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スポーツ障害から人工関節手術まで、幅広い領域を得意とする斎藤医師にインタビュー！
どんな時も患者さんの立場で物事を考えることができる背景には、自分自身の経験がありました。

［専門分野］
スポーツ外傷・障害、変形性膝・股関節症、
上肢・下肢骨折、整形外科一般

加齢により骨密度が低下すると骨折しやすくなり
ますが、若い方の場合は骨が弱くて骨折するとい
うことはあまりなく、別の共通点があります。それ
は「筋肉質で体が硬い」こと。その理由は筋肉に
柔軟性がないと関節の可動域が狭まるので、急
激な力に耐えられず折れてしまうのです。また、
筋肉質な方は骨を引っ張る力が強いので、繰り返
しストレスがかかると骨に疲労が溜まって折れる
こともあります。運動中の怪我を防ぐためには、
毎日のストレッチで体を柔らかくするのが有効です。

中学生くらいまでは柔軟性と正しいフォームを身
につけることが重要で、過度な筋力トレーニング
に重点を置くのは成長期が落ち着く高校生以降
が良いでしょう。もし怪我をしてしまったら、一定
期間休むことをおすすめします。競技から離れる
のは不安だと思いますが、その方が早期に復帰
できて後遺症も残りません。

骨折＝骨の弱さではない？！

スポーツに関する怪我は一般の整形外科疾患と
異なり、スポーツ別にリハビリやトレーニングを
行い、再発を防止することも重要です。私はそう
いったスポーツ疾患の治療はもちろん、スランプ
の原因やトレーニング方法など、運動器※の専門
家として自分の経験を含めてアドバイスすること
ができます。自己判断やコーチの指導だけに頼
らず、気軽にご相談ください。

トレーニングの相談もお気軽に

加齢で白髪やしわが増えるように、骨や関節の変
形は誰にでも起こります。関節疾患は寝たきりの
原因で大きな割合を占め、最も多い疾患が変形
性膝関節症です。階段昇降やしゃがむ姿勢で痛
みを感じるようになったら、一度受診してみてくだ
さい。初期の痛みはストレッチと筋力トレーニン
グで大幅に改善します。さらに進行すると、腫れ
たり水が溜まる症状が出てきます。サポーターや
投薬治療でも歩行困難な場合には、変形した関
節の表面を除去して人工関節に置き換える手術
を行います。人工関節手術は膝だけでなく、肩、肘、
股と様々な関節に対して行われ、術後数カ月で完
全に痛みがなくなる方も多くいらっしゃいます。

現代の日本では食生活の欧米化による体形変化
で骨や関節に負担がかかり、50代でも変形性関
節症を発症するようになりました。立つ、歩くとい
う動作が困難になり、要介護リスクが高い状態を

「ロコモティブシンドローム」といいます。私たち
は患者さんの社会的背景に応じて治療を進めて
いきますので、皆さんもぜひロコモ予防で健康寿
命を延ばしていってください。

50代から気をつけたい関節疾患

私は中学で柔道部に、高校と大学でラグビー部
に所属していたため、手指や顔面の骨折、肩の手
術と怪我が絶えませんでした。その時の経験を
診療する側として活かしたいと思ったのが、整形
外科の医師を志した原点です。全身麻酔による
術後のだるさや、痛み止めの医療用麻薬で生じ
る吐き気など、患者さんの痛みや辛さがわかるか
らこそ、気持ちに寄り添ったケアができると考え
ています。

怪我に悩まされた経験から、整形外科医師の道に
治療で大切にしているのは、患者さんに極力負担
をかけないことです。例えば骨折手術の際、ギプ
ス固定する従来の方法では動きが戻るまで長期
のリハビリが必要でしたが、私は基本的にギプス
を巻かなくて済む新しい手術を行っているため、
入院もリハビリも短期間で済み早く回復できます。
当院に併設されているリハビリテーションセンター
やメディカルフィットネスのスタッフと連携しながら、
多角的に治療を行っています。 TEL 0550(89)7872

