


菜の花の丘

やまぼうし

フジ虎ノ門 新棟

新施設の紹介
Discussion

事業主体 医療法人社団 青虎会

施設内容 病院

所 在 地 静岡県御殿場市川島田
字中原 1067-1

定 員 入院 127 床

　平成27年4月に「フジ虎ノ門整形外科病院 新棟」と「ケアハウス 
やまぼうし」、9月に「複合介護施設 菜の花の丘」がフジ虎ノ門グルー
プの新施設として仲間入りいたします。
　さらに広い地域の皆様に質の高い医療・介護・福祉サービスを提供
していけるよう、病院スタッフ一同努力してまいります。
　工事中は何かとご迷惑をお掛けしてしまうこともあるかと思いますが、
何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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   フジ虎ノ門整形外科病院

  新 棟



事業主体 社会福祉法人 博友会

施設内容 軽費老人ホーム
（ケアハウス：特定）

所 在 地 沼津市足高字尾上 251-7

定 員  60 人 （全室個室）

事業主体 医療法人社団 青虎会

施設内容 介護老人保健施設・
介護付き有料老人ホーム

所 在 地 駿東郡小山町竹之下 321

定 員 老健 100 人・デイケア 20 人・
ショート 24 人・介護付き 90 人
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̶ 脊椎脊髄外科とは、体のどんな部分の疾患を診療
するのですか。

　脊椎とはいわゆる背骨のことで、頸椎（首の骨）から背中、
腰、尾骨まで、約３０個の骨で構成されています。この
背骨が体の重みを支えながら上体を曲げたり伸ばしたり、
ひねったりという運動を可能にしているわけですね。また、
歩いたり飛び跳ねたりしたときの衝撃を、脳にダメージ
を与えないように和らげる働きもしています。この脊椎
の中心のトンネルを走っている太い神経が脊髄で、脳と
脊髄を合わせて中枢神経、そこから枝葉に分かれて首
から下の全身に延びる神経を末梢神経と呼んでいます。
もし脊椎のどこかが傷んで神経が圧迫されると、首や肩、
背中、腰、手足などあちこちに痛みやしびれ、運動障害
などが出てきます。私たち脊椎脊髄外科の仕事は、その
症状が発生した根本の原因を診察や検査によって突き
止め、適切に治療を行うことで、痛みやしびれを取り除
いていくことです。

̶ 来院される患者さんでいちばん多いのはどんな症状
ですか。年齢や性別によって違いはありますか。

　日本では、患者さんが病院を訪れる理由でいちばん多い
のが腰痛です。同じ腰痛でも成長期の若い人とお年寄り
ではそのメカニズムは全く異なります。体がグングン大きく
なる育ち盛りの時期には、骨の成長に筋肉の伸びが追い
つかないため体中の筋肉がガチガチに硬くなり、足を
真っ直ぐにして座れなくなるようなお子さんもいます。こう
なると腰に過度の負担がかかって、ひどい場合は腰の疲労
骨折を起こすこともあります。これが思春期特有の『腰椎
分離症』です。このような患者さんは体が硬くて柔軟性に
欠ける人が多いため、徹底的にストレッチを指導して再発
を予防する必要があります。
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　成長期の若者に多い『腰椎分離症』

フジ虎ノ門整形外科病院  副院長 　土田 隼太郎 医師

専門医師に聞く
Medica l specia list

　人類が四つ足から二足歩行に変わったときから、腰痛と
のつき合いが始まった、といわれます。日本では病院に来る
患者さんでいちばん多いのが腰の痛みだといわれるほど。
言わば腰痛は日本の国民病です。でも、ひとくちに腰痛と
いっても、その痛みと原因は千差万別。決してお年寄りだけの
悩みでもありません。わかっているようでよくわからない腰痛
の種類と治療法について、背骨と脊髄の専門医・土田医師
にうかがいました。

