
2021年 6月 8日 

各位 

株式会社ファインケア 

 

ファインケアガーデン清瀬での新型コロナウィルス感染に関するお知らせ（第 12報） 

 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）では、クラスターの判明後、直ちに対策本部

を立上げ、保健所と連携しながら、当社一丸となって、全力で事態の終息に取り組んでまい

りました。また、全入居者様、全従業員へ週１回の PCR 検査を実施してまいりましたが、

5 月 24 日以降新たな感染者は確認されておりません。（これまで当施設で確認された感染

者数は 27名（入居者様 13名、従業員 14名）です。） 

今後の対応について、保健所と協議した結果、当施設の健康観察期間を終了し、6月 5日

より通常営業に戻させていただくことになりました。 

 

今後も従業員への定期的な PCR検査は継続し、感染防止対策をさらに徹底し、安心・安

全なサービス提供に努めてまいります。 

 

このたびは、入居者様、ご家族をはじめ関係者の皆様には多大なご心配やご不便をおか

けし、誠に申し訳ございませんでした。 

 

 ＜本件に関する問い合わせ先＞        

 ●ファインケアガーデン清瀬 施設長 奥津 朋子 

  TEL : 042-497-7878  FAX : 042-497-7879 

 ●株式会社ファインケア   総務部長 川﨑 勝 

  TEL : 048-710-6750  FAX : 048-710-6751 

 

以上 

 

 

（2021年 5月 24日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

新たに従業員 2名の陽性が確認されました。これまで確認された感染者数は 27名（入居

者様 13名、従業員 14名）となっております。 

 



当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 19日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

新たに従業員 1名の陽性が確認されました。これまで確認された感染者数は 25名（入居

者様 13名、従業員 12名）となっております。 

 

当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 17日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

新たに従業員 1名の陽性が確認されました。これまで確認された感染者数は 24名（入居



者様 13名、従業員 11名）となっております。 

 

当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 14日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

新たに従業員 1名の陽性が確認されました。これまで確認された感染者数は 23名（入居

者様 13名、従業員 10名）となっております。 

 

当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 12日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 



 

新たに従業員 1名の陽性が確認されました。これまで確認された感染者数は 22名（入居

者様 13名、従業員 9名）となっております。 

 

当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 11日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

新たに入居者様 1名の陽性が確認されました。これまで確認された感染者数は 21名（入

居者様 13名、従業員 8名）となっております。 

 

当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 10日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 



先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

新たに入居者様 2 名、従業員 2 名の陽性者が確認されました。これまで確認された感染

者数は 20名（入居者様 12名、従業員 8名）となっております。 

 

当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 8日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

5 月 5 日に当施設に従事する全従業員に、5 月 6 日に全入居者様に PCR 検査を実施いた

しましたところ、新たに入居者様 5 名、従業員 3 名の陽性者が確認されました。これまで

確認された感染者数は 16名（入居者様 10名、従業員 6名）となっております。 

 

当施設では、現在下記の対応を実施しております。 

・4 月 30 日に感染対策本部を立ち上げ、感染対策マニュアルに沿って、5 月 1 日にゾー

ニング及び入居者の居室隔離を実施し、感染拡大防止対策を講じております。 

・全入居者様、全従業員へ週１回の PCR検査を実施し、施設内の感染状況の把握に努め

ております。 

・従業員が入居者様へ介護サービスを提供する際には、防護服等を着用し、感染拡大防止

に努めております 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 



（2021年 5月 4日当社ホームページでのお知らせ内容） 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

先日、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）にて新型コロナウィルス感染が確認さ

れたことをお知らせいたしました。 

 

5 月 2 日に当施設に従事する全従業員に PCR 検査を実施いたしましたところ、5 月 4 日

に新たに 2 名の陽性者が確認されました。これまで確認された感染者数は 8 名（入居者様

5名、従業員 3名）となっております。今後につきましては、5月 6日までに改めて全入居

者様、全従業員に PCR 検査を実施させていただく予定です。その結果につきましては順次

ご報告いたします。 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。 

 

 

（2021年 5月 2日当社ホームページでのお知らせ内容） 

 

平素は、ファインケアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

この度、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）の従業員 1名が、新型コロナウィル

スに感染していることが 4月 30日に判明いたしました。その後、5月 1日に全入居者様に

PCR検査を実施したところ、5月 1日に 1名、5月 2日に 4名の感染が確認されました。 

5月 2日 10:00時点での当施設で確認された感染者数は 6名（入居者様 5名、従業員 1名）

となっております。なお、5月 2日に全職員に PCR検査を実施いたします。 

 

今後の対応につきましては保健所と協議しており、詳細が決定次第ご報告いたします。 

 

引き続き保健所ならびに自治体等の関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努めると

ともに、必要な対策を適切に講じてまいります。ご利用者様にはご心配、ご迷惑をお掛け

いたしますが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

 

（2021年 5月 1日ファインケアガーデン清瀬ご入居者様へのお知らせ内容） 

 

平素より格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

 

この度、ファインケアガーデン清瀬（以下、当施設）の職員 1名が、新型コロナウィルス

に感染していることが昨日 4月 30日に判明いたしました。 

当該職員は、4 月 28 日に当施設のスタッフ全員を対象とした PCR 検査を受け、4 月 30



日に PCR検査陽性であることが判明いたしました。最終出勤日は 4月 29日でした。なお、

保健所からは当施設内には濃厚接触者はいないとの見解が出ております。 

 

今後の対応につきましては保健所と協議中でございますが、ご入居者様の安全・安心を最

優先事項と考え、入居者様全員を対象とした PCR検査を 5月 1日に実施させていただきま

す。皆様にはご心配をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

 弊社はこれまでも新型コロナウィルスの感染防止のために、代表取締役社長を本部長と

する新型コロナウィルス対策本部を設置し、国の方針及び自治体の指導等に基づき、職員の

「基本感染防止策の徹底」を始め、感染防止に努めてまいりました。引き続き感染防止及び

感染拡大の防止に全力で取り組んでまいります。 

 

 略儀ではございますが、取り急ぎ書面にてご報告申し上げます。 

 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 


