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埼玉観光㈱バス　三郷駅南口行き
　1月 4日より運行開始
　三郷中央総合病院前バス停下車

埼玉観光㈱バス　新三郷駅西口行き
　1月 4日より運行開始
　三郷中央総合病院前バス停下車
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特集：ご支援ありがとうございます。
認定第JC1561号

病　院　理　念
愛し愛され信頼される病院

基本方針（行動指針）
１　すべての人の人格を尊重し、誠実に対応いたします。
２　わかりやすい言葉で説明いたします。
３　患者さまの訴えや要望に対し迅速に対応いたします。
４　安全・安心に基づく医療を提供いたします。
５　地域の医療機関・保健機関と緊密に連携いたします。
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令 和 ２ 年再生医療APS療法　≪次世代PRP療法≫
【整形外科では、変形性ひざ関節症に対するＡＰＳ療法を行なっております】
APS（次世代 PRP 療法）療法とは？
患者様ご自身の血液より炎症をおさえる働きをするタンパク質と、軟骨を守る成長因子を高濃度に抽出し、
ひざ関節に注入することで、ひざ関節の痛みや炎症の軽減、軟骨の変性や破壊の抑制が期待できます。
また、患者様自身の血液を使用するため、安全性が高く、感染症やアレルギー反応などの副作用のリスクが
ほとんどありません。ただし、効果には個人差があり、根治治療ではございません。

◆ＡＰＳ療法は、保険診療の適応外となり自費診療 【１関節／ 352,000 円（税込）】となっておりますが、
適応の可否につきましては保険診療にて診察をさせていただき、担当医にて判断させていただきます。
　その上で、患者様の状態に合わせて、治療方針をご提案致します。

◎ひざ痛やひざの腫れで長年悩まれている方
◎鎮痛剤やヒアルロン酸注射ではひざの痛みが改善されない方
◎人工関節を入れる（手術をする）ことに抵抗がある方
◎仕事や家事、介護などの理由で長期入院ができない方
◎生きがいになっている趣味やスポーツを続けたい方
◎一度の治療で効果を持続させたい方　　　　　　　　……etc.

このような症状の方は一度、当院担当医までご相談ください。

整形外科担当医　外来日程表

※医師の都合により、休診となる場合がございますので予めお電話にてご確認ください。
※受診の際は、受付終了 30分前までにご来院し、受付していただきますようお願いいたします。
※詳細は当院ホームページ『APS 療法のご案内』　http://mchp.jp/department/aps.html をご確認ください。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

江　澤 仲　地 密　山 江　澤 仲　地

－ － － － 密　山

受付： 8 ：00～12：00
診療開始： 9 ：00～

午　前

受付：12：30～16：30
診療開始：14：00～

午　後
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ご支援ありがとうございます。

　新型コロナウイルス感染症が院内で発生し、最終発生日より４週間の経過観察を行い、
2020年７月31日の収束宣言を発出しました。経過観察中は、外来診療、救急診療、入院の受
け入れの制限を行い、当院を利用されている患者様およびご家族の皆様、地域の皆様には多大
なるご心配と、ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
　新型コロナウイルス流行に伴い、当院でも物資不足や急速な業務負担の増加など、様々な困
難に直面しました。そのような状況の中、患者様、ご家族の皆様、地域の皆様より、マスク、
フェイスシールド、ガウンなどの個人防護具、飲み物、お菓子など、たくさんの支援物資の寄
付をいただき、ありがとうございます。院内で大切に使用させていただいております。
　また、当院スタッフに向けてのお手紙やお電話、来院時など数えきれないほどたくさんの方
に温かいお言葉、励ましのメッセージをいただいております。皆様よりお寄せいただきました
お気持ちは我々スタッフにとって、なによりも大きな励みとなります。
　この終わりの見えない厳しい戦いの中で、皆様からの温かい応援こそが私たちの支えになり
ます。温かいご支援を励みに、これからも安心・安全な医療の提供に努めてまいります。ご支
援ありがとうございます。

三郷中央総合病院　職員一同

新しい医師のご紹介

　こんにちは、内科の野口三四朗です。
　10年以上前より当直業務で勤務しておりましたが、この度、常勤として採用していただきました。
気持ちを新たにして頑張ります。　
　専門は消化器内科です。上、下部内視鏡検査も担当しております。なお、消化器内科にかかわら
ず広く内科診療を行ってまいりますので、遠慮なく受診いただけたら幸いです。
　趣味は日本史です。名所旧跡巡り、歴史小説、お城のプラモデルなどで気分転換をしています。
　明るい診療を心掛けております。
　宜しくお願いいたします

内科　　野口　三四朗

新型コロナウィルス感染症予防
リハビリテーション技術科

　新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、三郷中央総合病院リハビリテーション技術科でも、患
者様、ご家族様、ご利用者様、スタッフの安全を守るために、以下の感染予防対策を実施しております。

１．マスク着用の徹底
☑全スタッフは、通勤中も含め食事中以外はマスクを着用しております。
☑全スタッフは、マスク及びアイシールドを身に着け、リハビリを実施しています。
☑全スタッフは、必要に応じて防護具（エプロン等）を着用し、リハビリを実施しています。
☑リハビリの実施中は、入院、外来の患者様、見学のご家族の方、訪問利用者様にはマスクの着用を
　お願いしています。

２．検温の実施
☑全スタッフは、毎日 2回（出勤前、昼）、検温を実施しています。
☑全スタッフは、1日 2回の検温に加え、体調チェック表を用いて 8項目の体調確認を行っています。
☑外来患者様、訪問ご利用者様にも、体調チェック表の記入をお願いしています。

３．手洗い、手指消毒の徹底
☑全スタッフは、手洗い、手指消毒を徹底しております。
☑全スタッフは、個人ごとに、アルコール消毒剤を携帯しています。
☑全スタッフは、「5つのタイミング」で手指消毒を実施しています。
☑患者様、ご利用者様には、できる限り、リハビリ実施前後、物品使用前後で、
　手指消毒をお願いしています。

４．環境、使用物品の消毒強化
☑全スタッフで、使用物品の消毒を使用毎、介入毎に行っています。
☑全スタッフで、休憩室も含め、リハビリ環境の消毒を、使用毎、介入毎に行っています。
☑リハビリの環境には、消毒のための、消毒液、清拭クロスを十分に配置しています。
☑消毒に必要な物品は、欠品することがないよう、適宜、補充を行っています。 
        

５．換気の実施
☑リハビリは、十分な換気の下、実施しています。
☑リハビリ室は、十分な空気の流れ考え、窓の開閉を行っています（吸気）。 
☑大型扇風機４台を使用し、換気（排気）を実施しています。 

６．ゾーニングの実施
☑入院の患者様、外来の患者様、ご家族様が同一空間で一緒にならないよう、
　リハビリ室をそれぞれで区切ってリハビリを実施しています。
☑入院患者様で、別フロアの患者様同士が、同一空間でリハビリを実施しないように、
　時間を区切ってリハビリ室を使用しています。
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