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フジ虎ノ門病院グループ

　前十字じん帯の断裂と再建術 　術後の機能回復訓練が大切

̶ 運動中のけがによるひざの機能障害には、どんな
ものがありますか？

　スポーツを専門的に行うアスリートたちだけでなく、
最近では中高年でもサッカーや野球、バレーやゴルフ、
スキーなど、日常的にスポーツを楽しむ人口が増えています
が、そんななかでとくに多いのが「前十字じん帯断裂」や
「半月板損傷」など、ケガによるひざの機能障害です。
　前十字じん帯はひざの関節を繋ぐ重要なじん帯で、
ジャンプの踏切や着地、急な方向転換やストップ動作、
ひざの外側から強い衝撃を受けた時などに断裂すること
があります。「ボキッ」と音がすることもあり、激しい痛み
に襲われて動けなくなります。少し経つと痛みは薄れ、
歩けるようになりますが、もともとひざ関節の安定性を司る
重要な器官ですから、これが失われると「ひざが抜ける」、
「ひざがはずれる」ようになり、日常生活やスポーツに支障
をきたします。競技への復帰やひざ機能の完治を望む
なら、前十字じん帯の再建術を行う必要があります。

̶ 前十字じん帯再建術とはどんな手術ですか？　　　
また術後はどんな訓練を行うのですか？

　先ず、断裂した前十字じん帯に替わる再建用のじん帯を
作ります。自分の膝蓋腱（ひざのお皿とすねをつなぐじん帯）
の一部（約1/3）を骨付きで切り取り、同時に腱を骨に固定
するための骨内トンネルを大腿骨側と脛骨側の前十字
じん帯がついていた箇所に掘削します。再建用じん帯をトン
ネルに通し、両端を専用金具で固定します。切開した皮膚
を縫合して手術は終わります。
　ただし、前十字じん帯再建は手術して終わりではあり
ません。肝心なのは
ここから。手術した
翌日からリハビリが
始まります。前十字
じん帯再建術の
場合、入院期間は
10日～14日ですが、
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運動選手も一般人も、
「普通のケガをふつうに治したい」

　スポーツの試合やトレーニング中にケガをしたアスリート
たちの運動機能を、１日も早く元通りの状態に回復させて
あげたい。ふとしたことで足や腰を傷めて日常生活にも
困っている患者さんたちに、日々の元気な暮らしを取り
戻していただきたい̶。フジ虎ノ門整形外科病院の院長
であり、整形外科専門医としてアスリートや一般患者の
治療に携わる傍ら、日本サッカー協会の「JFAアカデミー」
の整形外科担当のスポーツドクターとしても活躍中の小川
裕医師に、外傷によるひざの機能障害からの早期回復
治療法について聞きました。
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やトレーニングに携わっています。
　私がいつも心がけているのは「普通のケガをふつうに
治したい」。
　前十字じん帯断裂や半月板損傷などは、対応を誤れば
その後の人生まで左右しかねない重大なアクシデント
ですが、診察と治療が適切であれば一般的なケガと同様に
ふつうに治せるものなのです。当院のスポーツ医学セン
ターには、多数の会員にも対応できるスポーツジムが備え
られ、同施設の会員様のメディカルサポートはもちろん
のこと、その他スポーツドクター、理学療法士、トレーナー
が三位一体となってスポーツ選手のケアにあたっています。
　もちろん、一般の患者さんや高齢の患者さんにおいても
対応に全く変わりはありません。
　最近では県東部や県外の医療機関からの紹介で来院
される患者さんや、自分の症状をインターネットで調べて
直接来院される方も増えてきました。
　ひざの機能障害は他の疾病のように直接生死に関わる
疾患ではありませんが、生活の質には大きく関わる問題

