Agree
35%

Disagree
0%

Totally 
disagree

0%

Totally 
agree
59%

Agree
41%

Disagree
0%

Totally 
disagree

0%

very 
good
54%

good
45%

poor
1%

very 
poor
0%

I like this style better.
79%I like the conventional 
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2016 年アジア太平洋消化器週間（APDW） 内視鏡ライブ
#671  2016年アジア太平洋消化器週間 (APDW)　内視鏡ライブ 1  2016.11.2
#672  2016年アジア太平洋消化器週間 (APDW)　内視鏡ライブ 2  2016.11.3
#673  2016年アジア太平洋消化器週間 (APDW)　内視鏡ライブ 3  2016.11.4
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6. APAN 医療グループ

6-1. 概要
APAN 医療グループ スキーム

運営委員会

理事会

アジア遠隔医療
シンポジウム(ATS)

事務局

世界各国との
連携・協調

医療チーム

各種プログラム (SIG)

ネットワークチームエンジニアチーム

代表:

ShiawHooi Ho
(マラヤ大学, マレーシア)

副代表:
Thawatchai Akaraviputh
(マヒドン大学シリラ病院, タイ)

代表:

Kuriko Kudo
(九州大学病院, 日本)

副代表: 

Minh Cao Duc
(VinaREN, ベトナム)

代表:

Yasuichi Kitamura
(九州大学病院, 日本)

副代表: 

Sanggyun Kim
(TEIN*CC, 韓国)
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 理事
1 Shuji Shimizu 日本 九州大学病院

2 Ho-Seong Han 韓国 ソウル大学ブンダン病院

3 Rungsun Rerknimitr タイ チュラロンコン大学

4 ShiawHooi Ho マレーシア マラヤ大学

5 Cao Duc Minh ベトナム VinaREN
 運営委員

1 Taiki Moriyama 日本 九州大学病院

2 Kuriko Kudo 日本 九州大学病院

3 Yasuichi Kitamura 日本 九州大学病院

4 Youngsung Lee 韓国 忠北大学

5 Junghun Lee 韓国 ソウル大学ブンダン病院

6 Sanggyun Kim 韓国 TEIN*CC

7 Ti-Chuang Chiang 台湾 国立台湾大学

8 Thawatchai Akaraviputh タイ マヒドン大学シリラ病院

9 Chakaphan Sookcharoen タイ タイ赤十字社

10 Le Thanh Ni ベトナム チョーライ病院

11 Mohamad Zahir Ahmad マレーシア マラヤ大学

12 Jeffrey Jeronimo P. Domino フィリピン セントルークス医療センター

13 Bani Lara フィリピン ASTI

14 Dadang Makmun インドネシア インドネシア大学

15 Aria Kekalih インドネシア インドネシア大学

16 Satyanarayana Ungarala インド アジア消化器センター

17 Saroj Dhital ネパール カトマンズモデル病院

18 A.K.M.Habibur Rahman バングラデシュ BdREN

19 Congxiao Bao 中国 CERNET

20 Christopher Khor シンガポール シンガポール総合病院

役員
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No. 活動名 コンテンツ 主担当者 国 活動頻度 略称

1 韓国消化器内視鏡学会 内視鏡 Hosoon Choi 韓国 1/年 KSGE

2 韓国膵胆道学会 内視鏡 Hosoon Choi 韓国 1/年 KPBA

3 タイ消化器学会 内視鏡 Rungsun Rerknimitr タイ 1/年 TAGE

4 シリラ病院内視鏡ワークショップ 内視鏡 Thawatchai Akaraviputh タイ 1/年 Siriraj 
Workshop

5 日中早期胃がんカンファレンス 内視鏡 /病理 Yao Fang 中国 3-4/年 EGCC

6 胎児医療 胎児医療 Toshio Chiba/Albert 日本 /香港 2/年 Fetus-
APAN

7 福岡内視鏡手術フォーラム ナース Taiki Moriyama 日本 1/年 FES

8 外科ナースチームビルディング ナース Taiki Moriyama 日本 1/年 Team 
building

9 保健 保健 Young-Sung Lee 韓国 2/年 Healthcare

10 医学生講義 学生 Shuji Shimizu 日本 2/年 Med 
Student

11 世界消化器内視鏡学会 (WGO) 内視鏡 Shuji Shimizu アメリカ 不定期 WGO

12 遠隔診療 遠隔診療 Naoki Nakashima 日本 不定期 Teleconsul- 
tation

13 マレーシア内視鏡ワークショップ 内視鏡 ShiawHooi Ho マレーシア 1/年 Malaysia 
endosc

14 TEINメンバー外科テレコラボレーション 外科 Ho-Seong Han 韓国 2-3/月 MTCTM

15 肝胆膵テレカンファレンス 肝胆膵 Ho-Seong Han 韓国 2-3/月 TEIN

16 神奈川胎児心エコーセミナー 胎児医療 Motoyoshi Kawataki 日本 10/年 Fetus echo

17 国立大学病院長会議 多分野 Shuji Shimizu 日本 3-4/年 PT

18 ラテンアメリカ内視鏡テレカンファレンス 内視鏡 Tomohiko Moriyama メキシコ 2-3/年 Latin

19 ILBS肝臓セッション 肝臓 Sarin/Dinesh インド 1-2/年 ILBS

20 歯科テレカンファレンス 歯科 Norifumi Nakamura 日本 1-2/年 Dental

21 内視鏡クラブ　Ｅ -カンファレンス 内視鏡 ShiawHooi Ho/Rungsun マレーシア 4/年 ECE

22 胎児心臓アドバンスコース 胎児医療 Motoyoshi Kawataki 日本 1/年 Fetus 
advanced

23 東北胎児セミナー 胎児医療 Motoyoshi Kawataki 日本 1/月 Fetus 
Tohoku

24 神経内科テレカンファレンス 神経内科 Nobukazu Nakazato 日本 1-2/年 Neurology

25 筑波大学とチョーライ病院のテレカンファレン
ス

多分野 Minoru Akiyama 日本 3-4/年 Tsukuba

26 APANテクノロジー テクノロジー Chiang TC 台湾 2/年 Technology

27 インドネシア内視鏡症例カンファレンス 内視鏡 Dadang Malmun インドネシア 2-3/年 Indonesia

28 小児がん拠点プロジェクト 小児 Tomoaki Taguchi 日本 1/月 Pediatric 
cancer

29 拡大内視鏡 内視鏡 Kenshi Yao 日本 1/年 Magnifying

30 佐賀大学手術ビデオカンファレンス 外科 Hirokazu Noshiro 日本 1/2か月 Saga

31 メキシコ内視鏡 内視鏡 Miguel Tanimoto メキシコ 1/年 Mexico

32 ボリビアと日本のテレカンファレンス 内視鏡 Guido Villa-Gomez Roig ボリビア 1/年 Bolivia

33 国際ナーステレカンファレンス ナース Akira Aso 日本 2-3/年 Nurse

34 国際感染症テレカンファレンス 感染症 Nobuyuki Shimono 日本 2-3/年 Infection 
KUH

35 国際学生テレカンファレンス 学生 Aso/Kudo 日本 1/年 Student

36 APAN低侵襲外科 外科 Thawatchai Akaraviputh タイ 2/年 MIS

37 APAN エンジニアトレーニング テクノロジー Kuriko Kudo 日本 2/年 Eng-
training

38 技術研修報告会 テクノロジー Kuriko Kudo 日本 3-4/年 TEMDEC 
training

39 何大学とのテレカンファレンス 眼科 Shigeo Yoshida 日本 4/年 eye JP-CN

40 経鼻内視鏡精度アップセミナー 内視鏡 Naohiko Harada 日本 1/年 naso-endosc

41 へき地保健医療テレカンファレンス 保健 Saroj Dhital ネパール 2/年 rural
42 JIPMERテレカンファレンス 内視鏡 Kalayarasan Raja インド 2/年 JIPMER

