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ゲル化剤jを使用した経腸栄養由形についての研究

河 野 友 美 ・ 栢 下 淳

緒

口から食べるということは、人の喜びゃ楽しみにつながる。生活に密着している摂金・礎下動作

は、②食べ物の認知(認知期〉、②口への取り込み、@阻唱と食塊形成(準備期)、@咽頭への送り込

み(口控期)、⑤哩頭通過(礁下反射、題頭期)、⑤食道通過(食道期、生需動期)のように設惜的に行っ

ている。これらの段階的な摂食・嘆下動作に障害が起き、食べることが密難になる状態を鴨下障害と

いう。嘱下障害は、喫下機能の嘩害の度合いにより、重度、中等度、軽度と区分されている。模下障

害の原因は多様であるが、もっとも多いと推定されるのが脳血管樟害である九このような摂食・嘆

下撞害は、低栄養・脱水、誤嘆・窒息のリスクを上げ、 QOLの低下につながり 2)、摂食・蝶下障害者

は、血請アルブミン濃度の低い低栄養状態 (ProteinEnergy Mul即位ition:PEM)のリスクが高いと報

告されている3)。犠下障害者に遥する食形態は、食塊形成しやすい、滑らかに昭頭通過できる、のど

越しのよさ、物性が均一であるという条件をみたしたものであ号、ゼリー食が適している c その中で

も重度の報下聾害者は、摂食・壊下可能な嘆下食の物性範屈が限定的であるため、エネルギーやたん

認く質の必要量を経口摂取することが難しい。そのため、摂食・嘆下障害者は低栄養状態に焔りやす

いと考えられる。そこで、栄養摂取量の低下による低栄養状態を防ぐために、栄養伍の高い経腸栄養

剤をゼヲ-{とし瞬下食として提供している病読もある2)。本研究では、草壁下障害者にエネルギーやた

んぱく質の補給を呂的とした経腸栄養剤を用いたゼリーの作製方法について検討した。

方法

上実験1 (蒸留水ゼリー)

(1) 試料調整

ゲ、/レ化斉IJは、かんでんクック(伊那食品工業側):以下寒天ム介護金用寒天(伊那食品工業械): 

以下寒天2、お湯で洛ける介護食用寒天(伊那食品工業械):以下寒天 3、介護食用ウルトラ寒天

(伊那食品工業(樹):以下寒天 4、介護金用ゼラチン寒天(伊那食品工業側):以下ゼラチン寒天、イ

ナアガー L (伊那食品工業側) (κ カラギナンを主体とするカラギナン製荊):以下カラギナン製剤、

スーパーゼラチン(鰯ニッピ):以下ゼラチン、ソフティア(三協製薬工業械) (キサンタンガム製

剤):以下キサンタンガム製剤の 8種類のゲル化剤を用いた。寒天 4種の違いについては、寒天 1、寒

天 2は形状が務末、寒天 3、寒天 4は穎粒でるり、寒天 3および 4は原材料に努あめが添加されてい

た。寒天4種の1.5ちもゼワー強度 (g/cnDは、寒天 1が高く、続いて寒天 2、 3、寒天 4がもっとも

低かった。ゲ、ノレ化剤添加濃度は、 O.2"-'2. 0%と使用ゲノレ牝荊の種類によって変え、イオン交換した蒸

留水を溶媒としてゼヲーを作成した。作成したゼリーの濃度は、かたさが1.0 X 103
，，-， 1. 0 X 104 (N /rrr) 

となるようにした。試料を15分間影漕させて、加熱溶解し、寒天の場合は約95
0

C、ゼラチンは約85
0

C

になったら 3分間の温度を保持した。加熱による水分蒸発量の調整後、約60
0

Cまで冷まし、重径40mm、

高さ15闘のシャーレに注入し、冷蔑庫〈ホシザキ:RFT-120PTE) にて17土 2時間冷議した。
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(2) 物性演定

