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給食委託会社統合と
ソフト食導入

介護老人福祉施設 梅香の里

管理栄養士 上田ひろみ

八生会事業所紹介

介護老人福祉施設
一空園（多床室）

特 養・・・８０食
シ ョ ー ト・・・ ６食
デ イ・・・４０食
小規模デ イ・・・１０食
食事サービス・・・２０食
職 員・・・３０食

特 養・・・５０食
ショート・・・１０食
デ イ・・・３０食
職 員・・・３０食

介護老人福祉施設
豊田一空園（多床室）

昭和60年4月1日一空園開園

平成6年4月1日豊田一空園開設

ケアハウス
あんしんの里（個室）

ケ アハウス・・・６０食
生活支援ハウス・・・８食
シ ョ ー ト・・・２０食
デ イ・・・３５食
職 員・・・３０食

特 養・・・５０食
ショート・・・２０食
デ イ・・・２０食
職 員・・・３０食

介護老人福祉施設
梅香の里（個室）

平成16年7月1日あんしんの里開設

これまでの介護食

きざみ食
口の中でばらけやすく、

食塊形成しづらい。

咽頭・口頭に残留しやすい。

ミキサー食
見た目が悪い。

べたつくものもある。

食べ物がまとまっているので、
口腔内でばらけることがない。

ソフト食（ゲル化剤を使った嚥下食）

舌と上顎で潰すことができるので、
口腔内でまとまり、食べかすが残
らない。

食材別に成形し盛り付けている
ので、何を食べているか分かる。
目で見て楽しむことができる。

ソフト食（ゲル化剤を使った嚥下食）の
作り方

食材毎にペースト状にし、
固めて作る。

バーナーや照りで本物
に似せて作る。

普通の料理に似せて
作る。
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導入までの経過

平成２１年１０月２０日 ジョイフル千草見学

一空園、

豊田一空園栄養士

平成２１年１１月１０日 合同内部研修

みじん、ミキサー、ゼリー食

ソフト食へ一本化

平成２３年４月１日～給食委託会社統合

①施設主導で研究

②献立の一本化

平成２２年２月１９日

静岡県社会福祉協議会へ助成金交付を申請し、福祉施設利用
者へのサービス向上に繋がるよう中東遠地区特養研究会開催。

ニュートリー株式会社へ講師依頼

講演 「ゲル化剤を使った介護食

（おでん、なます）」

講師 ニュートリー株式会社

篠原祥子氏

作り方 参考 写真

３／８（月）うなぎ蒲焼き

①うなぎの蒲焼きの５０％の出汁。
②うなぎの蒲焼きと同じ大きさの長方形に切り、
バーナーで焼き目を付ける。
③錦糸卵の３５%の出汁。
④千切りにする。
⑤紅生姜は水分適宜加え、ミキサーにかける。
⑥トロミパーフェクトを⑤に加えてマヨネーズ状に固める。
⑦木の芽を飾る。

p25

平成２２年３月１日～ 毎日一品づつ実施。

献立会議で加水量、ソフティアの量、

作り方を話し合います。

→３５%

平成２２年３月２７日 ジョイフル千草見学

一空園

平成２２年３月１８日 鶏肉とかぶのゴマ風味煮込み

梅香の里

豊田一空園

平成２２年３月～ 給食委託会社の選定評価が開始。
平成２２年４月７日 豆腐ステーキ

小松菜ごま和え

豊田一空園

梅香の里 一空園
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平成２２年４月２７日 シーフードカレー
ブロッコリーとカニの吉野煮

一空園 豊田一空園

梅香の里

平成２２年５月１９日 肉団子の甘酢あん
ナムル

一空園 豊田一空園

梅香の里

平成２２年５月２６日 豚肉の生姜焼
若竹煮

一空園 豊田一空園

梅香の里

特養３施設とケアハウス２施設に
分けた場合

浜松と磐田に分けた場合

メリット 各施設に栄養士が配置された場合
（委託側）
献立作成を当番制とする。
献立作成が1回/月→1回/3ヶ月と業務省
力化となる。

献立に各施設栄養士の特徴が出るため、
マンネリ化しない。

八生会独自の統一メニューの構築ができ
る。
ソフト食への取り組みが統一される。
調理の味、切り方、盛付等も統一される。

浜松の場合
ケアハウスにソフト食対象者が少なく、
調理不可能（最低10食）ないとできない。
なため、あんしんの真空調理で2施設分調
理し、ソフト食を提供できる。
但し

食材費の区分け作業が複雑になる。（契
約時での交渉で可能か?）
磐田の場合
点在しているため特にメリットはない。

新ケアハウスの厨房設備によってはメリッ
トあるか?