43 アジア太平洋消化器週間 内視鏡 Kuriko Kudo 日本 1/年 APDW

Special Interest Group (SIG) 一覧
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Venue : APAN venue, Medical WG room
: August 5 (Fri) 9:00-17:00Date

Training at APAN42-Hong Kong
Engineering Workshop

Programs

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

*Session review 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

9:10-9:25

9:25-10:30

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

Mr. Ti-Chaung Chiang  (National Taiwan University, Taiwan)

Chairs : Ms. Kuriko Kudo (remote)(Kyushu University Hospital, Japan)
Mr. Mohamad Zahir Ahmad (University of Malaya, Malaysia)

Mr. Ti-Chuang Chiang, Mr. Albert Au
Ms. Yoshiko Houkabe, Mr. Md. Sajidul Islam
Mr. Young-Hwan Choi (remote)
Mr. Tunggul Laksono, Dr. Aria Kekalih, Dr. Aqsa Sjuhada

Mr. Wiraphon Manatarinat (remote), Mr. Chakaphan Sookcharoen 
Mr. Albert Au

Mr. Mohamad Zahir Ahmad, Ms. Yoshiko Houkabe, 

Mr. Ti-Chaung Chiang, Mr. Cao Duc Minh
Mr. Mohamed Ishaq (remote)

Mr. Inho Lee, Ms. Minyang Kim

Mr. Nguyen Van Tue
Mr. Tran Viet Quang Minh

Mr. Ngo Van Tinh

Mr. Hisyam Bin Yacob
Mr. Md Sajidul Islam

Mr. Le Vuong Quy

- Technology 

- Healthcare
- Respiratory surgery

- MIS
- Fetus

- Endoscopy (ECE)

- Rural Healthcare
- JIPMER
- AIG
- Discussions (20min)

- HPB

- Hue University Hospital
- Hue Central Hospital

- Vietnam Research and Education Network
Mr. Zakril Izaq Bin Damanhuri- National University of Malaysia

- Discussions (20min)

- University of Science Malaysia
- Bangladesh Research and Education Network

Mr. Ratanapong Saikaew (Ken)
Ms. Shivangi Dorwat

Mr. Nirajan Parajuli
- Vajira Hospital
- Deenanath Mangeshkar Hospital

- Nepal Research and Education Network
- Discussions (20min) 

- 108 Military Central Hospital

- ILBS
- Dental 

- Discussions (15min)

Chair : Mr. Satyanarayana Ungarala (Asian Institute of Gastroenterology, India)
Commentators : Dr. Taiki Moriyama (Kyushu University Hospital, Japan)

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

Chairs : Dr. Aria Kekalih (University of Indonesia, Indonesia)
Commentators : Dr. Tran Thua Nguyen (Hue Central Hospital, Vietnam)

Registration

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

Ms. Kuriko Kudo (remote) (Kyushu University Hospital, Japan)TEMDEC technical report

Session review from chief engineers 1 (5min presentation + 5min Q&A)

Break

Break

Session review from chief engineers 2 (5min presentation + 5min Q&A)

Lunch

Presentation from each institution 1 (5min presentation + 5min Q&A)

Presentation from each institution 2 (5min presentation + 5min Q&A)

Closing Remarks   Mr. Cao Duc Minh (Vietnam Research and Education Network, Vietnam)

Mr. Dinesh Taneja (remote), Mr. Manish Dutta (remote)

Mr. Yasuichi Kitamura (Kyushu University Hospital, Japan)

Mr. Satyanarayana Ungarala, Mr. Mohan Shanmugam (remote)

Ms. Kuriko Kudo (remote)

Chairs : Mr. Cao Duc Minh (Vietnam Research and Education Network, Vietnam)

Dr. Akira Aso  (Kyushu University Hospital, Japan)Commentator :

6-3. エンジニアリングワークショップ
第 42 回 APAN 会議 エンジニアリングワークショップ
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Mr. Cao Duc Minh
Vietnam Research and Education Network

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. Albert Au
University of Hong Kong

Hong Kong

Mr. Nguyen Van Tue
Hue Univerisity Hospital

Vietnam

Mr. Tran Viet Quang Minh
Hue Central Hospital

Vietnam

Dr. Tran Thua Nguyen
Hue Univerisity Hospital

Vietnam

Mr. Tunggul Laksono
Brawijaya University

Indonesia

Mr. Satyanarayana Ungarala
Asian Institute of Gastroenterology

India

Mr. Mohan Shanmugam
Asian Institute of Gastroenterology

India

Mr. Ratanapong Saikaew (Ken)
Vajira Hospital

Thailand

Mr. Mohamed Ishaq
Jawaharlal Institute of Post Graduate

Medical Education and Research

India

Mr. Ngo Van Tinh
VinaREN

Vietnam

Dr. Aqsa Sjuhada
Airlangga University

Indonesia

Mr. Md. Sajidul Islam
Bangladesh Research and Education Network

Bangladesh

Ms. Shivangi Dorwat
Deenanath Mangeshkar Hospital

India

Mr. Le Vuong Quy
108 Military Central Hospital

Vietnam

Mr. Young-Hwan Choi
Chungbuk National University

Korea

Engineers

Engineering Workshop
Participants

Mr. Inho Lee
Seoul National University

Bundang Hospital

Korea

Ms. Minyang Kim
Seoul National University

Bundang Hospital

Korea

Mr. Nirajan Parajuli
Nepal Research and Education Network

Nepal

Mr. Zakril Izaq Bin Damanhuri
National University of Malaysia

Malaysia

Mr. Hisyam Bin Yacob
University of Science Malaysia

Malaysia

Mr. Manish Dutta
The Institute of Liver and Biliary Sciences

India

Doctors

Mr. Yasuichi Kitamura
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Kuriko Kudo
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Yoshiko Houkabe
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Ryoko Yoshida
Kyushu University Hospital

Japan

Ms. Chiharu Kodama
Kyushu University Hospital

Japan

Dr. Shuji Shimizu
Kyushu University Hospital

Japan

Dr. Taiki Moriyama
Kyushu University Hospital

Japan

Dr. Akira Aso
Kyushu University Hospital

Japan

TEMDEC

Mr. Dinesh Taneja
The Institute of Liver and Biliary Sciences

India

Mr. Wiraphon Manatarinat
Mahidol University Siriraj Hospital

Thailand
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第 43 回 APAN 会議 エンジニアリングワークショップ

Venue : Magnolia, India Habitat Centre (room for Medical WG, APAN 43)
: February 16 (Thu) 13:30-15:00, 17 (Fri) 9:00-12:30Date

Training at APAN43-India
Engineering Workshop

*Presentation from institution (5min presentation + 5min Q & A)
1. Updated institution such as network, systems, engineering staffs, etc. (if any) 
2. What you learned during this APAN meeting.
3. Future plan.

**Session review from chief engineers (5min presentation + 5min Q & A) 
1. Technical review (Network, Audio/image, Presentation, overall)
2. Problem, action and future plan.

