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ペースト食の均質性に関する検討

賀楽二美栄・山県系誉志江・栢下 淳

要 旨

鴨下調整食として提供されるベースト食には、粒が含まれ、不均質なものも存在する。しかし、ど

の程度の粒量であれば均質であると感じるかは不明である。本研究では、人が均質と感じるペースト

中の粒含有量を官能評価により検証した。その結果、均質なベーストは粒量 1%以下、不均質なベー

ストはそれ以上であり、不均質なベーストのうち、阻輔が必要なペーストは粒量が10%以上であるこ

とが示された。また、粒量の評価方法を検討し、適切と思われる方法がわかった。
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諸言

嘱下調整食(以下、嚇下食と略す)として提供される食形態のひとつとして、食事をミキサーにか

け，流動性をもたせた形状が挙げられる。このようなペースト食では、粘度が異なることで飲み込み

やすさが異なる1.2)ことは報告されているが、物性は適切であってもミキサーのかけ方により粒を含む

不均質なペーストである場合、口腔内に残留してしまう可能性も考えられる。日本摂食・甲車下リハビ

リテーション学会暁下調整食特別委員会では、 2011年8月に統一基準としての嘱下調整食5段階試案

を作成した3)。この試案に含まれる、「暁下調整ピューレ食」の定義は「阻嘩は不要。ピューレ・ベー

スト・ムース・ミキサー食などのうちべたつかず、まとまりやすいもの。粒状のものの混在した不均

一なものでも、その粒が充分軟らかく、また小さければ(飯粒半分程度)ここに含まれる。Jとされて

いる。しかし、実際にどの程度の粒が含まれていれば人が不均質と感じるかはわかっていない。そこ

で、本研究では、官能評価により不均質なベーストさらには哩噂が必要なペーストの粒量の評価を行

い、併せて粒量の測定方法を検討した。

試料と方法

1.ペースト食として適切な粒量の検討

試料は肉のベーストとした。材料には、市販のベースト状食品(おいしくミキサー豚肉のやわらか

煮、ホリカフーズ側)および鶏ミンチ肉(国産冷凍鶏肉ミンチ、側丸泰)およびつゆ(創味のつゆ、

株式会社創味食品)を用いた。つゆを水で、10倍希釈したものを調味液とした。混入する粒の大きさは、

予備的な主観的評価によりJIS標準ふるいにて1.00阻から850μmの大きさとした。

鶏ミンチ肉200gと調味液200mlをパット (210mmX170mmX H30皿)に入れ、クッキングシートで落

し蓋をした。パットに蓋をしてスチームコンベクションオーブン(温度1000

C、湿度100%)で20分間

加熱した。加熱後、1.OOmmから850μmに分級されたものを粒として使用した。 20:t2
0Cにした豚肉の

ペーストに、重量の 0%、 1%、2%、5%、10%の粒を添加した。

官能評価は、健常者36名(男性2名、女性34名)とし、平均年齢は22:t6歳で、あった。粒を添加し
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たペーストは、 A"'Eの番号をランダムにつけ、以下の項目に関し評価を行った。

