
近年、半固形化栄養法は、逆流性誤嚥性肺炎などの
合併症予防に、有効な手段として用いられています。
当院においては、入院中は、半固形化食品を使用し
ていますが、在宅では、患者にとって経済的負担が
ある為、増粘剤を用いた、半固形化栄養剤による、
経腸栄養法が増えてきました。そのような中で、看
護師より、適正なトロミの基準がわからないという
意見があり、個々の感覚によって、粘稠度に違いが
ある事がわかりました。そこで、半固形化の理解を
深め、基準粘稠度の習得と、手技の統一を行いまし
た。

研究方法についてはスライドをご参照ください。

看護師対象の質問紙調査は、研修以外に使用しない
事を説明し、無記名・自己意志による提出としまし
た。

増粘剤を使用した半固形化の 
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目的 
・半固形化栄養の理解を深め、増粘剤を使用 
 した経腸栄養法の手技の統一を行う 
 

研究方法 
１ 対象：2階病棟看護師 14名 
 
２ 期間：H２４年２月１日～H２４年４月30日 
 
３ 方法：①半固形化栄養食品と増粘剤を用いた 
       栄養剤の粘稠度の比較 
      ②看護師への質問紙調査及び勉強会 
      ③パンフレット・DVD作成 
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半固形化法の適応となる栄養剤の粘稠度は、10000mpas
以上で、20000mpas が最適であると、言われています。
そこで、当院での粘稠度を決める前に、市販の半固形化
栄養食品の粘稠度を同心円法で測定し、それを基にトマ
トケチャプ状の5000・ハチミツ状の10000・マヨネ－ズ
状の20000mpas に相当するものを作りました。粘稠度
が高い程、胃瘻栄養の合併症が予防できる反面、胃瘻カ
テ－テルからの注入が困難となります。その結果、当院
での粘稠度の基準を10000mpas に決めました。
このスライドは、増粘剤と白湯・液体栄養剤の量を
変えて、撹拌直後・5分・10分後と容器より取り出
し、粘稠度を比較したものです。

このグラフは、撹拌後の栄養剤を、同心円法により、
移動距離を測定したものです。撹拌直後より5分後
の方が粘稠度は増しますが、10分後以降は格差は
ありませんでした。そこで、撹拌して5分後以降に、
注入する事にしました。

その後、勉強会を開き、半固形化栄養材の粘稠度の
違い・種類・価格の違い・メリット・適応・注意点
について学習しました。

このスライドは、実際に、同心円法に基づき粘稠度
の違いを体験している様子です。

次に、半固形化の作り方・とろみ水の作り方・注入
方法・簡易懸濁法・注意事項などの内容でパンフ
レットを作成しました。

さらに、実際の映像を通して、わかりやすく説明し
た DVD を作成しました。現在は、このパンフレッ
ト・DVD を使用し、院内研修や家族指導に活用し
ています。

同心円法による粘稠度の時間経過 
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同心円法の移動距離 ＝ 広がりの半径 － 円筒半径 

看護師の勉強会の内容 
 1 半固形化栄養剤・食品の粘稠度の違い 
 
 2       〃       の種類 
 
 3       〃       の価格の違い 
 
 4       〃       のメリット・適応 
 
 5 半固形化栄養剤の注意点 
 
 6 実際に粘稠度の違いを体験する 

看護師への勉強会の写真 

パンフレットの内容 パンフレットの写真 
  
① 半固形化の作り方 
② とろみ水の作り方 
③ 半固形化の注入方法 
④ 簡易懸濁法について 
⑤ 注意事項 

 

DVDの内容 
 
 半固形化栄養剤の作り方 
 とろみ水の作り方 
 半固形化栄養剤の投与手順 
 簡易懸濁法について 
 注入時の注意事項 
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次に、看護師への質問紙調査を行った結果、以前は、
適切な粘稠度の度合いが分かる人が、14人中5人、
固まらなかった時の対処法が分かる人が、14人中7
人でしたが、勉強会後には、全員が理解できました。

また、退院指導や作成方法に不安のある人が、半数
以上いましたが、勉強会後には、半固形化に対する
知識が深まりました。しかし、全員が不安を解消す
るまでには至りませんでした。

