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COPD(慢性閉塞性肺疾患)に対する吸⼊薬（レルべア）の効果

COPD(慢性閉塞性肺疾患)に対する吸⼊薬（レルべア）の効果
 

Effectiveness of Fluticasone Furoate–Vilanterol for COPD in Clinical Practice
This article was published on September 4,2016, at NEJM.org

 
  

 

 今までにも、COPDに対する吸⼊療法の研究は報告されており、その有⽤性が証明されていまし
たが、その殆どが厳格な基準と管理の基でされており、実際の臨床現場からは若⼲かけ離れたも
のであったようです。
 今回の英国からの報告では、⼀般的な管理下（やや厳格でない）での調査を⾏っています。従
って、我々実地医家には有⽤のようです。

 対象は４０歳以上の過去１年間で１回以上のCOPDの急性増悪の既往のある患者です。
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オミクロン株の変異の猛威 by
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 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
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 4回⽬の接種・イスラエルからの２
つの報告 by (04/26)

 モデルナワクチンのブスター効
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2,799⼈をレルベア（持続性β刺激薬のLABA＋ステロイドの合剤で⼀⽇⼀回の吸⼊薬）と、通常
の治療とに割り振りました。ここで⾔う通常の治療とは、従来の持続的気管⽀拡張薬（LABAと
LABA）とステロイドの吸⼊療法を指します。LAMAは引き続き併⽤しても構わないとしていま
す。（詳しくは表のサブグループを参照ください）
喫煙と呼吸機能検査は勘案していません。
３年間の経過観察をしています。

 結論的に述べますと、レルベアの使⽤の⽅が8.4%の増悪の低下に繋がり副反応も通常の治療と
同程度でした。

私⾒）
 レルベアは⼀⽇⼀回の吸⼊で、有効率も通常より良いようですので、⾼齢者に多いCOPDには適
するかと思いました。
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喘息治療薬についてご教⽰ください.pdf

⼩児気管⽀喘息治療の最新情報.pdf

喘息のくすり⼀覧.pdf

【喘息・呼吸器・アレルギーの最新記事】
雷⾬は喘息発作を誘発する
喘息のレスキューにアルブテノール+ブデソ..
喘息のレスキューにアルブテノール＋ブデソ..

0

いいね︕

http://saigaiin.sblo.jp/archives/202207-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202206-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202205-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202204-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202203-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202202-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202201-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202112-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202111-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202110-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202109-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202108-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202107-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202106-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202105-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202104-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202103-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202102-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202101-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202012-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202011-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202010-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202009-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202008-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202007-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202006-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202005-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202004-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/176798757.html#bbutton
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/176798757.html#bbutton
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fsaigaiin.sblo.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=COPD(%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%96%89%E5%A1%9E%E6%80%A7%E8%82%BA%E7%96%BE%E6%82%A3)%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%90%B8%E5%85%A5%E8%96%AC%EF%BC%88%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%81%B9%E3%82%A2%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C&url=http%3A%2F%2Fsaigaiin.sblo.jp%2Farticle%2F176798757.html
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/0908-3.PNG
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/E59698E681AFE6B2BBE79982E896ACE381ABE381A4E38184E381A6E38194E69599E7A4BAE3818FE381A0E38195E38184.pdf
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/E5B08FE58590E6B097E7AEA1E694AFE59698E681AFE6B2BBE79982E381AEE69C80E696B0E68385E5A0B1.pdf
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/E59698E681AFE381AEE3818FE38199E3828AE4B880E8A6A7.pdf
http://saigaiin.sblo.jp/article/189584555.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189556381.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189554067.html


 
2019年01⽉(15)
2018年12⽉(16)

 2018年11⽉(20)
 2018年10⽉(20)
 2018年09⽉(18)
 2018年08⽉(24)
 2018年07⽉(18)
 2018年06⽉(18)
 以降はカテゴリーで検索してくだ

さい。

RDF Site Summary
 RSS 2.0

 

潜在性結核感染症
急性細気管⽀炎
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