①目 視:見た目で均質なペーストであるかどうか判断させた。

②喫 食:口腔内に入れ、均質なペーストであるかどうか、さらに、不均質である場合は岨輔が

必要なベーストであるか判断させた。

③順位付け:喫食させ、試料を粒の少ない順に順位づけさせた。

得られた官能評価結果は、③において粒の量を正しく順位づけできた者の回答を集計した。

2 .粒量の測定方法の検討

I 分級方法の検討

試料は、粘性の強いベーストの均一性を評価することを想定して、いも類であるじゃがいもの煮物

ベーストとした。試料作製に用いた材料は、冷凍じゃがいも(ばれいしょ、クラレイ株式会社)およ

びつゆ(創味のつゆ、株式会社創味食品)である。つゆを水で10倍希釈したものを調味液とした。

じゃがいもを200gずつパット (210凹X170阻 XH30凹)に並べ、調味液200mlを加え、キッチン

ペーパーで落し蓋をし、さらにパットに蓋をし、スチームコンペクションオーブン(温度100
0

C、湿度

100%)で20分加熱した。加熱後、じゃがいもの煮物をハンドミキサー(パーミクスM250、株式会社

チェリ一テラス)にかけ、 20秒境持した。その後、以下の4通りの方法で裏ごしした。ふるいは850μm

の]IS標準ふるいを用いた。

I-a ペーストをビーカーに移し、ビーカーを逆さにしてふるい上に置き、回すようにして櫨し

た。

1 -b :ふるい上にベーストを置き、ふるいの上から200mlの水を添加した。

1 -c ふるい上にベーストを置き、その上に落とし蓋をして重しをのせた。

1 -d :ふるい上にベーストを置き、水を張ったボウルにふるいを浸し、揺するように水洗いした。

E 粒量の計量方法の検討

試料には、市販のベースト状食品 2種(ブレンダー食ミニ大根のそぼろ煮、除)三和化学研究所/ブ

レンダー食ミニ筑前煮、側三和化学研究所)を用いた。

あらかじめボウルおよびふるいの重量を測定し、ふるい上に試料80gを置き、水を張ったボウルに

ふるいを漫し、揺するように水洗いした。その後、水気をきるため、ふるいの淵をボウルの淵にひっ

かけるようにしてふるいを一定の角度 (30
0

)で傾け、 l分間保持した。以下の 3通りの操作を行い、

粒量の計量方法を検討した。

II-a ふるいごと重量を計測した。

II -b :ふるい上の残誼をへラで取り、その重量を計測した。

II-c ふるいを60
0Cの恒温器中に5分間静置した後、ふるい上の残誼をへラで取り、その重量を

計測した。

結果

1 .ペースト食として適切な粒量の検討

被験者36名のうち、粒の量の順位づけを正しく評価した者は22名であった。 22名の評価を表 1に示

した。目視および喫食では、ほぼ同様の結果が得られた。喫食の結果を図 lに示した。過半数のパネ

ルが均質と評価したのは粒含有量 1%以下であり、不均質と評価したのは粒含有量 2%以上であっ

た。また、粒含有率 5%以下では岨輔が不要と評価する者が多いのに対し、 10%では 7割以上の者が
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官能評価結果表 1
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図 1

阻唱が必要と評価した。

2.粒量の測定方法の検討

I 分級方法の検討

分級が可能であったのは、 dの方法のみであった。 aの方法では、試料がビーカーに付着し、試料

を全量憶すことができなかった。 bの方法は、 200mlの水で試料を完全に櫨すことはできなかった。 c

の方法は、重しをすることに加え、上から手で押さえつけないと試料を櫨すことができなかった。ま

た、このとき試料がつぶれてしまい、残誼量を正確に測定することは不可能で、あった。
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粒量の計量方法の検討

aの方法では、ふるいに付着した水分量により、測定値にばらつきが出た。 Cの方法は恒湿器中に

静置し水分を蒸発させたため、残誼のみを計量することが可能であった。 bとCの方法で粒量を測定

した結果を比較すると、大根のそぼろ煮では bで22.31g 、 Cで21.56 gであり、 0.75gの差が見られ

た。筑前煮では bで17.86g 、 Cで16.53gであり、1.33 gの差が見られた。
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考察

