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＊本資料内容は題目資料より一部のみを抜粋しています。 
 



2．龍心の自然発生高血圧性ラット（以下ＳＨＲという。）に対する作用： 
 方法： 
  ＳＨＲに対する血圧降下作用と心拍数試験： 
  一昼夜絶食させた 10～12 週齢（体重 200～300g、血圧 150～200mmHg）の雄の 

ＳＨＲに 0.5％のカルボキシメチルセルロース水溶液に懸濁した検体の龍心製品を

100mg/kg（対照薬の塩酸ヒドララジンは 10mg/kg）の割合で経口投与し、0、1、2、
4、6 時間に血圧を測定した（3～4 匹の平均値）。すなわち、検体投与前の血圧およ

び心拍数と検体投与後の血圧及び心拍数を比較することにより、検体の血圧降下作用

と心拍数増加を判定した。 
 血圧の測定はＳＨＲをあらかじめ 45～50℃で約 5 分間加温した後、自動血圧記録

計を用いて tail Plethysmograph 法〔ザ・ジャーナル・オブ・ラボラトリ―・アン

ド・クリニカル・メデジン第 78 巻、第 957 頁（1971 年）〕により尾動脈 
の収縮期圧を悲観血的に測定した。 
結果： 
（ⅰ）試験結果は表―5 に示した。投与前の収縮期圧から最大の減少分を血圧降作用

効果として示した。前記に示した龍心の製品Ｗ－1、Ｗ－2、Ｗ－4 及びＷ－6 を

ＳＨＲに 100mg/kg 経口投与により、投与後 1～2 時間で最大の降圧作用を示し

た。即ち、該ＳＨＲの血圧を 33～35mmHg させ、この作用を 6 時間持続させた。 
（ⅱ）心拍数を測定した結果を表―5 に示した。すべての検体の龍心は、対照薬の塩

酸塩ヒドララジンのように頻脈などの心臓に対して好ましくない副作用を及ぼ

さないことがわかった。 
（ⅲ）血圧降下剤として多種多様のものが市販され、降圧の薬理作用としては利尿作

用、自律神経節遮断作用、受容体遮断作用、血管平滑筋への作用、膜安定化作用、

レニン分泌抑制、アンジオテンシンＩ変換酵素阻害作用などの多様な作用機構が

述べられているが、目下の処、龍心の作用機構については不明である 
 

表ー5 

検         体 
ＳＨＲに対する降圧作用効果 心拍数増加分 

血圧降下値ー△mmhg 拍／分 

龍 心 製 品 Ｗー1 34 19 

  Ｗー2 35 19 

  Ｗー4 34 19 

  Ｗー6 33 20 

対照薬塩酸ヒドラジン 60 85 

   
     以下余白 

 



3．龍心の糖尿病モデルラットに対する血糖低下作用： 
 方法と結果： 

（1） 動物：体重 200±10g のウイスター（Wistar）系ラット 1群 5 匹を用いた。 

（２）飼料及び飼育条件：日本クレア社製固型飼料を用い、1ケージにラット 1 匹を入 

  れ、飼料及び水は自由採取とした。温度 23±1℃及び湿度 55±5％の恒温恒湿で飼

育した。 

   ストレプトゾトシン 60mg/kg をウイスター（Wistar）系ラットの腹腔内に投与し

て１週間後に尿糖陽性を確認し、さらにレギュラーインシュリン投与により尿糖、

血糖の低下をみるものの、数日後に再び高尿糖、高血糖を確認したラットのみを糖

尿病モデル動物として用いた。龍心製品Ｗ－1、Ｗ－2、Ｗ－4、Ｗ―6 の 4 種をそ

れぞれ蒸留水に懸濁し、300mg/kg となるように経口投与した。投与後 3時間及び 6

時間目にエーテル麻酔下、股血管より血液を採取し、グルコースオキシダーゼ法に

より血糖を測定した。測定結果は表―6に示した。龍心は有意に血糖を低下するこ

とがわかった。作用機構については後述する。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．龍心中の線溶活性物質の確認 

