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中新網 1月 24日、 

『上海市公共衛生臨床センター』微信の大衆版で、『公衆衛生・科学普及 | 武器！ 新型肺炎に対処が全

く対処できないわけではない ――― 2019年新型コロナウィルス肺炎への抗ウィルス治療の選択』と題

する一文を発表したが、ここでは、新型コロナウィルスを撃退するのに潜在的に有効な薬が紹介されてい

る。 

同日、この文書の作者である感染症専門家で復旦大学大学付属上海市公共衛生臨床センターの党委員会

書記である盧洪洲は、澎湃新聞のインタビュー時に、「（これまでの）臨床の上で、一部のエイズ抗ウィル

ス薬が、新型コロナウィルス肺炎の臨床治療上で一定の効果があることを発見した。武漢での臨床経験か

ら、早ければ早いほどよく、この種の薬物はウィルスを抑制するためなのだが、ウィルスがなくてもその

後の損傷を防ぐことができる。 上海では初発患者から初めており、ずっとこの薬物を使用している」と

語った。 

 

『公衆衛生・科学普及 | 武器！ 新型肺炎に対処が全く対処できないわけではない ――― 2019年新

型コロナウィルス肺炎への抗ウィルス治療の選択』の全文は、以下の通り： 
 

2020年 01月 23日 24時までで、全国 29の省（区・市）では既に新型コロナウィルス（2019-nCoV）に

感染した肺炎患者数は 830例となり、重症 177例、死亡 25例となった。 香港・マカオ・台湾地区では 5

例が確診され、国外では 9例が確診されている。 今回の肺炎アウトブレイクは、農業歴の春節と重な

り、人々の肺炎拡散に対する不安をこのめでたい雰囲気ですら一掃きていない。 『ヒトヒト感染があり

うる』や『いまなおワクチンと特効薬がない』ということが、新型ウィルスには現代医学が通用しないの

では？と人々に感じさせている。 

23 日、これまでに確診された新型コロナウィルスについて（宮本注： 原文では彼自身が新型コロナウ

ィルス感染を確診されたとなっていますが、ここはそれは違うだろうと推測して下線を振ったように訳出

してみました）、北京大学第一医院呼吸器・重症医学科の王広発主任は、インタビューの際に、エイズ治

療薬であるロピナビル・リトナビル（Lopinavir/ritonavir、LPV/r、 商品名：カレトラ）が新型コロナウ

ィルスに対して非常に有効で、服用後わずか 1日で体温（高熱のことだと推量）が好転したと語った。 

実際上、国家衛生健康委員会が発行した『新型コロナウィルス感染肺炎の治療方案』試行版（これまで

既に第三版になっている）の中で、既にカレトラを新型コロナウィルスの抗ウィルス治療薬として使用す

ることも可とされている。 感染症医師として、我々は突然の感染症のアウトブレイクに相対する第一線

の戦士といえるが、マスクや防護服の着用以外にどのような武器が使用できるかを知る必要がある。 

我々は手ぶらでは戦場に立てないのだ。 カレトラ以外に、2003年の SARSと 2012年の MERS などのコ

ロナウィルスを経験し、多くの研究・開発が進められた。 新型のコロナウィルスに効く潜在的にまだま

だ有効な薬物はある、以下に一つ一つ紹介してみる。 

 

