
食種

（①＝朝パン食）

（②＝朝和食） 種類 内容

1 3月1日 女性 70歳代 常Ⅱ① ○

入院中美味しい食事をありがとうございました。ア
レルギー食物にも配慮していただき感謝しており
ます。時折トレイにのせてくださっているメッセージ
も可愛く心がなごみました。

アレルギーについては、不安を抱えながら食される
ことのないないように細心の注意を払って調理に
臨んでいます。
メッセージはささやかものですが、こころがなごま
れたとのことで幸いです。ありがとうございまし
た。

2 3月5日 女性 60歳代 常Ⅱ① ○

丁寧に作られているのがよくわかりる味でした。優
しいのにおかずにもなるようで、いつも主食を少な
めにしていますが全て完食してしまいました。

ご意見ありがとうございます。優しい味付けでも完
食していただけたことは、味付けが濃くなくても食
がすすむ丁度良い味付けに仕上がって提供できて
いたことになります。このよご意見を一つでも多く
いただけるように努めてまいります。

3 3月9日 女性 60歳代 常Ⅱ① ●
朝食は多分どこも牛乳がほとんどを思いますが、
出来たら他の飲み物も出してほしいです。

朝食の飲み物は牛乳以外に紅茶が選べます。選択
できることを入院患者さんにもう少し周知してもら
えるよう検討致します。

4 3月9日 女性 50歳代 常Ⅱ① ●

ちらし寿司とか酢の物の酢が少しきつい
味の濃い物も良くないだろうけど、横に柚子こしょ
うを少しのせたりしてくれると味変できて良いと思
う。
いろいろ書いてしまったのですが、全て完食！　食
事作って頂きありがとうございました。　入院して
いるとやっぱり楽しみはご飯です(^^)

酢の酸っぱさの感じ方は人それぞれですので「ちょ
うどよい」という設定はなかなか実現できません。
同じようなご意見が目立つようなら再点検します。
味変は昨今のブームのようですが、入院食での可
能性を模索してみます。
ご意見ありがとうございました。

5 3月14日 男性 60歳代 常Ⅳ① ○

いつも美味しくいただきました。
焼き立てのパンには感動しました。
大変お世話になりました。皆様に感謝します。あり
がとうございました。

焼き立てパンには同じようなご意見を多数いただ
いております。感動していただけて何よりです。

栄養管理室からの回答（お褒め・励まし＝○　要望・課題＝●）
受付
番号

回収日 性 年令

ご意見の種類と内容
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6 3月14日 男性 60歳代 常Ⅳ② ○

どの料理もおいしくいただきました。普段と比べる
と少し薄味に感じました。控えめにしているつもり
でしたが、自分が塩分を摂り過ぎていると改めて気
が付きました。ありがとう。

ご感想ありがとうございます。病院食は厚生労働
省から通達を受けている望ましい塩分摂取量での
調理にて提供しています。その味付けを薄く感じら
れたことは日頃が塩分過多になっている可能性が
あります。入院食を通じて日常の食事が客観的に
把握できたことは良い事ですので、ご自宅での食
生活も修正していきましょう。

7 3月15日 女性 70歳代 常Ⅱ① ○

おいしかった料理
トマトシチュー、クロワッサン

薄味で母の料理を思い出しました。全て私の好き
な主菜副菜でした。ありがとうございました。
野菜中心でこの1週間、病人とは思えぬ程、完食の
多かったこと。太ったかもしれません。

お母様の味に似ていたとのことでお口にあってよ
かったと思います。
病院食で提供している野菜量は、一日に食べても
らいたい量となっています。ご自宅での摂取量を
比較して調整しましょう。
ご感想ありがとうございました。

8 3月19日 女性 70歳代 常Ⅱ① ○●

どれも美味しくいただきました。なかでも小鉢物に
はいろいろ工夫されていて感心しました。薄味で温
かいご飯は家庭料理のようで落ち着きます。
入院して２~３日の間はご飯がとてもやわらかすぎ
ました。数日してからは少しずつ硬くなってちょう
ど良い食感になりました。
普段、1人暮らしでなかなか日々十分な料理には至
らず、少々偏った食生活になっています。計算され
た内容の食事をありがとうございました。和え物等
は参考にさせていただきます。

