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【記者： 呉 亮儀／台北報道】 

 
 

3日連続で一日の感染者数が 1万人を下回った！中央感染症指揮センター（CECC）は本日国内で新たに

増えた本土症例は 8444人で、先週土曜に比べ約 24.4％減少し、流行は着実に下降していると発表した。数

日前、指揮センターはまた、今週末の一日に確定診断される感染者数は 1 万例未満になるはずで、来週に

は一日当たり感染者数は 9 千例以下で安定するものと予想している；本日はさらに、輸入症例 174 例、死

者 48例が報告されたとした。 

 

本土での流行は着実に減少を続けており、指揮センターは今秋、もし着実に減少を続けた場合、今月 20

日に「軽症患者の報告免除や隔離免除」という新たな緩和措置が実施されることになるだろうと発表して

いる； 更に、指揮センターは今週末における一日あたり感染者数は 1万人を下回るものとしている。 

 

指揮センターの羅一鈞報道官は、現在のところ、突然変異株の出現は見られず、流行が短期的に回復す

る恐れは非常に低く、翌週には一日当たりの感染者数は 9 千例未満になるだろうと予想していると語った。 
 

もし今月 20 日に「軽症者の報告免除や隔離免除」が実施されれば、迅速診断キットや PCR 検査などの

検査費用が調整されるのではと医療業界が懸念するのではないか？ これに対し、羅一鈞報道官は、症状が

出ていて迅速診断や PCR 検査のために病院を訪れる人については、引き続き公費給付を維持し、「報告要

件についても同様であり、取り消されてはいないのだ」と説明した。 

 

羅一鈞報道官は、新型コロナウイルスが今後、法定感染症の第 5 類から第 4 類に変更された場合、公的

検査費を健康保険による支払いに戻すか否かについて、その時点で検討すると述べた。 

 

https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4236411 

 

 

It fell below 10,000 cases for 3 consecutive days! 8444 local cases, 48 deaths, the 

next week is expected to be less than 9,000 cases in a single day 

https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4236411
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[Reporter Wu Liangyi/Taipei Report] 

The number of daily cases has been below 10,000 for 3 consecutive days! The Central Epidemic Command Center 

announced today that there were 8,444 new local cases, a decrease of about 24.4% compared with last Saturday, and 

the epidemic situation is steadily declining. The command center also assessed a few days ago that the number of 

confirmed cases in a single day this weekend should be less than 10,000, and it is expected to stabilize below 9,000 

cases in a single day next week; In addition, 174 new imported cases and 48 deaths were added today. 

 

The local epidemic situation continues to decline steadily. The command center has announced this week that if it 

continues to decline steadily, new loosening measures will be implemented on the 20th of this month; The command 

center also estimated that the number of cases in a single day this weekend will be below 10,000. 

 

Command Center spokesman Luo Yijun said, there are no emerging mutant strains now, and the chance of the 

epidemic rebounding in the short term is very small. The number of cases in a single day in the next week should be 

expected to drop to less than 9,000 cases in a single day. 

 

If "mild cases without notification and quarantine" are implemented on the 20th of this month, will the medical 

community be concerned about whether the testing fees, including medical rapid screening, PCR, etc., will be adjusted? 

Luo Yijun said that for people with symptoms who go to the hospital for rapid screening and PCR, public payment will 

still be maintained. "The reporting requirements are the same and have not been cancelled." 

 

Luo Yijun said that if the COVID-19 is changed from the fifth category of statutory infectious disease to the fourth 

category in the future, it will be reviewed at that time whether to return the public inspection fee to the health insurance 

payment. 
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連 3 天跌破萬例！今本土+8444、死亡+48 未來一週有望單日 9 千例以

下 
自由時報 news.ltn.com.tw 2023-03-11 14:15 
-------------------------------------------------------------------------------- 

〔記者吳亮儀／台北報導〕連續 3 天單日病例數都低於一萬例！中央流行疫情指揮中心今天公布新增 8444 例本土

病例，較上週六減少約 24.4%，疫情穩定下降中，指揮中心日前也評估，這個週末應該單日確診數都會低於一萬

例、下週更有望穩定單日 9 千例以下；另今天也新增 174 例境外移入病例、48 人死亡。 

 

本土疫情持續穩定下降，指揮中心本週已經宣布，若持續穩定下降，本月 20 日將上路新鬆綁措施「輕症免通報、

免隔離」；指揮中心也評估這個週末單日病例數都會低於一萬例以下。 

 

指揮中心發言人羅一鈞說，現在沒有新興變異株出現、疫情短期內回升的機會非常小，未來一週單日病例數應該

有望降低到單日 9 千例以下。 

 

本月 20 日若「輕症免通報、免隔離」上路後，醫界關心檢驗費用包括醫用快篩、PCR 等費用是否調整？羅一鈞

說，對於有症狀的民眾到醫院接受快篩、PCR，仍會維持公費給付，「申報規定都是一樣的，沒有取消」。 

 

羅一鈞說，若未來新冠病毒從第五類法定傳染病改到第四類，屆時才會檢討是否將公費檢驗費用回歸到健保給

付。 
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