
If you have a fever or upper respiratory tract inflammation symptoms, immediately contact 

the health center or consultation center in your residence, or the Kyoto Novel Coronavirus 

Medical Consultation Center and ask for instructions. 

Please check how to consult a medical institution and the waiting period at home (hotel).

Kyoto Novel Coronavirus Medical Consultation Center 

075－414－5487
【Foreign language telephone interpretation】
Telephone interpretation in foreign languages (English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, 
Vietnamese (10:00-20:00), Thai (9:00-18:00)) is available.

You have a fever 
or feel poor 

physical conditions

Participants

INFECTION RESPONSE FLOWCHART

No entry（Switch to online participation）
Rest at the hotel (home)

【Residents in Japan】

Contact your local 

government's health 

center or consultation 

center and follow their 

instructions. 

※Citizens of Kyoto
Contact the health 

center. Those with mild 

symptoms and no risk of 

aggravation should enter the 

positive person registration form.

Tested positive 
before visiting 

the venue

Body temp. is  found 
37.5 C or above at 
the venue entrance

Report the situation with your name, affiliation, name of hotel, and 
schedule of presentation by e-mail to the following:

email：sc2@iros2022.org

Get the supervised or unsupervised Covid-19 test

【Foreign visitors】

If you have light symptoms, you 

can go out for a short time to 

buy things such as meals.

Contact the Kyoto Novel 

Coronavirus Medical 

Consultation Center if your 

symptoms become severe.

If your symptoms become severe!

Criteria to End Isolation 

for patients with COVID-

19 infection 
(Ministry of Health, Labor, and Welfare 

of Japan)

JP EN

Get your temp. rechecked 
at reception if feeling 
poor physical conditions 

Report the results by e-mail to the following:

email：sc2@iros2022.org

No entry
(online participation）
Rest at hotel (home)

if positive

if negative

at home and hotel at venue 
R
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発熱、上気道炎症状がある場合は、速やかに居住地の保健所や相談センター、
またはきょうと新型コロナ医療相談センターに電話相談をして、指示を仰いでください。
医療機関の受診や自宅（ホテル）待機期間等についても確認をしてください。

きょうと新型コロナ医療相談センター

075－414－5487
【外国語の電話通訳について】
外国語（英語，中国語，韓国語，ポルトガル語，スペイン語，ベトナム語（10時～20時）,
タイ語（9時～18時））での電話通訳あり。

発熱
体調不良

参 加 者

感染した場合の対応フローチャート

入館禁止（オンライン参加へ切替）
ホテル（自宅）で静養

【日本国内居住者】

居住地の自治体の
保健所又は、相談
センターに連絡し、
指示に従う

※京都市民
保健所に連絡。軽症
かつ重症化リスクが
ないかたは陽性者登録フォー
ムへ入力

来館前の抗原
検査で陽性

会館入口の検温で
発熱確認

IROS2022相談窓口へメールで報告（氏名,所属, 発表予定,滞在先ホテル
名を記載）

email：sc2@iros2022.org

医療機関での検査あるいは自己抗原検査を実施

陽性

【訪日外国人】

ホテルで静養。
軽症の場合、食事などの買
い出しのための短時間の外
出は可能

体調が悪化した場合は、き
ょうと新型コロナ医療相談
センターに連絡

体調が悪化した場合

検査結果をIROS2022相談窓口へメールで報告

email：sc2@iros2022.org

新型コロナウイルス感
染症の患者に対する療
養解除基準について

JP EN

入館後体調不良の場合、受付
で再検温の結果、発熱確認

陰
性

入館禁止
（オンライン参加）
ホテル（自宅）で静養

ホテル・自宅 会場

回

復