（1）血栓溶解活性の測定法： 
   龍心より生理食塩水で抽出した抽出液の線溶活性の測定は、主として Astrup and 

Müllertz 〔T. Astrup and S. Müllertz: Arch. Biochem. Biophys.,40 巻、346～351
頁（1952 年）〕の方法による標準フイブリン平板法にて測定した。 

   プラスマ中のフイブリンの分解産物〔Fibrin Degradation Products (FDP)〕は

表ー6 

龍心製品番号 

血 糖 値 （mg/dℓ） 

  平均値 ± 標準偏差 

投与後 3時間目 投与後 6時間目 

蒸留水     

（対   照）    475±30   470±35 

Ｗー1    377±33**   359±30** 

Ｗー2    342±29***   325±32*** 

Ｗー4    367±35**   341±34*** 

Ｗー6    380±40**   358±38** 

  *         ：Ｐ

＜0.05   

  **          ：Ｐ＜0.01 
  

  ***        ：Ｐ＜0.001 
 



FDP(D-Di)ELISA キット〔Stago 社（フランス）販売〕により測定した。又、プ

ラスマ中の組織性プラスミノーゲン・アクチベーター（tPA）は Immunoradiometric 
Assay キット〔Biopool 社製〕により測定した。 

（2）龍心の線溶活性物質の確認： 
   龍心製品Ｗ－1、Ｗ－2、Ｗ－4、Ｗ－6 の 4 種の各々に、10 倍量の生理食塩水を  
  加え、30℃で 2 時間撹拌抽出をおこなうと表―7 に示すように、上清液中に線溶活

性物質が溶存していることが認められた。 
        

表ー7 

ミミズ乾燥粉末の 線  溶  活  性 

  標準フイブリン平板の溶解 

製 品 記 号 面積（ｍｍ2） 

Ｗー1 350 

Ｗー2 340 

Ｗー4 330 

Ｗー6 300 

   
   この上清の生理食塩水可溶性物質は成分不明であるが、蛋白質（プロテアーゼを

含む）、糖質蛋白質、金属蛋白質、又は糖質、その他の低分子の生理活性分子など

からなるものと考えられる。 
 
2．龍心の成人型糖尿病患者（ヒト）に対する経口投与試験： 
 方法： 
  本試験は病院で医師がおこなった。本試験に賛同を得た糖尿病患者 4 人に龍心のカ

プセル剤Ａ〔1 カプセル剤に龍心製品（Ｗ－2）150mg〕を１回１カプセル剤 1 日 3
回を食後に経口投与した。試験番号 No.5 の 62 才の男性は糖尿病と高血圧症の合併

患者で服用約 1 ヶ月目毎に採血し、9 ヶ月間投与した。試験番号 No.6 の 79 才の女性

は糖尿病患者で服用後、約 2、3、4、5、6 ヶ月目に採血し、7 ヶ月間投薬した。試験

番号No.7の76才の女性は糖尿病と高血圧症の合併患者で服用約2ヶ月目に採血し、

3 ヶ月間投薬した。試験番号 No.8 の 61 才の女性は糖尿病、腎機能障害及び高血圧症

の合併患者で服用後約 1、2、3、及び 6 ヶ月目に採血し、7 ヶ月間投薬した。血糖は

ムタロターゼ・グルコースオキシダーゼ法により測定したが、その他血清中の TC、

TG、HDLC 及びβ―LP を測定した。そのほか、血液中の総ビリルビン（T―BIL）、
グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（GOT）、グルタミン酸ビルビン酸ト

