
「腎疾患の食事療法について」           栄養調理課 技師長 森
も り
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腎疾患の食事療法は、症状の程度により異なり、腎機能低下の程度や腎機能低下にともない出現する病

態をコントロールし、疾病の進行状態によって患者個々の対応となってきます。成人の８人に１人に上る

と推計されている CKD（慢性腎臓病）は、２１世紀に出現した新たな国民病といわれるまでになっていま

す。その食事療法においては、科学的エビデンスが少ない現状があり、食事療法ガイドラインは存在せず、

現在「食事療法基準 2014 年版」として作成されています。GFR によるステージごとに、エネルギーと各栄

養素の摂取基準が下記のとおり示されています。 

CKD 患者は、様々な要因により、「たんぱく質とエネルギー源（体蛋白と体脂肪）の蓄積が減少した状態」

（protein-energy wasting:PEW）をきたしやすいといわれています。その予防や治療には、たんぱく質や

エネルギーの枯渇を抑えて、消耗してしまったエネルギーを補充するような食事療法が必要となります。

たんぱく質制限を行う場合は十分なエネルギー摂取量を確保することが重要です。特に低たんぱく質の食

事の場合、必須アミノ酸の割合が高い良質なたんぱく質（アミノ酸スコアが高い）食品の摂取が望ましい

です。一般的に動物性の食品はアミノ酸スコアが植物性食品より高い傾向があります。たんぱく質摂取量

40ｇ以下の食事療法では、動物性たんぱく質比 60％以上とする必要があり、動

脈硬化予防の観点から、n-3 系多価不飽和脂肪酸を積極的に取り入れることも必

要となります。食塩管理は最も基本となるところであり、調味料や加工食品、外

食・中食での管理が重要となります。減塩を継続するためには、新鮮な食材を使

用したり、香辛料、薬味を利用したり、うま味成分がある食品を使用するなど工

夫が必要となり、また慣れが必要となるので時間もかかります。肥満のある CKD

患者には、減量のためのエネルギーを制限した食事療法とともに骨格筋量を維持

あるいは増加をはかる運動療法も必要となってきます。 

食事療法は日々の食生活の中で実践できる治療であり、患者やその家族が実践

していくものです。特に CKD の食事療法はわかりにくい食事療法ですので、正確

かつ簡便に把握するためには「腎臓病食品交換表」の活用も必要と思います。ま

た、患者の嗜好や経済的負担に配慮し、治療用特殊食品の使用が可能な場合には、

食事療法を長期にわたり安全に継続するうえでその利用価値は大きいと思われ

ます。以上「腎疾患の食事療法」について、簡単ですが記載させていただきま

した。お忙しい先生方の参考にしていただけましたら幸いです。 
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 第 11 回登録医大会を開催いたします。登録医の

先生方には案内状を発送いたしますので、お手数

ですが、御来否のお返事をよろしくお願いいたし

ます。登録医以外の先生方でご出席いただく際

は、会場準備の都合上、9 月 15 日（金）までに地

域医療連携室（北村・真藤）にご連絡をいただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。多くの

先生方のご出席を心よりお待ちしております。 
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「腎臓リハビリテーション」  
～第 54 回群馬県立心臓血管センター症例検討会 ミニレクチャーより～ 

 

               心臓リハビリテーション部長 兼 地域医療連携室長 安達
あだち

 仁
ひとし

 

 

心疾患と腎疾患は切っても切れない関係があります。2000 年初

期からこのことに関する疫学的なデータが報告されはじめ、推定

糸球体濾過量(eGFR)が低下するほど心疾患患者の予後が悪化し、

eGFR は BNP と逆相関することなどが示されてきました。心疾患と

慢性腎臓病(CKD, chronic kidney disease)の関係を「心腎連関」

といい、心疾患患者の治療にあたっては、腎機能のことも考えな

がら治療しなければならないという考えが浸透しました。また、

腎疾患の死因は腎不全死よりも心血管関連死のほうが圧倒的に

多い(図 1) ¹⁾こともわかってきたため、CKD 治療に際しては心疾

患の存在を考えなければならない時代になってきました。 

心疾患になると腎機能障害を誘発する機序は主に二つありま

す。一つは心機能低下に伴う腎血流量低下および腎灌流圧低下が

レニン・アンジオテンシン系と交感神経活性を賦活化して腎障害

を導くということで、二つ目が心疾患に関与する糖代謝異常が同

時に腎機能障害も導くというものです。そして、腎機能障害が生

じると、濾過機能低下に伴って体液が貯留して前負荷が増大して心

機能を低下させるとともに、asymmetric dimethylarginine (ADMA)

