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本土症例 6435 例増と 321 日ぶりの低水準 ： 20 日以後山間部と離島のみでオン

ライン診療継続 
經濟日報 udn.com 2023-03-13 14:07  来源： 聯合報 

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

 
 

コロナの流行は引き続き低水準にあり、本日は国内新規感染者が 6435 人と昨年 4 月 26 日以来 321 日ぶ

りの低水準となった； この他に輸入症例 142 例、確診症例中 37 例の死亡が確認され、指揮センターは、

今の流行はいずれも低位にあり、新たに緩和された制度が予定通りに出てくる可能性があるものと判断し

ている。3 月 20 日の制限緩和に伴い、確診患者は報告や隔離が免除されるが、オンライン診断や抗ウイル

ス薬の処方を受けられるかについては、指揮センターの羅一鈞報道官は、「オンライン診断はコミュニケ

ーション診断（宮本注： これは何でしょう？従来通りの対面診断？）に戻り、山岳地帯と離島のみで継続

されるが、それ以外の患者は受診のために物理的に外来診療所に行かねばならない。抗ウイルス薬の受け

取り方法については、従来通りだ」としている。 

 

本日新たに増えた本土症例は先週より 7.1％下降しているが、羅一鈞報道官は「防疫措置緩和による患

者増加の影響はまだ見えていないが、感染が安定したのを評価後、新制度は予定通りに実施されるだろう。

関連する詳細についての討論は引き続き行なってゆく」とした。 

 

とはいえ、本日、新立法院厚生会による新型コロナのレビューに関する公聴会で、長庚大学医学部の黃

景泰助教授は、重症化リスクの評価基準を緩和し、本来の 65 歳以上の年齢制限を下方修正する必要があ

ろうと認識していると語った。 

 

羅一鈞報道官は、「台湾の現在の抗ウイルス薬の適用対象は、多くの国に比して緩和されている。 最近

の新たな国際的研究データでは、モルヌピラビルには入院予防効果はそれほどなかったと考えられている

など全てがすべて緩和の方向ではなく、外部からの提案を受けて、薬のリスクターゲットと実際の感染減



少の効果、各国の使用状況に関する情報を集めて専門家会議で検討している。が、データの継続的収集を

しているため、会議の日程についてはまだ決まってはいない。」と語った。 

 

現在、パキロビッド（Paxlovid）は 37 万 4 千回、約 267 日分、モルヌピラビルが 8 万 1 千回、約 203 日

分残っている。 

 

また、3 月 20 日に確診患者に対する新たな緩和制度が実施されることにより、オンライン診断や薬の受

け渡しに影響が出るのではないかと外部から懸念されている。羅一鈞報道官は、「オンライン診断がコミ

ュニケーション診断（通常の対面診断のことと推量）方式に戻り、山間部や離島地域でのみ継続されるた

め、他の人が診察を受けるには実際に病院に行かねばならなくなる。抗ウイルス薬は、医師の診察後に処

方されるが、抗ウイルス薬契約機関を受診する際にはそこで受け取ることができる；契約医療機関ではな

い場合はクリニックで処方箋を貰い薬局で受け取ることができる」としている。 

 

https://udn.com/news/story/120940/7028114 

 

 

6,435 local cases hit a 321-day low: From March 20th, video outpatient clinics will 

only continue in mountainous areas and outlying islands 
Economic Daily money.udn.com 2023-03-13 14:07 Source: United Daily News 

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

The COVID-19 epidemic continues to be at a low point, with 6,435 new local cases today, a 321-day low since April 

26 last year; In addition, there were 142 new imported cases and 37 new deaths among the confirmed cases. The 

command center assessed that the current epidemic trend is at a low point, and the new system can be loosened as 

scheduled. With the loosening of restrictions on March 20, those who are diagnosed will be exempted from notification 

and quarantine, whether they can still visit the outpatient clinic and receive antiviral drugs, Luo Yijun, spokesman of 

the command center, said “Video outpatient clinics will return to the method of communication diagnosis, only 

mountainous areas and outlying islands can continue, and other patients must go to physical outpatient clinics for 

consultation. The payment methods for antiviral drugs can still be received as usual.” 

