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COVID-19 輸入症例 11 例増 比・シリア・印・尼から 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-10 來源： 疾病管制署 

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

中央流行疫情指揮センターは、「本 5 月 10 日、新たに COVID-19 の輸入症例 11 例が確定診断されたが、

彼らは、フィリピン（第 1188 号）、シリア（第 1189 号）、インド（第 1190～1193 号）及びインドネシア（第

1194 号及び 1198 号）からの輸入症例だ」と発表した。 

 

指揮センターは、「第 1188 号は、台湾籍の 20 代女性であり、2019 年 5 月にフィリピンに赴き働いていた

が、出国前 72 時間以内の陰性証明を持ち、2021 年 4 月 21 日に帰台した。 彼女は来台後、5 月 4 日まで防

疫ホテルで隔離されていたが、隔離期間満了後の 5 月 7 日に病院に行き自費検査を受けたところ、本日確

定診断された（Ct 値 33）。 患者は隔離期間中に症状は出ていず、隔離期間終了後は病院に検査に行った以

外に外出しておらず、病院受診時に接触した人たちは皆適切な防護をしていたため濃厚接触者リストは作

成していない」と指摘している（宮本注： 出国前 72 時間以内の陰性証明をもって 4 月 21 日に来台し、隔

離期間満了後に自費検査を受けて、入国後 20 日目にして確定診断されたということです）。 

 

指揮センターは、「第 1189 号は、シリア籍の 50 代男性だが、出国前 72 時間以内の陰性証明を持ち、2021

年 4 月 16 日に商談のため来台した。 彼は帰国のため、5 月 8 日に病院に行き自費検査をしたところ、本

日確定診断された（Ct 値 37）。 患者は隔離期間中に症状は出ていなかったが、既に職場の濃厚接触者 5 人

を特定し、在宅隔離とした」としている（出国前 72 時間以内の陰性証明をもって 4 月 16 日に来台し、隔

離期間満了後に自費検査を受けて、入国後 25 日目にして確定診断されたということです）。 

 

指揮センターは、「第 1190 号と 1191 号は、台湾籍の 50 代男性だが、2020 年 9 月にインドに入国し働い

ていた。 4 月 28 日、第 1190 号には、咳や鼻水、熱発、下痢、筋肉痛、嗅覚味覚異常などの症状が次々と

現れ、5 月 3 日に現地で COVID-19 が検出され、5 月 4 日、呼吸困難のため病院を受診したところ、肺炎が

確認された； 第 1191 号には、4 月 15 日に咳や鼻水、倦怠感、下痢などの症状が相次ぎ現れ、5 月 3 日に

現地で COVID-19 陽性が検出され、5 月 6 日、病院を受診したところ、肺炎が確認された；2 人は国際緊急

医療搬送機で帰台し、帰台後ただちに入院隔離治療及び検査が行われ、本日確定診断された。既に、2 人を

台湾に戻し、病院に後送した関連者は合計 6 名いたが、みな適切な防護装備を着用しており、自己健康観

察とした」としている（現地で感染・発症した患者 2 名が国際緊急医療搬送で台湾に戻ることができたと

いうことです： ただ、このサービスを使うには数百万円近くかかるので、海外への渡航にあたっては、こ

の部分を無制限にカバーする特約に入ることをお勧めします。また、万一の場合のご家族の現地往復費用

などもカバーされるとのことですので、是非加入を！）。 

 

指揮センターは、「第 1192 号と 1193 号は、台湾籍の 40 代と 20 代男性だが、いずれも 2021 年 3 月にイ

ンドで働いていた。 第 1192 号は、4 月 26 日にのどの痛みや鼻水、嗅覚味覚異常などが現れ； 第 1193 号

は、4 月 29 日に咳や鼻水、咽頭痛などが現れた； 2 人は、出国前 72 時間以内の陰性証明を持ち（症状が

出ていても陰性証明取得できた？）、2021 年 5 月 8 日に帰台した。 彼らは、帰台時に症状が出ていたこと

を主体的に申告しており、空港で検査を受けた後、集中検疫所で検査を受け、本日確定診断された（第 1192

号の Ct 値 23； 第 1192 号の Ct 値 31）。既に同じフライトの濃厚接触者 71 人が把握されているが在宅隔離

とされた」としている（インドで発症していた人がなぜ取得できたのかはわかりませんが、出国前 72 時間

以内の陰性証明をもって 5 月 8 日に帰台し、症状を自己申告して確定診断されたということです）。 

 

指揮センターは、「第 1194 号～1198 号は、インドネシア籍の 10 代と 20 代の男性漁師で、出国前 72 時間

以内の陰性証明を持ち、2021 年 4 月 26 日に就労のため来台した。 彼らは来台後、集中検疫所で隔離され

ていたが、5 月 9 日、隔離期間満了前検査を受けたところ本日確定診断された。5 人は隔離期間中に症状は

なく、隔離期間中には他人との接触もなかったため、接触者リストは作成していない」と指摘している（出

国前 72 時間以内の陰性証明をもって 4 月 26 日に来台し、隔離期間終了前検査を受け、入国後 15 日目にし

て確定診断されたということです）。 

 



https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59590-1.html 

 

 

11 new cases of COVID-19 imported from abroad, entering the Philippines, Syria, 

India and Indonesia 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2020-05-10 Source: Disease Control 

Department 

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

The Central Epidemic Command Center announced on May 10th that there were 11 new confirmed cases of COVID-

19 imported from abroad in China. They entered the country from the Philippines (Case 1188), Syria (Case 1189), India 

(Case 1190 to Case 1193) and Indonesia (Case 1194 to Case 1198). 

 

The command center pointed out that Case 1188 is a Taiwanese woman in her 20s who worked in the Philippines in 

May 2019 and returned to Taiwan today (2021) April 21. She had a negative test report within 3 days before the flight. 

