
検索ボックス

 検索

<<  2022年08⽉ >>

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31    

最近の記事

(08/17)4回⽬のブスター接種・イ
スラエルからの報告（遅ればせな
がら） 
(08/12)駆出率の保たれている⼼
不全には塩分制限は、ほどほどに
(08/10)コロナとインフルワクチ
ンの同時接種での副反応、ファイ
ザー製vs.モデルナ製

 (08/10)⽇本感染症学会よりイン
フルエンザ対策の提⾔
(08/09)運動は週末だけでもよい

 

最近のコメント

ネット情報・8⽉5⽇ by (08/06)
 オミクロン株の変異の猛威 by

(07/21)
 オミクロン株でクループ症候群は

起きるのです。 その2 by
(06/06)

 糖尿病治療薬GLP-1作動薬と胆嚢
疾患 by (04/26)

 4回⽬の接種・イスラエルからの２
つの報告 by (04/26)

 

タグクラウド

カテゴリ

⼩児科(223)
 循環器(249)
 消化器・ＰＰＩ(148)

 感染症・衛⽣(281)
 糖尿病(128)

 喘息・呼吸器・アレルギー(100)
 インフルエンザ(106)

 肝臓・肝炎(62)
 薬・抗⽣剤・サプリメント・栄養

指導(51)

<< ⾆圧⼦とK-ポイント | TOP | ⼦どもの事故・窒息死 >>

2019年12⽉14⽇

抗インフルエンザ薬の使い分け

抗インフルエンザ薬の使い分け
        ＜業務連絡⽤＞

  

         
  今シーズンは、インフルエンザ治療薬が多種類上市されておりメリットも多い反⾯、使い⽅に

思案して
しまいます。

・基本的にはタミフル
 安定した⾎中濃度が期待され、⼜10代の使⽤制限が2018年に削除されたため、現在では新⽣児
から
 ⾼齢者まで使⽤出来ます。

・イナビル吸⼊剤は
 ⻑時間にわたり気管や肺に停留して抗ウイルス効果を発揮するため、⼀回投与で完結します。
 ⼀昨年からは予防投与も認可されています。
 ⼜、本年度からコンプレッサーを⽤いた乳幼児向けの製剤も上市されました。

・ゾフルーザは
 ⾼率にウイルスのアミノ酸変異を⽣じる事により懸念されていますが、その影響に対しては未
だ明らか
 ではありません。しかし抗ウイルス作⽤に優れ、早期より周囲への感染性を低下させる事も期
待されて
 います。
 他のノイラミニダーゼ阻害薬との併⽤に関しては期待されますが、⼗分なエビデンスは未だあ
りません。 

  （と⾔う事は、もしかして︖）

斎賀医院壁新聞
⽂献情報と医院案内 斎賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください
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◆参考⽂献
 抗インフルエンザ薬の使い分け  ︔ 浦上宗治  Medical Practice v.36 n.12. 2019

私⾒）
 最近、⾞の番組である著名⼈が⾔っていました。
 「初代のマツダロードスターに⽐べたら、今度のはしっくりいかないんですよ。初代を越して
いないと
 思いますね。」
 しかし、ちょっと思ったんです。この新型ロードスターにどれだけの開発努⼒を関係者はした
んだろう
 かと。
 世界の⽥崎が⾔っています。「このワインは⾼級だが、あちらはだめだと⾔う⼈は、⼈に対し
てもそう
 いった⾒⽅をするんじゃないかと思うんですよ。」

 事は⼈の健康に影響する薬です。厳格な専⾨家の評価が必要です。しかし専⾨家と⾔えども
軽々に
 評価を下すべきではないと思います。
 抗インフルエンザ薬にはそれなりの特徴があります。⽇経メディカル総説の河合直樹⽒のレポ
ートは
 参考になります。下記のPDFで掲載します。職員の皆さん、シーズン到来で勉強しましょう。
 （本ブログの写真のロードスターに免許返納の前に購⼊して、九⼗九⾥海岸を⼀⼈でゆったり
と⾛りたい
 です。本当はその気になれば、もっとぶっ⾶ばせるんだぞと思いながら．．．。）

⼩児 インフ 治療薬.pdf

イナビル.pdf
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