
2021/5/26 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

 

社会福祉法人四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 堺 龍太朗 

 

 

ブルーポピーショートステイ受け入れ再開について 

 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

既報の通り、職員 1 名のコロナ陽性に関連し、管轄保健所との連携のもとご入居者の体調を含め、細か

なことも共有に努めてまいりました。 

この度 保健所による観察期間を経て職員 18名の PCR陰性が確認されましたので、 

5月 27 日（木）よりショートステイを再開し通常運営 

いたしますことを、お知らせいたします。 

 

ご利用者および、ご家族の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めてお詫び申

し上げます。 

 

今後の施設運営においては、自治体関連機関との連携を強め、施設一丸となって、再発予防に努めて参り

ます。 

 

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

【本件のお問合せ】 

担 当 ： 平 田  ・  林 

TEL： 03-5904-0220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021/5/20 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

社会福祉法人 四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 堺 龍太朗 

 

ブルーポピーショートステイ 検査結果報告と再開目途 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

既報の通り、5/12に職員 1名のコロナ陽性が確認され、ショートステイ入退居の制限を行っております。 

ご利用者および居宅ケアマネジャーの皆様には、ご心配をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。 

本書では、板橋区保健所との連携相談による検査結果およびショートステイ再開目途をご報告させていただきます。 

 

１．経緯 

日 付 経 緯 

5月 12日 職員 1名の陽性を確認。 

5月 13日 保健所にて、本件による職員・ご利用者の濃厚接触者は「なし」と判断。 
当該フロアーに対し個室管理と、安全が確認できるまでのショートステイ入退所制限の指示。 
当該フロアーに関係した職員および特養入居者・ショートステイご利用者に対し、PCR検査 
の指示。（5/17,18） 
当該フロアーに関係した職員に対し、再度 PCR検査の指示（5/24,25） 

5月 17日 

  18日 
当該フロアーに関係した職員（18名）および特養入居者・ショートステイご利用者（20名） 
に PCR検査を実施。 

5月 18日 

  19日 
 上記 PCR検査「38名分」全員の陰性を確認。 

２．再開目途 

本件における 1回目の PCR検査陰性の結果を受けて、板橋区保健所より以下のとおり指示を受けております。 

（１） ショートステイの退居においてのみ許可する。 

ただし、通所サービスの利用はせず自宅での経過観察が条件。訪問サービスについては、事情を承知し防護した上

でサービス提供すること。 

（２） ショートステイの入居については、5/24,25に実施の 2回目の PCR検査結果により判断する。 

本書に先行して、直接のご関係者には当施設担当者より順次ご連絡しております。 

ショートステイ入居再開の目途については来週中には見通しが立つと思われますので、決まり次第、改めてお知らせいた

します。 

引き続き、感染拡大予防に全力で努めてまいります。皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど

宜しくお願い致します。 

以上 

 

本件お問い合わせ 

03-5904-0220 

担当：平田・林 



2021/5/13 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

社会福祉法人 四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 堺 龍太朗 

ブルーポピーショートステイ 職員 1名コロナウイルス陽性者を確認 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

既報の通り、4/26、5/1 当施設のショートステイ（以下、SS）フロアにおいて、新型コロナウイルス陽性の事例を確認

致しました。以降、濃厚接触者の経過観察期間中に、5月 12日に新たに職員 1名の陽性が確認されました。 

ご利用者および、居宅ケアマネジャーの皆様には、ご心配をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。 

