
令和４年 2月 16 日 

関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第 8報）

 医療法人社団恵宣会  
理事   村 彦

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウイル

スの感染者が発生した件につきまして、下記の通り経過を追加ご報告致します。 

【経過】  
１月２０日    2 月 13 日までの経過は第１ 7 報を参照願います。 
※第１ 7 報は、当法人ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.keisenkai.info/）の「なごみクリニック」
「あきクリニック」「あき・なごみの家」それぞれのページ内に掲載させて頂いております。 

２月 15 日 グループホームあき・なごみの家の職員１名の陽性を確認。（自宅療養中） 
（累計感染者数：入居者様 8名 職員 7名） 

これまでの経緯を踏まえ引き続き、所管保健所等関係機関と連携しながら、感染拡大防止
に向けて最大限努力しております。 
 皆様方にはご心配をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。 



令和４年 2月 14 日 

関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第 7報）

 医療法人社団恵宣会  
理事   村 彦

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウイル

スの感染者が発生した件につきまして、下記の通り経過を追加ご報告致します。 

【経過】  
１月２０日    2 月 9 日までの経過は第１ 6 報を参照願います。 
※第１ 6 報は、当法人ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.keisenkai.info/）の「なごみクリニック」
「あきクリニック」「あき・なごみの家」それぞれのページ内に掲載させて頂いております。 

２月 12 日 グループホームあき・なごみの家の入居者様１名の陽性を確認。（入院済） 
（累計感染者数：入居者様 8名 職員 6名） 

２月 13 日 グループホームあき・なごみの家の入居者様１名の陽性を確認。（入院済） 
 （累計感染者数：入居者様 9名 職員６名） 

これまでの経緯を踏まえ引き続き、所管保健所等関係機関と連携しながら、感染拡大防止
に向けて最大限努力しております。 
 皆様方にはご心配をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。 



令和４年 2月 9日 

関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第 6報）

 医療法人社団恵宣会  
理事   村 彦

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウイル

スの感染者が発生した件につきまして、下記の通り経過をご報告致します。 

【経過】  
１月２０日    １月３１日までの経過は第１ 5 報を参照願います。 
※第１ 5 報は、当法人ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.keisenkai.info/）の「なごみクリニック」
「あきクリニック」「あき・なごみの家」それぞれのページ内に掲載させて頂いております。 

２月 5日 グループホームあき・なごみの家の入居者様１名の陽性を確認。（入院済） 
（累計感染者数：入居者様 7名 職員 6名） 

２月９日 グループホームあき・なごみの家の入居者様１名の陽性を確認。（入院済） 
 （累計感染者数：入居者様８名 職員６名） 

これまでの経緯を踏まえ引き続き、所管保健所等関係機関と連携しながら、これまで以上
の感染拡大防止に向けて最大限努力しております。 
 皆様方にはご心配をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。 



令和４年１月３１日 

関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第５報）

 医療法人社団恵宣会  
理事   村 彦

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウイル

スの感染者が発生した件につきまして、下記の通り経過をご報告致します。 

【経過】  
１月２０日    １月２７日までの経過は第１ ４報を参照願います。 
※第１ ４報は、当法人ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.keisenkai.info/）の「なごみクリニック」
「あきクリニック」「あき・なごみの家」それぞれのページ内に掲載させて頂いております。 

１月２８日 グループホームあき・なごみの家の入居者様１名の陽性を確認。 
（累計感染者数：入居者様５名 職員５名） 

１月３０日 なごみクリニックご利用者の居住施設より、ご利用者１名が陽性となったと
の連絡を受ける。保健所見解は、なごみクリニック内での濃厚接触はないとの
判断。 

１月３１日 なごみクリニックご利用者様の居住施設より、ご利用者１名が陽性との連絡
を受ける。保健所に報告のところ、３０日陽性のご利用者と今回の陽性者との
因果関係はなく、デイケア内濃厚接触者なしとの判断。 
 グループホームあき・なごみの家入居者様１名、職員１名の感染を確認。 
（累計感染者数：入居者様６名 職員６名） 

 上記の通り、なごみクリニックの利用者様で新型コロナウイルスに感染された方が３０
日、３１日それぞれで判明致しましたが、デイケアの営業は可との保健所見解を受け、なご
みクリニックの営業（外来・デイケア）は２月１日以降も継続致します。
これまでの経緯を踏まえ引き続き、所管保健所等関係機関と連携しながら、これまで以上

の感染拡大防止に向けて最大限努力しております。 
 皆様方にはご心配をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。 



令和４年１月２７日 

関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第４報）

 医療法人社団恵宣会  
理事   村 彦

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウイル

スの感染者が発生した件につきまして、下記の通り経過をご報告致します。 

【経過】  
１月２０日    １月２５日までの経過は第１ ３報を参照願います。 
※第１ ３報は、当法人ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.keisenkai.info/）の「なごみクリニック」
「あきクリニック」「あき・なごみの家」それぞれのページ内に掲載させて頂いております。 

