
2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者（職員）の発生について 
（ 第 1報 ） 

 
 
当施設に従事している職員１名から、新型コロナウイルス感染症陽性者が発生したこと

をご報告させていただきます。毎週定期的に行っている職員の PCR検査にて、2月 4日(金)
に陽性が判明いたしました。その後、医師による陽性確定の診断が必要とのことで、5日(土)
に受診をし、再度 PCR検査を行っております。その検査結果は 7日(月)に判明する予定で
す。同時に、厚木保健所、神奈川県、座間市へ報告をし、厚木保健所に今後の対応について
確認を取っておりますが、保健所の現在の見解としては、7日に判明する 2回目の PCR検
査の結果を見てから判断するとの回答をいただいております。現状は、該当職員が担当、関
係したユニットでは、厳重な感染拡大防止対策をとり対応しております。なお、今回の件と
ショートステイ及びデイサービスは別棟のため、ショートステイ及びデイサービスは通常
通り運営させていただいております。また、現在、今回陽性となった職員を含め、当施設内
の職員及び入所者様に体調不良になっている者はおりません。 
度重なる陽性者発生により、当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係す
る皆様方に、多大なるご心配とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深く
お詫び致します。 

 
 

◇ 現在の当事業所が運営する在宅サービスの対応状況 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 
 

 
※ 現在、今回の件と関連のある入所者様、ご利用者様、職員において、体調面に不調がみ
られる者はおりません。 

 
 

令和 4年 2月 5日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 
 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 2報 ） 

 
当施設の特養を担当している職員１名から新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した

件の続報です。今回陽性が判明した職員は、2回目の PCR検査結果も陽性であったため、
6日(日)に陽性が確定しました。また、今回陽性となった職員が担当する入所者 2名に 6日
夕方より微熱の症状があったため、7 日(月)に抗原検査キットを用い検査を行ったところ、
1 名が陽性、もう 1 名は陰性との検査結果が出ました。検査結果が陽性であった入所者は、
医師の診断により陽性が確定。陰性の入所者は再度 PCR検査を受けております。この現在
の状況を厚木保健所へ報告し、濃厚接触者の選定を行ったところ、陽性となった職員から直
接的な介護を受けた入所者 18名、その職員と一緒に入浴介助を行った職員 2名、陽性とな
った入所者に直接的な介護を行った職員 2名の合計 22名の濃厚接触者が確定しました。な
お、現在の陽性者は職員 1名と入所者 1名の合計 2名となっております。 
現在、陽性者が発生している棟は、厳重な感染拡大防止対策を行っており、施設内の感染
予防対策、職員及び入所者の体調管理につきましても継続して行っております。今回陽性と
なった職員を含め、当施設に従事する職員に体調不良の者はおりません。陽性が判明した入
所者 1名と PCR検査を受けた入所者 1名の微熱は続いておりますが、その者以外に体調不
良がある入所者はおりません。また、今回の件とショートステイ及びデイサービスは別棟の
ため、ショートステイ及びデイサービスは通常通り運営させていただいております。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、多大なるご心配
とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深くお詫び致します。 

 
 
◇ 当事業所が運営する在宅サービスの現在の対応状況 

 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
 
 

令和 4年 2月 7日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 3報 ） 

 
当施設の特養を担当している職員１名と特養の入所者 1 名から新型コロナウイルス感染

症陽性者が発生した件の続報です。6日夕方に発熱があり 7日に PCR検査を受けた入所者
の検査結果は陰性との結果がでております。また、今回の件で濃厚接触者となり自宅待機中
の職員に倦怠感などの体調不良がみられたため、協力医療機関にて PCR検査を実施しまし
た。検査結果は 10日(木)に判明する予定です。今回の陽性者が出ている棟の別フロアの入
所者に発熱がみられますが、その他の入所者及び職員に今回の件に由来すると思われる体
調不良者はおりません。現在の陽性者数及び濃厚接触者数は昨日と変わらず、陽性者は職員
1名と入所者 1名の合計 2名。濃厚接触者は職員 4名と入所者 18名の合計 22名です。 
現在、陽性者が発生している棟は、厳重な感染拡大防止対策を行っており、施設内の感染
予防対策、職員及び入所者の体調管理につきましても継続して行っております。 
また、今回の件とショートステイ及びデイサービスは別棟のため、ショートステイ及びデ
イサービスは通常通り運営させていただいております。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、多大なるご心配
とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深くお詫び致します。 

 
 
◇ 当事業所が運営する在宅サービスの現在の対応状況 

 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
 
 

令和 4年 2月 8日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 4報 ） 

 
 
