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コウジン末(正官庄)は ,糖質代謝を改善し得るか(第 2報 )
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Abstract
Purpose and methods

BIood glucose of patients taking Red Ginseng (RGl)provided by Seikan‐syo has

previously been sho、 vn to be覇アell regulated.Further studies、 vere carried out to test the

effect of RGl on pancreatic function judged by urinary― connecting peptide ilnlnunoreac‐

tivity(U一CPR),analysis of the β3-A drenergic receptor gene.Furtherlnore prognosis of

diabetic nephropathy in theses patients、 vas analysed.

Resuits            ‐ら、

1.In 9 patients,who took RG1 6g//day for ten months,an increase of U― CPR
concentration was■oted.The increase from 25.4± 12.5ng//m2t。 55。 1± 22.3ng//m2was

statistically significant. In 26 patients, 、アho took 3 or 4.5g///day, the concentration

remained within the normal range from 48.7± 25.6ng//m2to 37.3± 25.9ng//m2.In 6

patients who had shown low levels of U一 CPR(19.0± 8.7ng//m2),the concentration of

U―CPR increased to 38.4± 33.6ng//m2.

苺   2. 8 out of 25 cases、、「ere shown to have a mutation in the β3-Adrenergic receptor

gene. The mutation、 vas either in the homogeneous or heterogeneous form. Further

analysis is currently been carried out in relation to hypertension and body mass index.

3. 7(about 7%)out of 107 patients with diabetic nephropathy、 vho had been taking

RGl since 1986 went on to haemodialysis.It should be stated that this ratio(7%)was far

less than the national statistic(about 30ジイ). 17 deaths have been recorded during this

follo、v up.
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Discussion and Conclusion

lt seems reasonably certain that the ad■linistration of RGl has some beneficial effects

on patients in terms of pancreatic function as、 vell as diabetic nephropathy.For the study

on geneゃ since it is an independent parameter,further studies are needed to clarify.

緒  言

コウジレ末 正官庄,RG l)に はインスリン

節約作用, イレスザレ増強作用など多彩な報告

がある。このことを日常の臨床の場において解

明することを目的に 1997年 より検討を行なっ

た。まず長期間 (9年間)の血糖コン トロール状

態,陣臓予備機能から RG lは ,血糖のコン

トロールを改善 (血糖値,HbAlcな ど)し ,血

糖降下剤,イ ンスリン注射量を減量し得た症例

また,障臓予備機能が保持されていたことを,

第 13回 本研究会 11,第 15回 和漢医薬学会

(1998, 8/29～ 30)に おいて報告した。

今回は膵臓予備機能の経時的測定 (U一CPR),

また,最近インスリン抵抗性糖尿病が話題 と

なっている。このインスリン抵抗性の原因の 1

つに脂肪分解 と熱産生に,重要な役割をもつβ

rAdrenergic Receptor(β 3~AR)が ある。そこ

で RG l投与群における,3 AR遺伝子変異に

つ い て も検 討 した 。 ま た糖 尿 病 性 腎 症

(DM一N)の予後は不良で,血液透析 (HD)導入

例は増加している。 この HD導入を遅延ある

いは回避することは,臨床医にとって重要な課

題である。この DM一Nの早期診断には尿中微

量アルブミン (ア ルブミン・クレアチエン比 ,

A/C)の測定は有用な指標である。この A/C
を用い DM一N,107例 の予後 (1986～ 1995年 )

についても検討した。

対象・方法

Ginseng Review(No,25,1998)に 記載したご

とく,糖尿病専門外来に通院中の NIDDMを
対象とした。

U―CPRは外来通院時の随時尿 (S― creat≦

1.5 mg/d2)を 用い1～ 3ヵ 月に1度 ,経時的

(1997.12～ 1998。 12)に預J定 した。

βfARは 末梢白血球由来のゲノム DNAを
用い,polymerase chain reaction(PCR)法 を用

いた。

Rc-1投 与群における DM一 Nの 予後

(1986～ 1995年 )を ,A/Cを指標とし,良好で

あるための必須条件について臨床的に検討した。

成  績

I.膵臓予備機能の評価一U一CPRの経時的沢l

定(1997.12～ 1998.12)一 (表 1)