本書では、板橋区保健所と連携相談をし、経緯と現状、感染拡大の対策をご報告させていただきます。 

２．経緯 

日 付 経 緯 

4月 26日 ご利用者 SS入所時 抗原検査（陰性） 

4月 27日 ①体調不良により区内救急病院へ搬送。入院前 PCR検査にて（陽性）を確認 

保健所から濃厚接触者に対しての個室管理と、安全が確認できるまでのショートステイ入退
所の制限が決定される。 

4月 30日  保健所指示の PCR検査「36名分」を施行する。 

5月 1日 ②濃厚接触者のうち、1名から陽性反応を確認。発症が確認される。翌 2日専門病院へ移送。 

 4/30検査結果において、残りの 35名は「陰性」が確認される。 

5月 12日 ③5/8～5/10の期間で保健所指示の PCR検査「29名分」実施。全員陰性が確認される。 

 上段の PCR検査で陰性であった SS担当職員が体調不良により夕刻受診。新型コロナ抗原検査
により「陽性」が確認される。 

 本件での職員・ご利用者の濃厚接触者は「なし」。 

２．対策 

本件を受けて、板橋区保健所より以下のとおり指示を受けております。 

（１）安全が確認できるまでの当該フロアのショートステイ入退所を制限する。 

   入退所制限期間は保健所が判断する。 

（２）当該フロアのご利用者、関係職員の PCR検査を 5/17、5/18に実施する。 

（３）当該フロアでは 1ケア 1ガウン 1消毒、人の出入りの制限等の感染対応を継続する。 

（４）ブルーポピーデイサービス、当該フロア以外の営業は通常通り継続してよい。 

本書に先行して、直接のご関係者には当施設担当者より順次ご連絡しております。 

引き続き、感染拡大予防に全力で努めてまいります。皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど

宜しくお願い致します。 

以上 

 

本件お問い合わせ 

03-5904-0220 

担当：平田・林  



2021/5/10 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

 

社会福祉法人四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 堺 龍太朗 

 

 

特養および短期入所 入所受け入れ再開に関するお知らせ 

 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2021 年 4 月 27 日より当施設におきまして、ショートステイご利用者が新型コロナウイルス陽性となる事例が発生

しました。 

 

事態発生以降は、管轄保健所と連携し、ご入居者の体調も含め、細かなことも共有に努めてまいりました。 

本日 5月 10日、保健所により安全が確認され、当該フロアにおいて、入居および短期入所受け入れを再開いた

しますことを、お知らせいたします。 

 

ご利用者および、ご家族の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めてお詫び申し上げま

す。 

 

今後の施設運営においては、自治体関連機関との連携を強め、施設一丸となって、再発予防に努めて参ります。 

 

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

【本 件 のお問 合 せ】 

担当 ：  林  ・  平田  

TEL：03-5904-0220 

 

  



 2021/5/1 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

社会福祉法人 四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 堺 龍太朗 

 

ブルーポピー・ショートステイ利用者 コロナウイルス陽性者を確認 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

既報の通り、4/26、当施設のショートステイ（以下、SS）フロアにおいて、新型コロナウイルス陽性の事例を確認致しました。以降、本

件での濃厚接触者は2名。本日、そのうちの1名が新たに陽性者として確認されました。 

ご利用者および、居宅ケアマネジャーの皆様には、ご心配をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。 

本書では、板橋区保健所と連携相談をし、経緯と現状、感染拡大の対策をご報告させていただきます。 

 

１． 経緯 

日 付 経 緯 

4月26日 ご利用者SS入所時抗原検査（陰性） 

4月27日 体調不良により区内救急病院へ搬送。入院前PCR検査にて（陽性）を確認 

保健所から濃厚接触者に対しての個室管理と、安全が確認できるまでのショートステイ入退所の制限が決定

される。 

4月30日 保健所指示のPCR検査「36名分」を施行する。 

5月1日 ②濃厚接触者のうち、1名から陽性反応を確認。発症が確認される。 

4/30検査結果において、残りの35名は「陰性」が確認される。 

 

２．対策 

本件を受けて、板橋区保健所より以下のとおり指示を受けております。 

（１）5/1発症者は、翌日（5/2）以降、専門病院に移送の予定。 

（２）4/30検査において、陰性が確認されたショートステイご利用者で、帰宅希望がある方は退所としてよい。 

帰宅したのち、健康観察期間は5/10まで。その間の通所系サービスは、利用を控えてほしい。 

訪問系サービスは、感染防護を施した状態の支援なら受けても問題ない。 

（３）当該フロアの入退所制限期間は、5/10までとする。 

 

