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腎疾患における栄養療法

　齊藤　腎疾患における栄養療法とい
うことで、特に慢性腎臓病についてう
かがいます。
　2019年から健診にクレアチニンが入
ってきたということで、慢性腎臓病が
比較的見つかりやすくなってきました
か。
　内田　そう思います。健診を受けら
れて、慢性腎臓病（以下CKD）のeGFR、
腎臓の機能が60％を切っている場合に、
「専門医のところに行きなさい」と書
いてあって、あわてて専門医を受診さ
れる方がたいへん多くなったと感じて
います。
　齊藤　慢性腎臓病の分類はいかがで
しょう。
　内田　CKDは、腎臓の形態か、腎機
能か、もしくは蛋白尿、血尿などが３
カ月以上持続すると診断されるのです
が、その中でも腎臓の機能によって５
つの段階に分けられています。ステー
ジの３以下、３、４、５あたりですと
専門医の受診が必要になってきます。
　齊藤　ステージ３はeGFRでいうと。

　内田　３のaというのが45mL/min/ 
1.73㎡以上60mL/min/1.73㎡未満、３の
bというのが30mL/min/1.73㎡以上44 
mL/min/1.73㎡以下で、この３bとい
うところになってきますと４、５に進
行する危険性が高いので、食事も、普
段の生活も気をつけていただいたほう
がいいステージになります。
　齊藤　健診で見つかる多くの人は３a
ぐらいのところですか。
　内田　そうですね。３aですでに「受
診しなさい」という勧奨をされている
ことが多いかと思います。
　齊藤　そういう方が専門医のところ
に来た場合、どういう対応をされます
か。
　内田　まず、本当に腎臓の機能がそ
ういうステージ３にあるかどうかを確
認し、腎臓の特殊な疾患や、腎臓の専
門医の治療が直接的に必要な疾患があ
るかどうかをまず鑑別します。例えば、
蛋白尿があるのか、血尿があるとか、
遺伝性の疾患ではないか、実は生まれ
つきの形態異常があったのではないか、

そういったことをまず鑑別した上で、
それから今後どうしていったらいいか
という話を患者さんとするようにして
います。
　齊藤　腎臓専門医が力を発揮できる
部分は意外と少ないですか。
　内田　実は意外と少ないですね。
　齊藤　となると、リスク因子を持っ
ているかどうかを見るということです
か。
　内田　そうです。皆さんびっくりさ
れるかもしれないのですけれども、実
はCKDも広く言えば生活習慣病の一つ、
動脈硬化の結果によって起こる病態で
もあります。特に蛋白尿や血尿が出て
いなくて腎機能がCKD３a、３bに入っ
ているような方は、高血圧歴が長い、
糖尿病の気があると健診でいわれてい
る、肥満がある、そういった方が多い
と思います。
　齊藤　まずそちらへの対策ですか。
　内田　はい、腎臓専門医が治療を必
要とするような疾患でないとしますと、
まずCKD３の場合は生活習慣をどれだ
けきちんと整え、CKD４、５へと腎臓
の機能低下が進まないようにコントロ
ールするかがとても重要になってきま
す。
　齊藤　高血圧ですと食事と薬の治療
ですか。
　内田　血圧の薬も腎臓にとってより
いいものを選択できているかも大事で
すし、血圧の薬をのんで血圧が下がっ

たからといって安心して塩分制限が少
し緩めになってきていないかの確認も
大切です。腎臓は塩分の排泄臓器です
ので、外来でも再度塩分摂取量を見直
していただくこともお話しするように
しています。
　齊藤　まずは幅広く注意ということ
ですが、経過観察はどのようにします
か。
　内田　CKD３ぐらいですと、毎月腎
臓専門医にかかっていただく必要はな
く、かかりつけ医がいらっしゃる場合
や投薬を受けている場合は、そちらで
基礎疾患の治療をしっかりやっていた
だき、クレアチニンや腎臓の機能が変
動する可能性があるので、CKD３であ
れば半年から１年に一度、定期チェッ
クというかたちで専門医を訪れていた
だくと、CKDに関する総括的なお話も
含めてできると思います。
　齊藤　軽度の場合はかかりつけ医と
の連携でやっていくということでしょ
うか。
　内田　はい、それがとても重要だと
思います。
　齊藤　それがもう少しGFRが下がっ
てきた場合はどうでしょうか。
　内田　CKD４とか５、腎臓の機能で
いう30％を下回ってしまいますと、専
門的な栄養指導、食事療法、薬物の選
択、腎臓専門医しか使わない薬の追加
が必要になります。毎月といわずとも、
かかりつけ医にかかりながら、２～３
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カ月に一度は専門外来に来ていただく
ことが必要になります。栄養指導も、
例えば太っているから体重を減らせば
いいとか、塩分を減らせばいいという
ことだけではなくて、こういうと腎臓
の食事療法は難しいと皆さんにいわれ
てしまうのですが、蛋白質制限が必要
になり、専門の栄養士でないとなかな
か指導したり、患者さんの献立の相談
に乗るのが難しくなってきますので、
そこは専門医のいる医療機関をぜひ利
用していただければと思います。
　齊藤　蛋白質を減らす意義はどう説
明していますか。
　内田　患者さんにいう場合には、塩
分も蛋白質の老廃物（尿毒素と言いま
すけれども）、それらは腎臓が排泄を
担当しているので、腎臓の機能が落ち
て排泄処理能力が低下してくるので、
少し摂取を減らして腎臓の負担を取っ
てあげましょうと申し上げます。決し
て栄養失調にさせるつもりはないので
すが、CKDが４、５と進行しますと透
析や移植が必要な状態になってきます
ので、生活の質が低下します。そうな
らない、もしくは先延ばしにするため
に少し難しい食事療法が必要となって
きます。
　齊藤　そうなりますと栄養士さんの
出番ですか。
　内田　そうですね。管理栄養士であ
れば腎臓の病食指導もできますし、今、
糖尿病と同じように、腎臓病療養指導

