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【福岡】医師の遠隔医療教育、累計82カ国1306施設と接続-森山智彦・九州大学
病院アジア遠隔医療開発センター長に聞く◆Vol.1

記事検索

関連記事

【福岡】最新設備で新生児の手術レベル…
m3.com地域版

「かたちは定着した。今後はより質の向…
m3.com地域版

【福岡】九州初、11歳未満の子どもの…
m3.com地域版

一緒に活動しながらミャンマーの医療ス…
m3.com地域版

【福岡】「九州で11歳未満の心臓移植…
m3.com地域版

【徳島】ダビンチと腹腔鏡、バランスよ…
m3.com地域版

日本主導でアジア試験網-抗癌剤開発の基盤構築へ …
薬事日報

「遠隔医療の今後は個人データ活用し予…
長倉克枝（m3.com編集部）

ミャンマーの子どもに対して国内で初め…
m3.com地域版

「外科学の未来を拓く」ために、馬場熊…
橋本佳子（m3.com編集長）

あなたにおすすめ最新記事

妻が入院、個室で面会中に女性看護師を刺す…包丁は
「自宅から持ってきた」

5月29日

働き方改革で大学病院の医師、外勤ができ
なくなるのでは - 木下勝之・日本産婦人科
医会会長◆Vol.3
5月28日

「自分の娘に恥ずかしくない社会を」ー
佐々木潤先生・佐々木奈央先生（コーネル
大学小児科）◆Vol.2
5月29日

コロナに感染した医師
5月28日

世界の病院での死亡率/死因【データで見
る医療】
7時間前

おすすめ臨床記事

アニサキス「良く噛めば大丈夫」？
時流

血小板減少、即紹介の病態はコレ
ドクター寄稿

脳波から「社交性」が読み取れる？
MIT Technology Review

膀胱がん、ロボット手術 vs. 開腹術
JAMA

帝王切開前の抗菌薬、児への影響は？
BMJ

医療ニュース・医療維新ハイライト

大学勤務医、バイトできなくなる？ 5月28日

オンライン診療推進へ「自宅以外でも」 5月28日

「ちょっと帰るわ」が許される病院 5月29日

勤務医へ面接指導義務に、どうなる？ 5月29日

論文感覚で書いてしまうと誤解が… 5月29日

「ある意味逃げている」お役所の発信 5月29日

医療系文献探し、困った時の対応法 5月29日

勤務医の業務軽減怠った病院【判決】 5月28日

週間ランキング

医療ニュース

足のむくみ治療で腹部手術は「不適切」　業過…

医療事故で６０代男性死亡　大阪・吹田の市立…

日本医師会:日医会長、求心力失う　２期目立候…

研修医、ジャクソンリースに抵抗なく「何かお…

国立病院汚職　「便利屋小松」接待尽くし…家…

医療維新

医療機関への権限強化、「反対」少数も配慮求…

「きょう当直なんです」直前に言われても…

「医療だけが特別」の誤解捨て政治に関心を - …

「我々はかかりつけ医制度を推進する立場」全…

働き方改革で大学病院の医師、外勤ができなく…

2022年5月27日 (金)配信 m3.com地域版

"

海外の医療機関との間で医師の遠隔医療教育を行うことを目的に2008年に設立された九州大学
病院アジア遠隔医療開発センター（TEMDEC）。国際間のウェビナーや症例検討会、手術や内視
鏡の動画配信などを通じ、世界中の専門家や医療スタッフとの情報共有を大学病院の専門組織と
して活発に展開中だ。センター長の森山智彦氏に、センター設立の経緯、現在の活動状況などに
ついて聞いた。（2022年4月25日インタビュー、計2回連載の1回目）

▼第2回はこちら（近日公開）

森山智彦氏

――アジア遠隔医療開発センター設立の経緯を教えてください。

遠隔医療と言えば一般的にはオンライン診療や遠隔手術をイメージするかもしれませんが、私
たちが主に取り組んできたものは、DtoD（Doctor to Doctor）、すなわち医師間の遠隔医療教
育です。

日本は胃がんの罹患率が世界的にも高く、未だに多くの方が胃がんでお亡くなりになります
が、内視鏡で早期発見できればすぐに職場復帰が可能ですし、化学療法や放射線療法を用いず低
コストで済みます。日本は胃がん診療のトップランナーで、前センター長で外科医の清水周次先
生（現：九州大学副理事）が、1990年代に日本で開発された胃がんに対する腹腔鏡手術や早期胃
がんの内視鏡治療などを海外に紹介したいと考えたことが私たちの活動の原点となっています。

