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判別分析法を用いたインスリン依存性および非依存性糖尿病の
境界領域における病型分類

永吾　道子　　比嘉　清憲　　村上　啓治　　三村　悟郎

琉球大学医学部第二内科

(1991年8月24受付、 1991年10月7日　受理)

緒　　　　　言

糖尿病は現在、イソスリソ依存性糖尿病

(Insulin dependent diabetes mellitus ; IDDM) 、

イソスリソ非依存性糖尿病(Non-insdin depe-

ndent diabetes mellitus ; NIDDM)、栄養障

害関連糖尿病およびその他の病型に分類されて

いる　。 IDDMとNIDDMとの鑑別は治療法の

選択、成因や病態生理の研究、予後の判定に重

要であるが、現在の分顕は主に臨床像の特徴に

基づいたものであり必ずしも明確な基準ではな

い2).本来NIDDMである多くの患者が高血糖

の治療にイソスリソを使用しており3)、重篤な

疾患を合併するとケトアシド-シスを起こすこ

ともある。一方、良くコソトロールされている

IDDMではケトアシド-シスの既往を認めない

こともある。また、白人においては患者の臨床

像より容易に病型を区別できる場合も多いが、

有色人種の患者の中には病型の判定に際し、判断に

戸惑う症例が少なくないと報告されている1)0

これらは、現在のところ明らかな定義をするこ

とができないということで、 questionable ins-

ulin dependencyとされている。従って、それ

らの症例を今後どのように分頬するかは、その

臨床的特徴をより詳細に検討し、疫学調査を行

う必要があると考えられる。

病型分岸の指標には、発症様式やケトーシス

傾向といったイソスリソ欠乏の状態を示す臨床

像以外に、患者本人の肥満歴や糖尿病家族歴、

IDDMにおける特定のI皿Aタイプとの相関4-6) 、

発症初期における群島細胞抗体　(Islet cell

antibodies ; ICA)または揮島細胞膜抗体(Isl-

et cell surface antibodies ; ICSA)などが用い

られている。さらに、揮B細胞のイソスリソ分

泌機能の評価として尿中C-peptide (CPR)排

推量、グルカゴソ負荷試験による血清CPRの

測定9)が行われており、イソスリソ依存性の指

標に有用であると報告されている10-14)

今回我々は、イソスリソ治療中の糖尿病患者

を対象として、典型的なnDMの臨床像を示さ

ない症例の病型判定に有用な指標があるかどう

かを判別分析法を用いて解析した15)さらに

その指標の判別点(カットオフポイソト)を検

討し、分類困難な症例-の適応を試みた。

対象および方法

琉球大学第二内科に通院中の肝、腎機能障害

のない(Cr<1.3mg/100ml) 78例のイソスリ

ソ治療糖尿病患者を対象とした。まず、 WHO

の定義に従い病型判定の基準を以下のように設

定し、分類した。急性発症でケトーシス傾向を

示し、発症時肥満を認めず、発症3ケ月以内に

イソスリソ治療を開始した場合をIDDM (I群:

33例)、発症時において肥満を合併または自覚

症状なく診断された症例で、食事や経口血糖降下剤

による治療歴が1年以上あった場合をNIDDM

(N群: 19例)、いずれにも分顕されない場合

はUnclassified (U群:26例)とした。 I群と

N群(計52例)を対象として、家族歴、発症年

齢、イソスリソ使用量、グルカゴソ負荷試験に

よる血清CPRの頂値(P-CPR)、 HLAの3つの
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タイプ(DR4,DR9,DR2)の7つの因子を説明

変数、病型を目的変数とする判別分析を行った。

それにより、 WHOの定義に示されている急性

発症・ケトーシスの予防や生命の維持にイソス

リソ治療を必要とするといった臨床像以外の病

型分類に有用な指標を検討したO　さらに、選択

された変数の臨床上有用なカットオフポイソト

を感度(sensitivity)と特異性(specificity)

