知っ得
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追加接種と混合接種
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ツインデミックにご注意！の話
接種判断を決めては如何でしょうか？

ファイザー製やモデルナ製ｍ RNA ワクチンを接種した後、
ファイザー製ワクチン同様、モデルナ製ワクチンを完全接種
稀に心筋炎が発生することが確認されています。心筋炎は心
（2 回目から 2 週間経過）し、更に半年以上経過した方で以
臓の筋肉に炎症が起こり、心筋の収縮力が低下したり不整脈
下の条件を満たした場合、追加接種を受けることを強く推奨さ
が起きたりする疾患です。主な特徴としては
れております。
①高齢者よりも 10 代＆ 20 代の若年者に多い
① 65 歳以上の高齢者又は１８歳以上の免疫不全や
②女性よりも男性に多い
長期養護施設に居る方、
③ 1 回目よりも 2 回目接種後に多い

② 50 〜 64 歳の方で特定疾患や喫煙歴を含む生活
習慣病などの持病がある方、

④接種後 1 週間以内に起きることが多い

③ 18 〜 49 歳で感染リスクが高い職場（医療福祉
介護や教職等）で勤務している方。
これらはファイザー製ワクチンの追加接種条件と同等です。
一方、ジョンソン・アンド・ジョンソン製 (J&J 製 ) ワクチンを
完全接種し、二ヶ月以上経過した 18 歳以上の方は無条件で
追加接種を強く推奨されております。
最初に打ったワクチンとは異なる他製ワクチンを追加接種し
ても良いという混合接種も認められており、例えば J&J 製を
接種した方で血栓の発症（特に若い女性で見られる稀な副反
応）が気がかりな方はファイザー製又はモデルナ製ワクチンを
ブースター接種できます。

が挙げられます。胸部痛や息切れ等の症状が起きますが、殆
どの症例は軽快又は回復すると確認されております。ファイ
ザー製ワクチンよりも一回のｍ RNA 含有量が多いモデルナ製
ワクチンの方が心筋炎の報告が多いことも分かっております。
日本厚労省のデータによりますと、ファイザー製ワクチンでは
100 万人あたり 10 代（12-19 歳男性）で 3.7 人、20 代（2029 歳男性）で 9.6 人であったのに対し、モデルナ製ワクチン
では 10 代で 28.8 人、20 代で 25.7 となりました。10-20 代
男性の場合、追加接種はモデルナ製よりもファイザー製の方
が最善でしょう。混合接種が認められたため、幸いにも柔軟
な対応ができます。因みに心筋炎はウイルス感染で起因する
ウイルス性心筋炎が存在します。新型コロナウイルス感染症に
かかった場合 10 代（日本国外 10-17 歳男性）では 100 万人
にあたり 450 人です。日本国内における 15-39 歳男性の場合
では 834 人です。従って、現時点では心筋炎の観点から見て
もワクチン接種による恩恵がリスクを上回っていると言えます。

