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吸⼊療法の仕⽅の間違い

吸⼊療法の仕⽅の間違い

 

    
 

 喘息や慢性閉塞性肺疾患（COPD）には吸⼊療法が有効です。
 そのため、⾊々なメーカーから、多種類の製品（デバイス）が発売になっています。

其々に特徴があり使⽤⽅法も異なります。

 吸⼊療法が効かない場合は、まずその使⽤⽅法に間違いがないかをチェックする必要がありま
す。
それについての記事が掲載されておりました。
今後も本院スタッフと協⼒して、指導に注意して参ります。

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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【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 20:42| Comment(0) | 喘息・呼吸器・アレルギー
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