を用いて検討し、判定困難なU群の分類に適用

した。一部の症例においては、 ICA、 ICSAの

測定も行い参考とした。

家族歴は症例から2親等以内の糖尿病患者の

有無により分顕したO　グルカゴソ負荷試験は早

朝空腹時にグルカゴソ(Novo Nordisk Indust-

ry LTD, Copenhagen, Denmark ) lmgを生

理食塩水3mlに溶解し、静江前および3分、

6分、 10分後に採血した。血清CPRはradioi-

mmunoassay法により測定した(測定下限は0.3ng

/ml)。 HLAタイピソグはmicrolymphocytotoxicity

法16)、 ICA、 ICSAは間接蛍光抗体法=)

にて測定した。
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結果はMean±SDで示し、有意差検定にはt

検定、 Ⅹ2検定、 Wilcoxon t検定を用いた。判

別分析の変数選択には変数増加法(有意水準0.25,

Fin2)を用いた。

結　　　　　果

I群とN群およびU群の臨床像を示した(Table

D. I群とN群の間には発症年齢(17.4±15.3vs.

41.6±12.7歳, p<0.01)・羅病年数(6.1±6.1vs.

ll.8±4.2年, p<0.01)イソスリソ使用量(0.80±

0.31vs.0.52±O.llU/kg/d,p<0.01)ォBody mass

index (BMI) (19.7±2.2vs. 22.4±3.1kg/mサ,

p<0.01)発症時肥満(0%vs.58.9%1p<0.01)'

ケトーシスの既往(100%vs.21.1%,p<0.01)

家族歴(21.2%vs.57.9%,p<0.05)に関して有

意差を認めた。罷病年数、 BMIを除くと、 I群

とU群問にも有意差を認めた。 U群とN群間で

有意差を認めたものはBMI(p<0.01)発症時

肥満(p<0.01)羅病年数(p<0.05)　ケトー

シスの既往(p<0.05)であった　FPG (Table

Table 1. Clinical characteristics of patients in group I,U and N

rD工桝( I )　　　Undassified(U)　　　MIDI桝(N)

Number(M/F)

ais

33(13/20)

(yr)　23.5 ± 13.6

Age at onset　　　　(yr)　17.4土15.3

Duration of diabetes(yr)　　6.1 ± 6.1

Insulin dose　(U/Kg!d)　0.80 ± 0.31

HbAl　　　　　　　　　(%)　11.6土2.1

掛吐　　　　　　　くKg/m2)　19.7士2.2

Positive family history

of diabetes (%)

Obese at onset　　　(%)

History of ketosis　(%)

26(ll/15)

44.9士17.0"★

36.8土16.7耕

7.7　±6.0

0.55士0.25輔

12.5　土　3.1

20.1士2_3

30.8

19(8/ll)

53.5 ± 13.4榊

41.6 ± 12.7榊

ll.8 ± 4.2★★十

0.52土0.11輔

10.6　±　2.2

22.4±3.1ヰ十ナ

57.9

17.3　　　　　　58.9沖

60.9耕　　　　　21.1汁十

*pく0.05,判りく0.01 vs. IDEM

十甘く0.05,十十pく0.01 vs. Unclassified

Mean　±　SD
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には示されてない)・HbAiに関しては3群間

に有意差を認めなかった。

免疫遺伝学的検査では、 ICA陽性例をI群に

16.1%、 U群に8.3%認めた　HLAタイプでは

DR4とDR2の出現頻度に関して、 I群とN群問

(p<0.01) 、 U群とN群間(p<0.05)に有

意差を認めた(Table2)c

グルカゴソ負荷試験によるP-CPRはI群、 N

群およびU群間に有意差(p<0.01)を認めた

が、 P-CPRは罷病年数の影響を受けており、罷

病年数が2年未満の場合はI群においても高値

を示す症例を認め、 I群の21.2%がN群と重な

りを示した(Fig.Dc

判別分析の結果によると、選択された変数はP-

CPR(Xi)、発症年齢(X2)、 DR4(X3)および家族

歴(xoであり、 F値の大きさよりP-CPR>発

症年齢>DR4>家族歴の順で判別に影響を及ぼ

している傾向が認められた(Table3)c　線形判別関

数はZニー2.782X1-1.287X2+4.200X3-2.148

X4+3.876と表現され、 Z>0のときI群、 Z<0

のときN群と判別された。 52例に適用すると、誤判

別率はI群で6.1%、 N群で10.5%、全体では7.7%

であった(判別的中率92.3%)

グルカゴソ負荷試験後PCPRの各濃度において、

それ以下をnDMと診断した場合のsensitivity

とspecificityを以下の方法で算出した。
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Fig. 1. Dist仙ution of glucagon stimulated f語ak plasma

C-peptide values among IDDM, unclassified

and NIDDM groups in relation to the duration

of diabetes.

