
患者 日時 説明 観察期限

(1) 午前8時過ぎの乗車区間（汐留駅～台北駅）

(2) 午後4時過ぎの乗車区間（台北駅～汐留駅）

(1) 午後1時過ぎの乗車区間（汐留駅～台北駅）

(2) 午後4時過ぎの乗車区間（台北駅～汐留駅）

3月17日 早朝桃園国際空港第1ターミナルから7時離陸の便で沖縄へ 4月4日

Case #2

(職場接触者)
3月28日 18時半から20時 桃園市八徳区にある『貴族世家（Noble FamilySteak House）』で食事 4月15日

3月28日 午後1時40分MRTに乗車（石牌駅～民権西路駅）し、31番のバスで台北市内湖の”Fika Fica Café”で食事 4月15日

(1) 午後1時40分のMRT乗車区間（石牌駅～台北駅）

(2) 午前10時10分の統聯バスにて台中駅へ

(3) 台中市中区の紅点文旅に宿泊

3月30日 台中市中区の紅点文旅に宿泊 4月17日

(1) 午前9時に國光バスに乗車（台中駅～台北圓山駅）

(2) 台北MRTに乗車（圓山駅～石牌駅）

(1) 桃園国際空港第1ターミナルから午前8時出発のタイガーエア台湾（台湾虎航）IT303便にてマカオまでフライ

ト

(2) 11時マカオ発のタイガーエアIT322便に搭乗、12時半に高雄国際空港到着

(1) 桃園国際空港第1ターミナルから午前6時40分発のタイガーエア台湾（台湾虎航）IT210便にて関空までフラ

イト

(2) 11時15分関空発のタイガーエアIT285便にて午後1時40分高雄国際空港に到着

(3) 夜高雄の『捷絲旅（Just Sleep）』という駅前ホテルに宿泊

(1) ホテルバスにて高雄空港へ

(2) 高雄国際空港8時5分発のタイガー航空IT280便にて成田空港へフライト

(3) 成田空港午後1時30分タイガー航空IT201便にて午後4時25分に桃園国際空港第一ターミナル到着

(4) 午後5時前後に1960バスにて」遠企駅に移動

(1) 桃園国際空港第1ターミナルから8時10分発のタイガーエアIT303便にてマカオにフライト

(2) 午前10時55分マカオ発のタイガー航空IT302便にて12時45分に桃園国際空港に戻る

(3) 午後1時30分1843バスにて南港展覧館バス停を下車。

(4) 午後7時半から9時まで南港中信園区黒毛屋レストランにて食事

Case #5

旅客
4月3日

(1) 台北21時21分発の台湾新幹線で台鉄自強145号で屏東に移動（宮本注：23時07分台南乗り換えと推測、屏東

着は深夜になります）
4月21日

(1) 桃園国際空港からタイガーエアIT230便にて沖縄（那覇空港）に

(2) 沖縄那覇空港からタイガーエアIT231便で桃園国際空港に戻る

(1) 桃園国際空港からタイガーエアIT254便にて仙台（仙台空港）に

(2) 沖縄那覇空港からタイガーエアIT255便で桃園国際空港に戻る

(1) 桃園国際空港からタイガーエアIT505便にてタイ（バンコク空港）に

(2) 沖縄那覇空港からタイガーエアIT506便で桃園国際空港に戻る

(1) 桃園から 台湾高鉄639号で高雄へ

(2) タイガーエアIT288・289便で沖縄往復

(3)  夜高雄市の捷絲旅飯店駅前館に投宿

(1) タイガーエアIT288・289便で沖縄往復

(2) 夜高雄市の捷絲旅飯店駅前館に投宿

(1) タイガーエアIT270・271便で高雄～福岡往復

(2) 夜高雄市の捷絲旅飯店駅前館に投宿

(1) 高雄から台湾高鉄64号で桃園へ

(2) タイガーエアIT232・233便で沖縄往復

4月13日 (1) 正午12 時～午後4時まで銭櫃南崁店でショッピング 5月1日

(1) タイガーエアIT321便で高雄～マカオへ

(2) タイガーエアIT372便でマカオ～台中へ

(3) タイガーエアIT371便で台中～マカオへ

(4) タイガーエアIT304便でマカオ～桃園へ

4月13日 午後に新店駅からMRTで台北駅へ、その後台湾高鉄141号で高雄へ 5月1日

4月11日 夜間台北市昆明街202号にある「大滿足養生館（足裏マッサージ）」で過ごす 4月29日

(1) 午前9時～9時半、大坪林駅から台北MRTで北門駅、桃園MRTに乗り換え桃園国際空港第1ターミナルへ

(2) 午後1時半に桃園空港第一ターミナル登録カウンター勤務

(3) 午後6時に桃園国際空港第一ターミナルから桃園MRTで北門駅、台北MRTに乗り換えて七張駅へ

Case #12

(地上勤務員)
4月14日 夜9時半から翌々日朝6時まで第一ターミナル5号搭乗手続カウンター勤務 5月2日

4月12日 午後4時～8時半ごろまで桃園市蘆竹国民スポーツセンター 4月30日

(1) 午後2時に國光バス1841系統で桃園国際空港へ

(2) タイガーエアIT610/611便で桃園～韓國大邱を往復

4月14日
午後3~4時桃園MRTグリーンライン先頭車両にて桃園MRT運杭口駅に行き、桃園MRTで林口長庚病院駅まで移

動（全行程マスク着用）
5月2日

(1) 午前7時35分南崁駅から國光バス1861系統で台中駅まで移動(全行程マスク着用)