13:30-13:40

13:40-14:30

9:00-9:15

9:15-10:30

10:30-11:00

11:00-12:20

12:20-12:30

Mr. Ti-Chaung Chiang (National Taiwan University, Taiwan)

Mr. Ibrahim Gani
Ms. Repu Daman Chand

Mr. Tunggul Laksono 

Dr. Yeon Kim (remote)

Mr. Alvin M. de Gracia (remote)

Ms. Premila (remote)
Ms. Yoshiko Houkabe (remote)

Mr. Young-Hwan Choi (remote)

Mr. Shunta Tomimatsu

Mr. Le Vuong Quy (108 Military Central Hospital, Vietnam) 
Mr. Yasuichi Kitamura (Kyushu University Hospital, Japan)

Mr. Tran Viet Quang Minh (Hue Central Hospital, Vietnam)

Opening Remarks Dr. Shuji Shimizu (Kyushu University Hospital, Japan)
Presentation from institution (5min presentation + 5min Q & A)* 

TEMDEC technical report
Session review from chief engineers 1 (5min presentation + 5min Q & A)** 

Break
Session review from chief engineers 2 (5min presentation + 5min Q & A)** 

Closing Remarks   Mr. Mohamad Zahir Ahmad (University of Malaya, Malaysia)

Ms. Kuriko Kudo (Kyushu University Hospital, Japan)(remote)

Mr. Le Minh Thai (Viet Duc Hospital, Vietnam)

Dr. Mai Van Tuan (Hue Central Hospital, Vietnam)Chairs Mr. Cao Duc Minh (Vietnam Research and Education Network, Vietnam)

Commentators Mr. Mohamed Ishaq (Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, India)

Ms. Kuriko Kudo (Kyushu University Hospital, Japan)(remote)

Dr. Nguyen Trong Tai (Viet Duc Hospital, Vietnam)

Mr. Mohammad Nabil Fadhil Bin Hairodin (Singapore General Hospital, Singapore)

Dr. Aqsa Sjuhada (Airlangga University, Indonesia)

Mr. Chandramouli (remote)
Mr. Nirajan Parajuli (remote)

Mr. Ibrahim Gani

Mr. Niraj Acharya (remote)

Mr. Mohamed Ishaq

Mr. Mohamed Ishaq 
Mr. Cao Duc Minh

Mr. Tunggul Laksono 
Mr. Wiraphon Manatarinat (remote)
Mr. Chakaphan Sookcharoen (remote)

Mr. Shunta Tomimatsu
Mr. Mohamad Zahir Ahmad 

Mr. Inho Lee (remote)
Mr. Shunta Tomimatsu 

Technology
JIPMER

MIS

Endoscopy(ECE)

HPB

Sankara Nethralaya Hospital, India
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, India

Vietnam National Institute Of Ophthalmology, Vietnam (remote) 
Patan Academy of Health Sciences, Nepal (remote)
Tilganga Institute of Ophthalmology, Nepal (remote) 
Discussions (15min)

Discussions (15min)

Healthcare

Dental
Eye - 1

Rural Healthcare

Eye - 2

Tutorial for contents sharing 
Discussions (15min) 

Chairs

Commentators

Chairs

Commentators

Mr. TaeKyeong Lee (remote)

Programs         February 17 (Fri)

Dr. Tran Duc Tam (Viet Duc Hospital, Vietnam)

Programs         February 16 (Thu)

Dr. Taiki Moriyama (Kyushu University Hospital, Japan)
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Engineers

Engineering Workshop

Participants

Doctors

TEMDEC

Dr. Taiki Moriyama
Kyushu University Hospital
Japan

Mr. Yasuichi Kitamura
Kyushu University Hospital
Japan

Mr. Ti-Chaung Chiang
National Taiwan University

Taiwan B

Mr. Mohamed Ishaq Z
Jawaharlal Institute of Post Graduate 
Medical Education & Research
India

A

Mr. Tran Viet Quang Minh
Hue Central Hospital

Vietnam
C

Dr. Aqsa Sjuhada
Faculty of Dental Medicine
Airlangga University
Indonesia

D

Mr. Inho Lee
Seoul National University
Bundang Hospital
South Korea

Remote

Mr. TaeKyeong Lee
National Evidence-based 
Healthcare Collaborating Agency
South Korea

Remote

Mr. Niraj Acharya
Nepal Research and
Education Network
Nepal

Remote

Dr. Mai Van Tuan
Hue Central Hospital

Vietnam

Mr. Cao Duc MInh
VinaREN

Vietnam C

Mr. Mohammad Nabil
Fadhil Bin Hairodin
Singapore General Hospital
Singapore

A

Mr. Le Minh Thai
Viet Duc Hospital

Vietnam
E

Mr. Shunta Tomimatsu
Kyushu University Hospital
Japan

Mr. Young-Hwan Choi
Chungbuk National University

South Korea

Remote

Mr. Nirajan Parajuli
Nepal Research and
Education Network
Nepal

Remote

Ms. Ryoko Yoshida
Kyushu University Hospital
Japan

Ms. Kuriko Kudo
Kyushu University Hospital
Japan

Remote

Dr. Tran Duc Tam
Viet Duc Hospital

Vietnam

Mr. Tunggul Laksono
Faculty of Medicine
Universitas Brawijaya
Indonesia D

Mr. Ibrahim Gani M S
Sankara Nethralaya
(Medical Research Foundation)
India

B

Mr. Wiraphon Manatarinat
Mahidol University Siriraj Hospital

Thailand

Remote

Mr. Yeon Kim
Chungbuk National University

South Korea

Remote

Mr. Chandramouli
Sankara Nethralaya Hospital

 India

Remote

Ms. Chiharu Kodama
Kyushu University Hospital
Japan

Ms. Yoshiko Houkabe
Kyushu University Hospital
Japan

Remote

Dr.Nguyen Trong Tai
Viet Duc Hospital

Vietnam

Dr. Shuji Shimizu
Kyushu University Hospital
Japan

Mr. Mohamad Zahir Ahmad
University of Malaya

Malaysia A

Mr. Le Vuong Quy

Vietnam
E

Mr. Chakaphan Sookcharoen
The Thai Red Cross Society

Thailand

Remote

Ms. Premila
Sankara Nethralaya Hospital

India

Remote

Mr. Repu Daman Chand
School of Telemedicine
& Biomedical Informatics
India B

Mr. Alvin M. de Gracia
Advanced Science and 
Technology Institute
Philippine

Remote

108 Military Central Hospital
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6-4. 短期研修プログラム実施レポート

短期研修プログラム実施レポート（医療従事者）

　外科、内視鏡、遠隔医療で 1ヶ月のトレーニングプログラムを開催しました。 タイ、マレーシア、フィ
リピン、ベトナム、インド、シンガポール、中国、台湾、メキシコ、チリ、ブラジル、ロシアの 12カ国
から計 29名の医師がこのプログラムに参加しました。 

内視鏡室のスタッフが提供するトレーニング
1. 九州大学病院の内視鏡の診断や治療がどのように品質が保証されているか
2. 消化器内視鏡検査（上部消化器内視鏡検査、大腸内視鏡検査、大腸内視鏡検査）
3. 胃・大腸腫瘍の検出と高度なイメージング（通常、色素、および拡大内視鏡）
4. 診断的超音波内視鏡（EUS）、EUS-FNAおよびインターベンションを含む日本で提供される EUSの
手順

5. 日本の内視鏡検査室で行われているプレメディ、洗浄法、その他のリスク管理の手順
6. 日本の内視鏡チームの構成（看護師、臨床エンジニア、その他の医療スタッフを含む）
7. 内視鏡教育プログラムの経験（シミュレーターと動物モデルを使用）