Table2. Immunogenetical characteristics of patients in group I, U and N

I】】洲( I )　　Unclassified (U )　　NIDDM( N )

N　( Z)

HLA

DR4 positive　　　　30/33 (90.9)

DR9 positive　　　　　/33 (27.3)

DR2 positive　　　　　/33 ( 3.0)

Ⅳ　(z N　(%)

22/26 (84.6)  ll/19 (57.9)耕十

8/26 (30.8)　　/19 (15.8)

1/26 ( 3.8)　6/19 (31.6) +

5/31 (16.1)

5/32 (18.8)

2/24 ( 8.3)　　0/13 ( 0)

3/22 (13.6)　　/13 (15.4)

★★pく0.01 vs. IDE桝

ナpく0.05 vs. Unclassified
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Sensitivity {%)

(number of patients classified as IDDM with

a C-peptide value below t土肥specified limit)/

(total number of patients of IDDM) ×100

Specificity (%)

(number of patients classified as NIDDM with

a C-peptide value above the specified limit)/

(total number of patients of NIDDM) ×100

P-CPR濃度l. l-1.2ng/mlにおいてはsensitivity

87.9%、 sp∝ificity 89.5%を示した(Fig.2)c

発症年齢に関しても同様な方法で検討したとこ

ろ、 30歳前後が各々81.8%、 84.2%であった

(Fig.3),

分炉困難なU群26例について、判別の指標と

なるP-CPR、発症年齢およびHLA DR4を検討

した　P-CPRl.lng/ml以下は20例(76.9%) 、

発症年齢30歳以下は11例(42.3%) 、 DR4陽性

は22例(84.6%)であり、 3条件を総て満たし

た症例も7例(26.9%)において認められた

(Table4)。 U群のうち5例は羅病年数2年未

満であり、そのうち2例はP-CFR>l.lng/ml
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だった。他の2例はICA陽性で、かつP-CPR≦

1.lng/mlであった。

考　　　　察

近年免疫遺伝学的研究の進歩により、 IDDM

とNIDⅢMの遺伝的背景の相違が確立されたが、こ

の両者共に遺伝的異質性が指摘されており
5,6

特にDDMの遺伝形式については結論が得られ

ていない現状である。 genetic markerとして、

白人mDMではHLA DR3かDR4の何れかを有して

いる比率が極めて高いことが知られている4)0

一方、三村らの全国調査によると日本人ではD

R4またはDR9がそのgenetic markerであるが、

DR4、 DR9を有しない症例も7.2%に認められ

ている5,6)さらに、白人IDDMにおいてはDQ

抗原β鎖の57番目のアミノ酸がnon-asparateで

あるが17)、日本人IDDMでは相達しているこ

とも知られている18)このように白人と、日

本人を含む有色人種の遺伝的背景には人種的相

違の存在することが考えられる。以上の事実は

Table 3. Forward selection discriminant analysis on variables affecting

the type of diabetes in 52 patients ( group land N)

Discriminant

Included variables coefficients F-value

pぺPR　　　( XI )　　　-2.782　　　　60.355沖'

Age at onset ( X2 )　　　-1.287　　　　13.703榊

HLA DR4　　( X3 )　　　　4.2∞　　　　　9.601嫌

Family history ( X4 )　　　　　-2.148　　　　　　　3.116

0f diabetes

Cons tant

Discri皿inant correct rate　　　　92.3害

ォpく0.01, ★■tpく0.∞1
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臨床的に白人IDDMの診断は容易であるが、有

色人種では診断の困難な症例が20-30%に存在

することと関連があると思われる1)0

臨床上病型分頬に戸惑う症例は、イソスリソ

治療を受けている糖尿病患者である。そこで、

今回の研究ではイソスリソ治療中の患者を対象

にした。症例をWHOの定義に従いIDDM群と

NIDDM群に分け、分類困難な症例をUndassif-

ied群とした。 I群とN群はTable1,2に示した

ように、 N群がイソスリソ治療を受けているこ

とを除けば、一般的なIDDMとNIDDMの特徴

%)

0-o specificity

∋nsitivity

0.6　0.7　0.8　0.9 1.0 1.1 1.2 I.3 1.4

SSuSS,

Glucagon stimulated f語ak plasma C-c把ptide value

Fig. 2. Sensrtivky and specificity of various glucagon

stimulated peak plasma C-peptide values for

the detection of　旧DM.

