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臨床報告

嚥下内視鏡検査（VE）を用いた
えん下困難者用食品エンゲリードⓇの安全性に関する検討

－離水が誤嚥に及ぼす影響－
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抄録：エンゲリード Ⓡは消費者庁が許可する「特別
用途食品えん下困難者用食品許可基準Ⅰ」として市
販されているが，表面離水率についての基準は明確
に定められていない。本研究では，エンゲリード Ⓡ

の嚥下障害患者への安全性について調査した。
使用した製品は特別用途食品えん下困難者用食品許
可基準Ⅰとして市販されるエンゲリード Ⓡグレープ
（株式会社大塚製薬工場），製品Ａ，製品Ｂの３製品
とした。表面離水率を測定し，統計学的に解析し
た。対象患者は東京歯科大学口腔がんセンターで口
腔がんの手術を行った患者で，直接訓練開始時に
VE検査を行った７名とした。
表面離水率はエンゲリードⓇグレープ １．７４％，製

品Ａ ６．７２％，製品Ｂ ８．１２％で，エンゲリード  Ⓡと
製品Ａ，Ｂでは有意差を認めた。製品の嚥下により
誤嚥を認めた患者２名は，いずれも製品Ａを摂取し
た患者であった。
エンゲリードⓇは他社製品と比較し，有意に表面

離水率が低く，誤嚥するリスクが低いことが示唆さ
れた。
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用食品許可基準Ⅰ，表面離水率，嚥下障害，

口腔がん
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緒 言

エンゲリードⓇは日本摂食嚥下リハビリテーショ
ン学会の嚥下調整食分類２０１３「コード０j」に相当
し，重症の嚥下障害患者の経口摂取開始や訓練にお
いて摂取されることを推奨している１）。本製品は消
費者庁が定める「特別用途食品えん下困難者用食品
許可基準Ⅰ」として市販されている。許可基準Ⅰの
製品には硬さ（N/m２），付着性（J/m３），凝集性につ
いて基準が定められている２）。しかし，食材から滲
み出す水分量を評価する表面離水率については基準
は明確に定められていない。表面離水率が高い食品
は，誤嚥のリスク因子となりうる可能性があると報
告されており，表面離水率を含めた食品の安全性に
ついて十分検討されていないのが現状である３）。
頭頸部がん術後には嚥下障害の合併症を高頻度に

発生するが，これを嚥下内視鏡検査（VE）や嚥下造
影検査（VF）を用いて評価を行うことが，嚥下訓練
を行う上で有効であると報告されている４－６）。ま
た，早期から嚥下訓練を行うと経口摂取が可能とな

－る時期が早くなると報告されている７ ９）。嚥下障害
に対して評価，訓練を確実に行い，継続するために
は安全な食材が必要となることが必然である。
本研究では，エンゲリード Ⓡとえん下困難者用食

品許可基準Ⅰとして市販されている他社製品の離水
率を比較し，嚥下障害患者への安全性について調査
し，検討した。

― 
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表１ 対象食品の組成
各製品の組成について示した。

エンゲリードⓇグレープ 製品Ａ 製品Ｂ

エネルギー １９ kcal ５７ kcal ８０ kcal

たんぱく質 ０g ０．６ｇ ６．２g

脂 質 ０g ０g ０g

炭水化物 ４．６g １３．３g（糖質として） １３．８g

ナトリウム ９mg １５ mg ４３ mg

濃縮ぶとう果汁，砂糖，寒天，ゲル ブドウ糖，ガラクトオリゴ糖，マン 砂糖，コラーゲンペプチド，ブドウ
化剤（増粘多糖類），pH調整剤，ク ゴー果汁，発酵乳，乾燥酵母，ゲル 果汁，ジンクイースト，乳酸 Ca，原材料名 チナシ色素，香料，酸化防止剤 化剤（増粘多糖類），V.C，調味料， ゲル化剤（増粘多糖類），酸味料，香
（ローズマリー抽出物） 乳酸Ca，香料，V.E 料，V.C，着色料


