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去る９月２０〜２１日、日本医療マネジメント学会第１８回九州・山口連合大会宮崎大会

（シーガイア）が開催されました。大会長は比嘉利信名誉院長、私は事務局長として参加し

ました。折からの台風１７号のため大会中雨でしたが、看護学生さんや市民講座参加の子ど

も達の声が聞こえ和気あいあいとした楽しい雰囲気の会でした。私はメイン会場のファウン

テンに詰めましたが、大事な情報を多く頂きました。一端を披露します。 

 特別講演をされた宮崎大学池ノ上克学長は宮崎大学、産婦人科ネットの経緯の話しの後、

麻生飯塚病院を例に「カイゼン」の話しをされ、働き方改革は組織の無駄を省く機会だとお

っしゃいました。 

 当院児童精神科の３年目総括であるシンポジウム１では、なぜ今発達障害児が増えている

のかと言うことに関心が向きました。諸氏の発言を総合するに、この問題の根源を探る事は

社会や生物としてヒトの危機を知る活動であって、その解決には医療者のみならず社会改革のレベルでの対応が必要と感じまし

た。司会の橋口浩史、赤松馨両先生ご苦労様でした。 

 シンポジウム３は表面的には医療福祉連携士の紹介のようでしたが、実際聞いていると、今後の医療体制が介護と医療の綱引

きによってどう変わっていくのだろうかという視点を提示するものでした。 

 教育セミナー１ではクリティカルパスの話しでしたが、ここでも語られていたのは、パスが求めたものが医療現場を変え、地

域医療にまで発展していった歴史の解説であり、医療変革の様子が垣間見えて有意義でした。 

 最後に市民公開講座では JAXA の的川泰宣先生から、アポロ計画でのプログラム障害の対策の遅れがアポロ宇宙船の危険を増

大させたこと、またハヤブサの危機を技術者がどうくぐり抜けたのかといった「失敗学」的な話しを解説されました。実に痛快

でユーモアにあふれた人間的側面からのお話しでした。特に「敢えて成された個人的規則違反は裁かれるべきか否か」という命

題に対し、東日本大震災の東電原発事故に対する吉田昌郎所長の英断、第二次大戦でのユダヤ人虐殺を回避した杉原千畝の処分

とダブらせた話しは聞き入ってしまう内容で、何か普通の講演のレベルを超えているなという感想でした。 

また当院から３５題もの演題参加があったことは特筆すべき事です。発表者の方はよく頑張って頂いたと思います。運営され

た事務部・看護部には特に感謝致します。無事に会が終わり、比嘉大会長が皆の労をねぎらわれたときには、共に笑顔があふれ、

とても良い雰囲気となりました。以上報告申し上げます。 
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 私は、宮崎市の北に位置する佐土原町に内科を開業しています村田内科胃腸科医院の村田博です。父が外科

