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新型コロナウイルスワクチン・治療薬開発状況Ⅲ 

：経口抗ウイルス薬 

千葉県健生東葛会所属、財団スタッフ（学術・研修担当） 

医学博士 橋爪 武司 gptqj197@ybb.ne.jp 

 

はじめに 

 新型コロナウイルスワクチンの接種が進みその効果が確認されるとともにブ

レイクスルー感染対策が課題となっている。今注目を集めているのがモルヌピ

ラビルをはじめとする経口抗ウイルス薬である。 

１）モルヌピラビル 

２）モルヌピラビル製品化への課題 

３）日本における経口ウイルス薬開発状況 

なお、既報の新型コロナウイルスワクチン・治療薬開発状況Ⅰ・Ⅱならびに

新型コロナウイルス変異株への対応・対策を参考にして下さい。 

 

１. モルヌピラビル 

 米製薬大手ファイザーは今月 16日、新型コロナウイルス感染症の『経口治療

薬』の緊急使用許可を米食品医薬品局（FDA）に申請した。早ければ年内にも、

米国での投与が始まる可能性がある。この新しい『経口治療薬』は、新型コロ

ナ感染者の重症化リスクを 89%低減するとされており、今後の世界の新型コロナ

対策を一変させる「ゲームチェンジャー」として期待が高まっている。

（2021.11.19プレスリリース） 

 

 「経口治療薬」が「抗体カクテル療法」に比べ優れているのは、その取扱い、

用法が容易な点にある。「抗体カクテル療法」は医師や看護師の管理のもとで

点滴、ないしは注射を腹部や上腕、太ももなど計 4カ所に打つ必要がある。一

方、『経口治療薬』はその名の通り口から服用することができるため、医療現

場や患者の負担を大きく減らすことができるものと期待されている。 

 

加えて、ファイザー製『経口治療薬』の患者一人当たりの費用は約 5.7万円

に留まり、「抗体カクテル療法」の同費用 31 万円と比べて極めて安価で、メル

ク社の『経口治療薬』の薬価も下回っている。 

 

 モルヌピラビルは、点滴など医療関係者の関与が必要だった従来の薬とは異
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なり、自宅で服用できるため、医療機関の負荷が軽減されるとの期待もある。 

 軽症から中等症の患者向けで、増産しやすく、コストも抑制できることから、

この冬に懸念される第 6波を乗り切る新たな“切り札”として期待が高まる。 

 

（１）モルヌピラビルの化学 

モルヌピラビル（ 英: Molnupiravir 、開発コード： MK-4482 、 EIDD-2801 ）

は、インフルエンザ 治療のために開発された経口活性がある実験的段階の抗ウ

イルス薬 である。合成ヌクレオシド誘導体 N4-ヒドロキシシチジンのプロドラ

ッグ であり、ウイルスの RNA複製時に複製エラーを生じさせることで抗ウイル

ス作用を発揮する 。 

分子量: 329.31 

別名: MK-4482, EIDD-2801 

化学式: C₁₃H₁₉N₃O₇ 

法的規制: US: Investigational drug 

 
 

合成ヌクレオシド誘導体 N4-ヒドロキシシチジンのプロドラッグ（投与される

と生体による代謝作用を受けて活性代謝物へと変化し、薬効を示す医薬品）で

ある。 

 ヌクレオシドというのは、コロナウイルスの遺伝情報である RNA を構成する

要素のことで、シチジンはその１つで、他にアデノシン、グアノシン、ウリジ

ンの 4つがある。 

 

（２）モルヌピラビルの作用機序・メカニズム 

 モルヌピラビルは、ウイルスの RNA 複製時に複製エラーを生じさせることで

抗ウイルス作用を発揮する。 

モルヌピラビルは、体内で異常な RNA構成要素に変換され、ウイルスの RNA

合成を妨げることで、ウイルスの増殖を防ぐ薬である。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0
https://www.bing.com/search?q=%E7%82%AD%E7%B4%A0+wikipedia
https://www.bing.com/search?q=%E6%B0%B4%E7%B4%A0+wikipedia
https://www.bing.com/search?q=%E7%AA%92%E7%B4%A0+wikipedia
https://www.bing.com/search?q=%E9%85%B8%E7%B4%A0+wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%AC%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CC%A5%AF%A5%EC%A5%AA%A5%B7%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%ED%A5%CA%A5%A6%A5%A4%A5%EB%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/RNA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E8%A4%87%E8%A3%BD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/RNA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/RNA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/RNA
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Figure 1. Proposed model for the antiviral mechanism of 

molnupiravir, based on NHC-induced mutagenesis and inhibition of 

RNA synthesis. 

