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COPD(慢性閉塞性肺疾患)の新たな吸⼊薬

COPD(慢性閉塞性肺疾患)の新たな吸⼊薬

(LABA＋LAMA)
Efficacy and safety of aclidinium/formoterol versus

 salmeterol/fluticasone: phase 3 COPD study

 以前のブログにも掲載いたしましたが、持続性のβ―刺激薬と抗ムスカリン薬の合剤の吸⼊薬
が、COPDに有効との論⽂がまた載っていましたのでご紹介いたします。

 

 対象は９３３⼈で平均年齢は63.4歳の患者を６か⽉間経過観察しています。
 LABA＋LAMAとステロイド＋LABAを⽐較検討しています。

 

結論的には肺機能の⼀秒量の改善と⾃覚症状の改善は、LABA＋LAMAの⽅が優位でした。その他
の肺機能は同等でした。
⾃覚症状に差があるのに、肺機能ではほぼ同じであったことは意外としています。
ともかくコントロールが不良の場合は、LABA＋LAMAが第⼀選択かもしれません。更に喘息症状
があるACOSの場合は、吸⼊ステロイドを追加するのが賢明としています。
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本院では現在、ウルティブロを採⽤しています。

COPD.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..
潜在性結核感染症
急性細気管⽀炎

posted by 斎賀⼀ at 20:57| Comment(0) | 喘息・呼吸器・アレルギー

この記事へのコメント

0

いいね︕

http://saigaiin.sblo.jp/article/189683437.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189564482.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189493535.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189490648.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/article/189315699.html#comment
http://saigaiin.sblo.jp/category/4165306-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4159500-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4161765-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4161623-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4162227-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4159499-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4137021-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4166414-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4194139-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4320602-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4214957-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4165994-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4287988-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4322792-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4203558-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4230919-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4178287-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4204714-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4056563-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4248452-1.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/176602868.html#bbutton
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/176602868.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%AE%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E5%90%B8%E5%85%A5%E8%96%AC&url=http%3A%2F%2Fsaigaiin.sblo.jp%2Farticle%2F176602868.html
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/COPD.pdf
http://saigaiin.sblo.jp/article/189584555.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189556381.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189554067.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189210328.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/188837277.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4159499-1.html


2022年07⽉(10)
 2022年06⽉(15)
 2022年05⽉(15)
 2022年04⽉(14)
 2022年03⽉(15)
 2022年02⽉(14)
 2022年01⽉(16)
 2021年12⽉(14)
 2021年11⽉(17)
 2021年10⽉(17)
 2021年09⽉(13)
 2021年08⽉(16)
 2021年07⽉(12)
 2021年06⽉(16)
 2021年05⽉(16)
 2021年04⽉(14)
 2021年03⽉(18)
 2021年02⽉(19)
 2021年01⽉(16)
 2020年12⽉(17)
 2020年11⽉(15)
 2020年10⽉(17)
 2020年09⽉(19)
 2020年08⽉(14)
 2020年07⽉(17)
 2020年06⽉(14)
 2020年05⽉(21)
 2020年04⽉(18)
 2020年03⽉(18)
 2020年02⽉(18)
 2020年01⽉(19)
 2019年12⽉(14)
 2019年11⽉(15)

2019年10⽉(18)
 2019年09⽉(18)
 2019年08⽉(14)
 2019年07⽉(14)
 2019年06⽉(16)
 2019年05⽉(14)
 2019年04⽉(18)
 2019年03⽉(19)
 2019年02⽉(19)

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


 
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

 

http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201811-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201810-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201809-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201808-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201807-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201806-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/index.rdf
http://saigaiin.sblo.jp/index20.rdf