を備えていた。さらに、遺伝的背景を示すIiL

Aタイプに関して健常対照群と比較してみると、

I群においてはDR4が有意に高頻度を示し

(相対危険度13.61) 、 DR2が有意に低頻度で

あった(相対危険度0.05)　一方N群において

は、 DR4、 DR2の出現頻度は対照群との間に

差を認めなかった。これらのことは、解析の対

象に選んだ2群に選別上の大きな誤りがなかっ

たことを示していると考えられる。

判別分析法により病型分頬に有用な指標とし

て選択された国子は、重要な順にグルカゴソ負

(%)
100

0--o specificity

・ sensitivity

1  15　20　25　30　35　40　45(yr)

Age at onset

Fig.3.Sensitivity and specificity of various age at

onset for the detection of IDDM.

Table 4. Characteristics of Unclassified group in relation to P-CPR, age at onset and HLA DR4

Case P-CPR≦　　Age at DR4　　　　　Case P-CPR≦　　Age at DR4

1.lng/ml onset≦30yr positive
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荷試験のP-CPR、発症年齢、 HLA DR4および

糖尿病家族歴であり、国広ら19)によるイソス

リソ治療の必要性の判定指標(P-CPR、発症年

齢、 FPG)とも頬似していた.今回我々によっ

て選択された指標のうち、揮B細胞機能に関連

したものがP-CPRであり、その他は成因に関連

した因子である。 I群の特徴としては、 N群に

比べてP-CPRが低く、発症年齢が若く、 DR4陽

性率が高く、家族歴の少ないことがあげられた。

以上の指標を用いた場合の的中率は92.3%であ

り、良好な判別を示すものと考えられた。さら

に、最も有用な指標であるP-CPR単独での判別

関数は、 Z--2.578Xl+3.091と表現され、

的中率は87.5%　I群の誤判別率12.1%、 N群

の誤判別率15.8%)を示した。今回の研究では、

揮B細胞機能の指標としてP-CPRを用いたが、

尿中CPR排雅量　CPR前値・ △CPR (P-CPR-

CPR前借)との相関は各々0.641 (p<0.01)

0.956(p<0.01)-0.926(p<0.01)と良好であっ

た。 P-CPRと強い相関を示したCPR前値を用い

た場合の判別関数は、 Zニー3.850Xl+2.512

であり、的中率は83.9%であったがN群の誤判

別率は26.1%と増加した。従って、 CPR前値

に比してP-CPRの方が有用性は高いと考えられ

た。以上の結果より、病型分頬における揮B細

胞機能検査の有用性が示唆された。しかしなが

ら、 IDDMの場合揮B細胞機能は罷病年数の影

響を強く受けており、発症後数年間はイソスリ

ソ分泌能が比較的保たれ、一時的に寛解する症

例も存在する20)従ってそのような症例では、

ICAが陽性であればIDDMと診断可能だが、 IC

Aが陰性の場合は判定を保留しておく必要があ

ると思われる。一方羅病期間の長い症例では、

病型分榎に際し鮮B細胞機能検査の有用性は高

いと考えられた。

I群とN群において、 IDDMと診断するのに

適当なP-CPR濃度と発症年齢のカットオフポイ

ソトをsensitivityとspecificityを用いて検討し

たところ、 P-CPRl.lng/ml、発症年齢30歳前

後がIDDMの診断に有用ではないかと考えられ

た　P-CPRのカットオフポイソトはMadsbad

らlo)の0.6pm。l/ml (1.8ng/ml)に比べると低
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値であったが、 Gjessingら13)の0.32nmol/l(0.96ng