　研修生は診断と治療の手順を学び、内視鏡検査スタッフと情報を共有します。研修生は動物モデル（豚

の胃）と内視鏡シミュレータを使用して内視鏡を扱う方法や、内視鏡室のどのように構築して、運用する

かにについて学びました。 また TEMDEC主催の遠隔会議に参加しました。
インターンシップの終了時に、彼らは自分の施設に接続された遠隔会議の場で、自分たちが学んだことを

発表しました。すべての研修生は英語で発表しました。彼らは、医療分野だけでなく遠隔医療の知識、技

術、経験を共有しました。
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図 6-1 自国の病院を結ぶ、研修レポートを行う遠隔会議の様子

図 6-3 招聘医師が当院スタッフに対する英語での講義を
行う様子

図 6-4 日本人スタッフが研修生に英語で説明する様子

図 6-2 動物モデルを用いたＥＳＤハンズオン 
トレーニングの様子

( 麻生・暁 )
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短期研修プログラム実施レポート（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。2016年 4月から 11月の間で、フィリピン、
マレーシア、コスタリカ、ブラジル、メキシコ、チリの 6か国から 10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 )
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Invitees for Engineer training program at TEMDEC 2016-2017

Onemonth　招聘エンジニア一覧表　2016

Name Period Institution Country

1 Darwin Laurencio
July - August
2016

University of the Philippines Manila Philippines

2 Alvin M. de Gracia 
July - August
2016

Advanced Science and Technology Institute Philippines

3 Luis Espinoza
July - August
2016

University of Costa Rica Costa Rica

4 Ahmad Helmy Bin Zainal Abidin November 2016 University of Malaya Malaysia

5 Muhammad Hanafi November 2016 University of Malaya Malaysia

6 Carlos Henrique
January -
February 2017

Brazilian National Cancer Institute (INCA) Brazil

7 Maria de los Angeles Olvera Cordero
January -
February 2017

The National Institute of Medical Sciences and Nutrition Mexico

8 Luis Alberto Carmona Ayala Feburuary 2017 The National Institute of Medical Sciences and Nutrition Mexico

9 Francisco Schmidt
January -
February 2017

Catholic University Chile

10 Sandra Luz Rocha Nava Feburuary 2017 National Cancer Institute of Mexico(INCan) Mexico

短期研修プログラム招聘技術者リスト
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ATS 2016
WELCOME ADDRESS FROM CONGRESS CHAIRMAN

ATS 2016 PROGRAM 

1

 On behalf of Vietnam Association of Endolaparoscopic Surgeons (VAES), Vietnam 
Society of Surgery (VSS) and Viet Duc University Hospital, I would like to welcome you all to 
Congress of VSS and VAES organized in conjunction with the 10th Asia Telemedicine 
Symposium (ATS) in Hanoi, the city for peace where culture and tradition are well 
reserved through thousand years.

This is the first time the Asia Telemedicine Symposium is held in Vietnam. The great 
contribution that ATS have brought to medical science and practice is undeniable. ATS has 
become the most expected annual event for Asian experts to gasp the latest progress and 
technique, to share expenience, to find ways to deal with future tasks.

Although Vietnam is a developing country, telemedicine has been applied increasingly 
and widely in our healthcare system. However, as other Asian countries in Asia, we have 
faced challenges due to the financial difficulty, the backward technology system and the 
difficulty in reaching remote areas of our country, that why we chose the theme for the 

th
10  ATS is “Telemedicine in Developing Countries”. We believe that experience in field of 
friends from all over the Asia can help us improve the quality of healthcare service with 
limited resources.

I look forward to seeing you in Hanoi.

Sincerely,

Prof. Tran Binh Giang, MD, PhD.

President, Vietnam Association of Endolaparoscopic Surgeons

Secretary General, Vietnam Society of Surgery

Vice Director, Viet Duc University Hospital

Chair, the 10 ATS Organizing Committee

09:00 Registration
09:30 Opening Ceremony
10:00 Keynotes
11:00 Recent topics in 

telemedicine
13:00 Live endoscopy with VFDE
15:30 Expanding communities
17:40 APAN report

ndDAY 1: Dec 2  (Friday)

08:00 APAN-Med Steering Committee 
meeting

09:00 The First Vietnam Telemedicine 
Workshop

11:00 Emerging telemedicine in Asia
12:00 Demonstration of new technology   
13:00 Updates for joint research for early 

gastric cancer
17:20 Closing remarks

rdDAY 2: Dec 3  (Saturday)
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アンケートへの回答

very good 34 too long 2 very good 24 yes 41

good 24 long 1 good 33 probably
yes 16

poor 0 adequate 49 poor 1 probably
no 0

very
poor 0 short 6 very

poor 0 no 1

too short 0

    The 10th Asia Telemedicine Symposium

Q.2 ATS period (2 days) is long enough
to learn all contents?

Q.4 Do you want to recommend ATS
to others?

Q.1 About the program

Q.3 About your life in Hanoi/Vietnam

1 2 3 4

very good
59%

good
41%

poor
0%

very 
poor
0%

very good
41%good

57%

poor
2%

very 
poor
0%

too long
3%

long
2%

adequate
85%

short
10%

too short
0%

yes
71%

probably yes
27%

probably no
0%

no
2%



7. アジア遠隔医療シンポジウム

177

第 10 回アジア遠隔医療シンポジウムを終えて

アジア遠隔医療シンポジウム（ATS）は記念すべき１０回目をベトナム・ハノイ市で迎えました。第
１３回ベトナム外科学会との共催で１２月２・３日の二日間にわたり開催され、会場の JWマリオットホ
テルにはアジア遠隔医療シンポジウムのみでも２１か国から１００名以上の参加者が集まりました。大会

会長の Tran Binh Giang先生の開会挨拶では、遠隔医療の意義はベトナムを含む発展途上国でも広く認
知されていること、しかしながら、特にへき地では遠隔医療の体制を整えるにあたって様々な問題に直面

すると述べられました。アジア各地で広がる遠隔医療活動が遠隔医療教育や医療サービスの向上に繋がる

ことを期待し、今回のアジア遠隔医療シンポジウムは「Telemedicine in Developing Countries」と題さ
れました。

シンポジウム１日目にはライブ内視鏡セッションが開催されました。ATS会場、大分大学とベトナ
ム国内の５病院を接続し、大分大学、108陸軍中央病院、ビェットドゥック病院からライブデモンストレー
ションが行われました。ATS会場や他の遠隔参加施設からは手術の状況について質問や討議が活発に交
わされました。また ATS会場からは精密なライブ画像に対し感嘆の声が上がりました。
２日目には第一回ベトナム遠隔医療ワークショップを開催。ベトナム各地からも多くの医師・技術者

が参加した ATSはベトナム国内の医療施設がお互いに状況を共有・理解し、今後の発展について話し合
う格好の場となりました。ベトナムでは遠隔医療活動が急速に広がっており、様々な問題点や今後の活動

について議論が行われました。遠隔医療に対する理解を得ることが難しい施設もあるようですが、遠隔医

療を通じよりよい医療教育やヘルスケアを広めるために、アジア遠隔医療開発センターも弛まず支援・努

力を続けようと改めて感じました。 
この１０年で遠隔医療は大きく変化し、またそのシステムも大きく発展しました。最初は少人数だっ

た遠隔医療のグループは、今ではアジアのみならず世界にネットワークを持つ大きなコミュニティとなっ

ています。長きにわたり支援を続け、我々の活動にお力添え下さっている皆様に心から感謝申し上げます。

来年のアジア遠隔医療シンポジウムはマレーシアでの開催を予定しています。2017年も遠隔医療は
アジア各国へ広がり続けるでしょう。さらに多くの皆様と第 11回アジア遠隔医療シンポジウムでお会い
できることを楽しみにしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田良子）

図 7-1 遠隔参加者と共に記念写真
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Report 1: Ryoko Yoshida, Coordinator 

Upon the request of Hue Central Hospital to support their telemedicine activity, we at TEMDEC 

decided to visit Hue city, Vietnam, to see the current situation and to discuss about future collaborations. 

