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令和 3 年 11 月 25 日（木）
参加者：15 名日高臨床医勉強会

PRP療法について
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　当院では昨年の令和２年５月から PRP 療法外来を始めました。

皆さまにとってはまだ馴染みの薄い治療法であることに加えて自由診

療になります。皆さまに PRP 療法、特に整形外科領域における PRP 療

法とはなんぞやというところで、少しでも皆さまのお役に立つような

お話ができればと考えています。

PRP これは Platelet-Rich Plasma：多血小板血漿、文字通り血小板が多

量に含めまれている血漿のことです。血小板には主に「血液を固める

働き」と「組織の修復を促す成長因子を出す働き」があります。これ

らの働きを利用し、PRP を傷んでいる部分に注入することで、自分自

身が元々持っている修復力を引き出す治療を PRP 療法と呼んでいます。

PRP 療法は、皮膚科、血管外科、歯科口腔外科、美容関連、整形外科

など様々な分野で使われています。今回は整形外科領域の PRP 療法に

に関してお話をしていきます。

【 略歴 】
1991 年：産業医科大学 卒業
1991 年：大阪労災病院
1994 年：浜脇病院
1995 年：信原病院
1997 年：産業医科大学大学院
2000 年：カリフォルニア大学留学（３年間）
2003 年
   2 月〜：社会医療法人黎明会北出病院

【 所属学会 】
       日本整形外科学会　整形外科専門医
　　 日本整形外科学会　脊椎脊髄病医
　　 日本スポーツ協会　公認スポーツドクター

北出病院　整形外科・スポーツ整形

阪田　武志（さかた・たけし）

PRP はなぜスポーツ分野で発展したのか？

田中将大投手（野球）

ニューヨークヤンキース時代の 2014 年 7 月シーズン中

に右肘内側側副靱帯損傷に対して PRP 療法を受けて 2 カ

月で復帰したことで日本でもこの治療法が知られるよう

になりました。

タイガーウッズ（ゴルフ）

左膝前十字靭帯断裂やアキレス腱断裂した時に PRP 療法

を受け、マスターズ 2019 で復活優勝をしています。

また、PRP 療法を受けた 2 年後、2010 マスターズ プレ

スリリースでのタイガーウッズが PRP 療法について語っ

た言葉がわかりやすいと思います。“ I did everything I 
possibly could to heal faster ”
あえて英語で書いていますが直訳すると「怪我が早く治

る可能性があるなら全部やった」ということになると思

います。

ラファエル・ナダル（テニス）

両膝痛に対して PRP 療法を受け、治療後 2 ヵ月で復帰し、

グランドスラムで 14 度の優勝を果たしています。

治療が効果的だったスポーツ選手

スポーツへの早期復帰が期待できる！
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❶骨髄中の巨核球の細胞質から産生され核を持ちません。

❷正常の血中には 15 〜 40 万個 / μℓ程度です。

❸平均寿命は 8 〜 12 日で主に脾臓で破壊されます。

❹止血作用、炎症反応、免疫反応、感染防御などの

　生体反応に深く関わっています。

血小板とは
　ここでまず血小板について少し触れておきます。少し画像処理していますが電子顕微鏡での血球像です。赤血球、

白血球、そして真ん中の長い突起をたくさん出した海の生き物みたいなものが血小板です。

血小板は止血のKey Player

血小板は止血において大変重要な役割を果たしていま

す。血管内皮細胞に破綻が生じ、コラーゲンが露出す

るとフォンウィルブランド因子の助けも受けながらそ

の部位に血小板が粘着、続いて凝集します。これが一

次止血です。

続いて周囲の血液凝固因子が次々と活性化され、最後

にフィブリノゲンが不溶性のフィブリンに変化して丈

夫で安定したフィブリン血栓が出来上がります。これ

が二次止血です。この過程によって止血が完成し血管

が修復します。

血小板は創傷治癒のKey Player

血小板にはα顆粒と呼ばれる構造物がありますが、血小板が活性化するとその中から創傷治癒を促す様々な成長因

子が放出されます。代表的なものに PDGF 、FGF、EGF、VEGF、TGF – βなどがありますが、これらが協調的に働い

てくれることで傷が治っていくわけです。

活性化した血小板は様々な成長因子を放出し創傷治癒を促す

PDGF (Platelet Derived Growth Factor)

