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Ⅰ. 緒 言

肝は各種物質 代謝 の行 われ る主要 臓器で,糖 代謝

調節において 中心的 な役割 をはた してい るので,肝

の状態が血糖調節 にきわめて 多様 な影響 を及ぼす こ

とはい うまで もな く,肝 と糖代謝 あるいは糖尿病 と

の関係 は古 くより注 目されてい る.

肝疾患時に耐糖能 の低下 が高頻度 にみ られ ること

は以前 より知 られて い る事実 であ る1)-13)が,近年肝

疾患の経過 中に糖尿病状態 が発現 す る症 例11),14),

あるいはそれが肝障害 の治療 のみ によつて改善～ 消

失す る例 が 観察 さ れ る よ う に な り15),か つ て

Naunyn16) (1906)に よつて 提唱 され た 肝性糖尿 病

(hepatogenous diabetes)の 概念が 改 めて 注 目 され

ている6)-15)17)18).

しか し,肝 疾患 と くに肝硬変 時には一次性糖尿病

や膵障害 の合併が高頻度 にみれ る ことも多 くの報告

者6)8)9)12)14)19)に よ り指摘 されて いるので,肝 疾

患時の耐糖能の低下 には,肝 障害そ の ものに由来 す

るもののほか,こ れ らの膵性 因子の関与 も除外 で き

ない.従 来 の報告では この点 に関 しあい まい なとこ

ろが少な くないが,こ れを明確 に区別す ることは肝

性糖 尿病の概念 に対 してのみな らず,臨 床 的意義 も

大 きい.

そこで,著 者は肝疾患とくに肝硬変患者における

耐糖能の低下と肝の病態およびその臨床経過との関

係を観察するとともに,肝 硬変の耐糖能低下例にお

ける糖尿病に関連のある2～3の 臨床所見ならびに

検査成績について,肝 硬変と一次性糖尿病の明らか

な合併例および肝疾患を伴わぬ化学的～臨床的糖尿

病患者のそれと対比検討し,肝硬変時の耐糖能の低

下と糖尿病との関係を解明しようと試みた.

Ⅱ. 研究対象および研究方法

1. 研 究対象

昭和36年 よ り昭和42年 までの7ヵ 年間 に岡山大学

医学部 第一 内科に入院 し,腹 腔 鏡お よび肝生検 によ

り診断 を確 認 された肝硬変 患者 の うち,ブ ドウ糖負

荷試験(以 下GTTと 略)を 実施 した161例(う ち

前 硬変状態 の もの19例)を 対象 と した.な お,同 様

に診断を確認 した急性肝 炎62例,慢 性肝 炎81例,お

よび肝 生検(一 部腹腔 鏡併用)に よ り肝炎 ・肝硬変

の合併 を除外 した糖尿病 患者108例 を対 照 として検

討 した.
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図1 対 象 の 年 令 ・ 体 型 構 成(肝 硬変 例)

肝 硬変161例 の うち,病 歴,臨 床所見,糖 尿病に

特異的 とされ てい る合併症 などよ り,一 次性 糖尿病

の合併 が明 らかな42例 を糖尿病合併 群 とし,他 の

119例 は, GTTで 糖尿病 と判 定 され るもの も,便 宜

上 糖尿病非合併群 とした.な お,後 者 はGTTの 判

定 区分別に,非 糖尿病25例(以 下GTT陰 性 群 と記

載), Oxyhyperglycemia 7例(Oxyhyperglycemia群),

疑糖尿病36例(GTT疑 陽性群),糖 尿病51例(GTT

陽性群)に わ けて検討 した.ま た,対 照の糖尿病群

も疑糖 尿病,化 学的糖尿病(空 腹時血糖値 正常範 囲

で,肝 硬変 のGTT陽 性群 とほぼ同程度 の耐糖曲線

を示す例),臨 床的糖尿病 にわけて対比 した.

対象 は男134例,女27例 で その年 令・ 体型構成 は

図1に 示す.対 照糖尿病 患者 もこれ と類似 の ものを

え らんだ.

2. 研 究 方 法

2.1.ブ ドウ糖 負 荷 試 験(GTT):ブ ドウ糖100g

経 口 負 荷,血 糖 は 静 脈 血, Somogyi-Nelson法 に よ り

測 定,成 績 の判 定 はWilkersonの 方 式 に よつ た.

2.2.プ レ ドニ ゾ ロ ン ・ブ ドウ糖 負 荷 試 験(PGTT)

:プ レ ドニ ゾ ロ ン20mgを 経 口 投 与 し,そ の150分

後 に上記GTTを 実 施 し た. PGTTはWilkersonの

糖 尿 病 判 定 基 準 を み た す もの を 陽 性 と した.

2.3.尿 糖 検 査:定 性 は テ ス ・テ ー プ 法,定 量 は

Benedict氏 法 に よつ た.