インターフェロン 
1954年に日本の科学者が「ウィルスの干渉現象」を発見し、ウィルスが細胞に感染した後に、当該細

胞がインターフェロンと呼ばれるたんぱく質を合成・分泌して、ウィルスの複製を阻害、周囲細胞の抗ウ

ィルス力を増強することが判った。 ヒトのインターフェロンには、I型と II型があるが、I型インターフ

ェロンには、IFN-α、β、κやλなどが含まれ、感染したウィルス細胞が合成分泌するもの、II型には、

INF-γが含まれるが、主に Tリンパ球により合成される。 

これまでの抗ウィルス治療の臨床上で使用されたのは IFN-αで、ウィルス感染した細胞の特定レセプ

ターと結合することができるので、抗ウィルスタンパク遺伝子を活性化させ、更に多種の抗ウィルスタン

パク質を合成する。 これら抗ウィルスタンパク質は、ウィルス性核酸を切断でき、ウィルスタンパク質

の合成を抑制、ウィルスの組立を抑制するため、ウィルスの複製を抑制する。IFN-αインターフェロンは

さらに強大な免疫調節機能を有しており、ナチュラルキラー細胞やマクロファージなどの免疫細胞を活性

化させ、宿主の免疫防御機能を強化する。 



臨床上では、IFN-αは既に広範囲に慢性の B 型肝炎や慢性 C 型肝炎などの疾病に応用されており、局

部に使用して単純ヘルペスウィルス感染やヒトパピローマ（乳頭腫）ウィルス感染の治療に効果がある。

『新型コロナウィルス感染肺炎の診療方案（試行第三版）』中、IFN-αの噴霧投与が新型コロナウィルス

の抗ウィルス治療に使用でき、患者の気道粘膜にあるウィルスの除去効果を高めることができる。中東呼

吸器症候群ウィルス（MERS-CoV）や重症急性呼吸器症候群ウィルス（SARS-CoV）の体外研究中に、

IFN-α及び IFN-βがコロナウィルスに対する抑制効果があることが判明したが、それぞれの亜型のう

ち、IFN-β1b 型がMERS-CoV に対するウィルス効果が、最も高いことが見つかった。 

 

ロピナビル/リトナビル 
カレトラはエイズの専門医が長年使ってきたもので、臨床上我々が HIV 感染者に処方しているが、そ

の他の抗 HIV 薬と合わせて『カクテル療法』としてエイズ治療に使われてきたものだ。カレトラの主要

成分は、ロピナビル（lopinavir）であり、プロテアーゼ阻害剤に属する。 主に、ウィルスのプロテアー

ゼと結合してプロテアーゼ機能を抑制するものだ。 このようにして、ウィルスの複製過程で産生された

Gag-Polポリタンパク質がうまく分裂分解できず、産生されたウィルス粒子は未成熟で、感染性のないも

のとなる。ロピナビル単独のバイオアベイラビリティは不十分だが、別のプロテアーゼ阻害剤であるリト

ナビルと組み合わせると、リトナビルが肝臓のロピナビルの異化を阻害できるため、ロピナビルの血中濃

度を増加させ、それにより抗ウィルス治療の効果が改善される。 ロピナビルとリトナビルで作られた合

剤がカレトラで、2000年に米 FDAにより、AIDSの抗ウィルス治療薬として承認された。服薬により下

痢や嘔吐、高脂血症などの副作用を引き起こすことがあるが、優れた抗ウィルス効果や高い耐性バリアを

有するため、主要な HIV治療薬として臨床上使用されている。カレトラはわが国（中国）でもまた無料

の抗ウィルス薬として HIV 感染者に使用されている。 

コロナウィルスの複製にもまたウィルスプロテアーゼ機能が必要となる。ロピナビル/リトナビルなど

の HIVのプロテアーゼ阻害剤が、コロナウィルスのプロテアーゼと結合してその正常な機能を阻害でき

れば、抗コロナウィルス効果を発揮できる。 これまでのインビトロ研究により、ロピナビル/リトナビル

が Mers-CoV及び SARS-CoV の複製を阻害できることが判り、SARSアウトブレイク時に、中国香港学者

がカレトラをリバビリンと併用し、SARS 患者 41名を治療したが、リバビリンだけで治療された 111人の

患者と比較して、併用療法を受けた患者の場合、発症 21 日後の急性呼吸窮迫症候群（ARDS）の発症や死

亡などの有害事象を引き起こすリスクが低かった（2.4％対 28.8％）[1]。 

カレトラを IFN-βと併用すると確実に有効だと評価されており、MERS-CoV 患者の臨床結果を改善で

きるかについて、MIRACLEという臨床実験が現在進められている。  

 