日本でそうした最新の手技や治療を学びたい海外医師がたくさんいるのですが、来日するのに
はお金がかかりますし、来日しても1カ月程度ではなかなか知識や技術を習得できず、ある程度継
続的に学ぶ必要があります。

1990年代後半にインターネットが登場しましたが、当時のインターネットは低速でした。一
方、衛星回線は高速でしたが非常に高価で、日常的には使えない状況でした。そうした中、2002
年の日韓合同ワールドカップの際に、福岡と釜山の間に大容量の光ファイバーケーブルが開通
し、日本側のハブを九州大学が担うことになりました。2003年に、当時の先端医療だった胃がん
の腹腔鏡手術を韓国のがんセンターに向けてライブ中継したのが最初の取り組みです。

その後、NREN（ナショナルリサーチアンドエデュケーションネットワーク）という研究教育
用のネットワークが世界中に張り巡らされ、パソコンとフリーアプリ、あとは家庭用のビデオカ
メラとマイクさえあれば利用できる状況になっていきました。そうしたインフラを利用して、日
本から世界に向けて発信するだけでなく、例えば鳥インフルエンザなどはアジアの国々の方が圧
倒的に多くの症例の経験がありましたので、そうした情報を世界から入手したりもしてきまし
た。

――現在はどのような活動をしているのですか。

国際間のウェビナー、症例検討会、手術や内視鏡のライブ動画配信などを行っています。定期
的に開催しているもの、不定期のもの、一度限りのものも含めると、接続施設数は累計で82カ国
1306施設（2022年4月27日現在）になります。

定期的に開催しているものとして、中国の北京協和医院や復旦大学中山病院などと胃がんのカ
ンファレンスを行っています。中国も胃がんが非常に多い地域なので、主に早期がんの診断につ
いて教えています。中国からは内視鏡医、外科医に加え、病理の先生にも参加していただき、切
除した標本についてのフィードバックも得ています。

チリやペルーなどの南米も胃がんが多い地域なので、チリのアレマナ病院やチリ国立がんセン
ター、ペルーのギレルモ・アルメナーラ国立病院や日秘総合診療所などと、年に3～4回ほどカン
ファレンスを開催しています。ロシアとも2017年から実施しており、ヤロスラブリ地域癌病院や
ロシア鉄道中央第一病院などと、年4～5回、累計12～13回ほど開催しています。インドネシア
のインドネシア大学やブラウィジャヤ大学とも神経内科に関するカンファレンスなどを実施して
います。

こうした定期的に開催しているカンファレンスは、海外から九州大学に来てしばらくの期間勉
強した人が、自国に戻った後もオンラインを用いて継続的に勉強していこうというところからス
タートしているパターンが多いですね。フェースツーフェースの個人的なつながりがないと定期
的に開催するのはなかなか難しいと感じています。

テレカンファレンスの様子

症例検討会の様子

ライブデモンストレーションの様子

――新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連のウェビナーなども開催していますか。

定期的ではないですが、2020年の初頭、COVID-19がアジアで広まり始めていたころに、アジ
アの中で情報を共有しようということで、フィリピン、シンガポール、台湾などの医師に声をか
け、今何が起こっているのか、どういう対策をしているのか、医療スタッフを感染からどう守る
か、といったテーマで積極的にディスカッションしていました。初回のウェビナーでは COVID-
19に関する情報がまだほとんどなかったので、世界中から4000人ほどが見に来ていました。中
央アジアにCOVID-19が広がった際には、中央アジアの大使館の人たちも参加してディスカッシ
ョンしました。

ただ、COVID-19関連の情報は医療者間で徐々に整理され、2020年の暮れからはワクチンが出
てきたこともあって、われわれもあまり積極的には情報発信しなくなりました。当院の感染症の
先生方も市や県の行政の仕事で忙しく、こちらとしてもなかなかお願いしづらい状況になってい
きました。

――センターでは遠隔医療教育以外にもいろいろな業務を行っているようですね。

メインはあくまでも医師間の遠隔医療教育ですが、それ以外に、遠隔セカンドオピニオン、新
技術の研究開発・導入、コンテンツの開発、アジア太平洋先端ネットワークにおける医療ワーキ
ンググループの事務局運営、技術・運用サポートなども行っています。