Medical doctors and engineers have been actively joining fellowship and engineer training programs at APAN 

meeting. It seems that Mr. Tran Viet Quang Minh, an engineer of Hue Central Hospital is getting well trained 

for telemedicine activities. Dr. Pham Nhu Vinh Tuyen, Vice-Director of Medical Training Center, is very 

interested in telemedicine, too. He recommends young medical doctors to be involved in fellowship programs 

in telemedicine at APAN. We also took this opportunity to visit Hue University Medical and Pharmacy Hospital. 

Engineer Nguyen Van Tue, has been very active and supportive of telemedicine, hence we would like to 

encourage Hue University Medicine and Pharmacy Hospital to be more active in telemedicine. Our visit would 

help them to recognize the benefit and possibility of telemedicine. 

 
Tuesday, October 11: Hue Central Hospital 

 
 We visited Hue Central Hospital and had an opportunity to meet Prof. Nguyen Duy Thang, Vice 

Director of the hospital, Dr. Tran Nhu Nguyen Phuong, Head of Endoscopy Department, together with Dr. Tuyen 

and his colleagues.  

 At the meeting, Prof. Nguyen Duy Thang showed his deep appreciation to TEMDEC for inviting 

doctors and engineer to APAN meetings and Asia Telemedicine Symposium (ATS), mentioning that it had been 

a great opportunity for them. 

  

Meeting with Prof. ND Thang and his team 

 After the meeting with the hospital vice director, we moved to another meeting with the staff of the 

Endoscopy Department. 

  

Meeting with Endoscopy Department One of activities that TEMDEC supported was introduced. 
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 Endoscopy Department is active in telemedicine, and we received a big welcome from them. Dr. Tuyen 

gave a presentation to introduce Hue Central Hospital and their telemedicine activities. We could see that they 

are trying to gain the benefits of telemedicine. However, they also have some issues in expanding their activities 

such as, infrastructure, connection, human resources and language. For example, their medical doctors who 

have great interests in telemedicine but they have difficulty in joining international teleconferences due to 

language issues with their engineers. They are trying to be of help, however, the language issue discourages 

them to be involved in international telemedicine activities. This is one of the problems we often encounter. 

Telemedicine is not able to be launched without technical support. Therefore, we may need to find a solution, 

which can assist them linguistically. Last year, a manual book for telemedicine engineer was published, 

although it is written in Japanese, and we are currently planning to issue an English version. This would help 

engineers if the manual book can be translated into other local languages. They would gain knowledge by 

studying the book and it will encourage them to join into international telemedicine engineering community. 

If they become more interested in telemedicine by studying the manual book and gain knowledge, it might 

help them to overcome language issue. 

 Mr. Tran Viet Minh is the only telemedicine engineer of Hue Central Hospital. He has been very 

supportive of telemedicine activities, and he is always keen to gain new knowledge to expand telemedicine 

activity from Hue to throughout Vietnam and beyond. We hope Hue Central Hospital will be involved in 

telemedicine activity even more, and they would be one of the lead hospitals in telemedicine of Vietnam. 

 Hue Central Hospital gave us a hospital tour after the discussion. 
  

Hospital tour 

 

 

Engineers discussed about technical matters  

 

This auditorium can occupy about 200 people. It is 

sometimes used for teleconference. 
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Wednesday, October 12: Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital 

 
 With the presence of Dr. Nguyen Vu Quoc Huy, the Vice-Rector, we had a meeting with Hue 

University of Medicine and Pharmacy. Dr. Tran Van Huy, head of Department of Internal Medicine, and Dr. 

Nguyen Thanh Thao, deputy-head of Office of Science-Technology and International Relations were present 

at the meeting. Mr. Nguyen Van Tue, telemedicine engineer, belongs to the Office of Science-Technology and 

International Relations, and he supported all telemedicine activities both in the university and hospital.  

 At the meeting, collaborations between Vietnam and Japan were introduced. They have active 

programs not only for medical doctors but also for nurses, and they are aware of the benefit of tele-

education. They cited that they had much needs in telemedicine, especially tele-training. For instance, newly 

established endoscopy centers in Vietnam needs training opportunities and occasions to gain experiences. 

However, it is not easy for them to travel and study at experienced endoscopy centers due to a high budget 

and time requirement. Telemedicine is one of the great solutions for them to be educated, without being 

worried about time and money. Hue University of Medicine and Pharmacy is one of the key hospitals in 

educating and supporting young endoscopist. They are trying to apply telemedicine to provide a good 

educational platforms, hence they value that telemedicine is one of the key in their educational development, 

which can bring knowledge, skill and medical technique to central Vietnam. There are many district 

hospitals that are keen to gain knowledge, skill and medical technique, and Hue University of Medicine and 

Pharmacy is trying to provide it to them, using telemedicine.  

 
 

Meeting with Dr. Nguyen Vu Quoc Huy (left) and the team 

 
 Mr. Nguyen Van Tue is actually the only engineer who works for telemedicine. He said he could 

have support from other engineers when necessary, however, due to language issues, he needs to be in 

charge when a teleconference with other countries is held. They have the same problem as Hue Medical 

Hospital 

 After the meeting, we went for a hospital tour. We visited teleconference room to see their set up. 

Mr. Tue explained that the telemedicine equipment they have was not enough. TEMDEC engineers checked 

the equipment for telemedicine they had. 
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Visit to endocsopy unit Engineers discussion about technical issues 

 

 By visiting two key hospitals in Hue, we became more aware of the needs of telemedicine. They are 

trying to lead healthcare and medical education by using telemedicine, however, the current environment is 

not adequate to expand their activities. The necessity of adequate equipment, well trained staff, good 

network, better understanding in telemedicine from their institution, and educational opportunity for 

engineers is recommended for future telemedicine activities. We hope to continue to support their activities 

and help their growth in telemedicine in Vietnam and the world beyond. 
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8-2. ネパール訪問報告
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Report 1: Ryoko Yoshida, Coordinator 

 

 Nepal is aware of benefits of telemedicine. Dr. Saroj P. Dhital is a senior consultant surgeon in the 

Department of Surgery in Kathmandu Model Hospital and Kirtipur Hospital in Kathmandu. He has been very 

interested and one of the active members of APAN Medical Working Group. He also has important roles in 

telemedicine in Nepal; Founding Chairman of Telemedicine Society of Nepal, and, Founding Director of Center 

for Rural Healthcare and Telemedicine (PHECT). He has many friends and colleagues to work with to develop 

telemedicine activity in Nepal, however, he says that they have three major problems. First one is technology 

problem, which is gradually getting to be solved, because people have more interest in ICT in Nepal. Second is 

proper medical doctors who accelerate telemedicine activity. Third, cooperation with government. In order to 

be a help to solve the problems, TEMDEC decided to visit key hospitals in Kathmandu to see the current 

situation and discuss about the further collaboration.   

 

1. Tribhuvan University Teaching Hospital 

 Tribhuvan University is the first institution which started medical education in Nepal. Recently they 

held a teleconference on Ophthalmological topic with Tokushima University Hospital, Japan, and TEMDEC 

technically supported the event. After a quick visit to the teleconference room at Tribhuvan University 

Department of Information Technology, we had an opportunity to meet Prof. Deepak Prakash Mahara, 

Executive Director of the hospital. He showed much understanding on telemedicine activity and its advantage. 