内容量 ２９ g ７４ g ７７ g


材料および方法

１．使用した製品
使用した製品は特別用途食品えん下困難者用食品

許可基準Ⅰに分類されるエンゲリードⓇグレープ（株
式会社大塚製薬工場），製品Ａ，製品Ｂの３製品と
した（表１）。

２．表面離水率の測定方法
この３製品の表面離水率の測定方法は，栢下らの

方法を参考とした１０）。測定前に製品を１０℃以下で５
時間以上保存し，安定化させ，測定に用いるキムタ
オル（キムタオルワイパーホワイト４枚重ね㈱日本
製紙クレシア）の重量（Ａ），およびパッケージされ
たままの製品の重量（Ｂ）を測定し，受け皿の上にキ
ムタオル，メッシュ（ニッタル NY-２００１０２ cm Lot №
１５３７６６０９２０１６／５／９Sefar Inc. Made in Switzerland）
の順に敷き，開封後，容器を逆さまにして取り出し
た製品を載せて１分間静置した。容器のフィルムを
外した際に見られる水分も一緒に受け皿の上に載せ
た。静置後，製品を取り除き，メッシュに付着した
離水と，容器に残った離水をキムタオルで拭き取
り，測定後のキムタオルの重量（Ｃ）および離水を拭
き取った空容器の重量（Ｄ）を測定し，以下の式から
表面離水率を算出した。３製品に対して３回測定を
行い，その平均値を求めた（図１）。

Ｃ－Ａ表面離水率（％）＝ Ｂ－Ｄ 
×１００
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３．表面離水率の統計解析
統計解析は JMP １０．０．２（SAS Institute Inc.）を使

用し，解析方法は製品と測定回数を要因とした２
元配置分散分析（Two-way Analysis of variance；
Two-way ANOVA）を行い，有意差の得られた因子
に対して Tukey-Kramer の多重比較を行った。有
意水準は全て両側０．０５とした。

４．対象患者
２０１５年１２月～２０１６年８月までに東京歯科大学口腔
がんセンターにおいて口腔がんの手術を行った患者
で，術前に研究の説明を行い，同意が得られた３０名

図１ エンゲリードⓇグレープの計測
写真に示すように各製品の計測を行った。

― 
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のうち，術後，直接訓練開始時に VE検査を行った
７名（男性５名，女性２名，平均年齢６６．１歳）とした。
患者内訳として，年齢，性別，主病名，術式，TMN
分類，手術から検査までの期間，栄養経路について
分類した。

５．VE検査の手順
被験者１人に対して，無作為に１製品を割当て

た。使用した嚥下内視鏡は OLYMPUS社製鼻咽喉
ファイバースコープ（OLYMPUS ENF TYPE V２）
とした。VE検査中に１製品，茶さじスプーン１杯
を３回摂取させた。評価項目は，粘膜異常（あり，
なし），知覚異常（あり，なし），唾液喀痰貯留（あ
り，なし），声帯閉鎖不全（あり，なし），誤嚥（あ
り，なし），咽頭クリアランス（良，不良），残留（喉
頭蓋谷・梨状窩・被裂部・喉頭内）の回数，複数回
嚥下，視認性（良，不良）とした。
なお，本研究は東京歯科大学市川総合病院倫理審

査委員会（Ｉ １５－１９）の承認を得て実施した。

結 果

１．表面離水率測定
３回測定した離水率の平均値（％）と標準偏差は

エンゲリードⓇグレープ １．７４ ±１．１６，製品Ａ ６．７２ 

±０．３４，製品Ｂ ８．１２ ±０．２９であった（表２）。２元
配置分散分析の結果，測定回数による有意差はな
かった（P＝０．１０６９）が製品間に有意差が見られた（P
＝０．０００２）。この結果より製品間で Tukey-Kramer
の多重比較を行った結果，エンゲリード Ⓡグレープ
と製品Ａ（P＝０．０００４）及びエンゲリードⓇグレープ
と製品Ｂ（P＜０．０００１）で有意差が見られた（図２）。

