
新型コロナウイルス感染症の発生について（続報⑤）        2021年 2月 15日 

 

【ご報告】 

 2021 年 1 月 7 日より発生しました院内での新型コロナウイルス感染症についての続報を

お知らせいたします。 

前回ご報告した 2021 年 1 月 21 日以降に新たな感染者は確認されておらず保健所の指導

の下、収束と判断いたしました。 

 これに伴い、2021 年 2月 10日（水）から通常の診療体制といたします。 

 患者さんを始め関係の皆様にご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げ

ます。 

 今後も所管保健所と連携の上、患者さんを始め関係者の安全を最優先に適切な感染予

防対策を実施して参ります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

綾瀬厚生病院 

病院長 石代 欣一郎 

【綾瀬厚生病院 ホームページ】 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/ 

 

【PCR検査実施状況（2021年 2月 10日現在） 】 

 PCR検査人数 うち陽性者数 備考 

職員 114 0 
 

入院患者 101 0  

合計 215 0 
 

【その他】 

人権尊重と個人情報保護の観点から、感染者に関する問い合わせ等につきましては、ご配慮

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【本件に関する問い合わせ】 

綾瀬厚生病院 事務責任者 根岸 裕（電話：0467-77-5111） 

 

 

 

 

 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/


新型コロナウイルス感染症の発生について（続報④）        2021年 2月 1日 

 

【ご報告】 

 2021 年 1 月 7 日より発生しました院内での新型コロナウイルス感染症についての続報を

お知らせいたします。 

前回ご報告した 2021 年 1 月 21 日以降入院患者様及び職員での新型コロナウイルス陽性

者は発生しておりません。 

引き続き院内感染拡大防止に努めております。 

 今後の状況につきましては、随時 綾瀬厚生病院ホームページに掲載いたします。 

 

綾瀬厚生病院 

病院長 石代 欣一郎 

【綾瀬厚生病院 ホームページ】 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/ 

 

【PCR検査実施状況（2021年 2月 1日現在） 】 

 PCR検査人数 うち陽性者数 備考 

職員 87 0 
 

入院患者 69 3  

合計 156 3 
 

【その他】 

人権尊重と個人情報保護の観点から、感染者に関する問い合わせ等につきましては、ご配慮

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【本件に関する問い合わせ】 

綾瀬厚生病院 事務責任者 根岸 裕（電話：0467-77-5111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/


新型コロナウイルス感染症の発生について（続報③）        2021年 1月 27日 

 

【ご報告】 

 2021 年 1 月 7 日より発生しました院内での新型コロナウイルス感染症についての続報を

お知らせいたします。 

前回ご報告した 2021 年 1 月 21 日以降入院患者様及び職員での新型コロナウイルス陽性

者は発生しておりません。 

引き続き院内感染拡大防止に努めております。 

 今後の状況につきましては、随時 綾瀬厚生病院ホームページに掲載いたします。 

 

綾瀬厚生病院 

病院長 石代 欣一郎 

【綾瀬厚生病院 ホームページ】 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/ 

 

【PCR検査実施状況（2021年 1月 21日現在） 】 

 PCR検査人数 うち陽性者数 備考 

職員 87 0 
 

入院患者 69 3 
前回ご報告した 1名は療養解除とな

りました。 

合計 156 3 
 

【その他】 

人権尊重と個人情報保護の観点から、感染者に関する問い合わせ等につきましては、ご配慮

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【本件に関する問い合わせ】 

綾瀬厚生病院 事務責任者 根岸 裕（電話：0467-77-5111） 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/


新型コロナウイルス感染症の発生について（続報②）        2021年 1月 21日 

 

【ご報告】 

 2021 年 1 月 7 日より発生しました院内での新型コロナウイルス感染症についての続報を

お知らせいたします。 

2021年 1月 18日に入院患者様が発熱し入院患者様及び職員への PCR検査を実施したとこ

ろ、新たに入院患者様 4名の新型コロナウイルス陽性が判明いたしました。 

引き続き院内感染拡大防止に努めております。 

 今後の状況につきましては、随時 綾瀬厚生病院ホームページに掲載いたします。 

 

