
The GINSENG REVIE恥「No.28-2000

ヨウジン末(正官庄)は血糖コント回―ルを改善し得るか(第 3報 )
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Abstract
To maintain a good clinical condition in diabetic patients,it is important to regulate

blood glucose within a reasonable lilnit.It has been sho、 vn by us that patients taking Red

Ginseng(RGl)remained generally in better condition.

9 patients(RGl‐6)were given at 6 g RG1//day,34 patients(RGl‐4.5)at 3 to 4.5g

RG1//day and 33 patients were not given RGl.It should be stated here that,al1 76

patients mentioned above、 vere concurrently treated with a standard protocol for dia―

betes.             、、

To evaluate the effect of RGl on blood glucose regulation,the level of immunoreac‐

tivity of a urine― connecting peptide(U‐CPR ng//m2),a metab01ite of insulin,was moni‐

tored once a month for t、vo yeaFS frOm 1997 till 1999.

Resuit

The results are expressed aS mean tt SE and were as follo、 's.

(1)In RGl-6,the level of U‐ CPR was 25.4± 1.4 at the beginning of the study and an

increase to 46。 9 ± 3.5、vas noted 4 months after RGl adrninistration.

At 24 months,the level was 38.1 ± 5.3.

(11)In RGl‐ 4.5,the level of U― CPR remained within the nomal range for 24 months.

The levels、vere from 54.2 ± 0.7 to 62.6 ± 1.1.

(111)In RGO,the levelも were unchanged from 36.0=0.4 to 31,9=0。 5 after 2 years.

(i■
7)5 patients(14.4%)ofthe RGl‐ 4.5 group and 10 patients 30,3° ざ ofthe RGO group

retained伊 low level of U‐ CPR(less than 30ng ttt after 2 Hears.
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Discussion

ltis very interesting that 9 patients given RGl at 6 g//day showed atttinclination to recover production

of insulin.Although it should be adlnitted here that the increase、 「as not yet statistically significant at thiS

tilne as the number of patients studied is too small.This inclination may be true if the finding fron■
the

RGl-4.5 patient group,in、 vhich U‐ CPR did not decline for 2 years,ls included in this argument.Itis our

belief that RGl can regulate blood glucose level by stilnulating insulin production.

糖尿病の治療の目標は,血管合併症を早期に

診断,その進行を防止そして,社会復帰する事

である。このために血糖コン トロールは必須条

件の 1つである。コウジン末・正官庄 (RG-1)

にはインスリン節約,イ ンスリン様あるいは,

糖代謝の改善など,多彩な作用が報告されてい

る。これらの作用に着 目して,KG-1が血糖を

コン トロールし得るかを検討した。

対象・方法 (表 1)

インスリン非依存性糖尿病 (Type正 ,イ ン

スリン依存期にあるType正 )76例 を対象とし

た。

この 76例を RG-1群 (43例 )と ,コ ウジン末

,非与薬[RG-0群 (33711)]の 2群に分けた。

さらにRG-1群を3～ 4.5g/日 経口与薬

ンスリン非依存性糖尿病 (NIDDM)76例

(RG-1, 3～ 4.5g/日 群)し た34711と ,一方,

膵予備機能EUrin― Conecting peptide immuno―

reactivity(U― CマR)]が低下(30ng/m2以 下)し

ている症例には,RG-1を 6g/日 に増量

(RG-16g/日増量群, 9911)し た。

血糖コン トロールの判定は U―CPR(随時尿を

用いて月に 1～ 2回 ),HbAlC(月 に 1回 )を用

いた。観察期間は, 1997.12～ 1999.12ま での

24ヵ 月間で,経時的推移よりRG-1の有用性 ,

有効性 と適応基準 (範囲)を評価した。

症pllの 背景因子は RG…1,RG-0の両群間に

おける年齢構成は,明 らかな右意差を認めず ,

平均 64歳である。罹病期間は RG…16g/日

増量群は,平均 21年 と明らかに長期であった。

RG‐13～ 4.5g/日群の与薬期間は, 24.9

±23.9ヵ 月と長期であるが, 6g/日 増量群

は19.6± 6.5ヵ 月であった。    ヒ

緒

イ剰申一 コウジン末・正官圧 (RG… 1)与薬群 {

ヨウジン末 。非投与群 (RG-0)

(1997.12～ 1999.12)

1. U― CPR(Urin― Conecting peptide irlnrrlunoreactivity)

-1～ 2回/月

2日 HbAlc-1回 /月

3日 その他

空腹時血糖、空腹時 lRI、 BMl、 背景因子など

3～ 4口 5g/日 グループ 34例

6g/日増量グループ 9例
(3～ 4.5g/日 与薬で

U―CPR≦ 30ng/m。 |

33伊 J
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1.UttCPRの経時的推移 (1997.12～ 1999。 12)

