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5〜11歳のファイザーワクチン接種・その1

5〜11歳のファイザーワクチン接種・その1
 

Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age
 [n engl j med 386;1 nejm.org january 6, 2022]

 
 
 

 
 
 
 政府は5〜11歳へのファイザー社の新型コロナワクチン接種を承認しました。

 雑誌NEJMにフェーズ1〜3の結果が掲載されています。
 従来よりm-RNAワクチンは、2回接種後6か⽉間はその有効性が90％あるとされています。

 ⼦供の場合はコロナに罹患しても成⼈より軽症だとの意⾒もありますが、しかし⼦供の場合に
 重症例、⻑期の合併症、⼩児多系統炎症性症候群（MIS-C）が懸念されています。

 また⼩児の感染⽐率も⾼く、感染源としても問題視されています。
  アメリカでの⼩児の⼊院も増加傾向です。

 感染拡⼤が⼩児の教育、精神発達にも影を落としています。
  

 
 
１） フェーズ1において、ファイザーワクチンの適切な接種量を調べています。

  
 
 

       
  

 
   

     合計48例が参加しています。10μは１回2回とも同量、20μも同じ、
     30/30は1回2回とも30μ、30/10は1回⽬が30μで2回⽬は10μです。
     下記に各容量ごとの有害事象を⽰します。
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   上の4つのグラフより有害事象は10μと減量することにより軽減されています。
  （局所所⾒と全⾝症状を1回⽬、2回⽬で表⽰しています。）
 
 
 
 

       
 
    
     ⼀⽅でその効果としての中和抗体は10μと30μともに同じ値でした。
 
 
 
２） フェーズ2－3では、ファイザーワクチン10μの2回接種とプラセボ群とを2対1の⽐率で
   ⽐較しています。最終的なサーベランスとしては、合計2,268名が参加しています。
   参考までに抗体値測定は16〜25歳とも⽐較しています。
 
 
 

                
     
    
       中和抗体も16〜25歳と同等の値を獲得しています。
 
 
 
 

       
 

       
    
    
     有害事象もプラセボ群を差し引きますと、それ程ではありません。
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   2,000名以上のサーベランスで調べますと、新型コロナの発症は接種者では3名で、
   プラセボ群では16名でした。その有効率は90.7との結果です。
 
 
 
３） 考察
   投与量が10μと1/3のため、副反応も局所と全⾝ともに軽度でした。
   リンパ節腫⼤も0.9％、発疹は4例、⼩児多系統炎症性症候群はありません。
   ⼼筋炎と⼼外膜炎の報告もありませんでした。
   他のワクチンとの同時接種に関してのデータはありません。
 
 
 
 
 
私⾒）
 ⼩児では新型コロナ感染により、ごく稀ですが認知機能の低下も指摘されています。
 孫に接種するかで、久しぶりに妻と意⾒が対⽴しています。
「その内オミコロン株も収束するし、⼩児は軽症だから接種させたくないわ。」
とする妻の意⾒ですが、医師としても説得したいと思っています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ワクチンの最新記事】
ファイザーワクチンのブスター接種
３回⽬のワクチンはファイザーかモデルナか..
モデルナワクチンのブスター効果・その2
モデルナワクチンのブスター効果・その1
モデルナワクチンの効果
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