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まとめ 

COVID-19でのイベルメクチンの使用に関する既存の証拠が見直されています。地方レベルで扱われた症例の報告も行われます。

ジャーナルAntiviral Researchに最近発表された研究は、世界中の169の病院から参加者を獲得しました。この研究には、イベルメ

クチンで治療された多数の患者が含まれています：704および対応する704の対照。研究結果は、患者の死亡率がイベルメクチンを

使用した患者は、イベルメクチンを使用しなかった患者と比較して6.1倍低かった（1.4対8.5％、p <0.0001）。 

彼の側では、ドミニカ共和国で、呼吸器科医J.タバレスは、イベルメクチンの247人の患者を治療しており、すべての症例で好まし

い反応を示しており、致命的な症例は報告していません。 

同様に、地方レベルでは、これまでに文書化された症例は多くありませんが、致死率は0％であり、イベルメクチンで治療された症

例の100％で改善が見られます。治療開始から48時間以内の病気と発熱の解消。 

局所治療を受けた患者の経験に基づいて作成された重症度と治療への反応に応じて、新しい治療計画が提示されます。 

最後の部分では、イベルメクチンの使用によるリスクとメリットの評価が行われ、その使用には実質的にリスクがないため、COVI

D-19の最初の治療方針に含めることを正式に推奨するという結論が出されます。 

最後に、推奨事項は主に全国の保健機関での供給に関連して与えられます。 

現在のCOVID-19パンデミックに直面して、毎日与えられる科学的証

拠と臨床経験を広めることが必要であり、これらに基づいて、治療

計画と治療計画を更新する必要があります。 

COVID-19の治療計画 

COVID-の場合の剖検結果

19は、びまん性肺胞損傷（DAD）と硝子膜が肺胞で発生することを

示しています。これらはどちらも重症急性呼吸器症候群（SARS）

の特徴的な所見ですが、次のような高度および微小血栓症も証明さ

れています。肺血栓塞栓症、SARS Cov-1症例の病理解剖学研究で発

見されたものと比較。これにより、SARS Cov感染の病態生理学的

病期をよりよく理解することができました。

2、3つの主要なアクションラインを備えた治療計画を確立する（表

1）。 

表1. COVID-19の治療計画 

治療計画の作用線 

1） 負荷とウイルス複製を削減 1） 負荷とウイルス複製を削減 

2） 超凝固性を低下させ、 2） 超凝固性を低下させ、 

トロンボフィリア。 

3） 自己免疫とSIRSを減らします。 3） 自己免疫とSIRSを減らします。 

COVID19の最初の治療方針は、ウイルス量と複製を減らすことを目

的としており、このレベルでは早期治療が非常に重要です。今日ま

での証拠は、さまざまな治療法の選択肢に言及しています。この文

書では、致死率の低下と機械的換気（MV）の必要性を低減するため

に得られると推定される重要な影響のため、イベルメクチンを扱い

ます。
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イベルメクチンの使用の背景と安全性

イベルメクチンはFDA承認の必須薬としてWHOが検討した駆虫薬で

す 米国から、そしてほぼ40年間世界中の人間に広く使用されています 米国から、そしてほぼ40年間世界中の人間に広く使用されていま

す。2008年までに、アフリカ、ラテンアメリカ、イエメンの2億6千

万人以上に20億錠近くが投与され、オンコセルカ症は根絶され、20

09年にWHOは人類の勝利と見なされました。逆境に直面して。した

がって、それは人間での使用が広く知られている薬であり、実験薬

ではなく、特許がなく、簡単に入手でき、安全性が高く、通常の20

0 mcgの用量で十分に許容されます。通常の2倍の用量で投与された

場合でも、体重1キロあたり、関連する副作用は報告されていません

（1,2,3）。要するに、それはf この薬はすでにその使用経験が豊富で（1,2,3）。要するに、それはf この薬はすでにその使用経験が豊富で

、何百万回もの治療で毒性が報告されておらず、通常の投与量をは

るかに超える投与量でも安全に投与できます（1-6）。 

イベルメクチンの抗ウイルス活性 

いくつかの研究は、イベルメクチンが広い範囲の抗ウイルス活性を持