Another meeting with Prof. Bimal Kumar Sinha, Assistant Dean of the hospital, followed.  

 

 

 

Prof. Deepak Prakash Mahara Prof. Bimal Kumar Sinha (right) 

 Prof. Bimal was aware of the telemedicine activity with Tokushima University, and commented that 

telemedicine was good educational method. It seemed that he gained much interest in remote education by 

seeing the list of Special Interest Group of APAN Medical Working Group. We hope them to have more 

opportunity to be involved to our activity in the future. 

 

2. Kathmandu Model Hospital 

 We visited Kathmandu Model Hospital, the most active institution in telemedicine in Nepal. Dr. Saroj 

P. Dhital plays an important role as a telemedicine medical doctor and the hospital is obviously the leading 
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institution in telemedicine. We visited teleconference room in the hospital and the telemedicine room at 

Department of Surgery.  

 

  

Engineers discussed on technical setup Group photo with the team 

 

 At the meeting, Dr. Saroj introduced the history of the hospital and mentioned about Kirtipur Hospital, 

newly launched hospital in Kathmandu. Some part of the hospital is still under construction, but it had started 

functioning, also, the hospital has telemedicine center. Dr. Saroj was very considerable to improve telemedicine 

environment in Nepal and how to collaborate with other countries. 

 

3. Kirtipur Hospital 

 We moved to Kirtipur Hospital to see the new telemedicine center Dr. Saroj and his team will use 

for more activities and to discuss more about future collaboration with Dr. Bharat Pradhan, Director of 

Kathmandu Model Hospital, and the team.  

  

Entrance of the new hospital (Left ) Dr. Bharat Pradhan 

  

New telemedicine center  Group photo 
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 The newly-established telemedicine center has a large room with enough seats to contain, probably 

up to 50 people. More people can join if the space allows. The room is bright and clean, well equipped with 

teleconference system. Mr. Rojen Shahi is the responsible telemedicine engineer for both Kathmandu Model 

Hospital and Kirtipur Hospital. NREN (Nepal Research and Education Network) is being very supportive for 

the hospitals, however, the hospital needs their own skilled engineer to expand more telemedicine activity. 

Mr. Rojen said that he joined the telemedicine workshop organized by Dr. HS Han, Seoul National University 

Bundang Hospital, and he was looking for other opportunities to gain knowledge to be skilled telemedicine 

engineer. Dr. Saroj mentioned that they might need to hire another engineer who can support their expanding 

activity. There is the needs for educational opportunity for telemedicine engineer, therefore, I think TEMDEC 

needs to continue to provide opportunities for them.  

 

4. Patan Academy of Health Sciences (Patan Hospital) 

 The hospital was introduced as one of the active hospital in Kathmandu. We were fortunate to meet 

the hospital Director Dr. Sishnu Psd. Sharma. Dr. Shimizu introduced telemedicine activity that TEMDEC had 

been supporting. Dr. Sharma showed a great interest and mentioned that telemedicine for education was 

very useful and beneficially. After the short meeting with the hospital director, we moved to teleconference 

room. Mr. Pramod Janawali, telemedicine engineer, introduced their activity and teleconference system they 

use, which is called “openmeeting”. 

 Patan Hospital is actually a member of ECE (Endoscopy Clun E-conference) group, which is one of 

Special Interest Group of APAN Medical WG. Even though they had been not very active to join the 

teleconference due to the time difference, they promised to be involved more to the activity.  

 

  

Center for rural telemedicine program at Patan Hospital Discussion with the center staff. 

(Right) Engineer Mr. Pramod Janawali 

  
Group photo with the hospital director  Discussion for more collaboration 
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5. Nepal Education and Research Network (NREN) 

 Due to the time limitation, we could spend only a short time at NREN, who had been very 

supportive to telemedicine activity, however, we were able to promise for more collaboration in the future.  

  

Engineers checking the server Group photo 

  

6. Ministry of Health 

 We were very fortunate to receive one more honorable opportunity to meet the Minister of Health, 

Nepal. At the audience, Dr. Shimizu explained our activity and how it would help the health service in Nepal. 

To expand telemedicine in Nepal and beyond, understanding and cooperation of the government is 

necessary. We hope the opportunity provided him an idea of telemedicine and e-health, and it would help the 

development activity in Nepal. 

 

  

(Left) Minister of Health, Nepal Group photo 

 

 Due to the limited flight access to Kathmandu, we could manage only one day to spend in Nepal. 

Therefore, we were not able to spend much time at each institution. Nonetheless, 4 medical institutions and 

NREN kindly arrange their schedule for us to visit, and we had very honorable opportunity to visit Ministry 

of Health. I think it proves the great needs of telemedicine in Nepal. Each stopover was short, however, I 

think it was very fruitful occasion. They all were proud of their telemedicine activity and keen to expand 

more for domestic and international healthcare education and treatment. Most of remote areas in Nepal are 

in at high in the mountains. I believe the development of telemedicine will provide great benefits to 

throughout the country, educationally and medically.  

 



TEMDEC 活動報告 2016

188

9. 論文リスト

1. Shimizu S, Han HS, Kudo K, Houkabe Y, Antoku Y, Nakashima N: 
 Telemedicine: Principles and the Future
 In: Mishra PK, eds. Textbook of Surgical Gastroenterology. New Delhi. Jaypee Brothers Medical  
 Publishers, 1352-1356, 2016

2. Haux R, Koch S, Lovell N, Marschollek M, Nakashima N, Wolf KH:
 Health-Enabling and Ambient Assistive Technologies: Past, Present, Future 
 IMIA Yearbook of Medical Informatics, 30;25(Suppl. 1), 2016
 
3. Sahri NM, Okamura K:
 Adaptive Query Rate for Anomaly Detection with SDN 
 International Journal of Computer Science and Network Security, 16(6), 43-51, 2016

4. Sahri NM, Okamura K: 
 CAuth - Protecting DNS application from spoofing attacks 
 International Journal of Computer Science and Network Security, 16(6), 125-134, 2016

5. Yu Y, Nakamura M, Nakashima N:
 Designing Health Data Management Systems: Learning from Prominent Worldwide Applications
 Journal of Health & Medical Informatics, 10 (4172) 2157-7420, 2016

6. 清水周次：
 国際医療部

 学士鍋 , 181, 3-4, 2016

7. 安德恭彰 , 工藤孔梨子、富松俊太 , 波々伯部佳子 , 平野将二 ：
 第 3章テレビ会議システム , 41-72, 2016 
 工藤孔梨子 , 安德恭彰 編集 , 清水周次 , 中島直樹 監修：
 遠隔医療カンファレンス 技術担当者になったら読む本 入門編 , 2016
 一般社団法人 国立大学附属病院長会議事務局 , 2016 

8. 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の情報デザイン -人物情報管理のモデル化およびシステ
 ム構築 -    
 日本遠隔医療学会雑誌 , 12 (2), 177-180, 2016 
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9. 富松俊太 , 工藤孔梨子 , 波々伯部佳子 , 北村泰一 , 中島直樹 , 田口智章 , 清水周次：
 定期的な遠隔医療カンファレンスにおける技術的準備のトラブルに対する影響：小児がん拠点症例検

 討会の例    
 日本遠隔医療学会雑誌 , 12(2), 157-160, 2016 

10. 学会・講演リスト 
学会および講演　( 海外 )

1. Shimizu S: 
 Expanding community of telemedicine in Asia recent changes in technology
 Meet BdREN 2016
 Dhaka, Bangladesh, 2016/4/18-19  Invited lecture (remote)

