


フジ虎ノ門グループは御殿場市小林の森林に、診療所と宿泊施設を中心としたエリア「高嶺の森」の開発を進
めています。ゴルフ場の跡地を利用して、クラブハウスを改装した統合医療の診療所を2021年3月にオープン。
周辺にはコテージやキャンプ場を設けました。今後は産後ケア施設や地場産品のマーケット、自然や動物に触
れる施設の建設も計画しており、様々な過ごし方ができるエリアにすることで、地域の魅力を発信し、活気ある
街づくりに貢献したいと考えています。 

現代医療と同時にアーユルヴェーダや中医学など
の伝統医学の観点から、一人ひとりの体質を見極
めて最適な治療、療養法のアドバイスを行う診療
所です。ストレスを解消して若返り、心身共に美し
く健康になること
を目指しています。

高嶺の森の診療所

広大な森の中の丘陵地に、10棟のコテージが点在しています。
全棟バス・トイレ・キッチン完備で、窓から自然を眺めながら
料理をお楽しみいただけます。 

富士山の眺望や小川のせせらぎ
に包まれた、自然豊かなキャン
プ場。1日10組
限定で、広 と々し
た区画が心地良
い環境です。

キャンプ場

● 漢方内科 ● 整形外科
● リハビリテーション ● スポーツ医学
● 統合医療（鍼・灸・アロマ・点滴療法）

診療科目

診療時間 東洋医学
鍼灸治療やシロダーラ
など、体質や体調、季節
や環境に応じ個々に合
わせた治療を行います。 

筋膜リリース
筋肉を包む膜「筋膜」の
萎縮や癒着を剥がし、
筋肉の柔軟性を正常な
状態に戻します。

従手療法
血流改善やリンパの流
れを改善し、身体の自然
治癒力を高め健康を増
進させます。

点滴療法
総合ビタミン点滴はスト
レス解消、肉体疲労、肌
荒れ、肩こり、精神安定
に効果があります。

自由診療メニュー

レセプション棟にあるレストラン
では、ご宿泊の方へ朝夕食を提
供しています。新鮮な地場野菜
を使った、からだにやさしいお食
事です。

レストラン

時間/曜日 月 火 水 木 金 土 日
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406

至 山中湖

〒412-0002 静岡県御殿場市上小林1476-1

ご予約・お問い合わせ

高嶺の森のコテージ
TEL 0550(75)7981

高嶺の森の診療所
完全予約制・自由診療

TEL 0550(75)7977

「高嶺の森」の全容が
わかる動画はコチラ！

産後ステイ宿泊プラン
0歳のお子様とお母様にてツイ
ンルームのコテージをご利用
いただくプラン。母乳育児相談、
骨盤矯正、沐浴指導なども。

コテージ

詳細はコチラ

大自然の地形を生かした全18ホールの
ショートコース。プレーにはご希望します
と健康食を付けられます。オプションで
運動中の心拍や血圧の測定ができます。 

ゴルフ
詳細はコチラ

詳細はコチラ詳細はコチラ

詳細はコチラ

高嶺の森のゴルフクラブ・
高嶺の森のキャンプ場 

TEL 090(1078)6213

高嶺の森のゴルフクラブは
こちらからもご予約できます

富士山麓の魅力満喫

診療所×宿泊施設「高嶺の  森」オープン
特 集

フォーカス
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概要

怪我や病気、先天異常による、顔や体
表面の見た目が良くない状態を治療し
ます。

体内部の骨、関節、筋肉、
腱、神経を扱い、運動機
能の回復を目的としてい
ます。

対象疾患の
一例

・創傷・火傷・手術後の傷痕や引き攣れ 
・顔面骨折・切断指の再建・皮膚にでき
た腫瘍の切除・乳房再建・口唇裂・あざ、
ホクロの切除・眼瞼下垂など

・骨折・脱臼・靭帯損傷
・椎間板ヘルニア
・変形性関節症・リウマチ
・骨粗鬆症など

治療方法
主に手術
レーザー、テープ、軟膏も使用

手術、注射、投薬、
リハビリテーション

保険適用 保険診療、一部自費 保険診療

 形成外科 整形外科

形成外科は日本ではまだ歴史が浅く、皆さんにとって馴染みのない科かもしれません。また診療範囲が広く、
整形外科や美容外科と重なる部分もあるため、どの科を受診したら良いか迷う方もいるでしょう。
形成外科は、体表の形態に関する悩みを治す高い技術を持っています。機能的な治療が終わった後も傷痕が
シミにならないよう美白剤を使ってケアしたり、初期の治療からアフターケアまで一貫して行えることも特長です。

例えば切断された指を結合する場合、私たち形
成外科医は血管、神経、腱を手術用顕微鏡で拡
大し、精巧な器具を用いて微細な部分まで丁寧
に吻

ふんごう

合・縫
ほうごう

合していきます。このような手術をマイ
クロサージャリーといい、組織を再建する非常に
高度な技術が必要だからこそ、機能も見た目も元
通りに近づけることができるのです。
私たちが目指すのは患者さんの「生活の質」の
向上です。

地方には形成外科が少なく、静岡県東部は専門
技術を持った医師が少ない地域です。私は3月
まで東京女子医科大学病院に勤務していました
が、出身地である沼津近隣の皆さんに貢献した
いと思い、地元に戻ってきました。