　　　　血小板由来成長因子
　　　間葉系細胞に対し遊走・増殖の促進

EGF (Epidermal Growth Factor)

　　上皮細胞成長因子
　上皮細胞の分化・増殖の促進

TGF-β(Transforming Growth Factor-beta)

　 トランスフォーミング成長因子 -β

                 コラーゲンの形成促進

FGF (Fibroblast Growth Factor)

        線維芽細胞成長因子
        創傷治癒過程の様々に関与

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)

              血管内皮細胞成長因子
                          血管新生の促進

血小板

赤血球

白血球
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図の通り、血液成分を遠心分離することで白血球の層の上に

血小板を豊富に含む血漿の層ができます。これが PRP とい

うことになります。この層を取り出して治療に用います。

PRP はその構成成分の違いで大きくは３つに分類できます。

一つは leukocyte-rich PRP と呼ばれる血小板、白血球とも多く

含むもの。次に leukocyte-poor PRP と呼ばれる血小板は比較

的多く、白血球は多少含むもの、最後に pure-PRP と呼ばれる

血小板は比較的少なく、白血球はほぼ含まないものです。

このグラフは各 PRP での血小板と白血球濃度を全血と比較したものです。

左のグラフは血小板で全血と比較して LR –PRP で 4.1 倍、LP –PRP で 3.8 倍、pure-PRP で 2.3 倍となっています。

右のグラフは白血球で全血と比較して LR –PRP で

2.6 倍、LP –PRP で 0.4 倍、pure-PRP で 0.04 倍と

ほぼ白血球フリーの状態です。

ただこれは順天堂大学のグループの報告で、実際に

は作成方法や使うキットによって濃度差にはばら

つきがあります。

PRP とは

PRP（多血小板血漿）

PRP の種類

各 PRP での血小板と白血球濃度

各 PRP における成長因子の濃度

こちらも同じ報告からで各 PRP の成長因子の濃度です。

左のグラフは PDGF 濃度で PPP(Platelet poor plasma：いわゆる血小板を含まない血漿 ) と比較しますと圧倒的に

LR –PRP と LP –PRP が高くなっています。右のグ

ラフ VEGF 濃度ですがこちらも同じ結果となってい

ます。

4

2

0

( × whole blood)

× 4.1
× 3.8

× 2.3

LR-PRP LP-PRP pure-PRP

血小板

3

2

0

× 2.6

× 0.4 × 0.04

1

( × whole blood)

LR-PRP LP-PRP pure-PRP

白血球

(Kobayashi Y.,et al.、 J Orthop Sci.:2016 改変 )

(Kobayashi Y.,et al.、 J Orthop Sci.:2016 改変 )
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( 齋田良知ら、 J MIOS : 2018 改変 )
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PRP の種類と蛋白同化・異化作用

PRP の種類の違いで期待される作用に違いがあります。

LR –PRP は血小板・白血球とも高濃度、同化作用も高いですが異化作用もあるので慢性期の靭帯損傷や肉離れに

対して創部をリフレッシュしてから治癒過程に持っていくことが期待されます。

LP –PRP は血小板濃度、同化作用も比較的高く

異化作用は低いので新鮮な靭帯損傷・肉離れの

治癒過程をアクセリレートすることが期待でき

ます。

pure-PRP は血小板濃度、同化作用ともさほど

高くありませんが異化作用がないので変形性関

節症に対しての治療効果が期待できるとされて

います。

ただこれらはあくまでも目安であって決してコ

ンセンサスが得られているわけではありません。

LR-PRP

LP-PRP

pure-PRP

　 血小板

白血球濃度

 同化作用

(成長因子)