当施設の特養を担当している職員１名と、その職員が担当する特養入所者 1 名から、新
型コロナウイルス感染症陽性者が発生した件で、9日夕方に新たな陽性者が発生したことを
お伝えします。最初に陽性が判明した職員の濃厚接触者で、自宅待機をしていた職員に、微
熱、倦怠感などの症状があったため、PCR 検査を行ったところ、9 日夕方に陽性が判明し
ました。厚木保健所に報告と状況の説明を行い、この職員の濃厚接触者に該当する者はいな
いとの見解をいただいております。現在、陽性となっている入所者に微熱の症状がみられま
すが、その者以外の入所者、職員に今回の件に由来すると思われる体調不良者はおりません。 
現在の陽性者数及び濃厚接触者数は、陽性者は職員 2 名と入所者 1名の合計 3 名。濃厚

接触者は職員 3名と入所者 17名の合計 20名です。（第 2報、第 3報でお伝えした濃厚接触
者数に誤りがありました。入所者の濃厚接触者数は 18 名ではなく 17 名です。訂正させて
いただきます。申し訳ございませんでした。） 
現在、陽性者が発生している棟は、厳重な感染拡大防止対策を行っており、施設内の感染
予防対策、職員及び入所者の体調管理につきましても継続して行っております。 
また、今回の件とショートステイ及びデイサービスは別棟のため、ショートステイ及びデ
イサービスは通常通り運営させていただいております。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、多大なるご心配
とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深くお詫び致します。 

 
 
◇ 当事業所が運営する在宅サービスの現在の対応状況 

 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
 
 

令和 4年 2月 10日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 5報 ） 

 
 
当施設の特養を担当している職員 2 名と特養入所者 1 名から、新型コロナウイルス感染
症陽性者が発生した件の続報です。9日に陽性が判明した職員が担当する入所者 3名に、11
日より発熱などの症状が見られたため、12日に抗原検査キットを用い検査したところ、3名
とも陰性との結果でしたが、主治医の指示により PCR検査を行いました。検査結果は 13日
以降に判明する見込みです。現在、陽性となっている入所者と PCR検査を行った入所者 3
名に発熱などの症状がみられますが、その者以外の入所者、職員に今回の件に由来すると思
われる体調不良者はおりません。また、健康観察期間が 10日までの入所者 10名と 11日ま
での入所者 7名、職員 2名については、健康観察期間中に体調不良がみられなかったため、
それぞれ 11日と 12日より通常の生活へと戻っております。 
現在の陽性者数及び濃厚接触者数は、陽性者は職員 2 名と入所者 1名の合計 3 名。濃厚

接触者は職員 1名です。 
現在、陽性者が発生している棟は、厳重な感染拡大防止対策を行っており、施設内の感染
予防対策、職員及び入所者の体調管理につきましても継続して行っております。 
また、今回の件とショートステイ及びデイサービスは別棟のため、ショートステイ及びデ
イサービスは通常通り運営させていただいております。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、多大なるご心配
とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深くお詫び致します。 

 
 
◇ 当事業所が運営する在宅サービスの現在の対応状況 

 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
 
 

令和 4年 2月 12日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 6報 ） 

 
 
当施設の特養を担当している職員 2 名と、特養入所者 1 名から、新型コロナウイルス感
染症陽性者が発生した件で、特養の入所者から新たに陽性者が発生してしまったことをご
報告致します。11日より発熱などの症状があり、主治医の指示で 12日に PCR検査を行っ
た、特養入所者 3名の検査結果が 13日に判明し、検査結果は 2名が陽性、1名が陰性との
結果になりました。今回陽性となった入所者の 1 名は、現在は体温も下がり体調不良はみ
られません。もう 1名の陽性の入所者は、既往歴や基礎疾患、37度台後半の発熱が続いて
るなどの理由で、医療機関への入院へとなりました。今回の 2名の陽性者について、濃厚接
触者に該当する者はいないとの見解を、厚木保健所からいただいております。 

7日に陽性が判明し、現在療養期間中の入所者に、微熱の症状が続いておりますが、その
者以外の入所者、職員に今回の件に由来すると思われる体調不良者はおりません。また、療
養期間が 12日までの陽性者の職員 1名と、健康観察期間が 12日までの濃厚接触者の職員
1 名は、その期間中に体調不良がみられなかったため、13 日より通常の生活へと戻ってお
ります。 
現在の陽性者数及び濃厚接触者数は、陽性者は職員 1 名と入所者 3名の合計 4 名。濃厚

接触者は 0名です。 
現在、陽性者が発生している棟は、厳重な感染拡大防止対策を行っており、施設内の感染
予防対策、職員及び入所者の体調管理につきましても継続して行っております。 
また、今回の件とショートステイ及びデイサービスは別棟のため、ショートステイ及びデ
イサービスは通常通り運営させていただいております。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、多大なるご心配
とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深くお詫び致します。 

 
 
◇ 当事業所が運営する在宅サービスの現在の対応状況 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
 

令和 4年 2月 14日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 7報 ） 

 
 
