スクや市販 薬で対応して い

実際の治療 はせず漫然と マ

のデビ ル三連星（デ ザレッ

ザイザ ルに新薬、通 称悪魔

げの大 野アレグラ、 効果の

づまり成分を 加えたディレ

既にアレグ ラ陣営はに鼻

鼻アラミスト併用。中等度

不便なのでシングレアか点

円で１日２回服用と高くて

ディレグラもいいが２５０

ザレックス。鼻閉の人には

にはビラノア、他の人はデ

食事の時間が規則的な人

可能でザジテンは市販あり。

オンはコ ンタクトした まま

ジオン・ ザジテン。ア レジ

はヒスタグロビン＆ノイロ

では無理、という注射厨に

ルト。とりあえず内服だけ

だったら１年に限りケナコ

康若者男子に限り他が無効

人には鼻レーザー。多忙健

内服なんかやってられない

案。忙 しくて

療法開 始を提

な人に は舌下

以上の 真面目

療方針不可というオチ。

にデビルは採用無く俺の治

を指導。でも実は今の病院

置、漢方薬や生活習慣改善

ない。良い空気清浄機を設

ンタール、ＩＰＤは処方し

薬を中心に適当に処方。イ

を検討。目薬は抗アレルギー

高級薬のゾレアの皮下注射

かり納税している人に限り

トロピン。喘息があり、しっ

レグラ から政権交代 の時を

３月に入りイン フルエン
る事が多い 。「薬は眠く な

クス・ ビラノア・ル パフィ

グラを投入し ており何とか

ている 内服薬戦争は 売り上

のリー ダーも戦々恐 々とし

ている 薬は正しいの か。嵐

は治療するべきか。今もらっ

や治療 を取り上げた 。自分

粉症治 療」として最 新の薬

のくろ だよりでは「 俺の花

迎えよ うとしている 。今回

ザ は若干ピークを 越えたが

ン）が 加わった。２ ０１８

俺の治療方針

遂 に花粉症の季節 が本格的
るし」「どうせ治らないし」

年を制 覇するのは一 体どれ

リザベン は市販でアル ガー

くろだより

に 到来。街にはマ スク女性
と思ってい る方も多い。 ２

ドプレテ クトだが効果 は弱

内服政権 交代

が これまで以上に 溢れてい

鼻閉群を取り 込みたいと気

鼻 を焼き尽くせ！ というス

せば症状も無くなる、焼け、

戦場は鼻だ。戦 場を無く

憎き粘膜を
焼き尽くせ

る。インフルエンザ予防か、 ０１６年冬 から新薬が３ 種

を吐いている。

類発売され 、時代は遂に ア

デビル三連星現る

防的だ。○ ○ロンと言 う名

は他にクラリチン。 く予防的 。インタール も予
運転注意はア レジオン、エ

運転

か、目が離せない。

風 邪ひきさんなの か、花粉
症 対策か。いや、 実はただ
の スッピン隠しか 。３月は
高 橋真麻を代表と するマス

意外とお薦め。

タ ンスからレーザ ーで鼻の

さが売 り。２０１７ 年発売

他は運転禁止だ。

られていない。

粘 膜を焼き尽くす 治療。痛

のルパ フィンは追加 効果で

弱く予防的に 長期使うイン

編集後記

前はステ ロイド点眼で 効果

かつてア レルギー薬は 眠

運転は 不可能だが鼻 には特

タール・リザ ベン（遊離抑

スギ花粉

バステル、タ リオン。その

ク 美人が世間を賑 わせる時

気が少なく 運転しても良 い

に効果 的と参入した 。これ

制薬）、副作 用も効果も弱

み も無く、効果は 数ヶ月。

が効果の弱 いアレグラ、 効

らは全 てアレグラ１ ３０円

いＩＰＤ（サ イトカイン阻

が非常に 強い。他の市 販は

期 だが、実際に花 粉症治療

果強めで運 転出来ないザ イ

より安 い７０～８０ 円。値

害薬）、鼻閉に強いオノン・

食 べま せんか

症 を特集しました 。高校時

箱の効果 を見て買えば 基本

を しっかりと行っ ている人

ザルやアレ ロックがお互 い

段も安 く効果も強く 、他の

花粉エ キスを少しず つ体

他の種類の 内服は効果が

は 少ない。成人の ４割近い

の地位を確 立していた。 ２

多くが ２回服用に対 しデビ

キプレス・シ ングレア（抗

嗅 覚にも全く影響 ないため

人 が花粉症の症状 多少はを

０１６年冬 、デザレック ス

ロイコトリエ ン薬）がある

に注射す るケ ナコル
トは副作 用も あり若

的に

抱 いていると言わ れるが、

とビラノア が登場。ビラ ノ

ルは１ 回で良いため これま

代 痒くて皮膚科で 処方して

善。ヒスタグロビンと同時

での内服薬陣営は悪魔が襲っ

も らった薬が超眠 くなるタ

痒み物質ヒスタミンを ダ

ア空腹時を 避けなくては い

内に取り 込み慣れさせ る免
い健康男 性だ け。効

一 模試も爆睡。偏 差値３０

救急医療とは無 縁の花粉
けないが、 効果も強くア レ

てきたようだと述べている。 が、時代は目 下デビル三連

打ちが○。３週に１度臀部

グラ以上。 わずか１時間 で

イ プ。授業全部寝 て全県統

あなたはどれを選ぶ？。

ている。 数年やれば止 めて

内服 に加えて使い やすい

目薬版のパタ ノール・アレ

良い。点眼薬 は内服成分の

三兄弟は大差 なくどれでも

１つお口にいかが？

る人はミ ンティア代わ りに

以上の人 でコツコツ頑 張れ

完治も２ 割はいる。中 等度

処方することがある私です。

気 を活かして睡眠 薬として

い い思い出ですが 、その眠

ク ソ藪医者！と今 は思える

も５～８年程度効果は続き、 台を取ったことがあります。

のが点 鼻薬。アラミ スト・

てんび三兄弟♪
も１％で運 転も良い。高 木

エリザ ス・ナゾネッ クスの

で良く、長 時間続いて眠 気

OK
美帆のようなオールマイティー

デザレック スは満腹で飲 ん

奈緒のような切れ味を持つ 。

人しか出ず 運転可能。小 平

％の

疫療法。 皮下注射から 時代
果強いが 学会 は非推
奨。喘息 があ れば適
応もあり 得る ゾレア
は９割の 人に 効果が
あり２～ ４週 効果が
続く。３割負担で７千円～
５万超えとＶＩＰ仕様だ。

効果が出現。眠気も

は舌下内 服治療へシフ トし

だがステロイドは売

OK

星に注目している状態だ。

イレクトに中和しに行く 攻
め のヒ スタグ ロビ ンは
皮 下に 数回打 って ３０
００円程度で結構効く。
ウ サギ の耳か ら抽 出し
た ノイ ロトロ ピン 。痛
み 止め のお守 り的 存在
と して 不思議 認定 され
て いる 薬剤が 実は 花粉
症の鼻に効く。週１～３ 回

高橋真麻真骨頂

0.7

新薬三つ巴 悪魔の戦い
の皮下注射で６割の人が 改

注射
禁断のお尻も

平成３０年３月１日
第012 最新の救急医療から家電まで何でも扱うフリーペーパー、そう、君の名はくろだより

