* 低蛋白、減塩のための「治療用特殊食品」
入院食の献立に使用・紹介しております。栄養指導の際は必要に応じての紹介です。

腎不全食レシピの一例
当院で実際に入院食として提供させていただいている腎不全食の
レシピをご紹介します。
２つの料理とも、ゆでることにより約４０％のカリウムを減らす
ことができます。

桜海老・・・５ｇ
小麦粉・・・５ｇ
たまねぎ・・２０ｇ 油・・・・８ｇ
にんじん・・１０ｇ 減塩醤油・・５ｇ

エネルギー…１１６kcal
たんぱく質……３.０g
カリウム……１２０mg
塩分…………０.５g

作りかた
たまねぎをスライス、にんじんは千切りにして茹で、カリウム
を減らし、桜海老と混ぜ合わせてカラッと揚げる。

材料（1 人分）

エネルギー……７４kcal
たんぱく質……０.８g
カリウム……１６５m g
塩分…………０.１g

作りかた

栄養
指導

キャベツ、にんじんは千切り、セロリは斜め切りにして茹でて、
マヨネーズとあえる。

月〜土 １０：００〜・１１：００〜・１４：００〜・１５：００〜
ご依頼の際は連携室までご連絡ください。

腎 臓内科 外来担当 医 師 一 覧 表
診療時間
一般 9：00～
12：00
外来
専門

火

水

吉田 弘明

松本 孝之

坂本 龍彦

成清 卓二
植木 嘉衛
高橋 駿介

木
小林・松本
吉田
（交替）
植木 嘉衛
岡部 智史

3. 私達は、日々研鑽し働きがいのある職場をつくり良質で高度の医療を目指し努力します
4. 私達は、当院における診療機能を積極的に広報し、地域の医療機関、高齢者・福祉施設との連携を推進致します
5. 私達は、院内情報を共有し、健全で安定した運営を継続するため努力します

７４
地 域 医 療 連 携 室 便り「窓」

主任
桂子

金

土(1･3･5週)
東邦病院
植木・坂本
松本・吉田 地域医療連携室
直通TEL
（交替）
0277-76-1027
直通FAX
0277-76-1028

腎臓血液センター

東邦病院に勤務して 6 年が過ぎ、以前の
大学病院勤務では見えていなかった医療の
問題点を多く経験することができました。
東邦病院では年間８０から９０名の慢性腎
不全患者さんの透析導入を行っており、こ
れは単独の施設としてはきわめて多い患者
数です。特徴は以前から指摘していますが
高齢化と糖尿病を基礎とする患者さんの増
加です。導入患者の３０％を８０歳以上の
患者さんが占め、５６％の患者さんが糖尿
病を合併しています。もう一つ重要なこと
は腎臓が悪いということに対する認識の低
さです。平成１８年より導入時に回答可能

な患者さんにアンケート調査を行っていま
すが、およそ 4 分の 1 の患者さんは腎臓が
悪いと知って 1 年もたたないうちに透析導
入となり、透析導入時に初めて腎臓が悪い
と認識した患者さんが約 1 割います。典型
的な糖尿病性腎症では蛋白尿を認めてから
５年から１０年程度で透析になるという経
過をとりますので、このことを考えるとあ
り得ない結果です。患者さんには外来通院
時には十分な説明がなされたとしても自分
だけは大丈夫といった油断があり、いよい
よ透析となってから慌てるといった状況が
多いのではないでしょうか。
次ページへ続く

▲
▲
▲

13：30～
16：00
外来

管理栄養士

栄養科
五十嵐

※外来は予約制となっております。できる限り患者様のご希望に添えるよう
予約調整を行いますので、ご紹介の際は事前に連携室までご連絡ください。

月

1. 私達は、患者様の人権と意思を尊重し納得と同意に基づく患者様本位の医療を心がけます
2. 私達は、地域住民の皆様の健康維持増進に寄与し、安全で信頼を得る医療を実行します

腎疾患治療の問題点

キャベツ・・３０ｇ セロリ・・・１５ｇ
にんじん・・１５ｇ 市販マヨネーズ・・８ｇ

野菜サラダ

【昨日を反省し 今日を考え 明日に備える】

基本方針

1

材料（1 人分）

桜えびのかき揚げ

地域医療連携室便り「窓」7４号 発行日 平
…成24年 １１月 日 発行元 医
…療法人社団三思会 東邦病院 〒379 2
- 311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1155番地 ＴＥＬ 0277 7
-6 6
- 311（代）

食事療法は、患者が積極的に関わることのできる治療法と言えます。すべてを制限すればよいという
ものではありません。腎不全の食事であっても食べてはいけないものはなく、必要な栄養素が足らない
と体調不良の原因になります。最初は誰しも「できるだろうか」と思いがちですが、具体的な食事の内容
は医師の指示のもと管理栄養士の指導を受け理解し実践、継続していくことが大切です。

