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一般的なカリウム1日の推奨目安量

• 成人女性で2000mg/日以上、成人男性で2500mg/日以上

• 血清カリウム値5.5mEq/L以下を目標に

• 1日カリウム摂取量を２０００ｍｇ～１５００ｍｇ以下に
制限します。
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慢性腎臓病（CKD）
透析患者の食事療法基準

ステージ カリウム（ｍｇ/日）

• ステージ１（GFR≧９０） 制限なし

• ステージ２（GFR６０～８９） 制限なし

• ステージ３a（GFR４５～５９） 制限なし

• ステージ３b(GFR３０～４４） ≦２０００

• ステージ４（GFR１５～２９） ≦１５００

• ステージ５（GFR＜１５） ≦１５００

• 血液透析（週３回） ≦２０００
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カリウムのコントロール

• タンパク質を摂りすぎるとカリウムも過剰傾向になり
ますので、タンパク質量を守りましょう。

• カリウムが多い食品を1度に食べすぎないように、特
に多い食品について理解しましょう。

• 厳しいカリウムコントロールが必要な時期は食品に
含まれるカリウムを減らして調理をします。カリウム
を減らす調理法について習得しましょう。

• エネルギー不足が原因で高カリウム血症になること
もあるのでエネルギーを確保しましょう。
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カリウムの減らし方

• カリウムは、水に溶ける性
質があるので水にさらしたり
ゆでこぼしたりすれば、調理
前の１／３〜２／３に減らす
ことができます。
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カリウムは
水に溶かし
て減らす

茹でる
水さらし
切り方



茹でる

• 食品によって除去率の差が大きく、茹でてても減り
にくいものとしてはカボチャ、トウモロコシ、豆類、イ
モ類があります。

• かぼちゃやとうもろこしは茹でてもカリウムが多く残
っているので食べる量に注意しましょう。

• お湯の量が多いほど、茹で時間が長いほどカリウム
の除去率は高くなります。

• 茹でこぼしたお湯はカリウムがたくさん溶け出してい
るので捨てましょう。
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茹でた時のカリウム除去率（目安）

• 野菜

（根菜類）ごぼう、にんじん、など ２０％～５０％減

（葉茎類）ほうれん草、キャベツなど 約４６％減

（果菜類）かぼちゃ、おくらなど １４％～４０％減

• きのこ類 約３０％減

• イモ類 約１５％減

水の量は２．５～5倍量
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どのくらい茹でればいいの？

• 茹でこぼし時間の決まりは当院ではありません。

茹でる時間は食材の性質や切り方、食感を考えて決
めます。

• 食材がクタクタになるまで茹でる必要はなく、その食
材がおいしく食べれる時間としています。

• 目安としては葉物類は３～5分程度、根菜類は１０～
１５分程度

＊お湯が多いほど、茹でこぼす時間が長いほどカリウ
ムが抜けてくれますが、時間もかかりますし、食感や
味も落ちるので臨機応変に対応します。
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水さらし

• 食品や切り方によってもカリウムの残存率の差が大きいです
。

• 水につかる断面積を多くしないとあまり期待ができません。

（みじん切りや千切りなど）

茹でるよりカリウムの溶出量は少ないです。
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水さらし時のカリウム除去率（目安）

• 野菜

葉茎菜類（キャベツなど）

短冊切りで１２倍量の水でさらす 約９％減

根菜類（たまねぎなど）

薄切りで１２倍量の水でさらす 約４１％減
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どのくらい水さらしすればいいの？

• 水にさらす時間は長く、水を変える回数が多
いほど、カリウムも抜けてくれます。

• さらす時間が長いと時間がかかりすぎてしま
い、調理も大変になってしまうので、１０～２０
分程度で、水を２回くらい変えるようにしてい
ます。
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切り方にもポイント

• カリウムは細胞内に多く含まれているので食材を切ることで
その切り口から抜けていきます。

• そのため食材を丸ごと水につけたり、茹でたりしてもカリウム
はあまり抜けてくれません。

• 切り口をなるべく大きくして、たっぷりの熱湯でゆでるのがコ
ツです。断面が多いほど、カリウムの流出が大きくなります。
根菜類は小さく切る、葉菜類は細かく切る、そして、キュウリ
などの生で食べる野菜は、薄く切って、よく水にさらします。
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その他注意点

