
（地Ⅲ４９Ｆ）

平成１５年５月１９日

都道府県医師会

　感染症危機管理担当理事　殿

日本医師会感染症危機管理対策室長　

雪　下　國　雄

ＳＡＲＳ患者となった台湾人医師の関連情報及び

借り上げバス運転手のＰＣＲ検査結果について　

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）に関しましては、平成１５年３月

１３日付（地Ⅲ２３８Ｆ）等をもって貴会宛に情報を提供いたしました。

　今般、厚生労働省より、ＳＡＲＳ患者となった台湾人医師の日本国内の行程

について情報提供がなされました。

　既に新聞等において報道がなされておりますが、接触者等が全国に存在して

いることから、本情報をお送りいたしますので、貴会におかれましても本件に

ついてご了知いただき、医療機関に対し周知いただきますよう郡市区医師会に

対してご高配のほどよろしくお願い申し上げます。
　なお、最新の台湾人医師の日本国内の情報につきましては、厚生労働省ホー

ムページ（http://www.mhlw.go.jp/）において適宜更新されますことを申し添

えます。

　本通知等は郡市区医師会へもＦＡＸでお送りしておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

　また、借り上げバス運転手のＰＣＲ検査結果については、５月１９日10時30

分現在陰性であるとの情報を厚生労働省より得ておりますので、併せてお知ら

せいたします。
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出発地 発時 到着地 着　時 状　況 接触調査の状況 濃厚接触の
可能性 処　置

5月8日 台北国際空港 現10:45 → 関西国際空港 14:15 日本アジア航空218便 乗客乗務員については調査中 機内の消毒済み
関西空港内の具体的な事業所は特定
できず 低(注2)

関西国際空港 15:00 → 都ホテル大阪 15:32 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
6階638号室
地上21階地下1階
総客室数575室(1024名)

聞き取り調査等を実施中 注1 引き続き調査

5月9日 都ホテル大阪※1 8:00 → ユニバーサルスタジオジャパ 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
低(注2)

ユニバーサルスタジオジャパ → 都ホテル大阪※1 借り上げバス 無 バスの消毒済み
6階638号室 聞き取り調査等を実施中 注1 引き続き調査

5月10日 都ホテル大阪※1 8:00 → レストラン嵐山※2（営業前）
の駐車場 9:30 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み

レストラン嵐山（営業前）の
駐車場 → トロッコ嵐山駅 徒歩 低(注2)

トロッコ嵐山駅 11:31 → トロッコ亀岡駅 11:51 嵯峨野観光鉄道（株）
（トロッコ列車） 公表済み 低(注2) トロッコ嵐山駅舎及び嵯峨野トロッ

コ列車使用車両は５月１７日18:00消

トロッコ亀岡駅 11:51 → 亀岡「アルプラザ」 12:00頃 借り上げバス（光伸バス）
トロッコ亀岡駅の従業員の健康状況
を聞取り調査等を実施し、異常者無
しを確認

無 駅舎消毒済み

「はやっ子」従業員の健康状況聴き
取り調査等を実施済（異常なし）
「はやっ子」以外の「アルプラザ」
内店舗全従業員の健康状況聴き取り
調査を実施中（現時点で異常なし）

注1 「アルプラザ」全館消毒済

亀岡（「アルプラザ」） 14:00頃 → 府中駅周辺 15:30頃 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み

府中駅 16:00 → 傘松駅 16:06 丹後海陸交通(株)
(リフト：1人のりオープンタイプ）

＜府中・傘松駅＞　・従業員の健康
状況・聴き取り調査等を実施済（異
常なし）

低(注2) リフトの消毒済み

傘松駅 16:30 → 府中駅 16:34 丹後海陸交通(株)
(ケーブルカー:20～30人乗り） 注1 ケーブルカーは消毒済み

府中（一の宮） 16:45 → 文珠（天橋立） 16:57
丹後海陸交通(株)
(観光船）オープンデッキで遊覧（天
候：晴れ）

＜遊覧船＞乗務員の健康状況・聴き
取り調査等を実施済（異常なし)
＜一の宮・天橋立駅＞　従業員の健
康状況の聴き取り調査等を実施済
（異常なし）

低(注2) 観光船は消毒済み

文珠（天橋立） 18:00頃 → 天橋立宮津ロイヤルホテル※4 18:30頃 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
6階665号室
地上8階地下1階
総客室数311室

