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物性調整流動食の未来
2013年2月21日，第28回日本静脈経腸栄養学会学術集会で，
株式会社 明治共催によるランチョンセミナーが開催された．
半固形化栄養剤とよばれるさまざまな物性調整流動食が存在
する昨今，選択に迷う看護師も少なくない．そこで今回，脳
神経外科・脳卒中専門医の三原千惠氏がその特徴をふまえ
た選び方と活用法について，自身の経験を交えて解説した．

冒頭で三原氏は，栄養管理法を選択す
るためのフローチャートを示し，日本で
は経鼻栄養と胃瘻・腸瘻栄養が行われてい
ることを示した．これらの栄養法を実施
する際，問題になる胃食道逆流や下痢の
防止策として，半固形化栄養剤の投与が
あげられる．半固形化栄養剤は短時間で
投与できるため，空いた時間をリハビリ
や口腔ケアといったそのほかのケアにあ
てることができるメリットもある．
半固形化栄養剤はわが国独自のもので，
はっきりとしたエビデンスは確立されて
いない．しかし，三原氏が所属するPEG
ドクターズネットワークと，日本栄養材
形状機能研究会，厚生労働省が共同で在
宅医療関係者（アンケート回答数：医師
134名，訪問看護ステーション144事業所）
を対象に行った2012年の調査の結果，約
7割が半固形化栄養剤を活用しており，そ
の目的は胃食道逆流防止（アンケート回答
数のうち66％，以下同様），投与時間短縮

（57％），嘔吐対策（43％），下痢対策（34％）
があげられたと三原氏は報告した．
半固形化栄養剤はこれまで，ゲル状，
ヨーグルト状，コンデンス状など，さま
ざまな形態のものが商品化され，その呼
称も諸説が論じられてきた．そうした背
景をふまえて三原氏は，ゲル化，半固形
化など呼称が多岐にわたるので，あらか
じめ物性を調整して販売している商品を
“物性調整流動食”と定義した．

経腸栄養の
5つの投与方法を検討

経腸栄養法にはさまざまな投与方法が
あるが，三原氏は既製の物性調整流動食
や，寒天や増粘剤で物性を調整した流動
食を，①胃瘻から手で押して投与する，
②胃瘻から注射器で投与する，③胃瘻か
ら加圧バッグで投与する，④胃瘻から自
然落下で投与する，⑤経鼻胃管で自然落
下で投与する，という5つの投与方法（図

1）を検証した結果を報告した．
①の手で押して投与する場合，物性調
整流動食の粘度が高いと注入する力が必
要となる．実際，三原氏が所属する日比
野病院（広島市）では，20,000mPa・sの商
品を約20分で投与していたが，手が痛く
なるため看護師1人あたりでは2〜3名
の患者に投与するのが限度だったという．
②の注射器を用いる場合は，既製の物
性調整流動食や，寒天と液体流動食を混
ぜたもの，増粘剤と液体流動食を混ぜた
ものなど，さまざまな粘度や形態に対応
することができる．しかし，寒天や増粘
剤での粘度調整や流動食を注射器に入れ
る手間などが生じる．
③の加圧バッグを使用する場合はスタ
ンドに吊り下げてもベッドサイドに置い
たままでも投与可能で，人手がかからな
いメリットがある．ただし，加圧バッグ
を膨らませる手間とコストがかかる．
④の胃瘻から自然落下で投与する場合
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は，特別な装置は不要で，注入に手間が
かからないメリットがある．しかし自然
落下投与が可能な既製の物性調整流動食
はまだないため，増粘剤と液体流動食を
混ぜて調整する必要がある．
⑤の経鼻胃管に自然落下で投与する場
合では，先に増粘剤を投与したあとに液
体流動食を投与する．特別な装置は不要
であるが，増粘剤と液体流動食を別々に
分けて投与する手間がかかる．

投与時の手間がかからない
自然落下での投与が理想

これらの投与方法から検討すると，図
1の投与方法④，⑤のように自然落下投
与が可能な既製の物性調整流動食があれ
ば，看護師は流動食の調整や注入作業が
不要となる．そのため，その作業時間を

ほかの時間にあてることができ，より多
くの患者のケアに携わることができる．
三原氏は，各種流動食と投与時の手技に
ついてまとめた表を示した（表1）．
低粘度流動食と高粘度流動食は，PEG
カテーテルに直接接続して投与するため，
栄養セットが不要である．また，半固形
状のため速度調整が不要で，短時間投与
が可能となる．ただし，低粘度と比べて
高粘度の場合は，押す力がより必要とな
るため，手で押して投与することが難し
く，図 1の投与方法②，③のように注射
器や加圧バックを使用する場合もある．
どちらの場合も，投与につききりとなる
ため，1人の患者に費やす看護師の作業
時間が長くなれば，多くの患者に投与す
ることが難しくなる．そこで，三原氏は
あらかじめとろみがついたものを自然落

