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中央流行疫情指揮センターは、「本 5 月 04 日、 新たに COVID-19 の確診症例 2 例の本土症例が増えた。

COVID-19 確診症例の感染源を調査中だが某航空会社（宮本注： 中華航空です）のパイロット（第 1153 号）

とフライトアテンダント（第 1154 号）である」と発表した。 

 

指揮センターは、「第 1153 号は、台湾籍 30 代の男性で、某航空会社のパイロットだ。彼は、2021 年 4 月

16 日～18 日まで米国にフライトし、帰台後は 4 月 21 日まで自宅で隔離していたが、隔離期間満了前検査

の結果は陰性だった；  4 月 25 日、パイロット向けの特別検査が行われるも、PCR 検査及び血清抗体検査

は全て陰性だった。 5 月 1 日に発熱や咳、鼻水などの症状が現れ会社に通知し、同日、衛生単位の手配に

よる検査を受けたところ本日確定診断された（Ct 値 13）が、感染源はまだ特定されていない。 初期段階

での濃厚接触者は 15 人が把握されているが、うち 13 人を在宅隔離に、2 人を自己健康観察対象とした」と

発表した。 

 

指揮センターは、「第 1153 号患者には、感染可能な期間中に公共の場所での活動歴（附表参照）があっ

た。 この付表に示される時間・場所に活動を行った人々には 14 日間の自己健康観察をしてほしい。 もし

疑い症状が現れた場合、速やかにマスクを着用して病院を受診し、主体的に医師に接触歴を告知するよう

にしてほしい」と指摘している。 

 

指揮センターは、「第 1154 号患者は、台湾籍の 20 代女性で、航空会社のキャビンアテンダントだ。 彼

女は、2021 年 4 月 22 日～25 日まで米国にフライトし、帰台後は 4 月 28 日まで空港防疫ホテルにて隔離を

うけ、隔離期間満了前検査の結果は陰性となっていた； 4 月 29 日夜、空港防疫ホテルの総員退出プランに

より集中検疫所で隔離を受け、4 月 30 日に検査が行われたが、PCR 検査、血清抗体検査は全て陰性であっ

た。 5 月 2 日、彼女に発熱や眩暈、胃痛などの症状が現れ、検疫所手配で病院での検査が行われ、本日確

定診断された（Ct 値 14）。 患者は発症の 2 日前には集中検疫所にいたため、濃厚接触者のリストは作成さ

れなかった。 別の症例が 4 月 29 日に第 1153 号に接触をしており、感染発症が第 1153 号と関連している

か否かはまだ明らかにはされていない」としている。 

 

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 210,553 例（排除され

た 208,190 例を含む）となった。 そのうち確診症例数は 1,153 例であり、夫々輸入症例 1,009 例、本土症例

94 例、敦睦艦隊 36 例、航空機感染 2 例及び不明 1 例、調査中 9 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、1,067 例が隔離を解除され、74 人が入院隔離

中であるという。 

 

指揮センターは、「人々にあっては、『医療や公共交通機関、生活消費、教育学習、展示会や競技会の観

覧、レジャー・娯楽、宗教礼拝、公的機関』の 8 カテゴリーに入る人はマスクを着用すること。 インドア

でのアクティビティは、業者の連係を強化し、体温測定と手指消毒を実施すること。 人が集中する屋外の

場所や屋外集会では、業者や会場の管理部門が『容量制限』を採用するよう推奨する。 ソーシャルディス

タンスを確保し、発熱や呼吸道感染症の症状がある人は、上述の場所を避けるようにすること。イベント

集会主催者は、「COVID-19（武漢肺炎）対応ガイドライン：イベント集会」を参照し、リスク評価及び関

連の感染症対策プランの策定をせねばならない」と注意喚起している。 

 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59501-1.html 
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The Central Epidemic Command Center announced on May 4th that there were two newly confirmed cases of 

COVID-19 whose source of infection is under investigation. They were an airline pilot (Case 1153) and flight attendant 

(Case 1154). 

 

The command center stated that the case 1153 is a Taiwanese male in his 30s who is an airline pilot. He was on duty 

to the U.S. from April 16 to April 18 today (2021). After returning to Taiwan, he was quarantined at his home until 

April 21. The result of the quarantine before the expiration of the quarantine period was negative; On April 25, special 

inspection project was conducted for the airline’s pilots, and the nucleic acid test and serum antibody were all negative. 

The case reported symptoms such as fever, cough, and runny nose to the airline company on May 1. He was diagnosed 

today (Ct value 13) by the health unit on the same day and the source of infection needs to be clarified. 15 contacts of 

the case have been initially grasped, of which 13 are listed in home isolation, and 2 are listed in self-health monitoring. 