レムデシビル 
レムデシビル（RDV，GS-5734）は、ギリアド社（Gilead Sciences）が開発した新しいヌクレオシドア

ナログ抗ウィルス薬だ。ヌクレオシド類似体は、ウィルスの核酸合成を阻害することにより、抗ウィルス

治療効果を発揮できる。 RDVは、現在、主にエボラウィルスの試験役として使用されているが、インビ

トロで、強い抗フィロウィルス効果があり、既にフェーズ IIIの臨床試験が完了している。 2016年、『ラ

ンセット』でエボラ患者の症例が報告された[2]が、この患者は、スコットランド出身の 39歳看護師で、

残念ながら人道的作業中に感染し、髄膜炎で入院したが、脳脊髄液からエボラウィルスが見つかった。 

彼女は、RDVによる試験的治療 14日の後、脳脊髄液中のウィルスレベルがゆっくりと低下、検出不能レ

ベルに達し、最終的に回復している。その後の研究により、RDV がエボラウィルスなどの糸状ウィルス

に対して有効なだけではなく、呼吸器合胞体ウィルスやコロナウィルス、ニパウイルス、ヘンドラウイル

スも阻害することが判明した。ヒト肺上皮細胞のコロナウィルスの培養を通じ、RDV には強力な抗ウィ

ルス効果があることが判明、MERS-CoVと SARS-CoV の両方に対して、その半数効果濃度（EC50）は全

て 0.07μMとなったが、対照的にMERS-CoV及び SARS-CoV のカレトラの EC50値は、それぞれ 8μM

と 17μMとなっている[3]。 

動物実験により、予防的、早期 RDV使用により、SARS-CoVやMERS-CoV に感染したマウスの肺組

織中におけるウィルス量を大幅に減少させるとともに、肺機能改善や症状を緩解させることが判明。更な

る研究の結果、IFN-βをカレトラと併用した場合と比較して、RDVがインビトロ細胞培養及び動物実験

においていずれも優れており、肺組織の病的損傷を改善できる唯一の治療薬だと判明した[4]。 

これまでの研究データから、RDVは新型コロナウィルス薬として最も有望である可能性がある。 が、

人体内における RDVの安全性と有効性については、まだ関連の研究がなされていない。 

 

サイクロフィリン阻害剤 



ある研究により SARS-CoV のヌクレオカプシドタンパク質が、ヒト細胞内のシクロフィリン A にしっ

かりと結合することによりその感染と複製を助長することが判明した。 2011年、スイスとアメリカの科

学者によりシクロスポリン（CsA）がコロナウィルスを阻害できると報告、同年、ドイツとイギリスの科

学者が、宿主シクロフィリンがコロナウィルスの薬剤標的になる可能性を証明した[5]。 研究用薬剤の

STG-175は、新型のシクロスポリン誘導体だが、免疫抑制作用はなく、既知の同類化合物の中では非常に

高活性なシクロフィリン阻害剤であるため、広範な一類抗コロナウィルス薬となる可能性がある [6] 。 

 

その他の潜在的有効薬 
その他のヌクレオチド類似体、例えばリバビリンやファピラビルは、インビトロで広範な抗ウィルス効

果を持っており、理論上、一定の抗コロナウィルスの活性がある。 が、コロナウィルスのエクソヌクレ

アーゼは、RNA 校正機能を有するため、ウィルス核酸の複製を阻害するリバビリンなどの薬物の効果が

大幅に弱まる。 

AIDS 治療に使用されるテノフォビルやラミブジンなどのヌクレオチドレトロウィルス阻害剤には、

RNAの合成を阻害する効果があるため、抗コロナウィルス治療効果を発揮できるかについては観察する

価値がある。連花清瘟カプセルや疏風解毒カプセルなど、インフルエンザに対して中国で広範に使用され

る薬は、広範な抗ウィルス作用があり、同時に安全性も良好で、関連する研究を実施して、新型コロナウ

ィルスとの戦闘における実際的価値をさらに検証せねばならない。 
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Shanghai Public Health Clinical Center: Anti-AIDS Drugs Effective for New 

Crown Pneumonia 
Observer www.guancha.cn 2020-01-25 08:20:04 08:43:06 updated Source: Shanghai Public 

Health Clinical Center 

 

Chinanews.com January 24, 

“Shanghai Public Health Clinical Center” published on WeChat "Public Health Science | Weapons! Faced with 

new pneumonia, we are not helpless-2019 antiviral treatment options for new coronavirus.” This article describes a 

potentially effective drug that can be used to combat new coronaviruses. 