After entering Taiwan, she went to the epidemic prevention hotel for quarantine until May 4. After the quarantine period 

expired, she went to the hospital for quarantine at her own expense on May 7 and was diagnosed today (Ct value 33). 

As the case was asymptomatic during her stay in Taiwan. After the quarantine period expired, as she did not go out 

except for medical examinations, and people who came in contact with her during medical treatment were properly 

protected, no contacts were listed. 

 

The command center stated that Case 1189 was a Syrian male in his 50s. He came to Taiwan for business talks on 

April 16 this year. He had a negative test report within 3 days before the flight and went to another residence for 

quarantine after entering the country; Because he was expected to return to Syria, he went to the hospital for 

examination at his own expense on May 8 and was diagnosed today (Ct value 37). The case was asymptomatic during 

his stay in Taiwan, and 5 people who had contacts in the workplace of the case have been identified and listed as home 

isolation. 

 

The command center stated that both cases 1190 and 1191 were Taiwanese males in their 50s who went to work in 

India in September (2020). Case 1190 began to experience symptoms such as cough, runny nose, fever, diarrhea, muscle 

aches and abnormal smell and taste since April 28 this year. COVID-19 was detected on May 3 in India, and pneumonia 

was detected in the hospital on May 4 due to breathing difficulties; In Case 1191, symptoms such as cough, runny nose, 

fatigue, and diarrhea began to appear on April 15 this year. COVID-19 was detected on May 3 there, and pneumonia 

was detected in the doctor on May 6; The two returned to Taiwan on an international emergency medical plane together 

on May 8. They were admitted to hospital for isolation and examination after entering the country. The diagnosis was 

confirmed today. A total of 6 related contacts who have been aware of 2 people who were sent to seek medical treatment 

after returning to the country are listed as self-health monitoring because they have appropriate protective equipment. 

 

The command center stated that Case 1192 and Case 1193 are Taiwanese males in their 40s and 20s, respectively, 

who worked in India in March this year. Case 1192 started sore throat, runny nose and abnormal smell and taste on 

April 26; Case 1193 started cough, runny nose and sore throat on April 29. Both of them returned to Taiwan on May 8, 

and both had a negative test report within 3 days before the flight (Why they could have the certification?). When they 

entered Taiwan, they took the initiative to report that they had symptoms. After being quarantined at the airport, they 

went to the centralized quarantine station for isolation. They were diagnosed today (Ct value of case 1192: 23; Ct value 

of case 1193: 31). 71 people have been in contact with the same flight and are listed in home quarantine. 

 

The command center pointed out that cases 1194 to 1198 are Indonesian male fishermen, aged in their 10s to 20s, 

who came to Taiwan to work on April 26 this year and all had a negative test report within 3 days before the flight. 

After entering Taiwan, they went to the centralized quarantine station for isolation. They were examined before the 

expiration of the quarantine period on May 9, and they were diagnosed today. Five people were asymptomatic during 

their stay in Taiwan and did not come into contact with others during the quarantine period, so no contact was listed. 

 

 

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

新增 11例境外移入 COVID-19病例，自菲律賓、敘利亞、印度及印尼入

境 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-10 來源： 疾病管制署 

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

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59590-1.html


中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增 11 例境外移入 COVID-19 確定病例，自菲律賓(案 1188)、敘

利亞(案 1189)、印度(案 1190 至案 1193)及印尼(案 1194 至案 1198)入境。 

  

指揮中心指出，案 1188 為本國籍 20 多歲女性，2019 年 5 月至菲律賓工作，今(2021)年 4 月 21 日返臺，持

有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至 5 月 4 日，檢疫期滿後，於 5 月 7 日至醫院自費採

檢，於今日確診(Ct 值 33)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期滿後除就醫採檢外無外出，就醫時接觸之人員皆

有適當防護，故無匡列接觸者。 

  

指揮中心表示，案 1189 為敘利亞籍 50 多歲男性，今年 4 月 16 日來臺洽公，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報

告，入境後至其他住所進行檢疫；因預計返回敘利亞，5 月 8 日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct 值 37)。個案

在臺期間並無症狀，已掌握個案職場接觸者 5 人，列居家隔離。 

  

指揮中心表示，案 1190 及案 1191 均為本國籍 50 多歲男性，去(2020)年 9 月至印度工作。案 1190 於今年 4

月 28 日起陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、肌肉痠痛及嗅味覺異常等症狀，5 月 3 日在當地檢出 COVID-

19 陽性，5 月 4 日因呼吸困難至醫院就醫檢出肺炎；案 1191 於今年 4 月 15 日起陸續出現咳嗽、流鼻水、倦

怠及腹瀉等症狀，5 月 3 日在當地檢出 COVID-19 陽性，5 月 6 日就醫檢出肺炎；2 人於 5 月 8 日一同搭乘國

際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，於今日確診。已掌握 2 人返國後送就醫之相關接觸者

共 6 名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。 

  

指揮中心表示，案 1192 及案 1193 分別為本國籍 40 多歲及 20 多歲男性，皆於今年 3 月至印度工作。案 1192

曾於 4 月 26 日出現喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀；案 1193 曾於 4 月 29 日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛

等症狀。2 人同於 5 月 8 日返臺，均持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢

後，至集中檢疫所檢疫，於今日確診(案 1192 Ct 值：23；案 1193 Ct 值：31)。已掌握同班機接觸者 71 人，列

居家隔離。 

  

指揮中心指出，案 1194 至案 1198 為印尼籍男性漁工，年齡介於 10 多歲至 20 多歲，今年 4 月 26 日來臺工

作，皆持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5 月 9 日進行檢疫期滿前採檢，於今日確

診。5 人在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。 
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