本書に先行して、直接のご関係者には当施設担当者より順次ご連絡しております。 

引き続き、感染拡大予防に全力で努めてまいります。皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど宜しくお

願い致します。 

以上 

本件お問い合わせ 

03-5904-0220 

担当：平田・林 

   

 



2021/4/23 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

 

社会福祉法人四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 堺 龍太朗 

 

 

特養および短期入所 入所受け入れ再開に関するお知らせ 

 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2021年 4月 17日より当施設におきまして、ご入居者が新型コロナウイルス陽性となる事例が発生しました。 

 

事態発生以降は、管轄保健所と連携し、ご入居者の体調も含め、細かなことも共有に努めてまいりました。 

本日 4 月 23 日、保健所により安全が確認され、発生フロアー以外での特養入居および短期入所受け入れを再

開いたしますことを、お知らせいたします。 

 

ご利用者および、ご家族の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めてお詫び申し上げま

す。 

 

今後の施設運営においては、自治体関連機関との連携を強め、施設一丸となって、再発予防に努めて参ります。 

 

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

【本 件 のお問 合 せ】 

担当 ：竹村  ・  森田 

TEL：03-5904-0220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021/2/3 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

 

社会福祉法人四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 望月 香織 

 

 

特養および短期入所 通常営業再開に関するお知らせ 

 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2021 年 1 月 13 日より当施設におきまして、職員とご入居者の総勢 3 名が新型コロナウイルス陽性となる事例が

発生しました。 

 

事態発生以降は、管轄保健所と連携し、ご入居者の体調も含め、細かなことも共有に努めてまいりました。 

本日 2 月 3 日、保健所により安全が確認され、施設全面的に通常運営を再開いたしますことを、お知らせいたし

ます。 

 

ご利用者および、ご家族の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めてお詫び申し上げま

す。 

 

今後の施設運営においては、自治体関連機関との連携を強め、施設一丸となって、再発予防に努めて参ります。 

 

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

【本件のお問合せ】 

担当：竹村 ・ 森田 

TEL：03-5904-0220 

       

 

 

 

 

 

 



2021/1/20 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー様 各位 

社会福祉法人 四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 望月 香織 

PCR 検査結果ご報告および新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

過日、お伝えいたしました、当施設での新型コロナウイルス発生につきまして、ご利用者および、居宅ケアマネージャ

ーの皆様には、ご心配をおかけしております。大変申し訳ございません。 

1/15 のご入居者の陽性に際し、保健所からの指示を受けた全職員に対する PCR 検査実施の結果につきましてご報告い

たします。1/18,19 の 2 日間で 122 名の職員に検査実施し、1/18 検査実施分の 88 名に対し全て陰性を確認いたしまし

た。1/19 検査実施分に関しては、結果が判明次第改めてご報告させていただきます。 

 

また、本日 新たに職員 1 名の陽性者を確認いたしましたことを、ご報告いたします。 

当該職員は 1/13 のコロナ発生に伴い自主での PCR 検査を実施し陰性が確認されていたところです。 

これにつきまして、陽性が発覚した職員、ご入居者も含めて、管轄保健所の指導により、適切な対応となっております。 

 

本書では、板橋区保健所、関連行政機関と連携、相談した結果を基に、経緯と現状、感染拡大防止の対策をご報告さ

せていただきます。 

１．経緯 

日付 経緯 対応 

1/13 特養入居フロア勤務の職員 1 名より陽性判定あり 即時出勤停止と自宅待機 

当該フロア職員とご利用者に自主ＰＣＲ検

査実施（全件陰性） 

1/15 同フロアご入居者 1 名より陽性判定あり 1/16 都内病院に移送 

1/18・19 保健所指示による、全職員対象のＰＣＲ検査実施 

※先行の自主検査対象者は除く 

1/18 検査者 88 名、全員陰性 

1/19 検査者 34 名、検査結果待ち 

1/20 同フロア勤務の職員より 1 名陽性判定あり 宿泊施設療養指示 

 