• 水の切り方、絞り方でもカリウムの残存率も変わりま
す。

水さらしや茹でた後はしっかりと水をきりましょう。

• カリウムは水に溶ける性質なので、電子レンジや蒸
し調理では、カリウムはほとんど減りませんので注
意が必要です。
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食品別に注意する食品、カリウムの制限
方法について

カリウムは細胞に含まれています。

なので生き物であればすべてカリウムを持っ
ています。

動物はもちろん、植物にもカリウムが含まれて
おり、野菜や果物にもカリウムが多く含まれて
います。

13



野菜類

野菜名 100gあたりカリウム量（生）

ふだんそう（スイス
チャード）

１２００ｍｇ

ほうれん草 ６９０ｍｇ

モロヘイヤ ５３０ｍｇ

たけのこ ５２０ｍｇ

小松菜 ５００mg

かぼちゃ ４５０mg

カリフラワー ４１０mg

サニーレタス ４１０ｍｇ

ニンジン ２６０ｍｇ

• カリウムの多い野菜

ふだんそうはスイスチャードや

うまい菜などと呼ばれている。
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野菜名
100gあたりカリ
ウム量（生）

緑豆もやし ６９ｍｇ

かいわれだいこん ９９ｍｇ

玉ねぎ １５０ｍｇ

赤玉ねぎ １５０ｍｇ

ピーマン １９０ｍｇ

白ねぎ ２００ｍｇ

レタス ２００ｍｇ

きゅうり ２００ｍｇ

キャベツ ２００ｍｇ

トマト ２１０ｍｇ

• カリウムの

比較的少ない野菜

野菜は、全般的にカリウムを
多く含む食材となります。

色の薄い野菜に少なく含まれ
ている傾向があります。
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海藻、きのこ類

食品 目安量 カリウム量

とろろ昆布 ５ｇ ２２０ｍｇ

干しひじき ５ｇ ２２０ｍｇ

昆布 ２ｇ １２２ｍｇ

昆布佃煮 ８ｇ ６２ｍｇ

海苔佃煮 ８ｇ １３ｍｇ

焼きのり ０．５枚 ４３ｍｇ

素干しわか
め

２ｇ １０４ｍｇ

カットわかめ１ｇ ４ｍｇ

食品 目安量 カリウム量

えりんぎ ３０ｇ １３８ｍｇ

ブナシメジ ３０ｇ １１４ｍｇ

えのきだけ ３０ｇ １０２ｍｇ

マイタケ ３０ｇ ９９ｍｇ

干し椎茸 ４ｇ（中１個） ６７ｍｇ

椎茸 ２０ｇ（中１個） ５６ｍｇ

なめこ ３０ｇ ６３ｍｇ

マッシュ
ルーム缶

１０ｇ ３７ｍｇ
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野菜、海藻、きのこ類

• 食物繊維、ビタミン、ミネラル豊富に含まれているも
のが多いので、１日３００ｇくらいは摂る様にします。

• カリウムの多い食品に気をつけて、茹でこぼしや水
さらしをして少しでもカリウムを減らすような工夫をし
ましょう。

• 葉物類、きのこ類は加熱調理するとかさが減るため
、食べすぎになりやすいです。調理前に計量をしまし
ょう。

• 海藻類は昆布巻きや昆布の佃煮、わかめ、ひじきな
ど一度にたくさん食べるものは特に食べすぎないよ
うに注意しましょう。
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低カリウム野菜

• 栽培環境のコントロールによって、通常よりもカリウム含有量
を低下させた野菜です。

• リーフレタス、ほうれん草、メロンなどがあります。

• リーフレタスは１００ｇあたり４９０ｍｇカリウムが含まれていま
すが、低カリウムのリーフレタスは、１００ｇあたり１００ｍｇ以下
になっているようです。

• ネットや百貨店、一部のスーパーなどで売られています

• 出典：ドクターベジタブル、富士通キレイヤサイ
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果物類

食品
１００ｇ目安
量

カリウム量

りんご 中１／２量 １１０ｍｇ

かき 小１個 １７０ｍｇ

もも 中１／２量 １８０ｍｇ

みかん 小２個 １５０ｍｇ

キウイ １、５個 ２９０ｍｇ

バナナ 中１本 ３６０ｍｇ

アボカド 大１個 ７２０ｍｇ

みかん缶 ２０粒くらい ７５ｍｇ

果物もカリウムが多い食品で
す。

特に南国系のフルーツに多い
傾向があります。
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果物摂取の注意点