日本人の国民病「腰痛」の
原因をしっかり突き止め、
治療する



̶ 高齢者がかかりやすい腰痛の原因で多いのは
　どんな症状ですか。

　腰痛に悩んでいる患者さんは多いですが、最近高齢者
の割合が増えています。腰痛の原因は大きく分けて２つ。
骨そのものの老化に原因がある場合と、骨と骨との間
にあるクッションの役割をする椎間板に原因がある場合
とに分かれます。
　骨の老化の主なものはとくに女性に多い『骨

こつそしょうしょう

粗鬆症』
で、加齢とともに骨密度が低下してもろくなり、強い衝撃が
加わらなくても、骨が潰れて激しい痛みが起きたり、脊椎が
変形して周辺の神経や筋肉に炎症を起こしたりします。
　一方、椎間板というのは柔らかい組織で言わば消耗
品ですから、長年使っているうちにだんだん擦り減ってきて、
骨と骨が直接当たって痛みが起きたり、変性が進んで
不具合が生じてきます。いずれも加齢による組織の劣化
が原因です。
　それに対していわゆるぎっくり腰は、重い物をグイッ
と持ったときなどに椎間板に亀裂が入り、中身が飛び出し
てしまった状態で、飛び出した部分が神経を圧迫して
殿部や下肢がしびれてくる。放置すると神経痛の原因
になります。これが『椎間板ヘルニア』です。
　『脊

せきちゅうかんきょうさくしょう

柱管狭窄症』は、高齢になるにつれて、かかること
が多くなる疾患です。脊柱管というのは、背骨を構成
する脊椎を貫通しているトンネルのことで、大切な神経
の通り道です。脊椎を繋いでいる椎間板が年齢ととも
に擦り減ってくると、支えが弱くなり、グラつきが出てき
ます。そこで背骨全体のバランスを保とうとして脊椎が
出っ張りやとんがりを作り変形していきます。これが原
因で起こる腰の局所的症状を総称し『変形性腰推症』と
いいます。その結果、神経の通り道である脊椎管が変
形し、神経を物理的に圧迫して腰痛を起こしたり、足に
痛みやしびれを生じさせ、バス停の１区間を歩くのに
何度も休むような間

かんけつせいはこう

欠性跛行の原因になったりします。
これらの神経症状が起こるのが『脊柱管狭窄症』です。
薬物療法が主ですが、根本的治療としては、脊椎の骨を
削ってトンネル＝脊柱管を広げる手術を行います。
　このように、ひとくちに腰痛といってもその症状や
原因は一人ひとり違います。ここでご紹介した、年齢を
重ねるなかで骨や軟骨の擦り減りやぐらつきが原因で
起こる腰の痛みやしびれは、誰でも歳をとれば多かれ
少なかれ起こる疾患ですが、必要以上に恐れることでは
ありません。

̶ 腰痛の診察や治療はどんなことをするのですか。

　当院では初診で、患者さんが訴える症状だけでなく、
日頃の生活スタイル、仕事の時の姿勢、体重変化、運動習慣
の有無など、時間をかけて問診を行い、最新の画像診断
を駆使しながら原因の病態を探っていきます。その診断
を元に、その患者さんに一番ふさわしい治療方針を立てて
いきます。実際に、腰痛で困っている患者さんに痛み止め
の内服と湿布を処方するだけでは問題の一時的な解決に
しかならず、繰り返してしまう原因にもなりかねません。
　根本的な原因は、意外に身近なところにあったりします。
作業時の体勢、デスクワークの姿勢、重労働の際の予防や
運動習慣がなく腹筋や背筋が弱いこと、筋力があっても
柔軟性がなくバランスが悪いことなどです。
　内服、湿布やブロック注射などの薬物療法と共にストレッ
チや筋力訓練の運動療法を組み合わせていくことが非常
に大切になります。
　例えば、椎間板ヘルニアで苦しんだ患者さんが、投薬
や神経ブロック注射で症状が軽減し、そのうちに飛び
出した椎間板が吸収されて症状が緩和されることもあり
ます。適切な運動やリハビリで生活に必要な筋力を回復し、
症状の改善に向かう人もいます。一般的には、手術を必要
とする患者さんは、椎間板ヘルニアと診断された人の１割
程度です。将来的には、いま話題の再生医療技術を使った
まったく新しい「骨、軟骨、関節の若返り治療」が実現
するかもしれません。
　長い間、腰痛を抱えながら「もう年だから」とか「その
うち楽になるから」といって我慢している方もいらっしゃ
ることでしょう。必要以上に怖れることはありませんが、
痛み・しびれや筋力低下などの神経症状が悪化し、神経の
ダメージが進行しすぎると後遺症が残る場合もあります。
大切なのは、正しく知り、正しく対処すること。隠れてい
た悪性の疾患が発見できるケースもあります。とくに上
肢や下肢の痛みやしびれが出たら、早めに一度受診す
ることをおすすめします。