On the same day, Lu Hongzhou, the author of the article, an infectious disease expert and secretary of the Party 

Committee of Shanghai Public Health Clinical Center affiliated to Fudan University, said in an interview with Peng 

Mei News that it was clinically found that some AIDS antiviral drugs have achieved certain clinical treatment for new 

coronary virus pneumonia. From the clinical experience in Wuhan, the sooner the better, because these drugs can 

inhibit the virus, even though there is no virus, there will be no subsequent damage. Shanghai has been using this 

class-A drugs since the first patient. 

 

The full text of "Public Health Science | Weapons! Faced with new pneumonia, we are not helpless-2019 
antiviral treatment options for new coronavirus” is as follows: 

As of 24:00 on January 23, 2020, 830 confirmed cases of pneumonitis infection with new coronavirus (2019-nCov) 

have been reported in 29 provinces (autonomous regions and municipalities) across the country. Among them, 177 

were severe cases, 25 died, 5 were diagnosed in Hong Kong, Macao and Taiwan, and 9 were diagnosed abroad. The 

https://www.guancha.cn/politics/2020_01_25_533031.shtml


outbreak coincided with the Chinese Lunar New Year, and the festive atmosphere of the festival did not cover 

people's concerns about the spread of the epidemic. "It might be passed from person to person" and "there is no 

vaccines or specific drugs now" make people feel that modern medicine seems to be invincible in the face of new 

viruses? 

 

On January 23, Wang Guangfa, director of the Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Peking 

University First Hospital, who was previously diagnosed with the new coronavirus (Miyamoto’s note: the original 

Chinese is that he was diagnosed with the new coronavirus, however, I guess whether this is the mistake), said in an 

interview with the media, the AIDS treatment drug Lopinavir / Ritonavir (Lopinavir / ritonavir, LPV / r, trade name: 

Kaletra) was very effective for him, and his body temperature improved after only one day. Actually, the trial version 

of the New Coronavirus Infected Pneumonia Diagnosis and Treatment Program issued by the National Health and 

Health Commission (currently updated to the third edition) has stated that Kelizhi can be tested for antiviral treatment 

of the new coronavirus. As a specialist in infectious diseases, we are front-line soldiers facing the sudden outbreak of 

infectious diseases. In addition to wearing a mask and protective clothing when we are on the battlefield, we also 

need to know which weapons we can use. We are not pushed into the battlefield empty-handed. In addition to Kelizhi, 

we have experienced epidemics of pneumonia such as SARS in 2003 and MERS in 2012, and we have conducted a 

lot of research and development. There are many potentially effective drugs that can be used to fight new 

coronavirus. Here we tell you one by one. 

 

Interferon 
Japanese scientists discovered the "viral interference phenomenon" in 1954. It means that after a virus infects a 

cell, the cell can synthesize and secrete a protein called interferon to interfere with virus replication and enhance the 

antiviral ability of nearby cells. Human interferons include type I and type II. Type I interferons include IFN-α, β, κ, 

λ, etc., and are secreted by infected virus cells. Type II interferons include IFN-γ, which are mainly synthesized by T 

lymphocytes. At present, IFN-α is mainly used in clinical antiviral therapy, which can bind to specific receptors of 

virus-infected cells, thereby activating antiviral protein genes, and then synthesizing various antiviral proteins. These 

antiviral proteins can cut viral nucleic acids, inhibit viral protein synthesis, and inhibit viral assembly, thereby 

inhibiting viral replication. IFN-α interferon also has a powerful immune regulatory function, can activate natural 

killer cells, macrophages and other immune cells, and enhance the host's immune defense function. Clinically, IFN-α 

has been widely used in chronic hepatitis B, chronic hepatitis C and other diseases. It can also be used topically to 

improve the treatment effect of herpes simplex virus infection and human papilloma virus infection. The 

