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腎疾患患者のエネルギーアップ

おいしい食生活のヒント

糖尿病患者や予備軍の増加による糖尿病腎症をはじめ，腎機能障害の患者は増えており，現在，日本の
CKD患者数は約1,330万人と推計されています＊．CKDは生活指導や薬物療法に加え，栄養ケアが重視さ
れる疾患であり，末期腎不全への移行や心血管系疾患の合併を防ぐための継続的な食事療法が重要となりま
す．食事療法のポイントと，実際の取り組みについて紹介します．� （編集部）

CKD患者の食事療法は
少ない量で良質の蛋白質摂取が重要

CKD患者に対する食事療法では，蛋白
質の制限と，食塩，カリウム，水分など
のコントロールが必要です．食塩の過剰
摂取は高血圧の原因となりますが，とく
にGFRの低下したCKD患者の場合，浮
腫や心不全などをきたしやすいため，食
塩は6g/日未満が基本です．
高度の蛋白尿の持続を防ぐために，蛋
白質は体重（kg）×0.6〜0.8g/日で制限
されることが多く，カリウムは，蛋白質
の制限を行うことで同時に制限されます
（表1，2）．
また，蛋白質の摂取においては，その

“質”，つまり蛋白質を構成するアミノ酸
のバランスが重要です．必須アミノ酸は，
1つでも不足するとほかのアミノ酸が効
果的に使われずに排泄されてしまいます．

そのため少量でも，アミノ酸のバランス
がよい蛋白質をとることが，効率のよい
栄養管理につながります．
その指標として活用されているのがア
ミノ酸スコアです．これは，食品に含ま
れる蛋白質の必須アミノ酸含有量のバラ
ンスを示す価で，数値が高いほどバラン
スがすぐれています（最大値100）．

摂取エネルギー量を効果的に
増やす補助食品の活用

一方で，体蛋白の異化亢進の抑制には，
エネルギー量の摂取が必要です．しかし，
糖尿病を原疾患とするCKD患者の多く
は，長く摂取エネルギー量を抑える指導
を受けているため，途中から「少しずつカ
ロリーをとりましょう」と指導しても，理
解が得られないことが少なくありません．
たとえば，医師から「1,800kcalで，蛋
白質45gで栄養指導」という依頼があった

患者の食事記録を計算すると，蛋白質が
45g前後に維持されていても，摂取エネ
ルギー量は1,200kcal程度と少ない場合
が多いのです．油を使った料理やマヨネ
ーズなどの調味料を上手に活用したエネ
ルギーアップをアドバイスしますが，糖
尿病の食事指導で摂取エネルギー量の制
限が身に染みているため，患者によって
は食事のことを考えるのが苦痛になって
しまいます．
したがって，通常の食品のみで蛋白質
制限を行うとエネルギー量が不足するこ
とが多く，少量で良質な蛋白質と必要エ
ネルギー量を摂取するためには，上手に
補助栄養食を活用することが重要です．
CKD患者の場合，その先に人工透析導
入の可能性もあるため，長期にわたる食
事制限が求められます．食事を楽しくお
いしく食べること，継続できるための工
夫を凝らした栄養指導が大切です．

＊日本腎臓学会：CKDの診療ガイドライン2009．より
GFR：glomerular filtration rate，糸球体濾過量
CKD：chronic kidney disease，慢性腎臓病