です。要はその痛み
が我慢できるか、
生活上の不便さを
どこまで辛抱する
か。一度、思い切って
当院に相談されては
いかがですか。

　半月板治療にはまず適切な診断を

1987年 山形大学医学部卒業
1987年 東京大学医学部
 整形外科入局
日本整形外科学会専門医
フジ虎ノ門整形外科病院院長、
スポーツ医学センター長

フジ虎ノ門整形外科病院  院長
スポーツ医学センター長

小川 裕

̶ 半月板損傷の検査と治療について教えてください。

　半月板とは、ひざ関節のクッションの役目を果たして
いる軟骨組織をいいます。中高年の方などに多い加齢
による変性断裂の他、前十字じん帯損傷と同じように、
急激な動作や強い衝撃によって半月板が一部裂けたり
めくれあがったりするのが半月板損傷です。整形の専門
医療機関であればMRI検査で診断がつきますので、強い
痛みがなかなか取れない場合は早めに受診すると良い
でしょう。
　半月板損傷の治療には、ヒアルロン酸注射を行なうなど
の保存的治療と手術治療があります。
　保存的治療で改善が見られない場合、手術治療が必要
になってきます。手術には、傷んだ部分を切り取り、形を
整える部分切除術と、断裂部を縫い合わせる縫合術が
あります。

  “普通のケガをふつうに治す”とは？

̶ スポーツドクターとしても活躍されていますが、整形
専門医としてのモットーはなんですか？

　私はこれまでアマチュアからプロまで多くのアスリート
たちのケガによるひざ機能障害を診察・治療してきま
した。現在も福島のJビレッジから御殿場に移転してきた
JFA（日本サッカー協会）アカデミーの選手たちの治療

アスリートが元の競技に復帰するまで6～8ヶ月間を要し
ます。その間、当院では専門の理学療法士や作業療法士、
トレーニングスタッフが個々の患者さんに沿ったメニュー
で機能回復訓練をサポートしていきます。25mプールや
トレーニングジムを備えた有酸素運動施設プラーナ、
リハビリテーションセンターなど施設・設備も充実して
います。もちろん、一般の患者さんも同様です。



トレーナー
工藤 耕一

スポーツドクター
望月 一成

理学療法士
杉本 貴司スポーツ医学の観点から

三位一体となって体のトータルサポートを行う。

スポーツ医学センターでは、スポーツドクター、理学療法士、トレーナーが協業して、様々な方に体の状態に対応する
トータルサポートを行っています。当センターでの取り組みと今後の展望についてお話を伺いました。

ー まず、スポーツ医学センターについて、またそれぞれの
職種での役割について教えてください。

望月：フジ虎ノ門病院スポーツ
医学センターでは、スポー
ツドクター、理学療法士、
トレーナーが三位一体と

 なって、スポーツ選手や、
スポーツ障害や体のケア

 でお困りの方の怪我の
治療から、リハビリ、

 トレーニング指導、現場復帰、競技力向上までの
トータルサポートを行っています。怪我の診察と
治療で終わってしまうのが普通の整形外科ですが、
当センターでは本人の体のクセや動きについての
検証とアドバイスも行います。人間の体にはいままで
に蓄積された動きのクセがあって、どのようなクセが
あるのか、どのように体を動かしてきたかをつき

つめて、本人が気づかない法則や能力以上のもの
を引き出すやり方をトレーニングしていきます。
スポーツドクターである私の役割は、例えばレント
ゲンなどの画像所見を撮って、怪我や外傷の患部が
どのような状態か、解剖学的破綻があるかないかを
確認し、メディカルチェックで体のクセを見抜いて
原因を検証します。

杉本：ドクターからの診断結果が上がって来た時点で理学
療法師（以下、PT）は、怪我をした患部の状態を踏まえ
ながら、診断結果に基づいてその人向けのリハビリ
プランを立てます。具体的には、筋肉の力の入り
具合や関節の動き具合を踏まえて動作による圧迫や
伸長などのストレスがどのように加わっているのか
など、より詳しく機能診断を行います。

工藤：ドクターとPTの指示のもと、その人にはどのような
動き、どのようなトレーニングが必要なのか、また、
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怪我を治すためにはどのようなトレーニングが必要
なのかということを考え、具体的なトレーニングメニュー
を組み提供していくことがトレーナーの役割です。