物性測定は、クリープメーター(山電RE2-3305) を用い、直径20mmのプランジャーで、クリアラン

ス5盤、圧縮速度 1阻 /secで定速2呂圧縮を行った4)。得られたテクスチャー曲線によ号、かたさ、付

着性、凝集性を算定した。

2.実験 2 (経腸栄養剤ゼリー〉

(1) 試料調整

ゲ、ノレ化斉iJは、実験 1で使用した 8種類のゲ、ノレ化剤を用いた。経腸栄養斉IJは、テルミー/レ2.0(テルモ

憐):以下A、ライフロンQL(日研化学/日清キョーリン製薬):以下B、テルミールミニ(テルモ

械):以下C、F2α(テノレモ鱗):以下D、ライフロン 6 (日研イと学/日清キョーリン製薬鰯):以下

E 、テルミーノレ f (テルモ鰯):以下Fの計 6種類を使用した(表 1)。経揚栄養剤を約55
0

Cのお湯に

漫し、 37
0

Cまで温めた。実験 1では、各ゲ〉レ北剤でかたさが約1.0 X 104 (N /rrf)となる濃変でゼリー

を作成した。ゲノレ化剤をイオン交換した蒸留水の中で15分間膨潤させて、加熱溶解し、寒天の場合は

約百5
0

C、ゼ、ラチンは約85
0

Cになったら 3分間それを保持し、これをゲ/レ液とした。水分蒸発量の調整

後、温めた経揚栄養剤に栄養剤の1/4量のゲノレ液を注ぎ入れ境持し、直窪40盟、高さ15mmのシャーレに

注入した。それを、冷蔵産(ホシザキ:RFf-120民主)にて17土 2時間冷蔵した。

表 1 経腸業養剤の成分結成

A B C D 

カロロー (kcal/l∞g) 200 160 160 100 

たんぱく質(弘) 6.5 5.9 5. 3 5.0 

使用たんぱく質牢 乳、カゼイン 乳、カゼ、イン 乳、カゼイン 乳、カゼイン

麗質(ちも) 6. 7 7.2 5.5 2.2 

塩(%) 0.22 0.45 0.20 0.25 

糖分(%)牢牢 39 30 32 24 

食物識維(%) 1. 70 

*住用たんぱく質一乳:乳タンパク、カゼイン:カゼインNa、大豆:大豆タンパク

寧寧種分(%)ー糖度計 (ATAGON-50E)で測定した。

(2) 物性測定

実験 1と同様に行った。

(3) 分析

E F 

100 100 

4. 7 4.6 

大豆、カゼイン 乳、カゼ、イン

2.6 2.0 

0.28 0.30 

23 24 

一 O. 74 

経麓栄養剤の成分組成と経揚栄養剤ゼリーの物性{かたさ、付着性、凝集性)の椙関関係を、 Pearson

の相関係数を用いて算出した。

結果

1 .実験 1(蒸留水ゼリー〉

ゲ〉レ化剤の種類によって、添加濃度とかたさの関係が異なった。最も少量の添加量でゲル化したの

ほ、寒天 lで、あった。かたさはほぼ 8種類のゲノレ化剤で間様の挙動を示したが、付着性及び疑集性で

はゲ、ノレ化斉jによって異なった。
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函 1を参考にし、かたさが約1.0 X 104 (N /rri)となる濃度を算出した。その結果辻、表2に示した。

表 2 かたさが豹1.OX104 (N/m')の碍の物性

護 度 かたさ 付着性
凝集性

(弘) (x 103N/nr) (J /rri) 

寒天 l 立35 9.58 56 0.266 

寒天2 0.50 8.85 189 0.285 

寒天3 0.95 9. 70 267 0.257 

寒天4 1. 70 9. 19 745 0.350 

ゼ、ラチン寒天 1. 40 9.57 150 O. 507 

ゼラチン 1. 85 8.99 212 0.516 

カラギナン製剤 2.00 8.96 19 0.412 

キサンタンガム製剤 1.10 9.26 234 0.371 

2.実験 2(経腸栄養剤ゼワー〉

経腸栄養剤ゼリーについての結果である。実験 lの結果〈表 2)を参考に、かたさが1.Ox 104 (N 

/rri)に近くなる濃度で、 8種類の経腸栄養剤を用いてゼ、リーを作成した。そのゼリーのかたさを図 4

に示す。経腸栄養剤の種類によってかたさが異なった。寒天長以外のゲ、ノレ化期jで、は、経腸栄養剤ゼ

リーのかたさが蒸留水ゼリーでのかたさより減少額向にあった。なお、経腸栄養剤ゼリー作成時に、

経揚栄養離を370C以上に逼めゲ、ノレ化弗jを溶解したものと混合するが、カラギナン製斉!Jとキサンタンガ

ム製剤jは凝固謹度が40
0

Cであるから溶解しにくく、今呂の経腸栄養剤ゼリー作成には適さなかったた

め除外した。
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思 4 経腸栄養剤ゼリーのかたさ

付着性については(図 5)、誌のゲノレ化剤と比較して寒天4で付着註が一番高かった。

凝集性は〈密 6)、寒天4種の詑較では経腸栄養奔jの種類によって差は少なく、ゼラチン寒天やゼラ

チンにおいて高かった。

表 3'""-'5に経腸栄養剤ゼリーの物性〈かたさ、付着性、疑集性〉変化率を示した。なお、蒸奮水ゼ

リーでかたさが1.0XI04 (N/rri) となる時の物性を 0%として次式で計算した。

(経腸栄養剤ゼヲーの物性値一蒸留水ゼリーの物性値) -;-蒸留水ゼリーの物性笹X100

物性値は、かたさ、付着性及び装集性である。
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函e 経腸栄養鶏ゼリーの装集性