２．VE検査による評価
１）患者内訳
７名の患者内訳として，術式はすべての患者にお

いて，腫瘍切除，頸部郭清，遊離皮弁やプレートを
用いた再建，輪状甲状間膜穿刺や気管切開の拡大手
術を行っていた。病名は歯肉癌が２名（左上顎：１
名，左下顎：１名），舌癌５名（左側４名，右側１
名）であった。TNM分類は T２が２名，T３が１
名，T４が４名であった。手術から検査までの期間
は７～２１日であった。栄養経路は全例において経鼻

表２ 各製品の離水率結果

エンゲリードⓇ

グレープ 製品Ａ 製品Ｂ

１回目 Ａ ９．５８ ９．６６ ９．５９
Ｂ ３１．６７ ８２．２９ ８３．１８
Ｃ ９．８９ １４．６７ １５．８７
Ｄ １．８４ ３．９９ ４．０８

離水率 １．０４ ６．４０ ７．９４
２回目 Ａ ９．５８ ９．６１ ９．５７

Ｂ ３１．７３ ８３．０９ ８１．１１
Ｃ １０．５ １５．２１ １６．０９
Ｄ １．８７ ３．９１ ４．０７

離水率 ３．０８ ７．０７ ８．４６
３回目 Ａ ９．５４ ９．５８ ９．５９

Ｂ ３１．６５ ８２．７８ ８２．７１
Ｃ ９．８７ １４．８４ １５．８６
Ｄ １．８６ ４．１ ４．０１

離水率 １．１１ ６．６９ ７．９７
平均離水率 １．７４ ６．７２ ８．１２ 

SD １．１６ ０．３４ ０．２９

Ａ
Ｂ
測定前のキムタオルの重量（g）
パッケージされた製品重量（g）

Ｃ 測定後のキムタオルの重量（g）
Ｄ 容器重量（g）

図２ 製品毎の離水率の比較

栄養チューブであった。製品の割り付けはエンゲ
リードⓇグレープが患者１，２，製品Ａが患者３，
４，５，製品Ｂが患者６，７とした（表３）。
２）VE検査
粘膜異常はすべての患者で認めなかった。知覚異

常は患者２，３，６に認めた。唾液喀痰貯留は患者
３，４，５，６，７に認めた。声帯閉鎖不全は患者

― １６ ― 



表３ 患者内訳
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症例 年齢
（歳） 性別 病名 術式 TNM分類 手術から検査まで