ー 三位一体で行った事例というのはたくさんあると思い
ますが、どのようなものがありましたか？

杉本：1つ目は、陸上部で短距離
を行っている女子高校生
の事例です。診断結果は、
種子骨障害という、足の
母指（親指）にある種子骨
に繰り返し負担がかかって
炎症を起こしてしまう疾患
でした。スポーツはハード
な動きを繰り返すので、力学的な負担、圧迫や伸長
など繰り返し負荷が加わることで障害が生まれます。

望月：私はまず、原因となる足部や体幹、骨盤まわりを
含めた全身のメディカルチェックを行いました。
その後一度は試合に復帰しましたが、またしばらく
して別の部分に痛みが出てきました。これは患部
ではなく走り方に問題があると考え、ランニング
動作を診た上で工藤トレーナーと杉本PTとディス
カッションしました。

工藤：実際に歩き方や走り方を見て、その動きを踏まえて、
走り方を修正するためのトレーニングメニューを
組みました。走り方を修正した後は、怪我の再発も

なく自己ベストを出すことができたと聞いています。

望月：3人が同じイメージを持って、どうして痛みが出て
いるのかトレーナーの見る現場での動きと PTの
診方を頭に入れながら診察をしています。

杉本：2つ目は、肩の腱板損傷と股関節の変形性股関節症
 がある、マスターズ陸上に出ている40代後半の女性

の事例です。彼女は、骨切りの手術をしていて2.5cm
の脚長差があり、健側の股関節の痛みを訴え当院を
訪れました。

望月：まず関節を正常な位置に持っていくために、関節を
支える筋肉のバランスを再教育し、それからリハビリ
とトレーニングを併用していきました。脚長差をでき
るだけなくした状態を作って、PTのもとで修正を
はかりながら動きが悪いところは改善しつつ、トレー

 ニングを継続して行いました。

工藤：パーソナルトレーニング・定期診察・リハビリテー
ションを続けた結果、彼女は1年後にマスターズで
自己ベストを更新しました。

望月：3つ目は、腰に少し変形があり、腰の痛みを訴えていた
女性の事例です。彼女は当時私がいた病院に2週間
に1回注射に通っていました。彼女に対してはPTと
二人三脚で、ミニキャンプという取り組みを実施しま
した。ミニキャンプというのは、メディカルチェックや
筋力測定・ビデオによる動作チェックを行い、1週間
ほど集中的に筋肉をほぐし、動きを修正しながらリハ
ビリテーション・トレーニングを積み、スポーツ外傷・
障害からの復帰と競技力向上をはかる新しい取り組み
です。モーグルのナショナルチームの選手が経験して
自己最高のワールドカップ2位になった例もあります。
その時はトレーニング後にフォローをできる場所が
ありませんでした。更なるトレーニングを望む人に
対して、継続的に能力アップに取り組める当院の
ような環境があることはすごく良いことだなと、実感
しています。

ー 今後の展望をお聞かせください。

望月：今後の目標としてはスポーツをキーワードにして、
不調を持つ体を修正して外傷・障害の治療と予防を
実践しながら競技力向上をはかる。そして自分の体
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TEL：0550-88-0555有酸素運動施設プラーナ無料相談窓口

● 登山愛好家のあなた
 下山の時に膝が痛いのを我慢していませんか？

● マラソンが趣味のあなた
 身体のどこかに不安がありタイムが伸び悩んでいませんか？

● ゴルフが趣味のあなた
 ドライバーの飛距離をもっと伸ばしたいのに
 スイング時にいつも気になる痛みはありませんか？

● ジム通いで健康維持をしているあなた
 いつも痛みや違和感を感じながら身体を動かしていませんか？

● スポーツが好きだけど怪我が多いあなた
 原因を探してみませんか？

● よく足がもつれて転んでしまうあなた
 歩き方や動作を検証してみませんか？

● なんとなく体のゆがみを感じているあなた
 自分の体のゆがみをチェックして快適な体を手に入れませんか？

アスリートだけじゃない！
フジ虎のスポーツ医学センターは、

様々な方にお気軽にご利用いただけます。
　スポーツ医学センターでは、スポーツドクター、理学療法士、トレーナーが、体の故障に悩みを抱える一般の方 （々ビギナー）
からトップアスリート（プロフェッショナル）まで、様々な体の状態に対応したトータルサポートを行っています。スポーツドクターに
よる診察と治療ののち、体の動作や機能のメディカルチェックを行い、動作を修正します。そして怪我をする前よりも高いパフォー
マンスを発揮できるよう、トレーニング方法を一緒に考えて提案していきます。

