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要　約

　栄養障害リスクがある患者で，血液透析導入時に指導された一般的な透析食事療法を長期継続しているケースが

みられる．それらの食事制限が，低栄養に拍車をかけているのではないかと仮定し，食事療法に対する意識や精神

的負担を調査し，実際の栄養状態と比較することを目的とした．

　栄養療法や透析に対する41項目のアンケートを実施することに同意が得られた患者を対象とし，Geriatric Nutri-
tional Risk Index（GNRI）が91.2以上の低リスク群，91.2未満のリスク群に分け調査結果と比較した．

　自分の体型については低リスク群のほうが「痩せている」と回答した割合が多かった．水分を減らす工夫をしてい

る，塩分が多い食品を控えている，の2項目では，低リスク群は「やや思う」，リスク群は「そう思う」という傾向が

強かった．リスク群は低リスク群に対して年齢が高くBMIが低かった．これらのことから，当初の栄養指導を理解

し遵守しているが，食事療法の応用がなされず栄養障害に繋がっている可能性が示唆された．

　円滑な透析療法と良好な栄養状態を維持するために，管理栄養士は患者の生活習慣，食事に対する考え方に配慮

しながらも，テーラーメイドの患者教育をする必要がある．

キーワード：血液透析，低栄養，食事調査，栄養療法

はじめに

　日本の透析患者数は2005年ごろまでは年間約1万人

ずつ増加していたが，近年患者数の増加の伸びは鈍化

している．しかし，2016年の日本透析医学会統計調査

委員会の報告では透析患者数は329,609人に達した．

なかでも透析歴の長い患者が増加してきており，10
年以上の継続患者は27.9％，透析歴20年以上の患者は

8.3％にも達した1）．透析技術の進歩に伴い長期間安定

した透析治療が可能となってきた一方で，高齢化や糖

尿病患者の増加もみられ，栄養障害が問題となってき

ている．栄養障害は有病率や死亡率と有意な相関があ

るとされており2），高齢者は消化機能や免疫機能の低

下による易感染性から低栄養状態に陥りやすく，それ

に伴い身体活動能力が低下し転倒骨折や廃用症候群の

リスクも高まるため，自立した生活を送るためにも生

活活動レベルの維持とあわせて栄養管理をすることが

重要である．

　また，栄養指導の介入をしている栄養障害リスクが

ある患者のなかには，血液透析導入時に指導された一

般的な塩分や水分，カリウム，リンなどの制限を主体

とした食事療法を長期に継続しているケースもみられ

る．そこで今回，それらの食事療法が低栄養に拍車を

かけているのではないかと仮定し，長期に安定した透

析療法を継続するための栄養管理を明らかにするため

に，患者の食事療法に対する意識や精神的負担を調査

した．同時に対象患者の栄養指標やその他の検査指標

との関連性を検討した．

方　法

1 ．対象施設と対象者

　医療法人社団日高会日高リハビリテーション病院お
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よび富岡クリニックに通院中の外来血液透析患者のう

