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1999年 日本糖尿病学会診断基準検討委員会

が新しい糖尿病の分類 と診断基準を発表 した 1)。

糖尿病は従来臨床的にインスリン依存型糖尿病

(IDDM)と イン ス リン非 依 存 型糖 尿 病

(NIDpM)に 分類されていたが新しい分類では

成 因 に基づ き分類 された。 す なわち以前

IDDMと 呼ばれていた自己免疫により膵 B細

胞が破壊されインスリンの絶対的欠乏に至る 1

型糖尿病 と以前 NIDDMと 呼ばれていた 2型

糖尿病である。今回病期分類も採用され 1型糖

尿病は IGT,NIDDMの 時期を経て IDDMに
至ると考えられる。すなわち NIDDMで みら

れ る抗 GAD抗 体陽性者 は 1型 糖尿病 の

NIDDMス テージとも考えられる。一方昨年本

研究会でジンセノサ イドti l型 楢尿病のモデル

である BBラ ットの繕尿病誘発抑制効果がある

ことが発表された 2こ そこて今回 1型糖尿病患

者にコウジン末を投与とそつ転味効果を検討した。
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Abstract
ヽヽアe investigated clinical effects Of Red Ginseng On the patients with Type l diabetes.

Three patients who had high titer of GAD antibody joined this pi10t study.One patient

was IDDM and twO patients were NIDDM.They were given Red Ginseng(4.5g//day)

for three month.BefOre and after ad■ linistration of the drug we estilnated titers of GAD

antibody and other autoantibodies, C― peptide response、 vith meal test, and clinical

parameters.Red Ginseng had no effect on GAD antibody and other autoantibodies, C‐

peptide respOnse and other clinical parameters in these patients. HO、 rever,t、 vo of the
three patients felt an increase of physical activity after adlninistration of the drug.Thus,

these results suggest that Red Ginseng M/11l be of benefit to the diabetic patient.
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クリーニングした。GAD抗体陽性糖尿病の中

で GAD抗体価の高値の 3例 ,IDDM l例 ,

NIDDM 2例 を抽出し本人の了解を得て対象と

した。

症例 1は IDDM,女性,92才。平成 9年 (89

才)糖尿病発症後強化インスリン療法でコン ト

ロール中。症例 2は NIDDM,女 性, 60才。

平成 10年 (58才 )健診で糖尿病発見。以後グリ

ミクロン 1錠 で コン トロール。症 例 3は

NIDDM,男性, 75才。 45才の時健診で糖尿

病発見。59才 より経口血糖降下剤でコン トロー

ル中。

症例 1, 2, 3に コウジン末 1回 1.5gを 1

日3回計 4.5gを 3ヶ 月間投与した。投与前 と

投与終了時に GAD抗体および各種自己抗体を

調べた。更に膵 B細胞機能を食事負荷試験を行

い血糖及び血中Cペプチ ドを測定した。また投

与前 と投与終了後の臨床データも比較検討した。

GAD抗体,甲状腺抗体は愛媛県糖尿病懇話会

の共同研究の一環としてBMLに より測定された。

結果と考察

症例 1は表 1に示すようにコウジン末投与前

後において血中Cペプチド,GA抗 体,甲状腺

抗体は変化なかった。HbAlcは投与後軽度低

下がみられた。症例 2は表 2に示すようにコウ

ジン末投与により血中Cペプチ ド,GAD抗 体 ,

TPO抗体の軽度の低下がみられた。しかしな

がらGAD抗体に関しては半年前から低下傾向

にあり今回特にコウジン末により低下したとは

考えられなかった。また HbAlCは投与前後で

変化なかった。症例 3は表 3に示すように血中

Cペプチ ド,GAD抗 体,甲状腺抗体いずれも

コウジン末投与前後で変化はみられなかった。

一方 HbAlcは投与後軽度上昇がみられた。ま

た自覚的には症例 2と症例 3に活力の上昇をみた。

表 1

症例 1:IDDM

投 与 前 投与 3ヶ 月後

血中Cペプチ ド :前

食後 2H

HbAlc

GAD抗体

TPO抗体

TG抗体

0.lng/m2>

0.l ng//m2>

7.8%

1840U/m2

12U/m2

0.7U/m2

0。 lng/m2>

0.lng/m2>

6.9%・

1866U/m2

19U/m2

0.8U/m2

表 2

症例 2:NIDDM

投 与 前 投与 3ヶ 月後

血中Cペプチ ド :前

食後 2H

HbAlc

GAD抗体

TPO抗体

TG抗体

0,6ng/m2

2.9嘔///m2

6.2%

907(」///m2

7.9U/配

1.lU/m2

0.8噌/m2
1.7mg/m2

6.4%

568U//m2

5.5U/m2

1.3U/m2
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表 3

症例 3:NIDDM

投 与 前 投与 3ヶ 月後

血中ペプチ ド :前

食後 2H

HbAlc
｀  GAD抗 体

TPO抗体

TG抗体

1.4ng/m2

3.lla3//m2

7.1%

5109U/m2

0.3U/m2>

0.3U//m2>

1.7ng/m2

2.9ng/m2

8.2%

4942U/m2

0.3U/m2>

0.3U/m2>

1型糖尿病は昨年改訂された日本糖尿病学会

の分類によると自己免疫によるものと特発性 と

に分類される。最近 Imagawaら は 1型糖尿病

の中に急激に発症する非自己免疫性劇症型の正

型を明らかにしている。。 自己免疫性の診断

マーカーとしては GAD抗体が用いられており

臨床的に有用である。われわれはこの GAD抗
体を用い愛媛県糖尿病懇話会の参加施設におい

て 1型糖尿病をスクリーニングしたところ 4%

程度の陽性例を見いだしてる。

一方ジンセノサイドが 1型糖尿病のモデル動

物であるBBラ ットに有効であることが報告さ

れた 2)。 そこで今回典型的な 1型糖尿病 3例

(IDDM状態 1例 ,NIDDM状 態 2711)に コウ

ジン末を投与して 1型糖尿病の自己免疫機序及

び臨床的な改善効果があるかどうか検討した。

その結果3例中1例にGAD抗体価の減少を認

めたがコウジン末の効果かどうか不明であった。

今回の結果からはコウジン末による自己抗体の

減少効果ははっきりしなかった。また血中Cペ

プチ ドの結果よリコウジン末は膵 B細胞の改善

効果は認められなかった。HbAlCの 結果では

(1例が改善, 1例が悪化)コ ウジン末の血糖改

善効果もはっきりしなかった。一方 3例中 2例

(いずれも女性)に 活力の上昇などの自覚的な改

善効果を認めた。以上よリコウジン末は 1型糖

尿病の自己免疫機序や臨床的な改善効果は認め

られなかったが, 自覚症状の改善が認められ有

用であると考えられた。
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