表1　 CKD患者の 
栄養ケアのポイントと課題

表2　腎不全保存期，CKD患者の食事療法基準

ステージ
（病期）

エネルギー
（kcal/kg/日）

蛋白質
（g/kg/日）

塩分
（g/日）

カリウム
（mg/日）

1（GFR≧90） 尿蛋白
0.5g/日未満 27〜39 適宜 10未満

0.5g/日以上 27〜39 0.8〜1.0 6未満

2（GFR60〜90） 尿蛋白
0.5g/日未満 27〜39 適宜 10未満

0.5g/日以上 27〜39 0.8〜1.0 6未満

3（GFR30〜59） 尿蛋白
0.5g/日未満 27〜39 0.8〜1.0 3以上6未満 2,000以下

0.5g/日以上 27〜39 0.6〜0.8 3以上6未満 2,000以下

4（GFR15〜29） 27〜39 0.6〜0.8 3以上6未満 1,500以下

5（GFR<15） 27〜39 0.6〜0.8 3以上6未満 1,500以下
出典：磯崎恭介ほか：腎障害におけるNa管理．静脈経腸栄養，24（3）：775〜780，2009．

◦病態に合わせた蛋白質の制限

◦良質な蛋白質の摂取

◦ 体蛋白異化抑制のための 
エネルギー摂取

◦塩分摂取のコントロール

◦ カリウム，リン，水分量の 
コントロール
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アイソカルジェリーH
エイチシ ー

C
オンザクラッカー

補助栄養食に一手間加えるだけで，飽きずにおいしくエネルギーアップすることが
可能です．とうふ味，スイートポテト味，小豆味など，食事のメニューに取り入れ
やすい風味づけの「アイソカルジェリーHC」を活用したレシピを紹介します．

アミノ酸スコア100の
良質な蛋白質で効果的な栄養管理
「アイソカルジェリーHC」は，容量 66gで
150kcalと，少量でも高エネルギーで使いやすく，
アミノ酸スコア100と良質の蛋白質が摂取できま
す．また，脂質も適度に含まれており，CKD患者
の栄養補助に活用できます．
紹介したレシピのように，「アイソカルジェリー

HC」はあっさりとした味つけになっており，とうふ
味は，大葉やきゅうり，いくら，おかか，マヨネー
ズなど，豆腐に合う素材でアレンジできます．また，
「アイソカルジェリーHCあずき味」と「スイートポテ
ト味」は，ホイップクリームとの相性が抜群で，手
軽でかわいいスイーツになりますので，行事食な
どにも向いています．噛む力や飲み込む力が低下
した患者にも安心して利用できます．

材料（1個分）
アイソカルジェリーHCあずき味……10g
クラッカー…………………………… 1枚
ホイップクリーム… …………………少々
あずきの甘煮…………………………少々
作り方
クラッカーに「アイソカルジェリーHCあず
き味」をスプーンですくって載せ，ホイッ
プクリームとあずきの甘煮をトッピング．

あずき味＋
あずきと生クリーム

アイソカルジェリーHC
あずき味

エネルギー�……… 82kcal
蛋白質�……………… 1.4g
脂質………………… 4.4g
炭水化物…………… 9.2g
ナトリウム� …………30mg
カリウム�……………16mg
リン�…………………20mg

アイソカルジェリーHC
スイートポテト味

材料（1個分）
アイソカルジェリーHCスイートポテト味……… 10g
クラッカー…………………………… 1枚
ホイップクリーム… …………………少々
シナモンパウダー……………………少々
ミントの葉…………………………… 1枚
作り方
クラッカーに「アイソカルジェリーHCス
イートポテト味」をスプーンですくって載
せ，ホイップクリームとシナモンパウダ
ー，ミントの葉を飾ります．

スイートポテト味＋
シナモンと生クリーム

エネルギー�……… 72kcal
蛋白質�……………… 1.2g
脂質………………… 4.4g
炭水化物…………… 6.8g
ナトリウム� …………25mg
カリウム�…………… 8mg
リン�…………………16mg

アイソカルジェリーHC
とうふ味

材料（1個分）
アイソカルジェリーHCとうふ味… …10g
クラッカー…………………………… 1枚
いくら…………………………… 4〜5粒
大葉…………………………………少々