 異化作用

(MMPなど)

　◎ 　◎ 　あり

　○

　なし

あまり
 なし

　○

　△ 　△

効果の期待できる

　　 治療対象

　　　慢性期の

靭帯損傷や肉離れ

新鮮〜亜急性期の

靭帯損傷や肉離れ

　 変形性関節症

変形性関節症

各 PRP における MMP-9 の濃度

これも同じ報告からで各 PRP の MMP-9 濃度です。

MMP-9 は好中球やマクロファージから産生されるタンパク分解酵素の一つで軟骨に対しのてのネガティブマー

カーと考えられています。

ご覧の通り LR ー PRP で圧倒的に高い濃

度を示しています。

(Kobayashi Y.,et al.、 J Orthop Sci.:2016 改変 )
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LR-PRP LP-PRP pure-PRP

MMP-9

600

200

400

１） 蛋白分解酵素のひとつ

２） 好中球やマクロファージで産生

３） 軟骨細胞外マトリックスの分解
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PRP 療法による各障害への効果

ハムストリングス肉離れ

スポーツ損傷に対する PRP療法の報告をいくつか紹介します。

下記のグラフは PRP 療法がハムストリングス肉離れの痛みを軽減することでスポーツ復帰を早めるといった報告です。

対象はハムストリングスの部分損傷したアスリートで、PRP 療法は GPS III というジンマー社の LR –PRP を作成する

キットを使っています。左のグラフの通り、競技復帰まで通常 42.5 日・6 週間かかるところを PRP 群は 26.7 日・4 週間

足らずで復帰できています。右のグラフの通り、ちょうど PRP 群が復帰する時期の 4 週間あたりでの痛みがほぼなくなる

時期となっています。

40

20

0

(days)

42.5 ± 20.6

PRPコントロール

スポーツ復帰までの日数

26.7 ± 7.0

5

2

0

(Pain  intensity score)

4

3

1

4  8 (weeks)

痛みの程度が軽減する経過

(Mohamad Shariff A Hamid, et al., Am J Sports Med : 2014 改変 )

PPRRPP

ココンントトロローールルコントロール

PRP

腱障害

腱障害に対する PRP 療法の効果についてです。

2016 年の RCT メタアナリシス結果ですが（ほとんどがテニスエルボー対象となっていますが）、エコーガイド下での腱障

害への LR –PRP（Leukocyte-rich PRP）単回注射は強く推奨できる治療法であると報告されています。

（Fitzpatrick J, et al., Am J Sports Med. 2016）

肘内側側副靱帯損傷

肘内側側副靱帯損傷に対する PRP 療法の効果です。

肘内側側副靱帯部分断裂の患者 34 名に対し、PRP 療法およびリハビリテーションを実施、34 名中 30 名（88％）が競技

復帰し、平均復帰期間は 12 週でした。機能スコアおよび外反不安定性は改善し合併症は見られなかったことが報告され

ています。(Podesta L et al., Am J Sports Med. 2013)