病院理念

患者さんの病状認識、治療の必要性、
何をゴールに治療を行っているか
一例として、１２年間治療を行っている糖尿
病性腎症の患者さんを紹介させていただきます。
患者さんは５０歳ころに尿糖を指摘され同時
に高血圧も指摘されましたが放置。その 7 年後
から本格的？に治療が開始されインスリンも導
入されました。しかしながらヘモグロビン A1c
は１０から１１程度、インスリン導入 1 年後に
糖尿病性網膜症にてレーザー治療も受けました。
それにもかかわらず糖尿病のコントロールは悪
く、４年後蛋白尿を認め精査目的に入院となり
ました。１６０台の高血圧、下肢の振動覚の低
下を認め、蛋白尿は１.７ｇ/ 日、血清クレアチ
ニンは０.８㎎ /dl、クレアチニンクリアランス
は７２ml/min でした。
腎生検を施行、糸球体に糖尿病性腎症に特徴
的な結節性病変を認め、第３期の糖尿病性腎症
と診断、このままでは１０年以内に透析になる
と説明しました。患者さん自身はようやくこの
時点で糖尿病から透析になるとはじめて認識、
どうしても透析は避けたいとのことでインスリ
ン療法を強化、ＡＣＥ阻害薬を中心とした降圧
療法に変更しました。その後、血圧は１１０～
１２５/６７～８５程度、ヘモグロビン A1c５.９

こういった症例を経験して思うことは、患者
さん自身は漠然と糖尿病からいろいろな合併症
が起こることは認識していても、自分自身にそ
のことが起こるとはあまり考えていない、糖尿
病を甘く考えているという事でしょうか。糖尿
病性網膜症でレーザー治療を受けてもまだ大丈
夫？と思っているわけです。もちろん外来通院
時には何度も説明されているわけですが、半年
前も数年前も余り状況は変わらなかったし、浮
腫みもあるわけではないし（糖尿病性腎症の約
半数の患者さんで透析まで浮腫みを経験しない
というデータがあります）
、まだまだ平気だろう
と思っていて、腎機能障害が進行し、いよいよ
透析となって慌てるという患者さんがとても多
いということが想像できます。
（実際そのような
会話をよく患者さんとします）腎臓が悪いと知
って 1 年未満で透析導入となったとアンケート
に答えながら数年前より腎性貧血に対してエリ
スロポエチンで加療されている患者さんもいる
わけです。
こういった患者さんの病状認識、治療の必要
性、何をゴールに治療をおこなっているかの理
解が少しでも高まるよう、近隣の先生方と連携
して行きたいと思います。今後ともご協力をよ
ろしくお願いいたします。

腎不全の食事療法
腎不全の食事療法の意義は、腎機能低下や腎不全の進行を抑えること、体内の、水分、ナトリウム、
カリウム、リンなどの量やバランスを保つこと、老廃物による尿毒素が体内に蓄積するのを抑えること
などにあります。たんぱく質や塩分のとりずぎは腎臓に負担をかけてしまいますので、これらを制限
することで弱っている腎臓を保護していくことができます。
薬だけ食事だけでは不十分で、定期診療、薬物・食事療法の治療をきちんと組み合わせてることによ
って効果が得られます。

腎不全食事療法のポイント
１ エネルギーは適正量を十分にとる

たんぱく質を制限することによって不足するエネルギーは、たんぱく質が含まれない砂糖や油類を上手
に使って補います。サラダ油、マヨネーズ、ドレッシング等は少量でも高エネルギーです。
２ たんぱく質の制限

たんぱく質摂取量を控えた食事をしている場合、摂取たんぱく質はエネルギー源にさせず、体をつくる
ためだけに使われるよう良質なたんぱく質を摂ります。
良質なタンパク質とはアミノ酸価が高く、バランスの良い動物性タンパク質
（肉や魚、牛乳、卵など）
です。
３ 塩分の制限

塩分の適正量は、５～６ｇ未満です。急激に減らすと脱水の危険や食欲不振などになりますので、１～２
３・塩分の制限
か月かけてゆっくり減らしていくことが大切です。ハムやソーセージ、かまぼこなどの魚肉練り製品に
は塩分量が多い為、使用量にとても注意が必要です。味が薄くてどうにも物足りない時は唐辛子などの
香辛料や香味野菜を料理に利用すると、薄味でもおいしく食べられます。この他に調理方法を変える、
醤油、ソース類はかけるのではなくつけて食べるようにするというように応用・工夫をしながら続けて
いきます。

～６.２となり、蛋白尿も陰性となりました。腎
機能はさすがに１２年の経過ですので血清クレ
アチニンが１.０から１.１程度と多少悪化はあり
ますが、腎生検時点でその後５年から１０年以
内には透析が必要と判断されたことからすると
かなり保持されていると思われます。

日本内科学会総合内科専門医・認定医
日本腎臓学会専門医・指導医・学術評議員
日本透析医学会専門医・指導医・評議員
日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員

４ カリウムの制限

カリウムは水に溶ける性質があるので、たっぷりの
水で最低３０分さらしたり、ゆでこぼし（ゆがいた
お湯は捨てる）
をしてカリウムを減らします。

腎臓血液センター長
植木 嘉衛

学会施設認定等
日本内科学会（教育関連施設）/ 日本腎臓学会（研修施設）/ 日本透析医学会（認定施設）/日本リウマチ学会
（研修施設）

カリウムを減らす注意点
○そのままゆでるよりも小さく切ってゆでこぼす。
○レンジでチンでは 茹で汁が残ったままでカリウム
も残っている。

カリウムを多く含む食品
糖尿病性腎症では、腎症によって引き起こされる
高血圧やむくみなどに対する塩分制限、腎機能低
下によるたんぱく制限などが適宜追加となります。

○果物
（特にバナナ、メロン、キウイ）カリウムの少ない
缶詰の果物はシロップを除いて食べる。
○イモ類、乾物、種実類、海藻類など
○コーヒー、ココア、抹茶など
▲
▲
▲
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