聞き取り調査等を実施（従業員等、
濃厚接触の可能性があるものに対し
て調査、健康観察を実施）

注1 調査中

5月11日 天橋立宮津ロイヤルホテル 8:00 → 出石 9:00 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
徒歩 低(注2) 町内の公衆トイレ2ヵ所は消毒済み

出石 10:00 → 姫路（日報上の時間） 11:30 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
注1 消毒済み

低(注2)
姫路（大手門駐車場） 14:25 → 姫路港 14:55 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み

姫路港 15:10 → 小豆島（福田港） 16:50 小豆島急行フェリー（第８オリーブ
丸）

聞取り調査を実施し従業員の健康状
態については異常が無かったことを 注1 船体消毒済み

福田港 → ｢道の駅｣大阪城残石記念公園
※6 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み

低(注2) 消毒済み
｢道の駅｣大阪城残石記念公園
※6 → 小豆島グランドホテル水明※7 17:30 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み

4階(406～410号室:5室)及び6階(605
～610号室:6室)にツアー客が宿泊し
ていたが、個別個室は現在不明
地上8階
総客室46室(220名）

聞き取り調査を実施し、従業員の健
康状態については異常がなかったこ
とを確認

注1 消毒済み

5月12日 小豆島グランドホテル水明※7 8:00 → 銚子渓 8:30 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
低(注2)

銚子渓 9:20 → 寒霞渓 9:45 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
ロープウェイ 注1 ゴンドラ消毒済み

寒霞渓 → 土庄港 11:00 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
注1 店内の消毒済み

低(注2) 店内の消毒済み
低(注2)

土庄港 12:20 → 高松港 13:25 小豆島急行フェリー
（第１小豆島丸）

従業員に聞き取り調査を実施し、健
康状態について異常が無かったこと
を確認

注1 船体消毒済み

高松港 → 栗林公園 14:00 借り上げバス（光伸バス） 無 消毒済み
聞き取り調査を実施し、患者は園内
の施設、売店には入っていないこと
を確認
従業員の健康状態については異常が
無いことを確認

低(注2)

栗林公園 14:30 → 鳴門（鳴門公園） 16:00 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
聞き取り調査を実施し、従業員の健
康状態については異常がなかったこ
とを確認

低(注2) 経過観察中

鳴門 17:00 → 南淡路ロイヤルホテル※8 17:30 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
5階503号室
地上7階地下1階
総客室330室

聞き取り調査を実施し、従業員の健
康状態については異常がなかったこ
とを確認

注1 今後さらに調査予定
客室及びトイレを消毒

5月13日 南淡路ロイヤルホテル※8 8:50 → 淡路サービスエリア 9:40 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み

低(注2) 従業員に対して聞き取り調査実施中
トイレ等を消毒

淡路サービスエリア（休憩） 10:05 → 大阪「光伸真珠」※9 11:30 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
低(注2)

「光伸真珠」※9 → 大阪城 11:50 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み
注1

患者と添乗員は天守閣には上らず 低(注2)
大阪城 13:45 → 関西国際空港 14:30 借り上げバス（光伸バス） 無 バスの消毒済み

関西空港内の具体的な事業所は特定
できず
関西国際空港内は消毒済み
職員の健康確認中（現状では体調不
良者は無し）

低(注3)

関西国際空港 17:20 → 台北国際空港 現19:00 日本アジア航空217便 乗客乗務員については調査中 機内の消毒済み

銚子渓

栗林公園

お土産店
２４の瞳平和の群像見学

※10 大阪府大阪市中央区

淡路サービスエリア（休憩）

「光伸真珠」※9で買い物

大阪城(12:15～12:40利用)