でしたから私も外科のつもりで細い管の中での糸結びをよく練習していました。昭和 51 年帝京大学医学部入学

し、卒後は父の指示で宮崎医科大学故田仲謙次教授の第一内科に入局し、吉田助教授の消化器グループに所属

していました。 

 宮崎東病院の名誉院長であり内科医会長である比嘉利信先生が 1 内のローテーター時代、とても優しく指導

していただいたことを覚えています。伊井敏彦先生の兄が私と同級生で仲が良く自宅によく顔を出していた為、

顔見知りで医局は 1 内と 3 内で異なりますが、延岡医師会病院で向かいのマンションに住んでいたので、かな

りの頻度で同僚達と食事を共にし、歌い、酒を酌み交わしました。あの頃はみんな独身でとても楽しかった事

を覚えています。 

 そのこともあり、昨年 93 歳で亡くなった父も生前、伊井先生に心不全の入院管理していただいた事を感謝し

ております。 

 平成 4 年より、父の外科医院を継承し 18 床の内科診療所として開業

して約 27 年経過しました。3 年前より病棟を閉鎖し外来だけとなり、

現在は、高血圧・糖尿病・脂質異常症・気管支喘息・COPD 等に力を入

れ診療しています。 

 父の時代の佐土原町では、宮崎市に併合される前は 10 施設あり、那

珂地区・佐土原地区・広瀬地区の 3 区合同による佐土原地区医師会で、

食事会や親睦会として集まっていました。令和となり登録医は 27 名と

増え、年末年始の食事会とほぼ毎月 1 回の研究会は 200 回を超え、メー

カー協賛のもとシーガイアコンベンションセンターで県内外の専門医

による講演会を行っています。以前はクローズ形式でしたが今はオープ

ン形式となり、都城や日南からも来ていただき感謝しております。演題

にご興味があれば是非ご参加していただけると有難いです。 

 令和には新病院と新院長となり、ますます充実した施設が出来たこと

を心よりお喜び申し上げます。 

これからも地域の中核病院として益々のご発展を期待しております。 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 開放型登録医療機関紹介 

   

村村村田田田内内内科科科・・・胃胃胃腸腸腸科科科   

院院院長長長  村村村田田田   博博博   先先先生生生   

   

〒880-0211 

宮崎市佐土原町下田島 9757番地 

TEL：0985-73-0113 FAX：0985-73-3603 

標榜診療科：内科、消化器内科（胃腸内科）、アレルギー科 

※開放型登録医制度 

 宮崎東病院では平成 16 年 9 月より開放型病床を設置しております。 

開放型病床とは、かかりつけ医師（開業医）と宮崎東病院医師（主治医）とが連携して、入院診療を行うという

ものです。患者様にとっては、かかりつけ医師との関係がとぎれることがないため、入退院への不安が軽減されま

す。 

 現在、104 医療機関の先生方にご登録いただいております。 
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 日本医療マネジメント学会は、1999 年に発足し、医療介護に関わる多職種

