
令和 3年４月 1６日 

健康観察期間の終了について 

 
特別養護老人ホームサルビア荘 
施  設  長   國 定  伸 吉 

 

令和３年３月１７日（水）、職員１名に新型コロナウイルスの陽性が判明し、その後  

4名の利用者様が陽性となり、施設内にてクラスターが発生いたしました。 

しかしながら、4 月 1 日以降、新規陽性者は発生せず、昨日、令和３年４月１５日を 

もちまして健康観察期間が終了いたしました。 

今回、利用者様をはじめ、ご家族様、関係機関の皆様、地域の皆様には多大な   

ご心配とご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げます。 

入院されました利用者様は現在、施設に戻られており、全力で介護させていただい

ております。 

見えないウイルスに対して、職員一丸となり終息にむけ努力いたしましたが、結果的

に約 1 カ月あまり、皆様にご不安・ご心配をお掛けすることとなりました。職員職種を 

問わず、利用者様をお守りするため、できる限りの感染防止に努めるとともに、利用者

様への不安を少しでも軽減できるよう支援させていただきました。 

この度の陽性者発生に際し、関係機関及び C-MAT の皆様、代替サービス等の   

ご支援をいただいた各事業所様等、あたたかいお言葉や、ご支援をいただき、心より 

お礼申し上げます。 

今後も新型コロナウイルスの感染リスクは予断を許さない状況でありますので、   

この経験を生かし感染予防及び感染防止の取り組みを徹底し、安全に配慮した運営

を実施してまいりますので、ご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  



令和 3年４月１5日【木】（第１７報） 

 

   本日、職員１名について、外部の新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者と 

 されたため PCR検査を実施した結果、「陰性」であることが確認されました。 

 

 現在、発熱や風邪症状等が見られる利用者様及び職員はおりません。 

 引き続き、感染対策について万全の体制で対応してまいります。 

 皆様には、ご心配・ご迷惑をおかけし本当に申し訳ございません。 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させて 

いただいております。 

電話等のお問い合わせは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきますよう、

ご理解・ご協力をお願いいたします。 



令和 3年４月８日【木】（第１６報） 

 

    4月 6日（火）に医療機関を受診するため利用者様 1名の 

PCR検査を実施した結果、陰性であることが確認されました。 

 

現在、発熱及び風邪症状が見られる利用者様、職員はおりません。 

引き続き、感染対策について万全の体制で対応してまいります。 

皆様には、ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させて 

いただいております。 

電話等のお問い合わせは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきますよう、

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

関係機関・事業所の皆様、ご支援・ご協力いただき、 

本当に 

ありがとうございます。 

 

  



 

令和 3年４月６日【火】（第１５報） 

 

昨日、医療機関を受診するため、利用者様 2名の PCR検査を実施した結果、  

2名ともに陰性であることが確認されました。 

また、本日、他の疾患により医療機関を受診するため、 

利用者様 1名の PCR検査を実施しております。 

結果が判明しだい、お知らせいたします。 

 

現在の陽性者５名       職  員  １名 

                        利用者  ４名  （４/１より陽性者発生なし） 

 

健康観察中となっておりました従来型特養（短期入所含む）については、陽性者の

発生はなく、令和３年 4月 5日をもちまして利用者様及び 

従来型特養勤務職員等の、観察期間が終了いたしました。 

 

引き続き感染対策について、万全の体制で対応してまいります。 

 

なお、地域密着型特養については、経過観察期間が継続されます。 

現在、従来型・地域密着型の職員は分離しておりますが、全職員気持ちを一つに

し、新型コロナウイルス終息にむけ、感染拡大防止に全力で取り組んでおります。 

皆様には、ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させて 

いただいております。 

電話等のお問い合わせは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきますよう、

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

  



 

令和 3年４月５日【月】（第１４報） 

 

本日、他の疾患により医療機関を受診するため、利用者様２名の 

PCR検査を実施しております。 

結果が判明しだい、お知らせいたします。 

 

皆様には、ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

現在の陽性者５名       職  員  １名 

                      利用者  ４名    

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させて 

いただいております。 

電話等のお問い合わせは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきますよう、

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  



 

令和 3年４月２日【金】（第１３報） 

 

昨日「陽性」であることが確認された利用者様１名については 

関係機関のご協力により、本日入院となりました。 

現在、体調不良等が見られる利用者様はおりません。 

 

感染拡大防止に職員一丸となり全力で取り組んでおります。 

1日も早く安心をお届けできるよう可能な限りの対策をし、 

利用者様の笑顔を見られるよう懸命に努力しております。 

 