っていることを示しています、それはインビトロでデング熱（7,8）

とHIV1（8）に対して効果があることが発見されました。発表された

研究によると、イベルメクチンは、ウイルスタンパク質負荷の核輸送

に関与する、事前形成されたIMPα/β1ヘテロダイマーを解離させるこ

とができます（8）。ウイルスタンパク質の核輸送は、複製サイクル

および宿主の抗ウイルス応答の阻害に不可欠であるため、核輸送プロ

セスに作用することは、RNAウイルスに対する実行可能な治療アプロ

ーチである可能性があります（8、10、11 ）。

SARS COV-2のウイルス複製とイベルメクチンの減少

COVID-19に対するイベルメクチンの効果に関する最初の研究は、生

物医学発見研究所（BDI）のカイリーワグスタッフが主導しています

。 の 

オーストラリア、メルボルンのモナッシュ大学（12）。この研究は

、2020年4月3日のジャーナルAntiviral Researchでオンラインで利用

可能です。それは、細胞培養においてインビトロで実施されてきた

。SARS-CoV-2感染の2時間後にイベルメクチンを5 mM単回投与す

ると、ウイルスRNAは24時間後に93％、48時間後に99.8％減少した

。これは、48時間でコロナウイルスRNAが約5,000倍減少すること

に相当します。72時間後、それ以上の減少は観察されなかった。イ

ベルメクチン処理のIC50は、これらの条件下で約2 mMと決定され、

著者らは、評価されたどの濃度でも毒性は観察されなかったと報告

している。著者 彼らは、イベルメクチンがすでにFDAによるヒトへしている。著者 彼らは、イベルメクチンがすでにFDAによるヒトへ

の使用が承認されているため、罹患した集団の治療に広く使用でき

ると述べています。 

COVID-19でのイベルメクチンの使用に関する最初の公表された研究

は、世界中で704のケースを含みます 

COVID-19患者におけるイベルメクチンの使用に関する最初に発表さ

れた研究は、「COVID-19疾患におけるイベルメクチンの有用性

」（14、15）と題され、2020年4月19日からオンラインで公開され

ています。有名な国際ジャーナルAntiviral Researchのウェブサイト

。これは、1月1日から3月31日までにCOVID-19と診断された患者に

ついて前向きに収集されたデータを使用する国際的な多施設観察研

究です。

2020。 

収集したデータに関するFDAの要件を満たすヘルスケア成果の国際

的な未確認の多機関データベースが使用されました。患者は、PCR

検査で確認されたCOVID-19と診断された入院患者に相当します。

世界中の169の病院から参加者を集めたこの研究には、イベルメクチ

ンで治療されたCOVID-19患者704とそれに対応する704の対照が多

数含まれています。イベルメクチンで治療された704のうち、64.1％

は北米の病院、17.0％はヨーロッパ、8.7％はアジア、

アフリカは5.1％、南米は5.0％、オーストラリアは0.1％です。704

コントロールを取得するには、

イベルメクチンで治療されなかった68,230人の入院患者。ペアリン

グは、年齢、性別、人種、または民族、併存症、および疾患重症度

スコア（SOFA）に一致するように行われました。平均年齢は

53.7年（+/- 17年）。 

投与された平均イベルメクチン患者は、1回の投与で150 mcg / Kgで

した。 

研究の結果は、MVを必要とする患者では、イベルメクチン群の患者

の致死率は有意に低く（7.3％対21.3％）、イベルメクチン群の患者

では一般的な致死率が低かった（1.4対8.5％、 p <0.0001）。 では一般的な致死率が低かった（1.4対8.5％、 p <0.0001）。 

この最初の研究の結果は、 致死率は、イベルメクチンを使用しなかこの最初の研究の結果は、 致死率は、イベルメクチンを使用しなか

った患者と比較して6.1倍低くなりました（1.4対8.5％）。これは一

般的な致死率の観点からです。MVを必要とした人のみの致死率の分

析では、致死率は2.9倍に減少しました（7.3％対21.3％）。
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病気の進行した段階。これらの結果は150 mcg / kgの平均線量で得