ランスアミナーゼ（GPT）、アルカリホスフアターゼ（ALP）、尿素窒素（BUN）、ク

レアチュン（CREAT）、など 22 項目の血液の検査を東芝 TBA―480 自動分析装置と



和光純薬工業株式会社より市販されている各 TA480Test 試薬を用いて定量し、副作

用の有無を慎重に検査しながら試験を続行した。 
結果： 
（１）結果は表―9 に示した。健常成人の血糖の標準値（mg/dℓ）は朝食前 50～100、
朝食 2 時間後 150 以下、昼食前 50～100、朝食 2 時間後 150 以下、夕食前 50～100、
夕食 2 時間後 150 以下である。表―9 に示した 4 人の患者とも、龍心投与前の毎食

前及び毎食 2 時間後の血糖がいずれも高血糖値であり、糖尿病患者であった。 
（2）試験番号 No.5 の 62 才の男性は、糖尿病と高血圧症の合併患者である。当初は

12 月 8 日から 12 月 25 日までの 18 日間他剤を服用していたが中止して 12 月 26
日から龍心カプセル剤のみを投与した。服用 42 日目から血糖の改善がみられ、服

用 69 日目では 6 項目の検査値の内、夕食 2 時間後の 1 項目の値が 165mg/dℓと高

い以外は、ほぼ標準値近くまで改善された。服用 103 日目は 6 項目の検査値全部

が標準値に達した。それ以後、5ヶ月間の 6項の血糖は標準値の範囲内を保持した。

又、この患者の服用前の血清中の TC、TG、β―LP 及び HDLC の 4 項目は正常

値であり、高脂血症の合併は認められなかった。 
  上記の血糖の検査と同時に 9 ヶ月間、毎回高脂血症の検査 4 項目の含量を測定し

たが、常に正常値範囲内を保持した。試験番号 No.5 の検査表に示すように、毎回、

GOP、GTP、BUN、CREAT を始め、22 項目の検査を同時におこなったが異常値

の出現は皆無であった。すなわち、本投与期間中、肝・腎障害及びその他の副作用

は全く認められなかった。 
  血圧は表―9 に示すように、最大及び最小血圧共に正常値内に低下し、且つ保持

された。 
（3）試験番号 No.6 の 79 才の女性は糖尿病単独の患者であった。当初の 12 月 7 日

から龍心カプセル剤のみを投与した。服用 70 日目で 6 項目の検査値の内、昼食 2
時間後と夕食前の値が 191及び 109mg/dℓと僅かに高い値である以外の 4項の値は、