皆様には、ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

現在の陽性者５名       職  員  １名 

                      利用者  ４名     

 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させて 

いただいております。 

電話等のお問い合わせは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきますよう、

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

  



 

令和 3年４月１日【木】（第１２報） 

   

昨日、発熱が見られておりました利用者様 1名は、 

本日 PCR検査の結果「陰性」と判明いたしました。 

 

      また、本日午後、発熱と風邪症状が見られる利用者様 1名が 

見られたため、抗原検査を実施し、「陽性」であることが確認されました。 

現在、入院等調整中です。 

 

引き続き、関係機関と綿密に連絡を取り合い、感染拡大防止に 

取り組んでまいります。 

ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

 

現在の陽性者５名       職  員  １名 

                      利用者  ４名     

 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させていただいて 

おります。 

電話等のお問い合わせは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきますよう、 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

  



 

令和 3年 3月３１日【水】（第１１報） 

 

昨日より、発熱が見られていた利用者様 1名は、本日、PCR検査を 

実施しております。結果が判明しだいお知らせいたします。 

また、調理（委託会社）従業員に対し、自主 PCR検査を実施した結果、  

全ての職員が「陰性」であることが確認されました。 

 

※お食事は各お部屋にて、温かいお食事を召し上がって頂いております。 

 

現在の陽性者４名       職  員  １名 

                      利用者  ３名    （3/22 より陽性者発生なし） 

 

 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させて 

いただいております。 

 

◎感染拡大を防止するため、各利用者様、個々のお部屋にてお過ごしいただいて

おります。 

そのため、電話等のお取次ぎは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきます

よう、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

  



 

令和 3年 3月３０日【火】（第１０報） 

 

 

    本日、利用者様 1名に 37度台前半の発熱が見られており、 

現在、様子観察中です。 

 

また、昨日 PCR検査（受診するための検査）を行い、結果が判明して 

いなかった利用者様 1名は、本日「陰性」と判明いたしました。 

 

※昨日、ご報告の中に一部誤記があり、青字にて訂正させていただきました。 

誠に申し訳ございません。 

 

 

現在の陽性者４名       職  員  １名 

                      利用者  ３名    （3/22 より陽性者発生なし） 

 

 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

また、利用者様の体調等、変化が見られた際には、ご連絡させて 

いただいております。 

 

◎感染拡大を防止するため、各利用者様、個々のお部屋にてお過ごしいただいて

おります。 

そのため、電話等のお取次ぎは誠に申し訳ございませんが、ご遠慮いただきます

よう、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  



（青字部訂正） 

 

令和 3年 3月２９日【月】（第９報） 

 

本日、職員 1名に風邪症状を伴う体調不良が見られたため、医療機関を受診し

PCR検査を実施した結果、「陰性」と判明いたしました。 

即日検査を実施していただきました医療機関の皆様に感謝申し上げます。 

また、他の疾患により医療機関を受診するため、利用者様２名（無症状）の PCR

検査を実施した結果、1名が「陰性」と判明いたしました。 

  残り 1名は結果待ちとなっております。 

 

   デイサービスセンター及び居宅介護支援事業所・ホームヘルパーの職員全員に

3/22～自主 PCR 検査を実施し、全ての職員が「陰性」であることが確認されまし

た。 

 

  現在、利用者様のなかで、風邪症状等の体調不良がみられる方は、おりません。 

また、細かな変化にも細心の注意をはかり対応しております。 

 

   

  すべての利用者様が笑顔で安心した日常生活を過ごしていただくために、感染拡

大を防止し、健康観察期間が終了できるよう、 

職員全員気持ちを一つにし全力で対応しております。 

 

ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

 

現在の陽性者４名       職  員  １名 

                      利用者  ３名    （3/22 より陽性者発生なし） 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

電話でのお問い合わせについては、ご遠慮ください。 

 

 

  



令和 3年 3月２５日【木】（第８報） 

 

  本日、利用者 1名に体調不良が見られたため、救急搬送し抗原検査を実施した 

結果「陰性」と判明いたしました。 

 

  また、昨日（3/24）発熱が見られ PCR検査を実施しました利用者様 1名は本日

「陰性」と判明いたしました。 

 

現在、利用者様の安心・安全ために、職員全員で見えないウイルスに立ち向かって

おります。 

感染拡大防止のため、可能な限りの対策をし、一日も早く利用者様の笑顔を見られ

るよう懸命に努力しております。 

 

ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

※関係機関・事業所様、あたたかいご支援・ご協力、本当にありがとうございます。 

 

現在の陽性者４名       職  員  １名 

                      利用者  ３名 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

電話でのお問い合わせについては、ご遠慮ください。 

 

  



令和 3年 3月２４日【水】（第７報） 

 

  本日、利用者様１名に発熱が見られたため、PCR検査を実施して 

  おります。結果が判明しだい、お知らせいたします。 

 

   

また、昨日より自宅待機となっておりました職員 1名については、 

抗原検査の結果「陰性」と判明いたしました。 

 

現在、職員一丸となって全力で感染拡大防止に努めております。 

  ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

現在の陽性者４名       職  員  １名 

                      利用者  ３名 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

電話等でのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

 

 

令和 3年 3月２３日【火】（第６報） 

 

  本日、利用者様１名に発熱が見られたため、抗原検査を実施した結果「陰性」と判

明しました。 

 

   

また、職員 1名に発熱が見られるため、自宅待機となっています。 

明日、検査予定となっています。 

 

現在、職員一丸となって全力で感染拡大防止に努めております。 

  ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

 

現在の陽性者４名       職  員  １名 

                      利用者  ３名 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

電話等でのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

  



令和 3年 3月２２日【月】（第５報） 

 

 

   

  本日、利用者様１名に発熱が見られたため、抗原検査を実施した結果「陽性」と判

明し、入院となりました。 

 

   

また、関係機関のご協力により、「C-MAT」の派遣をいただきました。 

ご指導いただきました結果をもとに、更なる感染対策に取り組んでまいります。 

 

現在、職員一丸となって全力で感染拡大防止に努めております。 

  ご心配・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

 

現在の陽性者４名       職  員  １名 

                      利用者  ３名 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

電話等でのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

 

  



令和 3年３月２1日【日】（第４報） 

現在、陽性となった利用者様 1名、職員 1名は保健所のご協力により入院となりま

した。 

また、3月 18日実施の PCR検査にて陰性となった利用者様 2名に、風邪症状が

見られたため、昨日（3/20）PCR検査を実施いたしました結果、2名共に「陰性」と判

明いたしました。 

本日、体調不良を訴えられた利用者様1名が入院となり、抗原検査を実施した結果、

「陰性」と判明いたしました。 

 

引き続き、関係機関と綿密に連絡を取り合い、感染拡大防止に全力で取り組んでま

いります。 

ご心配、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

◎3/22（月）追記 

  昨日（3/21）ホームページ公開後、体調不良を訴えられた利用者様 1 名が救急 

搬送され、抗原検査を実施いたしました結果、「陽性」と判明いたしました。 

利用者様につきましては関係機関のご協力により入院となりました。 

 

 

現在の陽性者３名       職  員  １名 

                       利用者  ２名 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

電話等でのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

  



令和 3年 3月 1９日【金】（第３報） 

  昨日 3月 18日、144名の PCR検査を実施いたしました結果、 

利用者様 1名の陽性が判明いたしました。 

他利用者様８２名、職員・関係者 61名、計１４３名は陰性でした。 

陽性の利用者様につきましては、現在保健所と対応調整中です。 

引き続き、関係機関と綿密に連絡を取り合い、感染拡大防止に全力で取り組んでま

いります。 

ご心配、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 

 

現在の陽性者 2名       職  員  1名 

                       利用者  1名 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、 

随時更新いたします。 

電話等でのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

 

---------------------------------------------------------------- 

令和 3年 3月 18日【木】（第 2報） 

  

 本日、下記のとおり 144名の PCR検査を実施いたしました。 

結果が判明しだい、当ホームページにてお知らせいたします。 

〇利用者様８３名（ショートステイ利用者様を含む） 

〇職員・関係者６１名（特別養護老人ホーム全職員） 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、随時更新いたします。 

電話等でのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

 



 

令和 3年 3月 18日 

新型コロナウイルス陽性者の発生について 

 
特別養護老人ホームサルビア荘 
施  設  長   國 定  伸 吉 

 

令和３年３月１７日（水）、特別養護老人ホームサルビア荘職員１名に、発熱・風邪症

状が見られ医療機関を受診したところ、抗原検査にて陽性が判明いたしました。 

現在、利用者様・他職員の中で症状が見られる方はおりません。 

今後も保健所のご指導をいただきながら職員一同感染防止に全力で取り組んでま

いりますので、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

ご心配、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ありません。 

 

※今後、本件にかかわります状況に変化があった際には、随時更新いたします。 

電話等でのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

 