表 3 経接栄養鶏ゼワーのかたさ変化率(%)

寒天 1 寒天 2 寒 天 3 寒天 4 ゼ、ラチン寒天 ゼラチン

A -63.5 -51. 3 -26.4 22.4 -38.7 -22.2 

B -62.0 -53.5 -21. 4 13.0 -33.3 -19.1 

C -2立2 -2.9 11. 3 22. 1 -34.7 -30.8 

D -8.7 20.4 19.4 27.8 -30.9 -29.7 

E -10.6 -2.7 22. 7 18. 1 -14.6 -22.3 

F -21. 1 -4.8 21. 2 23.5 -40.2 -33.4 

平均 -32.5 -15.8 4.5 21. 1 -32.1 -26.2 

表 4 経藤栄養剤ゼリーの村着性変化率(%)

寒天 1 寒天 2 寒 天 3 寒 天 4 ゼラチン寒天 ゼラチン

A 4. 7 -42.7 -11. 4 56.1 -85.5 -82.2 

B 12.3 -11. 5 -22.5 -10.5 -62.7 -70.3 

C 36.3 -21. 4 -0.7 18.0 -87.7 -87.6 

D 21.9 -33.6 -18.9 -16.9 -77.6 -82.4 

E 7.9 -20.3 -2.4 -9.7 -79.0 -89.6 

F 18.4 -29.1 -16.3 -31. 9 -79.0 -79.8 

平均 16.9 -26.4 -12.0 0.8 -78.6 -82.0 
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河野友美ほか ゲ、/レ化弗jを痩用した経揚栄養題形についての研究

表 5 経揖栄養剤ゼリーの凝集性変化率〈ちも〉

寒天 1 寒天 2 寒天 3 寒天 4 ゼラチン寒天 ゼラチン

A 21. 4 21. 6 18.0 10. 7 50.4 50.4 

言 15.4 6.9 13. 2 -8.0 12.2 4.5 

C 7.8 10.4 10.3 13.5 31. 9 48. 7 

D 5.9 21. 1 26.0 4. 7 7. 7 25.2 

主 16. 7 23.4 25.5 9.8 -15.9 25.6 

F 3.0 17.4 21. 0 3.4 3.3 38. 8 

平均 11. 7 16.8 19.0 5. 7 14.9 32.2 

表 3""'5の平均値よりゲ〉レイヒ剤}jIJで、は、経腸栄養剤の影響を受けやすくかたさが減少したゲル化剤

は、寒天ムゼラチン寒天、ゼ、ラチン、寒天2の頼番で、あった。付着性が減少するゲノレ化斉!Jの頼番は、

ゼラチン、ゼラチン寒天、寒天 2、寒天 3であり、装集性についてはどのゲ、ノレ化剤でも増加傾向にあっ

た。

表 6""'8に経腸栄養鶏ゼリーの物性と経揚栄養剤成分の相関孫数行値〉を示した。ゼリーの物性

と栄養成分との相関は、ゲ、ノレ化弗j及び栄養成分ごとに異なった。

表 6 経麗栄養摺ぜ1)ーのかたさと経腸栄養剤成分の相関標数(r謹〉

寒 天 l 寒天 2 寒天 3 寒天 4 ゼラチン寒天 ゼラチン

たんiまく質(%) 一.916* 一.831寧 一.964卒業 一.277 一.405 .600 

Z言 質(%) 一.924本 一.855本 一.910寧 一.560 一.329 .610 

塩 分(%) 一.354 一.463 一.319 一.746 .049 .500 

糖 分(%) 一.612 一.465 一.638 .206 一.514 .119 

食物繊維(%) .568 .667 .476 .736 一.116 一.539

*pく0.05 本寧 pく0.01

表 7 経腸栄養駕ゼリーの付着性と経腸栄養剤成分の相襲係数(r謹〉

寒天 l 寒 天 2 寒 天 3 寒天 4 ゼラチン寒天 ゼラチン

たんぱく葉(%) 一.346 一.251 一.191 .807 .042 .391 

I旨 震(%) 一.133 .160 一.072 .670 .172 .435 

塩 分(%) 一.332 .662 一.655 一.477 .970牢辛 .823辛

糖 分(%) 一.030 一.596 .204 .946*寧 一.556 一.098

食物繊維(%) .240 一.366 一.471 一.484 .045 .942 

事 pく0.05 本寧 pく0.01

表 8 経揚業養菊ゼワーの灘集性と経腸栄養構成分の相関係数(r値〉

寒天 1 寒天 2 寒天 3 寒天 4 ゼラチン寒天 ゼフチン

たんぱく賞(%) .698 一.233 一.512 一.091 .813 .104 

E言 質(弘) .617 一.581 一.787 一.196 .697 一.030

塩 分(弘) .108 一.526 一.129 一.951キ* 一.381 一.872寧

糖 分(%) .442 .021 一.460 .463 .965 .669 

食物繊維(%) 一.638 .323 .593 一.114 一.253 一.120

事 pく0.05 寧寧 pく0.01
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表 6"-'8の経湯栄養斉jゼリーの物性と経腸栄養剤成分の相関係数より、 r僅が高かったものについ