1.RG-1, 6g/日 投与群 (投与期間 10.8

± 1.6ヵ 月)9例の U一CPRは投与前 25.4土

12.5 ng//m2か ら,投与 10ヵ 月後は 55.1土

22.3 ng/m2と 明かに増量し,p<0.005で有

意差を認めた。

一方,R(}1(3～ 4.5g/日 )を長期間 (37.7

± 25.9ヵ 月)投与 していた 2671jで は,測定開

始時の U一CPRは 48.7± 25.6 ng/m2と 正常

内であった。 この群の 12ヵ 月後の U―CPRは
65.1± 29.6 ng/m2と 正常で経過し声p<0.05

で差を認めた。   ,
2.紅参非投与群(RG O)30例 は,浪1定開

始時 35.3± 13.9 ng/m2で , 12ヵ 月後は

30.7± 8.7 ng/m2で 経過し,有意差を認め

なかった。

一方,U―CPRが 30 ng/m2以下の低値で

あった RG O群 6例 に,RG l, 6g/日 を投

与した。結果,投与8ガ月後は(19.0と 8.7

ng/m2か ら38.4± 33.6 ng/m2)差異を認め

なかった。

3.開始前の U一CPRをコウジン末投与群毎

に比べると,RG l(6g/日 )群 とRG O群で

は p<0,05と ,差をみとめた。

IE.β 3~Adrenergic Receptor Gene(β 3~AR)と

コウジン末・正官庄 (表 2)

RG l投与 25例 におけるβ3~AR正 常は 17
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例で,homoあ るいは heterO接合体は 8例で

あった。その他血糖 コン トロール良否 とβ3

-ARに ついても検討を行なったが,損l定例が

少なくて結論はなし得なかった。

IEl.糖 尿病性腎症の予後 (表 3)

随時尿のA/Cを指標として1986～ 1995年

の9年間,経時的に測定し得たR併1群 107例

を対象とした。A/Cを 30 1ng/g,creat以 下

と,以上の2群に分けた。A/Cが 30 mg/g
o creat以 下の場合,改善が42例 ,悪化が19

例に対し,A/Cが 30 mg/g・ creat以 上では

改善 14例 ,悪化は 32例 となり,両群における

分布状態を検定したところ,p<0.001と 差異

を認めた。すなわちA/Cが 30 mg/g o creat

以下の予後は良好であった。一方,死亡例につ

いて も両群 における差異は p<0.05と な り,

A/Cが 30 mg/g・ creat以 下では死亡例は少

なかった。さらに RG l投与中の 107例の HD
導入は 7711(約 7%)であったことは,興味ある

成績である。

表 1 膵臓予備機能の評価

―Urine― C9necting peptide irrlmunoreactivity(U一 CPR)―

U― CPR ng/mi(R!A法 .1997.12～ 1998.12)

RG-1  ・
6g/day

RG-1
3～4.5g/day

RC-0

RG-0→
RG-1

獅可
帥
T郷

48.7                 p<|.o5

韓ほ91~‖
65,1± 29.6司

30.7二 L887

pく 0101

」

38.4± 33.6

RG-1:コ ゥジン木 (正官庄)投与群
RG-0:コ ウジン末非投与群

表2 βfAdrenergic Receptor Gene(β 3~AR)と コウジン末・正官庄

19.0二上8.7

9「

26 p

30

6

β3AR

コウジン末・

1正官庄t   (n=25)

コウジン末・

非投与

(■ =4)

コウジン末 ・

正官庄時 々のむ

(n=2)

homozygote
Arg,/Arg.

