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聖陵ストリーム

聖陵花月クリニック

訪問看護ステーションいわさと

理事長挨拶
聖陵会の 30 周年記念式典にたくさんの方にお集まり頂いた。開院当初からお世話
になった方や開院初期のスタッフなど懐かしい顔が多く見られた。みんな元気そうで何
よりだ。
三隈川のほとりに岩里内科を開院して 30 年。この日を迎えることが出来たのも患
者さんや地元の方、スタッフなど多く仲間に支えられてのことで、ただただ感謝。
聖陵会は、職員を１人ぼっちにしない。そして、患者さんも１人ぼっちにさせない。
そのために、自然をバックにした人間的力と豊かな感受性を持とうとする。自然を師
とし、皆で人生を学びながら人と医療を築いていくことを誓い今日までやってきた。
地域に根差し、救急と障害児医療、海外ボランティア、水問題などに取り組んでき
た。その仲間も遠方から日田まで来てくれた。ありがたいことだ。
医局の窓からいつも三隈川の流れを見ている。遊船や花火が水面に映える様はこれぞ水郷日田という風情
だ。台風の時などは激流と化し、冬は川面に雪が降り穏やかなものだ。10 年後も 20 年後もこんな景色が見
れることを願うばかりだ。
聖陵会

理事長

岩 里 正 生
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30 周年のあゆみ
1986.9 月

岩里内科医院の開設（医師 1 名・従業員 17 名）

1988.2

月

聖陵岩里病院と改称

1992.10 月

救急指定病院になる

1997.6 月
11 月

病院デイケア開始
聖陵ストリーム開設
診察風景

1998.10 月
1999.2 月

2000.11 月

聖陵ストリーム

こども発達支援センター銀河

活動開始

アンコール小児病院（カンボジア）の開設支援・GONGOVA への参加開始
聖陵ストリーム

居宅介護サービスセンター開設

聖陵ストリーム

訪問介護サービスセンター開設

聖陵花月クリニック開設

2003.2 月

カメルーンピグミー族支援活動開始

2005.3 月

聖陵ストリーム

2006.12 月

開院当初

デイサービス開始

海外支援事業が NPO 法人「The Tree of Minority Tribes」に認定

2012.5 月

聖陵ストリーム

2013.8 月

訪問看護ステーション

2014.2 月

岩里病院・聖陵ストリーム太陽光発電システム設置

7月
10 月

デマンドコントロールシステムを設置
いわさと設立

訪問看護ステーションいわさと
聖陵岩里病院

聖陵ストリーム開設当初の職員

サテライト玖珠設立

地域包括ケア病床開設

2015.2 月

聖陵ストリーム木質バイオマスボイラー設置

2016.9 月

聖陵岩里病院創立 30 周年をむかえる
アンコール小児病院

聖涼祭

デマンドコントロールシステム

聖陵花月クリニック開設当初

GONGOVA2016

訪問看護ステーションいわさと
サテライト玖珠設立

太陽光発電システム

聖陵花月クリニック
グランドゴルフ 2008

木質バイオマスボイラー

海外・国内支援のお礼と報告
聖陵会では平成 28 年 9 月までに、アンコール小児病院（カンボジア）、ラオ・フレンズ小児病院（ラオ
ス）、だるま愛育園（カンボジアの孤児院）、ピグミー族（カメルーン）、GONGOVA（学習院大学の海
外ボランティア活動）、福島県相馬市、熊本県熊本市などへ、医療ボランティアや物資の支援、寄付を行っ
ています。聖陵会および患者さん、地域の方々、ご協力頂いたみなさんからの寄付金額は総額 23,720,157
円となりました。
これもひとえに、皆様からのご理解ご協力あってのことと、心より感謝とお礼を申し上げます。今後も海
外や国内への支援を検討していますので、引き続きご支援ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
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30 周年記念行事
聖陵会創立 30 周年記念式典
聖陵岩里病院は、昭和 61 年 9 月に岩里内科医院として開院して以来、創立
30 周年をむかえました。これまでの 30 年間を職員とともに振り返り、また一
緒に支えて頂いた方々への感謝の気持ちから、30 周年記念式典を 10 月 8 日（土）
にマリエールオークパイン日田にて開催しました。

記念講演会
記念講演会は講師に百田尚樹氏をお招きし、「日本人の誇り」と題して講演を行っていただきました。当
日は、百田さんの話を聞くために多くの方が来場され、立ち見が出るほどの盛況でした。
内容は、百田さんが作家を志すに至った経緯、「永遠の 0」や「海賊とよばれた男」の
執筆秘話やご自身の医療現場での体験談など多岐にわたってユー
モアを交え話術巧みにお話し頂き、会場は笑いあり涙ありの講演
会となりました。
面白い話の中にも色々と考えさせられ、現代の日本に生きる意
味を考えさせられました。
講演会にご参加頂いた皆さん、有り難うございました。
百田尚樹氏

