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ゾフルーザは季節性インフルエンザ治療に使うべきではない 菅⾕憲夫⽒の提⾔

 
ゾフルーザは季節性インフルエンザ治療に使うべきではない 菅⾕憲夫⽒の提⾔

 

   
 

 以前より、インフルエンザにおけるオピニオンリーダの菅⾕憲夫⽒がゾフルーザに関して懸念
を表明していましたが、今回雑誌⼩児科に同⽒の提⾔が載っていましたので纏めてみます。

１） 最近になって、ゾフルーザの耐性ウイルスが問題となってきたが、実際には治験時から⾼
率に耐性が
   発⽣することは明らかであった。
   治験の成績で、成⼈ではA⾹港型（H3N2）  インフルエンザに対して9.7%（36/370）

    H1Nlpclm09に対して2.2% （4/182）   ⼩児ではA⾹港型で23.4% （18/77）
    に耐性ウイルスが検出された。

２） 耐性が出た患者では、罹患期間が延⻑することが治験で証明されている。
   成⼈では耐性がない患者での罹患期間は49.6時間で、耐性が出ると63.l時間まで延⻑する
が、
   プラセボ患者群の80.2時間と⽐べると短縮していた。

 

３） 実際、ゾフルーザ治療歴のない患者数例から138T 耐性ウイルスが検出され、耐性ウイルス
が
   周囲から感染発病したと考えられた。

４） 重⼤な副作⽤はみられないとされてきたが最近になり出⾎が報告され、厚⽣労働省による
とゾフ
   ルーザを飲んだ後、⾎便や⾎尿など出⾎がみられた症例が計25例あり、このうち13例は因
果関係
   を否定できなかった。

５） ゾフルーザの利点としては （存在価値）
   欧⽶では発症してから4~5⽇⽬以降の重症例の⼊院が多く、その時点から開始するオセル
タミピル
   治療は⼗分な効果が期待できなかった。
   季節性インフルエンザの重症例には、ゾフルーザとオセルタミピル併⽤の有効性が期待さ
れている。
   オセルタミピルはゾフルーザの138T 耐性変異ウイルスに有効であり、⼀⽅のゾフルーザは
オセル
   タミピル耐性ウイルスに有効なので、併⽤することにより双⽅の耐性を抑えることが可能
であり相乗
   効果も期待されている。
   現在ロシュ社が中⼼となり世界的に併⽤療法の治験が進⾏中で、オセルタミピルの連⽇投
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与とゾフ
   ルーザの4⽇ごとの投与、オセルタミピルの連⽇投与とプラセボ4⽇ごとの投与群での臨床
効果が
   ⽐較検討されている。  
   （以上すべてコピペ）

私⾒）
 ⽣来、未練がましい私としましては、ゾフルーザを特定の患者さんに今シーズンも投与してい
ました。
 以前のブログでも紹介しましたが、基礎疾患のある成⼈の⽅や、喘息や肺炎を合併している場
合で短期
 での勝負をしたい時に先ずゾフルーザを処⽅して、翌⽇好転が⾒込まれないと判断したら電話
診療にて
 タミフルを追加処⽅する考えでした。
 運よく本院では、ゾフルーザ処⽅の患者さんは全て順調な回復であったようです。
 今後も実地医家では、最初より併⽤療法は難しいと思いますので上記の⽅針で参ろうと存じま
すが︖
 

【インフルエンザの最新記事】
今季のインフルエンザワクチンの推奨
インフルエンザ流⾏状況・12⽉27⽇現在..
⼩児におけるインフルエンザと新型コロナ
今季のインフルエンザ・ガイドライン
インフルエンザの迅速診断は家庭でも可能

posted by 斎賀⼀ at 18:52| Comment(0) | インフルエンザ
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