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Ⅰ　緒 言

ス テ ロ イ ド糖 尿 病 に つ い て はIngle1)2)ら(1941)

がCortisoneに よ る実 験 的 糖 尿 病 の発 生 に成 功 し,

さらにConn3) (1948)がACTHに よ る人 の ステ ロ

イ ド糖 尿病の発生 を報告 して以来 多 くの実験 的 ・臨

床的研究 がな され てい る4)-18).

とくに,近 年多数 の 糖質 コルチ コイ ド(以 下GC

と略す)剤 の合成 と,そ の臨床応用 に よりステロイ

ド糖尿病の発症 例が多数 経験 され るよ うにな り,そ

の臨床像 の多様性が 漸次指摘 されるに至つ た.

ところで,人 にお けるステ ロイ ド糖尿病 は各種疾

患のGC療 法 中に発生す るもので あ るか ら,そ の発

生様式や臨床像 に対 して は原疾患の種 類お よびその

病態が種 々の影響 を及 ぼす こと も無視 で きな いが,

従来の報告例 の多 くはステ ロイ ド糖 尿病 と原疾患 の

関連性 につ いての検討 が充 分行な われてい るとはい

えな い.し たがつて,ス テ ロイ ド糖 尿病の臨 床像 の

解釈 に少 なか らず 混乱 を きた してい ること も事実 で

ある.

そこで,著 者 はGC療 法を実 施 した多数 の肝疾患

の症例 に つ いて,そ の 際発生 した ステ ロイ ド糖 尿

(以下本 論文 で は過血糖 を伴 なわな い糖尿 発現例 も

含め ステロイ ド糖尿 と呼び,ス 糖尿 と略す)の 症例

を中心 に,ス 糖尿 の発生頻度や 発現様式 および臨床

像 につ いて検 索す ると ともに,そ の さいの肝 の病態

とス糖尿 との関連性 を臨床的 に究 明 しよう とこ ころ

みた.

Ⅱ　研究対象および方法

1. 研究対象

昭和33年 より昭和38年までの5ヵ 年間に岡山大学

医学部第一内科へ入院し,腹 腔鏡および肝生検によ

り診断を確認 された急性 ・慢 性肝炎(以 下両者 をあ

わせて 肝炎 と略す)お よび 肝硬 変患者の うち, GC

(単独)療 法 およびGCと 合成蛋 白同化 ステロイ ド

(以下ASと 略す)併 用療法を実施,そ の経過 中尿

糖 検査を確実 に行な いえた180例(GC単 独療 法100

例, GCとAS併 用療法80例)を 対象 とした.こ の

中にGC投 与 中糖尿の発現 した33例 が含 まれ る.な

お,糖 尿発現例 は1日 全尿中 に尿糖が証 明された も

ので,一 時的 に尿糖をみた ものは糖尿発現例 か ら除

外 した.ま た, GC療 法前,食 後尿 に尿糖を 認めた

もの,ブ ドウ糖負荷試験 で糖尿 病 と診断 された もの,

お よび糖尿病 の既往歴 のあ るもの は対象 よ り除外 し

た.対 象 の年令,性 は表1に 示 す.肝 疾患 の病型 は

急性肝炎39例(う ち輸血 後肝炎28例),慢 性肝 炎69

例(う ち輸血 後肝炎14例),肝 硬 変72例(う ち輸血

後肝炎 よ り進展 した もの12例)で ある.

2. 研究方法

2. 1. 使 用GCお よ びASの 種 類 と投 与方 法

GCと してPrednisolone(以 下PSと 略 す), Dexa

methasone(以 下DMと 略 す)お よ びParamethasone

(以 下PMと 略 す)の3種 を 使 用 した.投 与 法 はPS

相 当 量 に換 算 して 総 量550～600mgを,第1日 お よ

び 第2日 は1日30mg,以 後1日20mg 19日 間, 1

日10mg 7～10日 間, 1日5mg 7～10日 間 投 与 し

た.(PS相 当 量 へ の 換 算 は, PS 5mgに 対 しDM 

0.5mg, PM 1.0mgと して 計 算 し た).

併 用 したASはOxymetholone(以 下HMDと 略

す), Androstanolone(以 下Astと 略 す)お よ び

Norandrostenolone phenylpropionate(以 下19NAPP

と略 す)の3種 で, GC療 法 期 間, HMDは1日10

～20mg, Astは1日75mgを 毎 日2～3回 に 分 服

させ, 19NAPPは 週1回25mgを 筋 注 し た.な お,

以 上 のGCの 種 類, ASの 併 用,そ の 種 類 の 選 択 は
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無差別に行なつた.

2. 2. 尿糖検査

GC療 法の前後 を通 じ,毎 日朝 食後2時 間尿 な ら

びに1日 全 尿につ いてBenedict氏 法 お よび テス ・

テープに よる尿糖 検査を実施 し,尿 糖 陽性例 で は1

日全尿 の尿糖をBenedict氏 法 によ り定 量 した.

2. 3. 血 糖検査

血 糖 は耳 だよ り採 血 し, Hagedorn・Jensen氏 法

によ り測定 した.糖 質負荷 試験(以 下GTTと 略す)

は坂 口氏法 によ り実 施 した.

2. 4. 肝機能検 査

GC療 法 の前 後を 通 じ以下 の検査を実施 した.血

清 ビ リル ビ ン値, BSP試 験(以 下BSPと 略 す),

セフ ァリン ・コ レステ ロー ル絮 状反応(以 下CCFと

略す),チ モール 混濁反応(以 下TTTと 略す),硫

酸 亜鉛反応(以 下ZnTTと 略す),血 清 コバル ト反

応(以 下CoRと 略す)血 清 総 蛋 白量(以 下TPと

略 す)お よびAlbumin・Globulin比(以 下A/Gと

略す),血 清蛋 白各分劃定 量, Serum glutamic oxa

loacetic transaminase19)(以 下S-GOTと 略 す)な ら

びにSerum glutamic pyruvic transaminase19)(以 下

S-GPTと 略 す),活 性値,血 清 アル カ リ性 フ ォス フ

ァターゼ活性値,血 清 コ リンエステ ラーゼ活性値,

馬尿酸合成 試験,ア ゾル ビンS試 験,ア セチール化

能,血 清総 お よび エステル型 コレステ ロール定量.

