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はじめに 
・現在、糖尿病性腎症は日本において 
透析導入の原因疾患の第1位になって 
います。 
・日本透析学会によると透析導入後の  
糖尿病患者さんの5年生存率は約50％と
報告されています。 
・そのため、定期的な尿たんぱく（アルブ 
ミン）のチェックを行い、腎症を早期発見、
早期治療することが重要です。 



糖尿病腎症 病期分類とCKD病
期 

病期 
臨床的特徴 CKD病期分類 

尿たんぱく（アルブミン） GFR(Ccr） GFR（ｍｌ/分/1.73㎡） 

第１期 
正常 正常、時に高値 1（≧90） 

（腎症前期） 

第２期 
微量アルブミン尿 正常、時に高値 1 

（早期腎症） 

第３期A 
持続性たんぱく尿 ほぼ正常 1～2（60～89） 

（顕性腎症前期） 

第３期B 
持続性たんぱく尿 低下 3（30～59） 

（顕性腎症前期） 

第４期 
持続性たんぱく尿 著明低下 3～4（16～29） 

（腎不全期） 

第5期 
透析療法中 5（≦15） 

（透析療法） 

CKD:慢性腎臓病 

第3期B以降は 
通常、腎機能は 
改善せず進行 
していく 



予防のポイント①まず食事 
バランスのよい一日の食品量目安 

バランスのよい食事を腹八分目に食べること。具体的には主食（ごはん、パン、
めん類）、主菜（魚介、肉、大豆製品）、副菜（野菜、海藻、きのこ、果物）を   
そろえ、10品目の食材を使うと必然的にバランスがよくなる。 



予防のポイント②運動 
初期の腎症においても軽めの運動が推奨されている。 
  速歩（やや早歩き）：30分 
  自転車：30分 
  水泳（ゆっくり）：30分 
  ジョギング（ウォーキングより少し早いペース）：20分 
顕性腎症（3期）から腎不全期では散歩程度の運動を
気分よく行い、身体活動の極度の低下を防ぐことが  
重要。 

ただし網膜症や虚血性心疾患を合併している場合は 
主治医に相談する一方、運動制限も必要。 



腎症の治療と食事療法のポイント① 
 血糖値のコントロール：バランスのよい食事で腹八分目を目安に、糖質 
  の量と質を考慮した食事をとる。多糖類である穀類のでんぷんを多くし、 
  二糖類である砂糖類を少なくする。     
  また、食物繊維を多く含む玄米や雑穀を主食にすると血糖値の 
  上昇を抑制しやすい。                        
  低炭水化物食で主食を全く食べなかったり、極端に減らす人もいる 
  が、脳の働きを正常に保つには少なくとも1日150ｇの糖質が必要 
  （ごはん1膳の糖質が56ｇ）。 
 
 血圧のコントロール：高血圧の予防や治療には減塩が必要。 
  腎症に適した塩分量は1日6ｇ未満。減量のポイントは次の3点。 
  ①おいしい味つけにする。おいしいと感じる料理の塩分は体液の濃度 
   と同じ0.9％。おいしい料理を1皿（100ｇ）食べたら0.9ｇの塩分をとった 
   と考えるとよい。          
  ②塩蔵品や加工食品を避ける。塩分が２％以上含まれ、添加物も多い 
    ので避けたほうがよい。                  
  ③めん類を食べたときは、汁を半分以上残す。めん類の汁を全部飲む 
    と、塩分は6ｇ以上になる。 



腎症の治療と食事療法のポイント② 
 血中尿素のコントロール：尿素はたんぱく質の分解産物。 
 血液中の尿素窒素（BUN）で表す。腎機能が低下すると、ろ過が   
 追い付かず、血液中に尿素などがたまり、様々な症状を起こし 
 腎機能の低下する原因になる。従って、たんぱく質を多く含む食品を 
 制限し、尿素窒素の上昇を抑え腎臓の負担を軽減することが重要。 
 血中脂質のコントロール：コレステロールが上昇しやすい。治療は 
 主に薬物療法になる。バランスのよい食事を継続すること 
 電解質のコントロール：定期的なチェックが必要なのはカリウム 
 （K）とリン（P）。腎機能が低下すると濃度が上がりやすい。  
  高リン血症はカルシウムと結合し石灰化し、カルシウムを低下 
  させ骨折が起こりやすくなる。   
 野菜を生で食べる場合は切ってから流水にさらす。煮物はゆでこぼし 
 たあと味付けするとカリウムの摂取を30％程度減らせる。バナナや 
 メロン、キウィはカリウムが多いので控える。食品の防腐剤にはリンが 
 添加されているので加工食品は避けるようにする。 

 