の総合医学系学会です。クリティカルパス、医療安全、地域連携、医療経営な

どを中心に医療の質の向上を目指しています。各県に支部が設置され、宮崎支

部は会員約 100 名からなる組織です。学会は全国規模の総会、地方の連合大会、

県単位の支部集会が毎年開催されています。そもそも、理事長から第 18 回九

州・山口連合大会の宮崎開催を打診されたのは、2015 年第 14 回大会(人吉医

療センター主催)の折でした。 

約 2 年前から本格的な準備に入り、学会のテーマは「地域における多職種連

携のあり方―患者中心の医療・介護をめざして―」と決めました。運営事務局

は JTB コミュニケーションデザイン社に依頼、学会の概要を示す趣意書やポ

スターを作成、ホームページも立ち上げ、随時、情報を流すようにしました。

開催までの工程表とカレンダーと見比べながらの毎日で、熊本市の学会本部に

も 3 回往復しました。 

2018 年 12 月 6 日、第 17 回大会の視察のため、１台のマイクロバスに塩屋院長、松下前事務部長、織田前

管理課長、永友前経営企画室長、菊池庶務班長、中嶌副看護部長、平野看護師長と私の 8 名が乗りこみ、長崎

に出かけました。各人が分担して会場の雰囲気や貴重な情報を入手し、次年度大会に向けて結束を図ったツア

ーとなりました。 

ところで、会長の大きな仕事は、講演の演者依頼、シンポジウム等の企画と運営資金を確保することです。

特別講演をはじめ、すべてに宮崎の話題を取りあげることを基本としました。シンポジウムの「子どもの心の

診療」と「医歯薬看の連携」は、私が取組みたいテーマでした。「医療・福祉の連携」と「タスクシフト」は県

立日南病院地域連携室の木佐貫先生にお願いしました。いずれも社会的に関心の高い議題ばかりで、これから

も展開していきそうです。当院の橋口・赤松両先生、いしかわクリニックの石川先生、美郷町病院局の金丸先

生、クリニックうしたにの牛谷先生、潤和会記念病院の岩村先生には貴重なご意見をいただき有難うございま

した。また歯科医師会の根井先生、薬剤師会の阿部先生とは今後の連携でも弾みがつくと思います。市民公開

講座は、意中の JAXA 的川先生に依頼しました。 

後援は、宮崎県医師会、県看護協会など 23 団体からご賛同を得ることができました。また NHK、MRT、

UMK には市民公開講座の案内を行いました。学会の運営は、学会参加費と、ランチョンセミナー、展示、広

告収入が要となります。協賛は各社とも大変厳しいものでしたが、個別に折衝を重ね、最終的にランチョンセ

ミナー8、医療機器展示 12、広告 38 の協賛と 10 社から寄付をいただきました。県観光協会からも一定の補助

が期待できそうです。 

2019 年 3 月 1 日から一般演題の受付を開始しましたが、出足が悪く、6 月 20 日まで再延長を行いました。

本部からもプッシュしていただき、ほぼ目標数に達した時は、ほっと胸をなで下ろしました。なお宮崎県から

は 77 題、当院からは 34 題の登録でした。発表原稿は、院内の学会員ですばやく査読を行い、すべての演題を

37 のセッションに振り分け、学会評議員や支部役員を中心に座長を選任しました。 

大会約 1 ヶ月前には立派な「プログラム・抄録集」が完成。プログラムは、特別講演 3 題、教育セミナー2

題、シンポジウム 4 題、ランチョンセミナー8 題、一般口演 185 題、クリティカルパス 12 題から構成されてい

ます。7 日前には、スタッフには「大会運営マニュアル」が配布され、一気にムードが高まりました。  

大会本番は、台風接近にてあいにくの天候となりましたが、立派な会場で和やかな雰囲気の中、活発な議論

が展開され、有意義な学会だったと思います。私は「事故調査制度と宮崎県の取組み」の演題で県医療事故調

査支援委員会の立場で講演させていただきました。また市民公開講座も盛況で、宇宙への夢を運ぶ「はやぶさ」

の講演は大変興味深く、学会に華を添えることとなりました。 

結びに、本学会開催にあたりご支援いただいた関係者の皆さまに感謝申し上げます。また学会スタッフとし

て、発表者として、いろいろな立場で協力していただいた宮崎東病院職員一同に感謝の気持ちで一杯です。有

り難うございました。 

 

日本医療マネジメント学会 第 18回九州・山口連合大会を主催して 
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【講演会場・ロビー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企業展示・物産品などのコーナー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民公開講座 この星の未来と私たち―-「はやぶさ」から「はやぶさ２」へ 

内科医師 谷岩 公博   

 

日本医療マネジメント学会 第 18 回九州・山口連合大会が 9 月 21 日、22 日に開催されました。その市民公

開講座で行われた講演題目が上記です。講師は JAXA 名誉教授である的川泰宣先生です。「はやぶさ」が小惑星

からサンプルを採集し帰還させるという困難なセッションを成功裏に終わらせた。その成功要因は何だったの

か。現場でのエピソードを踏まえながらお話しくださいました。私が印象深かった内容をひとつだけご紹介い

たします。「はやぶさ」は、大手のメーカーはもとより、中小の企業も 160 社ほど参画したのだそうです。理由

は経費削減です。それにより何が生まれたかというと、パーツごとの専門家が多数集まることにより、新しい

アイデアや問題解決策が生まれ困難を乗り越えることができたというのです。先生は、成功に到る条件を２つ

だけ挙げました。１）あきらめない力をあわせる。２）適度な貧乏と未来への意思の２つです。１人のヒーロ

ーに頼る組織ではなく、参加者 1 人 1 人が自らの意思を持ち、ヒーローのようにふるまえる組織こそ成功への

道を歩むことができる。そう先生は言いたかったのではないかと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

盛況の内に幕を閉じた日本医療マネジメント学会の中で、「この星の未来と私たち」と題した市民公開講座を

拝聴しました。アポロ計画から 50 年経過し、宇宙が日常生活に身近にあるものと感じる事ができるようになっ

ている事を改めて認識しました。近い将来に宇宙に行ける日が本当に来るのではと期待に胸を膨らませたまま、

帰路につき、妻に意気揚揚と話したら、「そんなお金があればね」と一蹴される始末。家庭事情を冷静に見つめ

ている妻の意見は編集委員に突き刺さりました。 

学会で様々な医療機関、職種の発表、講演を聞き、新たな発見があり日々の業務に生かせるようにしたいと

感じています。非常に学びを得た 2 日間となりました。               （ 編集委員 M ） 


