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インフルエンザ治療薬・ゾフルーザの逆⾵

インフルエンザ治療薬・ゾフルーザの逆⾵
          <ツイッター版>

 

 様々なサイトで、インフルエンザの治療薬、ゾフルーザに対する逆⾵が散⾒されます。
まとめて下記に掲載します。

 “ 快速に乗る前には⾏く先を確認し、事前にグリーン券を登録して週刊誌を買って最後に肝⼼
のトイレ
   を済ませて乗⾞します。乗ったら途中下⾞は出来ません。それが開業医と⾔うものです。”

 

今シーズンは本院でのインフルエンザに関する治療⽅針は、下記のままに突き進みます。

・タミフル
  ⼀番オーソドックス、適応年齢は⽣後直ぐから⾼齢者まで可能
  １０代も処⽅できるが、念のため以前と同様に保護者に承諾者を書いてもらう。
  妊婦にはタミフルを推奨、投与時期は発症早期が最適だが、発症後期でも処⽅可能

・ゾフルーザ
  発症の２⽇以内が原則 （発熱後２⽇以内とも解釈する）
  錠剤が服⽤できる年齢から処⽅する（ ⼩学⽣３〜４年⽣から）

・リレンザ
  発症初期が原則、妊婦の予防投与（１０⽇間）に最適

・イナビル
  発症初期が原則
  妊婦以外の予防投与（２⽇間）、その後発症したら直ぐにタミフルに変更

1 ゾフルーザ.pdf
 

2 ゾフルーザ耐性.pdf
 

3 ゾフルーザ⼩児.pdf
 

4 タミフルDS.pdf
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【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 20:11| Comment(1) | インフルエンザ

この記事へのコメント

先⽣、チョコは17℃以下の常温保存で、冷蔵庫に⼊れない⽅がいいとお店の⼈が⾔ってました。
チョコが汗をかいてしまうみたいです。

『ようれいぞう』を『ようれんきん』先⽣ならではの、さすがの変換ですね〜

⾯⽩すぎてその後何を⾔ったか、記憶がないです(^o^)

Posted by at 2019年02⽉07⽇ 08:16
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いいね︕
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