「形成外科」と聞いて、皆さんは何をイメージしますか？形成外科は「体の表面」の怪我や疾患に、外科的治療
を行う診療科です。傷痕を整容的、機能的な改善を目指した治療を重視しています。傷や傷痕を綺麗に治し
たい方は、ぜひ形成外科にご相談ください。

TEL 0550(89)7872

お問い合わせ

フジ虎ノ門整形外科病院　形成外科

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

美容外科

美容を目的として医学的には
正常な状態に施術するため、
原則自費診療となります。

・シワ・たるみ
・二重瞼手術
・脂肪吸引・豊胸など

手術、注射、注入治療、
レーザー

亀井 航
［資格］
日本形成外科学会  専門医、指導医
日本創傷外科学会  専門医
日本形成外科学会  再建・マイクロサー
ジャリー分野指導医
日本形成外科学会  形成外科領域指導医
日本形成外科学会  レーザー分野指導医

［略歴］
東海大学医学部卒業後、東京女子医科大
学病院、鹿児島市立病院を経て、2016年
東京女子医科大学病院形成外科助教に
就任。2022年講師となり現在に至る。

形成外科・整形外科・美容外科の違い

形成外科が綺麗に治せる理由 地元に貢献するために

他の診療科からの再建依頼も対応可能です。 
当院でも診療科間の連携はもちろん行っています
が、例えば瞼が下がって視界が悪いとか、手術後
の引き攣れで指が動かし辛いとか、お困りの症状
があればぜひ外来で直接ご相談いただければと
思います。
また今後は美容外科の分野も始めていく予定です
ので、どうぞお気軽にご来院ください。

お困り事、ご相談ください

手術前の状態

手術後の状態

外傷後の
母指欠損

足趾移植後

その 症状、形成外科 で 解  消できるかも？
特 集

インタビュー
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ご利用者様の目線を大切に 地域に開かれた施設

地域交流スペースは誰もが立ち
寄れ、地域の子どもたちと利用者
様が触れ合えるなど様々な目的に
ご利用できます。

多床室（4人居室） ユニット型居室（個室）

共同生活室

地域交流スペース

ショートステイ（2人居室）

特別養護老人ホーム

定員100名

ショートステイ

定員20名

デイサービス

定員20名

注※ 高野豆腐は水で戻して、水分をしっかり
切って 手で細かくちぎっておく（フードプ
ロセッサーにかけると尚良い）

1  高野豆腐、玉葱、人参、しめじ茸は全て１㎝
くらいに刻み、ビニール袋に入れ、さらにC

全ても入れ、よく振って混ぜる

2  耐熱の器に 1 を入れラップをしてレンジ
600Wで５分加熱して混ぜる

3  Aの材料も1.5㎝角に切り 2に Bの調味料も
加え混ぜて５分加熱して再び混ぜる。30秒
ほどレンジで加熱する。スパイスの量は好み
で調整してください

高野豆腐……………… 2 個
玉葱………………… 100ｇ
人参…………………… 40ｇ
しめじ茸……………… 40ｇ
A   ピーマン ………… 1 個

茄子 …………… 小 1 個
煮大豆 …………… 1 袋

B   ケチャップ … 大さじ 1
オイスターソース 小さじ 1
コンソメ顆粒 小さじ 1

C  　カレー粉 …… 大さじ 2
クミン粉 … 小さじ１/2
塩 ………… 小さじ１/3
砂糖 ………… 小さじ２
すりおろしニンニク 少々

スパイス効いた

ビーガン
キーマカレー

梅雨も明け夏本番です。猛暑が続きますが

体調は万全にして過ごしたいものです。

汗をかきながらスパイスの効いたカレーを 

食べるのは夏にぴったりの風景です。

今回は ビーガンキーマカレー です。

スパイスの効能には発汗・健胃・抗酸化作用・

殺菌作用・新陳代謝を高め食欲を増進させ、

胃腸の働きを高め、疲労回復効果があります。

簡単にレンジだけで手軽に作れるレシピです。

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

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／2人分（全量777kcal）

作り方

1

2

3

冷凍トマトと
バジル、玉葱で作る
冷製スープ
ガスパチョ
もおすすめ

ゆ
みこ’S キッチン

リビングから居室などの動線を追求し安心してお過ごしいただけます。
自然素材や優しい自然光を取り入れた、空間づくりを行っておりご利用
者様お一人おひとりに合わせた家庭的な雰囲気のサービスの提供を
いたします。

フジ虎ノ門グループ

特別養護老人ホーム ふじあざみのご紹介
ピックアップ
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舌下免疫療法は、スギ花粉症の原因であるアレルゲン（スギ花粉を原料とするエキス）を
少量から服用することによって体に慣らし、症状を和らげる治療法です。経1cm程の10
秒で溶けてしまうラムネのようなお薬を舌下において内服しますが、味も臭いもしないの
でお子様（5歳以上）でもできる治療法です。効果が早い方は治療開始初年度から症状
がだいぶ楽になったと言われます。
お薬開始の時期はスギ花粉飛散時は禁忌なので、5月から12月中旬までが始め時です。
お子様だけではなく親御さんの治療も承りますので、どうぞお気軽に親子でご相談ください。

こどもセンター 小児科 担当医　清水

舌下免疫療法をおすすめします！

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

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

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

予約専用ダイヤル

TEL 0550(88)0043

8月から
土曜診療と
なります

http  : //www.toranomon.or.jp/
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スギ花粉症でお困りの方


