
◆非常食献立（0～9食目）◆　　　※0食目は、病棟配備 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別表7

E　（低残渣脂肪制限） F　（小児腎症） G　（離乳食） 備考
カロリーメイト りんごジュース ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） りんごジュース 白がゆ A献立と同じ 白粥　
りんごジュース ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） 栄養支援プリン ジューシオ たいみそ たいみそ
シーチキン 栄養支援プリン ごま豆腐 ミネラルウォーター りんごジュース りんごジュース
ミネラルウオーター ごま豆腐 ミネラルウォーター ジューシオ ごま豆腐

ミネラルウオーター ネオハイトロミール ミネラルウォーター ミネラルウォーター
白粥 白粥　 厨房冷蔵庫に牛乳、ヨーグルト、ヤクルト

缶入パン（ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ) たいみそ エンジョイゼリー りんごジュース 缶入パン（ﾚｰｽﾞﾝ） 缶入パン（ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ)　 りんごジュース などの在庫がある可能性高いが、要冷蔵
りんごジュース やわらかカップ（カニ） やわらかカップ（カニ） トマトジュース（野菜ジュース） エンジョイゼリー ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） のため扱いには注意が必要。
エンジョイゼリー りんごジュース 茶碗蒸し ジューシオ りんごジュース りんごジュース ミネラルウォーター
ミネラルウオーター エンジョイゼリー ミネラルウォーター ミネラルウォーター ミネラルウォーター ミネラルウォーター たいみそ

ミネラルウオーター ネオハイトロミール

白粥 白粥
白粥 ゆずみそ ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） りんごジュース 栄養支援プリン 白粥 白粥 給食在庫の栄養剤（テルミールミニ、ブイク
さんまかば焼き缶 味付けまぐろフレーク缶 栄養支援プリン トマトジュース（野菜ジュース） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） りんごジュース　 レス、リーナレンなど）は必要に応じて
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） やわらかごま豆腐 ジューシオ トマトジュース ゆずみそ やわらかごま豆腐 使用する。
トマトジュース トマトジュース ゆずみそ りんごジュース

親子丼の素 のり佃煮 エネプリン りんごジュース 白粥 白粥 白粥　
焼きのり とりささみフレーク缶 やわらかカップ（ホタテ） トマトジュース（野菜ジュース） とりささみフレーク缶 とりささみフレーク缶 りんごジュース
エネプリン マヨネーズ 栄養支援プリン ジューシオ ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） マヨネーズ とりささみフレーク缶
ミネラルウオーター エネプリン ミネラルウォーター のり佃煮 りんごジュース

ミネラルウオーター ネオハイトロミール ミネラルウォーター ミネラルウォーター

缶入パン（ﾚｰｽﾞﾝ） 白粥 白粥　
シーチキン缶 かつおみそ エンジョイゼリー りんごジュース 缶入パン（ﾚｰｽﾞﾝ） 缶入りパン（レーズン） りんごジュース
マヨネーズ やわらかカップ（カニ） やわらかカップ（カニ） トマトジュース（野菜ジュース） エンジョイゼリー りんごジュース エンジョイゼリー
野菜ｼﾞｭｰｽ 野菜ジュース 茶碗蒸し（カツオ） ジューシオ 野菜ジュース ミネラルウォーター かつおみそ
ミネラルウォーター ミネラルウオーター ミネラルウォーター ミネラルウォーター ミネラルウォーター ミネラルウォーター

ネオハイトロミール

カロリーメイトブロック 白粥 ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） りんごジュース 白粥 白粥 白粥　
やきとり缶 味付けまぐろフレーク缶 栄養支援プリン トマトジュース（野菜ジュース） 味付けマグロフレーク やわらかごま豆腐 りんごジュース　
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） やわらかごま豆腐 ジューシオ ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） やわらかごま豆腐
りんごジュース りんごジュース りんごジュース りんごジュース

白粥
のり佃煮 エネプリン りんごジュース 白粥 白粥 白粥　

エネプリン 栄養支援プリン やわらかカップ（ホタテ） トマトジュース（野菜ジュース） 栄養支援プリン シーチキン りんごジュース　
ミネラルウオーター エネプリン　 茶碗蒸し（カツオ） ジューシオ エネルギーゼリー（ゆず） りんごジュース とりささみフレーク缶

ミネラルウオーター ミネラルウォーター のり佃煮 ミネラルウォーター
ネオハイトロミール ミネラルウォーター

缶入パン（ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ) 白粥
とりささみフレーク缶 ゆずみそ エンジョイゼリー りんごジュース 缶入パン（ﾚｰｽﾞﾝ） 缶入パン（ﾚｰｽﾞﾝ）　 白粥
マヨネーズ とりささみフレーク缶 やわらかカップ（カニ） トマトジュース（野菜ジュース） とりささみフレーク缶 りんごジュース りんごジュース
トマトジュース マヨネーズ やわらかごま豆腐 ジューシオ トマトジュース ミネラルウォーター エンジョイゼリー
ミネラルウオーター トマトジュース ミネラルウォーター ミネラルウォーター ミネラルウォーター ゆずみそ