２．対策 

本件を受けて、板橋区保健所より以下のとおり指示を受けております。 

（１）1/20 の職員陽性の件を受けた濃厚接触者なし 

（２）ショートステイ含む入居は当面制限（退去は事情に鑑み検討を依頼中） 

 

本日現在、特養、ショートステイの利用を制限している状態であり、関係の皆様にはご迷惑をおかけしております。 

引き続き、感染拡大防止に全力で努めてまいります。皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど

宜しくお願い致します。 

以上 

本件お問い合わせ 

03-5904-0220 担当：平田・林 



2021/1/16 

関係者各位 

 

社会福祉法人四葉晃耀会 

特別養護老人ホーム ブルーポピー 

老人デイサービスセンター ブルーポピー 

施設長 望月 香織 

新型コロナウイルス感染者発生に関するお知らせ 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、当施設におきまして、職員 1 名とご入居者 1 名の新型コロナウイルス陽性が判明いたしました。 

ご利用者および、関係者の皆様には、ご心配をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。 

本書では、板橋区保健所、関連行政機関と連携、相談をした結果を基に、経緯と現状、感染拡大の対策をご報告させて

いただきます。 

 

１．経緯 

 

※1/16 現在、コロナ罹患のご入居者は、専門病院に入院となっております。 

２．対策 

本件を受けて、板橋区保健所より以下のとおり指示を受けております。 

（１）感染拡大回避のために、全職員に対してＰＣＲ検査を行う 

（２）施設内の安全が確認できるまで、特養とショートステイの入退所は禁止 

（３）同建物内のデイサービスは、特養との利用者同士の接触がないため、通常営業してよい。 

 

特養・ショートステイの営業再開に際しましては、保健所との連携をとりつつ決定致します。 

引き続き、感染拡大予防に全力で努めてまいります。皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど

宜しくお願い致します。 

以上 

本件お問い合わせ 

03-5904-0220 

担当：平田・林 

 

 

 

 

日付 経緯

1月13日 介護職員1名の新型コロナウイルス陽性発覚

当日より当該職員は出勤停止となる。

ご入居者の体調不良は確認されていない

1月14日

1月15日 15：45　ご入居者の体調不良（発熱）となる。

新型コロナウイルス抗原検査を施行し陽性を確認。

板橋区保健所により食事に同席した、他のご入居者4名を濃厚接触者と指定される。



       2020/12/11 

施設関係者 各位 

社会福祉法人四葉晃耀会 

特別養護老人ホームブルーポピー 

老人デイサービスセンターブルーポピー 

施設長 望月 香織 

デイサービスにおける自主ＰＣＲ検査の結果について 

師走の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。 

 この度、12/8 に当デイサービスに、通所利用のご利用者が、ＰＣＲ検査の結果「陽性」と判定されました。 

 これについて、当センターとしては、以下のとおりご対応させていただき、12/11 現在「対象者全員 陰性」を確認し

ております。 つきましては、以下のとおり概要をご報告いたします。 

記 

 

現状、当デイサービスは、通常通り営業しております。 

検査の期間は、関係各位に多大なご心配をおかけいたしました。 

まだまだ、予断を許さない状況ではありますが、感染予防に気を付けてまいります。 

以上 

本件のお問合せ 

03-5904-0220 

林 ・ 竹村 

 

 

 

日付

12月3日 ご利用者A様　ブルーポピーデイに通所

12月4日 同居家族がコロナ陽性が確定する。

12月8日 上記を受けて、ご利用者A様も検査実施。陽性確定する。

12月8日 結果「陽性」の知らせを受けて、板橋区保健所に状況を報告する。

デイご利用者、職員に【濃厚接触者は該当なし】と評価される

ブルーポピーデイ事業所内で検討し

ご利用者、職員の安全確保の観点から、自主的なＰＣＲ検査の実施を決定する。

第1弾：ご利用者　3名様　・　職員　10名の検査を実施

12月9日 第2弾：ご利用者　6名様　・　職員　4名の検査を実施

12月10日 検査機関より、第1弾分の検査結果　「陰性」と通知あり。

事業所より、該当するご利用者様に個別でおしらせする。

12月11日 検査機関より、第2弾分の検査結果　「陰性」と通知あり。

事業所より、該当するご利用者様に個別でおしらせする。

結果 ご利用者　9名様　・　当センター職員　14名、計23名　全て陰性を確認した。

ご利用者がコロナ陽性とわかるまで

ブルーポピーデイでの検査対応



2020 年 9 月吉日 

 