作り方
クラッカーに「アイソカルジェリーHCと
うふ味」をスプーンですくって載せ，大
葉といくらをトッピングします．

とうふ味＋
いくらと大葉

エネルギー�……… 59kcal
蛋白質�……………… 1.9g
脂質………………… 3.1g
炭水化物…………… 5.9g
ナトリウム� …………42mg
カリウム�……………13mg
リン�…………………23mg

ゼリー状補助栄養食を活用した

エネルギーアップレシピ
お い し い
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嚥下が心配な方へのアレンジ例

先ほど紹介したオンザクラッカーのレシピのクラッカ
ーをパンに変えたアレンジ．パンのほうがクラッカー
より噛みやすいので，飲み込みの状態に合わせて使い
分けます．パンがやわらかく手に持ちにくい場合は，
軽くトーストします．

エネルギー�……… 51kcal
蛋白質�……………… 1.4g
脂質………………… 2.4g
炭水化物…………… 6.0g
ナトリウム� …………45mg
カリウム�……………12mg
リン�…………………16mg

例）  アイソカルジェリーHC 
とうふ味

ジェリーは，ゼリー状補助栄養食自体をベースにしてトッ
ピングをするアレンジです．ゼリーをベースにホイップを
したり，フルーツを載せるだけで目先が変わるので，患者
だけでなく，スタッフにも大変好評でした．アレンジの方
法にはいろいろありますが，まずは医療者が楽しみながら
工夫していくことが大切だと思います．

エネルギー�……………91kcal
蛋白質�…………………… 1.8g
脂質……………………… 4.3g
炭水化物……………… 11.5g
ナトリウム� …………… 31mg
カリウム�……………… 10mg
リン�…………………… 16mg

例）   アイソカルジェリーHCあずき味 
1/2 使用

ジェリーパン

CKD患者に対する栄養補助食品活用の実際

常食と変わらぬ見た目で
蛋白質制限とエネルギーアップ

尾園千佳 管理栄養士
一般財団法人甲南会
甲南介護老人保健施設

私たちの介護老人保健施設は病院グル
ープを母体としていることもあり，医療
依存度の高い高齢者が大半を占めていま
す．その 1つが糖尿病腎症で，原疾患で
ある糖尿病に対する血糖コントロールが
必要な方も少なくありません．

また，認知症患者も多く入所しており，

メニューに差が出ると，「私の食事だけ違
う」と指摘されることもあります．そのた
め，腎臓食にアイソカルジェリーHCを活
用し，常食の入所者となるべく似たよう
なメニューになるように工夫しています．

栄養価の比較では，常食の脂質12.1g
に対して腎臓食19g，常食の炭水化物が

89gに対して腎臓食74gとなるのがポイ
ントです．アイソカルジェリーHCを週
3〜 4 回使用することで，糖質主体で脂
質ゼロの高カロリーゼリーのみを使用し
たときに比べ，炭水化物エネルギー比を
約6%，蛋白質を約14%に抑えています
が，エネルギーアップを維持することが
できます．また，腎疾患のある患者さん
で注意が必要なカリウムや塩分の摂取量
も抑えられます．

入所者からは，「甘いゼリーには飽きて
いた」「煮豆を食べたかったので，あずき
味のゼリーはおいしい」といった声が聞
かれます．また介護スタッフからも「ほ
かの入所者と似たような献立なので，説
明がしやすい」という反応があり，看護
師からも「おいしい献立で血糖コントロ
ールができるのがよい」といった反響が
得られています．

●常食と腎臓食の一例

常食Bメニュー 腎臓食メニュー
◦ごはん
◦豚肉の香味焼き
◦ひじきのいり煮
◦金時豆の甘煮
◦みそ汁

◦ごはん
◦豚肉の香味焼き
◦小松菜のいり煮
◦ アイソカルジェリーHCあずき味
◦みそ汁

エネルギー 560kcal 541kcal
蛋白質 21.9g 14.1g
脂質 12.1g 19g
炭水化物 89g 74g
カリウム 993mg 473mg
塩分 2.7g 1.3g

ポイント ポイント