当施設の特養を担当している職員 2 名と、特養入所者 3 名から、新型コロナウイルス感
染症陽性者が発生した件で、特養の入所者から新たな陽性者が発生したことをお伝えしま
す。体調悪化により 16日に救急搬送となり、その直後に医療機関で死亡が確認された入所
者 1名について、16日に行った PCR検査の結果が 17日に判明し、死去後ですが陽性との
検査結果になりました。今回の陽性者について、濃厚接触者に該当する者はいないとの見解
を、厚木保健所からいただいております。 
陽性者の現在の状況は、7日に陽性が判明し、施設内で療養中の入所者 1名に体調不良は
みられません。13日に陽性が判明し、施設内で療養中の入所者 1名は微熱の症状が続いて
おります。13 日に陽性が判明し、その後医療機関へ入院した入所者は、体調が安定してい
るとの連絡を受けております。 
陽性者が発生している棟で入所者 2 名に微熱、痰がらみなどの症状が出ておりますが、
その他の入所者、職員に今回の件に由来すると思われる体調不良者はおりません。今回の件
における陽性者は累計で職員 2名、入所者 4名の合計 6名となります。職員 2名は療養期
間が終了しているため、現在の陽性者は入所者 4名（内 1名は医療機関に入院中、うち 1名
は死去後に陽性が判明）、濃厚接触者は 0名となっております。 
現在、陽性者が発生している棟は、厳重な感染拡大防止対策を行っており、施設内の感染
予防対策、職員及び入所者の体調管理につきましても継続して行っております。 
また、今回の件とショートステイ及びデイサービスは別棟のため、ショートステイ及びデ
イサービスは通常通り運営させていただいております。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、多大なるご心配
とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深くお詫び致します。 

 
 
◇ 当事業所が運営する在宅サービスの現在の対応状況 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
 

令和 4年 2月 18日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 8報 ） 

 
 
当施設の特養を担当している職員 2 名と、特養入所者 4 名から、新型コロナウイルス感
染症陽性者が発生した件で、特養の入所者から新たな陽性者が発生したことをお伝えしま
す。今回陽性者が発生している棟の入所者に、痰がらみの症状が 17 日よりみられたため、
18日に施設内で抗原検査を行ったところ、陰性との結果でしたが、主治医の指示で 18日に
PCR検査を行い、19日に陽性との検査結果が判明しました。今回の陽性者について、濃厚
接触者に該当する者はいないとの見解を、厚木保健所からいただいております。 
施設内で療養中の陽性者の現在の状況は、7日に陽性が判明した入所者 1名は、時折微熱
の症状がみられるため療養期間が延長になっております。13 日に陽性が判明した入所者 1
名は微熱の症状が続いております。今回陽性が判明した入所者は痰がらみの症状はありま
すが、発熱は当初よりございません。その他の入所者、職員に今回の件に由来すると思われ
る体調不良者はおりません。 

2月 4日からの陽性者数の累計は、職員 2名、入所者 5名の合計 7名となります。職員 2
名は療養期間が終了しているため、現在の陽性者は入所者 5 名（内 1 名は医療機関に入院
中、うち 1名は死去後に陽性が判明）、濃厚接触者は 0名となっております。 
現在、陽性者が発生している棟は、厳重な感染拡大防止対策を行っており、施設内の感染
予防対策、職員及び入所者の体調管理につきましても継続して行っております。 
また、今回の件とショートステイ及びデイサービスは別棟のため、ショートステイ及びデ
イサービスは通常通り運営させていただいております。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、多大なるご心配
とご不安ご迷惑をおかけしてしまっていることを、心より深くお詫び致します。 

 
 
◇ 当事業所が運営する在宅サービスの現在の対応状況 
・短期入所（ショートステイ）  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

・デイサービス  
今回の件とは別棟のため、通常どおり運営しております。 

 
 

令和 4年 2月 20日 
社会福祉法人 互恵会  
特別養護老人ホーム サライ  
施設長 久保田 努 



2月 4日 新型コロナウイルス感染症陽性者(職員及び入所者)の発生について 
（ 第 9報 ： 終息 ） 

 
 
 
当施設の特養を担当している職員 2 名と、特養入所者 5 名から、新型コロナウイルス感
染症陽性者が発生した件で、療養期間が延長になっていた入所者 1 名について、発熱など
の症状もなくなり体調も安定されているため、主治医の判断により、3月 2日で療養期間が
終了となりました。これで、施設内の陽性者が 0人になり、その旨を厚木保健所へ報告した
ところ、2月 4日から続いておりました、当施設におけるコロナ陽性者発生の件は、3月 2
日で終息との判断になりました。2月 4日からの陽性者数の累計は、職員 2名、入所者 5名
の合計 7名で終息となりました。 
終息となり、施設内は通常の体制へと戻りますが、引き続き感染予防対策、施設内入所者
及び職員の体調管理は厳重に行って参ります。 
当施設をご利用されている皆様、ご家族様、当施設に関係する皆様方に、長期間にわたり、
多大なるご心配とご不安ご迷惑をおかけしてしまったことを、心より深くお詫び致します。
また、今回の件につきまして、多くの方々から激励の言葉をいただき、お気遣いありがとう
ございました。この場でお礼を申し上げさせていただきます。今後とも当施設・当事業所を
よろしくお願い致します。 
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