"Pneumonitis Diagnosis and Treatment Scheme for New Coronavirus Infection (Trial Version 3)" states that IFN-α 

aerosolized inhalation can be used as an anti-new coronavirus treatment to improve the virus clearance effect of 

respiratory mucosa in patients. In vitro studies targeting the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-

CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) have found that IFN-α and IFN-β have 

inhibitory effects on coronavirus. Among the subtypes, the antiviral effect of IFN-β1b on MERS-CoV was the best. 

 

Lopinavir / ritonavir 
Kaletra is an old friend of AIDS specialists. In clinical practice, we prescribe Kelizhi to HIV-infected people, and 

together with other anti-HIV drugs constitute a so-called "cocktail therapy" to treat AIDS. The main ingredient of 

Kaletra is lopinavir, which is a protease inhibitor. It mainly inhibits protease function by combining with viral 

protease. In this way, the Gag-Pol polyprotein produced by the virus replication process cannot be successfully lysed, 

and the resulting virus particles are immature and non-infectious. Though the bioavailability of lopinavir alone is 

poor, if combined with another protease inhibitor, ritonavir, which can increase the blood concentration of lopinavir, 

thereby improving the effect of antiviral treatment because ritonavir can inhibit the liver's catabolism of lopinavir. 

The combination of lopinavir and ritonavir is Kaletra, which was approved by the US FDA in 2000 for antiviral 

treatment of AIDS.Though taking medicines can cause side effects such as diarrhea, vomiting, and high blood lipids, 

it is used as a main anti-HIV therapeutic drug in clinic due to the good antiviral effect and high resistance barrier 

property. Kaletra is also provided to HIV-infected people as a free antiviral drug in China. 

Coronavirus replication also requires the action of viral proteases. Lopinavir / ritonavir and other protease 

inhibitors against HIV, if they can also bind to the coronavirus protease to inhibit its normal function, they can exert 

an anti-coronavirus effect. Previous in-vitro studies have shown that lopinavir / ritonavir can inhibit MERS-CoV and 

SARS-CoV replication. When the SARS epidemic broke out, scholars from Hong Kong, China used Kaletra in 

combination with ribavirin to treat 41 SARS patients and found that, patients in combination therapy had a lower risk 

of adverse events such as acute respiratory distress syndrome (ARDS) or death 21 days after symptoms appeared 

(2.4% vs 28.8%)  compared to 111 patients treated with ribavirin (only) [1]. A clinical study called MIRACLE is 

ongoing to assess whether the combination of Kaletra with IFN-β is indeed effective and can improve the clinical 

outcomes of patients with MERS-CoV. 

 



Remdesivir 
Remdesivir (RDV, GS-5734) is a new nucleoside analog antiviral drug developed by Gilead Sciences. Nucleoside 

analogs can exert antiviral therapeutic effects by inhibiting viral nucleic acid synthesis. RDV is currently being 

mainly used as a test drug for Ebola virus, and it has strong anti-filovirus effects in vitro. Phase III clinical trials have 

been completed. A case of Ebola patient was reported in the Lancet magazine in 2016 [2]. The 39-year-old nurse from 

Scotland was unfortunately infected during humanitarian work, was hospitalized for meningitis, and found Ebola 

virus in patient’s cerebrospinal fluid. After 14 days of experimental treatment with RDV, the virus levels in the 

cerebrospinal fluid slowly decreased to undetectable levels and she recovered eventually. Later research found that 

RDV is not only effective against filamentous viruses such as Ebola virus, but also inhibits respiratory syncytial 

virus, coronavirus, Nipah virus, Hendra virus. Through coronavirus culture of human lung epithelial cells, It was 

found that RDV has a strong antiviral effect. For both MERS-CoV and SARS-CoV, its half effective concentration 

(EC50) is 0.07 μM. In contrast, Kaletra's EC50 values for MERS-CoV and SARS-CoV are 8 μM and 17 μM, 

respectively [3]. 