2002年 浜松医科大卒業
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄
外科指導医

フジ虎ノ門整形外科病院  副院長

土田 隼太郎
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　骨の老化と『変形性腰椎症』   正しく知り、適切な治療を



5

フジ虎ノ門病院グループ

MRIについて
Topics

（例）以前より腰痛があったが、最近は下肢のしびれもある為、受診

　MRIとはMagnetic Resonance Imaging（磁気共鳴画像）
の略語で、MRI 検査は強力な磁石でできた筒の中に入り、
磁気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査です。
撮影の際は、検査台に寝た状態で、磁石の埋め込まれた
狭い筒の中に入ります。
　MRI 検査では、様々な病巣を発見することができますが、
特に脊椎、四肢などの病巣に関しては、圧倒的な検査能力
を持っています。X 線を使いませんので、放射線被ばくは
ありません。
　2012年 5月に導入した当院のＭＲＩ装置は高度な技術
により高速撮像と高画質を可能としています。検査対象
は頭部～足先まで全身ですが、特に脊髄・四肢関節の依頼
が多く軟部組織の描出に適しています。脊髄撮像では頚椎
症・椎間板ヘルニア等の診断に用いられ、痛みやしびれの
原因である脊髄周辺の神経の状態を調べるのに有用です。
また最新撮像技術（IDEAL・COSMIC 等）により従来
装置では困難であった微小病変の描出に役立てています。

  CT（Computed Tomography:コンピュータ断層撮影）とは、
X線を利用して身体の内部（断面）を画像化する検査です。
画像処理を行うことにより、身体の細かな情報を得ることが
可能です。撮影の際は、検査台に寝た状態で、筒の中に入り
検査を行います。
　当院のＣＴ装置は検出器が16列あり、広い撮影範囲を
高速かつ高品質な画像で撮影することができます。そのため
息止めが必要な撮影でも患者さんの負担を最小限に抑え
検査を行うことができます。一般的に高速撮影では画質が
低下しアーチファクトやノイズが発生しますが、ＣＶiＲ（～
Clear View Technology：高画質技術）により高品質な
画像を提供しています。

診察の流れ

●  外傷による骨折、疲労骨折（分離症）等があった場合

●  骨の強度が弱そうな場合

患者さんの腰の痛みの症状
や状況の確認を行います。

レントゲン画像から骨の変形
や突出等の異常状態の確認
を行います。

痛み、しびれ、神経痛がある場合
は、さらに詳細な状態の確認の
為、ＭＲＩ検査を行います。

診察

その他、レントゲンの所見により・・・・

レントゲン検査 ＭＲＩ検査

ＣＴ検査

骨塩定量（骨密度）検査

　骨塩定量（骨密度）検査は、骨密度に着目しX 線の
透過率を数値化することで骨量の減少を早期に発見し、
骨粗鬆症の適切な予防や治療を行うことを目的としています。
　当院で使用しているＬＵＮＡＲ-ＤＰＸは、骨折リスクの
発見に最も役立つ腰椎と大腿骨頸部の骨量測定する装置
です。2部位で検査を行うことでより正確な測定結果を
提供できます。