 

Today's new local cases fell by 7.1% compared with last Monday. Luo Yijun said “We have not yet seen the effect 

of rushing to relax prevention and control the increase in notifications. Assessing that the epidemic situation is stable, 

the new system should be on the road as scheduled. We will continue to discuss relevant details with other ministries.” 

 

However, today the Health and Welfare Association of the new Legislative Yuan held a public hearing on the review 

of COVID-19. Huang Jingtai, associate professor of Chang Gung University School of Medicine, believes that the 

evaluation criteria for severe disease risk factors can be relaxed, and the original age limit of 65 years and above should 

be adjusted downward. 

 

Luo Yijun said, "The applicable targets of current antiviral drugs in Taiwan are more relaxed than those in many 

countries. Recently, a lot of new international research data have appeared, not necessarily all in the direction of 

relaxation. For example, Molnupiravir believes that the effect of preventing hospitalization is not as good as expected. 

In response to external suggestions, the collection of risk targets and actual reduced benefits of drugs, as well as the 

use of each country, will be referred to the expert meeting for discussion. However, due to the continuous collection of 

information, the meeting time has not yet been finalized.” 

 

At present, there are still 374,000 doses of Paxlovid, which can be used for about 267 days, and about 81,000 doses 

of Molnupiravir, which can be used for about 203 days. 

 

In addition, with the loosening of the new system for those diagnosed on March 20, the outside world is concerned 

about whether the online diagnosis and receiving medicine will be affected. Luo Yijun said “the video outpatient clinic 

will return to the communication diagnosis method, and only the mountainous and outlying island areas can continue, 

and the rest of the patients must go to the physical outpatient clinic for consultation. Antiviral drugs can still be 

prescribed after medical evaluation by a doctor. If you see a doctor in an antiviral drug contract institution, you can get 

it directly at the institution; if you are not a contract institution, you can release a prescription from the clinic and pick 

it up at the pharmacy.” 

 

 

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

https://udn.com/news/story/120940/7028114


本土+6435 創 321天新低 3/20起視訊門診僅山地、離島繼續 

經濟日報 udn.com 2023-03-13 14:07  来源： 聯合報 
-------------------------------------------------------------------------------- 

新冠肺炎疫情持續處於低點，今天新增 6435 例本土病例，更創下去年 4 月 26 日以來、321 天新低；另外

新增 142例境外移入、確診個案中新增 37例死亡，指揮中心評估目前疫情趨勢都是屬於低點，鬆綁新制可如

期上路。隨 3月 20日將鬆綁確診者免通報、免隔離，是否仍可視訊門診、領抗病毒藥物，指揮中心發言人羅

一鈞表示，視訊門診將回歸通訊診察辦法，僅山地、離島地區可繼續，其餘病患則須至實體門診看診，抗病

毒藥物領取方法仍可照舊領取。 

 

今天新增本土病例較上周一下降7.1%，羅一鈞表示，尚未看到搶領防疫顯導致通報增加的效應，評估疫情

穩定，新制應可如期上路，將繼續與其他部會討論相關細節。 

 

不過今天新立法院厚生會舉行新冠肺炎回顧公聽會，長庚大學醫學院副教授黃景泰認為，可以放寬重症風

險因子評估標準，原訂定的 65 歲以上年齡限制應往下調整。 

 

羅一鈞表示，國內現行抗病毒藥物適用對象以比許多國家寬鬆，近期有很多新的國際研究資料出現，不一

定都是放寬方向，例如莫納皮拉韋就認為預防住院效果不如預期。將針對外界建議，搜集藥物的風險對象和

實際下降效益，以及各國使用情形，提到專家會議討論。但因仍在持續搜集資料中，開會時間尚未定案。 

 

目前倍拉維（Paxlovid）尚餘 37.4 萬人份，約可用 267 天、莫納皮拉韋約剩 8.1 萬人份，約可用 203 天。 

 

另外，隨 3月 20日確診者鬆綁新制上路，外界關心視訊門診、領藥是否受到影響。羅一鈞表示，視訊門診

將回歸通訊診察辦法，僅山地、離島地區可繼續，其餘病患則須至實體門診看診。抗病毒藥物仍是就醫經醫

師評估後可開立，若於抗病毒藥物合約院所看病，可直接於院所領取；若非合約院所，則可由診所釋出處方

箋至藥局領取。 
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