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【福岡】医師の遠隔医療教育、成果を評価する仕組みづくりが課題-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.2
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　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、センター長就任の経緯、遠隔医療教育におけ
る課題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2回目）

▼第1回はこちら

森山智彦氏

――アジア遠隔医療開発センターは、2015年に九州大学病院国際医療部の下に統合されまし
た。

　九州大学病院国際医療部は2015年に、国際遠隔医療教育ネットワーク構築担当の「アジア遠隔
医療開発センター（TEMDEC）」、国際交流促進担当の「海外交流センター（OVEX）」、海外
や国内の外国人患者受け入れ担当の「国際診療支援センター（IPAC）」を統括する部門として設
置されました。それまでは、2008年に設立されたアジア遠隔医療開発センターが海外医師の研修
受入も行っていましたが、その部分を切り離して新たに国際交流促進を担当する海外交流センタ
ーを設立し、2005年設立の国際診療支援センターを加え、国際業務を行う三つのセンターを国際
医療部の下に置きました。

――それによりセンター間で効果的な連携が図れるようになったのでしょうか。

　遠隔医療教育で行うテレカンファレンスは、基本的にフェースツーフェースでの人間関係の延
長上で進めると長続きします。従って、当センターと海外交流センターは車の両輪みたいなもの
です。海外交流センターを通じて人的交流が図られ、その延長上で当センターでの活動を通じて
関係が深まっていくという流れがあります。

　私たちは科研費などの資金を調達して海外の医師を招き、日本で4週間ほど勉強してもらうので
すが、その間に遠隔医療も経験し学んでもらいます。研修最後の週に彼らが所属する海外施設と
当院をつないでオンラインでの研修報告をします。その際に先方のエンジニアにも接続担当とし
て参加してもらい、海外医師が帰国後も医師間、接続担当者間でコミュニケーションが取れる体
制を整えています。まさに、この二つのセンターは両輪のようにいつも一体となって動いている
感じです。また、コロナ禍においては、渡航制限のため当院の受診ができなかった海外患者さん
に、国際診療支援センターと当センターが協働してオンラインで対応しました。このように、同
じ国際医療部にあることで連携しやすくなっていると思います。

　私は国際医療部の唯一の専任教員で、三つのセンター全てに所属しています。国際医療部の副
部長で、アジア遠隔医療開発センターのセンター長、海外交流センターの副センター長、国際診
療支援センターの運営委員でもあります。国際医療部全体を見ていますので、私が動くといろい
ろな連携が図りやすくなるという側面もあります。

――他の大学病院で同様の国際医療の体制を構築しているところはありますか。

　グローバル化の中で多くの医療機関に国際医療部門ができています。ただ、どこも基本的には
外国人患者さんの対応が主な業務で、当センターのように医師間の国際医療教育を中心として行
っているところはほかにはないと思います。診療科単位で国際医療教育を実施しているところは
あるかもしれませんが、それらの活動を大学病院として統合し、国際医療を活性化させる部署と
してエンジニアまで抱えているのは当院だけだと思います。

ワークショップの様子

エンジニアトレーニングの様子

――先生が国際医療教育に関わるようになったのはいつからですか。

　2003年ごろからです。当時、前センター長の清水周次先生（現：九州大学副理事）が内視鏡室
（光学医療診療部）の責任者で、私はそこの医員でした。私は外国人といろいろと話をするのが
好きで、内視鏡治療など当時先端と言われていることをやっていましたので、当院で研修してい
る外国人医師に日本の内視鏡診療を教えるなど、いろいろとお手伝いさせてもらいました。

　2008年のセンター設立以降、清水先生が長くセンター長を務めていたのですが、2021年3月
で定年を迎えられたため、それまで副センター長だった私が2021年4月にセンター長に就任する
ことになりました。ちなみに、私は2017年に副センター長になり、2018年に当センターの専任
教員（国際医療部の准教授）になりました。

――センターとしてどのような課題を抱えていますか。

　以前は清水先生と私の2人が当センターの専任医師でしたが、2021年4月から医師は私1人にな
りましたので大変になったなというのが正直な感想です。ただ、昨今はオンラインでのミーティ
ングが当たり前になりましたので、コロナ禍前に比べると遠隔医療教育に参加することへの医師
の心理的ハードルは下がってきています。

　以前は施設ごとにどこかの部屋に集まって遠隔医療教育に参加してもらっていたのですが、今
は参加者それぞれが個別に自分のPCやタブレットなどで参加するようになりました。スピーカー
やマイクといった音響の面から考えると部屋単位で接続する方が技術的困難さを伴うため、個別
参加の方が運営する側としても実は楽です。プレゼンテーションに動画を用いる場合は事前に個
別の調整が必要な場合もありますが、全体としてはものすごくやりやすくなったように思いま
す。

　ただ、先ほどお伝えしたように、face to faceの延長上でのオンラインコミュニケーションが
重要で、遠隔医療教育が長続きする秘訣だと感じています。

　コロナ禍にあっても各方面からの要望に全て対応し、突発的なイベントをいろいろと開催して
きました。しかし、そこから新しく始まった定期的なカンファレンスは残念ながらほとんどあり
ません。やはりオンラインだけではサステナブルな遠隔教育は難しいようです。メタバースをは
じめとしたさらなる技術革新があれば状況は変わるかもしれませんが、手術や検査といった医療
技術の指導など、実際に横についてオンサイトで指導するのに比べ、オンラインで実施できるこ
とはまだまだ限定的だと感じています。