られたものであり、通常の線量200 mcg / kgを下回っていることに

も留意してください。

担当医師の肺炎専門医によりイベルメクチンで治療されたコビッド

-19の247例の報告 ドミニカ

2020年4月18日以来、約30年のプロの経験を持っているプエルトプ

ラタ市のジョニータバレスチャプレン、ドミニカ共和国の肺炎専門

医は、彼がうまく使用していたと述べたメディアへのインタビュー

を行いましたCOVID-19の患者を治療するためのイベルメクチン（1

5,16）。彼は、彼が行う治療は、1日2錠の6 mg錠（12 mgのイベル

メクチン）を2日間投与することであると説明しました（これは、1

日あたり150〜200 mcgの用量に相当します）。また、80キロを超え

る人の投与量は、1日あたり6 mg（18 mg）の錠剤3錠で、2日間です

（これは、1日あたりの投与量が1キロあたり150から225 mcgに相当

します）（16）。

医師は、病気の最初のフェーズから与えられたイベルメクチンは非

常に効果的であり、ほとんどの場合、24時間前に症状がなく、結果

は非常に良いと述べています。彼はまた、50％を超える肺病変を伴

う症例でさえ、治療に非常によく反応したとコメントしました。治

療を受けた患者の誰も合併症を起こしていません。致命的なケース

は明らかになっていないため、死亡率は0％になります。副作用は最

小限であり、最も頻繁に見られたのは吐き気と胃の不快感で、1人の

患者にはじんましんがありました。

医師は、2020年4月28日の時点で247人の患者がイベルメクチンで治

療されていることを示しており（17）、すべて良好な結果が得られ

ています。247例のうち、100例以上はイベルメクチンのみを受けて

おり、残りのケースでは最初にヒドロキシクロロキンを受け取りま

した。これは、この薬剤が市内で枯渇したために中止されたことを

示し、これもイベルメクチン。彼らは現在、遡及調査のための情報

調査を行っています。治療された症例のフォローアップでは、複雑

な状態に戻ったものはなく、明らかに健康です。

研究の開発 

Clinicaltrials.gov Webサイト（18）は、臨床研究のデータベースです

。20.04.30の時点で、患者の募集を希望するイベルメクチンを含む

4つの研究があります。1つ目は、ヒドロキシクロロキンとイベルメ

クチンを組み合わせる二重盲検試験で、2つ目と3つ目はニタゾキサ

ミドとイベルメクチンを組み合わせる試験、4つ目は、COVID-19に

対するさまざまな薬物の実際の研究36です。

地方レベルでは、COVID-19感染患者の第一選択治療として、ヒドロキシクロロキンに対

するイベルメクチンの有効性と安全性を評価するための研究を実施するための研究プロト

コルが作成されました。研究はエドガルド・レバリアーティ・マルティンス・デ・エスサ

ルド国立病院で行われると述べられている（19）。この研究で使用される用量について、

軽度の場合、空腹時の体重1 kgあたり300 mcgの単回投与を考慮し、中程度の場合、24時

間ごとに空腹時の体重1 kgあたり300 mcgの2用量を考慮します。一方、アルゼンチンのメ

ディアアウトレットのウェブサイトでは、「研究者はCOVID 19の治療のために特定の薬

を宣伝しています」というニュースが発表されています（20）、その内容は、医師のグル

ープによってアルゼンチンの病院で行われる研究を示しています。そのスキームでは、中

程度のケースでは、確立された用量は、1回の用量で経口投与されるキログラムあたり24

 mgまたは400 mcgです。重症の場合、適応症は24mgを与えることです。経鼻胃管を介し

て。軽度の場合は、キロあたり200 mcgの線量が残ります。最後に、バイオテクノロジー

企業MedinCellは、以前はマラリアに対して使用するための長時間作用型の注射可能なイベ

ルメクチンの開発に取り組んできました。彼らはそれが長い間使用され、望ましくない影

響がほとんどない既知の薬物であることを指摘しています。現在、SARS CoV-2に対する

その潜在的な有効性を調査することが会社の関心事です（21）。確立された用量は、1回

の用量で経口投与されるキログラムあたり24 mgまたは400 mcgです。重症の場合、適応

症は24mgを与えることです。経鼻胃管経由。軽度の場合は、キロあたり200 mcgの線量が

残ります。最後に、バイオテクノロジー企業MedinCellは、マラリアに対して使用するため

の長時間作用型の注射可能なイベルメクチンの開発に取り組んでいます。彼らはそれが既

知の薬物であり、長期間使用されており、望ましくない影響がほとんどないことを指摘し

ています。現在、SARS CoV-2に対するその潜在的な有効性を調査することが会社の利益

になっています（21）。確立された用量は、1回の投与で経口投与されるキログラムあた

り24 mgまたは400 mcgです。重症の場合、適応症は24mgを与えることです。経鼻胃管経

由。軽度の場合は、キロあたり200 mcgの線量が残ります。最後に、バイオテクノロジー

企業MedinCellは、以前はマラリアに対して使用するための長時間作用型の注射可能なイベ

ルメクチンの開発に取り組んできました。彼らはそれが既知の薬であり、長い間使用され

ており、望ましくない影響がほとんどないことを指摘しています。現在、SARS CoV-2に

対するその潜在的な有効性を調査することが会社の関心事です（21）。バイオテクノロジ

ー企業MedinCellは、マラリアに対する使用のための長時間作用型の注射可能なイベルメクチンの開発に取り組んできました。彼らはそれが長い間使用され、望ましくない影響がほとんどない既知の薬物であることを指摘しています。現在、SARS CoV-2に対するその潜在的な有効性を調査することが会社の関心事です（21）。バイオテクノロジー企業MedinCellは、以前はマラリアに対して使用するための長時間作用型の注射可能なイベルメクチンの開発に取り組んできました。彼らはそれが既知の薬であり、長い間使用されており、望ましくない影響がほとんどないと指摘しています。現在、SARS CoV-2に対するその潜在的な有効性を調査することが会社の利益になっています（21）。

イベルメクチン治療の最初のスキームの準備 

リマ市の地方レベルでは、一部の医師が2020年4月中旬から個別に

イベルメクチン治療を開始しました。言及された研究と経験に基づ

いて、医師のグループは学部の推進83を卒業しましたUNMSMのサ

ンフェルナンド医学は、すべて27年以上の専門的経験を持ち、イベ

ルメクチンの使用の安全性をレビューしています。大きな悪影響は

報告されておらず、これらはまれで軽度であることが合意されまし

た。胃の不調または痛み、めまい、吐き気、かすみ目、下痢、食欲

低下の存在がより頻繁に報告されます。次に、COVID-19の最初のイ

ベルメクチン処理スキームが準備されました（表2を参照）。

このスキームは、UNMSMの医学部卒業生のグループ内およびグル

ープ外の両方に配布された、COVID-19の治療計画と潜在的な治療法

を説明する幅広い表に含まれていました。治療された症例の経験と

イベルメクチンの使用における安全性の向上に基づいて、治療計画

の表が更新され、病院で共有されました。
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さらに多くの医師とテレサダ、ここでイベルメクチン治療スキーム

