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PURPOSE:
We investigated、vhether red ginseng powder(Seikansho)cOuld prevent the progres―

sion of diabetic nephropathy and postpone the introduction of hemodialysis,

MATERIALS AND METHODS:
Twenty一 two patients wlth persistant proteinuria were allocated to a red ginseng group

(■ =14)or a delapril hydrochloride group(■ 三8).Fifteen patients with normoalbuminuria

and 14 with■ licroalbu■ linuria、 vere enrolled as untreated contFOIS,Thesurinary protein

levels,microalbumin levels,and renal function were monitored serially.

RESULTS:                                     `
1.Hemodialysis became necessary due to the progression of chronic renal fallurき in

35.7%of the red ginseng group and 37.5%of the delapril group,、 vith no significant dif…

ference between these t、vo grOups.Ho、vever,renal function remained within the normal

range over 72 months in signittcantly I■ore of the red ginseng group(42.9ジ イ).

2.Hemodialysis became necessary in 42.9% of the untreated patients with

正liCrOalbu■ linuria after 24 months.In contrast,■ one of the untreated patients with nor―

moalbuminuria required hemodialysis after 30 months and 86.7%ofthis grOup had no in‐

crease of urinary■ licroalbllmin during the fonow up period.

CONCLUS10N:
These results suggest that red ttseng is beneficial for the treatment of diabetic

nephropathy and may be indicated for patients rangmg widely from those in the earlyド

stage with microalbllminuria to those in the advanced stage wlth persistent proteinuria.

しかし当内科・ 糖尿病外来ではコウジン末 [(正

官庄)以下紅参]投与後,血液透析導入例はき

わめて少ないことは,興味ある成績である。

この成績に着目し紅参が血液透析導入時期を

遅廷させ得るのか,ま たその適応基準などにつⅢ

いて検討 した。

糖尿病性腎症は慢性腎不全期から,血液透析

に至る進行性の病態であり,その予後は不良で

ある。 しかも血液透析例は年 増々加の一途をた

どり,糸球体腎炎由来の透析角を凌驚 している。
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症例数
(例 )

薬剤投与
期間

紅参末投与群
4.59/日

14 72カ月

塩酸デラプリル投与群
30mg/日

8 72カ月

表 1 糖尿病性腎症

持続的蛋白尿期群

微量アルブミン尿期群

症例数
(例 )

観察期間

Normoalbuminuria
12.3± 15.6m9/g o creat

30カ 月

h/1icroalbunlinuria

65t4± 24.2 mg/g・ creat
lf4 24カ月

対象ならびに方法 (表 1)

持続的蛋白尿期の 22例 を 2群に分けた。す

|なわち紅参投与群 14例 (平均年齢 65歳,平均

罹病期間 20.1年 , 1日 4.5g経 由投与)に対

し,塩酸デラプリル (以下,デラプリル)投与

群 8例 (平均年齢 61.6歳,平均罹病期間 19.4

年, 1日 30 mg経 口投与)を治療群 とした。薬

剤投与期間はいずれも72カ月間である。これ

に対 し,こ れらの薬剤を投与 しない 29例をコン

トロール群 とし,微量アルブミン尿の程度によ

り2群 に分けた。すなわち Normoalbuminuria

(12.3± 15.6 mg/g,creat)の 15例 (平均年

齢 64.7歳 ,平均罹病期 間 13.4年 )と ,

Microalbuminuria(65.4± 24.2 mg/g.creat.)

の 14例 (平均年齢 63.5歳 ,平均罹病期間

13.3年)である。

尿蛋白量,微量アルブミン尿,血圧,腎機能

(S e creat.BUN)な どを 2～ 4週に 1度,経

時的に測定 した。

成  績 (表 2)

1.持続的蛋白尿期群の治療経過

慢性腎不全期から血液透析へと進行 したのは ,

紅参投与群 14例 中 5例 (35.7%)に 対 し,デ

ラプリル投与群は 8例 中 3例 (37.5%)と ,

両群間に明らかな差異を認めなかった。また保

存期腎不全の状態を保ち得たのは,紅参群

21.4%,デ ラプ リル 25.0%と 差異を認めな

かった。他方 S creat.が l IIg/d2前後の正常

内で経過 し得たのは,紅参群 42.9%,デ ラプ

リル群 37.5%である。

2日 微量アルブ ミン尿期群の治療経過

Normoalbuminuria群 の 15例 は,経過観察

30カ月後に至るも血液透析導入例を認めず ,

しかも 15711中 13例 (86.7%)は アルブミン

尿の増量を認めず,腎機能は正常内で経過 した。

一方 micrOalbuminuria群では経過観察 24カ

月以内に,慢性腎不全から血液透折への移行例

は 14例中 6例 (42.9%)と ,治療群にくらべ

て高率である。 しかも腎機能正常内で経過する

表 2 治療経過

蛋 白尿 期 群 微量アルブミン尿期群

紅参末投与群
n主 14

塩酸デラプリル
投与群 n=8

Normoalbuminutta

n=15
microalbuminutta

n=14

慢性腎不全
↓

血液透析導入例

5例
(35.7%)

3

(37.5%)

6

(4219%)

保存期腎不全例
(21.4%)

2

(25.0%)

2     1      2
(133%,|   (14.2%)

腎 機 能
正常内経過例 (42.9%)

3

(37.5%)

13             6

(86.7%,   (42,9%)
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紅参末 (正官庄 )
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糖尿病性腎症における薬斉J投与基準

例は, Nomoalbllmintlria群 にくらべて明らか

に少な く14例中 6例 (42.9%)で あった。

蛋白尿期に紅象を投与 し,慢性腎不全期から

血液透折導入時期を少 くとも, 72カ月間遅延

し得た。 しかも糖尿病性腎症に対する治療薬 と

して有用性の高い ACE阻害剤であるデラプリ

ルとはぼ同等の成績であったことから,紅家の

効果は高 く評価すべきである。紅家の効果の作

用機序について文献的に検討 した。すなわち免

疫能の異常を是正する感染防御機構,基底膜に

おけるⅣ型,V型コラーゲンの合成を元進 (東

海大 山村), TXA2産 生の低下 と, PG12産

生の増加 (千葉大 田村 ら)な ど,また血小板

内 E Ca2+]1の異常を是正 した山口の成績など,

紅家の多彩な作用が関与 していると推測する。

紅家の適応基準を糖尿病性腎症の nattral

cource(図 1)よ り検討 した。結果,紅家は ,

Normoalbuminuria,あるいは microalb―inu―

riaの早期腎症から,ま た持続的蛋白尿期さら

ヤこ慢性腎不全期の幅広い領域に投与が可能な薬

剤である。これに対 し腎排泄性の ACE阻害剤

の適応範囲は, Streat.が 1.5宅  dtまでで

あり, 2.O mg/d2以上の時期には,Ca結抗剤

に切 り変えるべ きである。

結  論

1.進行性の病態である糖尿病性腎症に,紅

家を投与 した結果,慢性腎不全期か ら血液透析

導入時期を遅延 し,社会復帰につながる治療法

である。       f
2.紅家の適応範囲は microalbuminuriaの

早期腎症か ら,持続的蛋 白尿期さらに慢性腎不

全期 と広域である。
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