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 透析をしていると、リンを減ら

すようにとよく言われると思いま

す。なぜ減らさないといけないの

でしょうか？ 

 それは、リンが高いと長生きで

きないことがわかったからです。 

透析患者の死亡原因の 1 位は心

不全、3 位が脳血管障害、6 位が心

筋梗塞です。透析を長く続けてい

ると心臓や血管に関わる死亡率が

上がり、骨ももろくなります。そ

の大きな原因が血清リン値の上昇といわれています。逆に言えば、リンを低

く保つことで心血管系の病気になりにくくなって長生きすることができます。 
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ヘモグロビン値、Ca値、PTH値、透析量、蛋白異化率により補正
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リリンンをを低低くく保保つつここととがが長長生生ききのの秘秘訣訣！！  
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リンは体にとってなくてはならないものです。エネルギーを運ぶ役目や、

カルシウムと一緒に骨を作る役目があって、細胞の中にたくさん含まれていま

す。 

 健常者で、腎臓が元気であれば不必要なリンは尿の中に出て行きます。健常

者は尿中に 1 日に 650mg ものリンを排出します。しかし透析では、1 回に

1000mg 足らずしかリンを取り出せないので、1 日あたりに直すと 400mg し

か出て行きません。そのため、透析患者さんではリンが高くなります。 

リンが体の中にたまっていくと、さまざまな悪影響を及ぼします。 

（１） 骨がもろくなる！！ 

（２） 血管に悪い！！ 

（３） 心臓にも悪い！！ 

 

健常者の尿中に
排泄されるリン

透析で抜けるリン

リンは体の中に残ってしまう

1日約650mg

1日約400mg

 

リリンンははどどううししてて増増ええるるんんだだろろうう？？  
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 リンはカルシウムと一緒に骨を作ります。健常者であれば骨の部分にしか骨

はできません。しかし、血の中のリンが高い状態が持続すると、将来的に二次

性副甲状腺機能亢進症という「骨がどんどんもろくなって骨の痛みや関節痛が

起こる病気」になります。 

そうしてリンとカルシウムが高くなると、異所性石灰化が起きます。それは

骨以外の場所に石灰が沈着する現象です。石灰化しやすい部分に心臓の弁、血

管、肺があります。透析をしていない高齢者では内膜、つまり血管の表面に石

灰が沈着します。しかし透析患者さんの血管では下の図のように中膜という血

管そのものに骨ができてしまい、重篤な動脈硬化になります。 

心臓の弁は手術で取り替えることもあります。しかし血管全てを取り替える

ことはできません。血管に骨ができてしまう血管石灰化病変になると、血行が

悪くなり、足への血流も少なくなります。血管が硬くなるので伸び縮みもでき

なくなり、血圧の調整ができなくなり、急激に血圧が上昇したり降下したりし

ます。このため、血管がボロボロになったり心臓に負担がかかったりして、心

不全・心筋梗塞になりやすくなります。これが透析患者さんに心不全の人が多

い原因といわれています。 

 

リリンンがが高高いいとと血血管管やや心心臓臓にに石石灰灰がが沈沈着着すするる！！  
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異所性石灰化のなりやすさはカルシウム値とリン値の掛け算（カルシウム・

リン積）で決まります。リンを下げるだけでなく、カルシウムが上がらないよ

うにすることで、異所性石灰化を防ぎ長生きすることができます。これには、

リンを下げる薬であるカルタンⓇ（炭酸カルシウム）やレナジェルⓇ、フォス

ブロックⓇ（塩酸セベラマー）

の飲み方が大切になってきま

す。 

左の図は、炭酸カルシウム剤

服用量と石灰化の重症度（石灰

化スコア）を示しています。石

灰化が重い人ほど炭酸カルシ

ウムをたくさん服用している

ことがわかります。炭酸カルシ

ウムを多く服用することでカ

ルシウムリン積が上昇してい

ます。 

下の図は石灰化スコアの違いによる生存率を示しています。 

 

 

 

 

石灰化スコアが高い人ほど

早く死んでしまいます！ 

石灰化しなかったら長生き

することができます！！ 

カカルルシシウウムムだだけけがが高高くくててもも、、石石灰灰化化はは起起ここるる！！  
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 体の内のリンはできるだけ減らさなければなりませんが、はじめに述べたよ

うに透析で体の中のリンを出すには限界があります。そのため、透析患者さん

は食事のリンの量を減らすことと、食べ物の中のリンが吸収されないように

することが大切です。 

 

＜＜１１．．リリンンのの少少なないい食食べべ物物をを選選ぼぼうう＞＞  

リンが多い食べ物は何があるのでしょうか？ 

ひとつはタンパク質を多く含む肉、卵、乳製品、豆類です。しかしお肉や卵を

全く食べないと良質なタンパク質が足りなくなるので、バランスよくとるよう

にしましょう。お米にもリンは多く含まれていますので低リン米を食べること

でリンを少なくできます。その分お肉やお魚などの良質なタンパク質を摂るこ

とが勧められます。 

 間食にもリンが多いものがあります。 

 