2. 5. 肝組 織学的検査

GC療 法 の前 お よび後各2週 間以 内にVim-Silber-

man針 を使用 して肝 生検を実 施 し,組 織学 的検索 に

はHematoxylin-Eosin染 色, Sudan Ⅲ 脂肪 染色, 

PAS染 色を行 なつ た.

Ⅲ　 研 究 成 績

1. ス糖 尿の発現頻 度

1. 1. 発現頻 度:　180例 中糖尿 の発現 をみ た もの

は33例18.3%で あつ た.

1. 2. 年令,性 別発現頻 度:　表1の よ うに,年 令

別に有意 の差が な く,性 別 では男子 に高率 で あつ た.

1. 3. 体 型別発現頻 度:　表2の ように,肝 硬変例

に おいては肥 満型に,肝 炎例に おいて はやせ型 に高

率 であつ た.

1. 4. 糖 尿病 遺伝歴 を有 す る ものの発現頻 度:　糖

尿病 の遺伝 関係 が明 らかであつ た7例 中 肝硬 変の2

例 に糖 尿の発現 をみ た.

表1　 年令 ・性 別ス糖尿発現頻度

(注)　肝炎:急 性肝 炎お よび慢性肝 炎

表2　 体型別ス糖尿発現頻度

表3　 病型別ス糖尿発現頻度

内()は 輸血後発症例

1. 5. 肝疾患の病型別発現頻度:　表3の ように,

肝硬変例にやや高く,つ いで急性肝炎例,慢 性肝炎
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例の順で あつ たが有意 の差はなかつ た.

慢 性肝炎 および肝硬変例 において は,輸 血後 に発

症 した肝炎な らびに これ よ り進 展 した肝硬変 例 に発

現 頻度がや や高 い傾向を認 めた.

1. 6. GC種 類別発現頻 度:　表4の よ うに, AS併

用例を含む180例 において は, PS, DM, PM 3者 に

おけ る発現頻 度 に有 意の差 が なかつ たが, GC単 独

投与 の100例 およびAstな らび に19NAPP併 用 の

63例 において は, PM投 与例 にやや高 く, PSとDM

投与例 はほぼ同率 であつた. HMD併 用17例 に お い

てはPMの 投与例 数が少な いので明 らかでないが, 

PSとDMの 投与例 では両者 とも極 めて高率 で あつ

た.な お,以 上の成績 は肝疾患 の病型別 にみて もほ

ぼ同 様 の傾 向 にあつ た.

表4　 GC種 類別 ス糖尿発現頻 度

1. 7. AS併 用例の 発現 頻度 およびAS種 類別発

現頻度:　ASを 併 用 した80例 の ス糖 尿発現頻 度は80

例中19例 で, GC単 独投 与例(100例 中14例)に 比 し

高率 で あつ た.

併 用ASの 種類 別発現頻 度 は,表4の よ うに, 

PS, DM投 与 例 と もHMD併 用例 に極 めて高率 であ

つた. Astと19NAPP併 用例 で は,両 者 ほぼ同率

で,各GC投 与 群に おいてそれ ぞれGC単 独投与 の

場合 とほ とん ど差が なかつた.

1. 8. GC投 与 期間 と発 現頻度:　 GC投 与 期間別

発現 頻度は, 6週 間のGC投 与期 間において,第1

週 に糖 尿の発現 したもの7.2%,第2週3.5%,第3

週2.5%,第4週2.6%,第5～ 第6週3.9%で, GC

投与期 間(GC総 投与量)と ス糖尿 の発現頻 度 との

間 には比例 関係が認められなかつ た.

2. ス糖尿発現 例の臨床的観 察

2. 1. ス糖尿 の発現時期 と臨床像 に関す る検 討

2. 1. 1. 糖尿発現 時期:　ス糖尿発現 例33例 の糖

尿 発現時期 は,図1に 示 す よ うに, GC療 法開始後

3日 か ら40日(GC療 法終了時)の 間で, 33例 中19

例 は2週(12日)以 内に糖尿の発現 をみた.

図1　 GC療 法開始後糖尿発現時期

表5　 ス糖尿発現例の臨床所見

2. 1. 2. 臨床像:　 ス糖 尿発現例 の臨床像 を,糖

尿病 の 自覚症状(口 渇,多 尿,全 身倦 怠),空 腹 時

血糖値(糖 尿発現 時), GTT(坂 口氏法)の 成績, 

1日 最高 尿糖量 につ いてみ ると,表5に 示 す ように, 

33例 の うち糖 尿病 の 自覚症状 を訴え た ものは11例 で
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あつた.空 腹 時血 糖値 は88mg/dlか ら139mg/dlの

間 に分布 し, 26例 は120mg/dl以 下で あつた.糖 尿

発現時 に実施 したGTTに おいては, 27例 が糖 尿病

な い し境界例 と判定 され た. 1日 最高尿糖量 は最少

2gよ り最多58gの 間 にあ り. 20例 で は20g以 下 で

あつ た.

2. 1. 3. 糖尿 発現時期 と臨床像 との関係:　 糖尿

の発現 時期 と臨床像 との関係 につ いて み ると,表5

に示 すよ うに,糖 尿 が2週(12日)以 内の比較 的早

期 に発現 した例(以 下 早発例 と略す)19例 において

は, 15例 がGTTに よ り糖尿病 と判定 され,糖 尿病

の臨床所見の比較的 顕著 な ものが多いが,糖 尿 が2

週(16日)以 後比較 的遅 く発現 した例(以 下遅 発例

と略す)14例 で は,糖 尿病の 臨床 所見を示 した例 は

な く,全 例が疑糖尿 病ない し腎性糖 尿像を呈 した.

2. 1. 4. 糖尿 の発現 時期 お よび 臨床像 と年令,

性,体 型,糖 尿病遺伝歴 との関係:　ス糖 尿発現例 の

年 令,性,体 型は ス糖尿発現頻 度の項で表1お よび

表2に 示 した.ス 糖 尿 の発現 時期 および臨床像 と年

令,性.と の間 には一定 の関係がな かつた.