１月２５日 なごみクリニックの利用者様１名の陽性を確認。保健所から営業再開の判断 
に影響はなしとの見解を受け、予定通り２６日から営業再開を予定する。 

      グループホームあき・なごみの家の入居者様１名、職員１名の陽性を確認。 
（累計感染者数：入居者様 3名 職員２名） 

１月２６日 グループホームあき・なごみの家職員２名の感染を確認。 
（累計感染者数：入居者様 3名 職員４名） 

１月２７日 グループホームあき・なごみの家の入居者様１名、職員１名の感染を確認。 
      ２７日時点で感染が確認されていない職員、入居者様全員の抗原検査を実施 

し、全員の陰性を確認。（累計感染者数：職員 5名 入居者様 4名） 

１月２５ ２７日に感染が確認された職員及び入居者様は、２０,２１日に実施した PCR
検査の結果は陰性でありましたが、その後発熱等疑わしい症状が見られ、かかりつけ医等で
PCR 検査を実施し感染が確認されました。これを受けまして、所管保健所等関係機関と連
携しながらグループホーム内のゾーニングや感染対策手法を今一度見直し、これ以上の感
染拡大防止に向けて最大限努力しております。 
 皆様方にはご心配をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。 



令和４年１月２５日 

関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第３報）

 医療法人社団恵宣会  
理事   村 彦

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウイル

スの感染者が発生した件につきまして、下記の通り経過をご報告致します。 

【経過】  
１月２０日    １月２３日までの経過は第１報、及び第２報を参照願います。 
※第１報、第２報は、当法人ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.keisenkai.info/）の「なごみクリニ
ック」「あきクリニック」「あき・なごみの家」それぞれのページ内に掲載させて頂いており
ます。 

１月２４日 あきクリニックの利用者様で検査の対象となられた方の PCR検査を実施 
      なごみクリニック・あきクリニックの職員全員のＰＣＲ検査を実施  

１月２５日 なごみクリニック・あきクリニックの職員全員、及び検査対象となった 
利用者様全員のＰＣＲ検査の陰性を確認 

 上記 PCR検査結果をもって関係行政機関による営業再開可能との判断を受け、社内でも
稟議し、１月２６日（木）より「なごみクリニック」「あきクリニック」の営業を再開する
ことと致しました。 
 本件を受け、これまで以上に一層の注意喚起と対策の徹底を図り感染拡大防止に努めて
参ります。 
 関係者の皆様には多大なるご不安、ご迷惑をお掛け致しましたが、引き続き両クリニック
をご愛顧賜ります様、宜しくお願い申し上げます。 



令和４年１月２３日 

関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第２報） 

 医療法人社団恵宣会  
理事   村 彦

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウイル

スの感染者が発生した件につきまして、下記の通り経過をご報告致します。 
引き続き事態の収束に向けて職員一同尽力して参ります。お客様・ご家族・関係者の皆さ

まには多大なるご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

【経過】  
１月２０日   
グループホームあき・なごみの家の職員１名の新型コロナウイルスへの感染を確認。保健所
等の指導を仰ぎながら、対象者の PCR検査を一部実施。その他の入居者様、職員全員の PCR
検査を翌日に予定する。日中は周辺症状がみられる関係者なし  
グループホームの入居者様がご利用になられていた「なごみクリニック」「あきクリニック」
を翌日より営業休止とする。 
１月２１日   
２０日の検査の対象外となった入居者様、職員全員のＰＣＲ検査を実施。２０日の検査によ
り、入居者様１名の感染を確認。（累計感染者：入居者様１名 職員１名） 
１月２２日   
２１日の検査により、入居者様１名の感染を確認（累計感染者：入居者様２名 職員１名） 
１月２３日  
なごみクリニックの利用者様で、検査対象となられた方の PCR検査を実施。 

１月２４日には、あきクリニックの利用者様で検査対象となられた方のＰＣＲ検査を実施
する予定としております。また、感染されましたグループホームの入居者様２名は医療機関
に入院、職員１名は自宅療養中です。 



令和４年１月２１日 
関係各位  

新型コロナウイルス感染者の発生について（第１報） 

医療法人社団恵宣会 
理事   村 彦

 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
当法人が運営しております『グループホームあき・なごみの家』にて、新型コロナウ

イルスの感染者が発生致しましたので、下記の通りお知らせいたします。いずれも関係
行政機関に報告を行い、関係行政機関の指導に則り感染拡大防止策と事業所の消毒等を
実施しておるところでございます。 
合わせまして、当該グループホームの入居者様がご利用になられていた『なごみクリ

ニック』及び『あきクリニック』のデイケア部門に関して、１月２１日より臨時的に営
業を休止させて頂いております。 
今後の経過につきましては、改めて書面やＨＰでご案内いたします。また、今般の件

にかかわり検査等が必要となる関係者様には、個別にご連絡させて頂きます。 
お客様・ご家族・関係者の皆さまには多大なるご迷惑をおかけいたしますが、引き続

きご理解とご協力をお願いいたします。  

【経過】 
１月２０日 職員１名の新型コロナウイルスへの感染を確認（職員１名） 

 保健所等の指導を仰ぎながら、対象者の PCR検査を一部実施し、 
       その他の入居者様、職員全員の PCR検査を翌日に予定する 

日中は周辺症状がみられる関係者なし 
１月２１日 ２０日の検査の対象外となった入居者様、職員全員のＰＣＲ検査

を実施 
２０日の検査により、1月 20 日夜に発熱のあった入居者様１名の
感染を確認（累計感染者：利用者様１名 職員１名） 