――ほかに課題はありますか。

　これまでは海外の医療機関との間で医師の遠隔医療教育をやること自体が成果だったと思いま
す。つまり「何年間でどれだけの国と接続してどれだけの回数やりました」と伝えれば問題あり
ませんでした。今後もそれは一つの成果になるとは思いますが、遠隔コミュニケーションツール
を利用した国際間での接続が当たり前に行われるようになると、遠隔医療教育の効果をどう評価
するかがわれわれにとって重要になってきます。実はそこが今一番困っているところです。

　いろいろ知恵を絞り、国際的な臨床試験やトライアルのようなものを検討しています。しかし
次の課題として、医療情報を海外とシェアする困難に直面します。患者さんの医療情報は個人情
報の中でも秘匿性が高く、詳細なデータは海外に出せないという法的な縛りがある国がたくさん
存在します。非常にデリケートな情報なので匿名化を行ったとしても海外に出すことはまかりな
らないという国が多く、法的なトラブルに発展する可能性が十分に考えられます。

　代替手段としてこれまでは、遠隔医療教育が有効だったか、どう思うか、画質はよかったかな
ど、アンケートベースで教育の効果を主観的に評価する方法を用いてデータ解析を行ってきまし
た。ただ、これだとエビデンスとしては非常に弱く、教育の効果を客観的な数字として残す難し
さを感じているところです。

――最後に医療関係者へ向けてメッセージをお願いします。

　国際間の遠隔医療教育がもっと日本で広がってほしいと思っています。今までは国際学会にわ
ざわざ足を延ばして参加していましたが、今はオンラインで簡単に参加できる時代になりまし
た。日本人はどうしても受け身になりがちですが、自分が海外医師と討論したいと思っているこ
とを企画してすぐに実施できる時代になってきたので、いろいろな大学や病院で遠隔医療教育へ
積極的に取り組む動きが出てくるといいなと思っています。

　新型コロナへの取り組みを含めて日本の医療は世界から大きな注目を集めていますし、そのこ
とは日本の大きな力になるでしょう。私たちとしても積極的にサポートしていきますので、世界
を相手にデイリーベースでコミュニケーションツールを積極的に活用していってほしいですね。

◆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）
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期間限定  森山 智彦先生へ 特別なお知らせ

もれなく7050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  循環器疾患の管理におけるCOPD診断…
アストラゼネカ株式会社

ニュース・医療維新を検索 (

) 63件

) 17件

) 20件

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ます
神宮寺　瀬奈 ／ 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

お役立ち情報をお届けするmy MR君登録で今だけボーナス200 進呈！ 今すぐ登録する

Web講演会
未予約 Ulcerative Colitis Web Seminar
6/7 19:00～20:00

Web講演会
未予約 Oncologyインターネット講演会：食
道癌最大160
6/9 18:30～19:30

本日限定
本日中に未読のワンポイント医療情報を全て
開封・視聴でボーナスアクション進呈！
ワンポイント医療情報

おすすめメッセージを毎日紹介！【今日の1通】+20
【リモートMRがご紹介！】非がん性慢性疼痛治療に伴…

MR君

NEW 【最大3万円分プレゼント】消化器系疾患
に関するインタビューにご協力いただける先...
M3 ／ アン・ケイト

ワンポイント

未読 ATTRACTION-4試験/CheckMate 649
試験の結果解説 東京大学...
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社　小野薬品工
業株式会社

ワンポイント

未読 第1回 COVID-19診察におけるゼビュディ
の投与患者像
グラクソ・スミスクライン株式会社

ワンポイント

未読 がん治療を円滑に進めるための患者QOLマ
ネジメント 第2回　がん治療医が実践する... 100
*

エムスリー株式会社

ワンポイント

未読 がん治療を円滑に進めるための患者QOLマ
ネジメント 第1回 がん治療医が実践する... 100
*

エムスリー株式会社

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

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 慢性膵炎診療ガイドライン2021における
膵外分泌機能不全診療-栄養評価/療法・... 20*
ヴィアトリス製薬株式会社 ／ 高野　栄美

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  診療科の垣根を超えたオール九州がんセン
ターで挑む膵がん治療 20*
独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター

未読 【カードご利用500万円相当のポイント獲
得可能】Amexのプ...
m3.com Select ／ 根本 聡子

未読 住まい探しはm3.comで！注文住宅/新築/
賃貸/中古/売買...
m3.com Select Housing ／ 福岡　由美

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 【6/6：無料ウェビナーで査読のお悩み解
決！】出版を成功に...
M3英文校正（エダンズ株式会社／エムスリーグループ）
／ 大濠　英子

治験・臨床研究
お知らせ 局所進行食道癌患者を対象とした治
験＜患者紹介医師募集＞

転職支援
ご登録の先生限定でご案内可能な厳選求人

優待・特典
医師からわかりやすいと評判の不動産投資セ
ミナー

トピックス 医薬品情報 ランキング

【おすすめトピック】

【登録スタート！】神経内分泌腫瘍に関する
情報を担当MRより配信いたします
野地 裕太 ／ ノバルティス ファーマ株式会社

お役立ち情報をお届けするmy MR君登録で今だ
けボーナス200 進呈！

今すぐ登録する

明日 19:00～  登壇：中村　志郎　先生 +

6/9 18:30～  登壇：島田　英昭　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
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