2.4.肝 機 能 検 査:血 清 ビ リル ビ ン値, BSP試 験,

セ ブ ァ リ ン ・コ レス テ ロー ル ・レシ チ ン絮 状 反 応,

チ モ ール 混 濁 反 応,硫 酸 亜 鉛 混 濁 反 応,血 清 コバ ル

ト反応,血 清 総 蛋 白 量 お よ びAlbumin Globulin比,

血 清 蛋 白 各 分 劃 定 量, Serum glutamic oxaloacetic

 transaminaseな らび にSerum glutamic pyruvic tra

nsaminase活 性値,血 清 ア ル カ リホ ス フ ァター ゼ 活

性 値,血 清 総 コ レス テ ロー ル を検 査 した.

2.5.肝 組 織学 的 検 査:GTTの 前 後4週 間以 内に

Vim-Silberman針 を 使 用 して 肝 生 検 を 実 施 し,組 織

学 的 検 索 に はHematoxylin-Fosin染 色, Sudan Ⅲ

脂 肪 染 色, PAS染 色 を 行 な つ た.

Ⅲ. 研 究 成 績

1. 肝硬変 患者 におけ るGTT異 常 頻度 に関 す

る検討

1.1. GTTの 異常頻度:肝 硬 変の糖 尿病非合併群

119例 に おけるGTTの 成績 は, GTT糖 尿病(陽性)

51例, 42.9%,疑 糖 尿病(疑 陽性)36例, 30.2%,

 Oxyhyperglycemia 7例, 5.9%,非 糖尿病(陰 性)

25例, 21.0%で, 119例 中94例, 79.0%に なん らか

の異 常を認 めた.

1.2. GTTの 異常頻 度 と年令,性 別 との関係:年

令別GTT陽 性頻度 は,図2に 示す ように, 20才代

(19.0%), 30才 代(33.3%), 40才 代(55.6%)と

年令が進 むに従い階段 的に増 加 し, 40才 代 と50才

代で は差はな いが, 60才 以上 では さ ら に 高 率 とな

る.ま た, 20才 代では約50%, 30～50才 では80%前

後, 60才 以上では全例 になん らか の異常 がみ られ,

 GTTの 異 常 頻 度は加令 とと もに増加す る傾向にあ

つ た.ま た, GTT陽 性群 の年 令構成 は肝硬変糖尿病

合併 群のそれ(図1に 示す)と 類以 した. GTTの

異常頻 度は男女 間に差がなか つた.
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図2　 GTTの 成 績 と 年 令 ・体 型(肝 硬変 糖尿病非合併例)

1.3. GTTの 異常頻度 と体 型 との関係:標 準体重

の+10%以 上 を肥満型 とした場 合,図2に 示す よ う

に,肥 満型 のGTT陽 性 率がやや高 い傾向にあつ た

が,正 常およびやせ型 との問には有意差はなかつ た.

1.4. GTTの 異 常頻度 と肝 疾患罹 病期間 との関係

:GTTの 異常頻度は,図3に 示す ように,病 歴 よ

り推定 した肝症状初発 より入院 まで の期 間 とと くに

関係がなかつた.

図3　 GTTの 成績 と肝疾患罹病期間

1.5. GTTの 異常頻 度 と肝 疾患の病型 との関 係:

肝疾患を,図4に 示す ように,各 病型 にわけ,そ れ

ぞれのGTTの 成 績を比較す ると, GTT陽 性率 は

急性肝炎極期21.4%,同 回復期8.8%,慢 性肝 炎の

進展傾向のない群9.4%,同 進展 傾向の ある群21.4

%,前 硬変状態 の群31.6%,肝 硬変の腹水貯 溜傾向

のない群(代 償群)35.1%,腹 水貯溜傾 向のあ る群

(非代償群)78.3%で あつた.ま た,急 性 および慢

性 肝炎群では30～50%に,前 硬 変状態 および肝 硬変

群では75%以 上,と くに肝 硬変 非代償群 では96%に

GTTで なん らかの異 常が認め られ た.す なわち,肝

病態の重い群 ほどGTTの 異常 頻度が高率で あつた.

2. 肝硬変患者における耐糖能の異常と肝の機能

的変化との関係

2.1.耐 糖能 の異常 と肝機 能:各 種肝機能 検査の成

績は,図5お よび6に 示 すよ うに,肝 硬変 のGTT

陽性,疑 陽性, Oxyhyperglycemia,陰 性 の各 群の間

表1　 GTTの 成績 と肝 組織 分類

(注)　下段数 字は%,※ 印は肝 硬変 と一次性糖尿病

の合 併例.
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にほ とんど差 がな く,ま たこれ らと糖尿病合併群 と

の間に も有意差 がなかつ た(図5, 6に 示 す以外 の

検 査成 績につ いて も同様で あつ た).