綾瀬厚生病院 

病院長 石代 欣一郎 

【綾瀬厚生病院 ホームページ】 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/ 

 

【PCR検査実施状況（2021年 1月 21日現在） 】 

 PCR検査人数 うち陽性者数 備考 

職員 87 0 
前回ご報告した 3名は療養解除とな

りました。 

入院患者 69 4  

合計 156 6 
 

【その他】 

人権尊重と個人情報保護の観点から、感染者に関する問い合わせ等につきましては、ご配慮

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【本件に関する問い合わせ】 

綾瀬厚生病院 事務責任者 根岸 裕（電話：0467-77-5111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/


新型コロナウイルス感染症の発生について（続報）        2021年 1月 18日 

 

【ご報告】 

 2021 年 1 月 7 日より発生しました院内での新型コロナウイルス感染症についての続報を

お知らせいたします。現在のところ、入院患者様および職員に新たな感染者は出ておりませ

ん。引き続き院内感染拡大防止に努めております。 

 今後の状況につきましては、随時 綾瀬厚生病院ホームページに掲載いたします。 

 

綾瀬厚生病院 

病院長 石代 欣一郎 

【綾瀬厚生病院 ホームページ】 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/ 

 

【PCR検査実施状況（2021年 1月 18日現在） 】 

 PCR検査人数 うち陽性者数 備考 

職員 62 3 
第１報でご報告した職員です。 

入院患者 44 0 
本日現在、陽性者は入院されており

ません。 

合計 108 3 
 

【その他】 

人権尊重と個人情報保護の観点から、感染者に関する問い合わせ等につきましては、ご配慮

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【本件に関する問い合わせ】 

綾瀬厚生病院 事務責任者 根岸 裕（電話：0467-77-5111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/


新型コロナウイルス感染症の発生について（第 1報）        2021年 1月 13日 

 

【ご報告】 

 2021 年 1 月 7 日、綾瀬厚生病院において退院患者様が新型コロナウイルスに感染してい

たことが判明しましたので、ご報告申し上げます。 

 これを受け該当する病棟の患者様および職員に PCR 検査を実施したところ職員 2 名の陽

性が判明しました。 

 職員 2名の陽性判明を受け、当該病棟の全患者様に対し、PCR検査を実施した結果、新た

に入院患者様 1名の陽性を確認いたしました。現在は退院されましたが、院内感染拡大防止

に努めております。 

 2021 年 1月 10 日、別病棟の職員 1名の陽性を確認いたしました。尚、1月 7日に陽性が

判明した患者様、職員との接触はなかったことを確認しております。 

 当該職員の勤務病棟に入院している全患者様と職員に対しまして、PCR検査を実施した結

果、全員の陰性を確認しております。 

 現在、感染が判明した職員は 2週間の経過観察期間として出勤停止としております。 

 診療体制につきましては、保健所の指導のもと、該当する病棟からの患者移動および退院

を制限しております。 

 今後の状況につきましては、随時 綾瀬厚生病院ホームページに掲載いたします。 

綾瀬厚生病院 

病院長 石代 欣一郎 

【綾瀬厚生病院 ホームページ】 

https://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/ 

【PCR検査実施状況（2021年 1月 13日現在） 】 

 PCR検査人数 うち陽性者数 備考 

職員 58 3 
 

入院患者 42 0 
本日現在、陽性者は入院されており

ません。 

合計 100 3 
 

【その他】 

人権尊重と個人情報保護の観点から、感染者に関する問い合わせ等につきましては、ご配慮

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【本件に関する問い合わせ】 

綾瀬厚生病院 事務責任者 根岸 裕（電話：0467-77-5111） 