/ml)、 Matsudaら14) 1.0ng/mlの結果には近似

していた。高齢発症またはSlowly progressive

IDDM21)の存在、若年NIDDMの増加など、発

症年齢は必ずしも診断に決定的でない場合もあ

るが、 Ⅱ⊃DMは一般に若年者に多く、病型分頬

にも有用なことは今回の結果からも明らかであ

る。我々の成績では、発症年齢単独での判別関

数はZ--l.139Xl+3.080と表わされ(I群

の誤判別率18.2%、 N群の誤判別率17.4%) 、

的中率は82.1%であった。

U群の臨床的特徴は、 I群とN群の中間の性

質を示しており、 ICA陽性例が2例みられた。

この2例は病因論的にIDDMであり、実際に経

過を追って揮B細胞機能を調べてみると、経年

的に低下した。少なくとも、 P-CPR≦l.lng/ml

を示した20例　76.9%)は輝B細胞機能の著明

な低下があると考えられ、 IDDMと診断しても

問題ないと思われた。残りの23.1%は分額不能

のままとなるが、このような症例は現在用いら

れている診断の指標では分揮困難であり、経時

的に揮B細胞機能の推移をみる必要があると考

えられた。

病国論的根拠とイソスリソ依存性の両方の観

点から病型分炉できることが理想的と考えられ

るが、実際にはマーカーの感度や特異性に問題

があり、病因に関連した指標は実用的でないこ

とも多い。そのような場合に、イソスリソ依存

性の指標である揮B細胞機能を評価することは、

有用性が高いと考えられた　NTODMに加えてI

DDMにも遺伝的異質性があることが示唆され

ており、全体を包括しうる指標の確立には困難

が予想される。しかしながら、近年糖尿病の免

疫遺伝学的背景の解明には分子生物学的手法が

用い・られており、将来的には病国論的診断能力

が非常に向上し、病型分類に役立つものと思わ

れる。

結　　　　　語

1)イソスリソ治療中の糖尿病患者においては、

病型分頬の困難な症例が存在する。そこで病
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型判定を目的として、 78例のイソスリソ治療

糖尿病患者を対象に、臨床所見、揮B細胞幾

能および免疫遺伝学的検査を指標として、そ

の重要度を解析した。

2)判別分析法により、 P-CPR、発症年齢、 礼

A DR4および家族歴の順にIDDMとNIDD

Mの病型分類に有用な指標であることが明ら

かになった。

3)P-CPRは単独でもDDDMとNIDDMの判別に

有用性を認めた。

4) Unclassified groupの77%はP-CPRを指標と

して、 IDDM群へ分類することが可能と考え

られた。
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Abstract

It is very difficult to determine the type of diabetes in patients after they have been treated with

insulin. In order to classify diabetes in such patients, clinical manifestations and pancreatic B cell

function together with the immunogenetic factors of diabetes were studied. Utilizing WHO criteria,

78 subjects were divided into three groups IDDM (33) , NTDDM (19) and unclassified (26). The clinical

manifestations at the age of their onset, family history of diabetes, glumgon stimulated peak plasma

C-peptide (PCPR) , insulin dose and HLA type (DR4,DR9,DR2) were studied. "Hiese indicators were

used as discriminatory variables for classifying dial治tes in the Forward Sel∝tion Discriminant Function

Analysis of IDDM and NIDDM. Among these variables, P-CPR (XI) , age at onset (X2) , HLA DR4

(X3) and a family history of diabetes (X4) were selected as effective discriminatory variables, and

the discriminant coefficients appeared in order of importance. The linear discriminant function was

expresed as 2-2.782X1-1.287X2+4.200X3-2. 148X4+3.876. 1116 rate of miss-classification was 7.7%

in 52 cases when these 4 variables were used. Even if one PCPR determinant was taken, the incidence

of miss-classification was defined as 12.5%. ¶鳩refore, if we were to take P-CPR to distingdsh IDDM

from NIDDM, about 77% of the unclassified group could be re-classified into the H)DM group. These

results suggest that P<;PR might be I児tter than the other variables for discriminating between IDDM

and NIDDM in patients whose diabetes had been treated with insulin.