ミネラルウオーター ネオハイトロミール ミネラルウォーター

白粥 白粥
ミルクビスケット缶 たいみそ ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） りんごジュース 栄養支援プリン ミルクビスケット 白粥　
味付けまぐろフレーク缶 栄養支援プリン 栄養支援プリン トマトジュース（野菜ジュース） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） りんごジュース　
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（ゆず） やわらかごま豆腐 ジューシオ りんごジュース りんごジュース やわらかごま豆腐
りんごジュース りんごジュース たいみそ

白粥 白粥 ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） 白粥 白粥
親子丼の素 味付けまぐろフレーク缶 やわらかカップ（ホタテ） りんごジュース 味付けマグロフレーク ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） 白粥　
焼のり のり佃煮 エンジョイゼリー トマトジュース（野菜ジュース） ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾞﾘｰ（もも） かつおみそ りんごジュース　
おいしくせんい（うめ） おいしくせんい（うめ） ミネラルウォーター ジューシオ のり佃煮 りんごジュース とりささみフレーク缶
ミネラルウオーター ミネラルウオーター ネオハイトロミール ミネラルウォーター ミネラルウォーター

五目御飯

Ｂ　（極きざみ・移行食） Ｃ　（えんげ食） D　（流動食）　

白粥白粥

Ａ（常食・軟食・きざみ）
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◆病棟非常食（0食目）　在庫数◆

カロリーメイト りんごジュース ミネラルウォーター ツナ缶（油漬け）
ミルク用

ミネラルウォーター
倉庫名

合計 540箱（9ケース） 510本（17ケース） 480本（20ケース） 480缶（20ケース）
42本（2ℓ）
（7ケース）

栄養管理室

HCU
ICU

20箱 30本（1ケース） 24本（1ケース） 24本（1ケース）
HCU

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ

２E 20箱 30本（1ケース） 24本（1ケース） 24缶（1ケース）

4A器材庫

５AB 60箱（１ケース） 60本（２ケース） 48本（２ケース） 48缶（２ケース） 5AB器材庫

４AB 60箱（１ケース） 60本（２ケース） 48本（２ケース） 48缶（２ケース）

5C器材庫

６AB 60箱（１ケース） 60本（２ケース） 72本（３ケース） 72缶（３ケース） 6AB器材庫

５C 40箱 30本（1ケース） 48本（２ケース） 48缶（２ケース）

6C器材庫

７AB 60箱（１ケース） 60本（２ケース） 48本（２ケース） 48缶（２ケース） 7AB器材庫

６C 40箱 30本（1ケース） 24本（1ケース） 24缶（1ケース） 12本（2ℓ）（2ｹｰｽ）

7C器材庫

７C２ 18本（2ℓ）（3ｹｰｽ） ７C２病棟

７C 20箱 30本（1ケース） 24本（1ケース） 24缶（1ケース） 12本（2ℓ）（2ｹｰｽ）

8B器材庫

８C 60箱（１ケース） 60本（２ケース） 48本（２ケース） 48缶（２ケース） 8C器材庫

８AB 60箱（１ケース） 60本（２ケース） 72本（３ケース） 72缶（３ケース）

病棟



◆1～9食目　在庫数◆
在庫ケース ケース入数 在庫食数　

缶入パン（ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ) 42 24 1008
白粥 76 20 1520
缶入パン（ﾚｰｽﾞﾝ） 21 24 504
カロリーメイトブロック 9 （40g×20）×3 540袋（2本入）
五目御飯 10 50 500
ミルクビスケット缶 21 24 504
さんまかば焼き 30 18 540
シーチキン缶 21 24 504
親子丼の素 34 30 1020
やきとり缶 22 24 528
とりささみフレーク 22 24 528
マグロフレーク缶 22 24 528
りんごジュース 51 30 1530
トマトジュース 34 30 1020
エネプリン 56 18 1008
野菜ジュース 17 30 510
エンジョイゼリー 21 24 （日常使用）504
エネルギーゼリー（もも） 26 40 (日常使用) 1040
エネルギーゼリー（ゆず） 13 40 (日常使用) 520
おいしくせんい（うめ） 9 60 540
マヨネーズ 40個×10袋 960
焼きのり 1 100袋×10 (日常使用) 1000
たいみそ 3 40 （日常使用） 120
ゆずみそ 3 40 （日常使用） 120
のり佃煮 1 100 （日常使用） 100
ミネラルウオーター 131 24 3144

◆えん下障害対応食◆
在庫ケース ケース入数 在庫食数　

やわらかカップ(カニ）　 3 48 (日常使用) 144
茶碗蒸し 3 24 (日常使用) 72
やわらかごま豆腐 2 48 (日常使用) 96
やわらかカップ（ホタテ） 2 48 (日常使用) 96
エンジョイゼリー 4 24 （日常使用）96
エネルギーゼリー（もも） 3 40 （日常使用）120
エネルギーゼリー（ゆず） 3 40 （日常使用）120
栄養支援プリン（とうもろこし） 5 36 (日常使用) 180

◆濃厚流動食◆
在庫ケース ケース入数 在庫食数　

メイバランスHP1.0 24 12 （日常使用）1200kcal/人/日として90人分
テルミールミニα 20 24 （日常使用）1000kcal/人/日として96人分
ジューシオ 10 12 (日常使用) 160kcal/本　120本

◆備品◆
物品名

アルコール製剤
数量
5本

※濃厚流動食に係る費用は委託者の負担となります。