が貯留して一酸化窒素合成酵素(NOS) の機能を抑制し、心不全を増

悪させたり動脈硬化形成を促進させたりします。そして、ここで悪

循環が成立してしまいます。 

特に糖代謝異常は、ごく最近やっと減少傾向になりましたが、

2007 年のデータでは日本に 2210 万人いると報告されています。血

液透析の導入患者数は増加し続け、導入時年齢は徐々に高齢化して

いますが、その原因として糖尿病性腎症が増加し続けており、1998

年以後は糸球体腎炎を抜き、透析導入の原因の第一位となっていま

す。糖尿病の治療は透析を回避するためにも重要なものです。その

他、心疾患と CKD の間に介在する因子を図 2に示します。 

運動療法や食事療法は心腎連関の悪循環に関わる機序に直接介

入します。以前、運動療法は腎血流量を低下させたりタンパク尿を

増加させると言われてきましたが、ここ 10 年の間に、通常の運動

強度で行われる運動療法は、eGFR が 30 台の患者であっても、むし

ろ eGFR 増悪やタンパク尿増加をきたすことなく酸素摂取量を改善

させたり安静時心拍数を減少させること２⁾や、死亡率を低下させた

り透析移行を遅らせること³⁾が報告され始めました。これをうけ

て、厚生労働省も 2016 年の診療報酬改定の際に、糖尿病透析予防

指導管理料に「腎不全期患者指導加算」を新設し、透析直前の腎不

全期の患者に積極的に運動療法を行うように働きかけ始めており

ます。さらに、腎臓リハビリテーション学会という学会が 2015 年

に設立され、透析期の患者にも運動療法を行おうという動きが急速

に拡大しています。もはや、クレアチニンが高いからといって運動

療法を控える時代ではなくなっているのです。 

CKD を予防・治療する運動は有酸素運動と比較的高強度のレジス

タンストレーニングです(図 3) ⁴⁾。有酸素運動は心臓リハビリテ

ーションと同じく最高酸素摂取量の 40-60%で実施します。運動強

度の設定には、可能なら心肺運動負荷試験(CPX)を行います。CKD で

は冠動脈の石灰化が多く、運動中の狭心症の有無を見極める必要が

あるためです。また、基礎疾患として糖尿病がある

と無痛性心筋虚血を有していることがあり、これは

CPX における酸素脈(VO2/HR)のパターンによって検

出することができます(図 4)。心筋シンチグラフィ

やドブタミン負荷心エコーでも虚血は検出できます

が、どの運動強度で虚血が出るかを知り、運動療法

の安全域を設定できるのは CPX しかありません。 

レジスタンストレーニングは 1RM(最大 1回反復重

量)の 70-75%で行います。従来、心臓リハビリテーシ

ョンで推奨されてきた強度は 50-60%ですから、腎臓

リハビリテーションの分野ではやや強めということ

になります。運動強度が強いほど骨格筋増量を含め

た運動療法の効果は強く発現します。CKD は

Protein-energy wasting syndrome(PEW)と言われて

おり、骨格筋委縮の進行が急速に進みます。ですか

ら、CKD 早期から、積極的に比較的高強度の運動療法

を行う必要があります。 

しかし、高強度であるということはリスクも大き

いということです。運動強度が高い場合のリスクに

は大きく分けて二つあります。一つは交感神経活性

の亢進で、不整脈や血栓形成の原因になります。CPX

で処方レベル以上の運動強度で不整脈が出現してい

ないか、必要に応じてβ遮断薬やバイアスピリンが

処方されているかを確認する必要があります。二つ

目は心内圧上昇です。運動耐容能が低く心不全が重

症なほど、運動中の心内圧は上昇します。筆者らの

検討では、点滴が外れたばかりのような重症心不全

では、最大負荷強度の 80%程度で運動を行うと 3 分

くらいで心内圧(PAWP)が 25mmHg 以上になります。

PAWP が 25mmHg 以上になると肺水腫が生じます。CKD で

も心不全が隠れていることがありますので、CPX で運

動耐容能の低い患者の場合には高強度トレーニングを長時間行うことは避けるべきです。そのかわりに、最近

では高強度インターバルトレーニングが実施されるようになってきました(図 5)。これは有酸素運動に高強度

の運動を少し挟むという運動様式で、比較的健康な人なら 4 分間ずつ交互に行い、心不全の人では高強度の部

分を 2分くらいに短くすればいいと思われます。 

ところで、骨格筋量を増加させるためにはタンパク質摂取が必要です。腎臓病はタンパク制限食と昔から教

わってきましたが、最近、話が少し変わりました。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015)策定検討会」

の報告書に、eGFR45 以上ならタンパク制限は不要と記載されました。特に高齢者の場合には、腎不全死よりも、

フレイルによる転倒・骨折・肺炎のリスクのほうが高いということで、積極的なタンパク質制限を行う意義は

乏しいと記載されました。タンパク質をしっかり摂って筋トレを行う、というのが現在の CKD 患者の治療法で

す。 

以上、腎臓リハビリテーションについて記述しました。腎疾患でも積極的に運動療法を行って、腎不全死、

心血管死を予防しましょう。 
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図１ 腎機能障害の程度と死因 
  GFR が低くても死因は末期腎不全以外の要因

が多い。このほとんどは心血管死である。 

図３ CKD の運動療法 

図２ 心血管疾患と CKD との関係 
  多様な因子が両疾患を結び付けている 

図４ 心筋虚血の検索法 
 酸素脈を用いればどの程度の活動レベルで臨床上意味の

ある虚血が出現するかを知ることができる 

図５ 高強度インターバルトレーニング(HIIT)の一例 


