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糖尿病性腎症に対するコウジン末(正官庄 の長期臨床白勺程鐘言寸期
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Abstract
ObieCtiVei ztts diabetic nephropathy has generally poOr prOgnosis,it is a clinician's、 vish
that a patient stays as steady as possible and not tO go onto hemodialysis.TO do sO,it is

vital tO monitor a progress Of diabetic nephropathy.The concentration of albu■ lin cor‐

rection corrected by creatinine concentration in urine sample taken during the outpatient

visit(defined as A/C ratio)has been used as a lnonitOring index for nephropathy,origi‐

nally forwarded by Tttsutani et al.In this article,by retrospectively analyzing each

patient for 9 years,itis to show that RG stabilize the patients and the A//C ratio is in fact

very useful index for diabetic nephropaty.

Subjects and Methods:Total of 126 patients、 vith type IE diabetes lnellitus、 、ァere studied
since 1986.Korean Red Ginseng(RG-1)were administered in 90 patients,36 were

not(RG-0).The urinary A//C ratiO was measured at intervals to monitor the degree of

Nephropathy.

Results:

1.The increase A/C ratio was steeper in patients without RG than in patients with

RG.(P<0,0001).
2.When A//C ratiO was 100 0r more,there was nO patients everrecovered from

nephropathy,、vhich、 vas getting、 vOrse.In this case,RG did not help.2生 1l patients de―

veloped hypertension‐ aチ d 73ジ好 deve10p retinopathy. It should be noted here that 7
patients went_into hemodialysis and 13 died frolll either heart attack or stroke.In there

13 cases,A/C ratio was showed sharp increase within a Or two year.
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3.The effect of RG on controlling nephropathy、 vas as effective as delapril hydrochloride

did.In conclusion,it seems RG keep the condition of nep“ ropathy Steady.However
when A/C ratio reaches 100 or more,nephropathy is almost certain to get worse.

近年,糖尿病性腎症 (以下腎症)の予後は不良

で,血液透析への導入例は増加している。臨床

医にとって,血液透析導入の時期を遅延,でき

れば回避する事は,大切な課題である。

腎症の早期診断には,尿微量アルブミンの測

定が有用な指標である。われわれは微量アルブ

ミン尿期に治療を開始する事により,血液透析

への導入時期を延期 1)し 得た事を報告した。

今回,コ ウジン末 (正官庄,以下紅参)の多彩

な作用に着 目し,腎症における効果を検討した。

方法,対象 (表 1)

腎症の診断は,随時尿によるアルブミン・ク

レアチエン比 (A/C lug/g,creat.以 下A/C)
を用いた。

A/Cは A,B,Cお よびDの 4群に分類 した。

終年時のA/Cの経時的推移により,減量・

不変群と,顕性蛋白尿移行群に分けた。

対象は, 1986年 (初年時)に A/Cの 沢l定を

開始した 2型糖尿病 (関西医大第一内科糖尿病

専門外来に通院中)で ある。紅参服薬群 (RG-1

90 pll)と 非服薬群 (RG-036例 )である。亨

背景因子 (表 2)

年齢構成は RG… 1は平均 59.3歳で,RG-0
(53.6歳 )に 対し若千高齢である。糖尿病の罹

病期間ならびに,HbAlcに よる血糖コン トロー

ル状態については,両群間に有意差を認めな

かった。高血庄合併率は,RG-1 60%に 対し

RG-0が 66.7%,また網膜症合併率は RG-1が

36.7%(SDR以 上)と RG-0に比べて若干高率

であった。

成績 (表 3)

紅参服薬群(RG-1),非 服薬群(RG-0)の アル

ブミン・クレアチエン比の推移

1)9年後にAが Aのままで経過したのは

RG-1が 61.2%に 対し,RG-0は 21.7%と 明

らかに少なかった。またAか らC,Dへ と進行

悪化したのは,RG-1 32.7%に 対し,RG-0
43.5%と 明らかな差(P<0,0001)を 認めた。

2)一 方 A/Cが Bか らAへ と改 善 した の は

RG-1 23.8%,RG-0 10.0%に とどまった

(P<0.0001)。    
°

3)初年度にA/Cが Cあ るいはDであった

緒

表 1 方法

[I]アルブミン・クレアチエン比(A/C Img/g,creat.)を 3011g/g,creat.以 上と,

以下の 2群 に分けた。

EⅡ ]アルブミン・クレアチエン比(A/C mg/g,creat.)の 群分け。 ヽ

A <30  (normoalbuminuria)