図4　 肝 疾 患 の 病 型 別 に み たGTTの 成 績

図5　 GTTの 成績 と肝機 能(肝 硬変例) 1 図6　 GTTの 成 績 と肝機能(肝 硬変例) 2

2.2.耐 糖能 の異常 と肝組 織所見;肝 細胞の変性 ・

壊 死,鉄 沈着,グ リコーゲ ン沈着,間 質 にお ける細

胞 浸潤,線 維増 生な どの肝 生検所見 とGTTの 成績

との間に はと くに関係が な く,ま たGTT異 常群 と

糖尿病合 併群の組織 所見に も差 がみ られ なか つた(

肝 細胞核 空胞 化 と脂肪 変化 につ いては4. 6項 に述

べ る) .

また,肝 硬変 のGTT判 定区分別 の各群 および糖

尿病合 併群 において,三 宅 による肝硬変組織分類の

甲,甲 ’,乙,乙 ’,の比率は,表1に 示 すように,

ほぼ同率であつ た.

3. 肝疾 患の臨床 経過 と耐糖能 の推移

3.1.肝 炎 よ り肝 硬変 への進展 に伴 う耐糖能の推移

:慢 性肝 炎よ り肝硬変 へ と進展 した症例 で,同 時に

GTTの 経過 観察を行 いえた6例(慢 性肝炎時GTT



肝硬変時の耐糖能異常に関する研究　 489

全例陰性)の うち,肝 硬変進展 後GTT悪 化例(疑

陽性)は1例 のみで,他 はGTTの 判定 区分では不

変(陰 性)で あつた.

3.2.肝 硬変 患者 における経過 によ る耐糖 能の推移

:6ヵ月 ない し5ヵ 年 の間隔で2回 以上のGTTを

行つた肝硬変 の57例(糖 尿病 合併例を除 く)に つ い

て,経 過前後のGTTの 成績 を比較 す ると,表2の

とお りである.初 回 のGTTで なん らか の異常 を認

めた39例(GTT陰 性例を除 く)の うち, GTTの 判

定区分 が一段階以上改善 した ものが18例(46.2%),

初回GTTが 疑陽性, Oxyhyperglycemia,陰 性 であ

つた39例 の うち一段階以上悪化 した ものが15例(38

.5%)で あつ た.

表2　 肝硬変例におけ る耐糖能 の推 移

(注)　経 過をお って数回GTTを 行な った例 では最終

回GTTと 対比 した.

※ 肝硬変 と一次性糖尿病合併例.

また,一 次性糖尿病 の合併有無 が不 明であつた肝

硬変のGTTの 陽性例では,経 過後GTTの 改善 し

たものが18例 中8例, 44.4%(こ の うち5例 では陰

性化 した)に み られたが,こ れ に対 し一 次性糖 尿病

の合併例では経過後GTTの 改善 した ものは23例 中

4例, 17.4%で, GTTが 陰性 となつた ものはなか

つた.

3.3.肝 機能 と耐糖能の推移:各 種肝機能 検査成績

を綜合 し,そ の過半数 の検査 が明 らかに改善 し,残

りの検査が不変で あつ ものを肝機能 の改善例,過 半

数の検査が明 らか に悪化 したものを悪化例,そ の他

を不変例と して,肝 機能 と耐糖能 の推移に おける両

者の相互関係 をみると,表3の よ うな成績をえ た.

肝機能 の改善 ・不変 ・悪化 に伴 い,耐 糖能 もこれ

と平行 して改善 ・不変 ・悪化す る例が42例 中28例

(67.8%)に み られたが,残 りの症 例(1/3)で は

両者の相関がみ られなかつた.な お,糖 尿病合併例

(イ ンス リン,抗 糖 尿病 剤を使用せず,一 定 の食 事

療法,肝 疵護療法 実施例)に おいて も糖尿病 非合 併

例 と類似の傾 向を認 めた.

表3　 肝 機能 と耐糖 能 の推 移

※印は肝硬変と一次性糖尿病合併例

4. 肝硬変の耐糖能低下群と糖尿病合併群および

糖尿病群における各種検査成績の対比

4.1.空 腹時血糖:肝 硬 変のGTT陰 性 群, Oxyhy

perglycemia群,疑 陽性群,陽 性群,糖 尿病 合併群 に

おけ る経過中 の最高 空腹 時血糖値は,表4に 示す よ

うに,そ れ ぞれ 平 均82.5(最 低63～ 最 高95), 92.6

 (80～96), 93.3 (75～114), 97.6 (74～134), 134

.6 (81～258)mg/dlで あ つ た .経 過 中 最 高 空腹 時

血 糖 値 が100mg/dl以 上 を 示 した 例 は, GTT陽 性

群 に お いて51例 中19例,疑 陽 性 群 で は36例 中9例 に

見 られ た が, Oxyhperglycemia群 お よび 陰 性 群 で は

表4　 空腹 時血 糖お よび尿糖 の対 比(肝 硬変群)

(注)　空腹時血糖 は経 過中最高値(靜 脈 血. Somogyi

Nelson法)

※印は肝 硬変 と一次性 糖尿病 合併例.
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1例 もな く,耐 糖能 の悪化 とともに増 加す る傾 向が

み られた.し か し,最 高 空腹時血糖値 が100mg/dl

以 上を示 した例において も経過 中頻 回測定 した空腹

時血 糖値は おおむ ね100mg/dl以 下 であつた.な お,

糖 尿病非合併群 において空腹時血糖 が非肝疾患群 に

比 し,有 意 に低 い傾向は認 め られ なかつた(表4).