の期間（日） 栄養経路 摂取食品

左上顎部分切除，左肩甲舌骨筋上郭清，大腿皮 エンゲリードⓇ

１ ８０ Ｆ 左上顎歯肉癌 膚移植，輪状甲状間膜穿刺 
T４N１M０ １６ 経鼻 グレープ

２ ６７ Ｆ 右舌癌 右舌亜全摘，右機能的頸部郭清，腹直筋遊離皮 T４aN０M０ １６ 経鼻 エンゲリードⓇ

弁移植，気管切開 グレープ

３ ６６ Ｍ 左舌癌 左舌亜全摘，左口底，下顎切除，左肩甲舌骨筋 T２N２M０ ２１ 経鼻 製品Ａ上郭清，大腿皮弁移植，気管切開 

左舌亜全摘，左肩甲舌骨筋上郭清，左前腕皮弁４ ６１ Ｍ 左舌癌 移植，気管切開 
T４aN０M０ １６ 経鼻 製品Ａ

５ ６４ Ｍ 左下顎歯肉癌 左下顎区域切除，左肩甲舌骨筋上郭清，頸部動 T３N０M０ ７ 経鼻 製品Ａ脈皮弁移植，プレート再建，輪状甲状間膜穿刺 

左舌・口底・下顎切除，左肩甲舌骨筋上郭清，６ ５８ Ｍ 左舌癌 大胸筋皮弁移植，輪状甲状間膜穿刺 
T２N０M０ １０ 経鼻 製品Ｂ

左舌半側切除，左肩甲舌骨筋上郭清，左前腕皮７ ６７ Ｍ 左舌癌 弁移植，気管切開 
T４N０M０ ９ 経鼻 製品Ｂ

３に認めた。
製品の嚥下により誤嚥を認めた患者３，５で，い

ずれも製品Ａを摂取した患者であった。残留につい
てはすべての患者において認めたが，誤嚥した患者
３，６は共通して被裂部での残留を認めた。患者３
は１回目の嚥下後，唾液のたれ込みが多くなり，１
回の摂取で検査を中止した。複数回嚥下はすべての
患者で認めた。エンゲリード Ⓡグレープでは患者１
で喉頭蓋谷での残留，製品Ｂでは梨状窩や被裂部で
の残留があったものの複数回嚥下でクリアされ，誤
嚥は認めなかった。また，すべての症例において検
査に起因する有害事象は認めなかった（表４）。

考 察

今回測定した３製品の表面離水率の結果は，栢下
らの報告と近似する結果であり妥当性があると考
える１０）。また，栢下らの報告では市販のカップ製品

１８５製品の離水を測定した結果，表面離水は０．１～
１１．４％と幅広く分布していた１０）。離水率が高くなる
原因として，寒天を用いた場合や増粘剤，酸味の影
響が考えられる。寒天の凝固温度は３０～４０℃である
ため，室温で固まり，凝集性が強く離水しやすいと
される１１）。山縣らによると，寒天の離水率はすべて
０．５％以上であり，官能評価で「離水がある」また
は「口腔内で液体になる」と回答した人の割合と離
水率の相関係数は，r＝０．９０（Spearman’s rank cor-
relation，p＜０．０５）であった３）。このことは離水の測
定方法が官能評価で感じる離水を正確に反映してい
ることを意味している。さらに，濱本らによると，
増粘剤の濃度が濃い程，離水率は低くなり，酸味は
甘味，塩味よりも離水率は高くなる１２）。また，離水
率は保水性と関連し，離水率が大きい食品ほど保水
性は低くなるため，テクスチャーが変化しやすく，
摂食嚥下に対して影響を及ぼす可能性が高い１３）。ま

表４ VE検査結果内訳

症例 摂取食品 粘膜異常 知覚異常 唾液喀痰
貯留

声帯閉鎖
不全 誤嚥 咽頭クリア

ランス不良
喉頭蓋谷
残留

梨状窩
残留

披裂部
残留

喉頭内
残留

複数回
嚥下 視認性

１
２
３
４
５
６
７

エンゲリードⓇグレープ
エンゲリードⓇグレープ

製品Ａ
製品Ａ
製品Ａ
製品Ｂ
製品Ｂ

（－）
（－）
（－）
（－）
（－）
（－）
（－）

（－）
（＋）
（＋）
（－）
（－）
（＋）
（－）

（－）
（－）
（＋）
（＋）
（＋）
（＋）
（＋）

（－）
（－）
（＋）
（－）
（－）
（－）
（－）

０／３
０／３
１／１
０／３
２／３
０／３
０／３

１／３
０／３
１／１
０／３
０／３
２／２
０／３

２／３
０／３
０／１
２／３
０／３
０／２
０／３

０／３
０／３
１／１
０／３
０／３
３／３
０／３

０／３
０／３
１／１
０／３
３／３
３／３
１／３

０／２
０／３
１／１
０／３
３／３
３／３
１／３

２／３
３／３
１／１
２／３
３／３
１／３
３／３

良好
良好
良好
良好
良好
良好
未確認

（＋）あり
（－）なし
数字は当該回数／嚥下回数を示す
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た，寒天の離水が経時的に増加することも報告され
ていることからなるべく賞味期限が長いものを使用
するのが良い１３）。このようにゼリー中の離水率は食
感や物性に大きな影響を及ぼすことがあるため，嚥
下困難者がゼリー食品を摂取する際には離水に十分
注意する必要がある。
現在の，えん下困難者用食品の許可基準には，硬