 

（３）臨床治験成績 

 2020 年 7 月下旬、リッジバック・バイオセラピューティクスと提携して薬剤

を開発していたドイツの製薬会社大手のメルクは、2020 年 9 月からモルヌピラ

ビルを後期試験に移行する意向を発表した。 

2020年 10 月 19日、メルクは、入院患者に焦点を当てた 1年間の第 II/III相

試験を開始した。  

2021 年 10 月 1 日にメルク社は、COVID-19 の治験を監視していた独立諮問委

員会が、被験者の募集を早期に停止するように勧告したと発表した。その理由

は、モルヌピラビルが重症化や死亡のリスクを 48%低下させたという、有益性に

ついての確信的な証拠が得られたためである。 

メルク社は、FDAから緊急使用許可を得る計画と、他国の医薬品規制当局へ上

市へ向けた申請を行う計画を発表した。さらに、入手性を高めるために、ジェ

ネリック医薬品の製造会社へライセンスを与える計画を発表した。 

 

メルクは、アメリカのリッジバック・セラピューティクスと共同開発してい

るモルヌピラビルが、臨床治験において、新型コロナウイルス感染症患者の体

内からウイルス量を減らす効果を持つことが示されたと発表した。 

米医薬品大手メルクなどは 1日、開発中の新型コロナウイルス感染症の飲み

薬について、患者の入院や死亡リスクを半減させる効果がみられたとの臨床試

験（治験）結果を発表した。米国内での緊急使用許可の申請を急ぐとともに、

世界各地でも製造販売承認の取得を目指したいとしている。承認されれば、ウ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E5%B1%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A8%B1%E5%8F%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A2%A5%E1%A5%EA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%B7%BF%A5%B3%A5%ED%A5%CA%A5%A6%A5%A4%A5%EB%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%B6%C0%F7%BE%C9
https://marugametorao.files.wordpress.com/2021/09/image-55.jpeg
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イルスの侵入や増殖を防ぐ抗ウイルス薬で、コロナの飲み薬としては世界初と

なる可能性があるという。 

8月までに得られた 775人分の中間解析によると、服用から 29日目時点で入

院したり死亡したりした人の割合は、開発中の薬を飲んだグループは 7・3％だ

ったが、偽薬を投与されたグループは 14・1％で、入院や死亡のリスクが半減し

た。 

現在、フェーズ 2aが終了し、有効性が示された。実用化までには、より多く

の患者で行うフェーズ 2b, 3をクリアする必要がある。 

 メルクはこの治験とは別に、患者と同居する人に投与して家庭内感染を防げ

るかどうかも調べている。 

 

 
［１９日 ロイター］ - 欧州医薬品庁（ＥＭＡ）は１９日、米製薬大手ファイ

ザーが開発中の新型コロナウイルス感染症の経口薬「パクスロビド（Paxlovid）」

の審査を開始したと発表した。 
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ＥＭＡは声明を発表し「より包括的なローリングレビューは販売承認申請に

先立って開始すると思われるが、今回の審査を行うことで、欧州連合（ＥＵ）

全体に向けた承認勧告を可能な限り短期間で提供することができる」と述べた。 

ファイザーは１６日、米食品医薬品局（ＦＤＡ）に同薬の緊急使用許可（Ｅ

ＵＡ）承認を申請している。（202111.20産経新聞） 

 

２. モルヌピラビル製品化への課題 

 まずベネフィットと安全性面リスク、完全にクリアーしないと条件付きの承

認の可能性がある。 

（１）安全性面 

2020年 4月、米国生物医学先端研究開発局（BARDA）のリック・ブライト（英

語版）前局長による内部告発により、類似薬が変異原性（DNA損傷）を持ってい

ることを理由に、モルヌピラビルのさらなる開発に資金を提供することへの懸

念が明らかになった。その薬の有効成分を調査していた米国ファーマセット（英

語版）社は、薬の開発を断念した。これらの主張を DRIVEの CEOジョージ・ペ

インターは否定し、モルヌピラビルの毒性試験が実施され、データが米国と英

国の規制当局に提供されたことで、2020年春からのヒトを対象とした安全性試

験の実施が認められたとしている。また、DRIVE社とリッジバック・バイオセラ

ピューティクス社は、今後、動物を用いた安全性試験を計画していると述べた。 

 

 同社によると、治験に参加したのは発症から 5 日以内の入院していない成人

で、症状は軽度から中程度だった。肥満や高齢など一つ以上の重症化リスクが

あった。 

 副作用は両者でほぼ差がなかった。治験は日本や欧米などの 170 カ所以上で

実施された。 

 

（２）薬価 

 新型コロナウイルスワクチンでも、貧しい国の人々は接種が困難な状況であ

り恩恵を受けられない格差が顕著であり、経口抗ウイルス薬でも同じ格差の懸

念がある。 

 