4.2.尿 糖:入 院前 すでに尿糖 を指摘 された ことの

あ る例 は, GTT陰 性 群 お よびOxyhyperglycemia

群 では1例 もな く,疑 陽性群36例 中3例8.3%,陽

性 群51例 中7例13.7%,糖 尿病合併 群42例 中12例

28.6%で あつ た(表4).

GTT時 尿糖 陽性 例は,表4に 示す よ うに, GTT

疑陽性群,陽 性群 にそれぞれ25.0, 37.3%,ま た糖

尿 病合併群で は42例 中38例90.5%に み られ,耐 糖能

の低下 す る群 ほどGTT時 の尿糖 陽性 率が高 い傾 向

を認め た.

1日 全尿中 に尿糖 を認めた例はGTT陰 性 群 およ

びOxyhyperglycemia群 に な く,疑 陽性群3例8.3

%,陽 性群9例17.6%,糖 尿病合併群35例83.3%で

あつた(表4).ま た,疑 陽性 および陽性群 の1日

最高尿糖 量は全例10g以 下,ほ とん どの例 が5g以 下

で あつたが,糖 尿病合併 群では約2/3の 症 例におい

て5g以 上, 2/5は10g以 上 であつた.

4.3.血 清総 コ レステ ロール:GTT判 定区分別 に

血清総 コレステ ロール値 を比較 したが,肝 硬変 の各

群間 に有意差 がなかつ た.

4.4. PGTT肝 硬変 の 糖尿病非合 併群 に お け る

GTT判 定 区分 別 にみ たPGTT陽 性 率 は,図7に

示す よ うに, GTT陰 性 群75.0%, Oxyhyperglyce

mia群80.0%,疑 陽性群100%で,対 照(尿 糖 を指

摘 され 精査のた め受 診 した非肝疾患例)に 比 し,か

な り高 率で あつ た.し か し, GTT陰 性群 より陽性

群 へと,耐 糖能が 低下す るものほ どPGTT陽 性率

が順次高 くな る傾 向は対照 と同様 であつた(著 者の

方法 によ るPGTTは 健常学生15例 において全例陰

性で あつた).

図7　 肝 硬変例に おけ るPGTTの 成績

(注)　対象は尿糖を指摘され糖尿病精査
のめ受診した例

な お, PGTT陽 性 例 と陰性例 にお け る 各種肝機

能 検査成績 および肝組織所見 には差 異がなかつた.

4.5.糖 質 コルチ コイ ド療法 の影響:肝 硬変 の糖尿

病 非合併例 の うち糖 質 コル チコイ ド療法 を実施 した

38例 につ いて その影響をみ ると,表5に 示す ように,

耐糖能 の低下例 ほ ど糖 尿病状態の発現が高率であつ

た.し か し,ス テ ロイ ド療法実施前 のGTTに て糖

尿病 と判定 され た11例 中5例 はス テロイ ド投与中に

も糖 尿病状態 の発現をみなかつ た.ま た, GTTで

非糖 尿病 と判定 され た例で,糖 質 コル チコイ ド療法

中糖 尿病状態 をきた した1例 はPGTT陽 性例 であ

つ た.

表5　 GTT異 常例に おける糖質 コルチ コイ ド療法の

影 響(肝 硬変38例)

4.6.肝 細胞核 空胞 化な らび に脂肪変化(生 検):

糖尿 病肝 に比較 的特 徴的な所見 とされて いる肝細胞

の核空胞化 につ いては,図8に 示す よ うに,肝 硬変

群 において も耐糖能 の低下す る群 ほど有所見率が高

く,糖 尿病群 の場合 と同様 の傾 向にあつ た.ま た,

肝 硬変 のGTT陽 性群 と化学的糖尿病群 の有所見率

はほぼ同率で あつたが,肝 硬変 の糖 尿病合 併群と臨

床 的糖尿病群 では,後 者 にや や高率 であつた.

糖 尿病肝 に しば しば見 られ る脂肪変化については,

図8に 示す よ うに,肝 硬変 および糖 尿病各群間に有

意 差がみ られ なかつた.

4.7.糖 尿病 関連合併症:一 次性 糖尿病に しばしば

合 併す る網膜 症,高 血圧,心 電図異常,蛋 白尿,腎

機 能(PSP)異 常につ いて,肝 硬変 のGTT異 常群

と糖尿病合 併群 およびこれ らと肝疾患 のない糖尿病
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図8　 GTTの 成 績 と 肝 組 織 所 見(生 検)

(化学的な らびに臨床 的)群 と対比検討 した.表6

に示す ように,糖 尿病合併群にお けるこれ らの合併

率は肝硬変 のGTT異 常群に比 し有意に高率で,臨

床的糖尿病群 とほぼ同率であつた.ま た,肝 硬 変の

GTT異 常群 における網膜症 と 蛋 白尿 の 合 併率は化

学的糖尿病群 とほぼ同率で あつたが,そ の他の もの

について は後者 において有意 に高率 であつた.