が含まれています。これまでに、国内のいくつかのMINSA、EsSal

ud、私立病院、および医療施設、ならびに個々の診療における医師

が、COVID-19に対する治療アクションの最初のラインでイベルメク

チンの使用を開始しました。

表2. COVID-19に対するイベルメクチンの最初の高度な治療スキーム 

（04-22-20のバージョン） 

COVID-19のIVERMECTINプレゼンテーション： 

6mg / mlボトル。 

一般的な投与量： キロ重量あたり1滴。 一般的な投与量： キロ重量あたり1滴。 

1日1回、2日間。 

プレゼンテーション： 6mgタブレット。 

大人の線量：2つのタブ。2日間毎日。

重さが80〜110 Kgの場合：3つのタブを用意します。毎日x 2日。重量が110

 Kgを超える場合：4つのタブを用意します。毎日x 2日。ジュースと一緒に服用

しないでください（効果が低下します）。1人で服用してからコップ1杯の水を服

用することをお勧めします。食品と一緒に服用せず、食品から少なくとも2時間

離してください（前後）。

胃炎、胃の不快感、吐き気、またはその他の経口不耐症のその他の理由

がある場合は、分割した用量を2時間に分けて、3時間の差をつけてくだ

さい。これにより、副作用（より頻繁には胃腸）が引き起こす可能性の

ある副作用が軽減されます。ウイルス負荷がより高く、持続性である重

症およびクリティカルケースでは、2回目の投与後にほとんど改善

がない場合、症状および肺疾患の明白な兆候がなくなるまで、追加の1

日量を与えることが推奨されます、呼吸困難、X線撮影または病理学的

超音波など。

私たちの国では、最も利用可能なプレゼンテーションは6mg / mlボ

トルです。このプレゼンテーションは、30滴が1ミリリットルに相

当することを示しています。これは、20滴と1ミリリットルとの差

であり、通常、滴で投与される他の薬剤で処理されます。

各滴には200 mcgが含まれ、30滴は6 mgのイベルメクチンに相当します

。これらの同等性は、スキームで示されているものよりも低いまたは高

い線量を与えないように、明確にすることが重要です。

考慮すべきもう1つの状況は、ボトルに示されている内容に応じて、

合計150滴になるはずですが、実際には130から150滴の範囲です。

 

150滴を超えないようにすることで、患者の体重が74 kgを超える場

合、1本のボトルでは2回目の投与を完了するのに十分ではありませ

んが、リスク要因のない軽度または中程度のケースであり、その進

化がない場合不利です。1回目の投与で改善が有意である可能性が非

常に高いため、2回目の投与は1回目の投与よりも滴数が少ない可能

性があります（ボトルの残りは何でも）。

オレンジジュースがイベルメクチンの経口バイオアベイラビリティ

を低下させることが確認されていることを知ることが重要です（22

）。したがって、イベルメクチンの特定のトランスポーターの阻害

剤である成分を含み、その効果を低下させるため、オレンジジュー

スや他の果物から摂取しないでください。患者と家族は解熱剤また

は抗炎症剤（パラセタモールまたはNSAIDs）を服用しないように指

示する必要があります。これらは疾患がどのように進展するかを覆

い、治療に対する反応を適切に評価できないためです。バルビツー

ル酸、ベンゾジアゼピン、バルプロ酸ナトリウムとの薬物相互作用

は医学文献で言及されており、GABA活性増強剤との関連は推奨さ

れていません。アルコールはイベルメクチンの血漿濃度を増加させ

ます。

イベルメクチン治療の症例の分類 

イベルメクチン治療の用量を示すために、症例はまずその重症度と

危険因子の有無によって分類されなければなりません。この情報に

より、

治療。 

その後、治療への反応に応じて、継続方法を決定します。重大度に

応じた分類最初に行われる分類は、ケースの重大度に応じて行われ

ます。実際の方法では、次のタイプのケースを処理します。

a） 無症候性（または非常に軽い症状であり、 a） 無症候性（または非常に軽い症状であり、 

呼吸器）。 

b）軽度。 

c）中程度。 

d）重度。 

e）重要。 

無症候性のケース、または非常に軽度で呼吸器症状のないケースでは、

イベルメクチンによる治療は保証されません。また、危険因子を示さな

い軽度のケースも保証されません。薬の入手不能を回避するために、可

能な場合はいつでも、その使用は中程度、重度、および重大なケースの

ために予約されるべきです。症例が軽度であると判断するために重要な

ことは、それが呼吸困難または肺の関与の症状または徴候を示さないこ

とを確証することです。

すでに呼吸困難または呼吸困難を伴うが、労作を伴い（階段を上る

とき、歩くとき、入浴するとき）、通常は22を超える呼吸数の増加

がある中程度の症例。重症の場合、両側性肺機能低下を伴う急性呼

吸器感染症、呼吸困難はほぼ一定であるか、話したり食事をしたり

するときに、ほとんど努力せずに活動を行うときに発生します。そ

れらは、鼻のバタバタ、副筋肉の使用（牽引）、胸腹部の不均衡な

どの筋肉疲労の臨床的兆候を示すことがあります。
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重大な症例は、人工呼吸器（MV）によるICUケアの対象となる患者