リンの多く含まれている食べ物 

主食・おかず 

魚介類、牛豚鶏肉、卵黄などのタンパク質、ハム、 

ソーセージ、かまぼこなどの練り製、乳・乳製品、 

豆類、玄米、そば、ごまなど 

間食（おやつ類） 

カステラ、どら焼き、せんべい、シュークリーム、 

ショートケーキ、あんぱん、アイスクリーム、チョコレート 

プリンなどの乳・卵製品、ピーナッツなどの豆類 

 

リリンンをを摂摂りりすすぎぎなないいよよううににししままししょょうう！！  

 

食事のリンの量を減らすにはリンを多く含むものを食べ過ぎない

ようにして、リンの多いものを食べるときにはリン吸着薬を必ず飲

むことが大切です。お薬を飲むことで、胃腸で吸収されるリンは少

なくなるので栄養を多く摂ることができます。 
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＜＜２２．．上上手手ににリリンン吸吸着着薬薬をを使使おおうう＞＞  

 リン吸着薬は食べ物の中のリンを吸収しないように捕まえてくれるお薬で

す。リン吸着薬の中の成分（カルタンⓇではカルシウム、レナジェルⓇ、フォ

スブロックⓇでは塩酸セベラマーというプラスチックのようなイオン亣換樹

脂）が食べ物の中のリンとつながるのでリンが吸収されないで便として一緒に

外に出ます。 

 ただ、注意しなければならないのはどちらのリン吸着薬も便秘を起こすこ

とです。レナジェルⓇ、フォスブロックⓇは特に硬い便がつまりやすく、ひど

い時には腸が裂けて死にいたることもあります。便秘だと思ったらすぐに医師

または薬剤師にご相談ください。 

 

 

カルタン 

 

 カカルルタタンンⓇⓇ（（炭炭酸酸カカルルシシウウムム））は食直後に飲むようになっています。胃酸で溶

けて効力を発揮するので胃酸が食物で中和される前に飲むのが有効だからで

す。逆に何も食べていないときにカルタンⓇを飲めばリンとつながらず、カル

シウムだけが吸収されます。結果としてリン・カルシウム積が上がり、異所性

石灰化になりやすくなります。ですから食直後（または食直前、食事中）に

飲まなければ効果がなく、空腹時に飲むとカルシウムだけが吸収されてしま

うからです。カルシウムと結合できなかったリンも吸収されます。両方とも高

くなって血管や心臓に骨ができやすくなりますから、食事をしないときにはカ

ルタンⓇは飲んではいけません。 
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レナジェル 

 

フォスブロック錠 

 

 

レレナナジジェェルルⓇⓇ・・フフォォススブブロロッッククⓇⓇ（（塩塩酸酸セセベベララ

ママーー））はカルシウムを含んでいないので空腹

時に飲んでもカルシウムは上がりませんが、

飲んだレナジェルⓇ・フォスブロックⓇの周り

には食べ物がないので食べ物の中のリンを

吸着することができません。プラスチックの

ようなイオン亣換樹脂なので副作用である

便秘だけが起きてしまいます。 

ですからレナジェルⓇ・フォスブロックⓇも食直前（または食事中・食直後）

に飲みましょう。忘れて時間が経った場合は飲んでも意味がありません。 

 

 

 

つまり、リン吸着薬は飲むタイミングを守って飲むことが大切だというこ

とです。外食時にも財布やバッグの中にリン吸着薬を入れておいて、必ず食

直後、食直前または食事中に飲むようにしてください。また間食をとる時も、

リンを多く含む食べ物の時にはリン吸着薬を飲んでもよいでしょう。リンの多

い食事のときは多く飲み、少ない食事のときは減らす、食事をしなかったら飲

まないようにする。このように工夫してお薬を飲むとリンが減って副作用も起

こりにくくなると思われます。（ただし、このように飲み方を変えたときは主

治医に報告して下さい）
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血清リン値や血清カルシウム値をここまで下げましょう！ 

血清リン値 3.5～6.0mg/dL 以下 

（できれば 5.5mg/dL 以下） 

血清カルシウム値  8.4~10mg/dL 以下 

カルシウム・リン積 55~60mg2/dL2 

 

＜飲むタイミング＞ 

・ 必ず食直前・食中・食直後のいずれかに飲みましょう。 

・ 飲み忘れたときは飲んではいけません。 

リンをつかまえることができない上、副作用が起き

るからです。カルタンⓇでは食事と一緒に摂らないと

カルシウムが上がってしまうため、特に気をつけま

しょう。 

＜飲む量＞ 

・ 基本的には、医師の定めた飲み方に基づいて飲みま

しょう。 

・ しかし、人それぞれ生活スタイルが異なるので食事

に含まれるリンの量にあわせてお薬の量を変えるとよいかもしれません。 

（そのときは必ず主治医に報告して下さい） 

 

文責：熊本大学薬学部臨床薬理学分野  田宮彰子 

監修：熊本大学薬学部臨床薬理学分野  平田純生 

ままととめめ  ～～ここれれだだけけはは守守りりままししょょうう～～  

リリンン吸吸着着薬薬のの飲飲みみかかたた  


