
 

 

 

2020年 8月 21日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

 

昨日、当院の職員１名が新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該職員は、新型コロナウイルスの陽性が判明した家族の濃厚接触者として、衣浦東部保

健所からの連絡で８月２０日（木）に PCR 検査を実施したところ感染が確認されました。

当該職員の感染経路は特定されており、院内感染ではありません。 

 

現在、当該職員の勤務状況等を確認し、濃厚接触が疑われる職員は自宅待機による厳重

な経過観察を行うとともに、今後 PCR検査を予定しております。濃厚接触に該当する患者

さまはいらっしゃいませんでした。院内における関係部署の消毒も完了しております。 

なお、濃厚接触者が限定的であるため、本件による診療体制への影響はありません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

 

【対応報告】 

 発生後、速やかに関係部署における濃厚接触が疑われる職員に対してPCR検査を実施し、 

9月 1日に全員陰性であることを確認いたしました。 

 今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2020年 11月 24日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

 

11/20,21、当院の職員 2名が新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

11/20陽性判明職員は、新型コロナウイルスの陽性が判明した家族の濃厚接触者として、衣

浦東部保健所からの連絡で 11月 20日（金）に PCR 検査を実施したところ感染が確認され

ました。当該職員の感染経路は特定されており、院内感染ではありません。 

また、11/21陽性判明職員は、発熱等の症状から 11月 21日（土）に当院発熱外来を受診し

抗原検査にて陽性が判明しました。当該職員の感染経路は不明でありますが、状況から院

内感染ではないと考えられます。 

 

現在、当該職員の勤務状況等を確認し、濃厚接触に該当する職員はおらず、接触が疑わ

れる職員は 11月 21日（土）に PCR検査を施行し、全員陰性が確認されております。 

また、当該職員 2 名は患者さまに接する業務ではないため、濃厚接触に該当する患者さ

まはいらっしゃいませんでした。院内における関係部署の消毒も完了しております。 

なお、濃厚接触者が限定的であるため、本件による診療体制への影響はありません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2020年 12月 7日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

12月 5日（土）に、当院職員 1名の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。 

当該職員は 12月 3日（木）の夜に発熱症状がみられ、12月 4日（金）に近医を受診し PCR

検査を実施したところ、12月 5日（土）に陽性と判明いたしました。 

直ちに当該職員の勤務状況等を調査したところ、濃厚接触が疑われる職員はおらず患者さ

んもいらっしゃいませんでした。院内における関係部署の消毒は完了しております。 

 

 今回の感染経路は不明ですが、行動歴等から院内感染によるものではないと考えられま

す。また濃厚接触が疑われる職員はいないことから、本件における診療体制への影響はあ

りません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2020年 12月 11日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

12月 11日（金）当院が委託しておりますレストラン「フォーラス」職員 1名の新型コロ

ナウイルスへの感染が確認されました。 

当該職員は 12 月 8 日（火）に味覚異常の症状がみられ、同日医療機関を受診し PCR 検査

を実施したところ、12月 11日（金）に陽性と判明いたしました。 

直ちに、当該職員の勤務状況等を調査し、濃厚接触が疑われるレストラン職員への PCR

検査を本日実施し、陰性であることを確認しました。 

 

今回の感染経路は不明ですが、行動歴等から院内感染によるものではありません。 

当該レストラン施設はガイドラインに従い運営しております。衣浦東部保健所と今後の

対応を協議し、レストラン「フォーラス」の営業を継続しております。 

なお、当院職員に濃厚接触が疑われる者はいないことから、本件における病院診療体制

への影響はありません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021年 1月 12日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

1月 9日（土）に、当院職員 2名の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。 

当該職員 A は 1 月 9 日（土）の勤務中に発熱症状がみられ、当院発熱外来を受診し抗原検

査を実施したところ、陽性と判明いたしました。 

 直ちに当該職員の勤務状況等を調査したところ、同居の職員 Bが陽性と判明しました。 

職員 A・B の勤務場所は同じであり、病棟内の複数の患者に対応していることから、該当  

病棟の入院患者 38 名および職員接触者 6 名、計 44 名の PCR 検査を 1 月 9・10 日の 2 日

間で実施し全員陰性を確認しました。 

 該当病棟は 1 月 9 日（土）より新規入院の受入・他病棟への移動・面会を禁止しており

ます。該当病棟に入院されている患者のご家族の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしま

すことをお詫び申し上げます。 

また、院内における関係部署の消毒は完了しております。 

 

 今回の感染経路は不明ですが、行動歴等から院内感染によるものではないと考えられ、

本件における診療体制への影響はありません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

【追加報告】 

1 月 15（金）に、職員 A の濃厚接触者である当院職員 1 名の新型コロナウイルス感染が 

判明しました。当該職員は、当初の PCR 検査で陰性確認後自宅待機しておりましたが、 

1 月 13 日（水）に発熱症状が見られ、1 月 15 日（金）に当院発熱外来を受診し抗原検査

を実施したところ陽性と判明しました。 

 本事例は職員間の感染であり、患者さまへの感染はなく診療体制への影響はありません。 

 今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいります。 

 ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 



 