もう一つ肘内側側副靱帯損傷に対する PRP 療法の効果について紹介します。

これはこの分野で日本のトップランナーである岩堀先生の報告です。対象は野球選手 20 名、全員男性で 16 〜 27 才、競

技レベルは高校から社会人野球レベルです。（岩堀祐介ら、臨床スポーツ医学：2019 改変）

競技復帰までに要した期間は平均 3.3 ヶ月、完全復帰率が 60％、競技復帰率が 85％ということになります。

このエコーは 21 歳大学野球投手のもので、発症から６ヶ月損傷靭帯は弛んだ状態でストレスをかけると 7mm 以上開大し

た状態でした。PRP 療法後 3 ヶ月で靭帯は修復され開大は 5mm まで改善しています。素晴らしいですよね。

私自身もこういったところを目指していきたいと考えています。

2211歳歳大大学学野野球球投投手手：：有有病病期期間間６６ヶヶ月月、、右右肘肘（（投投球球側側））エエココーー所所見見

PPRRPP単単回回注注射射実実施施後後、、疼疼痛痛はは消消失失しし３３ヶヶ月月でで試試合合復復帰帰ででききたた！！

77..22mmmm
55..22mmmm

初初診診時時 PPRRPP施施行行後後３３ヶヶ月月

上上腕腕骨骨 上上腕腕骨骨尺尺骨骨

尺尺骨骨

野球選手 20 名 （男性 ： 16 〜 27 歳）

競技復帰　時期

レベル

平均 3.3 ± 0.3 ヶ月

完全　　　13

不完全　　5

不可       2

➡️ 肘痛再発 1

 ⬇
➡️ 靭帯再建

完全復帰率　60％　　競技復帰率　85％

( 岩堀祐介ら、 臨床スポーツ医学 ： 2019 改変 )
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関節軟骨欠損

次に関節軟骨欠損に対する PRP の効果についての報告です。

New Zealand rabbit の関節軟骨欠損モデルを用いた基礎研究で、

膝蓋大腿関節の溝の部分に 5mm 径 4mm 深の欠損を作成し、コ

ントロール群、PLGA といった PRP キャリアーのみの群、PLGA

＋ PRP 群の３群で比較しています。

コントロール群では 4 週では明らかな欠損を認め、12 週でも線

維性の組織で満たされている状態ですが、PLGA ＋ PRP 群では４

週でかなり軟骨組織で覆われた状態になっており、12 週ではほぼ

軟骨がもとの状態に再生されています。

変形性膝関節症

変形性膝関節症に対する PRP 療法の効果ですが、2017 年の RCT メタアナリシスによりますと

変形性膝関節症の除痛と機能改善に関して、PRP の関節内注射は他の注射（生食プラセボ、ヒアルロン酸、オゾン：O3

のことで日本ではおこなわれていませんが外国ではオゾン含有溶液として関節注射としている国があるようです、コルチ

コステロイド）と比較し、3、6、12 ヶ月のフォロー期間で最も効果的であるという結果が出ています。

(Shen L et al., JOSR 2017)

４４週週

1122週週

ココンントトロローールル PPLLGGAA PPRRPP//PPLLGGAAPRP / PLGAPLGAコントロール

New Zealand rabbits を用

いた 関節軟骨欠損モデル

（Patellofemoral groove に

5mm 径 4mm 深の欠損作成）

グループ

１） コントロール

２） PLGA

３） PRP/PLGA

※ PLGA ： Poly lactic–co-

glycolic acid

→  PRP carrier として使用

【APS療法】

変形性膝関節症に対する PRP 療法の中で APS 療法というものがあります。

当院では変形性膝関節症に対しては現在ほぼ全例こちらを使っています。

APS(Autologous Protein Solution：自己タンパク質溶液 ) 療法とは、従来の PRP を脱水・濃縮し抗炎症作用を増幅させた

高濃度な次世代 PRP 療法で、強い消炎効果や長時間の持続効果が期待できます。

これは濃縮された様々な抗炎症サイトカイン（IL-1ra, sIL-1R, sTNF-RI, sTNF-RII）が関節内の炎症性サイトカイン（IL-1, 
TNF- α）の働きをブロックし炎症を抑え、痛みを軽減するからです。

遠心分離 遠心分離
    ＋
   脱水

末梢血

(55ml)

LR-PRP

  (6ml)

  APS

(2.5ml)

タンパク質

血小板

白血球

赤血球

抗炎症性サイトカイン　IL-1Ra, sIL-1R, sTNF-R など

成長因子　TGF- β , IGF-1, HGF など

APS と通常の PRP との違いを説明します。

実際にはジンマー社のキットを使って APS を作成します。

まず 55ml の末梢血を採血し、GPS III というキットで６ml 程度の LR-PRP を作成します。この中には末梢血濃度と比較し

て約 9 倍の血小板、約 3 倍の白血球、あと様々な成長因子などタンパク質が含まれます。さらに APS チューブを使って遠

心分離・脱水処理をすることで 2.5ml 程度の APS を作成します。LR –PRP とは各成分の濃度に違いが出てきます。血小板

は末梢血と比較して 4 倍程度に減少、白血球は 5 倍程度に増加、タンパク質は IL -1Ra をはじめとする抗炎症サイトカイ

ンや TGF- β などの成長因子濃度が飛躍的に増加します。

APS と通常の PRP との違い

(Sun Y, et al., Int Orthop 2010)

