障害者支援施設 育心寮につきましては、利用者・職員ともに感染の確認なく経過して お
り、終息と判断し、本日（５月２４日）施設の閉鎖を解除しましたことをご報告いたしま
す。

関係各位には、ご心配ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

（2022/05/24)
障害者支援施設

育心寮

○５月１９日

利用者・職員の感染は確認されていません。現

在の療養者は、利用者０名・職員２名となっております。（2022/05/20)
障害者支援施設

育心寮

○５月１８日

利用者・職員の感染は確認されていません。

現在の療養者は、利用者２０名・職員６名となっております。（2022/05/18)
障害者支援施設

育心寮

○５月１７日

利用者・職員の感染は確認されていません。

現在の療養者は、利用者２２名・職員６名となっております。（2022/05/17)
障害者支援施設

育心寮

○５月１３日

職員１名が検査の結果、陽性と判明しました。

現在の療養者は、利用者３９名・職員８名となっております。（2022/05/13)
障害者支援施設 育心寮 ○５月９日午後 利用者 7 名が検査の結果、陽性と判明しまし
た。 ○５月１０日 職員１名が検査の結果、陽性と判明しました。

現在の療養者は、

利用者３９名・職員７名となっております。障害者支援施設

○５月７日

育心寮

多数

の利用者に発熱等の症状が確認された為、検査の結果、利用者２９名が陽性と判明しまし
た。また、職員１名が陽性と判明しました。
の結果、陽性と判明しました。
ました。

○５月８日

○５月９日午前

利用者３名・職員４名が検査

職員１名が検査の結果、陽性と判明し

現在の療養者は、利用者３２名・職員６名となっております。

保健所へ報告

し指示の下、施設で対応を行っています。
（2022/05/09)
○障害者支援施設 第２光風寮ならびに松山荘につきましては、感染の確認なく経過してお
り、保健所と協議の上、終息と判断し、本日（３月２８日）施設の閉鎖を解除しましたこ
とをご報告いたします。関係各位には、ご心配ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し
上げます 。(2022/3/28)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月２２日現在の療養者は利用者、職員共におりません。
○障害者支援施設松山荘 ３月２２日現在の療養者は利用者、職員共におりません。今後に
つきましては、第２光風寮、松山荘共に、保健所と協議の上、施設閉鎖解除に向け経過観
察して参ります。(2022/3/22)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月１８日 利用者・職員の感染は確認されていません。現
在の療養者は利用者１名となっております。 ○障害者支援施設 松山荘 ３月１８日 利用
者・職員の感染は確認されていません。 現在の療養者は利用者２名となっております。
(2022/3/18)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月１７日 利用者・職員の感染は確認されていません。現
在の療養者は利用者１名・職員０名となっております。 ○障害者支援施設 松山荘 ３月１
７日 利用者・職員の感染は確認されていません。現在の療養者は利用者２名となっており