病院だということを分かっていただくことが必要になる
と思います。医療やトレーニング理論は常に進化して
いるので、その進化に柔軟に対応し、三者お互いの
専門性を活かしていきながら、患者さんや選手の方々
に良いサービスを提供し、広く認知してもらえるように
働きかけていきたいです。

工藤：同じようなトレーニング
 でも相手によってどう提供

するかでまったく違った
 ものになります。自分の体を
 どう使ったら良いパフォー
 マンスができるようになる

かを見極め、三者で連携
 して個々に合ったアプ

ローチを今後も展開していきたいですね。

に気づく感性を育てながらトレーニングを行なえる
 スポーツ医学のシステムを確立する。それを広く認知

してもらうことですね。ケガや障害をきっかけにして
人間の可能性を引き出すのがスポーツ医学であるので、
スポーツドクターとして、足や膝が痛いといった中高
年・高齢者のスポーツ愛好家そして小中高・大学の
スポーツ愛好家の方から世界を舞台にして活躍する
超トップアスリートまで結果が出せて様々なニーズに
対応できる施設にすることが目標です。それはスタッフ
全員の力を合わせて、個々の能力が引き出されれば
確実に実現できると確信しています。

杉本：現在は地域向けに、障害予防教室という形で、怪我を
予防するためにとても大切な気づきを増やす活動を
していますが、地域に根ざしながら、全国的に見ても
スポーツに対するフォローをしっかりと行える数少ない

自分の体に対し“知る”“気づく”
意識を上げ、怪我をしにくい体、
可能性を広げることができる体を

作りましょう。

アスリ
自分の体に気

づいています
か？
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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

すずき整形外科クリニック
整形外科、内科、
リハビリテーション科、東洋医学室

山本整形外科・循環器科
整形外科、循環器科

志太記念脳神経外科
脳神経外科、循環器科

匡ペインクリニック
整形外科、リハビリテーション科

石川整形外科リウマチクリニック
整形外科、リウマチ科

高橋クリニック
内科、外科、消化器科
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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

　　南一色セントラル内科

フジ虎ノ門病院と関わりをもったきっかけ

　東京都港区の虎の門病院で研修、その後勤務しており、フジ虎ノ門
病院の理事長の土田博和先生も虎の門病院出身であられたという縁で、
25年ほど前から、毎週土曜日にフジ虎ノ門病院で診療するようになり
ました。その後、5年前に、開業を考えた時に、その近くでということで、
常勤医としても短い間でしたがお世話になりました。

フジ虎ノ門病院と関わりをもったきっかけ

　平成8年1月より父の後を継いで開業いたしました。当時沼津医師会
病院のオープンシステムを利用して手術をしておりましたが、間もなく閉鎖
され困っていたところ土田博和院長（当時）に誘われ、フジ虎ノ門病院の
手術室を利用させてもらうようになりました。術後手がかからないように
と関節鏡手術のみでしたが、多くの患者さんがお世話になりました。

クリニックの特徴・紹介

　国道246号線の長泉町南一色の交差点の近くに、「糖尿病内科」と
いう看板が見えるように、当院は、糖尿病・代謝内分泌内科を中心とした
専門クリニックとして、また一般内科としても診療を行っております。糖尿
病診療に関しては、ヘモグロビンA1c、血糖値の迅速測定の体制を整え、
眼底の検査もできるようにしております。食事療法について栄養士による
栄養相談も行っています。ホームページもご覧ください。