ち，研究の主旨や食事療法や透析療法に対する考え

方を問う41項目のアンケート調査（表1）を実施する

ことに同意が得られた患者103名（男性78名，女性25
名，平均年齢64.4歳，透析歴8.1年）を対象とした．採

択基準は，2016年7月の時点で透析導入後1年が経過し

た者で年齢は20歳以上75歳未満（平均年齢±2SD），

原疾患は問わないとした．除外基準は，自らの意志で

アンケート調査ができないと医師が判断した者，重症

合併症の治療中である者，調査直前に入退院をした者

であった．

2 ．調査方法

　調査期間は2016年7月で面接にて説明文書を本人ま

たは家族同席のもと手渡し，本調査の目的，意義，研

究内容とその方法，情報管理，本研究に伴う利益や不

利益，自由意思による同意と同意の撤回の自由，参加

を断ったとしても臨床上の不利益は受けないこと，費

用の負担は一切伴わないことなどを口頭にて説明し

た．インフォームドコンセントの後に，十分に納得さ

れたことを確認し書面にて参加の同意を得た．同意書

は1通を本人にお渡しし1通は研究責任者が保管した．

回答済アンケートの回収は原則的に同施設内のカギの

かかっている回収ボックスに本人が投函することで回

収し，毎日研究分担者が取り出し鍵付きロッカーで保

管した．

　アンケートの解析は全例で集計を行うとともに，対

象者を血清アルブミンと理想体重比を用いた高齢者

の栄養評価指標である Geriatric Nutritional Risk Index
（GNRI）3）でスクリーニングを実施した．GNRI は以

下の計算式より求めた．GNRI91.2未満は栄養障害リ

スクとみなされることから，91.2以上の低リスク群，

91.2未満のリスク群に分け，調査結果と比較した．

　GNRI＝14.89×Alb（g/dL）＋41.7×（基本体重（kg）
/ 標準体重（kg）*）
* 基本体重が標準体重を上回る場合は，基本体重 / 標
準体重を1とした．

　血液検査は，同意が得られた直後に実施した透析

前値を使用した．対象項目は，尿素窒素（BUN），ク

レアチニン（Cr），尿酸（UA），ナトリウム（Na），
カリウム（K），カルシウム（Ca），リン（P），総た

んぱく（TP），アルブミン（Alb），総コレステロール

（T-cho） ，中性脂肪（TG），C 反応性たんぱく（CRP）
の濃度である．アルブミンは比色法（BCG 法）で行

われた．

3 ．統計処理

　統計処理は IBM SPSS Statistics version22（日本アイ・

ビー・エム株式会社）を使用し，全項目で統計的に回

答の頻度に差があるか χ² 適合度検定を実施した．低

リスク群とリスク群の各項目における出現頻度をまと

め，項目の関連性をクロス集計し，χ2独立性の検定を

実施した．独立でないと判断された項目は，調整済み

残差を用いて残差分析を行った．残差分析の結果よ

り，調整済み残差が＋1.96以上の時は有意にほかの頻

度よりも多く，－1.96以下のときには有意にほかの頻

度よりも少ないと判断した．なお，欠損値は項目ごと

に除外した．血液検査の群間比較は，正規分布の適合

性を Shapiro-Wilk 検定で確認後，Levene 検定で等分

散が見られた項目は2標本 t 検定で判定し，不等分散

では Welch の検定で判定した．正規分布しない場合に

は Mann-Whitney の U 検定を実施した．正規分布する

項目は平均値±標準偏差で示し，正規分布しない項目

は中央値〔25パーセンタイル -75パーセンタイル〕で

示し，p ＜0.05を統計学的有意差ありとした．

4 ．倫理的配慮

　本研究は，2016年6月28日に医療法人社団日高会日

高リハビリテーション病院倫理審査委員会で承認され

た（承認番号160601）．また，本研究は，ヘルシンキ

宣言の精神に則り，「臨床研究に関する倫理指針（厚

生労働省，平成20年8月31日全部改訂）」に基づいて実

施した．既にコード化したアンケートを配布し，特定

の個人が識別されないよう，回収から分析まで処理を

行った．
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表1． 調査内容 （質問項目）

質問の項目は41項目であった．

16項目以降は4段階のリッカートスケール（そう思う，やや思う，あまり思わない，思わない）により調査した．
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結　果

1 ．対象者の特性

　対象者の特性は表2に示す．解析対象者は，期日ま

でに回答が得られた103名であった．対象者全体の年

齢は，64.4±7.9歳で，低リスク群の63.3±8.3歳に対し

て，リスク群では66.7±6.4歳と有意に高値であった

（p ＝0.03）．Dry weight（DW）から計算した BMI は
中央値で22.9kg/m² で対象者全体の BMI は標準であっ

た．低リスク群の24.6kg/m²に対してリスク群は19.4kg/
m² と有意に低値を示した（p ＜0.01）．血液検査結果

では，Cr 値が低リスク群は12.5±2.5mg/dL，リスク群

では10.7±2.4mg/dL とリスク群で有意に低値を示した

（p ＜0.01）．その他の項目では，K 値（p ＝0.03），Ca
値（p ＝0.02），TP 値（p ＜0.01），Alb 値（p ＜0.01），
TG 値（p ＝0.02）において，リスク群で有意に低値を