体 型 との関係に ついて は,表6に 示す よ うに,早

発例 では正常型 および肥 満型が多 く,遅 発例 ではや

せ型が 多い傾向を認 めた.な お,肥 満型6例 全例 が

早発例 であつた.

表6　 体型 とス糖尿発現時期

臨床 像 と体型 との関係 について は,早 発 例 と遅発

例 において,そ れぞれ有意 の相関が なかつた.

な お,ス 糖 尿発現 例の うち,糖 尿病 の遺伝 関係が

明 らかであつ た2例(肝 硬変)は と もに早発 例で あ

つた.

2. 1. 5. 糖 尿 の発 現時期 および 臨床像 と肝疾 患

の病型 との関係:　ス糖尿 発現例 の肝疾 患の病型 は図

1の ように, 33例 中急性 肝炎7例,慢 性肝炎9例,

肝 硬変17例 で,肝 炎例 と肝 硬変例が ほぼ同数で あつ

た.糖 尿発現時期 と肝疾患 の病 型 との 関係 につ いて

み る と,図1の よ うに,早 発例 にお いては遅 発例 に

比 し肝 硬変例 が多 く,注 目されたが,遅 発例 で は病

型別に差がなかつた.

臨床像については早発例,遅 発例とも肝疾患の病

型による差がなかつた.

2. 1. 6. 糖尿 の発現時期 および臨床像 とGC療

法実 施前 におけ るGTTの 成績 との関係:　ス糖 尿発

現例33例 の うち, GC療 法実 施前にGTTを 行 なつ

た ものは18例 で あつ た.そ の成績 は,表7の ように,

糖 尿病 と判定 された もの はな く,境 界例10例,正 常

8例 であつ た.こ れ と糖 尿発現 時期 との関係 につい

てみ ると,早 発例 には遅 発例 に比 し境 界例 が多 く,

遅発例 には正常例 がや や多い傾 向を認 めた.な お,

早発例 および遅発例各群 にお いて は,臨 床像 につ い

て正常例 と境 界例 の間 に差がなかつ た.

表7　 ス糖尿発現例 のGC療 法前 におけ る

GTTの 成績

2. 1. 7. ス糖尿 の発現 時期 および 臨床像 とGC

の種 類, ASの 併用お よびASの 種類 との 関係:　糖

尿発 現時期 および臨床像 について,投 与GCの 種類, 

AS併 用の有無 および併用ASの 種類 による差異は

と くになかつ た.

2. 2. ス糖 尿発現例 の臨床経過 および予後に関す

る検討

2. 2. 1. GC療 法実 施 中におけ る糖尿 の消長:　ス

糖 尿発現 例の うち,糖 尿 病の臨床所見 が比較的著 明

であつ た早発 例19例 において,全 例糖質350～400g, 

1日 総 カロ リー2000～2200カ ロ リーの肝 治療食の も

とに, GC 1日20mgを15～10mgに 減量 して治療

を継続 したが, 5例 にイ ンス リン療法 を行 なつたの

みで,ほ とん どの例 で尿糖 減少 し(19例 中尿糖消失

3例,減 少13例,不 変2例,増 加1例), GC療 法を

中止 した例 はなかつた.イ ンス リン療法を実施 した

5例(急 性肝炎2例,肝 硬変3例,全 例糖尿5日 以

内の早期発現例)に おいては,上 述 のよ うにGCを
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減量継続 したが,1日20～40単 位 の インス リンによ

り,糖 尿病 の コン トロールが可能 であつ た.遅 発例

においては, GCの 減量 および糖尿病 の治療の対象

となつ た例 はなかつ た.

2. 2. 2. GC療 法 終了後 に お ける糖尿 の消長:　

GC療 法終了後 の糖尿 の消長 について は,図2に 示

すよ うに, 33例 中18例(GC減 量 による 消失例3例

を含む)がGC療 法終了後1週 以 内に,全 例が3ヵ

月以内に糖尿 の消失 をみた.

糖尿 の消長 と糖尿発現 時期 との関係について は,

図2の よ うに,糖 尿 が2週 以 内に消失 した ものにお

いては早発例 と遅発例 に差がな かつたが,糖 尿が1

～3ヵ 月 の長 期間持続例 に は早発例 が多い(9例 中

7例)傾 向を認めた.

図2　 GC療 法終了後糖尿消失時期

糖尿 の消長 と肝疾患 の病 型 との 関係 について は,

図2の ように,糖 尿が1ヵ 月以上持続 した例 には肝

硬変例が多 い(9例 中6例)傾 向を認 めた.糖 尿 の

消長 と年令,性,体 型,糖 尿 病遺伝 歴 の 有 無, GC

の種類, ASの 併 用お よび その 種類 との間に 一定 の

関係はな かつ た.

2. 2. 3. ス糖尿 発現例の 予後:　 糖 尿消失後6ヵ

月～4年 後 に予後 調査を行 なつ た24例 につ いてみ る

と,表8の よ うに,早 発例 の4例 に食 後尿糖 を認 め,

また この例を含 む早発例 の7例(急 性 お よび慢性肝

炎各1例,肝 硬変5例)がGTTで 糖尿 病(軽 症)

と判定 された.こ の7例 はGC療 法終 了後糖 尿が2

週以上 長期持続 した例で あつた(尿 糖持 続2週2例, 

1～2ヵ 月3例, 2～3ヵ 月2例).遅 発例 に は尿

糖 陽性 例お よびGTTよ り糖尿 病 と判定 され た もの

はなかつた.

また,原 疾 患で あ る肝疾患 について は,精 査を受

けた18例 中9例 に軽 度～中等度 の肝機能障害 を認 め

たが,大 多数はGC療 法終 了時 に比 し軽快 ない し不

変例で,対 照 の予後調査成 績 と大差 がなかつ た.