下で投与することができればベストとい
うことで，物性調整流動食のなかでも，
とろみがついた状態で自然落下で流れる
流動食に注目したという．
三原氏はとろみ状流動食とは“自然落
下で流れる適度なとろみ状であること”
だと説明する（表2）．
「とろみを調整したり，手で押して投与
する必要がないものがとろみ状流動食で，
安定した速度で流れる物性であることが
重要です．速度を調整することなく自然
落下で投与できれば，PEGカテーテルに
直接接続した場合は栄養セットのコスト
や洗浄も不要になります．投与開始から
終了まで止まることなく流れる，という
ことはもちろんですが，液体流動食と比
べて短時間で投与することができるので，
患者さんの拘束時間短縮にもつながります」

使用商品

・既製の物性調整流動食

①胃瘻から手で押して投与する

使用商品

・既製の物性調整流動食
・寒天＋液体流動食
・増粘剤＋液体流動食

②胃瘻から注射器で投与する

使用商品

・既製の物性調整流動食

③胃瘻から加圧バッグで
　投与する

使用商品

・増粘剤＋液体流動食

④胃瘻から自然落下で投与する

使用商品

・増粘剤＋液体流動食

⑤経鼻胃管に自然落下で投与する

図1　物性調整流動食の投与方法
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あらかじめとろみのついた，とろみ状
流動食の「明治メイフロー」は，前述のよう
に調整が不要であり，自然落下で投与で
きるため，手で押して投与する必要がな
い．また，1.8kcal/mLの高エネルギー設
計であり，短時間投与が可能である（図2）．
続いて三原氏は，日比野病院で体動の
少ない19名の胃瘻の患者を対象に行った
「明治メイフロー」の2週間の使用経験を
報告した（図3）．
「 17名（うち2名退院）の患者さんに長
さ50cmのEN延長チューブを用いて，自
然落下で投与しました．PEGカテーテル
がボタン型の場合，接続チューブはほと
んど接続投与用のL字型で内径が細いた
め，投与が難しいのではないかと心配し
ていたのですが，短時間で投与すること
ができました」

さまざまなタイプのPEGカテーテルを
留置した患者に自然落下で投与した結果，
「明治メイフロー」300kcalの投与時間は
20〜35分，400kcalでは25〜45分であ
った．ともに，チューブに傾斜・たるみが
なく，垂直に近い状態にして落差を大き
くするほど，投与時間が短くなる傾向が
あったそうだ．また，400kcalの投与に
45分かかっていた患者も，点滴台を固定
式から移動式に変更し，チューブを垂直
に近い状態にしたところ，約30分に短縮
できたという．
「とくに下痢，逆流，発熱など目立った
合併症はありませんでした．また，自然
落下の投与で，滴下が止まることはなく，
短時間で投与することができました．短
時間で投与するポイントは，チューブを
たるませないようにできるだけまっすぐ

にし，落差を確保することです」

安定した速度で
自然落下する物性

「明治メイフロー」は，既製の物性調整
流動食のなかでは低粘度の商品である．
しかし，短時間で投与しても下痢や嘔吐
などの消化器症状がみられない理由は，
水溶性と不溶性の 2種類の食物繊維が
1.5g/100kcalと豊富に含まれていること，
また自然落下での投与速度が安定してい
ることが要因ではないかと三原氏は推測
する．
また，400mPa・sという低粘度である
ことにより，経鼻胃管での自然落下投与
も可能である．三原氏は，経鼻胃管での
自然落下による投与も実施した．
「チューブを頬に固定しているため，ど

