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⽇本におけるファイザー・ワクチンの副反応

⽇本におけるファイザー・ワクチンの副反応

  <業務連絡>

  医療従事者の先発隊にファイザーのワクチン接種が⾏われ、その副反応に関しての集計が報告
されています。 意外というかやっぱりというか、多い報告です。

集計は即時型と遅発性を含めていますが、印象として多いと感じた点は

・副反応のために、翌⽇の勤務に影響を与えかねない。
・迷⾛神経反射が多い。
・悪⼼や嘔吐の消化器症状が想定より多い。
・粘膜浮腫が多く報告されていますが、⽂献上は遅発性となっています。
・咳の記載ですが、喘鳴、喘息症状は意外に少ない印象です。
・掻痒感を訴えていますが、アナフィラキシーにカウントするかは重要です。
・発疹、紅斑、蕁⿇疹がやはり多い報告で、全⾝性の有無がポイントになりますが、局所でも進
⾏性に
 注意が必要です。
・循環器症状の⾎圧低下は意外に少なく、アナフィラキシーの判定に⾎圧が重要であることに代
わりは
 ありませんが、固執すると診断の遅れに繋がります。

          

          
アナフィラキシーの厚労省報告もありますが、ブライトン分類によります。
分類レベルの4が圧倒的に多く報告されています。外国での報告は主にレベル3以上です。
この事から特別に⽇本で多いわけではないと⼤⾂が述べていましたが、現場の医師は迷って苦戦
した
場⾯が想像に難くありません。

斎賀医院壁新聞
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症例ごとに報告されています。リアルタイムで対策も練れます。
職員の皆さんも⼀緒に勉強しましょう。

1 厚労省報告.pdf

2 厚労省アナフィラキシー.pdf

3 ブライトン分類.pdf

【ワクチンの最新記事】
アストラゼネカのワクチンは３か⽉開けての..
モデルナのワクチンのアレルギー反応︔MM..
モデルナのワクチン
2回⽬ワクチン接種は遅れてもいいのかそれ..
ファイザーのワクチン︔CDCより

posted by 斎賀⼀ at 19:48| Comment(2) | ワクチン

この記事へのコメント

⽇本⼈における副反応は気になっていたのでありがとうございます︕
たしかにあいまいな症状も多いと思うので分類レベルを判定する先⽣は⼤変ですね。

Posted by at 2021年04⽉06⽇ 23:36

お世話になっております。

昨⽇ご紹介いただいた循環器病センタ－に⽗を連れて⾏ってきました。

毎度の事ですが、病院で緊張すると⾎圧がかなり上がってしまいます。
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待ち時間がかなり⻑かったもので、呼ばれた瞬間にフラフラすると⾔い出し、⾎圧を測ってもらっ
たら200以上で、いきなりベットで休ませていただきました(-_-;)

⼿術までに斎賀先⽣に相談して、⾎圧をコントロールしておくように⾔われました。

普段は⼤丈夫なのですが、緊張したりすると急激に上がってしまって、来週CTを撮りに⾏くのです
が、その前に先⽣のとこで予約が⼊っておりますので、ご⾯倒をお掛けして申し訳ありません、よ
ろしくお願いいたしますm(_ _)m

Posted by at 2021年04⽉09⽇ 00:34
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