慰霊祭
聖陵会で亡くなられた方々の慰霊祭を、福岡県みやま市瀬高町の東照
寺住職である今泉観行様にお願いいたしまして、執り行いました。ご住
職の読経のあと、ご家族の方々、聖陵会職員 45 名による献花を行いま
した。時間は 1 時間程でしたが、故人の生前の思い出などが甦りまし
た。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
東照寺

今泉観行住職

記念祝賀会
記念祝賀会は日田祇園の祇園囃子の生演奏
で、ゲストの皆様をお迎えし、日田市出身の
舞踊家・梅川壱ノ介さんによる祝いの舞が披
露されました。キレのある、しなやかで美しい
舞と、爽やかな笑顔に全員が魅了されました。
たくさんのゲストの皆様に来ていただきましたが、川嶋辰彦教授をはじめ、４名の代表の方々に祝辞をい
ただきました。岩里理事長との絆や、思い出のお話を聞くことができて、改めて聖陵会を 30 年支えてきた
諸先輩方への尊敬と、ゲストの皆様への感謝を感じることができました。岩里理事長と 30 周年記念実行委
員長である砂原副院長から、お礼の言葉が述べられ、実行委員と参加した聖陵会の職員の協力で、無事に式
典が終わりました。
これからも聖陵会は、地域に必要とされる医療法人として、職員一丸となって頑張っていきましょう。

川嶋辰彦教授

梅川壱ノ介氏
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30 周年を迎えて
聖陵岩里病院

院長

山田

和典

おかげさまで、聖陵会も岩里内科として開院してから、30 年を迎えることができ
ました。これも、地域の皆様・医師会会員の皆様のお陰であり、大変感謝しています。
岩里内科医院から始まり、聖陵岩里病院となり、老人保健施設聖陵ストリーム開所
となり、聖陵花月クリニック開業、聖陵ストリームの増床、訪問看護ステーションの
立ち上げなど慌しく 30 年が過ぎました。それに伴って職員数も徐々に増えて行き、
現在約 260 名となりました。ここまで大きい組織になるとなかなか全員の把握ができず、職員が 30 名程度の
こじんまりしたクリニック時代が懐かしく思われます。
わたくし、院長として就職してから約 18 年になります。就職と同時に手術室・手術器材を新調し、手術を
始めて、ぼちぼち積み重ねた手術症例が、1,457 例（平成 28 年 9 月 24 日現在）となりました。これも、私と
一緒に就職して頂いた小南先生のお陰だと感謝しています。小南先生が居て頂けなかったら、現在の様に安心
して手術が出来なかったと思っています。
また、砂原先生・山田（隆史）先生達が、若いにもかかわらず聖陵会の仲間になってくれたことにも、とて
も感謝しています。「聖陵会は不滅です」と少しは言えるような気がします。今後の聖陵会を宜しくお願いし
ます。
クリニックから現在の大きさの医療法人まで、何とか経営して来られたのは、岩里正生理事長の教えによ
る、「患者を断らない・患者の為になることをする・障害者にやさしい医療をする・ボランティア活動に力を
尽くす」等のことを継続してきたからだと思っています。
今後も、基本方針を忠実に実行し、「地域の為になる医療法人」となる努力を継続していこうと思っていま
す。患者さんのことを考えて経営し、日田市の方々に「聖陵岩里病院があって良かった」と言われる医療法人
を目指していこうと思っています。
今後とも御支援の程、宜しくお願い申し上げます。

30 周年記念事業を終えて
聖陵岩里病院 事務局長

桑原

亮

30 周年記念事業を終えて、あらためて日頃よりご支援頂いております方々にお礼を申し上げます。
慰霊祭におきましては、遺族代表として宇野様より心温まるご挨拶をいただき職員一同感激いたしました。
講演会では、百田尚樹氏の巧みな話術と話の内容に時間を忘れて引き込まれ、日本人としての誇りを感じる
ことができました。
祝賀会には、県内外より 100 名余りの方々にご出席いただき、あらためて多くの方に聖陵会がご支援頂いて
いる事を実感することができました。
１年以上前から準備してくれた実行委員は、参加頂いた方々からの「聖陵会らしい楽しい会だった」とのお
言葉に苦労が報われたことと思います。
聖陵会は今後も地域の方々に必要とされる医療・福祉施設となるよう成長して行きたいと思っておりますの
で、変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

医療法人

聖陵会

救急指定 聖 陵 岩 里 病 院
〒877-0052 大分県日田市銭渕町16番地の18 TEL0973-22-1600

聖陵花月クリニック

訪問看護ステーション いわさと
〒877-0052 大分県日田市銭渕町4-3 TEL0973-22-1618

アンコール小児病院（カンボジア）

〒877-1232 大分県日田市大字三和931-6 TEL0973-27-5050
■ ホームページ
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■ ᵂᴪíáéì
介護老人保健施設 聖陵ストリーム
ǽòùïèïÀâåîåô®ëãö®êð
〒877-0075 大分県日田市中釣町485-3 TEL0973-26-3111
居宅介護サービスセンター・訪問介護サービスセンター・こども発達・支援センター銀河
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