 

The command center pointed out that since there was a history of activities in public places during the contagious 

period of case 1153 (as attached), people who had been active at the time and places listed in the attachment were 

reminded to conduct self-health monitoring for 14 days. If you have suspected symptoms, please wear a mask and seek 

medical treatment as soon as possible, and take the initiative to inform the doctor of the history of activity and contact. 

 

The command center stated that Case 1154 is a Taiwanese female in her 20s working as a flight attendant of the 

airline. She was on duty to the United States from April 22 to April 25 this year. After returning to Taiwan, she was 

isolated at the airport quarantine hotel until April 28. The result of the examination before the expiration of the 

quarantine period was negative; In the evening of April 29, in response to the airport's anti-epidemic hotel emptying 

plan, they went to the centralized quarantine station for quarantine. They were examined on April 30, and the results of 

nucleic acid tests and serum antibodies were all negative. The case developed fever, dizziness, and stomach pain on 

May 2. The quarantine station arranged for medical examination and was diagnosed today (Ct value 14). The case was 

quarantined at the centralized quarantine center 2 days before the onset of the disease, so no contacts were listed. 

Another case had contact with case 1153 on April 29. Whether the infection and incidence of the case is related to case 

1153 remains to be clarified. 

 

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

of 210,553 notifications related to novel coronavirus pneumonia in China (including 208,190 excluded cases). Among 

them, 1,153 cases were confirmed, 1,009 cases of overseas immigration, 94 local cases, 36 cases of Dunmu fleet, 2 

cases of aircraft infection and 1 case of unknown and 9 cases are under investigation; In another case (case 530), empty 

numbers were removed. Among the confirmed cases, 12 people died, 1067 were released from isolation, and 74 are 

hospitalized in isolation. 

 

The command center appealed, those who enter eight categories of places such as "medical care, public transportation, 

living consumption, education and learning, exhibitions and competitions, leisure and entertainment, religious worship, 

and public institutions (institutions)" should wear masks. Indoor activities should implement a solid linkage system, 

and cooperate with the industry to take body temperature measurement and hand disinfection. In outdoor places where 

crowds of people gather, or outdoor public gatherings, it is recommended that the industry or place management units 

adopt "capacity control". Ensure that people maintain social distancing, and ask people to avoid going to the above-

mentioned places if they have fever or respiratory symptoms and other discomforts. Organizers of public gathering 

activities should refer to the "Guidelines for Response to COVID-19 (Wuhan Pneumonia): Public Meetings" to assess 

risks and formulate relevant anti-epidemic response plans. 

 

 

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

新增 2例感染源調查中 COVID-19病例，為某航空公司機組員 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增 2 例感染源調查中 COVID-19 確定病例，為某航空公司機師(案

1153)及空服員(案 1154)。 

 

指揮中心表示，案 1153 為本國籍 30 多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年 4 月 16 日至 4 月 18 日曾執

勤至美國，返臺後於住家檢疫至 4 月 21 日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4 月 25 日進行機師專案採檢，核酸

檢測及血清抗體皆為陰性。個案 5 月 1 日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排



就醫採檢，於今日確診(Ct 值 13)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者 15 人，其中 13 人列居家隔離，2 人

列自我健康監測。 

 

指揮中心指出，由於案 1153 可傳染期間曾有公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時間及場所活動

的民眾，進行 14 天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。 

 

指揮中心表示，案 1154 為本國籍 20 多歲女性，為某航空公司空服員，今年 4 月 22 日至 4 月 25 日曾執勤

至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至 4 月 28 日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4 月 29 日晚間因應機場防

疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4 月 30 日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案 5 月 2 日出

現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct 值 14)。個案發病前 2 天均在集中檢疫

所檢疫，故無匡列接觸者。另個案曾於 4 月 29 日接觸案 1153，個案感染發病是否與案 1153 有相關性，尚待

進一步釐清。 

 

指揮中心統計，截至目前國內累計 210,553 例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含 208,190 例排除)，其中 1,153

例確診，分別為 1,009 例境外移入，94 例本土病例，36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染、1 例不明及 9 例調查

中；另 1 例(案 530)移除為空號。確診個案中 12 人死亡、1,067 人解除隔離、74 人住院隔離中。 

 

指揮中心呼籲，民眾進入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、

洽公機關(構)」等八大類場所應佩戴口罩，室內活動應落實實聯制，並配合業者進行體溫量測及手部消毒。人

潮聚集的戶外場所，或是戶外公眾集會活動，建議業者或場所管理單位採「人數總量管制」，確保民眾保持社

交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等不適情形時，應避免前往上述場所。公眾集會活動主辦單位應參

考「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，評估風險及制定相關防疫應變計畫。 
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