表8　 ス糖尿発現例の予後調査成績

3. ス糖 尿の発現 および臨床像 と肝 の機能 的 ・形

態 的変化 との関係

表9　 肝機能障害度とス糖尿発現頻度(Ⅰ)

3. 1. 肝機 能 および肝生 検所見 とス糖 尿発 現頻度:　

GC療 法開始前に実施した各種肝機能検査成績およ

び肝生検所見について,肝 機能障害および肝組織変

化の程度 とス糖 尿の発現頻 度 との関係を検討 したが,

表9～12に 示 す ように,有 意の相 関がみ られな かつ
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た.血 清 アル カ リ性 フ ォスフ ァターゼ活 性値,血 清

コ リンエステ ラーゼ活性値,馬 尿 酸合成試験,ア ゾ

ル ビ ンS試 験,ア セチール化能,血 清総 および エス

テル型 コ レス テロール定量の諸検 査成績 について も

同様 の検討 を したが,一 定の傾 向はえ られなかつ た.

な お,肝 生検 によ り,比 較 的著明 な肝細胞 の核 の空

胞化 および 脂肪 変化を認 めた ものが2例(慢 性肝炎,

肝 硬 変 各1例)あ つたが,と もに 糖 尿 の発現をみ

た.

表10　肝機能障害度とス糖尿発現頻度(Ⅱ)

表11　肝機能障害度とス糖尿発現頻度(Ⅲ)

表12　肝の組織学的変化の程度とス糖尿発現頻度

3. 2. 肝機能および肝生検所見とス糖尿の発現時

期ならびに臨床像との関係:　ス糖尿発現例のGC療

法開始前に実施した各種肝機能検査成績および肝生
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検所見について,糖 尿の早発例と遅発例のそれを対

比検討したが,図3～5お よび表13に示すように,

肝疾患の病型別にみると,両 者の間にとくに差異が

なかつた.な お肝生検により比較的著明な肝細胞の

核の空胞化および脂肪変化を認めた上述の2例 は1

週以内の早発例で,遅 発例にはかかる症例が認めら

れなかつた.図6は 肝機能障害の程度と糖尿発現時

図3　 ス糖尿発 現例 の肝機 能 Ⅰ (GC療 法前).

図4　 ス糖尿発現例 の肝機 能 Ⅱ (GC療 法前)

図5　 ス糖尿発現例の肝機能Ⅲ (GC療 法前)

血清蛋白像

表13　 ス糖尿発現例 の肝生検所見(GC療 法前)
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期 との関係をBSPに つ いて詳細 に検討 した成績 で

あるが,一 定の傾 向はみ られ なかつた.

図6　 糖尿発現時期と肝機能

つぎに,各 種肝機能検査成績および肝生検所見と

糖尿発現時の空腹時血糖値, GTTの 成績, 1日最

高尿糖量,糖 尿病自覚症状の有無との関係について

検討したが,図7に1日 最高尿糖量とBSPの 成績

との関係について示 すよ うに,有 意の相 関を認めな

かつ た.

図7　 1日 最高尿糖量 と肝機 能

3. 3. 肝機能および肝生検所見と糖尿の消長との

関係:　GC療 法終了時に実施した各種肝機能検査成

績および肝生検所見(GC療 法終了後1～2週 以内

に実施)とGC療 法終了後糖尿消失時期との関係に

ついてみると,図8にBSPの 成績と糖尿消失時期

との 関係 について示す よ うに,と くに密接 な相関は

なかつ た.

図8　 GC療 法終了後糖尿消失時期と肝機能

3. 4. GC療 法前後における肝機能および肝生検

所見の推移とス糖尿の発現および臨床像との関係:　

GC療 法の前,中,後 を通じて実施した各種肝機能

検査成績の推移とス糖尿の発現頻度との関係につい

てみると,表14の ように,肝 機能障害の増悪したも

のに発現頻度 がかな り高率 であつ た.ま た,ス 糖尿

発現 例 における肝 機能の 推移について は,表14に 示

す よ うに,血 清 ビ リル ビンお よび膠 質反応では大多

数が不 変で あつ たが, BSP,と くにS-GOT, S-GPT

において は増悪(上 昇)し た ものが高率で あつた.

表14　GC療 法前後に於ける肝機能の推移と

ス糖尿発現頻度

肝 機能 の推移 につ いては,糖 尿 の早発例 と遅発例

の間で差が な く,ま た ス糖 尿 の 臨 床 像, GCの 種

類, AS併 用有無 お よびその種類 と もと くに関係が

なかつ た.

つぎに, GC療 法の前後に肝生検を実施しえたス
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糖尿発現例26例 について,糖 尿非発現例104例を対

照に,肝 生検所見の推移を対比検討すると,表15の

ように,ス 糖尿発現例ではGC療 法後肝細胞の核の

空胞化や脂肪変化が両者ともに出現ないし増強する

ものの率が対照に比しとくに高率であつたが,ス 糖

尿の早発例と遅発例の間には差がなかつた.な お,

肝小葉内脂肪の分布については,中 心性あるいは周

辺性という一定の傾向がみられなかつた.

表15　GC療 法前後に於ける肝生検所見の推移

肝細胞 の変 性,壊 死像 の推移やPAS反 応 に よ り

判定 した肝細 胞内 グ リコーゲ ン量 の変動は,早 発例

および遅発例 とも対照 とと くに差が なかつ た.

Ⅳ　総括ならびに考按

各種疾患 のGC療 法に 際 し,副 作用 として発現す

るス糖尿 の頻度 につ いて は多 くの報告 があ るが,内

科諸疾患にお ける平均頻度 と して は3～10%と い う

ものが多い20)～24).こ れを肝疾 患患者 にお ける報告

についてみ ると, Wildhirt25) 14.4%, Creutzfeldt26) 

15%, Linder27) 36%,山 形14) 14.9%,西 村13) 31.9%

(肝炎), 29.5%(肝 硬変)と,内 科諸疾 患にお ける

平均頻 度に比 し明 らかに高 い頻 度が報告 されてい る.

西村は原 疾患別 にみて,肝 疾患例 に おける上 述の頻

度が もつ と も高率 であつ たと述 べてい る.