ます。なお、３月１６日夜間に発生した地震による法人施設における被害（利用者の皆様、
建物等）は確認されておりません。(2022/3/17)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月１６日 利用者・職員の感染は確認されていません。現
在の療養者は利用者１名・職員３名となっております。 ○障害者支援施設 松山荘 ３月１
６日 利用者・職員の感染は確認されていません。現在の療養者は利用者３名となっており
ます。(2022/3/16)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月１４日 利用者・職員の感染は確認されていません。現
在の療養者は利用者１名・職員４名となっております。○障害者支援施設 松山荘 ３月１
４日 利用者・職員の感染は確認されていません。現在の療養者は利用者５名・職員１名と
なっております。(2022/3/15)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月９日以降 利用者の感染は確認されていません。 ３月
１０日以降 職員の感染は確認されていません。現在の療養者は利用者１名・職員４名とな
っております。○障害者支援施設 松山荘 ３月５日以降 職員の感染は確認されていません。
３月１１日以降 利用者の感染は確認されていません。現在の療養者は利用者１３名・職員
４名となっております。(2022/3/14)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月８日 利用者１名の感染が確認されました。 ３月９日
職員１名の感染が確認されました。 現在の療養者は利用者８名・職員６名となっておりま
す。○障害者支援施設 松山荘 ３月８日 利用者１名の感染が確認されました。３月１０日
利用者１名の感染が確認されました。３月５日以降職員の感染は確認されていません。現
在の療養者は利用者３５名・職員６名となっております。(2022/3/11)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月２日以降 利用者の感染は確認されていません。３月５
日以降 職員の感染は確認されていません。現在の療養者は利用者２１名・職員１０名とな
っております。○障害者支援施設 松山荘 ３月４日午後 利用者１名・職員１名の陽性が確
認されました。３月５日 利用者１名の陽性が確認されました。３月６日 利用者１名の陽
性が確認されました。現在の療養者は利用者５０名・職員６名となっております。
(2022/3/7)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月３日 職員１名の陽性が確認されました。３月４日午前
職員２名の陽性が確認されました。３月２日以降 利用者の感染は確認されていません。現
在の療養者は利用者４０名・職員１５名となっております。○障害者支援施設 松山荘 ３
月３日 利用者８名・職員３名の陽性が確認されました。３月４日午前 職員１名の陽性が
確認されました。現在の療養者は利用者５１名・職員６名となっております。
(2022/3/4)
○障害者支援施設 第２光風寮 ３月１日午後 利用者２名の陽性が確認されました。 ３月
２日 利用者２名の陽性が確認されました。現在の療養者は利用者５１名・職員１２名とな
っています。○障害者支援施設 松山荘 ３月１日午後 利用者２名の陽性が確認されました。
３月２日 利用者８名の陽性が確認されました。現在の療養者は利用者４５名・職員２名と

なっております。(2022/3/3)
○障害者支援施設 第２光風寮 ２月２８日 利用者２名の陽性が確認されました。 ３月１
日午前 利用者３名・職員１名の陽性が確認されました。 現在、利用者４９名・職員１２
名の陽性が確認されています。 ○障害者支援施設 松山荘 ２月２８日 利用者９名・職員
１名の陽性が確認されました。 ３月１日午前 利用者４名の陽性が確認されました。 現在、
利用者３５名・職員２名の陽性が確認されています。 ○障害者支援施設 光風寮 感染の確
認なく経過しており、保健所と協議の上、終息と判断しましたことをご報告致します。 関
係各位には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。(2022/3/1)
○障害者支援施設 第２光風寮 ２月２５日午後 職員５名が施設実施のＰＣＲ検査にて陽
性となり、確定検査の結果、陽性が判明しました。 利用者４名に発熱等の症状が確認され、
ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 ２月２６日午後 利用者１名に発熱等の症状が
確認され、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 ２月２７日午後 職員２名がＰＣＲ
検査にて陽性が判明しました。 利用者９名に発熱等の症状が確認され、ＰＣＲ検査の結果、
陽性が判明しました。 ２７日時点の療養者は利用者３９名・職員１１名となっております。
○障害者支援施設 松山荘 ２月２５日午後 職員１名が施設実施のＰＣＲ検査にて陽性と
なり、確定検査の結果、陽性が判明しました。 利用者５名に発熱等の症状が確認され、Ｐ
ＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。２月２６日利用者３名に発熱等の症状が確認され、
ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 ２月２７日利用者９名に発熱等の症状が確認さ
れ、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 ２７日時点の療養者は利用者２３名・職員
１名となっております。(2022/2/28)
○障害者支援施設 第２光風寮 ２月２４日午後 利用者６名に発熱等の症状が確認され、Ｐ
ＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 現在の療養者は利用者３０名・職員３名となって
おります。 ○障害者支援施設 松山荘 ２月２４日午後 利用者１名に発熱等の症状が確認
され、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 現在の療養者は利用者５名となっており
ます。 ○悠久園デイサービスセンター 職員１名より陽性が確認された関係で、２月２４
日(木)迄営業を休止しておりましたが、２月２５日より通常営業となりました。(2022/2/25)
障害者支援施設 第２光風寮 ２月１６日 職員１名が施設実施のＰＣＲ検査にて陽性とな
り、確定検査の結果、陽性が判明しました。 ２月１９日 利用者３名・職員２名に発熱等
の症状が確認され、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 ２月２０日 利用者８名に
発熱等の症状が確認され、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。２月２１日 利用者３
名に発熱等の症状が確認され、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 現在の療養者は
利用者１４名・職員３名となっております。障害者支援施設 光風寮 ２月２０日 利用者１
名に発熱等の症状が確認され、ＰＣＲ検査の結果、陽性（２度目）が判明しました。前回
検査より１ヶ月程度は、陽性が確認される可能性があるとの保健所の見解もあり、今後の
経過を確認いたします。悠久園デイサービスセンター ２月２０日 職員１名に発熱等の症
状が確認され、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明しました。 悠久園デイサービスセンターは、