表6　 糖尿病関連合併症の対比(合 併率%)

※印は一次性糖尿病合併群

Ⅳ. 総括な らび に考按

肝疾 患時の耐糖能の 低下 については, Boudouin1)

以来多 くの報告があ り2)-13),その異常頻度 の高 い こ

とが指摘 されてい る.肝 硬変患者 におけ るブ ドウ糖

100g経 口負荷試験 によ る検討で, Moyerら2)は19

例中13例 に, Rankin4)は74例 の全例 に, Megyesi7)

らは20例 中12例 に,森 ら11)は90%に 異常 を認めてい

る.ま た, Creutzfeldt6)に よると,ブ ドウ糖 静脈 内

負荷試験 で肝硬変 の42%が 糖 尿病性数値を示す とい

う.著 者の成績で も,一 次性糖 尿病 の合併が 明 らか

な症例を除外 した肝硬変119例 の約80%に なん らか

の異常がみ られ, 42%は 糖尿病 と判定 された.内 外

の報告 や著者 の検討 より,肝 硬変 患者ではGTTで

糖 尿病 と判定 され るものが30%以 上40%前 後に存在

す ると推定 され る.糖 尿 病集団検診 におけ る糖 尿病

の頻度は7%と され てい るので28),肝 硬 変では耐糖

能 の異常頻度 が一般 に比 しきわ めて高 い ことがわか

る.

肝硬変患者 において,こ のよ うな高頻 度に耐糖能

の異常 がみ られ ることにつ いては,血 糖調節 に主役

を演 じて い る肝 の多様な機能 を考 え るとき,容 易 に

理解 され るところで, Creutzfeldt14)は,肝 に お け

る血糖調節 機構(homeostatic mechanism)の 障 害,

および肝疾 患時の インス リン感 受性の低下 や膵障 害

などの因子を あげ,肝 硬変 患者にお ける耐糖能 の低

下 がやがて顕性糖尿病 に進 展す る可能性 を推定 して

い る.

ところで,肝 硬変患者 におけ るGTTの 異 常頻度

を年令別 に検 討 してみ ると, GTT陽 性例 の頻 度 は,

 20才 代 よ り60才 以上へ と,加 令 と ともに順次増加

し, 40才 以上 において と くに高率(50%以 上)で あ

つた.こ れ は糖尿病 研究班の集 団検 診(1962)に お

け る糖 尿病 の年 令別頻度 と一致 す る傾 向で ある.ま

た,年 令分布 について もGTT陽 性例 は一次性糖 尿

病 と肝硬変合併例 のそれ と一致 してい た.こ れ らの

年 令分布 は集 団検診に おける糖 尿病の それ と も一 致

してい る. Creutzfeldt14)は糖尿病 と肝硬変 の合 併頻

度が高い ことを指 摘 し,そ のさい糖 尿病性脂肪肝 が

肝 硬変 に移行 す るとすれ ば,当 然糖 尿病が肝 硬変 よ

り一定期 間(10年 前後)先 行 してい なけれ ばな らな

い ので,両 者合併 例の年令分布 は一般糖尿病 患者 の
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それ よ り高令側 に分 布す ることが予測 され るが,実

際 は糖尿病患者 と一 致 し,肝 硬変患者 よ り高令側 に

分布 してい ることな どか ら,両 者 の合併 において肝

硬変 に もとず く糖 尿病 の発現を重視 してい る.し か

し,著 者 の成 績お よびCreutzfeldtの 成績 も,彼 の

推 定 とは逆 に,肝 硬 変の耐糖能低下 例に一次性糖尿

病 の素因 にもとず くものが存在す る可能性 を も同時

に示唆 してい ると考 え られ る.体 型 別にみたGTT

の異常頻度 も糖尿病 の頻度が高 い肥満型 の もの に高

い傾向 にあつ た.

また, Creutzfeldtが 推定 して い るよ う に,肝 障

害 によつ て耐糖能 が低下 し,か つ これよ り顕性糖尿

病 が発現す るとすれば,肝 疾患 の罹病期間の長 い も

の ほどGTTの 異常頻 度が高 い ことが予想 され るが,

著者の検討 では, GTTの 異常頻度 と肝 疾患の 罹病

期間の 間にはなん らの相関 もなかつた.こ の こと も

肝硬変時 の耐糖 能低下 に肝外 因子 の関与を示 してい

ると思 われ る.