クリニックの特徴・紹介

　当院は今年で開設46周年を迎えました。私は整形外科、関節リウマチ
専門医ではありますが、その伝統を生かし地域に根差した総合家庭医的
存在でありたいと考えております。昨年度より居宅介護支援事業所を併設
し、最近は介護保険を利用した通所リハビリ、また訪問リハビリに力を
入れております。

　　頴
え が わ

川医院

診療
科目

糖尿病内科、
代謝･内分泌内科、内科

当院
住所

静岡県駿東郡長泉町
南一色 283-1

電話 055-980-5777

URL http://www.minamiisshiki-
central.com/

診療
科目

整形外科、リウマチ科、
リハビリテーション科

当院
住所

静岡県沼津市
高島本町12-20

電話 055-921-5148

URL http://egawaiin.com/

1984年 東京慈恵会医科大学卒業
 同 整形外科学教室入局
1986年 栃木県身体障害医療福祉センター勤務
1989年 国立松本病院勤務
1993年 神奈川県衛生看護附属病院勤務
1996年 頴川医院勤務

頴川医院 院長

頴川 功 

南一色セントラル内科 院長

中西 幸二 

2

1983年 虎の門病院 内科病棟医
1988年 虎の門病院 内分泌代謝科医員
1989年 沖中記念成人病研究所研究員（兼任）
2002年 虎の門病院 内分泌代謝科医長
2007年 虎の門病院
 内分泌総合診療科（代謝科）部長
2009年 フジ虎ノ門病院 内科部長
2011年 南一色セントラル内科開設
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フジ虎ノ門グループの介護施設
Information

特別養護
老人ホーム

フジ高砂クリニック

清永 英利 
1994年 産業医科大学医学部卒業
2001年 産業医科大学大学院卒業
日本外科学会指導医・専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
がん治療認定医
日本体育協会公認スポーツドクター
日本医師会認定産業医
日本肥満症治療学会  会員
乳癌学会  会員
胃癌学会  会員
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フジ虎ノ門病院グループ

　特別養護老人ホームは、要介護1から5の認定を受けた65歳以上の方を対象としており、
身体上または精神上著しい障害により、常に介護が必要な状態で、居宅において適切な介護を
受けることが困難な方が入所する施設です。事業主体は、地方公共団体や社会福祉法人で、入所
は「入所検討委員会」が決定します。

静岡県御殿場市川島田南原270 

TEL 0550- 82- 7601

定員 120名

白雪

静岡県沼津市高砂町1- 5 

TEL 055- 941- 5681

定員 80名

高砂
山梨県南都留郡富士河口湖町船津2210

TEL 0555-72-5601

定員 29名

なでしこ

静岡県御殿場市上小林字西野原1527-19

TEL 0550- 78- 7900

定員 150名

すずらん

フジ虎ノ門グループの特別養護老人ホーム

フジ高砂クリニック
院長紹介
特別養護老人ホーム高砂に隣接している
フジ高砂クリニックの院長紹介です。

  はじめまして。平成26年9月よりフジ高砂クリニックおよびフジ
虎ノ門病院で勤務させていただいております清永英利です。福岡県
北九州市出身、産業医科大学を卒業後、第一外科に入局、研修を経て
労災病院などで外科診療に携わってきました。
　その間、JR東海の産業医など、外科診療以外にも関わる機会が
あり、近年はその経験を生かし、外科臨床以外にも勤労者医療（がん
患者の社会復帰支援など）や肥満治療を行って参りました。今後は
フジ高砂クリニックで一般診療やリハビリテーション医療に携わる
傍ら、フジ虎ノ門病院で内視鏡的胃内バルーン留置術を含めた肥満
治療や内視鏡外科治療、乳癌や胃癌といったがん治療を行いたいと
考えております。（内視鏡外科手術では傷の数が少ない単孔式腹腔鏡
手術、乳癌治療ではティッシュエキスパンダーによる乳房同時再建や
傷が小さくてすむ内視鏡補助下の
手術も手がけてきました。）
　また、院外活動では最近休止して
いたモータースポーツをこの富士で
再開できればと思っています。
　この地区の地域医療に少しでも
お役に立てればと考えております。
これからもよろしくお願いいたします。