MRI検査 CT検査

骨塩定量（骨密度）検査 骨塩と呼ばれる理由

　骨はタンパク質とカルシウム、
リンなどのミネラルからできて
おり、このミネラルを、骨塩（bone 
mineral）と呼びます。この骨塩量
が減ると、骨はスカスカになり骨折
しやすくなります。

CT装置

ＬＵＮＡＲ -ＤＰＸ

MRI 装置



新棟のコンセプト

急性期治療から社会復帰、介護まで
ワン・ストップサービスを提供できる総合窓口を設置。

　整形外科を受診される患者さんには、運動器疾患が原因で要介護
状態に移行される方もいらっしゃいます。新棟では治療の急性期、
回復期、慢性期のどの段階でも介護のご相談に応じ、介護施設探し
からケア・プランの策定までワンストップで行えるよう、窓口を一本化
しています。

バイオクリーンルーム室を含む４手術室と最新の脊椎内視鏡、
最新の画像検査機器設置で、高度専門治療に対応。

　人工関節置換術などの高度専門手術には、高いクリーン度が要求
されます。新棟では増設される手術室４室のうち、２室をBCR（バイオ
クリーンルーム）とし、より高度な専門医療環境を実現しています。また、
最新の脊椎内視鏡（直径8mm）や最新Ｘ線テレビシステム（県内初）、
被ばくの少ないＸ線装置（FPD：フラットパネルディテクタ）、CT 2台、
MRI 2台、骨密度測定装置など、最新の画像検査機器を揃えています。

患者さんも医療スタッフも動線が最短になるよう、
効率的な院内レイアウトを実現。

　院内のレイアウトを工夫することで、患者さんのみならず医療スタッフ
の移動負担を軽減し、効率化をはかっています。
　また、２ヶ所ある手術室は病棟のすぐ近くに配置してあり、院内感染
リスクを減らし、高い安全性を追求しています。

6

2015   Vol.52

平成27年
4 月  フジ虎ノ門整形外科病院
 新 棟 O P  E  N
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急性期治療から社会復帰・介護まで切れ目のないサービス

整形外科専門病院として質の高い医療を追求します

POINT

POINT



サービス付き
高齢者向け住宅
の特徴

　サービス付き高齢者向け住宅の特徴は、一般的な賃貸住宅よりも高齢者が住みやすく、
借りやすいことです。また利用権方式ではなく賃貸借方式の施設が多いので、入居時に支払う
敷金の返還を受けやすいなどの点で、入居者の権利が守られています。
　入居者にとっては、他の介護施設と比較して選択肢が豊富なサービス付き高齢者向け住宅を選ぶ
ことができます。

フジ虎ノ門グループの介護施設
Information

サービス付き
高齢者向け住宅
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　サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された
介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の
住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために
制定されました。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の
条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供
することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

ゆずり葉の森 なでしこ

フジ虎ノ門グループのサービス付き高齢者向け住宅

山梨県南都留郡富士河口湖町船津2210

TEL 0555-72-5601

定員 29名（特別養護老人ホーム 1F）　
53名（サービス付き高齢者向け住宅 2・3F）

静岡県御殿場市上小林字西野原1527-431

TEL 0550- 89- 1616

定員 60室

　本年も、入居される皆様方が安心して快適に生活できる住宅経営を目標に、職員一同
職務に専念したいと思います。『なでしこ』の特徴の一つは、当グループ医療機関や看護師に
よる健康の管理です。
　また、職員による生活支援や契約ヘルパーによる介護は、入居者様はもちろんご家族様
からも感謝の言葉が届いています。
　これからも、地域の方 と々の繋がりを大切にし、地域交流事業など、なでしこでの生活を
更に充実していくためのメニューを開発していきたいと思います。