(2) 午後3時～5時半一中街をぶらつき食事をとる(全行程マスク着用)

3月30日 (1) 夕方6時から7時15分まで桃園市亀山区の「林口厚切牛排店」で食事 4月17日

3月31日 (1) 午前11時半から午後1時まで蘆竹のCostcoに行く 4月18日

4月3日 (1) 午前9時から9時半まで桃園市亀山区の「鮮天下鍋貼店（亀山区文化二路116）」で食事 4月21日

(1) 桃園国際空港から タイガーエアIT8258便で花巻空港にフライト

(2) 花巻空港からタイガーエアIT8259便で桃園国際空港に戻る

(3) 午前9時南崁から國光バス1841にて桃園國際機場に移動

(4) 夜9時に桃園国際空港から國光バス1841にて南崁に移動

(1) 桃園国際空港からタイガーエアIT240にて福岡国際空港にフライト

(2) 福岡空港からタイガーエアIT241便にて桃園国際空港にフライト

(3) 午後1時ごろに桃園国際空港から國光バス1841にて南崁に

(1) 桃園国際空港からタイガーエアIT210便にて関空にフライト

(2) 関空からタイガーエアIT211便にて桃園国際空港にフライト

(3) 午後1時ごろ桃園国際空港から三重バス986で南崁に

(1) バーガーキング台北林森店で昼食

(2) 午後2時半～5時 台北市欣欣秀泰影城で映画鑑賞

4月15日 午前11時ごろ桃園MRTで(長庚病院～台北駅)に、海底撈京站店で午後2時まで食事 5月3日

(1) 午前0～8時まで林口長庚病院で救急勤務

(2) 夕方5時936か937系統のバスで(林口長庚～圓山)移動、約6時台北MRTで(圓山～石牌)移動

(3)  夜10時台北MRTにて(石牌～圓山)移動、10時半936か937系統のバスで(圓山～林口長庚)移動

(1) 午前0～8時まで林口長庚醫院で救急勤務

(2) 午後5時936か937系統のバスで(林口長庚～圓山)移動、約6時に台北MRTに乗換え(圓山～石牌)移動

(3) 夜10時台北MRTにて(石牌～圓山)移動、10時半936か937系統のバスで(圓山～林口長庚）移動

(1) 午後5時936か937系統のバスで(林口長庚～圓山)移動、6時ごろ台北MRTに乗り換えて(圓山～石牌)移動

(2) 夜10時台北MRTにて(石牌～圓山)移動、10時半936か937系統のバスで(圓山～林口長庚)移動

(1) 午前0～8時まで林口長庚醫院で救急勤務

(2) 午後5時936か937系統のバスで(林口長庚～圓山)移動、6時ごろ台北MRTに乗り換え(圓山～石牌)移動

(3) 夜10時台北MRTにて(石牌～圓山)移動、10時半936か937系統のバスで(圓山～林口長庚）移動

4月15日 午後7時45分～10時 高雄市左営区富民路上の「赤炭汽油桶燒肉」で食事 5月3日

4月16日 午後 11時半～1時半まで高雄家樂福（カルフール）鼎山店でショッピング 5月4日

4月17日 午後5時半自強146号の2号車で(高雄～新營)移動 5月5日

(1) 午後6時3分台北MRTにて(輔大～三重國小)に移動、新北市三重区河邊北街の「化成水族ペット店」にゆく

(2) 午後7時14分ごろの台北MRTにて(三重國小～輔大)に移動

(1) 午前7時に三重バス936系統か大都会バス937系統で9時ごろの台北MRTに乗り換え(圓山～科技大樓～南勢角)

移動

(2) 午後新北市中和区の華新街にある「傣族姑娘」で食事

(3) 午後2時～3時の間南勢角搭バス(バスの系統No.失念)で小碧潭山に

(4) 午後約5時20分、臺北MRTにて(新店～大安)移動、「福圓號真功夫饅頭」大安店で買い物

(5) 午後6時4分ごろ台北MRTにて(大安～圓山)移動、三重バス936系統か大都會バス937系統に乗る

4月20日
午後5時ごろ、桃園MRTのA8ステーションから徒歩で桃園市亀山区復興一路212巷にある「韓之味韓式料理」で

食事、8時、徒歩で桃園MRTのA8ステーションに戻る
5月5日
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2018年4月24日JCH訳出

感染が考えられる期間中の麻疹集団感染患者活動歴

2018年4月24日 衛生疾管署

3月29日

3月30日

4月16日

4月17日

3月31日 4月18日
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