士というような、栄養士、看護師、薬
剤師がなれる資格もできました。専門
医がいる施設ですと、医師、看護師、
栄養士、薬剤師、皆でCKDの進行を抑
えていこうという機運になっています。
　齊藤　もう一つは減塩ですか。
　内田　はい。減塩も、先ほど申しま
したように、排泄臓器である腎臓の機
能が弱ってくるので、より気をつけて
やっていく必要もありますが、どうし
ても腎臓の力で出せなくなった場合、
乱用はしませんが、利尿剤を使うタイ
ミングも専門医で考えます。
　あともう一つ、腎臓が悪いと必ずい
われるのがカリウムの制限です。カリ
ウムは生野菜や生のもの、お刺身とか、
ステーキがレアがお好きとか、それか
ら女性の場合は非常に果物がお好きだ
ったり、そういうものの制限が腎機能
が30％を切ると必要になってきます。
全く食べてはいけないわけではないの
ですが、その方の嗜好にもよりますの
で、ぜひ専門医療機関を頼っていただ
ければと思っています。
　齊藤　蛋白とナトリウムとカリウム
に加えて、もう少し何かありますか。
　内田　腎臓病に対する栄養指導が始
まっても、もともと糖尿病があれば糖
尿病の食事療法も、尿酸が高い方はプ
ラス尿酸を下げるような食事療法も必
要ですし、適正な体重に持っていくこ
とも並行してやっていただくことがと
ても大切になるので、皆さんたいへん

だとお感じになるのではないでしょう
か。
　齊藤　減らしすぎはどうですか。
　内田　はい、今、高齢者の場合は蛋
白質はきちんと摂取しましょう、筋肉
の萎縮を防ぎましょうという流れがあ
ります。それは腎臓の機能が年齢相応
の方はいいのですが、高齢で移植や透
析などの生活になることも、また患者
さんにとっては負担になってしまうの
で、その辺のバランスも考えながら専
門医は治療していると思います。
　齊藤　そうですね。つまり、減らし
すぎてもいけないということですね。
　内田　はい、何事もやりすぎは禁物
です。
　齊藤　その辺が確かに専門医を含ん
だ総合的なチーム医療でしょうか。
　内田　かかりつけ医は、患者さんの
普段の生活スタイル、ひとり暮らしな
のか、ご家族がいらっしゃるのか、散
歩がお好きとか、そういう普段の生活
のこともよくご存じだと思います。そ
ういうことも含めた連携が大切かなと
思っています。
　齊藤　それから、専門医が使う特別
な薬があるのでしょうか。
　内田　腎臓は、不思議ですが、貧血