B31～ 100(10w micrOalbuminuria)

C101～ 300(high microalbuminuria)

D >301 (clinical proteinuria)

経時的推移

減量・不変

A→ A
B→A,B

顕性蛋 白尿移行

A→ C, D
B→ C, D
C→D
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RG-1 RG-0

症 例 数 (M/F) n三 90(35/55) n=36(22//14)

年 (歳 )齢 59.3こ上9.1 53.6± 7.7

糖 尿 病 罹 病 期 間 (年 ) 10.2± 5.8(不明 5) 11.2± 5.3(不明 2)

コン トロール

(HbAlc)

糖血

Excellent

Good

Fair

Poor

n=9(10.0%)
n=13(14.4%)
n=22(24.4%)
n=46(51.1%)

n=3(8。 3%)
n=5(13,9%)
n=11(30.6%)
n=17(47.2%)

高  血  圧
有

無

三54(60.0%)

=36(40.0%)

=24(66.7%)

=12(33.3%)

n

n

網  膜  症

NDR
SDR

PPDR, PDR

n=57(63.3%)
n=17(18.9%)
n=16(17.8%)

n=23(67.6%)
n三 6(17.6%)
n=5(14.7%)(不 明2)

コウジン末服薬群 (RG-1)非服薬群 (RG-0)

表 2 背景因予

表 3 紅参服薬群(RG-1),非服薬群(RC-0)の アルブミン・クレアチエン比の推移

紅参服用群 (RG-1)n=90
非 服 薬 群 (RG‐0)n=36

場合,終年度にAあ るいはるへと改善する例は,

両群共に認められなかった。このC,Dへ と進

行した群から,血液透析導入が 7例 ,4心臓血管

系 (心筋梗塞など)に よる死亡が 9711,脳血管系

(脳梗塞など)の死亡が 4例に認めた。

4)終年度における臨床ならびに検査所見か

ら,血液透析群の顕性蛋白尿への進行は 8～ 9

年 と緩徐であった。終年度になると高血圧は全

例 (100%)に 認められた。また網膜症の合併頻

度は 71.4%であった。_こ れに対し死亡群では,

顕性蛋白尿への進行が 1～ 2年 と急速で,高血

圧合併頻度は 87.5%,網膜症は 93.8%であっ

た。また血液透析群,死亡群のいずれもが,血

糖コン トロール不良例が多かった。

考  察

腎症の診断 と経過の追跡には,微量アルブ

ミン尿の経時的測定が必須である。腎症に対し

RG-1を 9年間服薬させた効果を,微量アルブ

ミン尿の経時的推移を指標 として,retrospec―

tiveに検討した。結果 RG… 1で は RG-0に対し,

明らかな改善効果を認めた。この効果は初年時

のA/Cが 10w microalbuminuriaの 時期まで

であった。一方A/Cが high microalbuminur―
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iaあ るいは,clinical proteiauriaで は,終年時

A/Cの 改善は 1例 もなかった。そしてこの群か

ら,血液透析あるいは脳,心血管障害による死

亡が発症した。すなわちA/Cが 10w microal―

buminuriaの 群では, 9年後も腎症の進行悪化

は防止し得た。これらの成績からRG-1に よる

point of no returnヤよAL//C力 1ゝ00 mg/g,creat.

の時期までである。

また腎症の治療薬 として有用性の高い ACE
阻害剤である塩酸デラプリル と略同等の成績

(塩酸デラプリル 36ヵ 月間服薬成績 88.9%1,0,

RG-1 85%)を得た事から,RG-1の 効果は評

価されるべきである。

以上 9年間の follow up studyか ら,腎症に

おけるpoint of no returnは 100 mg/g,creat.

の時点であった。また RG-1効果は ACE阻害

と略同等であった。

この漠題の一部は,第 97回 日本内科学会講

演会 (H12.4)に 発表しました。
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