示した．CRP 値は有意差が認められなかった．

2 ．アンケート調査結果

　アンケートの結果を表3，表4に示す．χ² 適合度検定

の結果は，表3に示すように多くの項目にて有意に偏

りがあった．表4のクロス表より，「1日の食事回数に

ついて」は，「1日3回食べている」の割合が透析日，

非透析日ともに両群ともに8割以上，「間食を1日1回以

上食べる」の合計が，4割以上であった．「食事を作

る担当」は家族か本人がほとんどであり，「家族と同

じ料理を食べているか」については，両群とも「は

い」と回答した者が7割近かった．「排便回数」につい

ては，「1日2回以上」が低リスク群12％ vs. リスク群

17％，1日1回が同50％ vs.65％，2～3日に1回が同35％
vs.15％，週に1回以下が同3％ vs.3％であった．「自尿

があるか」については，低リスク群で57％，リスク群

で68％が「はい」と回答した．「自分の体型について

どう思うか」についての関連性を χ² 検定を行ったと

ころ χ² ＝6.580，df ＝2，p ＝0.037と有意であった．こ

の結果と Harberman の残差分析を実行した結果，「痩

せている」の調整済み残差が低リスク群では2.55，リ

スク群では，-2.55となり，低リスク群では痩せてい

ると思っている割合が有意に多く，リスク群では有意

に低いことがわかった．「太っている」，「標準」，「痩

せている」と答えた中で BMI ごとに分けて比較した

ところ，「太っている」と回答したうち，BMI ＜18.5
が低リスク群4％ vs. リスク群11％，18.5≦ BMI ＜25
では同50％ vs.61％，25≦ BMI では同46％ vs.28％と，

リスク群で「標準」および「痩せ」であっても72％
が「太っている」と思っていることがわかった．同じ

表2． 対象者の特性

p ＜0.05で有意差ありとした．

各標本の正規分布を shapori-wilk 検定で確認し，正規分布している場合には，Student の t 検定を実施し平均値±標準偏差にて表記した．非正

規分布の場合には，Mann-whitney の U 検定を実施し，中央値〔25パーセンタイル -75パーセンタイル〕で表記した．

低リスク群に対して，リスク群で DW，BMI，血清 Cr 値，K 値，Ca 値，TP 値，Alb 値，TG 値が有意に低値であった．年齢はリスク群で有

意に高値であった．
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ように「標準」と回答した中で BMI ごとに分けた結

果，リスク群で36％が BMI ＜18.5の「痩せ」である

ことがわかった．

　「採血結果を見ているか」，「運動をしているか」，

「透析導入により嗜好が変わったか」については，有

意差がみられなかった．「1日の塩分量を知っている」

という問いに対しては，χ² ＝4.143，df=1，p ＝0.040

と有意であった（表4）．低リスク群では「はい」と回

答した者が有意に多く，リスク群は「いいえ」と回答

した者が有意に多かった．「1日の塩分量を守れてい

る」，「1日の水分量を知っている」，「1日の水分量を守

れている」，「カリウムの下処理をしている」の項目に

対しての有意差は認められなかった．

　その後の設問は「そう思う」「やや思う」「あまり思

表3． χ ² 適合度検定結果

p ＜0.05で有意差ありとした．回答が得られた全項目に対して，χ ² 適合度検定を実施した．すべてのカテゴリーに回答が均等に出現すると

仮定したため，有意な偏りが多くみられた．
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表4． クロス表結果