• 果物は茹でることが出来ないので食べる量で調節し
ます。

• ドライフルーツや干し柿のカリウムは生より多く、缶
詰は少なくなっています、缶詰のシロップにはカリウ
ムがたくさん溶出していますので飲まないようにしま
しょう

• りんご、みかん、ぶどうなど比較的カリウムの少ない
ものもあります。

• カリウムの多い果物は避けるか、量を守ってカリウ
ムを摂りすぎないように気を付けましょう。
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イモ類

食品 目安量 カリウム量

フライドポ
テト

１０本（８５ｇ
）

５６１ｍｇ

里芋（水煮）１個５０ｇ ２８０ｍｇ

さつまいも
（焼き）

１本２００ｇ ９７２ｍｇ

長芋
５ｃｍ長さ
１００ｇ

５００ｍｇ

ジャガイモ
（水煮）

中１個（１０
０ｇ）

３４０ｍｇ

ポテトチッ
プス

１袋（８５ｇ） ８００ｍｇ

• 芋類はカリウムが豊富な食品
群です。イモ類は100gあたりの
含有量だけでなく食品として量
も取れるのでカリウムをたくさん
摂取しやすい食品だといえるの
で注意が必要です。

• イモ類で一番多く含まれている
のは里芋。
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イモ類のカリウムを減らすポイント
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イモ類は茹でこぼしてもカリウムが減りにくい食品ですが
出来るだけ小さく切り大量のお湯で茹でこぼす事で１５％
～２０％減らす事ができます。
また、これらを原料としているお菓子や加工食品にも

注意が必要です。

市販のフライドポテト等はカリウムを多く含んでいるので
どうしても食べたい時は手作りがお勧めです。

イモ類の目安量として１日５０ｇくらいまでにしましょう。



豆類

食品 目安量 カリウム量

きな粉（全
粒大豆）

大さじ1杯
7g

１４０ｍｇ

糸引き納豆 1パック50g ３３０ｍｇ

大豆（ゆで）
カップ1杯
135g

７７０ｍｇ

いんげんま
め（ゆで）

カップ1杯
160g

７５２ｍｇ

あずき（ゆ
で）

大さじ1杯
12g

５５ｍｇ

枝豆
１００ｇ（可
食部５０ｇ）

２８０ｍｇ

木綿豆腐
１００ｇ（１／
３丁）

１４０ｍｇ

• 豆類はカリウム、タン
パク質も多いので摂り
すぎには注意が必要。
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豆類のカリウムを減らすポイント

• 豆類（粒状）は他の食品に比べ、調理してもカリウム
が溶け出してくれない食材です。
ですから、面倒でも2度湯でこぼすことで20％程減ら
すことができます。

豆製品である豆腐は、比較的カリウムの少ない食
品となりますが食べすぎないように気をつけましょう
。
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肉類、魚介類

食品
１００ｇ当たりカリウ
ム量

ロースハム ２６０ｍｇ

豚肩ロース ３００ｍｇ

豚もも肉 ３５０ｍｇ

牛もも肉 ３３０ｍｇ

牛ヒレ肉 ３５０ｍｇ

鶏もも肉 ２７０ｍｇ

鶏むね肉 ３００ｍｇ

鶏ささみ肉 ４２０ｍｇ

食品
１００ｇ当たりカリウ
ム量

たら ３５０ｍｇ

金目鯛 ３３０ｍｇ

サンマ ２００ｍｇ

サバ ３２０ｍｇ

ブリ ３８０ｍｇ

鮭 ３５０ｍｇ

クロマグロ（赤身） ３８０ｍｇ

まだこ ２９０ｍｇ

25



肉類の注意するポイント

• タンパク質が多い＝カリウムも多い傾向があります。

• たんぱく制限もあるので食べすぎないように適量摂取を心が
けます。

• ベーコン、ハム、ウインナーなどの加工肉は塩分、リンも多い
ので食べる量は生鮮肉より気を付けましょう。

• タンパク質を摂りすぎるとカリウム、リンも摂りすぎになってい
る可能性も高いので注意しましょう。

• 薄切りにして茹でると、カリウムは５０％減少します。（しゃぶ
しゃぶなど）
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魚介類の注意するポイント