1

heterozygote

Trp./Arg.
6 1 1

homozygote

(normal)

Trp./Trp.
2 1
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1986年初年度

表 3 糖尿病性腎症の予後 (1986～ 1995年 )

コウジン末・正官庄投与群 107例

1995年終年度

改  善

悪  化

%Test

死 亡 例

改  善

悪  化

χTest

血液透析移行例

改  善

悪  化

考  察

膵臓の予備機能を随時尿における U一CPRか

ら検討した。U一CPRを正しく測定するために,

腎機能が正常内であることを条件 とした。すな

わち U―CPRは腎臓の排泄機能に左右されるの

で,きモreat・ が 1.5 mg/d2以 内とした。また

U―CPRそのものはインスリン分泌量 との相関

性は,必ずしも良好でないとの意見もある。そ

こで 24時間尿中の U―CPR損J定を行なったが ,

これは採尿が正確ならば意義のある方法である。

われわれの検討では, 24時間の採尿そのもの

が,わずらわしく不正確であることが判明した。

次いで尿中のクレアチエン補正なども試みたが,

臨床医としては簡便であることが,第一条件で

あるので随時尿を用いた。一方同一症例につい

て 2週に 1度尿中クレアチエン補正などを行な

い,U一CPRの測定値を評価した。

結果 U―CPRの経時的測定からRG l, 6g

/日投与群のU―CPRは ,明 らかに増量(p<

アルブミン・クレアチエン比 dlg/g・ creat.

30以上  例

14

32

pく(0.001

1

13

p<0.05

0。 005)し た。また 3～ 4.5g/日 投与量でも

長期間服用すれば,U一CPRを正常基準値内に

保持し得た。一方,RG O群では U一CPRを増

量を認めなかった。また RG-0か らRG l, 6

g/日 投与群では,投与 8ヵ 月後では U一CPR
の有意差を認めなかった。 このことは RG-1

に対するレスポンスの低下が関与している可能

性があり,投与期間を 10ヵ 月,あ るいは 12ヵ

月と長期 となれば,差が出るのではと推測した。

これらの成績から,RG lは疲弊した膵臓機

能を改善,修復し得た可能性が示唆された。

また RG l, 3～ 4.5g/日 投与群 とぉRG-0

群 とは p<0.01で差を認めた。これは膵臓予

備機能の改善,修復には RG l投与量 (6g/
日)も さる事ながら,投与期間を長期 (37.7±

15.9ヵ 月)にすることが,必須条件 と考えられ

た。今後は U―CPRと 共に血中 CPR,IRIな
ども測定し,さ らに検討中である。

β3ARは 測定例が少な くて結論はなし得な

かったが,RG l有効例 と無効pllを振 り分ける

42

19

予後良好の条件

1.コ ウジン末・正官庄投与をベースに。
2.アルブミン・クレアチエン比が100mg/g・ creat.以 内
3.血糖コン トロール (特に初年度の数年間)

4.血圧の管理
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■ ための手段 となり得ると推測した。 文  献

RG-1投与群の HD導入例が 7%であった 1)鉄谷多美子,山材雅一,山口多慶子,鈴木志保

ことは,特筆すべき事実である。今回の長期間    子,小野山攻 :コ ウジン末(正官庄)は糖代謝を

の臨床的検討から,予後を良好に保ち,しかも    改善し得るか,効夕C称夕管 免υ No.25:2832

HD導 入時期を遅延するには,RG-1投与が    (1998)和漢医薬学会誌 15il… 2(1998)

2)山口多慶子,溝上哲也,鉄谷多美子,吉村健清 :

ベースである。加えて血糖 と血圧の管理 ,

インスリン非依存型糖尿病における糖尿病性腎
A/Cを 30 mg/g・ creat以内に,増量範囲は 症の長期臨床検討―第 1報アルブミン・クレア

100 mg/g・ creatに とどめることである。 チエン比の point of no returnは ?― ,糖尿病

しか し RG-1投与群の中で HD移 行例 と,
41(12):1073-1081(1998)

HD移行を回避 ,遅延 し得た症例の臨床的背景

あるいは,特異性などからの検討が今後の課題

である。

結  論

RG-1の投与は,膵臓予備機能を修復し,

HD移行を遅延する薬剤である
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