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モデルナのワクチン・遅れての⽪膚反応

 
モデルナのワクチン・遅れての⽪膚反応

 
Delayed Large Local Reactions to mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2

This letter was published on March 3, 2021, at NEJM.org.

 モデルナのmRNAワクチンにおいては、接種部位の局所反応が84.2％あるとの報告です。
軽度の疼痛や硬結を含めての反応ですし⼀両⽇中には回復しますので⼼配はありませんが、今回
雑誌NEJMによりますと、接種から８⽇以降に出現する接種部位周辺の発⾚を中⼼とした⽪膚反応
を遅発性⽪膚反応と定義しますと、１回⽬の接種後に0.8％、２回⽬の接種後は0.2％の出現でし
た。
 ４〜５⽇間で軽快しますし接種の禁忌事項ではないので、１回⽬の接種で遅発性の⽪膚反応が
あっても引き続き2回⽬の接種を勧めています。

 問題はモデルナ社より事前に注意事項として報告がない点です。
従って診断した医師は蜂窩織炎を疑い抗⽣剤を投与したり、特別のアレルギー反応としてステロ
イドの
静注までしています。
原因として局所のTリンパ球の反応を考えているようです。
ファイザーのワクチンも同様なmRNAワクチンのため、接種する際は１週間前後に局所反応が1％
近く
あることを説明することも必要な様です。

ワクチン 遅発性反応.pdf
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posted by 斎賀⼀ at 20:06| Comment(3) | 感染症・衛⽣

この記事へのコメント

今⽉末に個々の⾃宅にク－ポンと、接種場所と⽇時が記載されてくるらしく、いくつかから選べる
ようですが...

先⽣がおっしゃってたように、ほんと5⽉位になりそうですね－(-_-;)

Posted by at 2021年03⽉06⽇ 00:20

先⽣、⾼齢者の運転免許の更新の認知機能検査の問題は、毎年変わるのでしょうか︖

私の⽗が、2年振りにまた今⽉やらないといけないのですが、2年前に先⽣からアドバイスしていた
だいたものを、⼤切に持っていて、必死で勉強しております...

また⽗が伺った時にご相談させていただけたら有り難いですm(_ _)m

ご多忙のところ⼤変恐縮でございますが、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

Posted by at 2021年03⽉07⽇ 10:48

ワクチン接種の副作⽤は知れるだけで安⼼感が増します︕
いつもありがとうございます。

Posted by at 2021年03⽉07⽇ 18:27
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