
令和 4 年 8 月２１日 

関係者各位 

特別養護老人ホームさの 

事業所長 山田裕之 

 

特別養護老人ホームさの 新型コロナウィルス陽性判明について（第５報） 

 

 平素より事業運営にご協力賜りありがとうございます。 

当施設におきまして、7 月末より多数のご利用者・職員に新型コロナウイルス感染症が拡大しております。そ

の経過についてご報告いたします。 

 ご家族・関係者の皆様には大変ご心配をお掛け致しますこと、お詫び申し上げます。 

 

記 

 

対象者：特別養護老人ホームさの 職員 1３名  

        特別養護老人ホームさの 3 階利用者 21 名（ショートステイ利用者 1 名は除く） 

経過 ：別表の通りです 

第 4 報までは「診断日」を掲載しておりましたが、感染期間把握の都合上、第 5 報より「発症日」を記載して

います。 

 

※１「健康観察期間」とは、厚労省が示す療養期間の１０日間を指します。最後の７２時間に何らかの症状があ

る場合は期間を延長し健康観察を行います。 

※２ 第 4 報までは＜経過＞内でのご報告でしたが、第 5 報より陽性者として記載しております。 

 

今後の対応： 

関係機関と連携を図り、収束に向け努めてまいります。 

職員は継続して毎週の PCR 検査を実施します。 

 

〇各種行事 感染された方々の健康観察期間が終了後、各階での行事を検討・計画します。 

〇ショートステイ 感染された方々の健康観察期間終了の翌週より再開予定です。 

〇家族面会 感染された方々の健康観察期間終了の翌週よりオンライン面会を再開予定です。 

 

 

 

 



 

陽性者 発症日 利用種別 フロア 年齢 性別 症状 状況 

①  7/25 職員 ３F  女性 発熱 健康観察期間（※１）終了 

② （※２） 7/26 ｼｮｰﾄ ３F 80 代 男性 発熱 7/26～自宅療養 

③  7/26 職員 事務所   女性 発熱 健康観察期間終了 

④  7/30 特養 ３F 80 代 男性 発熱 健康観察期間終了 

⑤  7/31 特養 ３F 70 代 男性 発熱 健康観察期間終了 

⑥  8/1 特養 ３F 80 代 男性 発熱 健康観察期間終了 

⑦  8/1 特養 ３F 80 代 男性 咽頭痛 8/15 医療機関入院 

⑧  8/2 職員   女性 発熱 健康観察期間終了 

⑨  8/3 特養 ３F 90 代 女性 咽頭痛 8/4 医療機関入院（救急搬送）  

8/13 退院 

⑩  8/4 特養 ３F 90 代 女性 発熱 8/18 医療機関入院 

⑪  8/4 特養 ３F 80 代 女性 発熱 健康観察期間終了 

⑫  8/4 職員 ３F  女性 嗄声 健康観察期間終了 

⑬  8/4 職員 ３F  男性 発熱 健康観察期間終了 

⑭  8/5 特養 ３F 80 代 女性 発熱 健康観察期間終了 

⑮  8/5 職員 ３F  女性 発熱 健康観察期間終了 

⑯  8/5 特養 ３F 60 代 男性 発熱 健康観察期間終了 

⑰  8/6 特養 ３F 90 代 女性 発熱 健康観察期間終了 

⑱  8/7 特養 ３F 80 代 女性 発熱 健康観察期間終了 

⑲  8/７ 特養 ３F 80 代 男性 発熱 健康観察期間終了 

⑳  8/8 特養 ３F 80 代 男性 発熱 8/11 医療機関入院（救急搬送）  

8/18 退院 

㉑ 8/8 職員 ３F  女性 発熱 健康観察期間終了 

㉒ 8/8 職員   女性 発熱 健康観察期間終了 

㉓ 8/9 特養 ３F 70 代 男性 発熱 健康観察期間終了 

㉔ 8/9 特養 ３F 70 代 女性 発熱 健康観察期間終了 

㉕ 8/9 職員 ３F  女性 発熱 健康観察期間終了 

㉖ 8/10 特養 ３F 90 代 女性 発熱 8/11 医療機関入院（救急搬送） 

㉗ 8/10 特養 ３F 90 代 女性 発熱 健康観察期間終了 

㉘ 8/10 特養 ３F 70 代 男性 発熱 健康観察期間終了 

㉙ 8/10 特養 ３F 70 代 男性 発熱  

㉚ 8/10 特養 ３F 80 代 女性 発熱  

㉛ 8/10 職員 ３F   女性 発熱  

㉜ 8/12 特養 ３F 70 代 女性 発熱  

㉝ 8/12 職員 ３F  女性 発熱  

㉞ 8/15 職員 ３F  女性 のど違和感  

㉟ 8/15 職員 事務所  男性 鼻汁   

        

 