ご意見ありがとうございます。副菜は日々の食事
で頭を悩ますという声を聞きます。それが少しでも
解消されるよう入院中に提供されたものを参考に
なさってください。

ご飯の軟らかさについてのご指摘はいただくこと
があります。水加減や浸漬時間に注意してもらうよ
う現場に指示します。
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9 3月19日 女性 70歳代 常Ⅰ① ○

管理栄養士の皆様、本当にありがとうございまし
た。毎日、美味しいお食事を提供していただき心温
かいお食事でした。本当に毎日、美味しくいただき
ました。焼き立てパンも本当に良かったです。
栄養面を考えて出して頂いておりますので、大変参
考になりました。これからも頑張って美味しい食事
を提供してくださいます事を願っております。本当
にありがとうございました。

ご丁寧なご感想、ありがとうございました。
このようなご意見を頂戴いたしますと、調理に関
わっている全てのスタッフの努力と苦労が報われ
ます。今後もより良い料理を提供できるよう前進い
たします。

10 3月26日 女性 70歳代 常Ⅰ② ○

量も高齢者にちょうど良く大変美味しく頂きまし
た。毎日、自分で調理する身には人様に作っていた
だいて食べるという事がありがたいと感謝致しま
した。味もついつい濃くなりがちですので退院後の
塩分の参考になりました。ごちそうさまでした。

感謝のお言葉、ありがとうございます。年齢により
味覚が変化することもございますが、おかず全てが
濃い味付けですと塩分摂取量が高くなり血圧に影
響します。複数あるおかずのうち、濃い味付けは１
品として残りおかずは優しい味付けにしましょう。

11 3月29日 女性 40歳代 常Ⅲ① ●

献立に取り入れて欲しい料理
①ポテトサラダ　②もやしのナムル
③冷やしピーマン
④新玉ねぎレンジ蒸しカツオポン酢
⑤きのこソテー　⑥ねぎだく鶏ささみ
⑦白菜、しろな系のくたくた煮込み

ご提案ありがとうございます。①②⑤⑦は入院食
の献立にあります。⑦はシーチキンは入れて、その
他は献立にありませんので試作してみます。

12 3月30日 女性 60歳代 常Ⅱ① ●

夜のメインのおかずは、もうちょっと多めにしてほ
しい。

ご意見ありがとうございます。入院食は厚生労働
省から発表されている基準値に基づいて献立作成
して調理、提供しています。ご入院されている各人
の日頃の食事量はわかりかねますが、年齢、性別、
活動量を考慮して提供しています。ご理解の程、お
願いします。
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13 3月31日 女性 70歳代 常Ⅱ① ○

3日間の入院でしたが、食事を楽しみにしておりま
した。野菜もたくさん入っていろんな味付けがあり
おいしかったです。朝食はパンでしたが、あたたか
くてうれしかったです。
メニュー、味付けなど、スタッフの皆様の工夫やご
努力に感謝しながらいただきました。ありがとうご
ざいました。

このような意見を今後も多くの方からいただける
よう、スタッフ一同努力し続けます。ご意見ありが
とうございました。

14 3月31日 男性 70歳代 E1600① ○●

焼き立てパンはにおいがして最高でした。
副食にも細かい心配りが感じられるステキな食事
でした。日頃の努力がわかります。ありがとう。
年齢的にごはんが食べきれなかったことがある。ア
ンケートを集計されてご意見を参考にして患者をし
あわせにしてあげてください。

アンケートを記述して提出されるということは、入
院食提供を担っているスタッフに対して内容を問
わず伝えたい意思が強いものと受け取っておりま
す。中には厳しい意見をいただくこともございます
が、それを真摯に受け止め、食事を召し上がってい
ただくことでく入院生活が少しでも楽しくなれるお
手伝いができるよう、スタッフ一丸となって邁進し
ます。ご意見ありがとうございました。
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