お問い合わせ

フジ虎ノ門整形外科病院　整形外科

午前9：00〜12：00/午後16：00〜18：00診療時間 月〜土曜日（日曜・祝日休診）診療曜日

［専門医等］
日本整形外科学会 専門医
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 会員
日本骨粗鬆症学会 会員
中部日本整形外科災害外科学会 会員

［略歴］
愛知医科大学卒業後、一宮西病院、北斗
病院、愛知医科大学メディカルセンター
整形外科を経て、2022年よりフジ虎ノ門
整形外科病院。

斎藤 勇也

※ 身体運動に関わる骨、筋肉、関節などの総称

患者さんの身体と心の痛 みに寄り添って
特 集

インタビュー
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御殿場市印野地区は市の西部に位置し、地域の
ほぼ全域は市街化調整区域に指定され、既存集
落地と自然環境（農地・山林）の調和が図られた
環境が形成されています。しかし、地域では少子
高齢化や医師不在地区の状態が続いており、ま
ちの課題として「自然環境と生活環境が調和した
ゆとりある住環境の整備」が挙げられていました。

緑あふれる自然の中で、入居者と、職員、地元の住民の方
や地元の子どもたち、みんなが気軽に立ち寄り、そして交流
し合い、活き活きとした生活を送ることができる「住み続け
られるまちづくり」を目指し、支援体制の整備に取り組んで
いきます。御殿場においでの際は是非お立ち寄りください。

○ 特別養護老人ホーム100床（新型60床、従来型40床）、
 　ショートステイ20床、デイサービス20名定員
○ 職員用居住施設

施設概要

社員住宅は1LDKと２LDKがそれぞれ20
室の合計40室。単身者から家族世帯ま
で居住が可能です。

約1,000㎡の敷地を有効に活用できるよう建物を
外側に配置し、中心部には緑たっぷりの芝生広場
を造りました。

特別養護老人ホームの入居者が散歩やレクリエー
ションで行き来しやすい形にし、建物と緑地全体
が一体化している施設となっています。

居住者だけでなく地元住民にも楽しんでいただけるよう
に、バスケットコートやテニスの練習コートと癒しの空間
としてビオトープを設置予定です。

まちへの「想い」の実現に向けて

「ふじあざみ」は医療及び介護の空白地域の解消
と、職員住宅へ若年層が居住することで、地区の
高齢化の軽減と人口減少の歯止めが期待されて
います。世代が変わっても若者が継続して住み
続けたいと思える「サステナビリティ（持続可能）」
なまちづくりを目指し、支援体制の整備も積極的
に取り組んでいます。また、御殿場市が推進する

「木育」の観点から、社員住宅では法人内の若

コンセプトは「木育」・「定住促進」
手職員が「こんな建物に住みたい」という思いを
もとにデザインコンペに参加し、外装色や内装の
細かな箇所まで決めました。周辺の木々との調
和と、居住者の住み心地の良さを最優先に検討
した結果、市の取り組みとも協業できる木造建
築で完成しました。8月から職員の入居とともに、
地元地域との交流が始まっております。

社会福祉法人博友会は地域との連携、支援のも
と、まちの賑わいづくりの実現のため、特別養護
老人ホームの開設と、施設と隣接する土地に施
設職員が利用する住居（職員寮）の建設を計画。
平成30年6月「御殿場市介護保険運営委員会」
において計画が承認され、令和2年4月「特別養
護老人ホームふじあざみ」の工事が着工しました。

ふじあざみはキク科多年草です。富士山及び
富士山周辺に多いことから名付けられた花です。 
華やかで美しい花で施設周辺にも自生してい
ます。フジアザミの花言葉は「おしゃべり」です。
いつも明るくお話しと笑顔が絶えない施設を
目指して施設名を決めました。