図2　「明治メイフロー」商品特徴

表1　各種流動食の分類と特徴

分類 液体流動食
ペクチンを

主原料とする
増粘剤

物性調整流動食

低粘度流動食 高粘度流動食 とろみ状
流動食

商品例
明治

メイバランス
1.0

REF-P1 メディエフ
プッシュケア PGソフト 明治

メイフロー

投与方法 滴下 自然落下 ボーラス ボーラス 自然落下

特
徴

栄養セット不要 ◎ ◎ ◎

速度調整不要 ◎ ◎ ◎

つききり不要 ◎ ◎ ◎

投与時間短縮 ◎ ○ ○

経鼻で使用可能 ◎ ◎ ○ ○

◦自然落下で流れる適度なとろみ状
◦止まらずに安定して流れる物性
◦高エネルギー設計（1.8kcal/mL）
◦食物繊維が豊富（1.5g/100kcal）

熱量300kcal
水分120mL
総量167mL

熱量400kcal
水分160mL
総量223mL

表2　とろみ状流動食の特長

　→① 栄養セットのクレンメによる 
速度調整が不要

　→② PEGカテーテルに直接接続した
場合は，速度調整の手間や栄養
セットのコストが不要

　→ とろみをつける手間が不要
　→ 流動食を手で押して投与する手間

が不要

1.  自然落下で流れる適度なとろみ状

2．安定した速度で流れる物性
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うしてもたるみができますし，チューブ
径が細く，全長も長いため胃瘻からの投
与と同じように短時間で投与することは
できません．しかし，栄養セットを使用
せず，『明治メイフロー』に直接，経鼻チュ
ーブを接続して投与すると，止まらずに
120分ほどで投与が終了しました」
投与速度が安定しているため，クレン
メで絞りながら投与量を調整する，ある
いは経腸栄養ポンプを用いて管理する必
要がない．
ただし，「明治メイフロー」は高エネルギ
ー設計のため，ほかの流動食と同様に，
別途水分を投与する必要がある．
「高エネルギー設計になると，流動食に

含まれる水分量が少なくなります．多く
の流動食では，流動食に含まれる水分量
では必要水分量を満たせないため，食間
水が必要な点は変わりありません．流動
食を投与する30分前までに食間水の投与
を終了することが基本で，そのあと，リ
ハビリなど体位を変えて動くときに悪心
を催すことのないような配慮が必要です」

◆
さまざまな物性調整流動食が存在する
なか，すこし前までは作業の手間の軽減
やコストの問題に着目して選択する動き
があった．しかしこれからは，個々の患
者の状態に合わせた商品が選択されるの
ではないかと三原氏は予測する．

「たとえば，脳幹梗塞の患者さんは意識
はしっかりしていますが，飲み込むとい
う動作がまったくできません．そこで，
様子をみながら朝はご自身で胃瘻から流
動食を投与していただき，お昼に嚥下チ
ームと一緒にゼリーを食べてみる，とい
ったケアを行うわけです．このように個々
の患者さんに対応し，将来はオーダーメ
イドで流動食を選択する時代になってい
くのではないでしょうか．そのためにさ
まざまな商品の特徴や活用性を理解する
こと，また，患者さんの状態を主治医に
どんどん報告していただき，情報を共有
することがますます重要になってくると
思います」

図3　日比野病院における「明治メイフロー」の使用経験

胃瘻栄養症例　19名（男：女＝10：9）
78.4±11.2歳
14日
自然落下投与　17名，経腸栄養ポンプ使用　2名
◦ チューブの傾斜，たるみをなくし，できるだけ垂直に近い状態にした
◦長さ50cmのEN延長チューブを用いて，落差（スパウトの先端からPEG瘻孔までの

高低差）を大きくした
◦ ボタン型カテーテルの場合は，内部ストッパーに逆流防止弁がないタイプを用いた

◦下痢，逆流，発熱などの目立った合併症は認められなかった
◦自然落下投与で滴下止まりは認められなかった
◦300kcalは20〜35分，400kcalは25〜45分で投与することができた
◦ チューブをたるませず，落差を60cm以上にすることで，投与時間を短縮することができた

調査対象

使用状況

結果

使用期間

投与方法

使用方法

自然落下での投与結果

年　齢

まとめ

PEGカテーテルの
種類 商品名 逆流

防止弁
接続チューブの

種類 使用人数 投与時間
体表側 胃内側

ボタン

バルン MIC-KEY 
バルーンボタン − 持続投与用（L字型） 1

300kcal：
20〜35分
400kcal：
25〜45分

バンパー カンガルーボタンⅡ △＊2
持続投与用（L字型） 4

ボーラス用（I字型） 3

チューブ
バルン バードガストロミーチューブ 6

バンパー カンガルーバンパーGチューブ 1

＊1：自然落下投与17名中，退院した患者2名を除く
＊2：逆流防止弁があるが，外部ストッパーにありチューブ接続により弁が開通するため，流動食注入の抵抗にならない

＊1

JMS社製
EN延長チューブ

（内径3.5mm，
長さ50cm）

PEGカテーテル

落差
（スパウト先端
からPEG瘻孔
までの高低差）
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