標準値内に改善され、服用 110 日目から服用約 3 ヶ月間、完全に標準値内を保持

した。この患者は高脂血症又は高血圧症の合併はなく、この試験 7 ヶ月間中、血清

脂質とβ―LP は常に正常値内を保持し、異常は全くなかった。又、試験番号 No.6
の検査表に示すように、肝・腎障害その他の副作用は全く認められなかった。 

（4）試験番号 No.7 の 76 才の女性は軽度の糖尿病と高血圧症の合併患者であった。

当初は 12月 7日から 6 月 4日まで他剤を服用していたが改善効果が認められなか

ったので中止し、6 月 5 日から龍心カプセル剤のみを投与した。服用 65 日目には、

6 項血糖は標準値内に達した。この患者も高脂血症の合併はなく、この試験中血清

脂質とβ―LP の含量は、常に正常値内を保持し異常は全くなかった。又、試験番

号 No.7 の検査表に示すように、肝・腎障害その他の副作用は全く認められなかっ

た。 



 血圧は表―9 に示すように服用 65 日目に最大及び最小血圧共に正常値内に降下 
した。 

（5）試験番号 No.8 の 61 才の女性は、かなり重度の糖尿病と軽度の腎機能障害と高

血圧症の合併患者であった。但し、高脂血症はなかった。この患者は当初の 11 月

6 日から 12 月 16 日まで他剤を服用していたが中止し、12 月 17 日から龍心カプセ

ル剤のみを投与した。服用 77 日目から血糖値の改善が認められ、191 日目には朝

食 2 時間後と昼食前の値がそれぞれ 177、210mg/dℓと高い値であった以外の 4 項

目は基準値に達したが、十分な効果ではなかった。試験番号 No.8 の検査表に示す

ようにこの患者は、慢性的腎機能障害の患者であり、この改善には龍心は無効であ

る。従って、他の方法による腎機能障害の治療の方が先決であった。 
  血圧は表―9 に示すように服用後、最大及び最小血圧は境界領域の値であった。 
まとめ： 
（1）経・中程度の成人型糖尿病患者の場合、龍心カプセル剤 1 回 1 カプセル剤、1
日 3 回食後経口投与により、服用 2～3 ヶ月以後から朝・昼・夕食前後の 6 項目全

部の高い血糖値を標準値内に保持することができた。 
（2）龍心カプセル剤を 6～9 ヶ月間の長期間服用を続けても血糖値は常に標準値内に保

持し、低血糖の発生、その他の副作用の発生は皆無であった。即ち、龍心は、安全な

高血糖症治療剤又は糖尿病の予防剤であることがわかった。 
（3）然し、試験番号 No.8 のように腎機能障害、高血圧と重度の糖尿病患者の場合は完

治が稍々困難であったが、改善効果は明らかあった。 
（4）龍心の経口服用により血糖低下の効果を示すのは、龍心の生理活性物質が腸管より

吸収されて、膵臓のランゲルハンス島を刺激し、インスリン分泌を促進することに効

果があるのか、又は膵臓そのものに作用するのではなく、末梢の組織のブドウ糖のと

りこみをよくする作用により、血糖を低下させるのではないかとも考えている。機作

については今後の研究により明らかになることが期待できる。 
（5）龍心は、後述するように血栓症に有効であることが判明した。従来の公知の経口糖

尿病剤のスルフォニール尿素剤、ズルフオンアミド剤、ビグアナイド剤は血栓症及び

心臓病のある患者には禁忌である。龍心は、かかる禁忌が改善された経口糖尿病とし

ての使用が期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 



3．龍心の高・低血圧症患者（ヒト）に対する経口投与試験： 
方法： 
 本試験は病院で医師がおこなったものである。 
 本試験に賛同を得た 13 人の患者は、高血圧症患者 10 人（内男 3 人、女 7 人）と低

血圧症患者 3 人（内男 2 人、女 1 人）である。高血圧症患者 10 人の内、2 人は高血圧

症の単一症状で、残りの 8 人は高血圧症と糖尿病、高脂血症、脳動脈硬化症又はその他

の病気の一つもしくは 2 つの合併症の激しい条件の患者であった。低血圧症患者の 3
人は単一症状であった。これらの患者に、龍心カプセル剤 A〔1 カプセル剤に龍心製品

（Ｗ―2）150mg 含有〕を 1 回 1 カプセル剤、1 日 3 回を朝・昼・夕食後に経口服用し

た。投与開始後、1～2 ヶ月間は 1～2 週間毎に、その後は約 1 ヶ月毎に症状を診断しな

がら 1～9 ヶ月間経口投与した。 
結果： 
（1）結果は表―10 に示すように高血圧症患者（最大血圧 148～173、最小血圧 93～

130mmHg）13 人の内、試験番号 No.8 一人以外の 12 名は、服用 1～3 ヶ月以内に最

大血圧は 13～27、最小血圧は 16～35mmHg をそれぞれ低下して血圧を正常域に保

持できた。 
（2）表―10 に示すように、正常域に達したのちも服用続けたのは、高血圧症以外の病

気の治療及び高血圧症の再発の予防のためである。龍心の服用継続期間中は、血圧の

正常域維持が認められた。 
（3）低血圧症患者が服用した 1～2 ヶ月以内に最大及び最小血圧は共に 18～20mmHg 

上昇し、それぞれの血圧は正常域内に保持できた。 
（4）龍心服用により、高・低血圧症患者の血圧が正常域に至ったのちは服用停止後も

約 3 ヶ月間、血圧の正常維持が認められた。 
まとめ： 
（1）龍心を高血圧患者が服用すると血圧が降下し、低血圧症患者が服用すると血圧が

上昇して、それぞれ正常域の血圧を保持した。 
（2）龍心は血圧調節作用を有する血圧調節剤であることが確認できた。 
（3）高血圧症以外に高脂血症、成人型糖尿病、脳動脈硬化症又はその他の病気の 1 つ 
もしくは 2 つの合併症の患者の場合でも、龍心の服用により高脂血症及び成人型糖尿病

