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濃度，調味料濃度を様々な条件で設定し，クリープ

はじめに

メータを用いてテクスチャーの測定を行い6），基本液

現在，日本は高齢化率27％を超え，超高齢社会を迎

と調味・濃度別溶液を比較し，時間や温度，増粘剤や

えている．2065年には高齢化率が約38％にまで上昇す

調味料濃度がテクスチャーにどのような影響を及ぼす

ると推測され，国民の約2.6人に1人が65歳以上になる

のか硬さの観点から検証し，臨床・介護調理において

と推測されている．また，厚生労働省の平成28年人口

適切な食事を提供する為の基礎資料とする事を目的と

1）

動態統計 によると死亡原因の3位が肺炎となってい

する．

る．さらに肺炎の年齢別死亡率データによると，60歳
を超えた年齢層での肺炎による死亡率は急激に増加

方 法

し，年間11万人以上が死亡している．その肺炎の約7
1 ．試料作製

割が誤嚥性肺炎によるものであり，年齢が高いほど頻
度が高く，80代以上の8割以上，90代以上の9割以上が

水100ml の温度を10℃，20℃，50℃に調整し増粘剤

2）

誤嚥性肺炎とされている． このことから高齢化が誤

（トロミパワースマイル（主成分：デキストリン，増

嚥性肺炎の発症やそれに伴う死亡率の増加に影響を及

粘多糖類） ヘルシーフード社）0.5g・1.0g・1.5g をそ

ぼしている事が推測される．

れぞれ添加した溶液を基本液とした．9）（Figure 1）温

このような背景を受け，摂食嚥下機能の低下した高

度を設定する上では臨床現場で使用される温冷配膳車

齢者向けの食品の必要性が今後，さらに高まっていく

を使用した際の食事提供温度を参考とし，冷物10℃，

と考えられる．昨今は摂食嚥下機能に合わせた食形態

常温20℃，温物50℃を想定した．増粘剤の量において

（きざみ食，ミキサー食，ゼリー食，ムース食，ペー

は，ヘルシーフード社のとろみをつける際の基準であ

3）

スト食，とろみ食 など）が考案されており，誤嚥防

る『薄いとろみ』『中間のとろみ』『濃いとろみ』を参

止の目的で飲料（水やお茶，果汁飲料など）や液状食

考にし設定した．基本液に食塩（伯方の塩

品（汁物やソースなど）に適度なとろみを付与する増

業）0.5g・0.8g・1.0g，醤油（濃口醤油

4-5）

6g・10g・18g，味噌（田舎みそ

粘剤（とろみ剤）も広く利用されている．

伯方塩

キッコーマン）

ハナマルキ）6g・

10g・18g をそれぞれ添加したものを調味・濃度別試
料（塩溶液，醤油溶液，味噌溶液）とした．（Figure

目 的

2）塩溶液において食塩量は臨床調理における味噌汁

増粘剤の実用性は極めて高いが，増粘剤のテクス

の塩分濃度0.8％を参考に0.8g を中央値とし，減塩味

チャー（硬さ・凝集性・付着性）は十分に解析されて

噌汁の塩分濃度0.5％を参考に0.5g，澄まし汁の塩分濃

いないのが現状である．また，医療・福祉施設などで

度1.0％を参考に1.0g を設定した．醤油量および味噌

は飲料や料理の温度や喫食時間など様々な条件下で使

の量は大匙，小匙およびその中間値として設定した．

用せれている．そのことからすべての飲料・料理に対
して増粘剤の使用量が一定では，粘度にバラつきが生
じてしまうと考える．本研究では時間や温度，増粘剤
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粘剤の濃度に関わらず，10℃の条件下では安定してい
る．時間では0分を基準とし30分で最大値を示す条件
もあり，時間にも比例することが示されたが，0分か
ら30分の推移の方が大きな変化を示し，30分から60分
の推移では緩やかであった．基本液全体の結果として
は，時間の経過とともに高値を示すことから硬さは増
粘剤の濃度，時間に比例し，温度に関しては10℃で高
値を示し，温度の低下に比例する．（Figure 3）

