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インフルエンザ新薬のゾフルーザ

インフルエンザ新薬のゾフルーザ

Baloxavir Marboxil for Uncomplicated Influenza
 in Adults and Adolescents

 n engl j med 379;10 nejm.org September 6, 2018

         
 

 本年当初より新薬のゾフルーザが上市され、注⽬されています。
今回、雑誌NEJMより12~64歳の合併症のないインフルエンザ以外は、健康な外来患者を対象に

 新薬のゾフルーザを⽤いた⽐較試験の報告が載っていました。

 纏めてみますと、

 １） ゾフルーザ群は体重に基づく⽤量（40 mg または 80 mg）の単回投与としました。
     タミフル群の⽤量は、75 mg を 1 ⽇ 2 回、5 ⽇間です。

     それと、コントロール群を⽐較しています。
    主要転帰は、インフルエンザ症状緩和までの時間としています。

 ２） 第 3 相試験の 1,064 例では、罹病期間の中央値は、ゾフルーザ群で53.7 時間
     であったのに対し、プラセボ群では 80.2 時間であった。

     罹病期間は、ゾフルーザ群とタミフル群とで同程度であった。
    しかし、ウイルス量を調べると、ゾフルーザはプラセボ群やタミフルと⽐較して、
    レジメン開始後 1 ⽇の時点におけるウイルス量のより⼤きな減少をしていた。

 

 ３） 副作⽤はゾフルーザ群では20.7%に対して、タミフル群では24.8%と明らかに低下して
いた。
    ゾフルーザに対する感受性低下をもたらす変異の出現（薬剤耐性）は、第 2 相試験と

     第 3 相試験のそれぞれで、ゾフルーザ投与例の 2.2%と 9.7%で認められた。
 

 ４） ⽇本とアメリカで研究がされましたが、同様の結果でした。
    ゾフルーザはタミフルやコントロールよりも優れており、副作⽤も低下していました。
    しかも⼀⽇⼀回の服⽤でウイルス量が減少しているとの事で、ウイルスの伝播による流
⾏を
    より防げることが期待できます。
    ウイルス量の減少は、ゾフルーザの⽅がタミフルより早期ですが、症状の緩和は同程度
でした。
    その因果関係は不明とのことです。

 ５） 尚、投与時期に関してはタミフルと同様に、発症24時間以内が最も効果的でした。
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私⾒）
 下記のPDFに結果のグラフを掲載します。
 ゾフルーザに関してのNEJMの編集者からのコメントが有⽤でした。

 （昨⽇よりのwowowの申し込みにイラついていて職員の皆さん、
  多⼤なご迷惑をおかけしました。ただいま漸く⾒られるようになりました。
  なおみの⾔葉を借りて⼀⾔「キョウ ワタシガンバッタヨ」）

プレゼンテーション1.pdf

ゾフルーザ.pdf

【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 16:41| Comment(2) | インフルエンザ

この記事へのコメント

⼤坂なおみの名字の⼤坂は、芸名︖なのかと思っていたら...

祖⽗が根室漁業組合⻑で、⼤坂さんて⽅で、この前テレビに出てて、⺟の名字が⼤坂さんだったん
ですね...(^o^;)

この前の対戦相⼿の⽅が、なおみのコ―チが試合中に助⾔しただかで、イラついてラケットを叩き
壊しちゃってましたよね...(*_*)

うちは、WOWOWに⼊ってないから次は観れないです(>_<)

私からも⼀⾔

センセイ、ワタシモ マイニチ ガンバッテルヨ...

Posted by at 2018年09⽉09⽇ 09:22

コメントを夜⼊れようとして寝てしまい、朝続きを⼊れたので内容がおかしくなってしまいまし
た、すみません(*_*)

⼤坂なおみ選⼿、凄いですよね...

Posted by at 2018年09⽉10⽇ 08:19
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いいね︕
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