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COVID-19 本土症例 4 例は全て確診症例接触者 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-02 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮センターは、「本 5 月 02 日、 新たに COVID-19 の確診症例 4 例の本土症例が増えた

が、うち 3 例（第 1134 号、1135 号、1136 号）は、1129 号の同居家族の同居家族（宮本注： 第 1129 号は、

4 月 30 日に発表された台湾籍の 60 代女性であり、空港防疫ホテルのハウスキープ部門の従業員です）、1

例（第 1137 号）は、第 1102 号（第 1102 号患者は、4 月 26 日に発表された台湾籍 30 代男性、中華航空の

貨物機パイロットです）及び第 1133 号（第 1133 号患者は昨 5 月 1 日に発表された中華航空機パイロット

の 5 歳男児です）の同居家族だ」と発表した。 

 

指揮センターは、「第 1134 号患者は、台湾籍の 30 代男性で、空港防疫ホテルのハウスキーピング部門の

職員（第 1129 号）の同居家族だ。 最近の海外渡航歴はない。彼は 4 月 29 日になって筋肉痛や咳などの症

状が現れていたが、4 月 30 日に衛生単位の手配による濃厚接触者への検査実施により本日確定診断された

（Ct 値 29）。 患者の濃厚接触者 27 人が現時点で把握されているが、うち 16 人を在宅隔離、11 人を自己

健康観察とした」としている。 

 

指揮センターは「第 1135 号患者は台湾籍の 60 代男性で、彼もまた空港の防疫ホテルのハウスキーピン

グ部門の職員（第 1129 号）の同居家族だ。 最近の海外渡航歴はない。4 月 29 日になって咳や発熱、下痢

などの症状が現れていたが、4 月 30 日に衛生単位の手配による濃厚接触者への検査実施により本日確定診

断された（Ct 値 18）。関連する濃厚接触者は皆既に第 1129 号の接触者としてリストアップされており、新

たに重複するようなリストは作成していない」と指摘している。 

 

指揮センターは、「第 1136 号患者は台湾籍の 30 代女性で、これもまた、空港防疫ホテルのハウスキーピ

ング部門職員（第 1129 号）の同居家族だ。最近の海外渡航歴はない。4 月 28 日～29 日にかけて喉の痛み

や発熱などの症状が現れ、4 月 30 日に自らクリニックで検査を受けていた。 4 月 30 日に衛生単位による

濃厚接触者への検査実施により本日確定診断された（Ct 値 19）。既に濃厚接触者 111 人が把握されている

が、全員を在宅隔離とした」としている。 

 

指揮センターは、「第 1137 号患者は、5 歳未満の女児で、中華航空の貨物機パイロット（第 1102 号）及

び昨日発表された第 1133 号の同居家族だ。 最近の海外渡航歴はない。 彼女には疑われるような症状は無

かったが、第 1133 号が確定診断されたため、感染リスク評価により、4 月 30 日、衛生単位により病院での

検査を受け、本日確定診断された（Ct 値 26）。 関連の濃厚接触者は全て 1102 号と 1133 号の接触者として

リスト化されていることから、重複する濃厚接触者リストは作成していない」と指摘している。 

 

指揮センターは、「中華航空のパイロット 1,279 名に対する特別検査に関しては、新たに血清抗体陽性者

1 名を検出したが、ロシア籍の 30 代男性パイロットで、主に欧州便のフライトについていた。 彼は、4 月

27 日に帰台してからは在宅隔離をしており、その期間に症状は出ていなかった。 ホテルによる総員退出プ

ランに協力し、4 月 29 日集中検疫所で隔離をしていたが、4 月 30 日に検査が行われ、検査の結果は PCR

陰性、血清抗体 IgM 陰性、IgG 陽性となった。 彼には台湾での同居対象がいなかったことから接触者リス

トは作っていない。 この特別検査では、これまでに 1,225 人の血清抗体が検査されており、うち、1,212 人

は陰性、12 人が陽性となり、1 人は検査中である」としている。 

 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59448-1.html 

 

 

4 new confirmed cases of local COVID-19, all of whom are contacts of confirmed 

cases 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2020-05-02 Source: Disease Control 

Department 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59448-1.html


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

The Central Epidemic Command Center announced 4 new confirmed cases of COVID-19 in China on May 2 today. 

Among them, 3 cases (case 1134, case 1135, and case 1136) were family members living with case 1129, and 1 case 

(case 1137) was family members living with case 1102 and case 1133. 