て述べる。経腸栄養剤ゼリーのかたさと梧闘が高かった栄養剤成分は、寒天 1ではタンパク質量(r 

謹一.弘前、脂質量打 f直一.924)が5%水準で有意な負の相関、寒天2ではタンパク質量(r値一

.831)、脂質量打笹一.855)が 5%水準で有意な負の桔関、寒天 3ではタンパク質量(r t重一.964)

が 1%水準で有意な負の相関、脂質量打値一.910)が 5%水準で負の相関があった。付着性と相関

が高かった栄養剤成分は、寒天4で糖分量(r 1i直 946)が 1<7も水準で有意な王の桔関があった。ゼラ

チン寒天では、塩分量(r値.970)が 1%水準で有意な王の桔関があり、ゼラチンでは塩分量行値

.823)が5弘水準で有意な正の相関があった。凝集性と棺関が高かった栄養剤成分は、寒天 4では塩

分量打{直一.951)が 1%水準で有意な負の棺関があった。ゼ、ラチンでは塩分行値一.872)が 5%

水準で有意な負の相嬰があった。

考察

L 実験 1

8謹類のゲ〉レ化剤でゼリーを作成し、すべてのゲ、ノレ化斉IJで、添加量の増加によりかたさが増加したが

その度合いは異なった。寒天4種は、ゼヲー強度が異なるため、かたさが異なったと考えられる G ゼ

リー強度とは寒天の疑国力を表し、求め方は、「寒天の1.5%溶液を調整し、 200Cで15時間放置、疑固

せしめたゲルについて、その表面 1cnf当たり20秒間耐え得る最大重量 (g数)をもってゼリー強度と

する。j である5)。また、寒天濃麦とゼリー強度は低濃度を徐いでほぼ比例関採にあり 5)、実験 1の結

果は、ゼリー強要が高い寒天 1で一番かたくなっており、反対にゼリー強震が一番低い寒天 4は、か

たくなりにくい鎮向であった。付着性は、寒天 4が高かった。寒天 4はドレッシングや乳製品などに

夜用され、低凝富力のソフトなテクスチャーで増粘作用を持つとされる特長引が彰響していると考え

られた。また、寒天 1、 2、 3の凝集性は、 0.2"-'0.4と低かった。寒天は、硫酸基の含有量などの影

響で離水しやすいという特敏から5)、ゲ、ノレが脆くなると考えられる。寒天 4は、寒天の脆いという物

性を補いソフトな食惑に仕上げるため、 flt分子化し、保水性が高くなるように開発された6)。よって、

凝集性が、他の寒天よりも高かったと考えられる。

寒天以外にゼラチン寒天とゼラチンを用いて検討した。ゼラチン寒天のかたさは、寒天 3種とゼラ

チンの中間に位置していた。また、凝集性と付着性について辻、ゼラチンと類似した結果であった。

ゼラチン寒天のような混合ゼリーの場合、ゼラチンと寒天の覆合比率が物性に影響するとの報告があ

る九よって、ゼラチン寒天は寒天とゼラチンを配合したゲノレ化部で、あり、ゼ、ラチンと寒天の特長を

併せ持つものであると考えられる。ゼラチンは、動物性のたんぱく質から出来ており今回使用したゼ、

ラチンは豚皮由来である。また、ゼラチンは、凝集性が高いためまとまりやすく、保水力があるため

離水が起こりにくいなどの理由から静養下食に適しているとされており鈴、融解温変25"-'300

Cで、熱可

逆性に富んだ、ゲノレを形成し、口腔内で表面が融け、弾力性、なめらかな舌触りなどの食感を特徴とす

るc 実験結果より、ゼラチンは、寒天のような抵濃度では凝酉しにくく、添加量が多くないとゲノレ形

成が難しかった。付着性は、かたさが1.0 X 104 (N /rrf)であるとき約200(J /ぽ)であり、凝集性は

8蓮類のゲノレイヒ剤の中でも高く、ゼラチンの特性によるものだと考えられた。カラギナンは、寒天と

同じ海草由来の抽出物である。カラギナン製剤はかたさを得るためには、寒天よりも多くの量を添加

する必要があった。これは、寒天より硫酸基を多く持つため二重螺旋構造の会合を邪賓し寒天よちゲ

ノレ形成能が抵い9) ことが関与していると考えられる。これは寒天の特徴と似ているが、カラギナン製

剤の付着性は、 4つの寒天よりも低く、装集性は高かった。カラギナン製剤の原材料には粉あめが添

13 
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加されている。カラギナンはプラス電荷をもっカチオン類を添加すると、ゲノレ強度を上げ、食感を調