(Muir SM, et al., Am J Sports Med, 2019 改変 )
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当院での PRP 療法の実際

少少血血小小板板血血漿漿
（（PPPPPP））

多多血血小小板板血血漿漿
（（PPRRPP））

赤赤血血球球

PRP 療法の治療の流れ

GPS III STD チューブ　　　

　　(Leukocyte-rich PRP)

① 採血
まず PRP を作成するための血液 (52ml ) を患者さまから採取します。

② 分離
次に、 採取した血液を遠心分離機 （3200rpm で 15 分間） にかけて PRP を抽出します。

③ 投与
抽出された PRP （6ml） を患部に注入します。

APS 療法の治療成績

APS 療法の治療成績ですが、

KL グレード 2 または 3（これは軽症および中等症に当たりますが）の変形性膝関節症患者 11 例を対象に APS 療法を施行、

OMERCT-OARSI の基準を用いて治療反応率を評価しています。この OMERCT-OARSI の基準というのは相当にハードルの

高い国際基準なんですが、6 ヶ月時点で疼痛に関し 73% で高い改善率を示しました。また 18 ヶ月時点でも 83% で効果が

継続していました。（R.A.M. van Drumpt et al., BioRes Open Access2016 改変）

次に、日本国内の APS 療法の治療成績を紹介します。

KL グレード１〜４、ごく軽症から重症の変形性膝関節症患者 106 例を対象に APS 療法を 1 回施行、前のスライドと同じ

く OMERACT-OARSI の基準を用いて治療反応率を 6 ヶ月の時点で評価しています。

 １）KL グレード１〜４全体（n=106）で 60.4%

 ２）  KL グレード２・３（n=86）で 62.7%

 ３）  KL グレード４（n=27）で 55.6%

この結果をどう捉えるかというところはありますが、

海外の報告で KL グレード２・３対象に HA（Monovisc という高分子 HA）を単回関注の６ヶ月後の反応率　→  39.1% と

いう結果と比較すればそれなりに効果ありと評価できると思います。（桑沢綾乃：第４７回日本関節病学会　ランチョンセミナー、

2019 年　改変）（Farr J, et al., J Knee Surg, 2019）

APS 療法の抗炎症性作用

それではどうして変形性膝関節症に対して APS 療法が効くのかと

いった点で、現時点ではその抗炎症性作用によるものではないか

と考えられています。さ

変形性膝関節症に対して APS 療法施行前に関節液貯留が５ml 以上

あった 35 例で、APS 施行後６ヶ月までの関節液貯留の経過を追っ

たグラフがこちらです。

施行前平均 11. ２ml が 1 ヶ月で５ml、その後も減り続け 6 ヶ月で

平均 2. ８ml、91. ４％の症例で水腫が消失したとのことです。

実際に行ってみて確かに水腫に関して改善する方が多いと感じて

います。

4

0

(ml)

12

8

3M 6M (months)

平均関節液貯留量の推移

1M

11.2

5.0

4.4

2.8

６ヶ月時点

91.4% (32/35)

水腫が消失

（桑沢綾乃 ： 第４７回日本関節病学会　ランチョンセミナー、 ２０１９年　改変）
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GGPPSS  IIIIII  SSTTDDチチュューーブブ

AAPPSS濃濃縮縮チチュューーブブ

APS 療法の治療の流れ

まず、 GPS III STD チューブを使って 6ml の PRP を作成します。 次に作成した PRP を APS 濃縮チューブに注入します。

続いて、 2000 回転 ・ 2 分間で遠心分離を行ないます。 最後に抽出された 2.5ml の APS を抽出し関節内に注入します。

当院での PRP療法施行状況

期間：2020 年 5 月〜 2021 年 9 月　
症例：106 名（男性：37 名、女性：69 名、年齢：16 歳〜 91 歳、平均 69.2 歳）、
         121 件