高齢者住宅
サービスマネージャー 

坂本 龍次
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特別養護老人ホーム

なでしこ

　地域密着型という特性を生かし、住み慣れた地域で安心して、その
人らしい生活を継続して頂けるようご家族・地域に溶け込んだ運営を
目指しております。

特別養護老人ホーム

なでしこ
基本理念

「長生きしてよかった」のお手伝い

出会いを大切に

信頼関係の構築に努め

後悔しない介護を目指す

　　花言葉　…………　尊敬

入居者様にその人らしく楽しい生活を
送っていただけるよう、ユニットメンバー
一丸となり、 尊敬の心を常に忘れず
『長生きしてよかった』のお手伝いが
できるよう日々頑張っております。

　　花言葉　…………　信頼

若い！？リーダーのもと若さあふれる
スタッフが愛情いっぱいの介護で皆様の
長生きしてよかったのお手伝いができる
よう日々、邁進しております。

　　花言葉　…………　一家団欒

家族全員が集まり仲良く語り合って
時を過ごしたいと思います。
忙しい毎日ですが、ユニット目標の
『小さな声に耳を傾けて』
スタッフ一同頑張っております。

　　拳
こぶし

 ユニット      　　露
つ ゆ く さ

草 ユニット      　　紫
あ じ さ い

陽花  ユニット          

特養ユニット紹介

施設長    渡辺 秀美

　平成27年5月1日で開設3年を迎える『なでしこ』をご紹介いた
します。
　1階は地域密着型特養、2階・3階はサービス付き高齢者向け
住宅としてグループ初の事業を展開しています。隣接施設として
『フジ河口湖クリニック』『介護老人保健施設はまなす』があり、
連携を取りながら地域の皆様の医療・福祉のニーズに、より多く
お応えできるよう取り組んでおります。     
    誰もが気軽に立ち寄り相談できる場所として、また『その人
らしい生活』を支援し、『長生きしてよかった』と多くの方に感じて
頂けるよう職員一丸となって努力してまいります。富士河口湖に
お越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

季節行事

な
で
し
こ



4

5

6

3
2

1
7

8

9

南一色セントラル内科
糖尿病内科、
代謝･内分泌内科、内科

高橋クリニック
内科、外科、消化器科

頴川医院
整形外科、リウマチ科、
リハビリテーション科

志太記念脳神経外科
脳神経外科、循環器科

三島えんどうクリニック
脳神経外科、整形外科、
リハビリテーション科、内科

石川整形外科リウマチクリニック
整形外科、リウマチ科

山本整形外科・循環器科
整形外科、循環器科
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フジ虎ノ門整形外科病院　提携病院紹介
Introduction

　院長先生が開業前にフジ虎ノ門整形外科病院
に勤務されていたなどのゆかりの深い医療機関で
かかりつけの医師がフジ虎ノ門整形外科病院の施設
を利用し、手術・検査を行います。（オープンシステム）
　入院を伴う治療などはフジ虎ノ門整形外科病院、
退院後はいつものクリニックへ通院など、患者さん
に医療機関の紹介をします。

協力医療機関とは

　　匡ペインクリニック

フジ虎ノ門病院と関わりをもったきっかけ

　京都の病院勤務時代、当時の上司がフジ虎ノ門に勤務する予定がキャ
ンセルになり、代わりに静岡出身の私が縁あって青虎会にお世話になる
ようになったのがきっかけです。住まいは御殿場にあり、当初は賃貸で
したがそのうち御殿場が好きになり自宅を建て、都留まで8年間通勤しま
した。その間、土田理事長をはじめ、小川院長などにも手術を手伝い
に来ていただき、貴重な経験を数多くさせていただきました。