実数（％）表記とした．
*p ＜0.05を有意差ありとした．
41項目の回答結果を低リスク群とリスク群で集計し，χ ² 独立性の
検定を用いた．「あまり思わない」と「思わない」の項目をまとめ
て検定を実施した．
「自分の体型についてどう思うか」については，χ ² ＝6.580，df
＝2，p ＝0.037と有意であった．「1日の塩分量を知っている」とい
う問いに対しては，χ ² ＝4.143，df=1，p ＝0.040と低リスク群で
は「はい」と回答した者が有意に多かった．「水分を減らす工夫を
している」においては，χ ² ＝7.979，df=2，p ＝0.019，「塩分の多
い食品を控えている」においては，χ ² ＝7.785，df ＝2，p ＝0.020
と有意差が認められた．
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わない」「思わない」の4段階のリッカートスケール

で回答を得た．「あまり思わない」「思わない」をま

とめた項目で評価した．「水分を減らす工夫をしてい

る」と「塩分の多い食品を控えている」の2項目にの

み有意差が認められた（表4）．「水分を減らす工夫を

している」においては，χ² ＝7.979，df=2，p ＝0.019
と有意であった．残差分析を実行した結果，「やや思

う」の調整済み残差が低リスク群では2.54，リスク群

では，－2.54となり，「そう思う」の調整済み残差が

低リスク群で -2.11，リスク群で2.11であった．リスク

群のほうが低リスク群より水分を減らす工夫をしてい

ると思っている者が有意に多い結果となった．「塩分

の多い食品を控えている」においては，χ² ＝7.785，
df ＝2，p ＝0.020と有意であったことから，残差分析

を実行した結果，「やや思う」の調整済み残差が低リ

スク群では2.36，リスク群では，－2.36となり，「そう

思う」の調整済み残差が低リスク群で－2.69，リスク

群で2.69であった．リスク群のほうが低リスク群より

塩分が多い食品を控えていると思っている者が有意に

多い結果となった．

考　察

　本研究では，血液透析患者の栄養状態を検討するた

めに，アンケート調査を実施した．

　対象者の平均年齢は64.4歳であり，日本透析医学会

統計調査による2016年末患者の平均年齢68.15歳より

若かった1）．リスク群で BMI，血清 Cr 値，K 値，Ca
値，TP 値，Alb 値，TG 値が有意に低値であり，年齢

が有意に高値であった．血清 Alb 値が4.0g/dL 未満で

ある場合，動脈硬化病変や炎症反応の程度にかかわら

ず，長期予後が不良であることが知られている4）．ま

た，血液透析患者に多い末梢動脈疾患との診断指標に

用いる ABI（足関節上腕血圧比）と GNRI，血清 Alb
値，BMI がそれぞれ相関することから動脈硬化症と

栄養障害との関連が深いことも知られている5）．炎症

マーカー IL-6と GNRI，Alb との相関も示すことから

栄養状態と微小炎症との相関性も報告されている6）．

これらのことから，今回の対象者のうち低アルブミン

値であるリスク群では年齢が若いわりに，栄養障害お

よび CRP は低値だが微小炎症が隠れている可能性が

あり，予後不良となる可能性が示唆された．また，血

清 Cr 値や K 値や TG 値は食事量を反映し，中でも血

清 Cr 値はたんぱく質摂取量とも関連しており，BMI
とも相関すると報告されている7）．栄養障害リスクが

高い今回の対象患者に，これら数値が低いことがみら

れたことから全体的な食事量の不足があり，特にたん

ぱく質が不足していることも考えられた．

　アンケート調査の結果より，栄養障害リスクの低

い患者では BMI が標準であるにも関わらず痩せてい

るという意識が高く，栄養障害リスクのある患者で

は BMI が低いわりに体型が痩せているという意識が

ないことがわかった．厳しい食事制限を順守している

が故の栄養障害リスクがあるのではないかという今回

の仮説も否定できないが，痩せていないから食事量を

増やす必要性を重要視していない，これ以上太ってし

まっては透析に支障が出るという意識から栄養障害に

つながっている可能性も示唆された．GNRI は透析患

表5． 残差分析の結果

*p ＜0.05を有意差ありとした．
調整済み残差を用いて残差分析を行った．
体型については低リスク群で痩せていると思っている者が多く，塩分量を知っている者も多
かった．水分を減らす工夫や食塩の多い食品を控えている者はリスク群で多い傾向であった．
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者の生命予後の指標として有用であるが，BMI のほう