です。重症の場合のウイルス量は、軽度の場合の60倍であることが

わかっています。ウイルス量の増加とは別に、重症の場合はウイル

ス除去の期間が長くなります。リスク要因：主なリスク要因の2つは

、高齢と男性の性別です。そして最も頻繁で重要な併存症は、とり

わけ、高血圧、糖尿病、肥満、冠動脈疾患、脳血管疾患、喘息、慢

性肺疾患、血栓塞栓症、最近の大手術、腎不全です。

治療への反応と推定されるウイルス負荷レベル 

治療開始の翌日、イベルメクチンによる治療への反応を評価する必

要があります。これにより、追加の投与量が必要かどうか、または

コルチコステロイドの投与量が低分子量ヘパリンであるかどうかが

確認されます。 （LMWH）、抗生物質またはその他の薬物。治療に

対する反応に基づいて、ウイルス量を推定することができます。応

答が12時間以内に与えられ、すべての症状が解消された場合、ウイ

ルス量は低いと推定されます。

ペルーでイベルメクチンで治療されたコビッド-19の症例の報告

UNMSMのサンフェルナンド医学部を卒業した私たちの医師グルー

プが治療した症例については、現在までに36例あります。以下では

、治療された7症例について説明します。 

事例1 ：Gustavo Aguirre Chang博士によって報告されました。86歳事例1 ：Gustavo Aguirre Chang博士によって報告されました。86歳

の男性。リマのミラフローレスにあるAngamos病院のすぐ近くに住

んでおり、38〜39°Cの8日間の発熱があり、糖尿病と高血圧の診断

が管理されています。彼は労作時に呼吸困難を呈しなかった。当時

、彼はパラセタモールを服用して発熱し、1日2〜3回うがいをしてい

ました。重量は74 kgです。治療に対する反応を覆い隠さないように

解熱剤を一時停止することが示されました。

症状発現の8日目に、彼は午後4時に1滴70滴、デキサメタゾン1錠を

服用しました。4mgから6pmまで。午後7時、彼は汗を流した。午後

7時30分、彼は熱を失い、その後再び熱を出すことはありませんでし

た。同日午後11時に再び汗を流した。

翌日、彼は不快感も発熱もなく目覚めました。午前9時に、彼女は2回

目の服用を行いました。ボトルから残ったのは64滴だけです。午前1

1時30分、彼は電話で電話をかけ、すでに治癒したと感じたと述べた

。翌日の対照では、彼は症状を報告しなかった。

この患者は次のように分類されます：a）危険因子を伴う軽度の症例

およびb）治療への非常に迅速な反応（3.5時間）/低ウイルス量。う

がい

1日に3回実施することでウイルス量が減少し、これにより、発熱と

一般的な不快感を軽減するために非常に迅速な対応が可能になりま

した。 

事例2 ：George Bernui Velarde博士によって報告されました。62歳事例2 ：George Bernui Velarde博士によって報告されました。62歳

の女性。治療中にHTとCaを投与され、3日目に喉の痛みと2日目か

ら激しくなる頭痛を訴えました。3日目に、症状が増大し、咳や筋肉

痛、呼吸困難時や会話時の呼吸困難が追加されます（医師は彼女と

コミュニケーションするときに呼吸困難で彼女の声を聞きます）。

彼は熱を報告していません、それは彼が1grを飲んでいたためであっ

たと理解されています。激しい頭痛のためのパラセタモール。重さ

は65kgです。3日目の午後4時にイベルメクチンの1回目の服用を開

始します（60滴）。翌日の午前9時に2回目の服用（55滴）を行い、

4 mgのデキサメタゾンを追加します。2日間。進歩的な臨床的改善

を示します。2回目の服用の2日後（症状の発現から6日目）、軽度の

頭痛と筋肉痛のみが報告され、それ以上呼吸困難はありません。7日

目は、1から10のスケールで8の幸福感を表します。

症例は、Gustavo Aguirre博士によって評価され、患者は次のように

分類されます。a）危険因子を伴う中程度の症例（会話時の呼吸困難

による）およびb）2日間で70％の反応、7日間で合計70％中程度の

負荷ウイルス。 

事例3 ：RuthAraníbarRivero博士とMartínSantos Reyes博士によって報告事例3 ：RuthAraníbarRivero博士とMartínSantos Reyes博士によって報告

されました。 

制御された糖尿病の60歳の男性。病気は、無声症、咽頭のわずかな

不快感、目立たない鼻づまりから始まりました。彼はレモンと塩で

水をうがい、薬局に行きました。そこで彼は抗生物質を処方され、

それにより彼はもはや馬の声に悩まされなくなったので、それを改

善しました。症状の発現後6日目に、彼は徐々に激しくなる腰痛を示

し始め、全身の不快感を示した。症状が出てから9日目以降、彼は夜

に発汗し（異常なこと）、温度は測定されなかった。彼が改善しな

かったとき、午前中の13日目にSJLのクリニックに行き、クリニッ

クに入ると激しい息切れの感覚があったと彼らは彼にCOVID-19の迅

速検査をし、それは陽性となり肺の断層撮影を行ったと述べました

どれ

報告する 

非定型肺炎COVID-19 vsインフルエンザの診断では、アジスロマイ

シンが5日間500 mgであり、パラセタモールであることが示され、

酸素飽和度は良好であると彼に伝えたと述べています。自宅で彼は

疲れを感じました、その13日の夜、彼は38.5°Cの腋窩の発熱、ブド

ウ糖130（彼は朝急いで彼の薬を服用していませんでした）を持って

いました。アラニバル博士はマーティンサントス博士に症例を提示

し、イベルメクチンによる治療を開始することが決定されました。

彼の体重は78Kgで、14日目の午後2時に、最初の78滴を服用し、食

事なしで2時間前または2時間後に服用しています。VOとアジスロマ

イシンを続けます。
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同日午後8時、彼女はもう発熱はなく、ほとんど不快感はなかった。