2 回接種でも入院予防効果と重症予防効果は依然高い防御
を発揮します。これはモデルナ製も同様です。追加接種の意
義は時間経過と共に低下した感染予防効果の再向上です。3
回接種になりますとファイザー製の場合、デルタ変異株の有
効率も再び 95.6％へと高くなります。また、3 回目の副反応頻
ｍ RNA ワクチンは日本産？！
度も 2 回目と変わらないことも分かっています。（先号要参照）
CDC によりますと末接種者の重症化リスクは完全接種者に比
ここで真面目な話から一旦小休止。
べて少なくとも 9 倍以上の差があるそうです。追加接種並び
ｍ RNA は核酸化合物で構成されてお
に完全接種で来たる感染波の波止めにご協力願います。
り、タンパク質や脂質、炭水化物と
は異なる生化学物質です。コロナワ
気になる心筋炎
クチンを構成するｍ RNA は通常体内
5 − 11 歳を対象としたファイザー製ワクチン（有効率 91％ に入りますと異物として認識され免疫
で薬量は従来の 3 分の１）が緊急使用認可され、今月から 反応により排除されてしまいます。と
小児対象者の接種ができます。気になる副反応ですが、ファ ころがある核酸化合物「シュードウリ
イザー社の治験結果によりますと、倦怠感や発熱の頻度は ジン」を活用すると異物として認識さ
16-25 歳の接種者に比べると低く、心筋炎を含む深刻な副反 れず無事に目的地へｍ RNA が届き
「シュー
応報告も無かったそうです。一度小児科医とよく相談した上で ます。ｍ RNA 技術に不可欠な
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ドウリジン」。実は製造しているのはヤマサ醤油ってご存知で
しょうか？ 鰹節の旨味成分である「イノシン酸」や椎茸の旨味
成分は「グアニル酸」。これら全て核酸化合物であり、ヤマサ
醤油では 1970 年代から 60 年以上にわたって、核酸関連物
質の研究をしていたそうです。80 年代には試薬として「シュー
ドウリジン」を海外輸出していました。ｍ RNA 技術は新型コ
ロナワクチン開発以前から治療薬やワクチンとし活発的にて研
究されており、その段階からヤマサ醤油が製造した「シュード
ウリジン」が使われていました。長年、旨味成分や核酸化合
物を研究していた賜物です。今では独自の製造法があるそう
です。日本食の根幹をなす旨味から現在のｍ RNA ワクチン開
発と実用化への軌跡が辿れるのは非常に興味深いですよね？！
日本人としてどこか誇りを感じます！

インフルエンザの流行に備えて
2021 年の今年から来年の 2022 年にかけてインフルエンザ
の大流行が危惧されております。新型コロナウイルスの蔓延と
重なった場合、ダブルパンチのツインデミックが到来してしまい
ます！2020 年から 2021 年の昨シーズンは防疫レテラシーの
向上と感染症対策の徹底及び人流抑制のおかげで流行は何
とか免れました。しかし裏返せば多くの人がインフルエンザ感
染を免れたため、免疫の要である十分な抗体を保持していな
いとも言えます。パンデミックの長期化で危機意識も薄れ、感
染症に対するガードも確実に緩んでおります。昨年とは異なり
人流や海外渡航も本格的に増加しました。
米国では今月より外国人のコロナワクチン接種義務化が入
国条件に課されましたが、インフルエンザワクチン接種は義務
化されておりません。海外からのインフルエンザ株流入は十分
に有り得るでしょう。ツインデミックの
回避にはコロナ＆インフルワクチン接種
が鍵となります。因みにコロナワクチン
とインフルエンザワクチンの同時接種
は可能です。注射ばかりで億劫でしょ
うが自身と他者の命を守るため、医療
崩壊を避けるためにも接種願います。
備えあれば憂なし！