• 肉類同様に摂りすぎると、タンパク質、リン、カリウ
ムの摂りすぎになるので注意しましょう。適量摂取を
心がけます。

• 調理することで幾分か、カリウムも減りますが、生の
刺身はカリウムが減らないので食べる際には特に
食べすぎないようにしましょう。
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卵、乳製品

食品
１００ｇ当たりカリウ
ム量

鶏卵 １３０ｍｇ

牛乳(低脂肪乳) １９０ｍｇ

牛乳(普通) １５０ｍｇ

ヨーグルト(全脂/
無糖)

１７０ｍｇ

ヨーグルト(脱脂/
加糖)

１５０ｍｇ

カマンベールチー
ズ

１２０ｍｇ

プロセスチーズ ６０ｍｇ
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鶏卵は1個５０ｇでカリウムは６
５ｍｇと少なめです。

牛乳は２００ｍｌで３００ｍｌのカ
リウムが含まれています。



卵、乳製品の注意するポイント
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• 卵のカリウムはそこまで多くありませんがタンパク質が多い
ので食べすぎないように注意しましょう。

• 牛乳は普通乳より低脂肪乳の方がカリウムが多くなっていま
す。

• 乳製品はカリウムもありますが、リン、タンパク質も比較的多
く含まれているので、食べすぎないように注意が必要です。

• 牛乳、ヨーグルトは目安量として１００ｇくらいまでにしましょう
。

• 乳酸菌飲料はタンパク質もカリウムも少なくなっているので
乳製品の代用として使われます。

• チーズは塩分、リン、タンパク質が多いので少量にしておき
ましょう



穀類

• 玄米などの雑穀米は精白
米と比べるとカリウムは多く
含まれています。

• 麺類は茹でることでカリウ
ムが少なくなっています。
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食品
１００ｇ当たりカリウ
ム量

ご飯（精白米） ２９ｍｇ

ご飯（玄米） ９５ｍｇ

ご飯（低たんぱく
米）

１ｍｇ以下

食パン ９７ｍｇ

ライ麦パン １９０ｍｇ

そば（茹で） ３４ｍｇ

うどん（茹で） ９ｍｇ

スパゲッティ（茹
で）

１４ｍｇ



穀類の注意するポイント

• 雑穀類や、玄米などにはカリウムが多く含まれます。健康志向で摂取し
ているケースも見られますが、摂取頻度、量ともに多くなりがちなため注
意が必要です。

• 白米は米をとぐことでカリウムが減ります。無洗米でもとぐことでカリウム
を減らすことが出来ます。

• 低たんぱく米はタンパク質が少なく調整したご飯ですが、カリウムも少なく
なっています。

• 麺類は茹でるとカリウムが減りますのでカリウムは少なくなっています。

麺類を茹でたお湯にはカリウムが溶けているので使わないようにしましょう
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飲み物

食品
１００ｇ当たりカリウ
ム量

煎茶 ２７ｍｇ

麦茶 ６ｍｇ

ウーロン茶 １３ｍｇ

紅茶 ８ｍｇ

抹茶（粉末１．２ｇ） ５４ｍｇ

食品
１００ｇ当たりカリウム
量

コーヒー（ドリップ） ６５ｍｇ

インスタントコーヒー
（粉末２ｇ）

７２ｍｇ

ミルクココア（目安粉
末２０ｇ）

１４６ｍｇ

玉露抽出液 ３４０ｍｇ

１００％オレンジ
ジュース濃縮還元

１９０ｍｇ

オレンジジュース（果
汁３０％入り）

５７ｍｇ

１００％ぶどうジュー
ス（ストレート）

３０ｍｇ

野菜ジュース ３５０ｍｇ
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飲み物の注意するポイント

• お茶の中では玉露や抹茶、濃いコーヒーはカリウムが多くなります。

• 煎茶、ウーロン茶、紅茶はカリウムが少ないので安心して飲めます。

• ドリップコーヒーよりインスタントコーヒーの方がカリウムが多くなっていま
す。インスタントコーヒーは薄めに作りましょう。

• 野菜ジュース、青汁、濃縮還元１００％のジュースはカリウムが多く含ま
れていますので避けたほうが無難です。

• ぶどうジュースはジュースの中でもKは低くなっています。

• ジュース類では果汁３０％以下の製品がよいでしょう。
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お菓子類、ナッツ類