1．院内での増粘剤を用いた栄養剤の粘稠度の基準
を決める事ができました。

2．勉強会後には、半固形化に対する知識を深め、
手技の統一を図る事が、できました。

3．パンフレット・DVD を用いて院内教育に役立
てる事ができました。

以前は、分量の指示はありましたが、白湯の温度が
高すぎたり、混ぜ方が足りなかったり、増粘剤の量
が不正確で固まらないことがありました。そこで、
粘稠度を調べるうちに、調合以外に、室温や GFO
など混入剤により、粘稠度に違いがある事がわかり
ました。合田は「粘度調整は、見た目や口頭での
説明だけでは困難であり、実際のサンプル選びや、
作成のトレーニングが必要である」と述べていま
す。適正な粘稠度のサンプルを、目で見て触れる事
により、全員が基準粘稠度を習得し、手技を統一し
た事で、安全な経腸栄養の援助ができたと考えます。
又 DVD を作成し、勉強会を開き、学習環境を整え
た事で、半固形化への疑問や不安が解消され、経腸
栄養に関する知識・技術に対しての自信へ繋がった
のではないかと考えます。
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結果 
1 院内での増粘剤を用いた栄養剤の粘稠度 
  の基準を決める事ができた 
 
2 勉強会後は、半固形化に対する知識を深め  
  手技の統一を図る事ができた 
 
3 パンフレット・DVDを用いて院内教育に役立 
  てる事ができた 

考察 
1 半固形化栄養剤の粘稠度は、白湯の温度・ 
  混ぜ方・増粘剤の量などで違いがある 
 
2 看護師が基準粘稠度の習得と、手技を統一した 
  事で、安全な経腸栄養の援助ができた 
 
3 DVDを作成し勉強会を開き、半固形化への疑問 
  や不安が解消され、経腸栄養に関する知識や 
  技術の確実な自信に繋がった  
  
                                   

まとめ 
 
  今後は安全な経腸栄養が継続できるよう 
  院内教育や在宅に向けての退院指導に役 
  立てたい 
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半固形化栄養法には、多くのメリットがありますが、
その適応や管理法に問題があると患者への不利益と
なることがあります。その為、半固形化栄養法の原
理・注意点を再学習し、統一した手技で行う事が大

切です。今後は、安全な経腸栄養が継続出来るよう、
パンフレット・DVD を用いて、院内教育や在宅に
向けての退院指導に役立てたいと思います。

【はじめに】　鞍手町立病院は、2006年7月より回
復期リハビリテーション病棟（以下、当病棟）を発
足し、その目的を果たすべくチーム医療を展開して
いる。当病棟では、脳血管疾患の患者が大半を占め、
高齢で介護度も高く、自宅復帰が困難となることが
ある。早い段階から、家族の意向を聞き、退院前に
病状説明や退院後の方針確認のため担当者会議を
行っている。今回、脳出血により経管栄養であった
患者が、『楽呑み』を使用すれば自分で経口摂取可

能となり、胃瘻造設をせず施設入所できるように
なった取り組みについて報告する。

【Ⅰ．研究目的】　高齢で嚥下障害のある患者の食
のアプローチの方法を明らかにする。

【Ⅱ．事例紹介】

氏名：　A 氏　77歳　女性
病名：　左視床出血
障害名：　重度の右片麻痺、失語症あり。
ADL：　全介助
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左視床出血をきたし、重度の右片麻痺、失語症が
ある患者さまの経口摂取への取り組み 
 ～経管栄養から「楽呑み」を使用し自分で経口摂
取でき、施設入所するまで～ 

発表者：和田哉恵（看護師）                                  
共同研究者：塩川以知子（看護師）、今林加代子（看護師）、山本岩代（看護師）          
中井健裕（介護士）、森岡あや（言語聴覚士）、原裕子（栄養士）、  木村百合

（MSW）                         

 

鞍手町立病院   回復期リハビリ病棟                        
                                

はじめに 
脳血管疾患は、我が国の代表的な生活習慣病
の一つであり、摂食･嚥下障害の原因の第1位で
ある。 
当院回復期リハビリテーション病棟でも脳血管疾
患の患者が大半を占め、また、高齢で介護度も
高く自宅復帰が困難となることが多い。 
今回、脳出血により経管栄養であった患者が「楽
呑み」を使用することで、自分で経口摂取可能と
なり、胃ろう造設をせず、施設入所が可能となっ
た症例を報告する。 

研究目的 

高齢で嚥下障害のある患者の食のアプ
ローチの方法を明らかにする。 

事例紹介 

Ａ氏 77歳 女性    
疾患名：左視床出血 
障害名：重度右片麻痺・失語症 
ＡＤＬ：全介助 
介護度：要介護 5      
現病歴：2010年3月8日発症、救急車にてＸ病院 
   入院、保存的治療を受ける。病状安定し 
   4月26日リハビリ目的にて当院入院 
   5月6日回復期リハビリ病棟に転棟する。 
家族構成：夫と二人暮らし。キーパーソンは長女。     
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