 

The command center said, the Case 1134 is a Taiwanese male in his 30s, who is a family member of an employee of 

the Airport Epidemic Prevention Hotel Housekeeping Department (Case 1129) and has no recent history of going 

abroad. He developed muscle aches, coughing and other symptoms on April 29. The health unit arranged for contact 

testing on April 30 and was diagnosed today (Ct value 29). At present, there are 27 contacts in the case, of which 16 

are listed in home isolation, and 11 are self-monitored. 

 

The command center pointed out that Case 1135 is a Taiwanese male in his 60s, who is also a family member of an 

employee of the Airport Epidemic Prevention Hotel Housekeeping Department (Case 1129). He has no recent history 

of going abroad. He developed cough, fever, and diarrhea on April 29. On April 30, the health unit arranged for contact 

testing. He was diagnosed today (Ct value 18). The relevant contacts have been listed in Case 1129 already, so the new 

list was not made for avoiding duplicated list. 

 

The command center stated that the Case 1136 is a Taiwanese woman in her 30s, and she is also a family member of 

an employee of the Airport Epidemic Prevention Hotel Housekeeping Department (Case 1129). She has no recent 

history of going abroad. She suffered from sore throat and fever from April 28 to 29, and went to the clinic to seek 

medical treatment by herself. On April 30, the health unit arranged for contact examination and she was diagnosed 

today (Ct value 19). 111 contacts have been identified, all of whom are listed in home isolation. 

 

The command center pointed out that the Case 1137 is a Taiwanese girl under the age of 5, who is a family member 

of an airline cargo pilot (case 1102) and a family member living with case 1133 announced yesterday. There is no recent 

history of going abroad. There is no doubt that it seems to be symptomatic. It was diagnosed in 1133. After assessing 

the risk of infection, the health unit arranged for medical examination on April 30 and was diagnosed today (Ct value 

26). Related contacts have been listed in Case 1102 and Case 1133, so the list will not be repeated. 

 

The command center said, regarding the inspection project for 1,279 pilots of a certain airline, one new sero-positive 

was detected. He was a Russian male pilot in his 30s who was mainly on duty to and from Australia. He was recently 

subjected to home quarantine after returning to China on April 27. During the period, he had no symptoms. On April 

29, he cooperated with the hotel emptying plan and arranged to be isolated at home in a centralized quarantine center. 

The examination was carried out on April 30, and the nucleic acid test was negative, the serum antibody IgM was 

negative, and the IgG was positive; Since there is no one who lives with him in Taiwan, there are no contacts listed. So 

far, 1,225 people have been tested for serum antibody in this sampling project, of which 1,212 were negative, 12 were 

positive, and 1 was being tested. 

 

 

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

新增 4例本土 COVID-19確定病例，皆為確診個案接觸者 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-02 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增 4 例本土 COVID-19 確定病例，其中 3 例(案 1134、案 1135 及

案 1136)為案 1129 同住家人，1 例(案 1137)為案 1102 及案 1133 同住家人。 

 

指揮中心表示，案 1134 為本國籍 30 多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工(案 1129)之同住家人，近期無

出國史，於 4 月 29 日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位於 4 月 30 日安排進行接觸者採檢，於今日確診

(Ct 值 29)。目前掌握個案接觸者 27 人，其中 16 人列居家隔離、11 人自我健康監測。 

 

指揮中心指出，案 1135 為本國籍 60 多歲男性，同為機場防疫旅館房務部員工(案 1129)之同住家人，近期

無出國史，4 月 29 日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，4 月 30 日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診

(Ct 值 18)。相關接觸者因皆已匡列於案 1129，故不重複匡列。 

 

指揮中心表示，案 1136 為本國籍 30 多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工(案 1129)之同住家人，近期

無出國史，4 月 28 日至 29 日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4 月 30 日由衛生單位安排進行接

觸者採檢，於今日確診(Ct 值 19)。已掌握個案接觸者 111 人，均列居家隔離。 



 

指揮中心指出，案 1137 為本國籍未滿 5 歲女童，為航空公司貨機機師(案 1102)及昨日公布案 1133 之同住

家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案 1133 確診，經評估感染風險，於 4 月 30 日由衛生單位安排就醫

採檢，於今日確診(Ct 值 26)。相關接觸者因皆已匡列於案 1102 及案 1133，故不重複匡列。 

 

指揮中心表示，有關某航空公司 1,279 名機師採檢專案，新增 1 名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍 30 多歲

男性機師，主要往返澳洲執勤，最近於 4 月 27 日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4 月 29 日配合旅館

清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離，4 月 30 日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體 IgM 陰性、IgG

陽性；因在台無同住對象，故無匡列接觸者。本採檢專案截至目前血清抗體已採檢 1,225 人，其中 1,212 人陰

性、12 人陽性、1 人檢驗中。 
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