特別養護
老人ホームの特徴

　原則65歳以上の高齢者を対象にした養護老人ホームのうち、要介護者に対して介護保険サービス
を行なう施設が特別養護老人ホームです。入所する要介護者に対して、施設介護サービス計画に
基づいて入浴･排泄･食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、及び療養上のお世話
を行ないます。
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特別養護老人ホーム

高砂

　ご利用者様が楽しく心地よい時間をお過ごしいただくため、安全、
ゆとり、明るさを重視し、人と人が自由にふれあうことができるよう
サービスを提供してまいります。　

施設長　石井 賢次

特別養護老人ホーム

高砂の特徴

　当施設は駿河湾が一望できる環境にあり、「長生きしてよかったのお手伝い」を理念に、利用者様の 
「暮らす」をお手伝いさせていただいております。 
　20名を1グループとして、ユニットケア方式を取り入れ、個々の生活を尊重し、穏やかで楽しい生活を
送っていただいております。また、1部屋4名様でご利用いただきますが、 それぞれの居室はパーテーション
を設置しプライベートな空間を確保しています。

　特別養護老人ホーム 高砂は、今年５月で４周年を迎えることができました。これも、ご利用者様が
楽しく生活を送っていただいていることと、ご家族様のご理解とご協力の賜物と日々感謝しております。
　日頃から、博友会の理念である「長生きしてよかったのお手伝い」を実現できるよう、楽しく、安全、安心な
生活を提供しながら個別ケアに努めております。また、当施設は、住宅街の一角にあり、納涼祭や地域行事
など地域の方 と々のふれあいも大切にしております。
　今後もご利用者様、ご家族様に満足していただけるサービスの提供と地域に根ざし、少しでも地域に
貢献できる施設作りを目指して職員一同、更なる努力をしてまいります。

介護主任  川口 昌司

　「長生きしてよかったのお手伝い」この
理念をかかげ平成23年5月に特別養護
老人ホーム 高砂は始まりました。今まで
仕事を熱心にされていた方、家事を行い
家庭を支えてくれていた方、働きながら
家事をこなしていた方。
　皆それぞれに生きてこられて環境も違えば
生活も違います。それぞれ生きてこられた
「生活」をここでは大事にしております。「その
人らしさ」をより多くの場面で引き出せるよう、
今後も支援していきます。

　高砂では、ご利用者様が安全な生活を
送れるように、リハビリ職として関わらせて
いただいています。機能訓練の実施だけ
でなく、動作介助の方法の提案、良い姿勢
を保つためのポジショニングの伝達、クッ
ションや食器などの福祉用具の検討もして

おります。ご利用者様の残っている機能を見逃
さずに活用するようにして、できることを行える
環境作りを目指しています。

　厳しかった夏の暑さも過ぎ、秋の訪れを
感じるようになりました。季節の変わり目
には、体調不良を起こしやすくなりますが、
ご利用者様お一人、お一人が笑って楽しく
過ごしていただけるよう、他職種と連携し
流行性感染症への予防と対策、健康管理に
看護師一同努めていきたいと思います。

　高砂に生活相談員として勤め２年半に
なります。仕事内容は入居相談、入所者様
の生活相談、ご家族や地域、関係機関との
連携・調整などの業務を担っています。
相談員として特に心掛けていることは
相手の話に耳を傾け誠意を持って対応
することです。数多くある施設の中、高砂を
選んで入居していただいたことに感謝すると
ともに、ご期待に反することのないよう、また、
ご利用者様が楽しく安心して生活できるように
日々努力していきたいと思います。

機能訓練指導員  内田 雅史

　看護師　梅原 二三江

　生活相談員  高田 久美子

送
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フジ虎ノ門整形外科病院　新棟ニュース
Information

　フジ虎新棟建設工事は来年春のオープンに向け順調に
進んでいます。窓にはガラス窓も設置され、周りから見ても
新棟の全体像がわかるようになってまいりました。今後
は外装工事や内装工事へと進んでまいります。
　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、ご協力の程、宜しくお願い
いたします。