 

 

2021年 1月 13日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

1月 11日（月）に、職員 1名の新型コロナウィルスへの感染が確認されました。 

当該職員は 1月 8日（金）に咳漱出現、1月 10日（日）に発熱症状があり、1月 11日（月）

に当院発熱外来を受診し抗原検査を実施したところ、陽性と判明いたしました。 

 直ちに当該職員の勤務状況等を調査したところ、病棟内の複数の患者に対応しているこ

とから、該当病棟の入院患者 44 名および職員接触者 3 名、計 47 名の PCR検査を 1 月 12

日（火）に実施し全員の陰性を確認しました。 

 該当病棟は 1月 12日（火）より新規入院の受入・他病棟への移動・面会を禁止しており

ます。該当病棟に入院されている患者のご家族の皆さまにはご心配・ご迷惑をおかけしま

すことをお詫び申し上げます。 

また、院内における関係部署の消毒は完了しております。 

 

 今回の感染経路は不明ですが、行動歴等から院内感染によるものではないと考えられ、

本件における診療体制への影響はありません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021年 1月 26日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

1月 22日（金）に、当院職員 1名の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。 

当該職員は、1 月 19 日（火）にご家族の新型コロナウイルスへの感染が判明したため、濃

厚接触者として保健所にて PCR 検査を実施したところ、1 月 22 日（金）に感染が確認さ

れました。 

 直ちに当該職員の勤務状況等を調査したところ、濃厚接触に該当する職員はおらず患者

さんもいらっしゃいませんでした。 

 また、院内における関係部署の消毒は完了しております。 

 

 今回の感染経路は明確であり、院内感染によるものではありません。 

濃厚接触が疑われる職員がいないことから、本件における診療体制への影響はありません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

【追加報告】 

1月に発生した職員のコロナ陽性事例により、該当病棟において入院等の制限を実施してお

りましたが、1月 23日（土）までを期限とし、現在は解除されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021年 2月 4日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

2月 3日（水）に、当院職員 1名の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。 

当該職員は、2月 2日（火）より発熱、倦怠感等の症状があり、2月 3日（水）に当院発

熱外来を受診し、抗原検査を実施したところ、陽性と判明いたしました。 

直ちに当該職員の勤務状況等を調査したところ、濃厚接触に該当する職員はおらず患者

さんもいらっしゃいませんでした。院内における関係部署の消毒は完了しております。 

 

 今回の感染経路は不明ですが、行動歴等から院内感染によるものではないと考えられま

す。また、濃厚接触が疑われる職員はいないことから、本件における診療体制への影響は

ありません。 

 

今後も衣浦東部保健所と連携し、感染拡大防止等に向けて取り組んでまいりますと共に、

地域の中核病院としての機能維持に努めてまいります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021年 2月 10日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

2月 9日（火）に、当院に入院中の患者さん 1名の新型コロナウイルスの感染が確認され

ました。当該患者さんは 2 月 4 日に入院し、9 日に予定していた検査の前に実施した PCR

検査で陽性と判明いたしました。 

 直ちに同じ病棟に入院している全ての患者さんと、接触の可能性のある職員の PCR検査

を実施したところ、入院患者さん 5名と職員 2名が陽性であることが判明しました。 

現在、陽性の患者さんや職員と接触の可能性のある退院患者さんに連絡し、PCR 検査を

進めています。また、接触の可能性のある職員の PCR検査も進めているところです。 

 

陽性者の感染経路などは、衣浦東部保健所と連携し調査中ですが、2月 11日（木）より、

安全が確保されるまでの間、救急外来の診療を停止します。 

 

今後の経過と対応等につきましては、引き続きホームページでご報告いたします。 

 

皆さまには、ご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大防止に全力で努めてまい

りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

【追加報告】 

2 月 10 日に、陽性者と接触の可能性のある退院患者さんと職員の PCR 検査を実施し、  

全員陰性であることを確認いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年 2月 12日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

2月 10日（水）に、当院に入院中の患者さん 1名の新型コロナウイルスへの感染が確認

されました。 

当該患者さんは、1 月下旬に入院され、2 月上旬より発熱症状、呼吸状態の悪化があり、

10日に PCR検査を実施したところ陽性と判明いたしました。 

直ちに同じ病棟に入院している全ての患者さんと、当該患者さん（を含めた陽性者）と

接触の可能性のある職員、退院患者さんのPCR検査を実施したところ、入院患者さん 3名、

職員 2 名、退院患者さん 1 名が陽性であることが判明しました。院内における関係部署の

消毒は完了しております。 

 

