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さくら診報 
       For Others 

平成 20年 3月 1日 発行 第 53 号 

 

寒い日が続き、春の到来が待たれる季節です。 

 

さて、さる 1月 26日の朝方、 

秀行会の創始者である阿部秀世会長が逝去いたしました。 

ここに、哀悼の意を表し冥福を祈りますとともに、 

生前、皆様に賜りましたご厚情に感謝申し上げます。 

 

 

簡単ではございますが、故阿部秀世会長の足跡をご紹介いたします。 

 

故人は、1909年(明治 42年)、大分市に生まれ、 

大分県立第一高等女学校を経て、 

昭和 7年、東京女子医学専門学校(現・東京女子医大)を卒業し、 

産婦人科医として母子保健・医療に従事しました。 

 

昭和 10年、桜台に阿部医院を開設し、 

戦前・戦中・戦後の混乱期において地域医療に邁進してまいりました。 

また、戦争等で親を無くした乳幼児や、 

結核でわが子を養育できない母親の苦しみを見過ごすことができず、 

福祉を志し、昭和 27年、乳児院を設立いたしました。 

当時は今のように公的補助制度はなく、私財を投じての設立でした。 

 

時代は変わり、 

高齢化社会の進展とともに高齢者介護が重要な課題となってきた昭和 62年、 

練馬区では最初となる特別養護老人ホーム｢育秀苑｣を開設いたしました。 
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その後、平成 8年には、少子化の流れの中、 

40年間にわたり 1700人余の乳幼児を養育してまいりました乳児院を閉鎖し、 

平成 10年｢第 2育秀苑｣を開設、 

さらに平成 11年には老人保健施設ミレニアム桜台を開設と、 

時代の要請にこたえつつ、 

形を変えながら地域福祉に貢献してまいりました。 

 

故人の仕事はこれらにとどまらず、 

地域医療・母性保護・救急医療・児童福祉・心身障害児福祉等々 

多岐にわたっており、 

これらの業績に対して、昭和 48年藍綬褒章受賞、 

昭和 56年勲 5等宝冠賞受賞として評価されました。 

 

故人はこれらの仕事を、地域の先駆者として遂行しており、 

大変な苦労をともなったものであると推察されます。 

 

しかし、｢困っている人を何とかしてあげたい｣ 

という奉仕の精神が一貫して流れており、 

これが故人の仕事をしていく上での原動力であったと思われます。 

 

今後、我々職員一同、故人の精神を受け継ぎ、 

秀行会のモットーである｢for others (人のために)｣のもと、 

地域医療に貢献していく所存でございますので 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

医療法人 財団 秀行会 

理事長   中村  哲郎 
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❏ 訪問看護師から 

寒さも一段と厳しい毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

今月 3日は節分、4日は立春を迎えると春が待ちどうしい日々と思います。 

 

今年は昨年の暖冬と比べると寒さが厳しく、 

防寒着の中で肩をすぼめることや布団の中、 

こたつで過ごす機会が多いのではないかと思います。 

 

身体を動かすことも少なく、肩こりなどおこす原因になってはいませんか。 

気温が上り、天気が良い日は窓を開け、空気の入れ替えをし、 

身体を少し動かしてみてはいかがですか。 

まずは深呼吸から、肩の上げ下げ、 

できる方は肩甲骨を動かす程度の肩回しなど始めてみて下さい。 

 

何となく、身体も軽くなり、リフレッシュした気分で春を迎えればと思います。 

 

❏ 介護支援専門員(ケアマネジャー)から 

立春とはいえきびしい寒さが続いております。 

 

平成 20年 1月から区役所より、介護保険のサービスをご利用された方に 

｢介護保険ご利用状況のお知らせ｣が年 2回送られてくることになりました。 

 

これはご利用者様に介護サービスの種類や、 

利用者負担額をご確認していただくことを目的としたものです。 

今回対象となる月は平成 19年 7月～8月分の利用分です。 

 

1月下旬が発送予定でしたので、すでに皆様のもとには届いていることと思います。 

届きましたらぜひ｢サービス利用票別表｣と｢領収書｣を見比べてください。 

 

このお知らせにより、新たに手続きをお願いすることや、 

支払いを求めることはありません。 

ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。 

桜台訪問看護ステーション スタッフ一同 

[連絡先] 

〒176-0002   東京都練馬区桜台 2-1-13 

TEL：03-5946-5520  FAX :03-5946-3785 



 4 

3 月  診 療 科 目 表 

日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 

1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 1 診 2 診 3 診 

1土 千村 石神     16日       

2日       17月 中村  中内 中村  岩田 

3月 中村  中内 中村  岩田 18火 秋下 高橋  大池 廣田  

4火 秋下 高橋  大池 廣田  19水 中村  中内 中村  宮田 

5水 中村  中内 中村  宮田 20木       

6木 狩野 速水  中内  宮田 21金 中村  中内 中内  岩田 

7金 中村  中内 中村  岩田 22土 千村 石神     

8土 千村 須藤     23日       

9日       24月 中村  中内 中内  岩田 

10月 中村  中内 中村  岩田 25火 秋下 高橋  大池 高橋  

11火 秋下 廣田  大池 高橋  26水 中村  中内 中村  宮田 

12水 中村  中内 中村  宮田 27木 狩野 速水  中内  宮田 

13木 狩野 速水  中内  宮田 28金 中村  中内 中村  岩田 

14金 中村  中内 中村  岩田 29土 千村 石神     

15土 千村 石神     30日       

 31月 中村  中内 中村  岩田 

◦ 担当医は、学会等の都合により代診・休診の場合があります。 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

◦ 2月 1日号は、都合により休刊させていただきました。 

尚、次号より通常どおり発刊致します。 

 

【編集雑記】僕は、俗にいうおばあちゃん子でした。明治生まれの祖母は、 

何事にも厳格でした。凛として、お洒落で、愛情深く、贅沢過ぎるほどの夢を頂きま

した。僅か数年の間でしたが、阿部先生のお近くで仕事をさせていただき、誇りに思

うと同時に祖母の面影を重ねておりました。 

夢は、逃げはしない。逃げてしまうのは、自分自身。 

自分が逃げない限り、必ず、夢は自分のすぐそばにある、と…。 

謹んで、ご冥福をお祈りいたします。                                   小高 広 

 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 

[連絡先]〒176-0002 東京都練馬区桜台 2-1-7 

阿部クリニック 広報委員会 

TEL：03-3992-1103 FAX :03-3992-1008 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/ 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/