2. Shimizu S: 
 Ten-year Experience of Remote Medical Education in Asia: Possible expansion to Latin America
 Webinar on Remote Instrumentation for Medical Applications
 Santiago, Chile, 2016/7/14  Workshop (remote)

3. Shimizu S:
 Telemedicine in Asia and beyond
 The National Telemedicine Workshop
 Kathmandu, Nepal, 2016/9/9-10  Workshop (remote)

4. Shimizu S: 
 Remote medical education project in Latin America
 Global e-Health Grand Rounds
 Santiago, Chile, 2016/9/20   Invited lecture (remote)

5. Shimizu S:
 Ten-year experience in Asia
 Medical Demonstration at "Technology on Education" for Latin America
 Mexico City, Mexico, 2016/9/30  Invited lecture (remote)

6. Shimizu S:
 Remote medical education in ASIA: Early gastic cancer project
 SiTEL Conference / Upper Gastrointestinal of Telemedicine Session
 Bangkok, Thailand, 2016/11/17     Invited lecture (remote)
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7. Shimizu S, Kudo K:
 Global Expansion of Remote Medical Education -Focusing on ASEAN countries-
 ASEAN – Japan Healthcare ICT Forum
 Tokyo, Japan, 2016/2/20    Invited lecture

8. Matsumoto K, Nohara Y, Wakata Y, Yamashita T, Nakashima N:
 Exploratory Data Analysis of Clinical Pathway for Brain Hemorrhage Using Machine Learning  
 Technique
 The 17th China-Japan-Korea Joint Symposium on Medical Informatics (CJKMI2016)
 Yokohama, Japan, 2016/11/22   Oral presentation

9. Sahri NM, Okamura K:
 Collaborative Spoofing Detection and Mitigation - SDN based looping authentication for DNS 
 services Proceedings of COMPSAC 2016
 The 40th IEEE Computer Society International Conference on Computers, Software & 
 Applications
 Atlanta, USA, 2016/6/10-14   Workshop

10. Sahri NM, Okamura K:
 Protecting DNS services from IP spoofing - SDN collaborative authentication approach
 The 11th International Conference on Future Internet Technologies, ser. CFI '16, ACM
 Nanjing, China, 2016/6/15-17   Workshop

11. Allakany A, Okamura K:
 Fast Switching Mechanism for Multicasting Failure in OpenFlow Networks
 World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science
 Rome, 2016/3/21-22    Workshop

12. Aso A, Shimizu S, Yao K:
 Asia-Pacific tele-learning trial for improving the endoscopic detection of early gastric cancer:  
 multicenter feasibility study
 The 10th Asia Telemedicine Symposium
 Hanoi, Vietnam, 2016/12/2   Oral presentation

13. Kudo K:
 Technology for Remote Medical Education
 The 1st Annual Meeting of Red LaTE 
 Mexico City, Mexico, 2016/9/30   Invited lecture (remote)

14. Kudo K:
 Remote Medical Education in Asia and Beyond - To keep expanding MYREN Futurescape 2016
 Putrajaya, Malaysia, 2016/11/24   Invited lecture (remote)
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15. Kudo K:
 Technical Changes for Recent Five Years
 The 10th Asia Telemedicine Symposium
 Hanoi, Vietnam, 2017/12/2-3   Invited lecture

16. Kitamura Y:
 Video Sharing System
 The 42nd Asia-Pacific Advanced Network Meeting
 Hong Kong, China, 2016/8/1   Oral presentation

17. Kitamura Y:
 JoinView
 The 10th Asia Telemedicine Symposium
 Hanoi, Vietnam, 2016/12/3    Oral presentation

学会および講演　( 国内 )

1. 清水周次：
 増え続ける国際化ニーズへの対応：九州大学病院の取組み
 福岡労災保険指定病院協会学術講演会
 福岡市 , 2016/10/2     招待講演

2. 清水周次：
 日本に居ても海外気分：遠隔コミュニケーションのすすめ
 Let’s go “Ryu-gaku”!　留学のススメ！
 福岡市 , 2016/10/8     招待講演

3. 清水周次 ,・工藤孔梨子：
・ 遠隔教育による海外支援：整形外科分野へ期待
・ 第 89 回日本整形外科学会学術総会
・ 横浜市 , 2016/5/12-15・ ・ ・ ・ 招待講演

4. 中島陽子 , 今本治彦 , 柴尾和徳 , 藤原道隆 , 林秀樹 , 石島志保 , 坂本一博 , 高橋玄 , 七戸俊明 , 眞子文江 , 
 石田稔 , 清水美沙 , 藤井秀則 , 三島博之 , 清水周次：
 TV 会議システムを利用した「チームテレカンファレンス」セミナーの有用性
 第 29回日本内視鏡外科学会総会
 横浜市 , 2016/12/8-10    一般口演

5. 藤井進 , 野中小百合 , 南雲文夫 , 堀田多恵子 , 末岡榮三郎 , 中島直樹 , 康東天：
 パターン IDと患者 IDから生成する統合 ID(自動名寄技術 )の個人を特定する能力評価と、それを
 用いた施設間の連結がもたらす大規模医療情報データベースにおける経時性や網羅性に対する有用性
 の評価
 第 36回医療情報学連合大会 (第 17回日本医療情報学会学術大会 )
 横浜市 , 2016/11/24     ポスター
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6. 山本陵平 , 新澤真紀 , 守山敏樹 , 猪阪善隆 , 杉山斉 , 丸山彰一 , 中島直樹 , 岡田浩一 , 岡田美保子 , 柏
 原直樹：
 コホート研究を目的とした情報処理システム：コホートメーカー
 第 36回医療情報学連合大会 (第 17回日本医療情報学会学術大会 )
 横浜市 , 2016/11/23     一般口演

7. 安徳恭彰 , 若田好史 , 行実史子 , 錦谷まりこ , 德永章二 , 中島直樹：
 汎用型臨床研究データ収集システムの比較研究
 第 36回医療情報学連合大会 (第 17回日本医療情報学会学術大会 )
 横浜市 , 2016/11/22     一般口演

8. 中島直樹 , 植木浩二郎 , 美代賢吾 , 興梠貴英 , 森永裕 , 谷祐児：
 J-DREAMSなどの疾患コホート研究の意義と医療情報部門の役割
 第 36回医療情報学連合大会 (第 17回日本医療情報学会学術大会 )
 横浜市 , 2016/11/22     シンポジウム

9. 岡村耕二：
 九州大学におけるサイバーセキュリティ教育の紹介
 大学 ICT推進協議会 2016年度年次大会
 京都市 , 2016/12/14-16    一般口演

10. 金子晃介 , 伴芳龍 , 岡村耕二：
 セキュリティエンジニアを育成するためのインストラクショナルデザインの考察
 大学 ICT推進協議会 2016年度年次大会
 京都市 , 2016/12/14-16    一般口演

11. Abd Aziz MZB, Okamura K:
 Analysis on Attack Botnet within Software Define Network Architecture
 電子情報通信学会 サービスコンピューティング研究会
 東京 , 2016/3/25     一般口演

12. Sahri NM, Okamura K:
 Collaborative Spoofing Detection and Mitigation - SDN based looping authentication for DNS 
 services
 電子情報通信学会 インターネットアーキテクチャ研究会
 唐津市 , 2016/3/3     一般口演

13. Abd Aziz MZB, Okamura K:
 Analysis Study on botnet attack to SMTP Server using Software Define Network
 電子情報通信学会 インターネットアーキテクチャ研究
 唐津市 , 2016/3/3     一般口演
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14. Abd Aziz MZB, Okamura K:
 Implementing Multicasting Openflow Controller Based on Heuristic algorithm
 電子情報通信学会 インターネットアーキテクチャ研究会
 唐津市 , 2017/3/3     一般演題（口演）