日本摂食・嘱下リハビリテーション学会鴨下調整食特別委員会が示した統一基準である鴨下調整食

5段階試案では、ベースト状の食品は「嚇下調整ピューレ食Jに分類される。食材をすりつぶした状

態を示す言葉であるピューレとベーストは、栄養士の認識している物性範囲は異なることを報告し

た4) が、この 5段階ではこれらは同じ段階に位置している。しかし、ベースト食には不均質なものも

存在し、物性が適切であればすべて鴨下食として相応しいかといえばそうではない。本研究では、

ベースト食の粒含有量がどの程度であれば均ーといえるかを検証するため、官能評価を行った。ま

た、その粒量の測定方法として相応しい方法を検討した。

1.ペースト食として適切な粒量の検討

目視と喫食にて評価を行ったが、ベースト中の粒は阻日爵・嚇下時に問題となることから、喫食時の

評価を中心に考察した。粒含有量が2%以上の試料において、過半数の者が不均質なベーストである

と評価した。このことから、均質なペーストとは粒が 1%以下のものであり、それ以上粒が入った

ベーストは不均質なものに分類されると考えられる。また、粒含有率が10%になると、過半数の者が

岨輔の必要なベーストであると評価した。金谷氏の提唱した嚇下食ピラミッド5) のレベルでは、均質

なペーストはL3に分類され、不均質なもののうち岨輔が必要であるものはレベル4 (L4)に分類さ

れる。つまり、粒量が10%以上のベーストは嚇下食ピラミッドのL4に相当するベーストとなると考

えられる。

これらのことから、均質なベーストは粒量 1%以下、不均質なペーストはそれ以上であることが示

唆された。さらに、不均質なベーストのうち、阻輔が必要なベーストは粒量が10%以上であり、甲車下

食ピラミッドのL4に相当することがわかった。

2.粒量の測定方法の検討

人が不均質と感じる粒量が示されたが、すべてのベーストの粒が 1の方法では分級できない。そこ

で、粒量の測定方法について検討を行った。ベースト食の粒量を評価するふるいとしては、 lで用い

た850μmのふるいを用いた。島田ら6) は、1.70mm~850μmに分級した試料を岨噛せずに唾液と混合さ

せた場合、多くの被験者が嚇下に至らなかったことを報告している。このことからも、粒量の測定に

850μmのふるいを用いることは適切だと考えられる。

ペーストをふるいで分級する際、芋類など粘性の大きい食品は流動性が低いため、その他の食品で

分級可能な方法で、あっても、分級が困難である可能性がある。そこで、分級時に問題を生じやすい芋

類を用いて分級方法の検討を行った。また、苧類の中でも集団給食の場で年聞を通して提供されるじゃ

がいもを用いた。

I-aの方法では、ふるい上に試料が残ってしまうため、ゴムベラで少し手を加えて櫨す必要があ

り、再現性に欠ける方法であった。 I-bの方法は、と、の部分に水をかけるか、またどのくらいの勢い

で水をかけるかによって結果が異なった。 1-cの方法は、試料により加える荷重を一定にすること

が困難で、あった。 I-dの方法は、操作が水の中でふるいを左右に振るのみであり、スムーズに分級す

ることができた。力を加えることもないので再現性もあり、粒量の測定に適していると考えられた。

粒量の測定においては、 II-aの方法では、ふるいに水分が付着し、残濯が少ないものもあるため、

ふるいごと計測するよりも、ふるい上に残った残誼を取り出して計測するほうが良いと思われた。

II-cの方法では、 II-bの方法と比較し、恒温器に入れることにより、残誼に付着した水分量は約1.0
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g減少した。これは、方法IT-cで水洗いした時に残誼に付着した水分が蒸発したためであると考え

られる。つまり、 IT-cのように60
0

Cの恒温器に 5分間静置することで、より正確な粒量が測定できる

と恩われる。なお、恒温器内に10分間静置した場合では、さらに約1.0gの重量減少が見られた。しか

しこの時、残誼はやや乾燥している状態で、あったため、必要以上の水分が蒸発したことが予測された。

よって、ペーストの粒量の測定は、水で分級した試料を、ふるいごと60
0

Cの恒温器に 5分間静置した

後、ふるい上の残誼のみを計量することが好ましいと考えられる。

以上より、粒量の測定としては以下の方法が適切であると考えられる。

1) 850μmのふるい上に試料をのせ、試料重量を計量する。

2 )水を張っておいたボウルにふるいを入れ、揺するように水洗いする。

3)ふるいをボウルの淵にひっかけるようにして30
0

傾けた状態を 1分間保ち、水を切る。

4)ふるいを60
0Cの恒温器に5分間静置した後、ふるい上の残濯のみをへラで取り重量を計測する。

5) 1と4で得られた重量より、試料中の粒量(%)を算出する。

結論

人が均質と感じるベースト中の粒含有量を官能評価により検証した。その結果、均質なペーストは

粒量 1%以下、不均質なベーストはそれ以上であり、不均質なベーストのうち、岨唱が必要なペース

トは粒量が10%以上であることが示された。また、粒量の評価方法を検討し、適切と思われる方法が

わかった。今後、ペースト食の評価では、物性以外に粒量も測定し、評価する必要があると考えられ

る。
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Abstract 

Study of the homogeneity of paste 
for dysphagia persons 

Fumie GARAKU, Yoshie YAMAGATA and Jun KAYASHITA 

Pastes, which are the modified diet for dysphagic individuals, possess a definite grain content that may 

lend it an inhomogeneous character. This grain content of paste is difficult to determine. In our study, we 

investigated the grain content of inhomogeneous paste by sensory evaluation. Paste with a grain content of 

<1.0% was considered homogeneous, while that with a grain content of> 10.0% was considered 

inhomogeneous and needed to be masticated. Additionally, we developed a reliable method to determine the 

grain content of paste. 