フジ虎ノ門病院と関わりをもったきっかけ

　連れ合いがリウマチです。寒くて暑い福島で悪化。暖かいところを求
めて静岡へ。勤務先を探していて土田先生に拾っていただきました。

クリニックの特徴・紹介

　徳洲会病院で救急医療、内科、外科、小児科、産婦人科、循環器科、
脳外科、麻酔科、精神科、離島研修などを3 年、幅広い疾患を経験させて
もらっており、ツル虎ノ門での勤務の経験を踏まえて整形外科だけでなく外科
系疾患、内科系疾患も可能な限り診させてもらっています。また、MRIと
精密な骨密度検査機器を設置し、より正確に詳しく診断をつけられるよう
にし、さらに理学療法士によるリハビリや、針灸による東洋医学も取り入れ、
幅広く疾患に対応できるようにしております。大きな手術はフジ虎ノ門さん
などにお任せしてますが、局所麻酔でするような小手術は当クリニックでも
対応しております。

クリニックの特徴・紹介

　ラーメンが好きです。とんこつが一番。続いている店はそれなりのもの
があると思っています。当院はペインという特色を打ち出して始めました
がブロックの技もさえず、やる時間もなしでとんこつを目指していたのに、
いつのまにか何味かわからないラーメン屋さんになりました。開業して早
いもので10年たち11年目の今年からは昼休みも取ることにしました。大
丈夫でしょうか？店主も歳を取ってきました。今のところ多少まずくても
通ってくれる常連さんのおかげで何とかやれています。感謝です。おなじ
みさんのためにもう少し頑張ります。

　　すずき整形外科クリニック

診療
科目

整形外科、
リハビリテーション科

当院
住所

静岡県藤枝市駅前
１-５-１７

電話 054-646-7261

URL http://website2.infomity.
net/8122361/

診療
科目

整形外科、内科、
リハビリテーション科、
東洋医学室

当院
住所

静岡県御殿場市
御殿場372-2

電話 0550-84-5050

URL http://www11.ocn.ne.jp
/̃shclinic/

久留米大学医学部卒業
同大学院卒業
関東逓信病院ペインクリニック科勤務
福島のしのぶ病院勤務
フジ虎ノ門整形外科病院勤務
匡ペインクリニック開業

すずき整形外科クリニック 院長

鈴木 英之 

匡ペインクリニック 院長

多久島 匡登 

7

1985年 藤枝東高校卒業
1991年 山梨大学医学部卒業
1998年 宇治徳洲会病院勤務
2004年 ツル虎ノ門外科リハビリテーション
 病院勤務
2009年 同病院院長就任
2012年 すずき整形外科クリニック開業

9

フジ虎ノ門病院グループ

5



　菜の花が風にそよぐ季節がやってきました。
今回は春満載のごはんです。目で楽しんで、舌で味わって、胃袋にも春を！
ご馳走ごはんでテーブルを囲んでみてはいかがでしょう。

● 米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3カップ
● もち米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1カップ
● 筍 ・・・・ ３００ｇ（3㎝くらいのスライスに）
● 蕨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1束（3㎝長さに）
● あさり（殻つき） ・・・・・・・・ ６００～７００ｇ
● 人参 ・・・・・・・・・・・・・・ ５０ｇ（極細千切り）
● スナックえんどう ・・・・ 8本（塩ゆで1分）
● 昆布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10cm
● 生姜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライス 3 枚
● 薄口しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ２
● みりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ４
● 酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ２
● 塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
● ごま油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1

材料／8人分 （1人前／320kcal）

A

B

米・もち米を洗ってザルにあげておく。

あさりとA・水（５００ｃｃ）を鍋に入れて煮立ったら
キッチンペーパーでこし、あさりの身を殻から外して
おく。

2の煮汁とBを鍋に入れ、先に筍のみ15分煮て、
あさり・人参・蕨を入れ10 秒で火を止め、ザルで
具と煮汁に分けておく。

炊飯器に2と3 の煮汁と水を加えて９００ｃｃにし、
この時味をみて調え、ごま油を入れて炊く。

炊き上がったら3の具をご飯の上にのせ、10分蒸らす。

5 を混ぜ、器に盛り、塩ゆでのスナックえんどうを飾る。

作り方 ● ● お米に少しもち米を加え、油も少し入れる（ふっくら艶が出る）お米に少しもち米を加え、油も少し入れる（ふっくら艶が出る）● ● 具は濃いめの味で煮て、煮汁の旨味で炊く。具は濃いめの味で煮て、煮汁の旨味で炊く。