食品 目安量 カリウム量

肉まん 1個約８０ｇ ２７２ｍｇ

芋かりんとう３０ｇ １６５ｍｇ

ミルクチョコ
レート

1／２枚２８ｇ１２３ｍｇ

かりんとう黒３０ｇ ９０ｍｇ

ピーナッツ ２０ｇ １５２ｍｇ

アーモンド ２０ｇ １４８ｍｇ

水ようかん ８０ｇ １４ｍｇ

• 豆類、いも類、乳、卵、肉、
種実類、黒砂糖を使ったお
菓子類はカリウムが高くな
っています。

• 水ようかんなどの和菓子は
カリウムは少なくなっていま
す。
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お菓子類の選び方

• 豆、いも、種実類はカリウムを多く含むため、いも類加工品（
ポテトチップス、芋かりんとう、干し芋）、種実類（アーモンド、
ピーナッツ、それらを使ったクッキーや煎餅）

• 黒砂糖を使ったお菓子（かりんとうなど）豚肉の入る豚まん、
乳、卵の多い物（カスタードプリン、シュークリーム、ケーキ類
）はカリウムを多く含みますので食べすぎないようにしましょう

• 比較的少ないお菓子は、ようかん（２４）ういろう（１７）、串団
子（５９）、くずまんじゅう（２２）、らくがん（１９）、飴（２）、マシュ
マロ（１）などです。

（カリウム量１００ｇあたりｍｇ）
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調味料

調味料
１０ｇ当たりカリウム
量

黒砂糖 １１０ｍｇ

トマトピューレ ４９ｍｇ

トマトケチャップ ４７ｍｇ

ソース（とんかつ） ２１ｍｇ

ソース（ウスター） １９ｍｇ

ドレッシング（和風・ノ
ンオイル）

１３ｍｇ

ドレッシング（イタリア
ン・フレンチ）

０．７ｍｇ

マヨネーズ １．８ｍｇ

みりん ０．３ｍｇ

砂糖（上白糖） ０．２ｍｇ

• 調味料では、黒砂糖、ト
マト製品の調味料、味
噌に多く含まれていま
す。

• 調味料はかけすぎない
ように、付けて食べるな
ど、減塩の意識も持ち
ましょう。
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減塩調味料に注意

37

• 減塩食品には、塩化ナトリウム（食塩）の一部を、塩化カリウムに代用す
る事により、塩化ナトリウムの量を減らしています。なので、カリウムが多
く含まれている場合があります。パッケージにも注意書きとして

• 『特に腎臓疾患の方は医師･薬剤師･管理栄養士に相談の上ご使用くだ
さい』とも書かれていますので、使う際はラベルをしっかりと確認しましょう

• 特に塩の調味料には気を付けましょう

１０ｇあたりのカリウム量 （塩分量）

やさしお：２７６０ｍｇ （４．６ｇ）

減塩習慣：２６２０ｍｇ （４．８ｇ）

ウレシオ：３．６ｍｇ （４．８ｇ）

出典：味の素「やさしお」大正製薬「減塩習慣」 サッポロフーズ「ウレシオ」



減塩醤油、味噌はカリウムが高いの？

商品名（１５
ｃｃあたり）

塩分量（ｇ）
カリウム量
（ｍｇ）

濃口醤油 2.6 59

キッコーマ
ン減塩醤油

1.2 25

ヤマサ減塩
醬油

1.3 70

減塩げんた
醤油

1.02 4.3

• 減塩醤油はいろいろなメーカー
が出していますが、スーパーで売
っているものでもカリウムの少な
い物もあります。

• ホームページや、ラベルを確認し
ましょう

• より安心して使いたい場合は、腎
臓向けの醤油がおすすめです。

• 塩分はもちろん、カリウム、リンも
かなりの低値になってます。

• 出典：キッコーマン、ヤマサ、ヘル
シーネットワーク
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商品名(18g
あたり）

塩分量（ｇ）
カリウム量
（ｍｇ）

信州みそ 2.4 81

タケヤ
減塩味噌

0.94 80

タニタ
減塩味噌

1.6 68.4

料亭の味
（減塩）

1.7 77.4

ゲンタ
万能うまみ
そ

0.9 25.7

• 味噌もカリウムが特に低い
ものは腎臓病向けの味噌
になります。

• 市販のものでもカリウム、
塩分が低いものもあります
。

• ラベルやインターネットなど
を参考にすると良いでしょう

• 出典：マルコメ、ヘルシーネットワ
ーク
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人工甘味料は？

