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Purpose,Object and MIethod
The authors have reported of various effects of Red Ginseng(SeiKanSho)(“ RG―

1"),such as the inhibitOry action on the onset and progress of diabetic nephropathy,

批を8錦
t樹

景監盤よ錯檻8警宝
Sも

艦『苫措績と鍋号嫌檻]批舗品遺掛肥
RG-l for clinical symptoms.The subjects were patients of nonTinsulin dependent
diabetes mellitus(NIDDM).Ten cases(6 male cases,and 4 female cases)whose
CBF was lneasured(Xenon cT CBF)after obtaining their consent were used.The
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vided into 3 groupsi a group lnedicated with the RC1 1(``RC1 1'つ ,a grOup notrnedi―
cated with the RG l(“ RGO"),and a group medicated with the RG-l whose
producing center was unknown(“ RG-2").Furthermore,the period in which the
cases had been diabetic,the b100d_glucose level cOntrol, blood biochernical values,
etc.were also measured.
Results

I]BV and cBFi(E)The Bv significantly dropped after the medicatiOn Of the lttG-1
(all cases Of 8 cases)。 ②The CBF ofthese 8 cases、 ‐as normalin perfusion fOr 2 cases,
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asymptolrnatic ④The Bv medicated with the RG l(NO_10)had always been within
the nOrlnal range with norl■ al CBF as、、一ell_IIE Clinical symptorn of thOse cases
who had been with high BV value:CThe onset of ischemic heart disease(IHD)市 as
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的目 績成

糖尿病性腎症は進行性で予後が不良である。

しか しコウジン末 〔(正官庄)以下人参 -1と
略す〕を投与することにより,血液透析に至る

までの期間を延長 して,予後を改善 しえたこと

を報告してきた。しかも人参-1の適応範囲は
尿微量アルブミンで診断される早期の腎症から,

持続的蛋白尿期と広域である。この効果は人参一

1の免疫異常の調整作用による感染防御機構 ,

微小循環改善作用,血小板内 Ca2+濃度の異常

を是正するなど,多彩な作用によるものと推測

した。今回,血液粘度 (以下 BV)の経時的推

移を主軸に,脳血流 (CBF)'な らびに臨床症状

に対する人委-1の有用性と有効性について検

討 した。    ・

対象・ 方法

t インス リン非依存性糖尿病 (NIDDM)で
1′ BVを測定 し得たのは,256例 (男性 174例

,

4女性 82例)で ある。 このうち Bvが常に高値

(男性 :≧ 4.7cp,女性 :≧ 4.lcp)で 経過 した

男性 13例,女性 6例 の計 19例 を対象とした。

また患者の同意を得て CBFを測定 し得た 10例

(男性 6例,女性 4例)に おける BVに対する

CBFの関係についても検討 した。

BVの 測定はEDTA2Naを用いた採血検体で,

マイクロビスコメータープレー ト回転式粘度計

(ブルックフィール ド社)を用いたと
｀CBFは キ

セノンガス吸入法によるXe enhanced CTと 血

流マップによる脳全体の CBF(総合診断),″な

らびに関心領域における部位の CBF(部位診

断)について検討 した。今回,関心領域として

Anterior cOrebral artery(ACA), A/1iddle

cerebral artery(MCA)な らびに POsteriOr

cerebral artery(PCA)で ある。

対象症例を人参非投与 (人参 -0),人 参―

1お よび日本ならびに中国産の人参-2の 3群

に分けた。

I〕 糖尿病患者におけるBVと CBF(表 1)

人参-1投与によりBVが明らかに低下 した

のは 3例 (No。 1, 4, 5),低 下傾向 5例

(No.2, 3, 6, 7, 9)な らびに不変 1例

(No.8)で ある。この BVの低下が CBFに 対

し, どのように影響 したかを検討 した。

結果,BVが 明 らかに低下 した 3例 中 1例

(No.5)の CBFは ACA,MCA領 域に左右差

を認めるも総合診断はNormal perfus10nで あ

る。一方,他の 2例 (No.1, 4)で は cBF
は明らかに低 く (diffuse perfusiOn), しか も

ACA,McA,PCAい ずれの領域 の血流 も

21.8～ 27.8m〃 /1oO g/minと 著明に低値であ

る。 また BVが低下傾向であった 5例では,

ACA,MCA,PCA領 域の CBFは , いずれ も

差右差を認めた。総合診断では 1例 (No.7)
が Normal perfusiOn(34.9～ 50.4m〃 /100g/
min)で,他の 4例 はいずれ もLow perfusion

である。

また長期間 (70カ 月)人参 -1を投与 した

症例 (No.10)の BVは常 に正常内 (3.28土

0。 12cp)で経過 し,CBFは正常であった。

工〕血液粘度が高値で経過 した症例の人参別

による粘度の経時的変化 (表 2)

人参-0の 5例中 2例 はBVが悪化傾向をみ

とめ,高値のまま経過 したのは 3例である。ま

た人参-0か ら人参 -2に投与を変更 した 10

例では,BVの改善 した症例は認められず,高
値のままあるいは悪化する症例がそれぞれ 5例

ずつである。一方人参-2か ら人参-1に変更

した 4例では,Bヽ
子
の改善が 3例,高値のまま

経過 したのは 1例で,悪化 した症例は認められ

なかった。

III〕 Bヽ
‐
が高値で経過 した症例の臨床症状は,

人参-0(5例 中 2例)あ るいは,人参-0か
ら人蓼-2に変更 した症例 (10例 中 5例)で
は,町部圧迫感,陶痛などの症状をみとめ,循
環器病外来で治療中である。 しかし人参-1の
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4例 ではEKGも正常内で,臨床症状 も認めな  し日常生活には支障を認めず今日に至る。