 

 

ご利用者        

ご家族  各位        

       社会福祉法人 四葉晃耀会 

      特別養護老人ホーム ブルーポピー 

       施設長  望月 香織 

        

新型コロナウィルス感染予防における抗原検査実施のお知らせ 

        

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。     

現在、当施設では新型コロナウィルス感染予防対策として様々な対応を行っております  

しかしながら、世間では感染症が拡大している状況もあり、施設内へのウィルス持ち込みを防ぐべく、更なる予防策を

取らせていただく方針といたしました。   

つきましては、ご利用者ご家族に安心してご利用いただき、社会福祉施設としての役割を果たせるよう、下記事項につ

いてご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

 1. 追加対策内容        

   入館前の手洗い・うがい・手指消毒・検温に加え、利用初日に（同月内に複数回ご利用の場合も毎回）『抗原検

査』を実施いたします。     

 2. 検査対象者        

   特養新入居者およびショートステイご利用者      

   ただし、法人内から直接サービス移行となる方については検査対象外となります。 

 3. 検査方法        

   鼻の奥の粘膜を採取し、ウィルス特有のたんぱく質を調べます。  

抗原検査により、検査時点で感染しているかを判定することが出来ます。 

検査結果が出るまで 15～30 分かかります。      

 4. 検査費用        

   抗原検査にかかる費用は施設で負担します。    

ただし、検査結果が陽性判定だった場合は医療機関での PCR 検査が必要となります。関連医療機関への諸手続き

は施設にて行いますが、PCR 受検に伴う費用や付き添いは、ご家族にてお願いいたします。  

    

 5. その他        

   お部屋へは、検査結果で陰性が確認されてからのご案内となります。     

   万が一 陽性判定が出た場合は、サービスのご利用はできません。ご了承ください。   

        

       以上 

       【問い合わせ先】               

       担当：特養入居相談員・ショートステイ相談員 

     TEL：03-5904-0220  FAX：03-5904-0234 



2020 年 9 月 11 日 

 

 

 

ご利用者・ご家族の皆様へ 

 

コロナウイルス感染症 関連情報の提供開始について 

 

社会福祉法人 四葉晃耀会 

 

施設長 望月 香織 

 

この度の新型コロナウイルス感染症（ COVID-19）拡大により多大な影響を被っているご利用者・

ご家族の皆様へ衷心よりお見舞いを申し上げます。  

 

昨年末からはじまる新型コロナウイルス感染症の猛威は未だに衰えるどころか拡大する傾向にあ

り、第 2 波・第 3 波とおぼしき状況すら見受けられます。このような状況に鑑み、ご利用者・ご家

族の皆様には、感染予防策の更なる徹底をお願いし、ご自愛をお祈り申し上げます。  

 

ご利用者については外泊・外出の制限やレクリエーションの縮小、ご家族についてはご面会の制限・

ご家族面談を電話対応とするなど多大なご迷惑をお掛けしております。  

 

このような経験したことのない状況を踏まえ、当法人として積極的に情報を開示すべく、WEB 専用

ページをご用意致しました。今後、感染症対策の取り組み・最新情報・法人の考え方などを随時更

新してまいります。  

 

当法人は、ご利用者と職員の安全を最優先に考え、感染防止に努めてまいりますとともに保健所等

関係機関と連携し対応を進めて行きます。ご利用者・ご家族の皆様にはご心配をお掛けいたします

が、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  

 

 

 

 