　今回、バスの塗装デザインを知徳高校（旧三島高校）デザイン部
の方々にデザインしていただき、その数十のデザイン案の中からフジ
虎ノ門整形外科病院らしいデザインが選ばれました。とても親しみ
やすい健診車となったのではないでしょうか。特徴としては、バス
前面に大きくトラのマークがデザインされ、後ろにはトラのしっぽが
デザインされています。また、バス後部には車いすの方でも安全・
スムーズに乗り降りができるようリフトが付いています。リフトが
付いている健診車はこの地域では台数があまり多くありません。
より一層皆様のお役に立つ機会が増えればと思います。

棟棟 設設新新 建建

平成27年
 春オープン

整形外科専門病院として、整形外科専門病院として、
より質の高い医療を提供します。より質の高い医療を提供します。

フジ虎ノ門整形外科病院の

健診車が
新しくなりました！

現在（2014.2 初旬）

《主な新棟移転予定施設》
1F

●外来
●外来リハビリテーション
●居宅介護支援センター
●地域包括支援センター

2・3F

●東病棟・温泉リハビリテーション病棟
　（127床）

3F

●手術室
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　秋も深くなるとお鍋や煮込み料理が恋しくなりますね。
　「牛すじ」と聞いただけで美肌、コラーゲンなどが頭にうかび、
今夜こそ食べなくては…という気持ちになってしまいます。高たん
ぱく、低脂肪、低カロリー、コレステロールも低くその成分は化粧品
の保湿剤にも使われているそうです。女性だけでなくビジュアル系
を自認する男性もすぐ食べたくなりませんか？

　今回は「牛すじ煮込み」です。
　切り干し大根のつけ汁と昆布出汁で旨味の相乗効果が期待
できる上、煮込んで残った煮汁は捨てないで野菜の卵とじや茶碗
蒸しの出汁に使えば次の日の夕食が充実します。
　コトコト時間はかかりますが、費やした時間分、美味しさが
待っています。

● 牛すじ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700ｇ
● こんにゃく ・・・・・・・・・・・ 1枚（300g位）
● 人参（中）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本
● 生姜スライス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 枚
● 切り干し大根 ・・・・・・・・・・・・・・・・・30g位
● 出汁昆布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10cm
● 水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1500cc
● 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ3
● 醤油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100cc
● 酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100cc
● 細ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2 束
● 七味唐辛子（お好みで） ・・・・・・・・・・少々

材料／7人分 （1人前／190kcal）

A

B

ボールにA を入れ１時間くらい置き、切り干し大根
のみ取り出し昆布とつけ汁はそのまま置く。

切り干し大根は細いものは２本重ね結んでおく。

牛すじはたっぷりのお湯で茹でこぼし、水道水で
きれいに洗い、３cmくらいに切っておく。

こんにゃくは隠し包丁（浅く切り目）を入れ一口大に
切って２～３分茹でておく。

人参は乱切りにする。

鍋に１と３と生姜のスライス、４のこんにゃくを入れ
煮立て、B の調味料を入れ１時間30分コトコト煮る。

６に人参と2の切り干し大根を入れ、30分くらい
煮る。

煮ているとき灰
ア ク

汁が出てきたらこまめに取る。クッ
キングペーパーを被せると灰汁・脂を吸い取り便利
です。

最後に味見をして薄いようなら醤油を足す。

細ネギを刻んで盛り付ける。（ネギをさっと茹でくるくる
巻いて盛り付けても見た目だけではなく、さっぱりと
牛すじに合います。）

作り方 ● ● すじ肉は1～2分茹でてから切ると調理しやすい。すじ肉は1～2分茹でてから切ると調理しやすい。● ● 切り干し大根のつけ汁を使う。（甘味と旨味が出ます）切り干し大根のつけ汁を使う。（甘味と旨味が出ます）

おから
牛すじ煮込みのスープを使って
作ったおからは旨味がしみ込んだ
とても美味しい一品になります。

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。。

牛すじ煮込み

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

サービス付
高齢者向け住宅

ゆずり葉の森

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

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