Animal experiments show that preventive and early use of RDV can significantly reduce the viral load of lung 

tissue in SARS-CoV and MERS-CoV infected mice, at the same time, improvs lung function and relieving 

symptoms. Further research found that, compared with Kaletra combined with IFN-β, RDV performed better in in 

vitro cell culture and animal experiments, and was the only therapeutic drug that could improve the pathological 

damage of lung tissue [4]. 

From the current research data, RDV may be the most promising anti-coronavirus drug. However, there are no 

related studies on the safety and effectiveness of RDV in humans. 

 

Cyclophilin inhibitor 
Studies have shown that the nucleocapsid protein of SARS-CoV binds tightly to Cyclophilin A in human cells, 

thereby helping its infection and replication. In 2011, Swiss and American scientists reported that cyclosporine (CsA) 

could inhibit coronavirus. In the same year, German and British scientists proved that the host Cyclophilins is a 

possible drug target for coronavirus [5]. The research drug STG-175 is a novel cyclosporine derivative without 

immunosuppressive effect. It is a highly active Cyclophilin inhibitor among the known compounds of the same class, 

and may be developed into a broad spectrum of anti-coronary virus drugs [6]. 

 

Other potentially effective drugs 
Other nucleoside analogs, such as ribavirin and fapilavir, have broad-spectrum antiviral effects in vitro and 

theoretically have some anti-coronal virus activity. However, because the coronavirus's exonuclease has the function 

of proofreading RNA, the effect of drugs such as ribavirin which prevents viral nucleic acid replication will be 

greatly weakened. Nucleoside retroviral inhibitors used in the treatment of AIDS, such as tenofovir and lamivudine, 

have the effect of inhibiting RNA synthesis, and it is worth observing whether they can exert anti-coronavirus 

treatment effect. All have broad-spectrum antiviral effects and good safety. Relevant research should be carried out to 

further verify its practical value in combating new coronaviruses. 
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中新网 1 月 24 日，“上海市公共卫生临床中心”微信公众号刊发《公卫·科普 | 武器！面对新型肺炎，

我们并非束手无策 ——2019 新型冠状病毒的抗病毒治疗选择》一文，该文介绍了可用于抗击新型冠状病毒

的潜在有效的药物。 

同日，该文作者——感染病专家、复旦大学附属上海市公共卫生临床中心党委书记卢洪洲在接受澎湃新闻

采访时表示，临床上发现，部分艾滋病抗病毒药物用于新型冠状病毒肺炎临床救治取得一定疗效。从武汉临

床经验来看，越早越好，因为这些药物可以抑制病毒，没有病毒了就没有后续的一些损伤了。上海从第一个

患者开始，就一直使用这一类药物。 

 

《公卫·科普 | 武器！面对新型肺炎，我们并非束手无策 ——2019新型冠状病毒的抗病毒治疗选择》全

文如下： 

截至 2020 年 1 月 23 日 24 时，全国 29 省（区、市）已累计报告新型冠状病毒（2019-nCov）感染肺炎确

诊病例 830 例，其中重症 177 例，死亡 25 例，港澳台地区确诊 5 例，国外确诊 9 例。此次疫情的暴发恰逢

中国农历春节，节日的喜庆氛围并不能够掩盖人们对于疫情扩散的担忧。“可以人传人”，“尚无疫苗和特

效药物”让人们觉得，在新型病毒面前，现代医学似乎毫无招架之力？ 

23 日，之前被确诊感染新型冠状病毒的北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发接受媒体采访

时表示，艾滋病治疗药物洛匹那韦/利托那韦片（Lopinavir/ritonavir，LPV/r，商品名：克力芝）对他很有

效，服用后只用了一天体温就好转。实际上，国家卫生健康委颁布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》