ところで,ス 糖尿 の発現頻度 は,原 疾患 の種類の

ほか,同 一疾 患に おいて もGCの 投与 法,総 投 与量

ない し投与期 間の相違や糖 尿発現 に対 す る注意 の し

かたな どによつ て大 き く影 響 され る もの と考 え られ

る.し か し,従 来の報 告にはGC総 投与量 の異 る も

のを検索対象としたものが多 く,上述の諸点に対 し

て十分な考慮がはらわれているものは少ない.

著者 は これ らの点に留意 して,腹 腔 鏡検査 および

肝生検 によ り診断 の確定 した急 性 ・慢性肝炎 および

肝硬変患者 で, GC療 法 を受 けた ものの うち, GC療

法の実施前 に糖尿病 と診断 され た ものおよ びその既

往歴を 有 す るもの を 除 外 し, GC総 投 与量600mg

(以下 すべてPSに 換 算 した 量 で 示す),投 与期間

6週 間(第4週 よりGC投 与量漸減)の 一定 の方式

に もとず くGC療 法を実施 され た180例 につ いて,

その期 間の前 後を通 じ尿糖 の有無 を厳 密 に検索 した

結果,急 性肝 炎39例 中7例17.9%,慢 性肝炎69例 中

9例13.0%,肝 硬 変72例 中17例23.6%,合 計180例

中33例18.3%に 糖尿 の発現を認 めた.こ の発現頻度

は上述諸家 の肝疾 患例について の報告 とほぼ一致す

る.上 述の著者 の成 績に よると,肝 炎 および肝硬変

例 にお けるス糖尿 の発現 頻度は,総 投与量600mg前

後,投 与期間6週 間前後 のGC療 法の場合, 15～20

%前 後 と推定 され る.

GCの 総投与 量が600mgの 場合, Schubert16)や

山形14)15)の報告 に よると,内 科諸疾 患 に おけ る ス

糖尿 の平均発現頻度 は4%前 後 と して いるが,こ れ

による と,著 者の肝疾患 例にお ける成績 では,他 疾

患 例に比 し明 らか にス糖尿 が発現 しや すい ことが指

摘 でき る.

なお,ス 糖 尿の発現頻 度はGC総 投与量 に比例 し

て高 くな るといわれ てい るが,著 者 の対 象において

は, GC投 与期間別(GC総 投与量 別)に みて6週 間

のGC療 法期 間の第1～2週 にお ける頻度 が高 率で

あつ た.こ れ は肝疾患例 において はGC投 与後 ス糖

尿 が早期 に(GC投 与量が 少 量で)発 現 しやすい こ

とを示 唆す る もの といえ る.山 形14)15)も,原 疾患 別

にGC平 均総 投与量 および平均投与 日数 とス糖 尿 の

発現頻 度を比較検討 し,肝疾患 では他疾患 に比 しGC

投与量 や投与 日数が少 ないのに発現頻 度が高い こと

を報告 してい る.

つ ぎに,ス 糖尿 の発現頻 度 につ いて,山 形14)15)ら

は糖尿 病の発病頻度 が高 くな る40才 以後 にス糖尿 の

発現 も急激 に増加 す ると報 告 して い る.著 者 の肝 疾

患例 では年令別 に差 がな く,こ のよ うな傾 向はみ ら

れな かつ たが,体 型 別および肝疾 患の病型 別には,

糖 尿病 ない し糖 代謝異常 の頻度 が高い とされ てい る

肥 満型 および肝硬変 の症 例に発現頻 度が高 い傾 向を

認 めた.ま た,糖 尿病の 遺伝歴が あ るもの におけ る

頻 度は,対 象例 数が少な いが,高 率で あつた.性 別
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には女 子の対象 例数が少 ないので明 らかでない.

わ が国に おいて は再 生不良性 貧血 に ス糖尿 の頻 度

が高 い とい われ8)～10),12)本症 に輸血 量の多 い ことか

ら,輸 血 の影響 も考 慮 されて い るが,山 形14)は白血

病 との対 比 よ り,そ の影響を否定 してい る.著 者の

症例 で も輸血後 に発症 した肝炎 および肝硬 変に発現

頻度が やや高率で あつ た.輸 血後肝 炎は流行性肝 炎

に比 し肝病 変が一般 に重 症であつ たが,輸 血 量(200

～2,100cc)は 比較的少 な く,肝 炎発 症前の輸血 が ス

糖尿の発現 になん らか の影響 が あつ たかは不明 であ

つた.

GCの 種類別 には,構 造式 中に弗素を 有 す るもの

の催糖 尿作用 が強い とい う報告28)29)があ るが,著 者

の成績 で も, PMに やや高率 であつた.し か し, PS, 

DM, PM間 に有 意の差 は み られ なかつ た.西 村13)

もBetamethasoneに やや頻 度が高いがGC種 類別

に有意 の差が ない と述べて い る.

ASの 糖尿病 ない し ス糖尿 また は糖 代謝 に対 す る

影響 については,改 善す るとい う報 告30-32)もあ るが,

一般 に不変 な い し増 悪 とい う報告33-40)が多 いよ うで

あ る.石 上28)らはGCにASを 併用 す るとス糖尿 が

好発 す ることを報告 してい る.著 者 はGCにASを

併用 した80例 についてGC単 独 投与の100例 と対 比

検討 し, Astお よび19NAPPの 併用例 ではGC単

独投与 の場 合 と糖 尿発現頻 度に 差 がないが, HMD

併用例 では 極めて 頻度が 高 い ことを 認めた. HMD

の併用 はス糖尿 の発現 を促 進す る傾 向を有 す るよ う

であ る.