午後10時頃の電話連絡では、咳や呼吸困難は見られなかった。 

翌日（15日目）、彼は数日後、午後12時から午前5時まで連続して

寝ていたが、発熱もせきもなく、部屋を片付けて少し片付けただけ

で、疲れていないと感じ、許可を求めた。入浴は気持ちいいです。

午前11.00に、2回目のイベルメクチンを服用して治療を終了します

。

確認すると、この患者は次のように分類されています。 

a）危険因子を伴う中程度のケース（呼吸困難を示すため）およびb

）急速な 治療への反応（6時間）/穏やかなウイルス負荷。彼のうが）急速な 治療への反応（6時間）/穏やかなウイルス負荷。彼のうが

いは彼のウイルス量を下げるのに役立ち、その結果、発熱やその他

の症状を軽減するために迅速な対応が可能になりました。

事例4 ：フェルナンドザルゾササルセド博士によって報告された、軽事例4 ：フェルナンドザルゾササルセド博士によって報告された、軽

度の気管支拡張症と診断された70歳の女性で、6日間の呼吸困難、胸

痛および高熱が夜に追加された後、発熱と全身の不快感を伴って症

状が始まります。 

症状の発現の8日目に、1回目の投与、80滴を服用し、翌日、65回の

2回目の服用（ボトルから到達した）を服用します。2回目の服用後

、発熱が減少し、呼吸困難が持続しますが、改善しました。彼は気

分が良くなったと言います。

10日目、気温は38°Cで、多少の不快感があります。 

ケースは、Gustavo Aguirre博士によって評価され、a）危険因子を

伴う中等度から重度のケース、およびb）2日間で70％の応答/高ウイ

ルス量および持続性で分類されます。イベルメクチンの2つの追加用

量が示されます。

事例5 ：Miguel Zapata Rojas博士によって報告されました。60歳の事例5 ：Miguel Zapata Rojas博士によって報告されました。60歳の

男性、肥満、体重：86 Kg、38〜39°Cの5日間の発熱で、咳、喉の痛

みを伴い、5日目に呼吸困難が現れ始め、徐々に増加します。です

につながった の 

彼はCOVID-19肺炎と急性呼吸不全診断で入院している国立病院の緊

急事態で、彼は酸素を与えられました。入院すると、彼はイベルメ

クチンの80滴の最初の服用をします。７時間で、両側の肺浸潤を示

す断層撮影が行われた。陽性PCRテストが確認されました。04.24.