つぎに,肝 疾患時の耐糖能の低下が肝障害に起因

するものであれば,こ れは肝の病態の重さないし障

害の程度と密接な関係にあり,ま た肝疾患の臨床経

過と密接に相関して推移することは当然で, Leevy

15)は肝性糖尿病の診断基準として,肝 疾患時の糖尿

病状態が肝障害の治療のみによつて,改 善消失す

ることを重要視している.こ の点に関する著者の検

討では, GTTの 異常頻度は肝炎および肝硬変の各

病型別にみると,急 性肝炎回復期より肝硬変へと,

肝病態の重い群ほど高い傾向にあつた.し かし,肝

硬変患者における耐糖能の異常有無やその程度と各

種肝機能検査の成績ならびに肝の組織学的所見(生

検)よ りみた肝障害の程度との間には特別の関連が

なく,糖尿病合併群と非合併群の間にも肝障害の程

度に差がなかつた.

肝疾患 の臨床経過 と耐糖能 の推移 との関係につ い

ては,さ きに述 べた肝疾患 の病型別GTTの 異常頻

度 か らみ ると,病 態の重い病 型ほ ど順次GTTの 異

常頻度が高 くな るので,一 見 肝炎 よ り肝 硬変へ の進

展 に伴 い耐糖能 も悪化す るかにみ える.し か し,肝

炎 より肝硬変 へ移行 した個 々の症例 について の観察

で は,肝 硬変 への進展 に伴 い耐糖能 の悪化 した もの

は6例 中1例(GTT陰 性 よ り疑 陽性へ)の み であ

つた.ま た,肝 機能 と耐糖 能 の推 移にお ける両 者の

相互関係 につい て も,両 者が平行 して推移す るもの

もあるが,相 関 しない もの もあ り,一 次性糖 尿病の

合併例 に おいて も同様 の こ とが観察 され,一 定の傾

向はみ られ なかつた.

肝障害時 の耐糖 曲線が臨床検 査や病理学的所見 よ

りみ た肝障害 の程 度 と一見無 関係であ ることについ

て, Soskinら18)は 耐糖 曲線が 肝障害 の程 度や病期

に よつて かな り左右 され るため,正 常にみえる耐糖

曲線 のほ うが糖 尿病型を示す場合 よ り肝障害の程度

の強 いことがあ ることを指摘 してい る.ま た,耐 糖

能 の異常 と肝 障害 の程度 とが相関 しない ことは,糖

代謝 に関す る異 常が肝 機能 の一般 臨床検査 に反映さ

れな いことに もよ ると考 え られ る.一 方,こ のよう

な両者の相 関がない ことにつ いては,そ の耐糖能の

異常が肝性 因子 の ほか に肝外 因子 の関与によるため

の もの も存 在す ると思われ る.し たがつて,肝 硬変

時 の耐糖能 の異常 と肝障害 の程 度や臨床経過 あるい

は肝機能 の推移 との相 関性 によつて,そ の耐糖能異

常が肝性 因子また は肝外 因子 の関与によ るものとは

た だちに断定で きない.

以上のように,肝 硬変時の耐糖能低下には肝外因

子 の関与 が推定 され る.そ こで,肝 硬 変時 の耐糖能

の異常に膵性因子,と くに一次性糖尿病因子関与の

有無を検討するため,肝 硬変のGTT判 定区分 によ

る陰 性 群, Oxyhyperglycemia群,疑 陽性 群,陽 性

群および糖尿病合併群の各群につき,肝 疾患を伴わ

ぬ疑糖尿病,化 学的糖尿病,臨 床的糖尿病の各群を

対照 と して,糖 尿病 に関連 のあ る2～3の 臨床的所

見および検査成績を対比検討した.

そ の結 果,経 過中 の最高空腹 時血糖 値が100mg/dl

以上 の例,入 院前 尿糖 指摘例, GTT時 尿糖陽性,

 1日 全尿中尿糖陽性例 および1日 最 高尿糖 量が5g

以上 の例がみ られ る率,糖 質 コルチ コイ ド療法の影

響,肝 細胞 の核 空胞化の有所見率,一 次性糖尿病 に

しば しば合 併す る網膜症,高 血圧,心 電図異常,蛋

白尿,腎 機能(PSP)異 常の合併率 につ いては,肝

硬変のGTT判 定区分別に耐糖能の低下する群ほど

その異常率が高 く,対照糖尿病群の場合と同様の傾

向が認 め られた.血 清総 コレステ ロール値および肝

細胞の脂肪変化については肝硬変の各群間に差がな

か つ た.

また, PGTT陽 性率 はGTTの 同 じ判定 区分 にあ

た る対照群に比 しかな り高 率で あつ たがその理由に

つ いては不明で あ る.