地域創生に向けた取り組み
住み続けられるまちづくりを目指して

おいでくだ
さい

特別養護 老人ホーム ふじあざみ
特 集

フォーカス
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園長

鈴木 晴美

フライパン
の大きさ、

火加減など
の微妙な

違いで、出
来栄えは

変わります

手羽先………６本
白葱……………１本
椎茸…………６枚
生姜（スライス）…６枚

油……… 小さじ1
A ……酒…… 大さじ2
　……みりん…大さじ3
　……醤油… 大さじ1
　……水………100㏄
味噌…… 大さじ1

６
つ
の
特
色

保育時間と保育形態

ゆったり遊べる室内

セラピー犬とのふれあい

ボルダリングができる遊具

エントランス

思いきり遊べる芝生

対象児
長時間保育児（０～５歳児）保育所的利用 短時間保育児（３～５歳児）

幼稚園的利用保育標準時間認定 保育短時間認定

保育時間   7：00 ～ 18：00 8：30 ～ 16：30 9：00 ～ 15：00
延長保育

（月曜～土曜） 18：00 ～ 19：00 7：00 ～   8：30
16：30 ～ 19：00

預かり保育
（月曜～金曜） 保育時間の前後

土曜保育 7：00 ～ 18：00 一時預かりで対応

休日保育
（日曜・祝日）

7：30 ～ 17：30
（就労等で家庭保育が困難と認められる児童）

一時預かりで対応
（長期休暇中も同様）

休園日 なし 土曜、日祝日、夏期・冬期・春期長期休暇

給食 全利用児完全給食（主食持参不要、土曜・休日・一時預かりも同様）
（０～２歳児）間食は午前・午後の２回　 （３歳以上児）間食は午後１回

フライパンに油…
小さじ１を引き、…
鶏の皮目を下にし
て中火で約５分
しっかり焼き、出て
きた脂は拭き取る

次に野菜を入れ、…
混ぜ合わせ Aの
調味料を入れ、
中火15分（蓋を
して）煮込む

2 に味噌大さじ
１を入れ約5分…
汁気が少し残る
くらい煮る

鶏手羽先の
味噌煮込み

枯葉が舞い木枯らしが吹くようになると、身の回りの
こと、体調なども冬に向かって整えておきたいですね。
今回は体の温まる食材を選んだレシピを紹介します。
（鶏肉・葱・生姜）味噌で煮込みます。骨からお肉が
ホロホロとはなれて食べやすく、何本でも食べたく
なりますよ。
フライパンひとつで、工程も簡単です。コツ・ポイント
を踏まえて作ってみてください。 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）

材料/1人あたり400kcal

調味料

作り方
1 2 3

玄米に
雑穀・もち米・
里芋を入れて炊く

里芋ご飯
もおすすめ

Instagramでバリエーション豊富なレシピをご覧いただけます。
ぜひフォローしてください。

Instagramアカウント
＠ yumiko_kitchen55

ゆ
みこ’S キッチン

1
個人差に配慮し一人ひと
りの成長・発達に合わせた
保育

4
身体を思いきり動かすこと
を楽しむ体操教室

2
異年齢児や高齢者とのふ
れあいの中で、優しい心や
いたわりの心を育む保育

5
訓練されたセラピー犬と
のふれあいを通し、いのち
を慈しむ心を育む

3
外国人講師を配置し、日頃
の関わりの中で異文化との
触れ合いができる環境

6
自然の中で心身を育む環
境教育“野鳥の巣箱をさが
しにビオトープへ行こう！”

※…すでにカットされた鶏手羽先はスーパーで販売しています。

フジ虎ノ門グループ

高嶺の森のこども園のご紹介
ピックアップ

鶏を皮目から焼いたときに出る脂は、
取り除くとすっきりした煮込みになりますPOINT!

来春オープン
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乾燥肌、アトピー性皮膚炎のお子様はそろそろ外気の乾燥によって皮膚が痒くなってくる季
節だと思います。スキンケアで大切なことは①皮膚の汚れをとること、②乾燥肌・湿疹に塗り
薬を塗ること、③悪化要因対策（ダニに反応するなら掃除、ダニ防止寝具を使う等）の3つとな
ります。やはり①・②が重要、①洗うときはたっぷりの泡で素手でやさしく揉むように洗いま
しょう。②皮膚状態に合わせて軟膏を選択し、必要な量をたっぷり塗りましょう。保湿剤は
乾燥が強い子はクリームタイプをおすすめします。ステロイド剤はテカテカするくらいたっぷり
塗らないと痒みは治まりません。そして1日2回塗った方が皮膚は早く改善します。お子様のト
ラブルにお困りでしたら、お気軽に小児アレルギー外来にご相談ください。