節することが可能であるし9)、ショ糖を添加することにより轄の水和が鑓進され畠白水が減少し、架

橋が密に均賞化し、しなやかで壊れにくいゲルになる問。これらのことから、今自の実験結果は、粉

あめがカラギナンの物性に影響を及ぼしたと考えられた。次に、キサンタンガムは、キサントモナス・

キヤンベストヲス (X組出omonぉ cam許認泌が茜体外に生産する多糖類である。キサンタンガム製剤

は、寒天 3より多く添加すると同等のかたさを得られた。付着性は、カラギナン同様抵く、凝集性は

寒天よりも高かった。キサンタンガムは、主鎖に対するfJf.IJ鎮の占める割合が大きく、その側鎖に含ま

れるカノレボキシル基とピルビン酸に由来するマイナス荷電が非常に多い特徴11)を有しており、キサン

タンガムの物性変化はこの側鎖に関係すると考えられた。

車生省(現厚生労動省)は特別用途食品の担暢・礁下困難者用食品のゲノレの基準として、かたさ1.0

X 104 (N/ぱ)以下と定めている12)0 また、 1987年から今Eまで100万食以上の嘆下食を提供した実績

をもっ聖隷三方原病院は、森下障害を段階的に評価し、重度から軽度まで 5段階に分けて嘆下食を費

供する食事基準を有している。この食事基準のわかりやすい形として嘆下食ピラミッド (L(レベル)

0..-.....-りを提案している。 Lが低い値は、重度の礁下樟害者に適し、 Lが高い値では軽度の礎下障害

者に適する食事である。経腸栄養剤ゼリーはL1に罵し、 L1のかたさの範冨は1.0 X 103.-....-1. 0 X 104 

(時/rrf)である出。これらに基づき、かたさが1.0 X 104 (N /rrf) となる濃震をゲ、ノレ化斉Ijの種類ごと

に算定した結果を表 2に示した。表2より、ゲ、ノレ化剤ごとにその濃震は異なった。また、同じかたさ

に調整しても、付著性や凝集性は異なった。嘆下食の食品物性で、 L1ではかたさの他に、疑集性が

0.2-----0.7，付着性が200(J /rd)以下であり、付着性が200..-.....-500(J /rd)の時は疑集性0.4前後と報

告されている130 この基準から、かたさはL1に適合していても寒天 3ほ付着性が抵く、寒天4は付

着性が高いことによって、 L1に適さない。よって、かたさだけの基準で一様にゼヲー食を作成する

と、摂食・嘱下障害者にとって適するゼリーになるとは眼らないと考えられる。特に、寒天は、寒天

の種類によって物性が異なることが示され、蝶下食に遺しているとされるゼラチンでも、由来や加工

方法の違いにより、かたさ1.0 X 104 (N /rrf)となる濃度が異なった14)。よって、どのゲ、ノレ化剤もそれ

ぞれ特徴があり、それらの特徴に注意してゼリーを作成する必要があると考えられた。

2.実験 2

実験 1で求めた水を溶媒としたゼリーのかたさが約1.0 X 104 (N /rrf)になる濃度で、経腸栄養剤を

用いたゼ、リーを作成したところ、ゲ、ノレ化剤の種類によってその物性は異なった。寒天上寒天 2、ゼ、

ラチン寒天、ゼラチンについては、栄養剤A..-.....-Fの平均値で、蒸留水ゼリーを作成したときよりもか

たさが減少した。寒天上寒天4では、蒸奮水ゼヲーよりもかたさが増した。これらのことから、実

験に使用した経腸栄養剤に含まれる成分組成が物性に何らかの影響を及ぼしたと考えられる。栄養剤

の組成については、たんぱく糞量、脂賞量、炭水化物量など経腸栄養剤A..-.....-Fでそれぞれ成分が異な

る。今回、実験に用いた 6種類の経腸栄養剤は、栄養士を対象に2005年 8月に実施したアンケート結

果で、テノレモ械及び吾研化学/昌清キョーヲン製薬樹の 2社の製品使用数が多かった(未発表デー

タ)。この 2社の製品から、栄養剤中のタンパク賞量、脂質量、炭水化物量の差があるものを選び、ゼ

リーを作成した時に、物性にどのような影響をもたらすかを検討した。

寒天 1では 6つの経揚栄養剤ゼリー全てで蒸留水ゼリーに比べかたさが減少した。その中でも、経

腸栄養斉rJA、sを使用したときかたさが特に減少した。これは、経腸栄養剤ゼリーにおいてかたさと

負の招関 (pく0.05) を示したたんぱく質、脂質が栄養剤A、Bで多く含宥されていることが一因と

考えられる。寒天ゼヲーのかたさは牛乳添加により弱められ、牛乳中の脂肪球やカゼインが寒天ゲ〉レ
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の絹自構造の形成に阻害的に裁き、特にカゼインの影響が大きく 1旬、また、乳清タンパク質を添加し