これまで海外医師からの遠隔での症例相談には積極的に対応してきました。一方で、海外患者
さんからの遠隔セカンドオピニオンはそれほど多くありませんでしたが、先日は来日困難なモン
ゴル人患者さんからの医療相談をオンラインで実施しました。新型コロナ対応のため来日の手続
きが少し複雑になったこともあり、今後は海外からの遠隔セカンドオピニオンも増えてくるかも
しれません。

新技術の研究開発・導入については、例えば手術などの動画を、どの施設からも途中で停止し
たり、医療画像に書き込んだりすることができるウェブアプリケーションを企業と一緒に開発し
たりしています。

コンテンツの開発については、前任の清水先生が外科医で私が内視鏡医なので、どうしても消
化管がんを中心としたプログラムが多くなります。そこで、その他の診療科のプログラムや、国
内外の他の病院が主催するプログラムなど、いろいろな分野にテーマを広げています。九州大学
内においても、国際医療における法的な問題などについて法学部の先生たちと話し合うプログラ
ムや、アジアの高齢化について考えるプログラムなどを作ったりしています。

2010年ごろからアジア太平洋先端ネットワーク会議（APAN）においては、医療ワーキンググ
ループの事務局を担当しています。APANは年2回開催されるのですが、直近では2022年3月に第
53回APANがオンライン開催され、当センターが主導して低侵襲手術、胆肝膵外科、歯科、眼
科、内視鏡など、多くの遠隔医療教育セッションを実施しました。

技術・運用サポートについては、当センターでエンジニアを採用し、センターが保有する遠隔
医療教育用会議室のシステム運用と技術面のサポートを行っています。当センターのエンジニア
は、院内の他の組織が主催するオンライン会議やウェビナーの技術的な支援も行っています。

遠隔医療教育用の会議室

――組織の人員について教えてください。

専任教員はセンター長の私と助教1人（技術系）で、学術研究員が3人います。それと、テクニ
カルスタッフ4人、国際コーディネーター3人、事務補佐員1人がいます。それ以外に、各診療科
に国際医療に関する窓口となる方がそれぞれ1人ずつ、計50人ほどいます。

◆森山 智彦（もりやま・ともひこ）氏

1996年に九州大学医学部卒業後、九州大学第二内科（現：病態機能内科学）に入局。九州
大学病院消化管内科助教を経て、2017年にアジア遠隔医療開発センターの副センター長に
就任。2018年に国際医療部の准教授、2021年4月にアジア遠隔医療開発センターのセンタ
ー長に就任。

※アジア遠隔医療開発センターのホームページ

【取材・文＝堀 勝雄（写真は病院提供）】

この記事を友人・知人の医師に紹介しませんか？

ご紹介した方に… 705p（3,000円相当）、ご紹介された方に… 235p（1,000円相当）プレゼント

※ご紹介から一ヶ月以内に医師の方が新規会員登録された場合のみ対象です。
※Amazon®ギフト券換算（プラチナ会員の場合）

この記事を紹介する

MR君／医療情報メッセージ MRへ連絡する

森山 智彦先生、こちらの情報はお早めにご確認
ください

【リモートMRがご紹介！】非がん性慢
性疼痛治療に伴うオピオイド誘発性便
秘に対する ルビプロストンの有効性お
よび安全性について
（開封50  /コンテンツ50 ）

注目のコンテンツ

未登録 ラベルのついたMRの医薬品情報を読むと、以降定期的に
医薬品情報が配信されるようになります。

MA君

未登録 ラベルのついた担当者からの情報を読むと、以降定期的に
情報が配信されるようになります。MAとは・・・

地域医療

QOL君

未登録 ラベルのついた担当者の情報を読むと、以降定期的に情報
が配信されるようになります。

注目のコンテンツ

提携企業トピックス

【ビレーズトリ】吸入指導動画 NEW
アストラゼネカ株式会社 2022年05月30日

タグリッソを服用中の患者さんとご家族のためのアプリ
NEW
アストラゼネカ株式会社 2022年05月30日

安全なCVポート管理（当院の逆血確認手技のコツ）
NEW
カーディナルヘルス株式会社 2022年05月30日

医師１年目からの わかる、できる！栄養療法 NEW
羊土社 2022年05月30日

手術用手袋のピンホール発生は着用時間に左右される
NEW
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 2022年05月30日