こどもセンター 小児科 担当医 清水

フジ虎ノ門整形外科病院
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1067-1
■ TEL： 0550（89）7872

フジ虎ノ門健康増進センター
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1067-2
■ TEL： 0550（89）5851

フジ虎ノ門こどもセンター
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1067-1
■ こども診療部／こども・家庭相談部
　 TEL： 0550（88）0043
■ こども福祉
　 TEL： 0550（88）0041

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

フジ河口湖クリニック
〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6887
■ TEL： 0555（72）3298

フジ虎ノ門
テクノエイドセンター
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1074-3
■ TEL： 0550（89）9292

メディカルフィットネス 
プラーナ
■ フジ虎プラーナ
　 TEL： 0550（88）0555 
■ ツル虎プラーナ
　 TEL： 0554（45）8865  

介護老人保健施設 あすなろ
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1076-2
■ TEL： 0550（88）0007

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1084-1
■ ふれんど
　 TEL： 0550（89）5722 
■ たんぽぽ
　 TEL： 0550（89）6100 

介護老人保健施設 
はまなす
〒401-0301
山梨県南都留郡
富士河口湖町船津6901
■ TEL： 0555（83）3285

グループホーム はまなす
〒401-0301
山梨県南都留郡
富士河口湖町船津2207
■ TEL： 0555（83）3310

サービス付高齢者向け住宅
ゆずり葉の森
〒412-0002
静岡県御殿場市上小林字
西野原1527-431
■ TEL： 0550（89）1616 

介護老人保健施設・
介護付き有料老人ホーム
菜の花の丘
〒410-1313
静岡県駿東郡小山町竹之下321
■ TEL： 0550（76）5800

河口湖とらのこ保育園
〒401-0301
山梨県南都留郡
富士河口湖町船津2211-5
■ TEL： 0555（72）9558

特別養護老人ホーム 白雪
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田南原270
■ TEL： 0550（82）7601

短期入所生活介護 百寿
〒412-0044
静岡県御殿場市杉名沢字久保田351
■ TEL： 0550（84）8100

特別養護老人ホーム 高砂
〒410-0016
静岡県沼津市高砂町1-5
■ TEL： 055（941）5681　

フジ高砂クリニック
高砂居宅介護支援センター
デイサービスセンター 高砂
〒410-0016
静岡県沼津市高砂町2-5
■ フジ高砂クリニック
　 TEL： 055（941）5684
■ 高砂居宅介護支援センター
　 TEL： 055（941）5683
■ デイサービスセンター 高砂
　 TEL： 055（941）5682

とらのこ保育園
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1073-1
■ TEL： 0550（88）0223

特別養護老人ホーム・高齢者住宅
なでしこ
〒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

特別養護老人ホーム・ケアハウス
すずらん
〒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
■ 託児所
　 TEL： 0550（78）6592

ケアハウス やまぼうし
〒410-0001
静岡県沼津市足高字尾上251-7
■ TEL： 055（925）2660

菜の花こども園
〒410-1313
静岡県駿東郡小山町竹之下570-1
■  TEL： 0550（76）6622

（公財）日中アジア
人事交流援護会
〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1065-2
■ TEL： 0550（98）8721

高嶺の森の診療所
〒412-0002
静岡県御殿場市上小林1476-1
■  TEL： 0550（75）7977

高嶺の森のこども園
〒412-0011
静岡県御殿場市古沢字割地1181番地
■  TEL： 0550（88）0223

特別養護老人ホーム
ふじあざみ
〒412-0008
御殿場市印野字程塚1549-1
■  TEL： 0550（80）0077

山中湖村
デイサービスセンター
〒401-0502
山梨県南都留郡山中湖村平野1450番地
■  TEL： 0555（28）1025

フジ虎ノ門グループ 
■ 社会医療法人  青虎会　　■ 社会福祉法人  博友会　　■ （公財）日中アジア人事交流援護会

皮膚炎
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http  : //www.toranomon.or.jp/
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こどものスキンケアのポイント