试行版本（目前已更新至第三版）中，已指出克力芝可试用于新型冠状病毒的抗病毒治疗。作为传染病专科

医师，面对突如其来的传染病疫情，我们就是冲锋陷阵的一线战士，而上战场时我们除了要戴好口罩、穿好

防护服，我们更要知道自己有哪些武器可以使用，我们并不是两手空空就被推上战场。除了克力芝，经历过

2003 年 SARS 和 2012 年 MERS 等冠状病毒感染肺炎疫情的我们，已经进行了不少研究探索，有不少潜在有

效的药物可用于抗击新型冠状病毒，下面就来一一介绍。 

 

干扰素 
1954 年日本科学家就发现了「病毒干扰现象」，指的是病毒感染细胞以后，该细胞能够合成和分泌干扰

素这种蛋白质，来干扰病毒复制，增强临近细胞的抗病毒能力。人类干扰素有 I 型和 II 型，I 型干扰素包括

IFN-α、β、κ、λ等，是由感染病毒细胞合成分泌的，II 型干扰素包括 IFN-γ，主要由 T 淋巴细胞合成。目

前临床上抗病毒治疗使用的主要是 IFN-α，它可以和病毒感染细胞的特异性受体结合，从而激活抗病毒蛋白

基因，进而合成多种抗病毒蛋白。这些抗病毒蛋白能够切断病毒核酸、抑制病毒蛋白合成、抑制病毒的装

配，从而抑制病毒复制。IFN-α 干扰素还具有强大的免疫调节功能，能够激活自然杀伤细胞、巨噬细胞等免

疫细胞，增强宿主的免疫防御功能。临床上，IFN-α 已被广泛应用于慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎等疾病，

还可用局部使用以提高单纯疱疹病毒感染、人类乳头瘤病毒感染的治疗效果。《新型冠状病毒感染的肺炎诊

疗方案（试行第三版）》中指出，IFN-α 雾化吸入可作为抗新型冠状病毒治疗措施，用以提高患者呼吸道粘

膜的病毒清除效果。在针对中东呼吸综合征冠状病毒（MERS-CoV）以及严重急性呼吸综合征冠状病毒

（SARS-CoV）的体外研究中发现，IFN-α 以及 IFN-β 对冠状病毒均有抑制效果，各亚型中，IFN-β1b 型对

MERS-CoV 的抗病毒效果最佳。 

 

洛匹那韦/利托那韦 
克力芝是艾滋病专科医生的老朋友了，临床上我们给 HIV 感染者处方克力芝，联合其他抗 HIV 药物一起

构成所谓的「鸡尾酒疗法」来治疗艾滋病。克力芝的主要成分是洛匹那韦（lopinavir），属于蛋白酶抑制

剂，主要通过和病毒蛋白酶结合抑制蛋白酶功能，如此，病毒复制过程产生的 Gag-Pol 聚蛋白就不能顺利裂

解，产生的病毒颗粒则是不成熟且无传染性的。洛匹那韦单独服用的生物利用度差，如果和另一种蛋白酶抑

制剂——利托那韦联用，由于利托那韦可以抑制肝脏对洛匹那韦的分解代谢，则可以增加洛匹那韦的血药浓

度，从而提高抗病毒治疗效果。洛匹那韦和利托那韦构成的合剂就是克力芝，2000 年被美国 FDA 批准上市

用于艾滋病的抗病毒治疗，虽然服用药物会带来腹泻、呕吐、血脂高等副作用，但由于抗病毒效果好、耐药

屏障高，目前仍作为主要的抗 HIV 治疗药物应用于临床，克力芝在我国也是作为免费抗病毒药物提供给

HIV 感染者的。 

冠状病毒的复制也需要病毒蛋白酶的作用。洛匹那韦/利托那韦等针对 HIV 的蛋白酶抑制剂如果也能和冠

状病毒蛋白酶结合从而抑制其正常功能，则可发挥抗冠状病毒作用。前期体外研究表明，洛匹那韦/利托那

韦能够抑制 MERS-CoV 以及 SARS-CoV 的复制。SARS 疫情爆发时，中国香港学者使用克力芝联合利巴韦

林治疗了 41 名 SARS 病患，发现相对于 111 名单用利巴韦林治疗的患者，联合治疗的患者在症状出现后 21

天发生急性呼吸窘迫综合征（ARDS）或死亡等不良事件的风险更低（2.4% vs 28.8%）[1]。一项名为

MIRACLE 的临床研究正在进行，旨在评估克力芝联合 IFN-β 是否确实有效，能否改善 MERS-CoV 患者的临



床结局。 

 