20から分析あり= Dimer D 1.12、DHL：521、PCR：362、HB：11

.8、PLAQ：

349、LEUC：17,020（EOS：0％、LIF：10％、ABAST。0％）。 

そして04.28.20から= D-ダイマー0.62、DHL：482、PCR： 

186、HB：11.8、PLAQ：413、LEUC：9,850（平均0％）。フェリ

チン; 1.650、FA：114、GCTP：373、CPK：95入院の翌日（発症か

ら6日目）、70滴（ボトルの残り）からなる2回目の服用を朝に受け

ました。進行性の臨床的改善を示し、呼吸困難を大幅に軽減し、酸

素を必要としなくなります

開始の2日後。しかし、症状の発症から9日目と10日目に、酸素飽和

度が92から94％に低下した呼吸困難のエピソードを示し、運動後に

84％に達した。

症例は、Gustavo Aguirre博士によって評価され、次のように分類さ

れます。a）危険因子を伴う重症の症例、b）2日間で70％の反応、

9日間で75％の反応/高いウイルス量と持続性、最初の改善イベルメ

クチンを2回投与した日後、症状の改善なし。主張されている持続性

ウイルス負荷を終わらせるために、イベルメクチンをさらに2回投与

する必要があります。129滴の3回目と4回目の投与が示されていま

す、これは300 mcg / kgであり、2つの部分で服用することをお勧め

します。4回目の投与後、臨床的改善が見られ、彼のO2飽和は92％

から94％の間で、患者は気分がよくなっています。

事例6 ：Manuel Yui Cerna博士によって報告されました。83歳の男事例6 ：Manuel Yui Cerna博士によって報告されました。83歳の男

性。緊急状態により外科的治療が延期された前立腺腺腫の診断。彼

は、7日間熱、咳、全身倦怠感を訴えることを言及しています。発症

3日目にかかりつけ医の診察を受け、ペニシリン×3日処方され、悪

化し、6日目より呼吸困難が加わった。7日目に彼はVES病院（彼が

住んでいる地区）に行き、彼らは彼の非常に悪い状態のために彼は

国立病院に行かなければならないと彼に言った、家族は彼を国立病

院に連れて行かないことを選択したと報告しました。家族は、イベ

ルメクチンから始めることを示唆するユイ博士と連絡を取ります。

それは70キロの重さなので、それに与えられたすべての投与量はす

べて70滴でした。患者とその親族の決定により、彼らは自宅で治療

を実行しようとすることを選択します。7日目の午後9時に1回目の服

用をしてください。2回目の投与は翌日の午前10時（症状の発現から

8日目）に行われ、午後には発熱が止まり呼吸困難が軽減されます。

翌日、9日目、胸部X線検査が行われ、肺野の約35％の病変を伴う両

側肺浸潤が示されました。

ケースは、Gustavo Aguirre博士によってレビューされ、次のように

分類されます。a）危険因子を伴う重症から重症のケース、およびb

）2日間で70％の応答、4日間で80％の応答/高ウイルス量および持続

性。イベルメクチンによる治療に反応した人は、もはや熱はありま

せんが、X線撮影で明らかな呼吸困難と肺の病変は維持されています

。家族は在宅管理を続けるように求めますが、それは在宅入院のモ

ダリティ、すなわち酸素供給とより頻繁な医療管理の下にある必要

があると説明されています。肺の妥協を減らすためには、ウイルス

量には少なくとも2回以上の投与が必要であり、さらにコルチコイド

とアジスロマイシンが必要であると結論付けられました。4日目の投

与の翌日である11日目には、彼女はまだ呼吸困難であり、彼らはわ

ずかな下痢を報告した。
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酸素なしで90から92％の間、そして薬用酸素で98％に上がります。

エノキサパリンの最初のアンプルが50mgのプレドニゾンPOとうが

いを続けて適用されます。イベルメクチンを5回服用します。70（3

00 mcg / kg）の代わりに100滴が示されます。日中に下痢があった

ことを報告し、悪影響を軽減するために、2つの部分で服用すること

が示されています。彼らは8人が家に住んでいると報告し、彼らは家

の環境を換気して消毒するように指示されています。コントロール

X線が待たれます。5回目の投与後、酸素飽和度は93〜94％に向上し

ます。

この症例は、これまでに5回の投与が必要な唯一の症例であり、特定

の治療を受けていないときに疾患が到達し、国立病院への入院が指

示された重症度によって理解されています。2回目の投与後、発熱は

止まったが、呼吸困難が残った。高ウイルス量を減らすには、さら

に多くの日数のイベルメクチンが必要であると推定され、重症およ

び重大な症例では、さらに数日続くことが観察されています。

事例7 ：Dr. Eduardo A. Castillo Saavedraによって報告されました。 事例7 ：Dr. Eduardo A. Castillo Saavedraによって報告されました。 