• 人口甘味料に使われる、アセルスファムK（カリウム）は注意
が必要か？

カリウムと書いてあるだけにカリウムがたくさん含まれていると
思いますが人口甘味料は、食品中にはごく少量しか含まれてい
ません。

ただし、人口甘味料は、カロリーにならない（代謝されない）ので
尿として排泄されますので、腎臓には負担がかかります。

過剰摂取は、腎臓に負担がかかるといわれていますので多量
摂取は控えたほうが良いかもしれません。

ゼロキロカロリー飲料、微糖缶コーヒー、アイス、お菓子など

主に、カロリーオフをうたった商品で使われることが多い。
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実際の食事管理
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食パン９０ｇ
８７ｍｇ

バナナ１００ｇ
３６０ｍｇ

ポテトサラダ
３７６ｍｇ

牛乳２００ｍｌ
３００ｍｇ

ママレード
４ｍｇ

マーガリン
２ｍｇ

１１２９ｍｇ

普通食



透析食
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食パン９０ｇ
８７ｍｇ

ポテトサラダ（茹で）
２９７ｍｇ

ママレード
４ｍｇ

マーガリン
２ｍｇ

ヤクルト
５５ｍｇ

みかん缶７０ｇ
５３ｍｇ

４９８ｍｇ



普通食
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ご飯２００ｇ
５８ｍｇハヤシライス

４２４ｍｇ

サラダ
１６９ｍｇ
ドレッシング
１９ｍｇ

ジョア１２５ｍｌ
３００ｍｇ

９７０ｍｇ



透析食
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ご飯２００ｇ
５８ｍｇ

チキンソテー（鶏
もも皮無８０ｇ）
野菜茹で
３９６ｍｇ

パンサンスー
（野菜茹で）
７１ｍｇ

たいみそ
１４ｍｇ

５３９ｍｇ



普通食

45

ご飯２００ｇ
５８ｍｇ

カジキ香草
焼き８０ｇ
３６６ｍｇ

付け合わせ
サニーレタス１０ｇ

４１ｍｇ

茄子の味噌汁
１５８ｍｇ

沢庵漬
１５ｍｇ

白菜の海苔和え
１３７ｍｇ

７７５ｍｇ



透析食
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ご飯２００ｇ
５８ｍｇ

ふりかけ
１３ｍｇ

かじき香草
焼き８０ｇ
３６５ｍｇ

付け合わせ

アスパラ、チ
ェリー缶
３７ｍｇ 白菜の海苔和え

１３７ｍｇ

６１０ｍｇ



普通食 透析食
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２８７４ｍｇ １６４７ｍｇ



外食の注意点

• 外食は栄養成分がわかりにくく、味付けが濃い傾向があります。外食する
ときはメニュー選択や食べる量に注意が必要です。

• 栄養成分の把握：前もって外食メニューの栄養成分を把握することが大
切。本やインターネットなどで収集し書き留めておくと便利です。

• 店を選ぶ：栄養成分表示がある店や料理を選びましょう。栄養成分表示
店の一覧を掲載している保健所のホームページなども参考にしましょう。

• 聞いてみる：要望に応えてくれるお店も増えました。「薄味で作ってくださ
い」、「たれやソースは別皿でください」など勇気を持って聞いてみましょう
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メニュー選びと食べ方の工夫

• 肉、魚のみのメニューより野菜も一緒に使ったメニューを選びましょう

• タンパク質を含む肉、魚がいつも食べている量より多いと感じたら残しま
しょう。

• 丼ものよりご飯とおかずが別々の定食メニューを選びましょう。

• みそ汁や汁物、漬物、佃煮は食べずに残しましょう

• 麺類の汁は飲まずに残しましょう

• フレッシュジュースや昆布茶がついてきても飲まないようにしましょう。

• 鍋料理の最後の雑炊は避けたほうが無難です。

＊外食で多くなったタンパク質、塩分、カリウムは他の2食で減らし、その分
減るエネルギーは1日の中で増やすように調整をしましょう。

（腎臓病向けのの宅配食も多くありますので、上手に活用しましょう。）
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最後に

• 透析、腎機能低下の患者さんには様々な制限があ
りますが、基本的には食べられないものはないとい
うことです。制限ばかりでストレスになってしまい食
事が楽しくなくなってしまいます。

• 1回の食事量ではなく一日の全体量として調整をし
てみましょう。

50


