
反復3日間減塩法で良好な体重
コントロールができている一例
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透析間の体重増加量は中1日でDWの３％、中2日で５％以
内が目標とされており、適切に管理するためには塩分と水分の指
導が重要である。しかし体重コントロール不良患者に対しての減
塩指導は困難である。

透析間の体重の増加量が多い患者に対し、減塩を習慣化する
ための方法として「反復3日間減塩法(以下反復法)」が有効 で
あるか検討する。



東京都墨田区両国
透析ベッド数 40床
コンソール 43台
透析患者数 146名

（うち在宅透析患者1名）

【スタッフ】
常勤医師 3名 管理栄養士 4名
透析コーディネーター１名 臨床検査技師２名
看護師 12名 コンシェルジュ ２名
臨床工学技士 7名 看護助手 ２名

(医社)つばさ つばさクリニックの紹介
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血清Naからの食塩計算

減塩DVDの作成・上映

適正塩分の資料

塩の見える化



【年齢】60歳代 【性別】女性 【透析歴】6年7か月

【身長】149ｃｍ 【DW】69.3㎏（BMI 31.2）

【透析日】火・木・土曜日

【生活背景】

飲食店を経営しており、以前は店で調理も行っていた。

現在は息子に任せ、本人は手伝う程度。味の濃いものに

慣れている。中２日の透析間の体重増加量が多い。



3.8％

栄養指導介入前 栄養指導介入８週後

４．２ｋｇ
３．９ｋｇ



『反復3日間減塩法』を実施し、その前後で透析間の体重増加量
を比較した。

介入中は、透析日毎に声掛けを行ない、モチベーションが維持でき
るような資料も配布しました。



塩分の摂取量を1日６ｇ未満にするためには、濃い味に慣れてし
まった味覚を改善することが重要であることから、定期的に、徹底し
た減塩を繰り返し行う方法。

 １週間のうち連続した3日間だけ

 連続した3日間は、患者が実施しやすい曜日を選択。

 毎週繰り返し行う

 期間は２～３か月行う。



① 塩・醤油・味噌・ソースなどの塩分を含む調味料は一切使わない。

もしくは必要最低限のみにする。

② 酢・コショウ・唐辛子・わさび・からしなどの香辛料は使用可。

ただし、のどが渇くほどは使わないこと。

③ 外食を避ける。

④ 麺類は食べない。

⑤ ハム・ソーセージ・魚の干物・練り製品・梅干し・漬物など

の加工食品はできるだけ使わない。



減塩カレンダー作成
 透析日の体重増加は手書きでカレンダーに記入
 透析日に持参するものに貼付

オレンジ色；透析日

緑矢印；減塩実施日

1.8㎏ 1.9㎏ 1.8㎏

3.0㎏ 2.3㎏

3.5㎏

1.7㎏



実際に患者が使用していた
減塩カレンダー

 この患者は水木金曜日の３日間に実施。
 毎日記録する血圧ノートにカレンダーを貼付。

金
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介入半年前 介入前8週 介入後

4.2kg

3.9kg
3.4kg

栄養指導介入前 反復3日間減塩法介入後通常栄養指導介入後

*
*
**

**

* ** p<0.05



 1か月目→味がなくて辛い。
 2か月目→減塩のコツをつかんだ。お酢が美味しい。
 反復3日間減塩法終了後整形外科入院→以前は食べれな
かった入院食が、薄味に慣れたおかげでおいしく食べることができ
るようになった。

 透析室の隣のベットの患者に指導していた。

減少傾向です!!

資料として患者に渡した
減少傾向がわかるグラフ



 週に3日間という短期間でも反復して行うことで、味覚が鋭敏に
なったと考える。その結果、減塩を強化していない他の4日間にも
減塩の効果が表れた。

 3日間という期間は患者の負担を考えても行いやすい方法だと
思われる。

 反復して行うという根気のいる方法なので、患者のモチベーション
維持のためのサポートが大切である。



反復3日間減塩法は塩分管理指導に有効であった。
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