糖尿病腎症の病期分類と推奨栄養量 

病期 主な治療法 
総エネルギー量 たんぱく質  食塩 カリウム 

（kcal/kg/日） （ｇ/ｋｇ/日） （ｇ/日） （ｇ/日） 

第１期 
血糖コントロール 25～30 1.0～1.2 3～6ｇ未満 制限せず 

（腎症前期） 

第２期 厳格な血糖コントロール 
25～30 1.0～1.2 3～6ｇ未満 制限せず 

（早期腎症） 降圧治療 

第３期A 厳格な血糖コントロール 
25～30 0.8～1.0 3～6ｇ未満 制限せず 

（顕性腎症前期） 降圧治療、たんぱく制限食 

第３期B 厳格な降圧治療 
30～35 0.8～1.0 3～6ｇ未満 軽度制限 

（顕性腎症前期） たんぱく制限食 

第４期 厳格な降圧治療 
30～35 0.6～0.8 3～6ｇ未満 1.5 

（腎不全期） たんぱく制限食 

第5期 
腎代替療法 30～35 1.0～1.2 3～6ｇ未満 1.5 

（透析療法） 



病期によるエネルギー必要量と３大栄養素の理想配分 
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「低たんぱく食」の管理方法 
 
 一般成人が1日にとるたんぱく質量の基準は体重1ｋｇあたり    約

1ｇ（エネルギー比率で15～20％）が適量 
 魚類・肉類・卵・大豆製品・乳製品が代表的なたんぱく源 
  その他、主食、野菜、果物、いもにも含まれる。 
  砂糖・油以外の食品にはたんぱく質が入っている。 
 無理なく段階的に摂取たんぱくを減らす方法 
  ①主菜以外の主なたんぱく源（牛乳・豆腐など）は残す。 
  ②主菜のたんぱく源（卵・肉や魚）を半分残す。 
  ③主食を治療用特殊食品である低たんぱく米や低たんぱくパン 
   などに変更する。 
 例えば1日75ｇのたんぱく質を摂取している場合、①により60ｇ 
  ②により40ｇ③により30ｇ以下に減らすことができる。 
 低たんぱく食ではかなり「おかず」が減るので摂取エネルギーも 
  減ってしまう。エネルギーが少ないと栄養状態も悪化し、逆に 
  腎臓に悪影響を及ぼす。そこで、たんぱく質を含まない食品 
 （油やでんぷん製品など）で必要なエネルギーをしっかり補う。 
   



 
栄養成分表示の例（カップラーメン） 

たんぱく質  10.1ｇ 
脂質      16.0ｇ 
炭水化物   44.9ｇ 
ナトリウム    2.0ｇ 
（めん、かやく） 1.1ｇ 
（スープ）    0.9ｇ 
ビタミンB１   0.20ｍｇ 
ビタミンB２   0.25ｍｇ 
カルシウム   106ｍｇ 

栄養成分表示はナトリウムなので、食塩相当量にするには2.5倍する  必
要があります。 
2.0ｇ×2.5＝5.0ｇとなり全部食べると約5ｇの食塩が入ることになります。 
スープを飲まずに残すと約３ｇ程度に抑えることができます。 

標準栄養成分表 1食（77ｇ)あたり エネルギー364kcal 

食塩で表示されていない
ので注意！！ 
「1食あたり」「100ｇあたり」 
「100ｍｌあたり」「1袋あた
り」の言葉に注意！！ 



成人における血圧の分類 
分類 収縮期血圧   拡張期血圧 

至適血圧 ＜120 かつ ＜80 

正常血圧 ＜130 かつ ＜85 

正常高値血圧 130-139 または 85-89 

Ⅰ度高血圧 140-159 または 90-99 

Ⅱ度高血圧 160-179 または 100-109 

Ⅲ度高血圧 ≧180 または ≧110 

糖尿病患者の血圧目標値：収縮期血圧130ｍｍHg未満 
                  拡張期血圧80ｍｍHg未満 
腎症3B期（尿蛋白１ｇ/日以上）：収縮期血圧125ｍｍHg未満 
                    拡張期血圧80ｍｍHg未満 



治療の目標項目と目標値 
HｂA1c ＜6.5％ 
尿素窒素（BUN） 8～23ｍｇ/ｄｌ 
LDLコレステロール ＜120ｍｇ/ｄｌ 
HDLコレステロール ≧40ｍｇ/ｄｌ 
中性脂肪 ＜150ｍｇ/ｄｌ 
カリウム（K） 3.5～5.5ｍEq/ｌ 
リン（P） 3.0～6.0ｍｇ/ｄｌ 
血圧 ＜135/85 



次回のさかえを読む会は11/20
（水）17：30～19時です。 
テーマは「糖尿病神経障害」です。 
 
聞きたいテーマがあればぜひ 
リクエストしてください。 
本日はありがとうございました。 
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