つ ぎに,木 村34)は肝硬変患者 では糖質 コルチコイ

ド療 法 にさい し,ス テ ロイ ド糖尿 の発現頻度が とく

に高い ことを認め,か つ その発現が肝障害の程度と

はかな らず しも関連 がな く,肝 疾患 に伴 なう糖代謝
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の異常や糖尿病素質の有無およびそれらの軽重と密

接な関係にあり,と くに糖質コルチコイド療法開始

後早期に発現する例では糖尿病素質を有するものが

多い ことを指摘 して いる.し たがつて,糖 質 コル チ

コイ ド療法 を実施 した著者 の観 察例(一 次性糖尿病

合併例を含 まず)に おいて も, 38例 中13例(う ち6

例は早期発現)34.2%の 高 率に糖尿病状態 の発現 を

みたが,こ れ らの症例 と くに早期発現例 において は

一次性糖尿病因子の存在が推測 され る.し か し,糖

質 コル チコイ ド療法実施前 のGTTが 陽性群11例 の

うち,糖 尿病状態の発現をみな かつ た5例 において

は,そ の耐糖能異常の原因 と して,一 次性糖 尿病 の

素因よ りもむ しろ肝性 因子が 重視 され る.

肝細胞の核空胞化の有所見率は,肝 硬変の糖尿病

合併群に比し臨床的糖尿病群がやや高率であつたが,

 GTT陽 性群と化学的糖尿病群ではほぼ同率であつ

た.肝 細胞の核空胞化は一次性糖尿病肝 に比較 的特

徴 的な所見 とされてい るので29)30),こ の成績 によ る

とGTT陽 性例 の中に 一次性糖尿病合併例 の存 在す

る可能性が推定 され る.

また,肝 硬変のGTT陽 性群 および糖尿病合 併群

における糖尿病関連合併症 の合併率 は,そ れぞれ対

照の化学 的糖尿病 および臨床 的糖尿病 のそれ とほぼ

類似 していた.た だ,心 電 図およびPSPの 異常率

が対照群に比 しそれ ぞれ低率(1/2～1/3)で あつ た

が,前 者 の異常 につ いては,肝 硬変 患者では冠動脈

硬化の発生率 が低 いと され てい る35)ことか ら理解 さ

れる.

肝硬変患者 におけ る糖尿病 に関連のあ る臨床所見

や検査成績がGTTの 判定 区分 別に糖尿病 のそれ と

それぞれ類似 し,か つ耐糖 能の低下群 ほどその成 績

がよ りdiabeticで あ ることは,肝 硬変時 の耐糖 能の

異常が島性性格の ものであ ることを示す と同時 に,

これ らの症例の中に一次性糖尿病 あるいは膵障 害の

合併例が存在す ることも示唆 して いると考 え られ る.

肝硬変患者においては膵 ラ氏島 の肥大 所見(剖 検

)9),12),26)と,糖 負荷時 末梢血中免疫 インス リン の

著明なhyperresponse7),11),12),31)-39)が指摘 され てい

るので,こ れが肝硬変時 の代謝異 常ない し体 内にお

けるインス リン作用 の低下 にたいす る代償反応 の現

われであるな らば,こ の ラ氏 島の代償不全 によつて,

耐糖能の異常 あるい は肝性糖 尿病 が起 こる可能性 が

ある.肝 硬変時 の耐糖能 の異 常が この よ うに して起

こるとすれば,そ の性格 が一次性糖 尿病 のそれ と類

似することは当然で,本 研究 においてえ られ た成績

は この ことを支持す るもの と考 え られ る.

Ⅴ. 結 論

肝硬変患者161例 を対象 と し,そ の耐糖能 の異常

と肝の病態 および臨床経過 との関係を検討す るとと

もに,対 象 を臨床的に明 らか な一 次性糖 尿病合併群

(42例)と 非合 併群(119例)に わけ,後 者 をGTT

の判定 区分 に群 別 し,糖 尿病 に関連のあ る2～3の

臨床的所見 および検査成績 について,肝 疾患 を伴 わ

ぬ疑糖尿病,化 学的糖尿病,臨 床的糖 尿病 の各群 の

それ と対 比検 討 し,次 の結果 がえ られ た.

1. 肝 硬 変 の 糖 尿 病 非 合 併 群119例 に お け るGTT

の成 績 は 糖 尿 病51例42.9%,疑 糖 尿 病36例30.2%

 Oxyhyperglycemia 7例5.9%,非 糖 尿 病25例21.0

%で あ る.

2. 肝硬変患者 においてGTTに よ り糖 尿病 と判

定 され るものの年 令別頻度 は一次性糖 尿病患者のそ

れ と類似 のパ ター ンを示 し,そ の年令分 布 も糖尿病

合併群 および一次性糖尿病 患者 とほ とん ど一致す る.

3. 肝硬 変患者に おけるGTTの 異常頻度 はその

罹病 期間とは と くに相 関 しない.

4. GTTの 異 常頻 度は肝炎 および 肝硬変 の各病

型別 にみ ると,病 態 の重 い病 型ほ ど高 いが,各 種 肝

機能検 査成績な らびに肝組 織所 見(生 検)よ り判 断

した肝 障害の程度 とは相 関 しな い.

5. 肝 炎 より肝硬 変へ進展 して も耐糖能 が悪化す

るとは限 らな い.ま た,肝 硬変 の耐糖 能異常例 の肝

機能 の推移 におけ る両者の相 関性 には一定 の傾 向な

く,一 次性糖尿病 合併群 の場合 と差 がない.

