16

● 新型コロナウイルス関連情報
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ツイッター

新型コロナウイルス関連情報
新型コロナウイルス感染症に対する
春日部市立医療センターのこれまで
の取り組みと今後の役割
問い合わせ／医事課（ 内線 7324 ）、
市立医療センター（ ☎ 735-1261 ）
み や け

ひろし

三宅 洋 病院事業管理者よりメッセージ
新型コロナウイ
り か ん
ルス感染症に罹患
した患者および関
係者の皆さまには
心よりお見舞い申
し上げます。
市立医療セン
ターは、感染症指
定医療機関とし
て、令和2年2/18
に春日部保健所からの依頼により、帰国者・
接触者外来を開設し、PCR検査を行うとと
もに、近隣では他に先駆けて疑いを含む感
染患者 2 床の入院受け入れを開始しました。
その後増え続ける感染患者受け入れのため
増床を続け、現在では 24 床の受け入れ態
勢を整えております。
今後においても、市民の皆さまの健康と
命を守るとりでとして、感染防止対策と感
染患者の積極的な受け入れを行ってまいり
ます。

Q1. コロナ感染が不安です。受診しても大丈夫でしょうか。
A1. はい、大丈夫です。感染予防のため、全ての外来
患者さんに対し、入館時にマスクの着用および手指消
毒、非接触型体温計による検温をお願いしており、
37.5℃以上の発熱のある患者さんは、他の患者さん
とは入り口を分け、別の診察室で診察を行っています。
また、医療スタッフもマスクやフェイスシールドを着
用するなど、感染防止対策を徹底し、安心して受診で
きる環境づくりを実施しています。
Q2. 電話でお薬はもらえますか。
A2. はい、大丈夫です。新型コロナウイルス感染症流
行期間内のみの対応となりますが、当センターかかり
つけの慢性疾患の患者さんに限り、電話での診療、処
方箋の発行が可能です。希望する人は自身の担当医の
外来日に電話してください。
Q3. コロナの検査を受けられますか。
A3. 症状がある人は、医師が診察し、検査が必要か判断
します。症状が無く濃厚接触者でもない人で検査を希望
する場合は、自費診療となります。午前中の検査では当
日中、午後の検査では翌日までに検査結果を連絡します。
Q4. 入院患者の面会はどのようになっていますか。
A4. 院内でのタブレット端末によるオンライン面会を
始めました。しかし、感染予防のため、医師からの要
請による場合を除き、対面での面会は中止しています。

A5. はい、大丈夫です。入院、手術とも通常通り行ってい
ます。なお、入院前と手術前の全ての患者さんに対してコ

受診先の確認・受診を迷う場合
埼玉県受診・相談センター

☎ 762-8026
FAX 816-5801

受付時間／㈪～㈯・㈷

9:00 ～ 17:30

受診先の確認・一般的な質問
県民サポートセンター

☎ 0570-783-770
FAX 830-4808
受付時間／年中無休

24 時間対応
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ロナの検査を実施するなど、感染防止対策を講じています。
Q6. 初診時に紹介状が必要ですか。紹介状が無いと
受診できませんか。
A6. 紹介状を持っていない場合でも受診できますが、
診療科によっては待ち時間が長くなる場合や、手術や
救急患者対応などで予約や紹介状を持っている人のみ
とする曜日がありますので、当センター公式 WEB で
確認するか、電話で各科外来にお問い合わせください。
なお、当センターでは、日常の健康管理の把握のため、
かかりつけ医を持つことをお勧めします。
Q7. 休日や夜間に具合が悪くなった場合、診察して
もらえますか。
A7. 休日や夜間は、内科系、外科系、小児科、産婦人科
による救急医療態勢となっています。しかし、通常の診
療体制とは異なるため、来院する場合は、必ず電話をし
て、受診可能かどうかを確認してから来院してください。
Q8. 待ち時間が長いのですが。
A8. お待たせすることなく、予約時間通りに受診でき
るよう、努めておりますので、予約時間に来院するよ
うご協力ください。ただし、救急患者対応などに時間
がかかり、待ち時間が長くなる場合もあります。この
場合にはおおよその待ち時間をお伝えします。
Q9. 人間ドック・健康診断を受けたいのですが。
A9. 人間ドック・健康診断は、現在、行っていません。
なお、他院で人間ドックなどを受診した結果、精密検
査が必要と診断された場合は、受診の受け入れを積極
的に行っています。

市内感染者数（ 月別 ）

問い合わせ／健康課（ 内線 7515 ）

医療環境の確保、市民の健康は、一人一
人の確実な感染予防行動にかかっていま
す。感染予防の徹底と慎重な行動をお願い
します。

フェイスブック

よくある質問（ Q&A ）

Q5. 入院や手術をしても大丈夫でしょうか。

市内感染事例の推移
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春日部保健所管内の
陽性者の状況

（ 令和 3 年 1/18 時点 ）
陽性者数（ 累計 ）
… 718 人
現在の患者数… 136 人
・入院中… 27 人
・宿泊療養（ホテル）
…9人
・自宅療養… 100 人
退院・療養終了
… 582 人
※春日部保健所管内の陽性
者 の 状 況 は、 市 WEB で
週 1 回程度情報を更新し
ています
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5月

6月

7月

対象…「 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金 」
を受けた市内のテナント事業者
支給額…支払家賃の 1/15を 6カ月分（ 上限有り）

申し込み…電子申請、または郵送で勤労者会館ビジネ
スサポート応援給付金担当へ

※詳しくは市 WEB 掲載の申請要領をご覧ください。また、給付金の総額
が予算額に達した場合、受け付けを終了します

115,959 人

11月

12月 令和3年1月

（1/21時点）

ため、本紙に掲載の市主催・共催イベ

申請期限… 3/1 ㈪まで

男

10月

新型コロナウイルス感染拡大防止の

問い合わせ／勤労者会館「ライム」
（ ☎ 752-1662 ）、商工振興課（ 内線 7757 ）

春日部市の世帯数と人口（ 1/1 現在 ）
● 世帯数 108,274 世帯
● 人口 233,391 人
（ 前月比 22 人減 ）

9月

最新情報はこちらから

ビジネスサポート応援給付金（ 家賃支援分 ）
の申請をお忘れなく!
「ビジネスサポート応援給付金（ 家賃支援分 ）
」の申請
期限が迫っています。該当する人は早めに申請してく
ださい。
なお、現在、申請から給付までおおむね 2カ月を要
しています。申請から 2カ月を経過しても受給が確認
できない場合は、お手数ですが、問い合わせ先まで連
絡をお願いします。

8月

女

117,432 人

ントが中止・延期となる場合がありま
すので、事前に市 WEB を確認してくだ
さい。ワクチン接
種に関する情報

も、準備が整い次
第市 WEB でお知ら

せします。