が予後予測能力は高い可能性も報告されている8）ことか

ら，今回の仮説以前に，患者が刻々と変化する自身の

栄養状態や体型を正しく知り，順応した適切な食事療

法を継続して実施することが重要であると考えられた．

　また，栄養障害リスクの高いほうが1日の塩分量を

理解していないにもかかわらず，食塩の多い食品を控

え，水分を減らす工夫をしている傾向が強かった．血

液透析患者において透析間体重の良好なコントロール

を行うには， 塩分・水分制限を主体とした食事療法が

必須であり，透析導入当初より指導は繰り返され，

徐々に無尿になるにつれて管理が厳しくなっていくの

が現状である．しかし，栄養指導で指示された塩分制

限を理解し，継続して実行するには，患者自身のかな

りの意思の強さが必要である．今回は，体重増加率や

血清 Na 値より1日の塩分摂取量は算出していないた

め，実際の水分や塩分の制限が適切に実施されたかは

評価していない．意識調査の結果からは，リスク群に

おいて程度は不明としても水分および塩分の制限をよ

り心掛けているために，食事制限に加速がかかり食事

摂取量が減少している可能性が示唆された．しかし，

透析患者の合併症としての味覚障害，塩味の化学的味

覚刺激に対する閾値の上昇，味覚感度の低下9）も報告

されており，患者は無自覚のまま徐々に濃い味付けの

食事に移行してしまう傾向がみられることから，味覚

障害の有無と合わせて，実際の食事評価とともに栄養

障害リスクにつながっている食事療法の妨げの要因を

調査していく必要があると思われる．

本研究の限界

　本研究の限界として，対象者数が多くないことが

あげられる．また，ADL の調査をしていないが，ア

ンケート調査を理解して参加できた対象者はある程

度自立している可能性もあり独歩で来院できるよう

な ADL が比較的良い患者の集団であったと考えられ

た．今後は，さらに対象者数を増やし，ADL の評価

とともに幅広い詳細な調査が望まれる．

まとめ

　すべての患者に一様な食事指導を行うのみでは，不

足しがちな栄養量がさらに低下し，栄養状態はますま

す悪化するとも考えられる．今後さらに，栄養状態を

維持しながら，円滑な透析ライフを送るためには，患

者の考え方や食事に対する姿勢，理解度に則したテー

ラーメイドの患者教育が重要である．

　本研究の一部は，第62回日本透析医学会学術集会・

総会（2017年）にて発表した．

　本研究発表および論文に関して特に開示すべき COI
（利益相反）はない．
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Abstract

　Patients receiving hemodialysis are at risk of malnutrition.　In some cases, such patients have continued the standard dialy-
sis diets initially recommended at the time of hemodialysis therapy, over a long period.　With the assumption that these dietary 
restrictions exacerbate malnutrition, this study aimed to investigate the consciousness and psychological burden of patients 
with regard to diet therapy in comparison with their actual nutritional status by conducting a survey.
　The subjects who agreed to participate in the questionnaire survey, which included 41 items on nutrition and dialysis thera-
py, were divided into a non-risk group, with a Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI) of ≥92, and a risk group, with a GNRI 
of ＜92.　The survey results were compared between the two groups.　According to the responses to the questionnaire item 
“About my figure,” many of the respondents in the non-risk group thought that they were “thin.” In response to the question-
naire items “reducing the moisture content of meals and drinks” and “I refrain from salty foods,” many respondents in the risk 
and non-risk groups answered “strongly agree” and “agree,” respectively.　The patients in the risk group were older and had 
lower body mass indexes than those in the non-risk group.　These results suggest that the patients may not have understood 
the importance of diet therapy because they did not understand their own dialysis therapy and nutritional status, which may 
lead to nutritional disorders.
　Nutritionists must pay attention to the lifestyles of their patients and carefully plan their meals.　They must educate their 
patients on their individualized dietary regimens.

Keywords: Hemodialysis, Malnutrition, Dietetic treatment, Dietary regimen