Remdesivir 
Remdesivir（RDV，GS-5734）是吉利德（Gilead）公司研发的一款新型核苷类似物抗病毒药。核苷类似物

可以通过抑制病毒核酸合成而发挥抗病毒治疗效果。RDV 目前主要是作为埃博拉病毒的试验药物正在进行

相关研究，其在体外具有很强的抗丝状病毒效果，目前已经完成 III 期临床试验。2016 年《柳叶刀》杂志报

告了一例埃博拉患者病例[2]，这名来自苏格兰的 39 岁护士在人道主义工作时不幸被感染，因脑膜炎接受住

院治疗，其脑脊液中发现了埃博拉病毒，她在接受 RDV 的试验性治疗 14 天后，脑脊液中的病毒水平缓慢下

降到无法检测，最终康复。随后研究发现，RDV 不仅对埃博拉病毒这类的丝状病毒有效，对于呼吸道合胞

病毒、冠状病毒、尼帕病毒（Nipah virus）、亨德拉病毒（Hendra virus）也有抑制效果。 

通过对人肺上皮细胞进行冠状病毒培养，发现 RDV 具有强效的抗病毒疗效，对于 MERS-CoV 和 SARS-

CoV，其半数有效浓度（EC50）均为 0.07μM，相比之下，克力芝对于 MERS-CoV 和 SARS-CoV 的 EC50 值

分别为 8μM 和 17μM[3]。动物实验表明，预防性和早期使用 RDV 能够明显降低 SARS-CoV、MERS-CoV 感

染小鼠的肺组织病毒载量水平，同时改善肺功能、缓解症状。进一步的研究发现，与克力芝联合 IFN-β 相

比，RDV 在体外细胞培养以及动物实验中的表现都要更优，并且是唯一能够改善肺组织病理损伤的治疗药

物[4]。 

从目前的研究数据看，RDV 可能是最具潜力的抗新型冠状病毒药物。不过关于 RDV 在人体内的安全性和

有效性还没有相关研究。 

 

亲环素（Cyclophilin）抑制剂 
有研究表明 SARS-CoV 的核衣壳蛋白会与人类细胞内的 Cyclophilin A 紧密的结合，从而为其感染和复制

提供帮助。2011 年瑞士和美国科学家报道环孢霉素（CsA）能抑制冠状病毒，同年，德国和英国科学家证明

了宿主的 Cyclophilins 是冠状病毒的可能的药靶[5]。研究药物 STG-175 是一种新型环孢霉素衍生物，没有免

疫抑制作用，在已知同类别化合物中是一个活性很高的 Cyclophilin 抑制剂，有可能被发展成为一类广谱的抗

冠状病毒药物[6]。 

 

其他潜在有效药物 
其他核苷类似物，例如利巴韦林和法匹拉韦，体外具有广谱抗病毒作用，理论上具有一定的抗冠状病毒活

性。但由于冠状病毒的外切核糖核酸酶具有 RNA 校对功能，利巴韦林等药物阻止病毒核酸复制的作用会被

大大减弱。用于艾滋病治疗的核苷类逆转录病毒抑制剂，比如替诺福韦、拉米夫定等，均具有抑制 RNA 合

成的作用，是否能够发挥抗冠状病毒治疗效果，值得观察。广泛应用于抗击流感的中成药物，例如连花清瘟

胶囊、疏风解毒胶囊等，均具有广谱抗病毒作用，且安全性良好，可进行相关研究进一步验证其在抗击新型

冠状病毒中的实际价值。 
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