Figure 1 基本液

Figure 3 基本液 （硬さ）

2 ．調味・濃度別試料の物性評価
調味・濃度別試料のテクスチャー解析の結果から硬
Figure 2 調味 ・ 濃度別試料

さについて基本液との比較を行った．食塩溶液では食

2 ．物性測定及び分析

塩濃度が一定の場合，0分では増粘剤の濃度や時間に

テクスチャーの測定には山電のクリープメータ

関係なく不安定であった．30分以降は増粘剤の濃度に

RE2-33005B を 用 い て， 各 試 料 を 直 径40mm， 高 さ

比例して基本液のように安定した推移を示した．全体

15mm のステンレスシャーレ（えん下困難者用食品

的に基本液よりも低値を示した．（Figure 4）

測定用）に充填し，直径20mm，高さ8mm のプラン
ジャー（えん下困難者用食品測定用）で各試料を作
製後0分・30分・60分で3回ずつクリアランス5mm，
圧縮速度10mm/sec で定速2圧縮6）し，得られたテクス
チャー曲線をもとに『硬さ』を求めた．各試料の測定
値から平均値を求め，その値を各試料の代表値とした．
SPSS22を用いて基本液と調味・濃度別試料を分析
し，各試料がどのような推移を示したか．また，基本
液と調味・濃度別試料において，どのような関係性が
みられるのか比較・検討をした．
Figure 4 食塩溶液 （硬さ）

結 果

醤油溶液では醤油の濃度が一定の場合に0分では不

1 ．基本液の物性評価

安定な推移を示したが30分以降は増粘剤の濃度に比例

基本液のテクスチャー解析の結果から硬さは増粘剤

した推移を示した．また，増粘剤の濃度が一定の場合

の量に比例し，0.5g・1.0g・1.5g の順で高値を示した．

に醤油10g の時に低値を示し，6g・18g では高値であ

また，温度に関しては50℃・20℃・10℃の順で高値を

り V 字の推移を示した．また，時間では0分以降，温

示し，温度が低下すると硬くなることが示された．増

度では10℃以上のすべての条件で値にバラつきがみら
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れ，安定した推移を示したものはなかった．全体的に

時間や温度，増粘剤濃度，調味料濃度を様々な条件で

基本液よりも低値を示した．（Figure 5）

設定しテクスチャー解析を行った．食塩溶液において
硬さは時間に比例した推移を示すが基本液のような値
は見られない．温度が異なっても推移は変わらない
為，温度の影響は少ないと考えられる．増粘剤濃度に
比例して高値を示すが，最大値は基本液と比較して低
値であることから少なくとも食塩の影響を受けている
と推測され，食塩の影響だと断言はできない．醤油溶
液では硬さは時間に比例した推移を示さなかった．高
値を示すのは増粘剤の影響によりところが大きいと考
えられるが，温度や時間の変動により様々な推移を示
す．時間や温度変化による規則性のある推移を示さな
いことから醤油がテクスチャーへ影響を与えていると