RG‐13～ 4.5g/日 群は,RG‐ 0群 に対し

て 24ヵ 月後に至る全ての時点で,有意に高値

で経過した(図 1)。 これに対し6g/日増量群

(図 2)は ,増量前値 25,4± 12.5ng/m2か ら,

10ヵ 月後 55.1± 22.3電 /m2と 明らかに増量

(p<0,005)した。その後は一旦減量したが,

20ヵ 月から24ヵ 月後には正常内で経過 (38.1

±5。 3ng/m2)し た。またRG-0群 に対して,

明らかな有意差を認めなかった。

RG-1 3～ 4.5g/day

2.HbAlcの 統計処理 (表 2)

RG‐ 1群は与薬後 1, 2, 3ヵ 月間の積算値

に対し, 15, 18, 21, 24ヵ 月後では6g/
日増量群(p<0,01)な らびに, 3～ 4.5g/
日群(p<0,(05)は ,いずれもHbAlcの 改善

は有意であった。

一方,RG-0群 とくらべるとRG-16g/日
増量群では, 1, 2, 3ヵ 月間の積算値のみが

有意 (p<0.05)で あった。また RG-13～
4.5g//日 群は,1,2,3ヵ 月 (p<0.0005),

6, 9, 12ヵ 月 (p<0.05)さ らに, 15, 18,

21, 24ヵ 月 (p<0。 00001)の 積算値に対し,

HbAlcの 低下は明らかに有意であった。

与薬群 n=34

3～ 4.5g/day

果結
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HbAlc―
統計処理

RG-169/日 対RG-0 RG-13～459/対 RG-0

1,2,3の 積算

6,9,12の 積算

15,18,21,24の 積算「

P<OH05

P<0.01   n.p.

Ln, 「

P<°・°°05

Pく0.05 P<0.05

LP<α∞皿

表 2 HbAlcの 統計処理

2年間の臨床的検討からRG-1群は,低値で

あった U―CPRを正常内に改善 (増量)し ,し か

もこの値を 2年間も維持し得た。U―CPRの 改

善は, 6g/日 増量群は与薬 10ヵ 月後に認め

られた。また長期間与薬 (24.9± 23.9ヵ 月)し

ていた 3～ 4.5g/日 群の U―CPRは ,常に正

常内を保持していた。効果がより明らかなのは,

長期与薬した 3～ 4.5g/日群であった。

これらの成績からインスリン基礎分泌が障害

され,追加分泌が低値であるType亜 糖尿病に

於て,RG‐ 1を長期間与薬する事は,RG-1の

もつ多彩な作用により以下の如 く推測した。

すなわちインスリン分泌障害の補正,ま た疲

弊 した膵機能を修復 し得た結果 ,U― CPR,

HbAlcの 改善につながったと考えられた。し

かしこれらの事は,あ くまでも推損Jであり詳細

は不明である。

U―CPRの測定は腎機能が正常内 (S― creat.

1.5 mg/d2以下)で ,尿路感染症の合併のない

随時尿を用いた。一方, 24時間の採尿による

U―CPR損J定 も試みた。しかし息者に対する負

担が大きく,その結果,採尿が不正確な症例が

多かったことが判明した。それで日常の臨床の

場で,患者の負担が少なく, しかも簡便である

事を条件 とした。また U―CPR値の変動が大き

い時には,再度測定した。

文献的に U―CPRは 日内変動が大きく,変動

係数が約 30%と も,ま た食事摂取 Kcal,栄養

組成なども関与するとの報告もある。これらの

問題点を考慮するならば,ク レアチエン補正に

よる検討が必要である。

今後,RG-1の有用性,有効性を評価するに

は,U―CPR,HbAlcさ らに身体的所見として

のBMI(kg/ぱ ),膵内分泌機能として空腹時

採血 によるインス リン,CPRま た生化学的所

見 として中性脂肪,遊離脂肪酸などを指標 とし

た検討が必要である。 この事はインス リン抵抗

性糖尿病に対する RG-1の 評価が,よ り明 らか

になると考えた。

結  論

RG-1は 血糖 コン トロールに有用,有効な和

漢薬である。効果の発現は与薬 10ヵ 月以上を

要 した。 より確実な効果を期待するな らば,長

期与薬 (平均 24ヵ 月)が 必要である。 また適応

基準は 1日 6gあ るいは 3～ 4.5gで ある。
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