の改善と共に高血圧症患者の血圧が降下し、正常域になった。 
（4）今回の試験において血圧の異常な降下又は異常な上昇の発現は皆無であった。又、

試験番号 No.1～10 の検査表に示すように、肝・腎障害その他の副作用は全く認められ

なかった。 
（5）龍心の血圧調節の作用機作は不明である。 
（6）龍心は高・低血圧症の治療剤のほかに、それらの予防剤として安全に長期間服用

できる薬剤である。 



4．龍心の高血圧症、血栓症及び深部静脈血栓症患者（ヒト）に対する経口投与試験： 
方法： 
（1）龍心をヒトに経口投与したときの血栓溶解の臨床試験は、目下ソウル大学校付属

病院内科で李文鎬名誉教授〔峨山財団（アサンザイダン）ソウル中央病院長〕及び朴

宣陽教授が実施中で 4 月上旬に第一回の試験が終了することになっている。試験途中

であるが龍心の薬理作用を御社へ開示のために、特にお願いして入手した Yong Shim
（龍心）の予防試験結果を表―11 に示した。 

（2）龍心のカプセル剤 A〔1 カプセル剤にミミズ乾燥粉末（前記 W―2）150mg 含有〕

を 1 回カプセル剤、1 日 3 回を食後に経口投与した。対象者は高血圧症の患者 2人（男・

女）、深部静脈血栓症の患者 3 人（男 1 人と女 2 人）及び健常成人の男性 1 人の計 6
人である。 

（3）表―11の Yong Shim（龍心）の予備試験結果の内、特に重要なデータは FDP〔Fibrin 
Degradation Product、フイブリン分解産物、ng/mℓ〕、tpA〔Tissue Plasminogen 
Activator、組織プラスミノーゲン活性化因子 ng/ mℓ〕、PAI―l〔Plasminogen 
Activator Inhibitor-l、プラスミノーゲン活性化因子阻害物―l、O.D〕の変化であり、

この値は市販のキットにより測定したものである。 
結果： 
A.〔実験番号 No.1〕  YMB（M/30）：健常成人 
 （1）この試験から次のことが判明した。 
 （2）龍心カプセル剤を服用すると、2 日目に FDP が約 3 倍に増加し、tpA が 15％

増加、一方 PAI が 25％減少したのは、tpA の分泌が促進されてフイブリン塊が溶

解したことを示すものである。 
 （3）即ち、龍心を服用すると、龍心中の生理活性物質（プロテアーゼか、その他の

成分かは不明である）が腸管から吸収され、末梢血管壁の内皮細胞を刺激して tpA
を分泌する。tpA の分泌が急に増加する線溶（血栓溶解）系の亢進は最終的にはフ

イブリノーゲン（fibrinogen）の分解と出血をもたらす。それゆえ、線溶の制御が

働いて増加した tpA と PAI が複合体をつくるので、PAI が減少する。複合体をつ

くらなかった過剰の tpA はフイブリンに吸着される。tpA はセリンプロテアーゼで

あり、これがフイブリンに吸着されたプラスミノーゲンを限定分解してプラスミン

とし、生じたプラスミンはフイブリンを分解するので FDP が増加した。 
（4）健常成人でも血栓溶解剤を常用していない限り、末梢血管には、数個以上の数

の血栓を保有しているのが常である。このフイブリンが龍心の服用により溶解分解

して FDP を生じたことを示すものである。 
B.〔実験番号 No.2〕  KMH（M/52）：高血圧症 mild（150/90mmHg） 
 （1）この患者の場合、当初から健常成人の約 4 倍の血中 FDP が存在することは、 