かった。                    Iv〕 症例の提示 (図 1, 2)

一方,CBFが低下 した症例 (10例 中 6例)  I.T.54y.男 性 糖尿病罹病歴 6年,高脂

では,いずれも脳梗塞の発症を認めず,無症候  血症を合併,人参-2か ら人参-1に変更後 ,

性で経過 している。また 3例では物忘れなどの  BVは 正常化 し, この効果は 3月 現在 も持続 し

自覚症状を訴えるも一過性で,す ぐにおもい出  ている。

表 1 糖尿病患者における血液粘度と脳血流

氏 名

年齢・1性

糖尿病

曜病期間

血液粘度 cP. 局所の脳血流 (ml/1009/min)   |八 参-1(459/日
)

人参-0 人参-2 人参-1 ACA L/R MCAう 常
IPCA L/Rl傘 8乎

断 :1服 用後 側 )

1
MM
66, A/1

17年
4_88
+o25

447
+o26 ‰ 6 堵 1 ‰

Diffuse low

perfusion
45

SK
65, M

21年
429
+o16

410
+o24 ‰ 9

郷・
統

*

‰ 9*

CBF ↓
左右差あり

YH
68, 卜西

20年 453 434 435
+o33 %3 鍋・

‰
*

‰ 8*

CBF ↓
左右差あり

YN.
60, M 不詳

493
±040 443 牝 5 ‰ 6 牝 8

Diffuse low

pe「 ftlsion
4

TS.
68, M

26盗手
422
+o19

358
± 001

3‰
6* ‰ 6* 堵 2

CBF Nor
左右差あり

6
KA
66, M

32互手
391
± 012

378
+o o4 緒 3

3]‰*

堵 0

CBF ↓
左右差あり

S_0.

66. F
15年

384
+o o2

36
± 011 路 ゴ‰

403ぎ

名

* CBF Nor
左右差あり

MO.
71,F

4年
367
+o o6

、

（
‐
Ｗ

ュ

士 ‰ 5 町 3*

鉛
為

* CBF Nor
左右差あり

H.T
71l F

8年
34
± 014 324

卸
緒 9*

骸・
統

*

‰
* CBF ↓

左右差あり
7日

KH.
65, F

6年
328
+o12 路 9*

鉛
猛

*

‰ 8

CBF NOr
左右差あり 7θ

左右差 あ り*

表 2 血液粘度が高値であった症例の経時的変化

＼
人参-0

人参-0
↓

人参-2

人参-2
↓

人参-1

男 性
≧4.7cP.

高値のまま

改 圭
』

n=4

n=4

n=1

n=2

悪 化 1頃 向

女 性
≧4.lcP,

高値のまま l n=3
改 圭

申

悪 化 イ頃 向

n三 1

n=1

n=1

計     
「

=5 n=10 n=4

()人参-1に変更
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|.T. 54y.male

70y口 rnale

図 1

T.T.70y.男 性 糖尿病曜病歴 18年,人参一

0か ら人参-2に変更後 もBVの改善はみとめ

られず,胸部圧迫感,胸痛を訴え循環器病外来

で治療中である。

K.M.64y.女性 糖尿病の罹病歴 10年 で ,

人参-2よ り人参-1に変更後,BVの 明 らか

な改善をみとめた。現在,血糖のコントロール

も良好になり,糖尿病性網膜症の進行 もみとめ

ず, また,心臓の症状 も訴えず経過は良好であ

る。

S.N.68y.女性 糖尿病の曜病歴 は 8年 ,

人参-0か ら人参-2に変更後,BVは 悪化傾

向をみとめ,胸部圧迫感を訴え循環器病外来で

加療中である。

糖尿病性腎症,網膜症,高脂血症あるいは高

血圧などの多彩な合併症を持 った NIDDMに
人参-1を投与 した結果,BVを正常内に改善

し悪化する症例は認めなかった。さらに人参一

Kコ M.   64y口 Female

S.N口   68y.Fernale

1の投与によりCBFが低値であって も,脳血

管障害の発症を認めず,無症候性で経過し得た。

一方,人参-0か ら人参-2に変更 した場合,

BVの 改善例は認めず,虚血性心疾患の発症を

認めた症例がある。 これらの成績からBVの改

善には,人参の産地別による成分構成の差異が

関与 しているかも知れない。 しか し患者側の要

因についても検討 しなければ,結論はなし得な

いが,人参の種類によりBVに差異を認めたこ

とは興味ある成績と考える。

人参-1投与により症状が悪化せず,小康状

態を維持 し得たのは,BVを是正 した結果,血
液の流速が保持され血流が改善されたこと, さ

らに人参-1の もつ多彩な作用機序が関与 した

ものと推測する。

結  論

ノ＼蓼-1の投与によりBVの正常化が確認 さ

れたことから,論床上,有効にして有用な薬剤

であり.―忘試みてょい薬剤である。

十月

案考

12 1997.1 2月
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