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5〜11歳のファイザーワクチン接種・その2

5〜11歳のファイザーワクチン接種・その2
 

COVID-19 Vaccine Safety in Children Aged 5–11 Years － United States,
 November 3–December 19, 2021

 
 
 

 
 
 
 アメリカのCDC発⾏MMWRが、5〜11歳へのファイザーワクチン接種の安全性に関して、

 報告がありました。
  

前回のブログではフェーズ1〜3の報告でしたが、今回のMMWRは実地臨床でのデータです。
 11⽉3⽇〜12⽉19⽇までに、アメリカでは5〜11歳に約870万回接種しています。

 ２つのデータ収集がなされています。⼀つは医療従事者を介したVAERSシステムと、もう⼀つは
 ワクチン接種後に、本⼈もしくは保護者のスマホを利⽤したV-safeシステムです。

 VAERSシステムは、11⽉3⽇〜12⽉19⽇までに4,249例の報告がありました。
 97.6％は軽症で、注射部位の疼痛、⼀過性の倦怠感がありました。

 深刻な有害事象は⾮常に稀で、100例の報告です。
 発熱が29例、嘔吐21例、トロポニン上昇5例が主です。

 以前の報告（preliminary）では⼼筋炎が15例報告されており11例が認定され、その中の7例は
 回復し、4例は回復過程との事です。

 12例が痙攣発作を起こしています。
 失神発作や熱性痙攣を含めた痙攣の既往がありましたが、5例は新規の痙攣発作でした。

 死亡が2例報告されていますが、病弱な⼩児で因果関係は不明です。
  

（下記に⽇本語訳を掲載します。）
  

 
 

      
  

 
 
 
 
 
  （下記に原⽂を掲載します。）

  
 
 

       
  

 
 
 
 
V-safeシステムは同じ期間（11⽉3⽇〜12⽉19⽇まで）で42,504例の報告です。

 1回⽬の接種後に⽇常⽣活に⽀障をきたした⼩児は5.1％で、2回⽬の接種では7.4％でした。
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考察）
Preliminaryの報告を⽀持する結果です。
懸案の⼼筋炎は12〜29歳に認められましたが、5〜11歳では他の報告と併せても極めて稀です。
2例の死亡例が報告されていますが、慢性の多疾患を有していました。その因果関係は不明です。
局所の有害事象も5〜11歳は12〜15歳と⽐較して軽度でした。
14例が⼊院しています。ワクチンとの因果関係は現在調査中です。
1回⽬よりも2回⽬の⽅が局所所⾒および全⾝症状ともに有害事象は多くなる傾向でした。
97.6％は深刻な有害事象はなく安全性が確⽴されており、パンデミックを乗り切るために
5〜11歳のワクチン接種を勧めるべきとしています。
 
 
 
 
 
 
 
私⾒）
 本院でも勧めて参ります。但し条件として⼗分な保護者のご理解と、事前に本⼈の既往歴、
 健康状態を把握することが肝要と思っています。
 集団接種への参加は、現時点では個⼈的に⾏わない予定です。
 
 
 
 
 
 
COVID-19 Vaccine Safety in Children Aged 5–11 Years－United States, November 3–
December 19, 2021.pdf
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