つ ぎに,人 に発現 したス糖尿 の臨床像 は, Ingle1)2)6)

があげ た実験 的ス糖 尿の特徴 と必ず しも一致 せず,

かな り多様 であ ることが指摘 されてい る.梅 原8)は,

再 生不 良性貧血 および白血病患者 で経験 したス糖尿

の症例 について, GCの 長期使 用後に起 こる重症 型

と, GCの 使用後 短期間で も起 こる軽症 型 とを 区別

し,前 者 は体重減少 を伴 い, GC中 止後 も長期間 回

復 しないが,後 者 は 体重が 不 変か 肥 満を 伴い, GC

中止後速 かに回復す ると述 べて い る.山 形 は14)15), 

GC投 与後の糖尿発 現時期 によ りス糖尿 を 早期 発生

型 と晩期 発生型 に分 け,前 者 は後 者に比 し重症 であ

るが,イ ンス リン耐性 は認 めず, GC中 止後 は いず

れ も糖尿 が消失 したと報告 して いる.西 村13)は,ス

糖 尿を糖尿 の発現様 式 によ り,尿 糖一 過性型,持 続

性 型,お よびその中間型 に類別 し,一 過性型 と持続

性型 がそれぞ れ40%を しめ ること,両 型 ともその過

半数がGC投 与 後短期間 で糖 尿 の発現を みた こと,

持続 性型の70%が 明 らかに糖尿 病像を呈 し,こ の型

の大 半がMetasteroiddiabetesに 移行 した こと,一 過

性型 および 中間型 の大多数が疑糖尿 病像 を,一 部が

腎性糖尿 像 を呈 した こと,治 療 の対象 となつたのは

持続性 型で,イ ンス リンが糖尿病 患者に比 しと くに

大量用 い られた傾 向はない ことを報 告 してい る.ま

た, Schubert16)は,糖 尿 のみの もの,高 血糖あ りイ

ンス リン効果 のあ るもの とイ ンス リン耐性 を示 す も

のの3群 に分 けて いる.

著者 は,急 性 ・慢 性肝炎 および肝硬変患者 に発現

した ス糖 尿33例 について 臨床 的な観察 を行 ない,糖

尿の発 現時期 と臨床像 との関係 を検討 した結果, 6

週間 のGC療 法期 間においてGC療 法 開始後3～12

日,多 くは1週 前後 の早期 に糖尿 が発現 した19例 に

おいて は,糖 尿病 の 自覚症状,耐 糖 曲線,尿 糖排泄

量か らみて大 多数が比較 的明 らかな糖尿 病の臨床所

見 を示 すが,糖 尿が2週(16日)以 後GC療 法終了

時の間 に発 現 した14例 では,糖 尿病 としての臨床所

見 が乏 しく,全 例が疑糖尿 病な い し腎性糖尿 の臨床

像 を呈す る ことを認 めた.さ らに,前 者 を早 発例,

後 者を遅発例 として 臨床 経過お よび予後 について検

討 し,早 発例 は 糖尿病 と して の 治療の 対 象 と なる

がGCの 減量 に よ り大多 数が尿 糖 の減 少をみ ること,

インス リンが有効 であ ること,一 方遅発例 には糖尿

病 と しての治療 の対 象 となる ものがな いことを認め

た.ま た, GC療 法終 了後 の糖尿 の 消 長につ いて,

両群 とも大多数が 一週以 内に,全 例が3ヵ 月以 内に

糖尿 の消失を みるが,早 発例 には糖尿 の1～3ヵ 月

間持続例 が遅発例 に比 し比較 的多 い こと,お よび早

発例 には予後調査 におい てGTTに よ り糖尿病 と診

断 され た ものが存在 するが,遅 発例 にはかか る症例

のない ことを指摘 した.以 上の 臨床観察 によ り,ス

糖 尿発現例 は早発型(仮 称)と 遅 発型(仮 称)の2

つの糖尿発現 様式 に分 ける ことが で きると考え る.

この場合,前 者で は糖尿病 の所見 が比 較的顕著,後

者で は軽 微の傾 向に ある.

著者 の観察 例 および上 述諸家 の報告例 を対比 して

み ると,著 者の早発 例,山 形の早期発生型,西 村の

持続性型,梅 原 の軽症型, Schubertの 高血糖 あ りイ

ンス リン効果の ある群な どは,そ の臨床像 ない し糖

尿 発現様式 にかな り類 似 した点 があ る.一 方,著 者

の遅発例 はその臨床像 か ら西村 の一過性 ない し中間

型,山 形 の 中間型 ない し晩期 発生型の1部, Schu

bertの 糖尿 のみの群 に相当す る ものの よ うである.

ところで,ス 糖尿 にお ける糖 尿 発現 の遅速 や臨床
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像 に対 し,個 々の症例 にお ける糖尿病 素質な い し糖

代謝異常 の存 否あ るいはその軽重が,こ れを左右す

る重要な要 因 とな ることは容易 に推定 され るところ

であ る.

山形ば14)15),早 期発生型 の症例 には,糖 尿 病の遺

伝素質 あ るい はPrediabetesと いわれ るよ うな 潜在

的糖処理機 能障害 の ある ものない し無 自覚 性糖 尿病

の人に, GCが 投 与 されて糖尿病 が惹起 または顕性

化 した ものが多 い と述べ,西 村13)も持続性型 では遺

伝歴のあ るもの,肥 満者, 50才 以上の もの な どが多

く,糖 尿 病素因 をもつ ものが多 く含 まれて いる可 能

性を指摘 してい る.ま た, Conn5)は,報 告 されてい

るス糖尿 の多 くが糖尿 病の遺伝歴 または既往歴 を有

す るものに発現 した もので あると述べて いる.

著者 は, GC療 法開始前 に糖 尿病 と診断 された症

例およびその既往歴 を有 す る ものは対 象 より除外 し

たが,早 発 例にお いて は, GC 1日20mg (PSに 換

算)の5～10日 前後 の投与で,糖 尿病状 態が比較 的

速やかに発 現 した.こ の ことは, GCが 大量長期間

投与 され た場合 と異 り,こ れ らの症例 に糖 尿病素質

ない し糖代 謝異 常 の存在 を考 慮 しなければ説明 しが

たい現象 と考 え られ る.

そこで,著 者 は,糖 尿病 ない し糖代謝異 常に関連

のある素質 ない し臨床所見 について,早 発 例 と遅発

例 を対比検討 した.そ の結果,両 群 の間 に年令 によ

る差 はなかつ たが,早 発例に は糖尿病 の遺 伝歴の あ

るもの,肥 満者 お よびGC療 法 実施前 に糖尿 病性肝

組織所見(後 述)を 認め た ものが存在す ること,遅

発例にはか かる症 例がな い こと,お よび早発例 に は

肝硬変 例が多 く(19例 中12例),肝 硬変例 には早発

例が多い(17例 中12例)こ と,ま た早 発例 にはGC

療法開始前 に実施 したGTTに おいて異常(た だ し

非糖尿病)を 示 した例 が多い ことを認めた.

