COVID-19に対するヒドロキシクロロキンとアジスロマイシン併用の有用性に
ついて
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ヒドロキシクロロキンは免疫調節作用、抗炎症作用を有し、一般的には全身
性エリテマトーデスなどの治療に用いられる薬剤だが、 in vitro で SARS ウイ
ルスに有効であったことが報告されており (1) 、今回のCOVID-19症例に対し
中国で使用され臨床的に効果があったことが報告された (2) 。また、日本にお
いても同薬剤が有効であったことが感染症学会ホームページの新型コロナウイ
ルス感染症サイトに症例報告として掲載されている (3)(4) 。
ヒドロキシクロロキンが有効な理由として、同薬剤が有する抗炎症作用によ
るものが推測されるが、同薬剤と類似した構造を持つ抗原虫薬のクロロキンが
in vitro で SARS-CoV-2 に対し感染抑制作用を有することが示されており
(5) 、本薬剤も同様の作用を有している可能性がある。

前述の中国におけるヒドロキシクロロキンのCOVID-19に対する臨床的効果
を受けて、フランスでCOVID-19患者 36 例に対して非盲検非ランダム化臨床
試験が行われた (6) 。その結果、ヒドロキシクロロキン投与群（ n=20 ）は非
投与群（ n=16 ）と比較して組み入れ 6 日後のウイルス量が有意に低下してい
た（図 1 ）。

図 1.

ヒドロキシクロロキンで治療されたCOVID-19患者群および非投与

COVID-19コントロール患者群における組入 6 日後までの PCR （鼻咽頭サン
プル）陽性患者の割合。

また、ヒドロキシクロロキン投与群のうち、（細菌重複感染予防目的で）ア
ジスロマイシンが投与された 6 例では、ヒドロキシクロロキン単独投与群より
もさらに顕著にウイルス量が低下していた（図 2 ）。

図 2. ヒドロキシクロロキンのみで治療されたCOVID-19患者群、ヒドロキシ
クロロキンとアジスロマイシンの併用で治療されたCOVID-19患者群、および
非投与COVID-19コントロール患者群での組み入れ 6 日後までの PCR （鼻咽
頭サンプル）陽性患者の割合。

マクロライド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリスロマイシンは従来
より抗菌活性だけでなく抗炎症作用を有することが知られており、びまん性汎
細気管⽀炎におけるマクロライド少量⻑期療法 (7) や重症市中肺炎に対するβ
−ラクタム系薬との併用投与 (8) が一般的に行われている。基礎的実験ではマ
クロライド系薬がインフルエンザウイルス感染を抑制することが報告されてお
り (9) (10) 、臨床的にもインフルエンザウイルス感染症に対して抗ウイルス薬
との併用効果が報告されている (11) (12) (13) 。また、COVID-19感染症の重
症例では急速な呼吸状態の悪化で急性呼吸促拍症候群（ ARDS ）を引き起こす
ことが報告されている(14)。マクロライド系抗菌薬は、 ARDS に対して、ある
いは ARDS と同様のびまん性肺胞障害（ DAD ）の病理所見を呈する特発性肺
線維症急性増悪症例に対する効果も報告されている (15) (16) 。
一方で、マクロライド系薬がインフルエンザ A （ H1N1 ） pdm09 感染症(17)
や、 MERS-CoV 感染症(18)に無効であったことも報告されており、マクロラ
イド系薬のウイルス性呼吸器感染症に対する臨床的有用性については一定の見
解は得られていない。COVID-19に対するマクロライド系薬の有用性について、
単独での効果は不明であるが、今回の検討からはヒドロキシクロロキンのよう

な有効性の期待できる薬剤との併用薬として有用である可能性がある。今後、
COVID-19症例において抗菌薬を使用する場合、マクロライド系薬の有効性に
ついて検討が必要と思われる。
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