6. 経過 中の最 高空腹時血糖 値が100mg/dl以 上

の例,入 院前 尿糖指摘 例, GTT時 尿糖 陽性例, 1

日全尿中糖陽性 例および1日 最高尿糖 量が5g以 上

の例 のみ られ る率,糖 質 コル チコイ ド療 法の影響,

肝 細胞の核空胞 化の有所見率,一 次性 糖尿病 に関連

のあ る合併症 の合 併率は,肝 硬変 のGTT判 定 区分

別に耐糖能 の低下 す る群 ほどその異常率が高 く,対

照糖尿病群 の場合 と類似 の傾向を示す.す なわち,

耐糖能 の低下群 ほ ど,こ れ らの成績 がよ りdiabetic

で ある.

7. 肝 硬変患者 に おけ るPGTT陽 性率 は 対照糖

尿病 群よ り高率で あ る.

8. 肝硬変のGTT異 常群および糖尿病合併群に

おける肝細胞の核空胞化の有所見率ならびに糖尿病

関連合併症の合併率はそれぞれ化学的糖尿病および

臨床的糖尿病群のそれとほぼ同率である.

9. 以上の成績は,肝 硬変時の耐糖能異常が島性
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性格のものであることを示すと同時に,肝 硬変の耐

糖能異常例の中には一次性糖尿病ないし膵障害の合

併在することをも示唆するものと考察される.

(本論文要旨は第10回日本糖尿病学会総会におい

て発表した)

終 りに臨み,ご 指 導,い ただいた岡山大学医学部

第一 内科教室山吹隆寛 助教授な らびに原岡昭一講師

に深謝す る.ま た,本 研究は エーザイ株 式会社の研

究 補助費に よつ てお こなわれた,記 して謝意を表す

る.
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Studies on Abnormality of Glucose Tolerance 

in Subjects with Liver Cirrhosis

Part 1. Olinical Cbservation

By

Toru KUSUMOTO

The First Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

161 cases of liver cirrhosis were selected for studying the correlation between their abnor

mality of glucose tolerance and the pathologic stage or clinical course of them. The cases were 

divided into two groups; a group of 42 cases were clinically considered to have combinated 

with primary diabetes and the remaining 119 cases were not. Besides, the latter were classified 

more small groups according to the results of GTT. These groups of cases with liver cirrhosis 

were compared with the groups of probable diabetics, chemical diabetics and the clinical diabe

tics without liver disease upon some clinical features or the results of examination, and the 

results were as follows:

1. Of 119 cases of liver cirrhosis without primary diabetes 51 cases (42.9%) showed dia
betic pattern in GTT, 36 cases (30.2%) probable diabetic , 7 cases (5.9%) oxyhyperglycemic, 
and 25 cases (21.0%) non-diabetic.

2. No incidence was found in the time of development or age distribution between the 
cases of liver cirrhosis with diabetic glucose tolerance and that combinated with primary dia
betes or diabetic without liver disease .

3. Incidence of the abnormal glucose tolerance in the cases with liver cirrhosis did not 
correlate with the duration of the disease .

4. The abnormality of GTT showed high incidence in accordance with severity of liver 
injury in both of liver cirrhosis and hepatitis , however, it was impossible to find any significant
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correlation between the grade of abnormal glucose tolerance and the data of liver function 

test or the histological changes of the liver.

5. The glucose tolerance was not always aggravated inspite of progression from hepatitis 
to liver cirrhosis. The shift of the GTT and that of liver function disturbance were not al
ways correlate with each other in both liver cirrhosis with abnormal glucose tolerance and 
that combinated with primary diabetes.

6. The grade or incidence of various abnormalities from such points of view was high in 
accordance with the grade of abnormal glucose tolerance in cases with liver cirrhosis and no 
significant difference was seen as compared to the primary diabetics that the cases showing 
more than 100mg/dl of maximum fasting blood sugar in its duration, the cases with glycosuria 
before administration, or during GTT, occurance of the cases excreting more than 5 grams of 

glucose in whole day urine, influence of treatment with glucocorticoids, vacuolated nuclei 
occured in the liver cells, or development of complications related to the primary diabetes. It 
revealed that the stronger the abnormality of GTT in liver cirrhosis was, the more diabetic 
results.

7. The rate of abnormality of the results of prednisolonefrimed GTT was found to be 

higher in the cases of liver cirrhosis as compared to that of diabetes alone.

8. The incidence of occurence of vacuolated nuclei on the liver cells and of having com

plications related to primary diabetes was not different in the cases of liver cirrhosis with 
abnormal glucose tolerance or combinated with primary diabetes from that of chemical diabetes 

or clinical diabetes.

9. It might be possible to conclude from these results that the characteristics of abnormal 

glucose tolerance found in liver cirrhosis is similar to that found in primary diabetes and that 
the cases of liver cirrhosis with abnormal glucose tolerance might include primary diabetes or 

pancreas injury.


