
2021.11.14 当院における新型コロナウイルス感染症発生のお知らせ（第一報） 

 

 

令和 3 年 11 月 13 日(土）当院外来患者様 1 名の新型コロナウイルス感染が判明致し

ました。当該患者様は 11 月 12 日(金）に来院後、発熱・倦怠感を訴えたため同日抗原検

査を行ったところ陽性と確認されました。その後、速やかに対策本部を設置し旭川市保健所

による指導のもと、当該患者様の PCR 検査で感染が確認されました。  

 

11 月 10 日(水)より同フロア内にいた患者様及び関係したスタッフに抗原検査を行っ

たところ陽性者はおりませんでした。11 月 14 日(日)保健所の指示により選定された濃厚

接触 者への PCR 検査を行っております。 

 

 本件について新しい情報が入りましたら、随時ホームページで発信してまいります。皆

様にはご心配ご迷惑をお掛け致しますが、当院では新型コロナウイルス感染の拡大防止に

引き続き全力で取り組んでまいりますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 

  



2021.11.14 当院における新型コロナウイルス感染症発生のお知らせ（第二報） 

 

 

令和 3 年 11 月 14 日(日)本日 PCR 検査を行ったスタッフ・患者様全員「陰性」が確

認されました 

  



2021.11.15 当院における新型コロナウイルス感染症発生のお知らせ(第三報) 

 

 

令和 3 年 11 月 13 日(土）新型コロナウイルス感染が判明した当院外来患者 1 名は、

即日市内基幹病院へ入院しています。当院では 11/14（日）院内消毒を実施（保健所の指導

のもと、濃厚接触者と認定された患者様の来院ごとに消毒を継続いたします）しています。

また新型コロナウイルス感染症を発症した患者様へ対応したスタッフも濃厚接触者の扱い

にて継続して検査を実施いたします。 

11/14(日)保健所にて検査した濃厚接触者（患者とスタッフ）全員の陰性が確認されてい

ます。(陰性確認 計 35 名) 

11/15（月）午後より、濃厚接触者の隔離透析を実施します。 

感染対策には、期間中 11/15 午後より専従のスタッフを配置し、一般の患者様及びスタ

ッフと接触しない対策を行います。 

そのため、専従スタッフ以外の一般職員も正面玄関を利用させていただくとともに、リハ

ビリ室をスタッフルームとして利用するため、リハビリを受けている患者様へは期間中ご

迷惑をおかけすることをお詫びいたします。 

保健所指導による当院の特別感染対策期間は 11/15～概ね２週間を予定しておりますが、

その間、新たな感染者が発生することで期間延長となります。関係者の皆様には、引き続き

より一層の感染対策をお願いいたします。 

現在のところ、特別な対応を必要とする患者様には個別に連絡をしております。ご連絡の

ない患者様に関しては、普段通りの来院をお願いいたします。感染対策期間中のみ全患者４

時間透析での対応となりますことを重ねてお詫びいたします。 

 

  



2021.11.17 当院における新型コロナウイルス感染症発生のお知らせ(第四報) 

 

 

令和 3 年 11 月 13 日（土）、新型コロナウイルス感染が判明した当院外来患者 1 名の

濃厚接触者として隔離透析を施行していた患者は、11 月 14 日（日）の PCR 検査で全て

陰性でした。 

しかし、その中の 1 名が 11 月 16 日(火）の検査で陽性となり、新型コロナウイルス感

染が判明しましたので、即日市内基幹病院へ入院しています。 

当院では今後も保健所、関係各所の指導のもとに感染対策を継続し、残りの濃厚接触者に

対しては引き続き隔離透析を実施して行きます。 

なお、以前より当院スタッフは透析関連学会より通達されている「濃厚接触者とならない

ための感染対策」を遵守していましたが、保健所の指導により、新型コロナウイルス感染患

者に関わったスタッフは、念の為、少なくとも 2 週間は頻回に PCR 検査を受けることと

しました。 

その結果、11 月 14 日（日）、16 日(火）の検査で連続して全員が陰性でしたので、隔離

透析担当の専属スタッフとその他のスタッフを、厳密に区分けした上で勤務を継続してい

ます。 

現在のところ、特別な対応を必要とする患者様には個別に連絡をしておりますので、ご連

絡のない患者様に関しては、普段通りの来院をお願いいたします。 

また、現在通院中の患者様に関しては、以前よりご協力をいただいていた通り、マスクの

着用を厳守するとともに、発熱や体調不良の際には必ず来院前のご連絡をお願いいたしま

す。 

特別感染対策期間中（11/15～概ね２週間）は入院患者様の面会、関係者様の来院を禁止

しております。ご心配、ご迷惑をおかけしておりますが、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021.11.19 当院における新型コロナウイルス感染症発生のお知らせ(第五報) 

 

 

新型コロナウイルス感染が判明した当院外来患者の濃厚接触者として、11 月 15 日（水）

より隔離透析を継続している患者は、11 月 18 日（木）の PCR 検査で全員が陰性でした。 

今後も該当患者は引き続き次回血液透析の前日（日・火・木が相当）、PCR 検査を実施し

ていく予定です。 

 

また、新型コロナウイルス感染患者に関わったスタッフは、11 月 17 日（水）、18 日(木）

の検査にて連続して全員が陰性でした。 

今後も隔離透析担当の専属スタッフと、その他のスタッフを厳密に区分けした体制の下、

透析関連学会より推奨されている感染対策を遵守し勤務を継続して行きます。 

 