15. 安徳恭彰：
 遠隔医療の進歩 ITエンジニアの役割
 第 65回神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座
 横浜市 , 2017/2/5     招待講演

16. 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の情報デザイン -人物情報管理のモデル化およびシステ
 ム構築 -
 第 20回日本遠隔医療学会学術大会
 米子市 , 2016/10/15-16    一般口演

17. 北村泰一 , 工藤孔梨子 , 安徳恭彰 , 中島直樹 , 須山佳典 , 清水周次：
 遠隔医療教育のため全ユーザーが再生操作・指示可能な動画像共有ツールの提案
 第 20回日本遠隔医療学会学術大会
 米子市 , 2016/10/15-16    一般口演

18. 北村泰一：
 九州大学病院アジア遠隔医療開発センターが目指す遠隔医療
 早稲田大学ゼミ
 東京 , 2016/11/22     招待講演

19. 富松俊太 , 工藤孔梨子 , 波々伯部佳子 , 北村泰一 , 中島直樹 , 田口智章 , 清水周次：
 定期的な遠隔医療カンファレンスにおける技術的準備のトラブルに対する影響：小児がん拠点症例検
 討会の例
 第 20回日本遠隔医療学会学術大会
 米子市 , 2016/10/15-16    一般口演
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11. 報道記録 

1. 関東腹腔鏡下胃切除研究会ー若き挑戦者たちの軌跡ー
 日本内視鏡外科学会ニュースレター , No.22,  2016年 3月 15日

2. ENDOSCOPY EDUCATION The Era of Tele-Medicine
 UMMC COE Magazine, p44-p45,  2016年 4月

3. ［医学部訪問］九州大学　住本英樹・医学部長　未来に役立つ研究を推進
 読売新聞 , 朝刊 , 2016年 4月 10日
 http://www.med.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?i=857&c=10

4. Teleconference Based Academic Practice, Innovation Dentist Education Modern Era
 UNAIR NEWS, 2016年 4月 15日
 http://news.unair.ac.id/2016/04/15/praktek-akademik-berbasis-teleconference-inovasi-pendidikan-
 dokter-gigi-era-modern/

5. 医療連携を見据えた機密性の高いデータの安全かつ高速な転送・共有を実現　医用動画プレビューシ
 ステムの開発をアジア遠隔医療開発センターが協力
 NHNテコラス株式会社 , 株式会社ユニゾンシステムズ , 2016年 6月 7日

6. 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 -内視鏡手術ロボットを用いた胃
 がん手術と講演会を開催
 九大病院ニュース vol.29, 九州大学病院広報委員会 , ｐ 2-3, 2016年 6月
 http://hosp.kyushu-u.ac.jp/info/kohoshi/pdf/news29.pdf

7. パートナーとしての九州大学　病院ご利用・医療関係者のみなさまへ
 KYUSHU UNIVERSITY FINANCIAL REPORT 2016　財務レポート 2016, 2016年 9月

8. 「臨床教授制度」を用いて外国人医師を招へい　膵腫瘍に対するロボット支援膵切除術の実施と講演 
 会を開催
 九大病院ニュース vol.30, 九州大学病院広報委員会 , p7, 2016年 10月

9. High light of Nov. 2-3 Live dDemonstration Nov.2-3
 APDW 2016 DAYLY[Vol. 2], 2016年 11月 4日

10. High light of Nov. 4 Live Demonstration
 APDW 2016 DAYLY[Vol. 3], 2016年 11月 5日

11. クラッセー博士が病院訪問
 九州大学病院 , 2017年 1月 11日
 http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?storyid=1284&categoryid=1
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12. 小児医療センターにおける小児がん拠点病院としての活動紹介
 九大病院ニュース vol.31, 九州大学病院広報委員会 , p2, 2017年 1月

13. 辻岡和孝 , 中川 肇： 国境を越えた医療カンファレンス環境構築の報告
 平成 28年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議 , 大津市 , 2017年 1月 25-27日 , ポスター

14. 本邦初！「臨床教授制度」を用いた共同事業を、九州大学病院で実施
 ほすぴたる No. 709, p4-6, 2017年 2月 20日

15. Collaboration between doctors and engineers
 ASEF Outlook Report 2016-2017, Vol2, 130, p124

16. Information Technology
 Institute of Liver & Biliary Sciences Annual Report 2015, 267-268

17. 次世代医療の実現へ向けて
 大学ガイドブック　Discovery 2014-2015, p29
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12. あとがき

壁

考えてみると、長年にわたる TEMDECの活動の目的は医療の世界に横たわる壁を崩すことにあった。

国の壁、距離の壁、言葉の壁、人種の壁、貧富の壁、宗教の壁、イデオロギーの壁、診療領域の壁、患者

と医療者の壁、ITシステムの壁などであろうか。

壁は確実に崩れる。もちろん我々の前には多くの壁がいまだに立ちはだかるが、それを打ち壊す動き

も世界中で確実に増えている。最新の医療知識で一人でも多くの患者さんを救いたい医療者の強い意志や、

その思いを最新の技術で支援するシステムエンジニアに支えらえて日々、懸命な活動が続いている。

2016年 7月 1日、バングラデシュの首都、ダッカのレストランで JICA事業に参加していた日本人 7

名を含む 23名がテロリズムの犠牲となった。これを機に外務省渡航情報の危険警告レベルが上がり、九

州大学も渡航の自粛を通知した。テロリストが我々の思いとは逆に壁を立てたのである。結果、私は 8月

の渡航を断念せざるを得なくなった。

2017年 1月 25日ドナルド・トランプ米大統領が、メキシコとの国境に「通過不可能な具体的な障壁」 

を建設する大統領令を、2月 1日には特定の 7カ国民の米国入国を 90日間禁止する大統領令を相次いで

発出した。この時代、新しく壁をうち立てるのはテロリストだけだと思っていたのだが。。。

しかし壁は立ててもいつか崩される。患者の、患者の家族の、医療者の強い思いがそれを後押しする。

ベルリンの壁を思い出そう。壁を立てた者と崩した者のいったいどちらがヒーローであるか、を。

・

平成 29年 3月

九州大学病院 国際医療部 アジア遠隔医療開発センター　副センター長
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顧問

石橋	達朗
九州大学病院	病院長

スタッフ

清水	周次
アジア遠隔医療開発センター	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
アジア遠隔医療開発センター	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

森山	大樹
九州大学病院	国際医療部	アジア遠隔医療開発センター	助教
〒 812-8582	福岡市東区馬出 3-1-1
Tel:	092-642-4436
Fax:	092-642-5983
Email:	rimo@surg1.med.kyushu-u.ac.jp

麻生	暁
九州大学病院	国際医療部	海外交流センター	臨床助教
〒 812-8582	福岡市東区馬出 3-1-1
Tel:	092-642-4439
Fax:	092-642-5087
Email:	a-aso@intmed3.med.kyushu-u.ac.jp
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工藤	孔梨子
九州大学病院	国際医療部	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	国際医療部	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	国際医療部	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	国際医療部	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

吉田	良子
九州大学病院	国際医療部	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	国際医療部	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
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児玉	千春
九州大学病院	国際医療部	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

大山	明子
九州大学病院	国際医療部	アジア遠隔医療開発センター
事務補佐員
812-8582	福岡市東区馬出 3-1-1
Tel:	092-642-5014
Fax:	092-642-5983
Email:	a-oyama@tem.med.kyushu-u.ac.jp

研究協力者

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

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
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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
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