肝硬変患者 に耐糖能低 下が存在 し14)41)-47)49)-51),

また糖尿 病の 合併頻度 の 高い ことは 周 知の ことで

46)-51)で
, Creutzfeldt47)も 肝硬変症 が前糖尿病 また

は不顕性糖尿病 状態 と もみな され ることを指摘 して

いる.し たがつて,以 上 の成績 か ら,早 発例 にはな

んらか の糖尿 病素質な い し原 疾患 に伴な う糖代謝 の

異常を有す るものが多 く,こ れ に反 し遅発例 ではか

か る要素が軽微 で あつ た と推定 され,こ の よ うな差

異が糖 尿発現 の時 期お よび臨床像を左 右 した もの と

考察 された.

な お,ス 糖 尿 の臨床像 に影響 を及 ぼす 要因の一 つ

と して,ス 糖 尿発生 後に おけ るGCの 投与期間 およ

び投与量があげられる.こ の点,ス 糖尿の臨床観察

にあたり,ス糖尿発生後糖尿が発見される(気 づか

れる)ま での期間(糖 尿発見の遅速)に ついての考

慮が重要であることはいうまでもない.す なわち,

糖尿発見の遅速により,そ のス糖尿は重症ないし軽

症糖尿病として観察されることになる.こ のことが

ス糖尿の臨床像の多様性の一因となつていることも

否定できない.著 者はこの点を重視し, GC療 法開

始後毎日～隔日に尿糖検査を実施し,ス糖尿発生直

後より, 7～10日間予定のGC療 法を継続のまま,

その臨床像を観察した.た だし,遅 発例においては

予定のGC療 法期間の後半に糖尿が発現 し,そ の後

短期間でGC療 法が終了するため, GCを さらに継

続投与した場合に,い かなる臨床像を呈するかは不

明である.こ れらの症例の中には, GC投 与を継続

した場合明らかな糖尿病像を呈してくるものの存在

も否定できない.

つぎに,肝 疾患患者では他疾患患者に比しス糖尿

が発現しやすいが,そ のさい,肝 の機能的 ・形態的

変化とス糖尿の発現および臨床像との関連性の検討

は極めて興味ある問題である.著者はこの点につい

て, GC療 法の前後における肝障害の程度およびそ

の推移とス糖尿の発現頻度,糖 尿の発現および消失

の時期(遅 速)な らびに臨床像との関係を検討した

が,特 に密接な関連を認めなかつた.一 方,肝 の生

検所見と対比した検討では,肝 細胞の変性 ・え死や

線維増生などとは一定の傾向がみられないが,肝 細

胞の核の空胞化および脂肪変化とはかなり密接な関

連が認められた.す なわち, GC療 法前の肝生検に

おいて比較的著明な肝細胞の核の空胞化および脂肪

変化がみられた症例では, GC療 法実施前に尿糖陰

性, GTTに より糖尿病は否定されたにかかわらず, 

GC投 与後早発型の糖尿発現をみた.ま た, GC療 法

前後における肝生検所見の推移について,ス 糖尿発

現例では早発例 および遅発例 とも, GC療 法実施後

肝細胞の核の空胞化および脂肪変化の両所見がとも

に出現ないし増強するものが糖尿非発現例に比し極

めて高率であつたことが注目された.

肝細胞の核の空胞化や脂肪変化などの組織所見は

従来糖尿病患者の肝にしばしばみられる比較的特徴

的な所見とされている52)-57). Kalk55)は,こ のよう

な肝生検所見を認める場合,そ のさい,糖 尿病の臨

床所見がない症例においても,後 年糖尿病の発症す

る頻度が高いことを認め,こ のような肝生検所見か

らPrediabetesを うかがいうることを指摘し,山 吹
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51)らも同様のことを報告している.し たがつて, GC

療法実施前の肝生検において肝細胞の核の空胞化お

よび脂肪変化が比較的著明であつた上述の症例は, 

GC療 法実施前すでに糖尿病発症前期ないし潜在性

化学的糖尿病の状態にあり,こ れにGCが 投与され

て糖尿病状態が顕性化したものとも考察される.ま

た, GC療 法実施後ス糖尿発現例に高率に出現した

肝細胞の核の空胞化および脂肪変化の所見は,こ れ

がすべて糖尿病性のもであるとは断定できないが,

早発例においてはGC投 与による糖尿病状態の惹起

または顕性化に伴ない,肝 組織に糖尿病性の変化が

出現したものと解される.遅 発例および糖尿非発現

例においては,早 発例に比し糖尿病素質が一層軽微

であつたため,肝 組織には糖尿病性の変化が出現し

ているが,顕 性糖尿病の状態に至らず遅発型のス糖

尿発現様式ないし糖尿病発症前期の状態(糖 尿非発

現例の場合)に とどまつたものとも考えられる.

つぎに,肝 小葉内脂肪の分布について, Cazalら54)

は膵性糖尿病では小葉中心性,副 腎性糖尿病では小

葉周辺性の傾向があることを報告しているが,山 吹

ら58)は47例の糖尿病患者の肝生検所見の検討から,

小葉全体にびまん性に脂肪の分布するものが多 く,

糖尿病の病型による差異は明らかでなかつたと述べ

ている.著 者のス糖尿発現例の観察でもCazalら が

指摘しているような小葉周辺性の脂肪の分布傾向は

みとめることができなかつた.

肝が諸種物質代謝の行なわれる主要臓器であるこ

とから,肝 疾患のGC療 法におけるス糖尿の発現お

よびその臨床像に対して,肝 障害が密接な関連を有

することは容易に推定されるところであるが,以 上

の検討によると,肝 疾患患者におけるス糖尿の発現

頻度や臨床像は,生 化学的肝機能検査成績や肝細胞

の変性 ・え死,線 維増生などの肝生検所見によつて

判断される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ることが認

められる.