たゲルのかたさは抵い16)。脂質は、油脂添加ゲ、ノレ辻ゲ/レの網目構造中に多数の空孔が存在するために、

ゲJレ自身の強要が抵下することになり、油指は網目構造を祷強しないし、ゲノレの網E構造が小さいた

め、ゲノレに対し営に破壊的に作用する17)。よって、タンパク質と脂質により、ゲ〉レの形成を担害し、

かたさが減少したと考えられた。また、寒天は糖を添加すると壊れにくいゲノレとなり、弾性も増す18)。

これは、水分子に変わって糖分子が寒天分子間の架橋となり、糖の浸水作用により寒天分子の水和水

を奪って、寒天分子相互の架需を作る機会が増して密な構造を形成することによる 18)0 経腸栄養剤C

は、経腸栄養剤A、Bよりもかたさ減少が少なかった。経揚栄養剤C辻、栄養斉IJA、Bに比ベタンパ

ク費量と詣質量に対して糠分量が多い。そのため、糖分がかたさの減少を抑える要因のーっとなった

と考えられる。経揚栄養剤Dは也と比べ食物繊維が多く含有されており、これ誌かたさ減少が廷とん

どみられなかった要因であると考えられる。経腸栄養斉IJEは、大豆タンパク質を用いている。大豆タ

ンパク質は比較的親水性で、ゲ、ノレ化性、乳化性などに優れ鴎 20)、カゼインや乳清タンパク質とは異な

り、寒天のゲ、ノレ形成を助ける働きをすると考えられる。よって、かたさ減少が抑えられたと考えられ

る。経腸栄養剤Fは、経腸栄養剤Dと成分が類以しているが、かたさ減少がDより Fの方が大きかっ

た。経揚栄養剤D~こは、食物繊維が多く含まれている。よって、食物繊維量がかたさ減少を抑えるの

に影響したと考えられた。寒天 1では、経揚栄養剤の影響から 6つのゲ、ノレ化剤の中で最もかたさが減

少し、付着性は最も増加し、装集性も増加していた。付着f生、凝集性は、タンパク費量と蕗質量がか

たさ減少に影響することから、物性が軟らかくなって共に増加したと考えられる。寒天 1は、寒天 4

種の中でゼリー強度が高く、ゼリー強度が物性変化に影響を及ぼしたと推誤せされる。また、ゼリー強

度はかたさと正の相関があり、少ない添加量でかたさが増加しやすい。その一方で、ゲ、ノレ化剤以外の

添加物がある場合、ゲ、ノレの網吾構造への彰響を受けやすかったと考えられる。

寒天 2辻、経腸栄養斉IJA、Bを使用したときかたさが特に減少し、かたさと負の相関 (p<0.05)