陽性者の感染経路などは、衣浦東部保健所と連携し調査中です。 

現在、以下のとおり一部の診療を制限しております。 

 【救急外来の診療停止】 

    期間： 2月 11日（木）～ 19日（金） 

 【呼吸器内科の診療制限】 

    制限： 新規入院および予約以外の外来患者の受入を停止 

    期間： 2月 11日（木）～ 19日（金） 

 【腎臓内科の診療制限】 

制限： 新規入院および予約以外の外来患者の受入を停止 

    期間： 2月 12日（金）～ 20日（土） 

 

今後の経過と対応等につきましては、引き続きホームページでご報告いたします。 

 

皆さまには、ご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大防止に全力で努めてまいり

ますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

【追加報告】 

2月 19日（金）に、同病棟入院患者 1名の陽性が判明いたしました。 

同患者は 2 月 10 日に PCR 検査を実施し陰性でしたが、19 日実施 PCR 検査にて陽性が判

明しました。 

【追加報告 2】 

2月 20日（土）同病棟入院患者 1名の陽性が判明いたしました。 

同患者は 2 月 10 日に PCR 検査を実施し陰性でしたが、20 日実施 PCR 検査にて陽性が判

明しました。 



 

 

 

2021年 2月 19日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（2月 9日事例追加報告） 

 

新たに同病棟入院患者さん 1 名、退院患者さん 1 名、職員 1 名が陽性であることが判明

しました。 

 同病棟入院患者さん 1 名は、2 月 10 日の PCR 検査は陰性でしたが、発熱症状がみられ

たため、15日に再度 PCR 検査を実施し陽性と判明しました。 

 退院患者さん 1名は、退院後の施設で発熱・倦怠感の症状が見られ、2月 15日に近隣病

院での PCR検査にて陽性と判明しました。 

 職員 1名は、2月 9日から院内規定接触者として自宅待機しており、10日に実施した PCR

検査は陰性でしたが、18日に実施した当院規定の最終接触から 10日目の PCR 検査にて陽

性が判明しました。 

 

今回の 3事例については、2月 9日の新型コロナウイルス感染症発生の関連事例として衣

浦東部保健所に報告し、感染経路の調査などは引き続き連携して調査中です。 

また、新たな入院患者さんの陽性判明に伴い、同病棟の新規入院患者受け入れは安全が

確保されるまで引き続き停止いたします。 

 

 皆さまには、ご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大防止に全力で努めてまい

りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 



 2021年 2月 24日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（2月 9日事例追加報告） 

 

新たに同病棟入院患者さん 2 名、退院患者さん 2 名、職員 1 名が陽性であることが判明

しました。 

 2月 20日入院患者さん 1名の陽性が判明しました。 

同患者さんは、9 日・15 日の PCR 検査は陰性でしたが、発熱症状がみられたため、20 日

に再度 PCR検査を実施し陽性と判明しました。 

 2月 22日入院患者さん 1名の陽性が判明しました。 

同患者さんは、9日の PCR 検査は陰性でしたが、22 日に実施した転院前の PCR 検査で陽

性と判明しました。 

 2月 20日退院患者さん 1名の陽性が判明しました。 

同患者さんは、9日に退院され、10日の PCR検査は陰性でしたが、発熱症状が見られて受

診され、PCR検査にて陽性と判明しました。 

2月 22日退院患者さん 1名の陽性が判明しました。 

同患者さんは、10日に退院され、9日の PCR検査は陰性でしたが、発熱症状が見られて

受診され、抗原検査にて陽性と判明しました。 

 2月 19日職員 1名の陽性が判明しました。 

同職員は、2月 9日から院内規定接触者として自宅待機しており、10日に実施した PCR検

査は陰性でしたが、19日に実施した当院規定の最終接触から 10日目の PCR 検査にて陽性

が判明しました。 

 

今回の 5事例については、2月 9日の新型コロナウイルス感染症発生の関連事例として衣

浦東部保健所に報告し、感染経路の調査などは引き続き連携して調査中です。 

また、新たな入院患者さんの陽性判明に伴い、同病棟の新規入院患者受入は安全が確保

されるまで引き続き停止いたします。 

 

 皆さまには、ご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大防止に全力で努めて参り

ますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長  田中 守嗣 

 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

mailto:KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp


 

 

 

 2021年 3月 15日 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（2月 9、10日事例追加報告） 

 

 2月 9日（火）および 2月 10日（水）に発生した、病棟における入院患者さんの新型コ

ロナウイルス感染症の発生に伴い、両病棟の新規入院患者受入れは安全が確保されるまで

停止しておりました。 

 今回、両病棟内の陽性患者さんが 0名となり、新規感染者も 2月 22日（月）を最後に発

生していないことから、現在は新規入院患者受入れ制限を解除し、通常通りの運用となっ

ております。 

 

 皆さまには、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。 

今後も感染拡大防止に全力で努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

刈谷豊田総合病院 

病院長 田中 守嗣 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

 刈谷豊田総合病院 総務室 総務グループ 

 電話：0566-21-2450 

  Eメール：KTGH.kouhou@toyota-kai.or.jp 

 