Ⅴ　結 論

糖質コルチコイド療法を実施した急性 ・慢性肝炎

および肝硬変患者180例 を対象として,ス テロイド

糖尿の発現をみた33例の症例を中心に,ス テロイド

糖尿の発現状態と臨床像を詳細に観察するとともに,

ステロイド糖尿と肝の病態との関連性について検討

し,次 の結果がえられた.

1. ステ ロイ ド糖尿 の発現頻度 は急性肝 炎39例 中

7例, 17.9%,慢 性肝 炎69例 中9例, 13.0%,肝 硬

変72例 中17例, 23.6%で あ る.

2. ス テ ロイ ド糖 尿 の発現 頻度は肥満例 および輸

血後 肝炎 にやや高 く,糖 尿病 の遺伝関係 を有す るも

のでは極め て高 い.

3. ステ ロイ ド糖尿 の 発 現頻 度 はPrednisolone, 

Dexamethasone, Paramethasone 3者 の 間 に有 意 の

差 がない. Norandrostenolone phenylpropionateお よ

びAndrostanolone併 用例 では糖質 コルチ コイ ド単独

投与例 と大差が ないが, Oxymetholone併 用例 で は

極 めて高率(17例 中8例, 47.1%)で あ る.

4. ステ ロイ ド糖尿 は糖 尿 の発現 時期 と臨床像に

よ り,早 発 型 と遅発型 と2つ の糖尿発 現様式 に大別

で きる.前 者は糖尿病 の臨床所見 が,比 較的明 らか

で,後 者 は乏 しい.

5. 肝硬 変例で は早発 型が多 く,急 性 ・慢性肝炎

例で は両型 の発現頻度 に大差が ない.

6. 早発型 には糖尿病 の遺伝 関係,肥 満,比 較的

著 明な肝細胞 の脂肪変 化 および核 の空胞化の生検所

見,糖 質 コルチ コイ ド療 法開始前 におけ るブ ドウ糖

負 荷試験 の異 常(た だ し非糖 尿病)な どを有 す るも

のが多 く,遅 発例 にはかか る症例が ほとん どない.

7. 早発型 には糖尿病 の素質 ない し潜在性糖尿病,

あ るい は原疾 患に伴な う糖代 謝の異常 を有 す るもの

が多 く,遅 発例 には少な い.こ の差 異が ステロイ ド

糖尿 の発現時期 および臨床像 に強い影響を及 ぼす も

の と考え られ る.

8. ステ ロイ ド糖 尿の発現頻 度,糖 尿の発現 およ

び消失の時期(遅 速)な らびに臨床像 は,肝 障害 の

程 度 とはかな らず しも密 接な関連がみ られ ないが,

肝細胞 の脂肪変化 や核の空胞化 とはかな り密 接な関

係 が認 め られ る.

9. ステ ロ ド糖尿 発現例で は糖質 コルチ コイ ド療

法実施 後肝細胞 の脂 肪変化 および核 の空胞 化をきた

す か,な い しは該所 見の増強傾 向を認め る ものが多

い.こ の さいの肝小 葉 におけ る脂肪 の分布 の状 態に

は一 定の傾 向は認めがた い.

(本論文要 旨は第6回 日本糖 尿病学 会総会 シ ンポ

ジ ウムにおいて発表 した)

終りに臨み,ご 指導,ご 校閲いただいた岡山大学

医学部第一内科教室長島秀夫助教授ならびに山吹隆

寛講師に深謝する.
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Studies on Steroid Diabetes

Part Ⅰ Clinical Observations

By

Kenichi Kimura

The First Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

Of 180 cases with acute and chronic hepatitis and liver cirrhosis treated with glucocorticoids, 

33 cases of steroid diabetets were selected for this study. Atmpts were done on the relation of 
a mode of occurrence and the clinical feature of steroid diabetes to pathologic changes of the 
liver.

The results were as follows:
1) Steroid diabetes was found in seven cases of 39 acute hepatitis (17.9%), nine of 65 

chronic hepatitis (13.0%) and 17 of 72 liver cirrhosis.

2) The incidence of steroid diabetes was slightly high in the obese cases and patients with 
serum hepatitis, and significantly high in patients with diabetic desposition.

3) There was no significant difference among Prednisolone, Dexamethasone and Parame
thasone in the incidence of steroid diabetes. Although the cases treated with both Norandros
tenolone phenylpropionate and Androstanolone showed no differece from those with glucocorticoid 

alone, the cases treated with the combination of Oxymetholone showed extremely high incidence 
of steroid diabetes. (eight of 17 cases; 47.1%)

4) Steroid diabetes could be classified into two types; early developed and lately developed 
type, according to the time of developmnt and the clinical feature The former showed clinical 
findings of diabetes. On the contrally, no diabetic findings were shown in the latter.

5) In liver cirrhosis, more early developed types of steroid diabetes were found and in 
acute and chronic hepatitis, no difference was seen in the incidence of the two types.

6) In the early developed type, a considerable number of cases showed heredity of diabetes, 
obesity, fatty degeneation of the liver cells and vacuole degeneration of nuclei at a punch biopsy, 
and abnormal glucose tolerance test (not diabetic) before the treatment of glucocorticoids. On 

the other hand, the lately developed type did not show those above mentioned.
7) Diabetic desposition or latent diabetes and abnormal glucose metabolism caused by a 

original disease were found in many of the early developed type, and few in the lately developed 
type. It is presumed that these differences played a important role in the time of the deve
lopment and the clinical feature of steroid diabetes.

8) The incidence and the clinical feature of steroid diabetes, and the time of onset and 
disappearance of glycosuria were not always closely related to the degree of the disturbance of 
liverfunctions. However, they were closely related to the fatty degeneration of the liver cells 
and vacuole degeneration of the nuclei.

9) In many cases of steroid diabetes, the fatty degeneration of the liver cells and vacuole 
degeneration of the nuclei appeared or progressed after the glucocorticoids treatment. However, 
no tendency was seen in distribution of fat in acini of the liver.