さ，付着性，凝集性については基準が定められてい
るが離水率についての基準はない２）。一方で，日本
摂食嚥下リハビリテーション学会が定める嚥下調整
食分類２０１３によるとコード０j の形態を，離水が少
なく，スライス状にすくうことが可能なもの，と定
めている１）。山縣らによると，えん下困難者用食品
許可基準Ⅰ～Ⅲに適当であると判断される離水率は
４．０％以下である，としているが本研究で用いた市
販のゼリー食品はえん下困難者用食品許可基準Ⅰの
表示許可を得ているにも関わらず離水率において
４．０％を超える製品が見られたことから離水率での
規程の必要性がうかがえる。横山らがエンゲリー
ドⓇを用いて２５名の摂食嚥下障害患者を対象に，安
全性を確認した報告によると嚥下内視鏡検査の結
果，誤嚥は１例も確認されなかった１４）。本研究で用
いた他の製品において誤嚥の報告の有無については
不明であるが離水率の低さが誤嚥の予防に繋がった
可能性が示唆される。
本研究においては，エンゲリード Ⓡと比較し，有

意に離水率が高かった製品Ａの患者２例に誤嚥を認
めたが，製品Ａより離水率の高かった製品Ｂでは誤
嚥は認めなかった。本来であれば患者１人あたり３
製品で試行し，比較するのが望ましいと思われた
が，誤嚥のリスクが高くなることが危惧されたた
め，１製品のみの試行となった。患者１人あたり１
製品のみの試行であったこと，VE検査の患者数が
少なかったこと，疾患部位や手術方法による各症例
の嚥下機能にも違いがあることから，離水率が誤嚥
の直接の原因であると特定することはできなかっ
た。今後は患者背景を揃え，更に検討を重ね，離水
率と誤嚥の関係を明確にする必要があると考える。

結 論

エンゲリードⓇは特別用途食品えん下困難者用食

品許可基準Ⅰとして市販されている他社製品と比較
し，有意に表面離水率が低く，誤嚥するリスクが低
いことが示唆された。

本研究の要旨は，第２２回日本摂食嚥下リハビリテーション
学会学術大会（２０１６年９月，新潟市）において発表した。

本研究に関して開示すべき利益相反状態あり。市川総合病
院利益相反委員会の審査を受けた。
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Study of the safety of ENGELEADⓇ, a special dietary using food for people with


dysphagia using video-endoscopic evaluation of swallowing（VE）
 

― the effect of syneresis on aspiration ―
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Key words : ENGELEAD Ⓡ, approved by consumer affairs agency of Japan licensing standard I a special dietary us

ing food for people with dysphagia, surface syneresis rate, dysphagia, oral cancer 

ENGELEADⓇ is a commercially available“approved by consumer affairs agency of Japan licensing standard
I a special dietary using food for people with dysphagia．”However，a clear surface syneresis rate stan-
dard has not been set for such dietary foods． With this study，we investigated the safety of engelead Ⓡ

for dysphagia patients． 

Three foods were used in the study : ENGELEADⓇ-grape（Otsuka Pharmaceutical Factory Inc.），Food
A，and Food B，all classified as approved by consumer affairs agency of Japan licensing standard I a spe-
cial dietary using food for people with dysphagia． The surface syneresis rate of all foods was measured
and statistically analyzed． The subjects were ７ patients who had undergone surgery for oral cancer at
the Oral Cancer Center of Tokyo Dental College，and who then underwent VE examination when direct
swallowing training started． 

The surface syneresis rate was １．７４％ for ENGELEAD Ⓡ-grape，６．７２％ for food A，and ８．１２％ for
food B． Significant differences were found between ENGELEADⓇ-grape on the one hand and foods A
and B on the other． Two patients experienced aspiration，and both of these patients were in the group
who ingested food A． 

ENGELEADⓇ had a significantly lower surface syneresis rate than other companies’ foods，suggesting
that it would have a low risk of aspiration． （The Shikwa Gakuho，１１８：９８－１０３，２０１８）
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