当院では今後も保健所、関係各所の指導のもとに感染対策を継続し、残りの濃厚接触者に

対しては引き続き隔離透析を実施して行きます。 

特別な対応を必要とする患者様には個別に連絡をしておりますので、ご連絡のない患者

様に関しては、普段通りの来院をお願いいたします。 

また、現在通院中の患者様に関しては、以前よりご協力をいただいていた通り、マスクの

着用を厳守するとともに、発熱や体調不良の際には必ず来院前のご連絡をお願いいたしま

す。 

 

特別感染対策期間中（11/15～概ね２週間）は入院患者様の面会、関係者様の来院を禁止

しております。ご心配、ご迷惑をおかけしておりますが、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021.11.22 当院における新型コロナウイルス感染症発生のお知らせ(第六報) 

 

 

新型コロナウイルス感染が判明した当院外来患者の濃厚接触者として、11 月 17 日（水）

以降も隔離透析を継続している患者は、11 月 21 日（日）の PCR 検査で全員が陰性でした。 

今後も該当患者は引き続き次回血液透析の前日（次回は火・木）、PCR 検査を実施してい

く予定です。 

 

また、新型コロナウイルス感染患者に関わったスタッフは、原則として勤務前日に連続し

て検査を継続していますが、11 月 19 日（金）、20 日(土）、21 日（日）、22 日（月）の検査

では全員が陰性でした。 

 

今後も隔離透析担当の専属スタッフと、その他のスタッフを厳密に区分けした体制の下、

透析関連学会より推奨されている感染対策を遵守し勤務を継続して行きます。 

 

当院では今後も保健所、関係各所の指導のもとに感染対策を継続し、残りの濃厚接触者に

対しては引き続き隔離透析を実施して行きます。 

特別な対応を必要とする患者様には個別に連絡をしておりますので、ご連絡のない患者

様に関しては、普段通りの来院をお願いいたします。 

また、現在通院中の患者様に関しては、以前よりご協力をいただいていた通り、マスクの

着用を厳守するとともに、発熱や体調不良の際には必ず来院前のご連絡をお願いいたしま

す。 

 

特別感染対策期間中（11/15～概ね２週間）は入院患者様の面会、関係者様の来院を禁止

しております。ご心配、ご迷惑をおかけしておりますが、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021.11.24  当院における新型コロナウイルス感染症発生のお知らせ(第七報) 

 

 

新型コロナウイルス感染が判明した当院外来患者の濃厚接触者として、11 月 19 日（金）

以降も隔離透析を継続している患者は、11 月 23 日（火）の PCR 検査で全員が陰性でした。 

今後も該当患者は引き続き次回血液透析の前日（次回は木）、PCR 検査を実施していく予

定です。 

 

また、新型コロナウイルス感染患者に関わったスタッフは、原則として勤務前日に連続し

て検査を継続していますが、11 月 23 日（火）、24 日(水）の検査では全員が陰性でした。 

 

今後も隔離透析担当の専属スタッフと、その他のスタッフを厳密に区分けした体制の下、

透析関連学会より推奨されている感染対策を遵守し勤務を継続して行きます。 

 

当院では今後も保健所、関係各所の指導のもとに感染対策を継続し、残りの濃厚接触者に

対しては引き続き隔離透析を実施して行きます。 

特別な対応を必要とする患者様には個別に連絡をしておりますので、ご連絡のない患者

様に関しては、普段通りの来院をお願いいたします。 

また、現在通院中の患者様に関しては、以前よりご協力をいただいていた通り、マスクの

着用を厳守するとともに、発熱や体調不良の際には必ず来院前のご連絡をお願いいたしま

す。 

 

特別感染対策期間中（11/15～概ね２週間）は入院患者様の面会、関係者様の来院を禁止

しております。ご心配、ご迷惑をおかけしておりますが、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021.11.30  当院における新型コロナウイルス感染症発生と収束のお知らせ(第八報) 

 

 

当院透析患者の 1 名が本年 11 月 12 日（金）の透析中に発熱し、11 月 13 日（土）の保

健所による PCR 検査にて、新型コロナウイルス感染症が確定しました。本患者は即日基幹

病院に入院し加療を受けた後、11 月 27 日（土）陰性が確認され無事退院致しました。 

 

また、濃厚接触者として隔離透析を施行していた患者の中から 1 名が、11 月 14 日（日）

の PCR 検査では陰性でしたが 11 月 16 日(火）の検査で陽性となりました。本患者は別の

基幹病院に入院し加療を受けた後、11 月 26 日（金）陰性が確認され無事退院致しました。 

 

11 月 12 日（金）～11 月 26 日（金）までの 2 週間に渡る特別感染対策期間中、濃厚接触

者として隔離透析を続けていた残りの患者、及び上記２名の感染患者に関わったスタッフ

は、頻回検査の結果全てが陰性でした。 

 

上記により、保健所・関係医療機関の指導の下、当院における新型コロナウイルス感染症

はクラスター発生に至ることなく、11 月 26 日（金）をもって収束と判断されました。 

従いまして、11 月 29 日（月）より隔離透析等の特別感染対策を解除し、従来の通常透析

業務を再開させて頂くことと致しました。 

 

この度は、患者や家族の皆様、関係医療機関、その他多くの皆様にご心配・ご迷惑をお掛

けしましたことを心よりお詫び申し上げます。 

併せて、1 例目発症当初より懇切丁寧な対応、並びにご指導を頂いた保健所・関係医療機

関の皆様には深く感謝申し上げます。  

 

当院としましては今回の事案を重く受け止め、今後も透析関連学会より推奨されている

感染対策を遵守し、スタッフ・患者共々より一層の緊張感を持って感染防止に努めて参りた

いと考えております。 

 

 

 

腎愛会だてクリニック 

院長 伊達 敏行 

 