多数箇所、両側、リピーターの方も含めて

121 件施行しました。

いろんな関節に施行していますが変形性膝関

節症に対する APS 療法が 88 膝で全体の 70％

以上と多数を占めています。

部位 PRP療法（GPSⅢ） APS療法

膝関節

股関節

足関節

肩関節

肘関節

指関節

合計

5膝 88膝

2股 4股

4足 1足

12肩 1肩

3肘

1手

27件 94件

自分での使用経験（私見）

副作用

注射後４〜５時間経過した頃から APS 注入膝に違和感出現　→ その後痛みと腫れ（感）増強　→　夜間にピーク、

相当痛い→ ほぼ２４時間で症状消失

→ 急性期反応についてしっかり説明しておく必要があるということがわかりました。

効果

効果ですが、全く効果は感じませんでした→ 少なくとも正常膝には効果がないことがわかりました。
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当院でのAPS療法の治療成績

症例

72 歳・女性　左変形性膝関節症（KL3）　→　APS 療法
趣味：ゴルフ（週に２回程度ラウンド）

50

0

100

1M

* *  K O O S  : 

Knee injury and 

Osteoarthritis 

Outcome Score

KOOS Pain

6M3M

45

50

60
70

50

0

100

1M 6M3M

67

92
89 89

KOOS Sports

OMERACT-OARSI （有効率判定基準） → Responder

72 歳、女性、趣味がゴルフと活動的な方です。ずっと当院でヒアルロン酸の関注でフォローしていました。左変形

性膝関節症（KL3）に対して APS 療法を施行しました。

左のグラフの通り KOOS pain 評価で施行前 67 が 1 ヶ月 92、3 ヶ月 89、6 ヶ月 89 と改善しています。隣のグラフ

は KOOS sports 評価ですが施行前 45 が 1 ヶ月 50、3 ヶ月 60、6 ヶ月 70 と尻上がりに改善しています。

OMERACT-OARSI 有効率判定基準でいわゆる「Responder」ということになります。ここには出していませんが施

行後 1 年時点でも治療効果は維持できていました。

部位 PRP療法（GPSⅢ） APS療法

膝関節

股関節

足関節

肩関節

肘関節

指関節

合計

5膝 88膝

2股 4股

4足 1足

12肩 1肩

3肘

1手

27件 94件

評価  ：OMERACT-OARSI の基準を用いた治療反応率
全体　15膝 / 19 膝　79％
KL2/3　10膝 / 13 膝　    76％
(軽・中等症 )

KL4　   5 膝 / 6 膝　       83％
(重症 )

その後6ヶ月

全体　12膝 / 16 膝　75％
KL2/3　  7 膝 / 10 膝　    70％
(軽・中等症 )

KL4　   5 膝 / 6 膝　       83％
(重症 )

対象は KL グレード２〜４の変形性膝関節症患者で APS 療法を 1 回施行、2020 年 3 月時点で６ヶ月フォロー可能

であった 16 名 19 膝です。評価は OMERACT-OARSI の基準を用いた治療反応率で行いました。

実際のデータ解析は当院リハ科の宮本 PT、田口 PT が行ってくれました。

症例数が少なく統計学的な意味合いは低いですが、全体で 19 膝中 15 膝　79% がレスポンダーでした。

→　KL ２/ ３（軽・中等症）で 13 膝中 10 膝　76%

→　KL4（重症）で５膝中６膝　83% がレスポンダーという結果でした。

次に、この治療効果がその後 6 ヶ月経過後にどうなるのかをフォローしました。全例追えたわけではありませんが、

全体で 16 膝中 12 膝　75％で治療効果が維持できました。

→　KL ２/ ３で 10 膝中 7 膝　70%

→　KL4 での方達はご覧の通り半年前の治療効果がそのまま維持できました。

この結果から APS 療法の治療効果は施行後 1 年間は期待できるといことがわかりました。
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PRP・APS療法のメリット・デメリット