モルヌピラビルの 1 パックが、700 ドルは高価すぎると、イスラエルの俳優

Topol他がとんでもないと憤慨している。現行のモノクロナル抗体療法の 1/3の

価格であるが、高価である。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E5%85%88%E7%AB%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E5%B1%80
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Bright
https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Bright
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmasset
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmasset
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アメリカ政府は公正な価格に値下げする交渉を実施しなかったといわれる。 

 

３. 日本における経口ウイルス薬開発状況 

 日本においても経口ウイルス薬の開発が精力的に進められている。 

（１）モルヌピラビル 

政府は、新型コロナウイルスの軽症者向け治療薬として、米製薬大手メルク

社の経口薬（飲み薬）を日本国内で年内にも特例承認し、調達する方向で同社

などと調整に入った。飲み薬タイプの抗ウイルス薬は自宅で服用できるなど扱

いやすく、ワクチン接種とともに感染対策の切り札となる。今後の調整次第で

は年内にも国内で流通する可能性が出てきた。 

 政府関係者によると、年内調達を目指しているのは、メルクが開発する抗ウ

イルス薬「モルヌピラビル」。ウイルスが体内で増殖するために必要な酵素の

働きを阻害する仕組みで、発熱やせきなどの初期症状がある患者が対象となる。

1日 2回、5日間服用することで重症化を防ぐ効果があるとされる。 

 菅義偉（元）首相は先月の記者会見で、軽症者用の飲み薬について早ければ

年内にも実用化するとの考えを示していたが、調達先などについては明らかに

していなかった。 

 同社は、米国内外の約 1500人を対象とした最終段階の国際共同治験を今年春

から始めており、日本も参加している。治験は今月中に終える計画で、11月に

も米食品医薬品局（FDA）に緊急使用許可を申請する方針。認められれば、新型

コロナ向けとしては世界初の飲み薬になる可能性がある。今月 1日には、患者

の入院や死亡リスクを半減させる効果があったとする治験結果を発表している。 

 米国政府は 6月、170万人分を 12億ドル（約 1300億円）で購入する契約を結

んでいる。日本も、医薬品の審査を担う独立行政法人「医薬品医療機器総合機

構（PMDA）」がメルク社側と臨床データなどについてやりとりを開始した。日

本政府関係者は「米国で緊急使用許可が出れば、日本国内での申請を経て、年

末には特例承認されるだろう」との見通しを示す。 

メルクの日本法人「MSD」のカイル・タトル社長と白沢博満 上級副社長は NHK

のインタビューに応じ、日本国内でも承認申請に向けて審査当局と協議を進め

ていることを明らかにした。 

 タトル社長は「承認が得られれば国と契約を結び、必要な分量の薬を速やか

に供給できるよう調整している」と述べ、承認申請を迅速に進め年内の供給を
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目指す考えを示しました。会社側では年内に「モルヌピラビル」を世界で 1000

万人分供給できるとしている。 

 国内で承認済みの軽症・中等症患者向けの治療薬はいずれも点滴薬で、医療

関係者の作業が必要になる。一方、モルヌピラビルは自宅で服用できるため医

療機関の負担が軽減されるとの期待もある。 

 新型コロナの飲み薬を巡ってはメルクのほか、スイス製薬大手ロシュや米国

のファイザーなどが開発を急いでいる。日本国内では塩野義製薬が来年 1～3月

の実用化を目指しているほか、富士フイルム富山化学も抗インフルエンザ薬を

転用し、現在治験を進めている。（毎日新聞） 

 

 

米メルクは、新型コロナウイルス感染症治療薬として開発中の抗ウイルス剤

「モルヌピラビル」について、感染初期の患者を対象にした第３相臨床試験（Ｐ

３）を日本でも開始する。同剤は在宅患者でも服用可能な経口剤で、富士フイ

ルム富山化学の「アビガン」と同じ作用機序を持つ。５日間の服薬でウイルス

が消滅したデータがあり、コロナ治療の「ゲームチェンジャー」になり得ると
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して期待している。日本の研究開発を統括する白沢博満ＭＳＤ日本法人上級副