Figure 5 醤油溶液 （硬さ）

考えられるが，醤油だけの影響であるかは不明であ

味噌溶液では味噌の濃度が一定の場合，0分では増

り，断言はできない．味噌溶液では時間に比例した推

粘剤の濃度に関係なく，横ばいの推移を示した．ま

移を示した．増粘剤濃度が高いほど高値を示す為，味

た，温度でも差は見られず，0分では横ばいの推移を示

噌による影響ではないと考えられる．また，増粘剤濃

した．30分以降は増粘剤濃度に比例した推移を示した．

度によるばらつきは見られるものの，味噌溶液作製直

増粘剤濃度が0.5g の場合，味噌濃度に関係なく，横

後の0分から60分放置後まで各条件であまり目立った

ばいの推移を示したが，1.0g・1.5g では0分では温度

変動は見られず，ほぼ横ばいの推移を示し，安定した

が異なっても同じような推移を示し，30分以降は濃度

推移といえる．調味料間では最大値で比較すると食

に比例した推移を示した．全体的に見てどの条件も30

塩・醤油・味噌となるが各条件のバラつきや推移・変

分以降は安定した推移を示した．また，30分から60分

動を考慮すると食塩・味噌・醤油となる．本研究では

では大きな値の変動は見られなかった．基本液よりも

醤油がテクスチャーに与える影響が大きいと考える．

高値を示した条件は見られなかった．

今回は調味料や温度，時間が増粘剤にどのような影響
を与えるかをみるため，食品に含まれる成分などの影
響を受けないよう水を基本液として物性評価を行っ
た．また，テクスチャーの測定は厚生労働省が提示し
ている嚥下困難者用食品の測定方法を参考にして行っ
た．
嚥下困難者に対しては硬さが均一で凝集性が高く，
付着性が低いものが適していると言われている．調
味・濃度別試料では硬さに着目して比較を行ったが，
今後は硬さ・凝集性・付着性の3因子について比較を
行うべきであると考える．今回は臨床・介護調理で最
も多く使用されている第3世代といわれるデキストリ

Figure 6 味噌溶液 （硬さ）

ンや増粘多糖類を主成分とする増粘剤1種を用いて実
験を行ったが，今後は同様の実験を第1世代，第2世代
の増粘剤や食塩，醤油，味噌以外の調味料や飲料およ

考 察

び食品，料理（単品・複合）を用いて行う必要がある

超高齢社会が加速する我が国において，摂食・嚥下

と考え，本研究をベースとして応用・発展させていく

機能が低下した高齢者の食事に対する増粘剤の付与の

必要がある．以上により，増粘剤の調理特性に及ぼす

必要性は今後さらに高まることが考えられる．本研究

濃度・温度・時間の影響について明らかにし，臨床・

では臨床・介護調理において適切な食事を提供する為

介護調理における適切な食事を提供する為および，そ

の基礎資料とする事を目的として，増粘剤に着目し，

の応用・展開のための基礎資料とすることができた．
109

桐生大学紀要．第29号

2018

4）川上純子，響場直美ら：高齢者施設における食介

謝 辞

護の現状と考察．相模女子大学紀要，75B：2127，2011．

本研究を進めるにあたり，終始熱心なご指導，ご助
言を戴いた桐生大学 中山優子教授に感謝の意を表し

5）出戸綾子，江頭文江ら：病院・施設における市販

ます．実験に協力して戴いた医療法人原会 介護老人

トロミ調整食品の使用状況．県立広島大人間文化

保健施設 旭ヶ丘 栄養課 主任 倉林健氏にも厚く御礼申

学部紀要，3：33-42，2008．
6）厚生労働省医薬食品局食品安全部：特別用途食

し上げ，感謝の意を表します．

品の表示許可等について．食安発第0212001号，
2009．

引用文献

7）濵本有美，木原琢也ら：増粘剤の物性に及ぼす濃

1）厚 生 労 働 省： 平 成28年 人 口 動 態 統 計 月 報 計 数

度・味・温度の影響．老年歯学，29(2)：77-83，
2014．

（ 概 数 ） の 概 況，http://www.mhlw.go.jp/toukei/
saikin/hw/jinkou/geppo/nengai12/（2018年8月1日 ア
クセス可能）．

脚 注

2）藤谷順子：高齢者の摂食と嚥下訓練．日本胸部臨
床，69(5)：407-417，2010．

日本栄養改善学会（2018年）口頭発表済み

3）増田邦子，高橋智子ら：おいしく食べて QOL を
高める高齢者の食介護ハンドブック．医歯薬出版
（東京），33-42，2007．

桐生大学紀要．第29号

2018

110