メリット

１）スポーツ障害などに対して低侵襲かつ早期復帰が期待できる

２）患者自身の血液によって組織の修復を促す治療であるため、副作用が少ない

３）入院ではなく外来治療のため、患者・患者家族の仕事等の時間の都合がつきやすい

４）繰り返し行うことができる

デメリット

１）保険診療適応外のため自由診療となり、患者の治療費の負担が大きい

→ 靭帯損傷に対する PRP 療法：12 万 1 千円（税込）

→ 変形性膝関節症に対する APS 療法：30 万 8 千円（税込）

２）患者によって治療効果に個人差がある

再生医療という名前だけが一人歩きしてこの治療に対して過大な期待を多くの患者さまがお持ちです。説明に当たっ

ては治療の限界も含めてじっくり時間をかけて行うように心がけています。

PRP 療法外来

診察
日時

毎週火 ・ 木曜日 （予約制） / 14:00 〜 16:00

担当医 : 阪田　武志

皆さまのクリニックで対象になるような患者さまが

おられれば紹介して頂ければ嬉しく思います。

ドクター

65歳女性。
以前から膝痛です。手術以外の治療法はありますか？

膝の痛みの原因は様々ですが、特に中高年の女性を中心に多く見られるのが「変形性膝関節症」です。
ご質問者も変形性膝関節症の可能性が高いと考えられます。この疾患は関節内の軟骨がすり減り、部
分的に過度な負担がかかることで骨の変形を招き、強い痛みを引き起こすのが特徴です。

治療は従来、軽度であれば運動療法やヒアルロン酸注射による保存療法が、重度であれば人工関節を
中心とした手術療法が行われてきました。ただ膝の痛みに悩んではいるけれども人工関節にするほ
ども人工関節にするほど軟骨が減っていない方や、諸事情により人工関節を入れられない方などに
は有効な治療がありませんでした。

こういった患者の治療法として、数年前から「PRP（多血小板血漿）療法」を導入する施設が増えつ
つあります。PRP療法とは、血小板を高濃度に濃縮し、血小板の成長因子が持つ組織修復能力を利用
した「再生医療」のひとつです。この治療法は患者自身の血液を用いるため安全性が高く、効果は
最大 36ヵ月持続したとの報告があります。ただ、現時点では自由診療でしか受けることができませ
ん。

まずは整形外科を受診し、 治療法についてご相談ください。



■内科　　■消化器内科　　■循環器内科　　■糖尿病内科
■腎臓内科（人工透析）　　■消化器外科　　■呼吸器内科　　
■外科　　■消化器外科　　■整形外科　　■リウマチ科　　
■形成外科　　■脳神経外科　　■乳腺外科　　■胸部外科　　

■肛門外科　　■血管外科　　■小児科　　■小児アレルギー科　
■リハビリテーション科　　■放射線科　　■泌尿器科　　■歯科
■歯科口腔外科　　■小児歯科　　■矯正歯科　

診療科目外来診療・入院患者様紹介のご利用手順

■お電話での予約 …… TEL 0738-22-2188（代表）
■FAXでの予約　…… FAX 0738-22-2120
　  　　　　　　　　　　　※紹介依頼用紙（FAX 送信用）をコピーしてご利用ください。

⬇
診察日・入院日等決定次第、ご連絡いたします。

⬇
患者さまに紹介状をお渡しいただき、

当院へお越しいただくようお伝えください。
⬇

診療情報提供書等、随時患者さまの状況をお伝えいたします。 〒644-0011　和歌山県御坊市湯川町財部 728-4
■ TEL  0738-22-2188（代表） ■ FAX  0738-22-2120
■ E-mail  reimei@reimeikai.com

社会医療法人 黎明会　北出病院

北出病院

外来診療　
のご案内


