
感染者発生の状況

（2022年2月以降）

発表日 消毒 陽性確定日 最終勤務日

2月1日 介護施設 らいふ橋本（1月27日発表の その2） 社員10名 ご入居者30名 済 1月26日 1月25日

2月1日 介護施設 らいふ草加 社員1名 済 1月31日 1月26日

2月2日 介護施設 らいふ川越 社員1名 済 1月31日 1月30日

2月2日 介護施設 らいふ東浦和 社員1名 済 2月1日 1月29日

2月3日 介護施設 らいふ蓮根 ご入居者2名 済 2月1日 -

2月3日 介護施設 らいふ梅屋敷 社員1名 済 2月1日 1月31日

2月4日 介護施設 らいふ町田（1月31日発表の その2） ご入居者1名 済 2月3日 -

2月4日 本社 内部監査チーム 社員1名 済 2月3日 2月1日

2月4日 介護施設 らいふ蓮根（2月2日発表の その2） 社員1名 ご入居者2名 済 2月3日 2月2日

2月7日 介護施設 らいふ武蔵新城 社員1名 済 2月3日 2月2日

2月7日 介護施設 らいふ橋本（1月27日発表の その3） 社員1名 済 2月4日 2月3日

2月7日 デイサービス リハビリデイサービスふれ愛 社員1名 済 2月4日 2月3日

2月8日 介護施設 らいふ蓮根（2月2日発表の その3） ご入居者8名 済 2月5日 -

2月8日 訪問介護事業所

らいふ･ふれあい介護サービス野方ホームヘルプサービス

社員1名 済 2月6日 2月4日

2月9日 訪問介護事業所

らいふ･ふれあい介護サービス野方ホームヘルプサービス

社員1名 済 2月7日 2月4日

2月10日 介護施設 らいふ氷川台 ご入居者1名 済 2月8日 -

2月10日 介護施設 らいふ与野本町 社員1名 ご入居者2名 済 2月9日 2月9日

2月10日 介護施設 らいふ橋本（1月27日発表の その4） ご入居者1名 済 2月10日 -

2月10日 介護施設 らいふ蓮根（2月2日発表の その4） 社員3名 ご入居者5名 済 2月10日 2月2日

2月14日 介護施設 らいふ寒川倉見 ご入居者3名 済 2月10日 -

2月14日 介護施設 らいふ大和 ご入居者1名 済 2月11日 -

2月14日 介護施設 らいふ川口 社員1名 済 2月11日 2月11日

2月14日 介護施設 らいふ指扇 社員1名 済 2月12日 2月11日

2月14日 介護施設 らいふ経堂 社員1名 済 2月13日 2月12日

2月16日 介護施設 らいふ川越（2月2日発表の その2） 社員1名 ご入居者2名 済 2月15日 2月14日

2月16日 介護施設 らいふ川口（2月14日発表の その2） ご入居者3名 済 2月15日 -

2月16日 介護施設 らいふ与野本町（2月10日発表の その2） 社員1名 ご入居者4名 済 2月15日 2月12日

2月16日 介護施設 らいふ稲田堤 社員1名 済 2月15日 2月14日

2月16日 介護施設 らいふ与野本町（2月10日発表の その3） 社員1名 ご入居者1名 済 2月16日 2月14日

2月17日 介護施設 らいふ寒川倉見（2月14日発表の その2） 社員1名 ご入居者6名 済 2月16日 2月14日

2月17日 介護施設 らいふ川越（2月2日発表の その3） ご入居者2名 済 2月15日 2月14日

2月17日 訪問介護事業所 らいふ阿佐ヶ谷ホームヘルプサービス 社員1名 済 2月15日 2月14日

2月18日 介護施設 らいふ大和（2月14日発表の その2） ご入居者2名 済 2月15日 -

2月18日 介護施設 らいふ与野本町（2月10日発表の その4） ご入居者2名 済 2月17日 -

2月19日 介護施設 らいふ経堂（2月14日発表の その2） 社員1名 済 2月18日 2月14日

2月19日 介護施設 らいふ高田馬場 ご入居者1名 済 2月17日 -

2月19日 訪問介護事業所 らいふホームヘルプ 社員1名 済 2月17日 2月16日

2月19日 訪問介護事業所

らいふ･ふれあい介護サービス野方ホームヘルプサービス

社員1名 済 2月18日 2月17日

2月21日 介護施設 らいふ高田馬場（2月19日発表の その2） ご入居者2名 済 2月17日 -

2月21日 介護施設 らいふ高田馬場（2月19日発表の その3） ご入居者1名 済 2月20日 -

2月21日 介護施設 らいふ大和（2月14日発表の その3） ご入居者2名 済 2月18日 -

2月21日 介護施設 らいふ川越（2月2日発表の その4） 社員3名 済 2月19日 2月16日

2月21日 介護施設 らいふ与野本町（2月10日発表の その5） 社員2名 済 2月19日 2月16日

2月21日 介護施設 らいふらいふ柏南・はなみずき 社員1名 済 2月19日 2月16日

2月21日 介護施設 らいふ梅屋敷 社員1名 済 2月20日 2月18日

2月22日 介護施設 らいふ大和（2月14日発表の その4） ご入居者2名 済 2月15日 1月0日

2月22日 介護施設 らいふ高田馬場（2月19日発表の その4） ご入居者2名 済 2月17日 1月0日

2月22日 介護施設 らいふ蒲田 社員1名 済 2月18日 2月14日

2月25日 介護施設 らいふ武蔵新城 ご入居者1名 済 2月17日 1月0日

2月25日 介護施設 らいふ川口 社員1名 済 2月17日 2月16日

2月25日 介護施設 らいふ稲田堤（2月16日発表の その2） 社員1名 済 2月18日 -

2月28日 介護施設 らいふ高田馬場（2月19日発表の その5） ご入居者3名 済 2月22日 -

2月28日 介護施設 らいふ蒲田（2月22日発表の その2） 社員1名 済 2月24日 2月21日

2月28日 介護施設 らいふ川越（2月2日発表の その5） 社員2名 済 2月23日 2月19日

2月28日 介護施設 らいふ草加（2月1日発表の その2） 社員1名 ご入居者1名 済 2月23日 2月22日

2月28日 介護施設 らいふ清瀬 社員1名 済 2月27日 2月26日

2月28日 介護施設 らいふ狭山 社員1名 済 2月28日 2月25日

2022年2月28日更新

拠点名 感染者


