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新型コロナ・ワクチンによる⾎液障害

 新型コロナ・ワクチンによる⾎液障害
 

A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder

 ニューヨークタイムズの報道によると、新型コロナ・ワクチンの接種によって極めて稀ながら
⾎⼩板減少による出⾎傾向が⾒られ、その中の⼀例に脳出⾎による死亡例もあるとの報道があり
ました。
ファイザー及びモデルナのワクチンにおいて発⽣しています。
中には⾎⼩板がゼロの症例もあります。

 専⾨家の⾒解としては、もともと⾃⼰免疫性⾎⼩板減少症の⼈が新型コロナ・ワクチンを接種
することにより、免疫機能に何らかの影響が⽣じて⾎⼩板減少症を悪化させたためとしていま
す。
救急外来でも⽪下出⾎を⾒落とされることがあるようで、稀とは⾔え接種者、特に⾃⼰免疫性⾎
⼩板減少症の既往のある⼈には、接種後の対応について⼗分な説明が必要な様です。

A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder - The New York
Times.pdf
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posted by 斎賀⼀ at 17:50| Comment(1) | 感染症・衛⽣

この記事へのコメント

いつも新型コロナウイルス情報のUPありがとうございます︕
ここで⼀番勉強させてもらっています。先⽣の私⾒もセットで理解深まります。
これからも楽しみに⾒させてもらいます^ ^
本⽇もありがとうございました。先⽣毎⽇多忙だと思いますがお体には⼗分お気をつけ下さい。

Posted by at 2021年02⽉19⽇ 20:54
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