学生医師

中川裕介

リタイアメント対策とメディケア
◆ リタイアメント対策と資金運用計画について

◆ メディケアプラン変更期間

に加入しないと、一生涯ペナルティーが掛かります )。

オリジナルメディケア以外には、掛け金なしのメディケア・アドバン
統計によると、65 歳以上の方の平均寿命は、50％が 92 歳、 メディケアプランを変更できる期間は、10 月 15 日から テージ、Co-Pay、Co-Insurance がほとんどないメディケア・サプ
25％が 97 歳です。又、2021 年度のソーシャルセキュリティー 12 月 7 日までに限定されています。この期間に、あな リメントがあります。ご自分にあったメディケアプランを無料で見つ
の平均支給額は $1,543 だそうです。65 歳からのリタイアメン
けるお手伝いをいたします。
たのメディケアプランの見直しをお勧めします。
ト生活が 32 年間とすると、あなたは快適なリタイアメント生
活を送る為の資金の準備は万全でしょうか？リタイアメント資 以下に当てはまる方は、メディケアへの新規加入、変更をご検討く 年間 $2,000 までの歯の治療費が無料になったり、Part B の掛け
金を月 $50~ ＄125 補助してくれるメディケア・アドバンテージプラ
ださい。
金運用に有効な保険としてアニュイティがあります。
ンが有ります。
（County、State による）
- 65 歳の誕生日を迎える方（会社の保険がある方でも従
アニュイティを使って、主に以下の 2 つの目標を達成できます。
業員 20 名以下の会社の方は 65 歳になったら Part B に入
無料 Zoom セミナー
• 一生涯の収入を保証する ( 死亡保険金付 )
らなければなりません）。
11 月 13 日（土）/ 11 月 27 日（土）/ 12 月 4 日（土）
• 元本と毎年の運用益を失うリスクなく、資金を増やす
- 65 歳以上で会社の保険の自己負担額が高いので ( ＄150
ことが出来る
メディケア
1:00pm~2:00pm (PT)
以上 ) メディケアに変えたい方。
アニュイティへの資金は、401(k)、ミューチュアルファンド、
リタイアメント 3:00pm~4:00pm (PT)
- 65 歳以上で退職等で会社の保険を失う方（COBRA に
IRA、CD 等から手数料、税金なしで直接資金を移動すること
入っていても 65 歳以上であればメディケアに加入しない
ができます（401(k) は退職前からでも移動可能です）。ご自分
リタイアメント対策、メディケア、Zoom セミナーに関してのお問い
と、一生涯ペナルティーを払うことになります）。
に合ったアニュイティで、快適なリタイアメント生活の準備を
合わせ、個別相談は下記までご連絡ください。
- メディケアの Part A と Part B を持っているが、Part D
お勧めします。
桐原正喜 INFO@HOKEN411.COM/(310) 381-9505
には加入していない方（Part B、Part D とも加入すべき時

日本人専用医療診療所

各種健康保険・海外旅行保険

Medicare, Medicaid, Silversummit, Amerigroup,
BCBS (Amerigroup), Galaxy Health Net,
USAMCO, Sierra Health & Life, Sierra Healthcare
options (SHO) HPN Sierra & Sierra Medicaid,
Prime Health, Three Rivers health, Travel
Insurance, Others.

心と体の健康●日本語で受けられる総合診療

日本帰国に必要な
PCR検査・証明書
発行します

H 日本語が話せる医者をお探しですか？ H

クリニックが
移動しました！

LICENSED CLINICAL SOCIAL
WORKER (LCSW) 日本語が話せる
精神カウンセラー募集！
詳細は11ページをご覧ください。

日本で生まれ育ったナースプラクティショナー（APRN) がアメリカ医療の知識と経験を生かし、
プライマリーケア
（総合診療）を行っています。英語に自信がなく気になる症状をどう伝えたらいいのかお悩みの方も、日本語で
安心してご相談下さい。治療方法やお薬の処方など、日本語と英語で医療サービスを受けることが出来ます。

メンタルヘルス・ワークショップのお知らせ

「うつ（全般）」について学べます。不安や落ち込み、食べられない、意欲が湧かない、人間関係がうまく
いかない…など、心の病はいろいろな問題を引き起こします。
メンタルヘルス・ワークショップは、心の病
気にどうやって対処していくのかを学ぶことが出来るクラスです。色んな課題をこなしながら、心を元気に
する知識を得ることができます。週一回、午後６時から８時まで。月曜（英語）、あるいは火曜（日本語）、
１回$50です。定員８名まで。ご質問、お申込みは下記の番号まで、お気軽にお電話ください。

ご予約は、お電話で。

PRIMARY CARE
FUSAE WICKS
APRN, MSN

新住所！

「日本語でご相談下さい！」
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令和３年

日本語専用

702.994.7267

BEHAVIORAL HEALTH

4560 S. Eastern Ave. #15, Las Vegas, NV 89119
Fax

702.623.5995

Las Vegas Japan Times

Eメール

info@nipponclinic.vegas

ウェブサイト

www.nipponclinic.vegas

www.LasVegasJapanTimes.com ウェブサイトでも読める！

MEILAN DAGUMAN
APRN, MSN, AGPCNP-C

「日本語でご相談下さい！」