が高かったタンパク質量と脂質量の影響であると考えられる。寒天 3でも、経揚栄養斉UA、Bでかた

さが特に減少し、かたさと負の相関が高かったタンパク質量 (p<0. 01)と脂質量 (p<0. 05) が影

響したと考えられる。経競栄養剤C'"'-'Fを使用した場合、寒天 2では経腸栄養鶏Dの時かたさが増加

し、その也の栄養剤ではかたさ変化がほとんどみられなかった。よって、寒天 2では、かたさ増加に

食物議維が影響している可能性があると考えられた。寒天 3は、経腸栄養剤C'"'-'Fでどれもかたさが

増加した。このことより、かたさ減少に関わるタンパク質〈乳清タンパク賞、カゼインNa)量と脂質

量の和が10%以下の含有量である経腸栄養剤では、タンパク質と脂質がかたさ増加に影響する大豆タ

ンパク質、結分量や食物繊維量の作用に打ち勝つほどの影響力がないと考えられた。疑集性と付着性

についてだが、寒天 1では、付着性と装集性は増加していたが、寒天2、 3では凝集性は増加し、討

着性が減少傾向にあった。寒天 2と寒天 3はゼリー強慶が同じ寒天であるが、寒天 2は形状が粉末で

あるのに対し、寒天 3は形状が穎粒で、京材料に粉あめが添加されている。寒天 2と寒天 3の経腸栄

養剤による物性変化は、寒天の影状及び累材料に起因していると考えちれる。寒天では、牛乳の添加

量が多いほど、付着性も減少し、反対に装集性は増加額向を示す。しかし、カゼインを添加するとも

ろさが減少し、装集性については有意差はなく 15)、牛乳中の脂肪とカゼインの強冨な結合状態におい

て安定した凝集性がもたらされたのではないかと考えられる。また、糠添加では弾性が増すため、付

著性と疑集性も増加額向にあると考えられる。とれらのことから、経揚栄養剤の含有成分間土の影響

からも付着性及び凝集性の物性変化は異なり、寒天ム 2、 3で物性に影響する栄養素が異なったの

は、寒天の形状、原材料、ゼリー強度などの特徴の違いに関係していると考えられる。

寒天 4は、経揚栄養剤の種類と関係なく、かたさが増加した。寒天 4は、低疑富、または低強度寒

15 



16 

河 野友美ほか ゲノレ化剤を使用した経揚栄養霊形についての研究

天と表現されるようにゼリー強度が非常に抵い寒天であり、構造や組成は通常の寒天と同様にガラク

トースを基本骨格とする多糖類で、分子量のみ短くなった寒天である久寒天4の特性については、

乳との相性(乳の添加により粘りの強いゲ、ノレへと物性変化する〉が大変よく、その誌の特性は通常の

寒天と同様に耐熱性、耐酸性、耐塩性などに護れている久よって、寒天4は、抱の寒天より分子量

が短く、経腸栄養鶏ゼリーにおいて他の寒天と物性が異なったのは、この特徴が関孫していると考え

られた。経腸栄養剤D、Fでかたさ増加がみられたのは、成分中の食物識維の存在が寒天4でのかた

さ増加に影響したと考えられた。また、糖分量の少ない経揚栄養剤B、Eは、かたさ増加があまりみ

られず、糖分量もかたさ変化に何らかの影響を及ぼす要因であると考えられる。付着性と凝集性につ

いては共に、増加したゼヲーと減少したぜりーがあり規則性がなかった。付着性の増加と正の桔関が

高かった (pく0.01)栄養成分は糖分であり、凝集性の減少と正の相関が高かった (p<O.01)のほ

塩分であった。よって、含有している栄養成分の違いが物性に影響していると推測され、その他に寒

天 4の特性である分子量が短いことも物性に関係していると考えられた。

ゼラチン寒天は、ゼ、ラチンと寒天が配合されているゲ、ル化剤である。ゼラチン寒天で詰ゲ、ノレ構造が

ゼラチンと寒天の共存により護雑化していて、物性に影響していると考えられる。ゼラチン寒天は、

糖添加されるとゼリー強度、弾力が増す鎮向にあ号、牛乳を添加するとゼ、リー強度が小さくなる21)。

ゼラチン寒天では、どの経揚栄養剤を費用しても、かたさが減少した。これは、タンパク質、脂質は

かたさと有意に相関していなかったが、かたさ減少に影響したと考えられ、かたさ増加に関連すると

考えられる糖分や食物繊維には影響されにくかったと考えられる。また、大豆たんぱく質を使用して

いる経腸栄養剤Eでは、地の栄養剤と比べ、かたさ減少が抑えられていた。付着性は、どの経腸栄養

剤ゼヲーでも減少し、付着性と互の相関 (p<0.01)がある塩分が最も多く含まれている栄養剤Bで

は、地の栄養剤と比較して付着性減少が抑えられていた。装集性では、栄養剤E以外は増加した。ゼ

ラチン寒天中のぜラチンは、タンパク糞の存在により装集性が上がる22) との報告もあり、疑集性増加

に対して栄養成分中のタンパク質が影響したと考えられる。これらのことより、ゼラチン寒天は経揚

栄養郊の成分が、ゼラチン寒天の護雑なゲ、ノレ講造に影響し、かたさ、付着性、装集性が変化したと考

えられた。

ゼラチンは、動物性のたんぱく糞から出来ており、離水しにくい性質から凝集性が高く、寒天と違

い熱可逆性に富んだゲ、/レを作成する。経腸栄養剤による影響では、栄養剤の種類に関わらずどのゼ

リーでもかたさ、付着性は減少し、疑集性は増加した。これらから、ゼ、ラチンによるゼヲーの物性は、

軟らかくなり液体に近い物性になっていると考えられる。ゼラチンなどのタンパク質は、熱を加える

と構造変北が起こり、変性する100 変性したタンパク質は、分子間でお互いに連結しようとするが11)、

この擦に経腸栄養剤などの添加物によって物性に影響を及ぼしたと考えられる。また、かたさとの相

関はなかったが、油詣の添加誌かたさ減少に関わり 22)、乳清タンパク糞やカゼインの存在が軟らかく

弾力のある物性をもたらし、これはゼ、ラチンゲルにおける分子聞の架橋形成に関与しているとされる

22)。よって、経腸栄養剤成分中の脂質とタンパク賞がかたさ減少に影響したと考えられる。また、ゼ

ラチンに糖添加すると、かたくなる。糖及びゼラチンは分子中に多くの水酸基を含有しており、ゼラ

チン溶液に替を添加した場合、ゲ、ノレ形成能に与える糖の影響は、溶媒の水との相互作用の影響が大き

いと考えられる23)。しかし、ゼラチンにおいて糖分の多く含まれている経揚栄養剤でかたさが減少し