社長が、２０日に開催した定例記者会見で明らかにした。 

 米メルクは先週、入院していない患者に対するモルヌピラビルの国際Ｐ３の

開始を発表した。症状が出てから５日以内で、軽度～中等症の患者約１８５０

例を組み入れる。約１カ月間で重症化・死亡した患者の割合などを評価し、９、

１０月に最終結果が出る予定。海外では年内の緊急使用申請などを目指す。今

月末から各国で症例登録に着手し、日本も参加する。日本では、健康成人に投

与して初期の安全性などを確かめる国内Ｐ１も今月から行っている。 

 モルヌピラビルは新型コロナなどコロナウイルスの増殖を阻害するＲＮＡポ

リメラーゼ阻害剤。白沢副社長によると、感染初期で自宅療養している患者に

対する有望な治療薬候補という。Ｐ２では、５日間の投与でウイルスが 100％消

滅するデータを得た。同副社長は、「いわゆるゲームチェンジャーになるかも

しれない。かなり高い期待が持てる」と話し、変異株についても「（同剤の）

メカニズムから効果が期待できる」との認識を示した。濃厚接触者に予防投与

する臨床試験も行う。 

（２）塩野義製薬 S-217622 

塩野義製薬は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）治療薬（開発番号：

S-217622、以下、本治療薬）につきまして、経口投与の抗ウイルス薬として国

内で第 1 相臨床試験を開始し、7 月 22 日に初回投与を行いましたのでお知らせ

いたします。現状、初回投与後の安全性上の懸念は確認されておりません。 

本治療薬は、当社が創製した 3CL プロテアーゼ阻害薬です。新型コロナウイ

ルス（SARS-CoV-2）は 3CL プロテアーゼというウイルスの増殖に必須の酵素を

有しています。本治療薬は、3CL プロテアーゼを選択的に阻害することで、

SARS-CoV-2の増殖を抑制します。SARS-CoV-2 感染動物を用いた非臨床試験にお

いて、ウイルス量を速やかかつ有意に低下させることが確認されております。

本臨床試験では、健康成人を対象に本治療薬服用時の体内動態、安全性、忍容

性の確認を行います。 

COVID-19 に対する当社の取り組みは、当社ホームページでも随時更新してお

ります。また、各機関から発信されている COVID-19に関する情報も同ページに

まとめておりますので、ご参考までにご確認ください（塩野義製薬ウェブサイ

ト）。 

 

（３）中外製薬 AT-527 

AT-527 は、ヒトフラビウイルスやコロナウイルスを含む、一本鎖 RNA のゲノ

https://www.shionogi.com/jp/ja/sustainability/informations-for-id/covid19-initiative.html
https://www.shionogi.com/jp/ja/sustainability/informations-for-id/covid19-initiative.html
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ムを有する複数のエンベロープウイルスに対し、in vitro および in vivo で抗

ウイルス活性を示すプリンヌクレオチドの経口プロドラッグです。高い選択性

を有し、RNAウイルスの複製に不可欠な酵素であるウイルス RNA依存性 RNAポリ

メラーゼを特異的に阻害するように設計されています。AT-527 の抗ウイルス活

性および安全性は、C 型肝炎患者を対象とした第 II 相臨床試験および

SARS-CoV-2 ウイルスを対象とした非臨床 in vitro 試験で確認されています。

AT-527はいずれの国でも、いかなる効能・効果でも承認されていません。 

 中外製薬株式会社はエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社（本社：スイス・バーゼ

ル、CEO：セヴリン・シュヴァン）と、COVID-19 に対する経口の新薬候補品 AT-527

について、本日、日本における開発および販売に関するライセンス契約を締結

しましたので、お知らせいたします。 

現在、グローバルでは、入院を要する中等症 COVID-19 患者に対する第 II 相

臨床試験並びに入院をしていない軽症から中等症 COVID-19 患者に対する第 II

相臨床試験が進行中です。2021 年上半期までに第 III 相臨床試験の開始が見込

まれ、軽症から中等症の外来 COVID-19患者に対する有効性・安全性を評価する

予定です。 

 

（４）富士フィイルム富山化学株式会社 アビガン 

富士フイルム富山化学株式会社は、このたび、抗インフルエンザウイ

ルス薬「アビガン ®錠」（一般名：ファビピラビル）（以下、「アビガ

ン」）について、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の患者

を対象とした新たな臨床第 III 相試験を国内で開始しましたので、お知

らせします。本試験は、重症化リスク因子を有する、発症早期の COVID-19

患者において有効性・安全性を検証する二重盲検プラセボ対照試験であ

る。 

富士フイルム富山化学は、COVID-19 の病態解明が進んでいない中で

も有効な治療薬が早期に求められたため、2020 年 3 月に非重篤な肺炎

を有する COVID-19 患者を対象とした「アビガン」の国内臨床第Ⅲ相試

験を開始しました。本試験にて、主要評価項目で統計学的有意差を確認

したことから、「アビガン」の製造販売承認事項一部変更承認申請を行

っている。 

（５）その他 イベルメクチン 

新型コロナ治療では、大村智・北里大学特別栄誉教授が発見し、米メルクが

製品化した寄生虫病治療薬「イベルメクチン」も注目され、臨床研究などが行

われている。日本企業として同剤の開発や薬事申請を考えるかについて「会社

https://www.chugai-pharm.co.jp/
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としては合理的ではないと判断した」と話し、現時点で開発計画はないことを

明らかにした。 

おわりに 

 新型コロナウイルスのワクチン接種が世界的に進んでいるが、ブレイクスルー感染

の問題もあり、ワクチンだけでは完全ではない。コロナ経口薬の早期承認により、治

療方法の拡充に期待したい。 
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