産業医を始める前に知っておきたいHow to！ NEW
株式会社日本医事新報社 2022年05月30日

半導体不足以外にも注意！エアコンの準備万端ですか？
NEW
サノフィ株式会社 2022年05月30日

「今日の治療薬アプリ」プレゼントキャンペーン実施中
NEW
南江堂 2022年05月30日

治療後の慢性期では心筋シンチで虚血評価を！ NEW
日本メジフィジックス株式会社 2022年05月30日

医療関係者向けサイトリニューアルのご案内 NEW
帝人ファーマ株式会社 2022年05月30日

トピックスタイトルのクリックで外部サイトへ移動します
!トピックス一覧  !医薬品情報一覧  !ランキング一覧
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# $ % & ' 472p 森山 智彦 先生 ! ( 

期間限定 森山 智彦先生へ 特別なお知らせ

もれなく4700アクション進呈！
確認する

森山 智彦先生へ
メッセージが届いています。

未読 【食道癌】がん免疫サイクルにおける…
MSD株式会社

ニュース・医療維新を検索 (

) 4件

) 40件

) 20件

森山 智彦先生、こちらの情報はお早めにご確認ください

【リモートMRがご紹介！】非がん性慢性疼痛治療に伴うオピオイド誘発性便秘に対
する ルビプロストンの有効性および安全性について
（開封50  / コンテンツ50 ）

Web講演会
未予約 ヴィアトリス　WEB講演
会予約+視聴60
6/2 19:00～20:35

Web講演会
未予約 GSK Severe Asthma Seminar
（We…
6/3 19:00～20:10

先生が獲得可能なポイント
220p ＝ 700円分
※会員ステータスと未読メッセージ数から概算
! 未読メッセージへ
ワンポイント医療情報

my MR・MR君を一括登録で､4700 進呈

MR君

NEW 【即回答可】男性脱毛症（AGA）に関する
調査_162671
M3 ／ アン・ケイト

ワンポイント

未読 Moderna Mindset インパクトを生み出
す唯一の道としてリスクを受け入... 100*
モデルナ・ジャパン株式会社

ワンポイント

未読 【食道癌】がん免疫サイクルにおけるキイ
トルーダ(R)及び化学療法の作用機序 100*
MSD株式会社

ワンポイント

未読 ベクルリーの軽症患者への投与が可能にな
りました 50*
ギリアド・サイエンシズ株式会社

ワンポイント

未読 Modernaからのメッセージ 100*
モデルナ・ジャパン株式会社

ワンポイント

未読 どうする3回目接種？患者向け特設サイト
のご案内 50*
モデルナ・ジャパン株式会社

MR君

未読 新着Web講演会情報です
M3 医療情報担当 ／ 坂井悠紀子

my MR君

未登録 営業担当より医薬品・医療機器の情報を定
期的にお届けします 20*
帝人ヘルスケア株式会社 ／ 忠重　隆希

MR君

未登録 大塚製薬株式会社より「エンレスト」の情
報をお届けいたします 20*
大塚製薬株式会社 ／ 小松ゆう

未登録 炎症性腸疾患（IBD）領域に関するメディ
カル情報をお届けし... 20*
ギリアド・サイエンシズ株式会社/エーザイ株式会社/EA
ファーマ株式会社 ／ 神宮寺　瀬奈

未読  高難易度の手術が使命　Stage IV胃がん
や巨大GISTに対す... 20*
国立がん研究センター 中央病院

未読 【アンケート】「休日の過ごし方」につい
てお聞かせください（所...
m3.com CAREER ／ 藤本かおり

未読 【第5回】ゴールドが史上最高値を更新！
その理由は？ 今から...
m3.com Select ／ 根本 聡子

未読 【試乗で500p進呈】圧倒のフルサイズ
SUVに秘められた「キ...
m3.com Select Driving ／ 藤島 知子

未登録 【一休.com】創業100年を迎える老舗旅
館で、最高級のお...
ホテル予約・旅館予約「一休.com」 ／ (株)一休 杉浦 加
寿代

ワンポイント医療情報
先生が獲得可能なポイント 220p ＝ 700円
分 (※会員ステータスと未読メッセージ数から
概算)

治験・臨床研究
お知らせ 非アルコール性脂肪肝炎（NASH）
を対象とした治験＜患者紹介医師募集＞

転職支援
副院長、部長、クリニック院長などの役職求
人

トピックス 医薬品情報 ランキング

【おすすめトピック】

森山 智彦先生が4/13にお読みいただいた
後にお届けした医療情報があります

未読41件を確認 >>

6/2 19:00～  登壇：二神　生爾　先生 +

6/3 19:00～  登壇：坂上　拓郎　先生 +

MR君・講演会 治験・先端医療 ニュース 臨床・クイズ コミュニティ 求人・開業経営 アンケート 優待・ストア More

10+ 放送 10+ 未
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