デメ
リット

施設が離れているため行き来は不便 献立作成の際、2バージョン（特養とケア
ハウス）作成しなければならない。

利用者のレベル・食事提供方法・食事単
価の相違があるため難しい。

平成２２年６月 給食委託会社統合のくくり方決定

平成２２年１１月 給食委託会社決定

作り方 参考 写真

4/1（金）（夕）カニ玉
①カニ玉の35％の出汁。
②お碗で丸く型抜きする。
③甘酢あんをかける。
④グリンピースは水分適宜加え、ミキサーにかける。
⑤トロミパーフェクトを④煮加えてマヨネーズ状に固める。

4/1（金）（夕）中華煮

①ブロッコリーの35％の出汁。
②ラップで丸く巻き、うす切りにする。
③筍の35％の出汁。
④乱切りにする。

4/1（金）（夕）春雨サラダ

①春雨の50%の出汁。
②①をビニール袋に入れ、器へ直接絞り出す。
③きくらげ、人参の35％の出汁を加えて、一緒にミキサー
にかける。
④千切りにする。
⑤調味料をかける。

平成２３年 ２月 ４月分の写真付ソフト食レシピ作成

平成２２年５月 マニュアル作成

食 材 スベラカーゼ

穀類 粥（２５０ｇ） ６ｇ

食 材 出汁 ソフティア 使用料（１０人分の場合）

野菜類

きゅうり

２０％

１．２％

１０人分

白菜

もやし

１．０％

大根

揚げ茄子、焼き茄子

生茄子 ３５%

小松菜、青梗菜 ５０％

芋類
煮汁がある芋 ３５%

煮汁がある芋 ５０％

藻類 海藻 １００％
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食 材 出汁 ソフティア 使用料（１０人分の場合）

魚介類

うなぎ
３５％

１．０％ ５人分

浮きはんぺん以外の練り製品

浮きはんぺん
５０％

魚

白身魚フライ（厚い衣） ７０％

肉類

ハンバーグ
３５%

シューマイ

肉 ５０％

卵類
卵料理（冷凍） ３５%

卵料理（手作り） ５０％

上記以外 ３５％

ト ッ ピ ン グ

大葉、レタス、筆生姜等の飾りは常食と同じ
絹さや、グリンピース、紅生姜等のトッピング→トロミ

ミキサーのかけ方

玉葱は肉や魚と一緒にミキサーにかける。（出汁３５%）
１０ｇ未満の食材は他の食材と一緒にミキサーにかける。
同じ色の食材は一緒にミキサーにかける。
粒が残る食材（肉、芋）はクイジナート→ミキサー。
酢の物は出汁＋甘酢を入れミキサーにかける。

加 熱

スチ-ムで１００％、１５分加熱し、ソフティアを入れ攪拌し
ながらIHで加熱する。

冷 却

粥は常温で冷却する。

肉類

薄切り肉

①薄く流す。
②薄切り肉のようにスプーンでそぐ。

ハンバーグ

①1ケづつ型に入れる。
又は

②ブッシュドノエル型（大）に入れる。
③1ヶ付けになるように切る。

照焼等

①鶏肉の厚みがでるように成形する。
②斜め切りにする。
③たれ等を塗り、バーナーで焼き目を付ける。

小間

①ラップで丸く巻く。
②乱切りにする。

シューマイ・肉団子

①ラップで丸く巻く。
②常食と同じ個数になるように切る。

そぼろ

①薄く流す。
②フォークで細かくする。

魚介類

えび

①えびフライのトレーで成形する。
又は

ちくわ

①ラップで丸く巻く。
②斜めに切る。

照焼等

①魚のフィレらしく成形する。
②斜め切りにし、切り身のようにする。
③たれ等を塗り、バーナーで焼き目を付ける。

野菜類

いちょう切り

①ブッシュドノエル型（小）に入れる。
②縦半分に切り、うす切りにする。

千切り

①薄く流す。
②千切りにする。

半月切り

①ブッシュドノエル型（小）に入れる。
②うす切りにする。

乱切り

①ラップで丸く巻く。
②乱切りにする。

青菜

①薄く流す。
②スプーンですくって器に盛る。

カリフラワー・里芋・ブロッコリー

①1ケづつ型に入れる。
又は

①ラップで丸く巻く。
②常食と同じ個数になるように切る。

トマト

①ブッシュドノエル型（小）に入れる。
②くし型切りにする。

ふろふき大根

①ブッシュドノエル型（小）に入れる。
②縦半分に切り、うす切りにする。
③2ヶを合わせ、輪切りになるように盛る。

らっきょう漬

①ビニール袋に入れる。
②絞り出す。

卵類

炒り卵

①薄く流す。
②フォークで細かくする。

スコッチエッグ

①黄身を製菓用型（小）に入れ、固める。
②白身を製菓用型（大）に入れ、①を入れ固める。
③肉を小鉢に入れ、②を入れ固める。

オムライス

①薄く流す。
②卵シートの大きさに、1枚付けになるように切る。

オムレツ

①ラップに入れる。
②両角をつまみ、オムレツ型に成形する。

又は
①ブッシュドノエル型（大）に入れる。
②1ヶ付けになるように切る。

親子煮・カツ煮

①具を煮、それぞれ成形する。
②煮汁にトロミを付け、溶き卵を流し込む。
③②→①の順番で盛る。

豆類

豆

①ビニール袋に入れる。
②絞り出す。

がんもどき

①1ケづつ型に入れる。
又は

①ブッシュドノエル型（小）に入れる。
②常食と同じ個数になるように切る。

その他

糸こんにゃく・春雨

①ビニール袋に入れる。
②絞り出す。

コロッケ

①1ケづつ型に入れる。
①ブッシュドノエル型（大）に入れる。
②1ヶ付けになるように切る。

わかめ

①薄く流す。
②スプーンですくって器に盛る。

常食

ソフト食

平成２３年４月２５日
家族会総会