フイブリンを溶解する能力があったことを示すと共に、多量のフイブリンが血中に



存在することを意味する。即ち、この患者は境界領域の高血圧症と血栓症の合併患

者であった。 
（2）龍心服用 1 日目に tpA が 9％上昇し、FDP が 22％減少した。服用 2 日目に FDP
が 52％減少し、又、PAI が 54％減少したことは、龍心服用 1～2 日目から活発な

血栓溶解があったことを示すものである。即ち、龍心は速効薬であることが判明し

た。 
（3）服用 15 日目（12/13）で線溶の改善効果明らかであった 

C.〔実験番号 No.3〕  KYM（M/44）：深部静脈血栓症（抗凝固薬ワルファリンと 
併用） 

 （1）服用 1 日目に FDP が約 1.4 倍に増加し、tpA が 8％増加し、PAI が 21％減少

したことは服用 1 日目から速効的に血栓溶解があったことを示す。 
 （2）服用 11 日目（11/25）で FDP が 29％減少し、tpA は 25％増加し、PAI が 48％

の減少のデータから見て、血栓溶解の進行が認められ、血栓症の改善は明らかであ

った。 
D.〔実験番号 No.4〕  YHY（F/32）：高血圧症（140/100mmHg） 
 （1）この高血圧症患者の場合は、フイブリンの溶解に抵抗があったが、服用 4 日目

（11/21）に FDP が約 4 倍に増加し、同時に tpA が 39％増加した。 
 （2）服用 13 日目（11/30）には FDP が約 3.7 倍で PAI が 26％減少したことなどか

ら血栓溶解の進行が認められた。 
 （3）服用 19 日目（12/5）には FDP、tpA、PAI は健常成人のそれぞれと同値になっ

た。即ち、フイブリン塊が溶解したことを示すと同時に、この患者の血圧は最大血

圧 130mmHg、最小血圧 85mmHg と正常域になった。 
E.〔実験番号 No.5〕  JSJ（F/45）：深部静脈血栓症（抗凝固ワルファリンと併用） 
 （1）この患者の場合も、当初から健常成人の約 3.5 倍の血中 FDP が存在することは、

フイブリンを溶解する能力があったことと共に、多量のフイブリンが血中に存在す

ることを意味する。 
 （2）データを一見したところ、龍心の効果がなかったように見えるが、服用 3～4

日目に FDP が約 1.2 倍に増加し、tpA が 42％増加、PAI が 10％減少して線溶（血

栓溶解）が明らかである。 
 （3）服用 25 日目に FDP、tpA、PAI が健常成人と同値となり、深部の血栓が溶解

し消失したことを示した。 
 （4）欧米においては手術後に深部静脈血栓症を発症する頻度が高く、肺塞栓症（年

刊死亡者 15 万人）を併発する確率が高く社会問題とさえなっている。この難病の

深部静脈血栓症が改善したのは注目すべき結果である。 
F.〔実験番号 No.6〕  KSN（F/39）：深部静脈血栓症（抗凝固薬ワルファリンと併用） 
 （1）この患者の場合も服用 1 日目から FDP が約 1.5 倍増加し、服用 7 日目及び 15



日目には FDP が約 1.8 倍に増加し、服用 22 日目（1/13）には 11％減少し、フイ

ブリンの溶解が認められたが、完治には更に治療が必要である。 
まとめ： 
（1）龍心 1 回 1 カプセル剤（ミミズ乾燥粉末 150mg 含有）、1 日食後 3 回の投与であ