筍の灰汁取り
筍は皮付きのまま切り目を入れて、たっぷりの水にぬか・
鷹の爪を入れ、30 ～ 50 分煮てそのまま冷めるまでおき、
皮をはがして、水につけておく。

蕨の灰汁取り
蓋のある容器に蕨と重曹を入れ、蕨が
隠れるくらいの熱湯をかけ、冷めるまで
そのままおき、水につけておく。

上記以外にも、クックパッドでバリエーション豊富なレシピをご覧いただけます。。

筍と蕨
わらび

のごはん ～あさりの旨味たっぷり～

経理部　土田 裕美子
（ジュニアベジタブル＆フルーツマイスター）
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医療法人社団  青虎会

　フジ虎ノ門グループ 

社会福祉法人  博友会

http  : //www.toranomon.or.jp/ホームページ

〒412-0045
静岡県御殿場市川島田南原 270
■ TEL:0550（82）7601

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津6887
■ TEL:0555（72）3298

〒412-0044
静岡県御殿場市杉名沢字久保田351
■ TEL:0550（84）8100

〒412-0045静岡県御殿場市川島田1074-3
■ TEL:0550（89）9292

〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1073-1
■ TEL:0550（88）0223

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津6901
■ TEL:0555（83）3285

〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2210
■ 特別養護老人ホーム TEL:0555（72）5601
■ 高齢者住宅 TEL:0555（72）5600

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2207
■ TEL:0555（83）3310

特別養護老人ホーム

白雪

フジ河口湖
クリニック

短期入所生活介護

百寿

フジ虎ノ門
テクノエイド
センター

とらのこ
保育園

介護老人保健施設

はまなす

特別養護老人ホーム・
高齢者住宅

なでしこ

グループホーム

はまなす

特別養護老人ホーム・
ケアハウス

すずらん

ケアハウス

やまぼうし

サービス付
高齢者向け住宅

ゆずり葉の森

介護老人保健施設・
介護付き有料
老人ホーム

菜の花の丘

フジ高砂
クリニック

介護老人保健施設

あすなろ

特別養護老人
ホーム

高砂

有酸素運動施設

プラーナ

〒410-0016
静岡県沼津市高砂町 2-5
■ TEL:055（941）5682　

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田 1084-1
■ グループホームふれんど TEL:0550（89）5722
■ ショートステイたんぽぽ TEL:0550（89）6100

デイサービス
センター

高砂

1Fグループホーム
ふれんど
2Fショートステイ
たんぽぽ

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田1067-1
■ TEL:0550（89）7872
■ FAX:0550（88）1516

フジ虎ノ門
整形外科
病院

ツル虎ノ門
外科リハビリ
テーション
病院

〒402-0005 山梨県都留市四日市場字瀬中188
■ TEL:0554（45）8861

〒410-0016
静岡県沼津市高砂町 2-5
■ TEL:055（941）5684

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田 1076-2
■ TEL:0550（88）0007

〒410-0016
静岡県沼津市高砂町 1-5
■ TEL:055（941）5681　

■ フジ虎プラーナ TEL:0550（88）0555 
■ ツル虎プラーナ TEL:0554（45）8861 
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〒412-0002
静岡県御殿場市上小林字西野原1527-19
■ 特別養護老人ホーム TEL:0550（78）7900
■ ケアハウス TEL:0550（70）9600

〒410-0001
静岡県沼津市足高字尾上 251-7
■ TEL:055（925）2660

〒412-0002 静岡県御殿場市上小林字西野原1527-431
■ TEL:0550（89）1616

〒410-1313 静岡県駿東郡小山町竹之下 321

平成27年
4月オープン

平成27年
9月オープン

平成27年4月
新棟オープン