関西国際空港

※1　大阪府大阪市天王寺区
※2　京都府京都市右京区

「錦秀」※10で食事

※9　大阪府大阪市西区

※3　京都府亀岡市篠町

関西国際空港

都ホテル大阪（泊）※1

ユニバーサルスタジオジャパン

台湾人医師日本国内行程表および接触調査の状況
（本件に関して健康状況等にご心配をお持ちの方は最寄の保健所等に御相談ください。）

都ホテル大阪（泊）

「アルプラザ」の焼き肉「はやっ子」※3で食事

「高田馬場」※5で食事11:30～12:00

「シーパレス」※8で食事

小豆島グランドホテル水明（泊）※7

寒霞渓ロープウェイ（10:12発）所要時間約5分、40人乗りゴンドラ

天橋立宮津ロイヤルホテル（泊）※4

出石町町内の散策並びに出石城及び蕎麦屋前で記念撮影を行う

姫路城写真を撮る程度滞在

｢道の駅｣大阪城残石記念公園※6

鳴門公園

南淡路ロイヤルホテル（泊）※8

※7　香川県小豆郡土庄町
※8　兵庫県三原郡南淡町

※6　香川県小豆郡土庄町

※4　京都府宮津市
※5　兵庫県姫路市本町

注１：台湾人医師（発症者）の利用したのと同じホテル、レストラン、フェリー、ロープウェイを同じ時間帯に利用された方は、最寄りの保健所にご相談ください。

注２：注2の場所の場合、発症者との濃厚接触の可能性は低いので、感染のおそれは極めて低いと思われます。もし、発熱、咳や呼吸困難感等の症状がある
　　　場合やご心配があれ　ば、念のため最寄りの保健所にご相談ください。

注３：関西新空港の場合、滞在時間が約３時間と長く、立ち寄り先が特定できませんが、濃厚接触の可能性は低いと思われます。５月１３日１４：３０から１７：２０
　　　の間に関西新空港を利用された方で、もし、発熱、咳や呼吸困難感等の症状がある場合やご心配があれば、最寄りの保健所にご相談ください。

・台湾人医師からのSARS感染を心配されている方は、本行程表を参考にして御判断ください。
・本行程表は、平成15年5月18日17時時点での調査内容です。
・患者の行動について、より詳細な情報が判明した場合は、随時、本行程表は更新されます。



接触者調査の実施状況について
　

府・県市 関係者名 調査対象者数 調査実施者 異常の有無

　 人 人

京都府 宮津ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 　   

（従業員） 91 91 91人異常なし

（清掃等派遣会社社員） 30 12 12人異常なし

（同日の宿泊者） 340 244 240人異常なし、４人風邪症状

(後日の宿泊者） 10 10 10人異常なし

;レストラン嵐山 30 30 30人異常なし

トロッコ列車 15 15 15人異常なし

アルプラザ

(はやっ子) 32 32 32人異常なし

(はやっ子以外の従業員) 623 459 459人異常なし

ケーブルカー 31 31 31人異常なし

遊覧船 15 15 15人異常なし

京都市 嵯峨野観光鉄道 7 7 7人異常なし

大阪市 都ﾎﾃﾙ(客、従業員） 482 193 192人異常なし

1人発熱（自宅療養中）

光伸真珠従業員 22 22 22人異常なし

錦秀従業員 4 4 4人異常なし

光伸バス関係者 26 26 25人異常なし

1人発熱(入院中)

徳島県 鳴門公園 18 18 18人異常なし

香川県 小豆島ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ水明

（宿泊施設職員） 15 15 15人異常なし

（宿泊者） 41 31 31人異常なし

シーパス(従業員） 3 3 3人異常なし

観光地従業員（栗林公園除） 35 35 35人異常なし

小豆島急行フェリー(福田港行) 8 8 8人異常なし



土庄港土産売り場従業員 3 3 3人異常なし

    

高松市 小豆島急行フェリー(高松港行) 7 7 7人異常なし

姫路市 高田馬場 　 　 　

（従業員） 11 11 11人異常なし

（他のツアー客） 19 2 2人異常なし

（大手門駐車場職員） 1 1 1人異常なし

姫路港

（小豆島急行フェリー従業員） 9 9 9人異常なし

(ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ清掃員) 3 3 3人異常なし

　 計 1,931 1,337 1,334人異常なし2人発熱
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