ったが、試験番号 No.2 の高血圧症の 1 人、試験番号 No.3、5 及び 6 の深部静脈血

栓症の 3 人の計 4 名の患者の場合は、明らかに服用 1 日目から血栓溶解が認めら

れた。試験番号 No.4 の高血圧症患者の場合は服用 3 日目に、試験番号 No.1 の健

常成人の場合は服用 2 日目から血栓溶解が認められた。 
（2）龍心カプセル剤 1 回分として 2～3 剤の増量化の場合、又は龍心と抗血小板凝集

剤との併用の場合には、服用何時間目又は服用何日目に血栓溶解が認められるかが

興味深い。李先生は、龍心カプセル剤服用後 6 時間及び 12 時間の短時間内（即ち

速効的）に血栓溶解が認められるか否かを検討すると申されていたが、これにより

龍心の作動の判断に大きな影響を与えることが示唆できる。 
（3）即ち、6～12 時間の短時間内に血栓溶解が認められるようならば、龍心中に含有

される有効な生理活性物質〔プロテアーゼか、その他の物質かは不明。目下の処、

後者の方が可能性大である。〕が作動していると考えられる。 
   血栓溶解の出現が服用後 1～2 日、又は 3 日目を必要とするのであれば、龍心の

成分が腸から吸収して生じた「代謝産物」が生理活性物質となって作動することが

示唆できるからである。 
（4）目下のところ、次の作用機作が考えられる。 
   龍心を服用することにより、腸管から吸収された生理活性物質又は代謝活性産物

が血管壁の内皮細胞を刺激して、tpA を分泌する。tpA の分泌が急に増加する線溶

（血栓溶解）系の亢進は最終的には fibrinogen の分解と出血をもたらす。それゆ

え、線溶の制御が生じて tpA と PAI―l が複合体をつくるので PAI―l が減少する。

複合体をつくらなかった過剰の tpA はフイブリンに吸着される。tpA はセリンプロ

テアーゼであり、これがフイブリンに吸着されたプラスミノーゲンを限定分解して

プラスミンとし、生じたプラスミンがフイブリンを分解するという作用機作が考え

られる。 
（5）5 人の患者の内、深部静脈血栓症 1 人と高血圧症患者 1 人の血栓症に完治という

すぐれた改善効果が認められた。更に、深部静脈血栓症 2 人と高血圧症と血栓症の

合併患者 1 人も龍心服用により血栓症の改善が認められた。 
（6）患者の症状により、龍心カプセル剤の 1 回 2 剤又は 3 剤の増量化、もしくは龍心

と抗血小板凝固剤との併用により、更にすぐれた改善効果が期待できる。 
（7）ウロキナーゼの使用により、静脈血栓の溶解を期待するには 100 万単位/日の投与

が 4～5 日間必要であるとか、又は静脈血栓発症後、5 日以内の早期のときのみウ

ロキナーゼ投与で良好な成績が得られたと報告している。この点、龍心は時間がた



ち固形化した静脈血栓も溶解することができるか否か、今後の検討に期待するとこ

ろ大である。 
（8）「ウロキナーゼ」や「ストレブトキナーゼ」はフイブリン親和性が低く循環血液中

という液相で線溶活性化を惹起し、fibrinogen などを分解して出血傾向に陥る欠点

がある。この点、本臨床試験では fibrinogen の分解減少は全く認められなかった。

又、同時に副作用は認められなかった。 
（9）「ウロキナーゼ」「ストレブトキナーゼ」、最近開発中の遺伝子操作及び細胞培養で

得た tpA はすべて静脈注射でなければ患者に投与できない。即ち、患者に苦痛を

与えるが、龍心は経口投与でよい点に大きな利点がある。 
（10）李文鎬名誉教授及び朴宣陽助教授が目下、臨床試験中の対象患者は 48 頁に示す。

龍心の血栓溶解作用が速効性であるか否かを健常成人で十分に確認したのち、心筋

梗塞、脳血栓へと対象患者の範囲を拡げて臨床試験に入りたいと申しておられた。 