たことより、糖の物性変北に及ぼす影響は小さかったと考えられた。ゼラチンでは、経腸栄養剤Fを

使用したときかたさが特に減少した。栄養剤D同様に、栄養剤Fも食物繊維が含まれており、イ也の栄

養素と複雑に反応し、物性に影響を及ぼしたと考えられた。また、凝集性は増加し、付着性は減少し

た。付着性と正の相関 (pく0.05)があり、凝集性と負の相関 (p<0. 05)があった塩分は、ゼラチ
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ンの物性に影響をしていると考えられる。また、牛乳ゲ、ノレは水ゲ、ノレに比べ、粘りや付着性があり、疑

集性も高く、脱指及び脱カゼイン乳ゲノレは粘りや付着性が弱く、もろいテクスチャーであるとの報告

があるお。よって、乳請タンパク質やカゼインは凝集性を上げ、乳脂肪はもろさを押え、粘りや材着

性を増強したと考えられるお。また、糖添加すると弾力があがり、ゲルの網目構造が密になる23)。こ

れらのことより、経揚栄養剤の含有成分が影響しあって、付着性及び凝集性の物性変化が起こったと

考えられる。ゼラチン辻、蒸留水ゼ、リーと比較して、経腸栄養剤ゼヲーでの、かたさ、付着性、凝集

性での物性変化が大きく、ゼラチン自体が添加される栄養成分に弱いゲノレ化剤であると推測された。

本研究では、蒸留水ゼリーと経腸栄養剤ゼリーの物性比較を行い、栄養剤中のどの成分が影響して

いるかを推測できた。また、ゼリーの物性は使用したゲ、ノレ化剤及び経腸栄養剤の種類によって異な

り、経揚栄養剤ゼリーを作成する時には注意することが必要であると考えられた。今後、表 1に示し

た経腸栄養剤に含まれる主成分について、実際に添加ゼ、リーを作成し、具体的に物性変化について検

討したいと考えている c
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要 旨

摂食蝶下捧害者は、まとまりがあり飲み込みゃすいゼリー食を提供されることが多い。ゼヲー食を

調整する擦には、寒天やゼラチンなどのゲル化剤を装用することも多いが、摂食嘆下樟害者を対象と

したゲル化都も上市されている。このように多岐にわたるゲ、ノレ化剤は留々に異なる物性を示すと推測

される。そこで、寒天4種類、ゼラチン寒天、ゼラチン、カラギナン製剤、キサンタンガム製剤の計

8種類のゲノレ化剤を使用して蒸留水ゼリーを作成し、かたさ、付着性、凝集性について物性挺定した。

それぞれのゲル化剤でゼ、リーのかたさがLOx 104 (N!l1I)となる濃度を算出した際、濃度、付着性及

び凝集性はゲ、ノレ牝剤の種類によって異なった。この濃度で、 8種類の経腸栄養剤を溶媒として使用し

ゼリーを作成したところ、ゲ、ノレ化剤毎また経霧栄養剤毎にそれぞれ物性が異なった。これらのことか

ら、ゼリーの物性変化には、タンパク質、脂質、結費、塩類などの栄養成分の種類及び量、ゲ、ノレ北奔j

の種類及び特性が影響していると考えられる。
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Abstract 

Study of jelly meals for dysphagia patients solidified 

for enteral feedings using different gelling agents 

Tomomi KOHNO， Jun KAYAS団 TA

Dysphagia patients are often supplied a jelly meal which is easy to swallow. When caregivers prepare 

也ejelly meal，出eyuse gelling agents such as agar or gelatine， and sometimes other gelling agents. 1t is 

supposed that the texture of jelly is different among various gelling agents. Therefore， we made disti1led water 

jelly using eight kinds of gelling agents: four kinds of agar， gelatine-agar， gelatine， carrageenan agents， and 

xanthan-gum agents. Jellies were made to reach a hardness of 1.0 x 104(N/rrf) with different concentrations血

each gelling agent; each displayed different adhesiveness and cohesiveness. Also， when we made jelly using six 

kinds of enteral feedings at the concentration mentioned above， the hardness， adhesiveness， and cohesiveness， 

of each jelly was different among every ge11ing agent and enteral feeding. Therefore， it is thought出atthe 

texture change of jelly is influenced by血etype and characteristics of different gelling agents， and註lekind and 

司uantityof the nu往ientfonnula in enteral feedings such as protein， oil， sugar and salt. 
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