58歳の男性患者は、4月13日に全身の不快感、主に大きな関節の体

の痛みで病気を始めました。 

2日目：38.4〜39.6°Cのピークで発熱が追加され、3日目下痢が追加され

、分離が始まり、パラセタモール4グラムでの治療が行われます。毎日

、必要に応じて水分補給。4日目：吐き気が追加されます。

5日目：下痢はしぶり、2嘔吐を伴い、発熱がより頻繁になります。

乾いた咳が追加されます

6日目：夜明けの突然の胸の痛み。FR：30-32 rpm、飽和度92％で夜

明け、HNERMに送られ、クイックテストが実行され、非反応性にな

ります。対象範囲はアジスロマイシン500mg / dで始まり、外来治療

で自宅に送られます。

7日目：アジスロマイシンを2回目に服用し、パラセタモールを継続

し、わずかな努力（歯磨き）で呼吸困難を増加させます。クラック

ルが左ベースに表示されます。

8日目：アジスロマイシン3回目、呼吸困難は安静時まで大きくなり

ます。ランが追加され、O2飽和（SatO2）：89％、右側のベースに

クラックルが追加されます。熱っぽいピークは道を譲ります。下痢

と嘔吐が持続する（2つの機会）。彼は国立病院に連れて行かれ、分

子テスト（PCR）の結果は陽性であり、肺炎診断による緊急観察に

進みます。低流量のfiO2酸素療法が開始されます（CBNにより40％

）。

9日目：家族が自発的にイベルメクチンを90滴与えます（2番目のボ

トルは患者のポケットに残り、24時間後に服用するように指示され

ていますが、それに従いません）。緊急観察では、ヒドロキシクロ

ロキンを開始し、

エノキサパリン、 継続的 と 

アジスロマイシンおよびベンチュリをFiO2に100％合格 

10日目：AGA：肺胞-動脈の酸素勾配：PaO2 / FiO2（PaFiO2）：3

08、SatO2 95％、ベンチュリマスク、Fio 100％。CELIMの優先度

IIに移動します。検査結果が得られました：LDH：680、1993年のフ

ェリチン、リンパ球減少症645。CTはCORADS 6を示しました。

13日目（4月26日）：ファミリーは、夜にイベルメクチンの2回目の投

与を行います。30mg（150滴）に相当する1本のボトルの全内容を提供

します。14日目：PaFiは211に下がり、ハロペリドールによる鎮静が決

定され、回内が始まります。15日目：SatO2はMVで100％で、CBNは

5リットルになり、食物摂取に耐え始めます。AGAはPaFiO2の増加を

示しています。

16日目：回内で続け、Sat02：97％で4リットルのCBNに行き、呼吸困難なし

で話し始めます。17日目：低CBNから1リットル：Sat02の場合：休息時間は

98％。飽和度を下げることなくトイレに行くことができます。通常の食事、

すべての食事を食べます。

18日目：非常に好ましい実験室管理。COVIDのRapid Testの結果、

IgMとIgGが陽性になります。

19日目：彼は国立病院から退院し、回復した。 

UNMSMの医学卒業生のグループが扱った症例とは別に、ラジオの

インタビュー（23）で、心臓専門医のWalter Mogrovejoは、イベル

メクチンで12人の患者を治療したと述べ、すべてで好意的な反応を

示し、致命的な症例は報告していません。治療を受けた。彼は、

「それが有益でなかったと報告した患者はいなかった」とイベルメ

クチンの使用は非常に安全であると述べました。医師は、ギルマル

カ博士によってイベルメクチンで治療された3人の患者から連絡を受

けた後、彼自身の経験を始めたと報告しました。彼はまた、Antoni

o Camargo医師とOliva医師もイベルメクチンの患者の治療に成功し

ていると述べました。前述の医師によって治療された患者を追加す

ると、46人の患者が追加されます。イベルメクチンで局所的に治療

された症例を検討すると、これまでに、

ICUおよび/または人工呼吸器に入る必要がある患者の割合は0％でし

た。統計的には、治療される患者数は少ないですが、イベルメクチ

ンの使用により、致死率が非常に大幅に低下することは明らかです

。薬局では薬剤の漸進的な不足が観察されたことにも言及する必要

があります。これは、その使用の好ましい結果が開示されているた

め、引き続き発生すると予想されます。
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表3 

評価リスクとイベルメクチン使用の利点 

報告された症例を合計して、 

世界中で1,000例が治療されました（多施設共同研究で704例、ドミ

ニカ共和国で247例、ペルーで少なくとも82例）。 

過去40年間に広く使用されている薬剤であるため、重大な毒性の症

例は報告されておらず、軽微な副作用しか報告されていないため、

使用しても安全であり、疾患が進行する可能性のある重症度が高い

-19、 

と 後件 

MV要件とこの状況に伴う高い致死率により、COVID-19の治療計画

にイベルメクチンを含めることは正当化されます。 

イベルメクチン治療の新しいスキームの開発 

治療された症例の経験に基づいて、新しいイベルメクチン治療スキ

ームが準備されます。 

軽度および中程度のケースでは、通常の平均用量200 mcg / kgで治

療に対する反応が観察されました。 

軽度のケースでは、最初の投与後8時間以内に、発熱、一般的な不快

感、呼吸困難、およびそれ自体、COVID-19が服用前に示した症状の

すべてが開始されなければなりません。治療の最初の用量。これら

の場合、ウイルス負荷は低くなっていると推定され、負荷の低減に

役立つことが観察されています。

病気の最初の週の間にウイルスがうがいをします。 

中等度から重度の場合、発熱、全身倦怠感、呼吸困難の減少は12〜

48時間以内に起こります。 

イベルメクチンを2回投与しても反応が部分的である場合、ウイルス

量は高いと推定されます。重症および重要な症例では、48時間以内

に65〜85％の改善が見られることが観察されています。場合によっ

ては、より多くの用量をより多くの日数与える必要があります。

表3は、重症度と治療への反応に応じた新しい治療計画を示していま

す。 

この新しいスキームは、より大きな表の最新の更新に含まれていま

す。表には、COVID-19の治療計画と潜在的な治療法が記載されてお

り、このドキュメントの付録として添付されています。

致死率とVM要件への影響 

局所的にイベルメクチンで治療された症例の経験から、そして多く

ても入院の2日目にイベルメクチンの1回目の投与を受けた人は、M

Vを必要とするように進行したり、死亡したりすることはありません

。致死率の低下とMVの要件すべての軽度および中程度のケースで重

症に進行する前に、イベルメクチンの使用を組み込むという事実。

すでに重度および重要なケースとして提示されているケースでは、

同じ方法で、表示に頼る必要があります
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イベルメクチンは、ウイルス量と疾患の重症度の間に直接的な関係

があることが観察されているため、これらの進行した症例では、イ

ベルメクチンが致死率に大きな影響を与える可能性が高い。 

おわりに 

イベルメクチンの使用には実質的にリスクがないため、ウイルスの

負荷と複製を減らすために、COVID-19の最初の治療ラインに含める

ことを正式に推奨します。 

推奨事項 

• 危険因子、中等度および軽度の人がいる軽度のケースでの治療

の開始を容易にすることを目的として、第1レベルのケアの施設

を含む国の健康施設におけるイベルメクチンの供給を保証する

ように物流プロセスを指示します。重度の症状を引き起こし、

入院のために紹介を必要とする重度およびクリティカルなケー

スに進む前。 

• 国レベルでのイベルメクチンのより良い供給と流通のために、

これらはボトルよりも軽量であり、輸送が容易であり、そのよ

うな壊れやすい材料ではないため、行われる購入は、タブレッ

トでの提示を含むことが望ましい瓶。 

• この医薬品に対する国の需要をカバーするために必要な供給の

継続性を保証するために、製薬会社および機関と調整すること

をお勧めします。 
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