２月２１日（月）～２４日（木）まで営業を休止させていただきます。障害者支援施設 松
山荘 ２月２１日 利用者１名に発熱等の症状が確認され、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明
しました。＊法人施設における新型コロナウイルスの感染が多施設におよび、関係各位に
はご心配・ご迷惑をおかけしております。今後につきましても各施設が保健所の指示に基
づき対応して参ります。(2022/2/21)
2 月 14 日 障害者支援施設光風寮 利用者ならびに職員の感染は確認されておりません。2
月 15 日現在、療養中の職員は 3 名となっております。(2022/2/15)
2 月 10 日 障害者支援施設光風寮 職員 1 名の感染が確認されました。利用者の感染は確
認されていません。2 月 14 日現在、療養中は職員 5 名となっており、利用者はおりません。
(2022/2/14)
2 月 9 日 障害者支援施設光風寮 利用者、職員の感染は確認されていません。現在、療養
中の利用者は 41 名、職員 15 名となっています。(2022/2/10)
2 月 8 日 障害者支援施設光風寮 職員 2 名の感染が確認されました。利用者の感染は確認
されていません。現在、療養中の利用者は 49 名、職員 16 名となっています。(2022/2/9)
2 月 4 日 障害者支援施設光風寮 職員 1 名の感染が確認されました。 2 月 4 日以降 利用
者の感染は確認されていません。現在、療養中の利用者は 54 名、職員 16 名となっていま
す。(2022/2/8)
2 月 3 日 障害者支援施設光風寮 利用者 5 名・職員 5 名の陽性が確認されました。現在、
利用者 58 名・職員 15 名の陽性が確認されています。(2022/2/4)
2 月 2 日 障害者支援施設光風寮 利用者 4 名・職員 2 名の陽性が確認されました。現在、
利用者 53 名・職員 10 名の陽性が確認されています。(2022/2/3)
2 月 1 日 午前 障害者支援施設光風寮 利用者 7 名・職員 3 名が PCR 検査を実施し、陽
性と判明しました。午後、利用者 10 名陽性となりました。現在、利用者 49 名・職員 8 名
の陽性が確認されています。 引き続き坂戸保健所へ報告し指示の下、施設で対応を行って
います。(2022/2/2)
1 月 31 日 障害者支援施設光風寮 利用者 14 名に発熱等の症状があり、PCR 検査を実施
した結果、陽性と判明しました。 1 月 31 日現在、利用者 32 名・職員 5 名の陽性が確認
されています。 引き続き坂戸保健所へ報告し指示の下、施設で対応を行っています。
(2022/2/1)
1 月 28 日 障害者支援施設光風寮 利用者１名に発熱等の症状があり、PCR 検査を実施し
た結果、陽性と判明しました。1 月 29 日 利用者 5 名・職員 3 名に発熱等の症状があり、
PCR 検査を実施した結果、陽性と判明しました。
1 月 30 日 利用者 10 名・職員 2 名に発熱等の症状があり、PCR 検査を実施した結果、
陽性と判明しました。1 月 30 日現在、利用者 18 名・職員 5 名の陽性が確認されています。
引き続き坂戸保健所へ報告し指示の下、施設で対応を行っています。(2022/1/31)
1 月 26 日 障害者支援施設 光風寮 入所者１名より発熱の症状があり、ＰＣＲ検査を実施

した結果、陽性と判明しました。坂戸保健所へ報告し指示の下、施設で対応を行っていま
す。今後については、新たに症状が確認された利用者・職員はＰＣＲ検査を受け結果を報
告するよう指示を受けております。1 月 27 日利用者 1 名に発熱の症状あり、ＰＣＲ検査
実施 陽性が確認されました。(2022/1/27)

