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台湾初のオミクロン BA.2.75 の輸入症例確診 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2022-07-22 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

台湾中央流行疫情指揮センターは、本日 7 月 22 日、「オミクロン亜型変異株 BA.2.75 の輸入感染者 1 例

を検出した。 当該患者は北部の 30 代男性で、既に 3 回のワクチン接種を受けており、2022 年 7 月 10 日に

家人 1 名、友人 1 名とともにインドから入境したが、搭乗前 48 時間以内の PCR 検査陰性レポートを保持

しており、自宅隔離を行っていた。 この 3人は空港での検査結果が陽性となり（CT価は 3人全員が 20）、

自宅隔離をしていたが、7 月 21 日に遺伝子配列検査の結果は、オミクロン BA.2.75 となったが、同行した

家人及び友人はシークエンスの結果、オミクロン BA.4 と判明した。うち、患者には 7 月 10 日に発熱や眩

暈、咳などの症状が現れたが、オンライン診察で確診されたが、既に彼には不快感もない；他の家人と友

人には同日発熱などの症状が現れた。現在、既に 3 人の隔離は解除されており、隔離中に他人との接触が

なかったことから濃厚接触者はいない」と発表。 

 

指揮センターは、「Ba2.75 という変異株は今年の 5 月に発見されており、既にインドで球速に広がり、

同国の主流株になっているが、世界では既に英国やドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージー

ランド、日本、インドネシア、タイなど少なくとも 15 か国で報告されているが、多くの国では検査量が

減少しており、実際の流行情況が過小評価されている恐れがある。WHOは、BA.2.75の感染力及び重症化

率は、ウイルスの抗原特性に影響を与えることがあるため、感染への影響に細心の注意を払う必要がある 」

と指摘している。 

 

指揮センターは「ワクチンの接種は感染後の重症化や入院、死亡リスクを引き下げるため、民衆にあっ

ては可及的速やかにワクチン接種を完了して保護力を獲得するように」と呼び掛けている 

 

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/KCzAfY05zpHjrt45ELZHNQ?typeid=9 

 

 

Taiwan's first confirmed case of Omicron subtype variant strain BA.2.75 imported 

from abroad 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2022-07-22 Source: Disease Control 

Department 

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

The Central Epidemic Command Center announced today (July 22) that a confirmed case of Omicron subtype variant 

strain BA.2.75 imported from my country was detected. The case is a male in his 30s in the north who has been 

vaccinated with 3 doses of the vaccine. He entered Taiwan from India with a family member and a friend on July 10, 

2022. He had a negative PCR report within 2 days before the flight, and is subject to home quarantine. All 3 people 

tested positive at the airport (the CT values of 3 people were all 20), and they took care of themselves at their original 

residences. The sequencing result on July 21 was Omicron BA.2.75. The ranking result of the family and friends of the 

peers became Omicron BA.4. Among them, the case had symptoms such as fever, dizziness and cough on July 10. It 

was confirmed by video diagnosis and treatment, and he is no longer sick; his family members and friends also 

developed symptoms such as fever on the same day. All 3 people have been released from isolation. Since they have 

not been in contact with others during the isolation period, there are no contacts listed. 

 

The command center pointed out that the BA.2.75 variant was first discovered in May this year, and it has spread 

rapidly in India and has become the mainstream strain in the country. At present, cases have been reported in at least 

15 countries including the United Kingdom, Germany, the United States, Canada, Australia, New Zealand, Japan, 

Indonesia, and Thailand. However, due to the decline in testing in many countries, the actual transmission situation 

may be underestimated. The WHO said that research is still needed to confirm the infectivity and the probability of 

serious illness of BA.2.75. Because the mutation of the virus may affect its antigenic characteristics, it is necessary to 

pay close attention to the impact on the epidemic. 

 

The command center reminds that vaccination against COVID-19 can reduce the risk of severe illness, 

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/KCzAfY05zpHjrt45ELZHNQ?typeid=9


hospitalization or death due to infection with COVID-19, and the command center urges the public to complete the 

vaccination as soon as possible to obtain protection. 

 

 

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

我國境外移入檢驗出首例 Omicron亞型變異株 BA.2.75境外移入確定

病例 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2022-07-22 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，我國境外移入檢驗出 1例 Omicron亞型變異株 BA.2.75境外移入確定

病例，該病例為北部 30 多歲男性，已接種 3 劑疫苗，今(2022)年 7 月 10 日自印度與 1 名家人及 1 名友人入

境，持有搭機前 2日內 PCR 陰性報告，並採居家檢疫。3 人於機場採檢結果均為陽性(3 人 CT 值均為 20)，後

續於原住所進行居家照護，7 月 21 日定序結果為 Omicron BA.2.75，同行家人及友人定序結果則為 Omicron 

BA.4。其中個案於 7 月 10 日曾出現發燒、頭暈及咳嗽等症狀，經視訊診療確診，目前已無不適；其家人與

友人亦於同日出現發燒等症狀。3 人目前均已解除隔離，因隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。 

 

指揮中心指出，BA.2.75 變異株最早於今年 5 月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已

有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、印尼、泰國等至少 15 國報告病例，惟因多國檢測量

下降，實際傳播情形可能低估。WHO表示尚須研究證實 BA.2.75傳染力及致重症機率，因病毒突變處可能影

響其抗原特性，須密切關注對疫情影響。 

 

指揮中心提醒，接種 COVID-19 疫苗可降低因感染 COVID-19 造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心籲

請民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。 
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