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COVID-19 感染源調査中の 1 例、本土症例 1 例 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-08 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮センターは、本 5 月 08 日、台湾では新たに感染源を調査中だが 1 例の某航空会社（宮

本注：中華航空です）のパイロット（第 1183 号）、1 例の本土症例（第 1184 号）が確定診断されたが、

これは 1183 号の同居家族であると発表した。 

 

指揮センターは、「第 1183 号患者は、台湾籍の 50 代男性、某航空会社のパイロットで、本 2021 年 4 月

19 日と 22 日にはベトナム、タイへのフライトをし、4 月 28 日にはフライトシミュレータの指導教官とし

て勤務していた。 4 月 24 日にパイロットたちへの特別検査が行われたが、PCR 検査及び血清抗体は全て

陰性であったが、 4 月 29 日にアストラゼネカのワクチンを一回接種していた。 5 月 4 日、彼に全身の倦

怠感が現れ、5 月 6 日には発熱が現れたため、同日病院で検査を受けたところ本日確定診断された（Ct 値

16）が、感染源については調査の結果が待たれる。 既に濃厚接触者 2 人を把握しているが、在宅隔離とさ

れている」とした。 

 

指揮センターは、「第 1184 号患者は、台湾籍の 50 代女性で、1183 号（前述のパイロットです）の同居家

族である。 1183 号が検査で陽性判明したため、5 月 7 日に衛生単位が病院での検査を手配したところ、本

日確定診断された（Ct 値 23）。関連の濃厚接触者は調査中である」と紹介した。 

 

指揮センターは、これまでに新型コロナウィルス肺炎に関する通報は、国内累計で 214,706 例（排除され

た 212,250 例を含む）となった。 そのうち確診症例数は 1,183 例であり、夫々輸入症例 1,036 例、本土症例

96 例、敦睦艦隊 36 例、航空機感染 2 例及び不明 1 例、調査中 12 例となっている； この他、症例番号 530

は、欠番となっている。 確診された患者中死亡者数は 12 例、1,082 例が隔離を解除され、89 人が入院隔離

中であるという。 

 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59568-1.html 

 

 

1 new case of COVID-19 under investigation of the source of infection, and 1 local 

case of COVID-19 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2020-05-08 Source: Disease Control 

Department 

-------------------------------------------------------------------------------- 

May 8, the Central Epidemic Command Center announced today that one new domestic case of COVID-19 under 

investigation of the source of infection was an airline pilot (Case 1183), and a local COVID-19 case (Case 1184) was 

a family member living with 1183. 

 

The command center said, the Case 1183 was a Taiwanese male in his 50s who was an airline pilot. He will be on 

duty to Vietnam and Thailand respectively on April 19 and 22, 2021. On April 28, he served as the 1153 simulated 

flight training instructor. On April 24, a special examination project for pilots was conducted. The nucleic acid test and 

serum antibody were all negative. On April 29, he received the first dose of AZ vaccine. The case developed general 

fatigue on May 4 and developed fever on May 6. He sought medical examination on the same day and was diagnosed 

today (Ct value 16). The source of infection needs to be clarified. Two contacts of the case have been initially grasped 

and listed as home quarantine. 

 

The command center explained that Case 1184 was a Taiwanese woman in her 50s who was a family member living 

with Case 1183. Because of case 1183, she was tested positive. The health unit arranged for medical examination on 

May 7 and was diagnosed today (Ct value 23). The relevant contacts are currently under investigation. 

 

The command center stated that there were 6 new cases of COVID-19 in China today, so far, there have been a total 

of 214,706 notifications related to novel coronavirus pneumonia in China (including 212,250 excluded cases). Among 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59568-1.html


them, 1,183 cases were confirmed, 1,036 cases of overseas immigration, 96 local cases, 36 cases of Dunmu fleet, 2 

cases of aircraft infection and 1 case of unknown and 12 cases are under investigation; In another case (case 530), 

empty numbers were removed. Among the confirmed cases, 12 people died, 1,082 were released from isolation, and 

89 are hospitalized in isolation. 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

新增 1例感染源調查中 COVID-19病例，及 1例本土 COVID-19病例 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-08 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增 1 例感染源調查中 COVID-19 病例，為某航空公司機師(案 1183)，

及 1 例本土 COVID-19 病例(案 1184)，為 1183 之同住家人。 

 

指揮中心表示，案 1183 為本國籍 50 多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年 4 月 19 日及 22 日分別執勤

至越南、泰國，4 月 28 日擔任案 1153 模擬飛行訓練教官。4 月 24 日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗

體皆為陰性，4 月 29 日接種第一劑 AZ 疫苗。個案 5 月 4 日出現全身倦怠，5 月 6 日出現發燒，同日就醫採

檢，於今日確診(Ct 值 16)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者 2 人列居家隔離。 

 

指揮中心說明，案 1184 為本國籍 50 多歲女性，為案 1183 之同住家人，因案 1183 檢驗陽性，於 5 月 7 日

由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct 值 23)。相關接觸者目前正調查中。 

 

指揮中心統計，截至目前國內累計 214,706 例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含 212,250 例排除)，其中 1,183

例確診，分別為 1,036 例境外移入，96 例本土病例，36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染、1 例不明及 12 例調查

中；另 1 例(案 530)移除為空號。確診個案中 12 人死亡、1,082 人解除隔離、89 人住院隔離中。 
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