のコントロールもしていますので、貧
血をよくする薬の注射が始まります。
また骨のバランスも腎臓がコントロー
ルしていますので、カルシウムやリン
のバランスを整えるような薬が必要に
なったりします。尿毒素は酸性物質が
多くて、尿毒素がだんだんたまってき
ますと血液が酸性に傾いてきますので、
少しそのバランスを取るような薬を加
えたりします。それらの薬は一般医家
の医師が使う薬ではありませんので、
こちらからお願いして処方は近医でと
いう場合もありますし、その薬の処方
のために我々のところにチェックかた
がた来ていただくこともあります。
　齊藤　腎機能が年齢とともに下がっ
ていくのをなるべく遅くするというこ
とでしょうか。
　内田　そうですね。一般的に20歳で
100％の腎機能が80歳で50％であって
も、それは正常な老化と判断します。
ただ、30％を切るといろいろな症状が
出てきますので、そうならないように
普段から、若いころからぜひ生活習慣
に気をつけて、いい80歳を迎えてほし
いというのが我々専門医の希望です。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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カ月に一度は専門外来に来ていただく
ことが必要になります。栄養指導も、
例えば太っているから体重を減らせば
いいとか、塩分を減らせばいいという
ことだけではなくて、こういうと腎臓
の食事療法は難しいと皆さんにいわれ
てしまうのですが、蛋白質制限が必要
になり、専門の栄養士でないとなかな
か指導したり、患者さんの献立の相談
に乗るのが難しくなってきますので、
そこは専門医のいる医療機関をぜひ利
用していただければと思います。
　齊藤　蛋白質を減らす意義はどう説
明していますか。
　内田　患者さんにいう場合には、塩
分も蛋白質の老廃物（尿毒素と言いま
すけれども）、それらは腎臓が排泄を
担当しているので、腎臓の機能が落ち
て排泄処理能力が低下してくるので、
少し摂取を減らして腎臓の負担を取っ
てあげましょうと申し上げます。決し
て栄養失調にさせるつもりはないので
すが、CKDが４、５と進行しますと透
析や移植が必要な状態になってきます
ので、生活の質が低下します。そうな
らない、もしくは先延ばしにするため
に少し難しい食事療法が必要となって
きます。
　齊藤　そうなりますと栄養士さんの
出番ですか。
　内田　そうですね。管理栄養士であ
れば腎臓の病食指導もできますし、今、
糖尿病と同じように、腎臓病療養指導

士というような、栄養士、看護師、薬
剤師がなれる資格もできました。専門
医がいる施設ですと、医師、看護師、
栄養士、薬剤師、皆でCKDの進行を抑
えていこうという機運になっています。
　齊藤　もう一つは減塩ですか。
　内田　はい。減塩も、先ほど申しま
したように、排泄臓器である腎臓の機
能が弱ってくるので、より気をつけて
やっていく必要もありますが、どうし
ても腎臓の力で出せなくなった場合、
乱用はしませんが、利尿剤を使うタイ
ミングも専門医で考えます。
　あともう一つ、腎臓が悪いと必ずい
われるのがカリウムの制限です。カリ
ウムは生野菜や生のもの、お刺身とか、
ステーキがレアがお好きとか、それか
ら女性の場合は非常に果物がお好きだ
ったり、そういうものの制限が腎機能
が30％を切ると必要になってきます。
全く食べてはいけないわけではないの
ですが、その方の嗜好にもよりますの
で、ぜひ専門医療機関を頼っていただ
ければと思っています。
　齊藤　蛋白とナトリウムとカリウム
に加えて、もう少し何かありますか。
　内田　腎臓病に対する栄養指導が始
まっても、もともと糖尿病があれば糖
尿病の食事療法も、尿酸が高い方はプ
ラス尿酸を下げるような食事療法も必
要ですし、適正な体重に持っていくこ
とも並行してやっていただくことがと
ても大切になるので、皆さんたいへん

だとお感じになるのではないでしょう
か。
　齊藤　減らしすぎはどうですか。
　内田　はい、今、高齢者の場合は蛋
白質はきちんと摂取しましょう、筋肉
の萎縮を防ぎましょうという流れがあ
ります。それは腎臓の機能が年齢相応
の方はいいのですが、高齢で移植や透
析などの生活になることも、また患者
さんにとっては負担になってしまうの
で、その辺のバランスも考えながら専
門医は治療していると思います。
　齊藤　そうですね。つまり、減らし
すぎてもいけないということですね。
　内田　はい、何事もやりすぎは禁物
です。
　齊藤　その辺が確かに専門医を含ん
だ総合的なチーム医療でしょうか。
　内田　かかりつけ医は、患者さんの
普段の生活スタイル、ひとり暮らしな
のか、ご家族がいらっしゃるのか、散
歩がお好きとか、そういう普段の生活
のこともよくご存じだと思います。そ
ういうことも含めた連携が大切かなと
思っています。
　齊藤　それから、専門医が使う特別
な薬があるのでしょうか。
　内田　腎臓は、不思議ですが、貧血

のコントロールもしていますので、貧
血をよくする薬の注射が始まります。
また骨のバランスも腎臓がコントロー
ルしていますので、カルシウムやリン
のバランスを整えるような薬が必要に
なったりします。尿毒素は酸性物質が
多くて、尿毒素がだんだんたまってき
ますと血液が酸性に傾いてきますので、
少しそのバランスを取るような薬を加
えたりします。それらの薬は一般医家
の医師が使う薬ではありませんので、
こちらからお願いして処方は近医でと
いう場合もありますし、その薬の処方
のために我々のところにチェックかた
がた来ていただくこともあります。
　齊藤　腎機能が年齢とともに下がっ
ていくのをなるべく遅くするというこ
とでしょうか。
　内田　そうですね。一般的に20歳で
100％の腎機能が80歳で50％であって
も、それは正常な老化と判断します。
ただ、30％を切るといろいろな症状が
出てきますので、そうならないように
普段から、若いころからぜひ生活習慣
に気をつけて、いい80歳を迎えてほし
いというのが我々専門医の希望です。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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