
食種

（①＝朝パン食）

（②＝朝和食） 種類 内容

1 4月1日 女性 60歳代 常Ⅱ① ○

おいしかったもの
　さばの煮付け、エビフライ、
　茄子と豚肉の中華炒め
取り入れて欲しい料理
　ポテトサラダ、マカロニサラダ、
　麻婆豆腐
3月25日の朝のクロワッサンのパン、とてもおいし
くいただきました。販売希望します。たくさん購入
したいです。

ご意見ありがとうございます。
ポテトサラダは献立にあります。マカロニサラダ、麻
婆豆腐は検討いたします。
焼き立てのクロワッサンは、入院患者から一番好評
です。販売については、可能性を関係スタッフと協
議してみます。

2 4月5日 男性 50歳代 常Ⅳ① ○

4月5日朝に入院しましたが、最初の昼食から
感動しました。色取りも良く、味も最高で
とても病院でいただく味ではないなーと
思いました。　桜餅も甘すぎずとても美味しかった
です。ごちそうさまでした。
出していただいたものは作った方の気持ちを
考えて美味しく頂きます。毎日ご苦労様です。入院
中よろしくお願いします。

4月5日の昼食はお弁当スタイルでの提供で、春と
秋に各1回行事食として提供しているものです。お
喜びいただき何よりです。ご意見ありがとうござい
ました。

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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3 4月5日 女性 40歳代 常Ⅲ① ○●

全体的においしかったですが、主菜より副菜
がすごく好みでした！
おいしかった料理　：
キャベツとツナの和え物、胡瓜とワカメの
酢の物、パンプキンサラダ、焼き立てパン
取り入れて欲しい料理　：
とろろごはん、パンケーキ、インドカレー＆
ナン、ハンバーグ、豆乳

できれば献立を教えて欲しいです。
他の病院に入院した時は、トイレにメニュー
も置いてありました。そうするとアンケート
にも答えやすいです！
あと、退院後の参考にしたいので、レシピを
教えていただけるサービスがあったら最高
です♡　あと、普通なら高カロリーな
メニューを低カロリーにしていただいて食べられる
と満足度高いかもです。

色々なご意見ありがとうございます。
入院中の食事に関心が高いように見受けられまし
た。
メニュー配布については、入院されてきた方で希望
があれば配布している旨がわかるようなアナウン
スの運用を検討いたします。
レシピについては、順次ホームページにて紹介して
いく予定です。。

4 4月6日 女性 70歳代 常Ⅰ① ○
お花見弁当楽しんでいただきました。
病院で桜餅、食欲をそそります。

入院生活の楽しみの一つとなり嬉しく思います。あ
りがとうございました。

5 4月6日 女性 60歳代 常Ⅱ① ○●

お花見弁当をはじめどれもおいしかったですが、私
はお肉が好きなので、お肉がよかったです。でもい
ろいろ工夫されていて良かったです。
ご飯が少なかったので、量も選べたら嬉しいです。
特に入院しないとわからないことなので、入院中に
量の希望が聞いてもらえると助かります。
心のこもった食事、ありがとうございました。

ご意見ありがとうございます。
お弁当の主菜については次回のメニュー検討の際
に現場スタッフと協議いたします。
ご飯の量については年齢と性別で決定していま
す。個々人の日頃の摂取量は様々なため、人によっ
ては多い、少ないがあると思います。量の変更も受
け付けている旨をお配りした用紙に印字していま
すが、もう少しわかりやすいように
作り変えます。
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6 4月9日 女性 60歳代 常Ⅱ① ○●

すべておいしかったです（朝食は普通）。
お弁当はおいしかった。
夕食の時間をもう少し遅く、朝食の時間を
もう少し早い方が良い。

食事提供時刻については、調理現場スタッフの勤務
時間の関係で朝食をこれ以上早く、また夕食をこれ
以上遅くもできません。
朝食については、世間一般で食されている時間よ
りも遅い時間での提供であることは承知いたして
おりますが、現状よりも早い提供では現場スタッフ
の出勤時刻が午前4時台となり、私生活への負担
が大きくなってしまいます。またお部屋に配膳する
病棟スタッフも早い時間では十分な人員体制では
ありませんので朝食提供時刻は現在の時間が妥当
と思われます。何卒ご理解の程、お願い申し上げま
す。

7 4月10日 女性 60歳代 常Ⅱ① ●

ご飯がやわらかかった。 ご指摘ありがとうございます。
ご飯の硬さについての感じ方は好みに依るところ
が大きいのですが、それを差引いても硬い場合や
軟らかい場合があります。私たち栄養士も毎食検
食しており、あまりにも硬い、軟らかい場合はその
旨を所見に記入して現場に注意を促しております。

8 4月12日 女性 50歳代 常Ⅱ① ●

パンの時、ジャムではなくバターの日があればうれ
しい。

バターは脂質が多いので、一日の脂質摂取割合か
らすると規定量を超えてしまう日が出てきます。ま
たジャムに比してコストがかかるため、ほかの食材
料費を抑えてまで提供することは構想にありませ
ん。悪しからずご了承ください。
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9 4月12日 女性 70歳代 常Ⅰ① ○

あさぎり病院の食事は、よその病院よりもとてもお
いしいです。

ありがとうございます。よその病院の食事内容は同
業者として興味がありますが、目で見て味わうこと
はできません。そのため、皆様のご意見が参考にな
ります。今回は褒めていただきましたが、反対によ
その病院のように改善してほしいなどのご意見が
ございましたら遠慮なくお申し付けください。

10 4月13日 女性 40歳代 妊娠塩分① ○

減塩メニューでしたが、おいしくいただきました。 日頃食されている料理がどのようなものか存じ上
げませんが、入院中の食事と比してどこが違うのか
などを体感できたことと思います。料理の種類、調
味料の使用量、塩蔵物に注意しながら実践継続し
ましょう。　ありがとうございました。

11 4月15日 女性 70歳代 E1400① ○●

すべて薄味で家では嫌いなものもおいしくいただ
きました。
私はチキンがだめなので、主菜を選べるのは嬉し
いです。

普段嫌いなものでも目の前に配膳されて食してみ
ると意外と食べられました、という意見は多く寄せ
られています。これを機に日常の食生活に取り入れ
てみましょう。
主菜が選択でできる日は、ご入院日や食種により
限りがありますが、食べられないものが料理で使用
されている場合は、主菜に限り変更いたしますので
あらかじめお申し付けください。
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12 4月16日 男性 50歳代 E1800② ●

アレルギーの問題があるかもしれないが、卵料理が
食べたい。

ご要望有難うございます。卵料理は副菜の一部料
理として提供しています。　主菜料理として例えば
オムレツやオムライスなど卵をメインとして料理は、
調理上労力を要する（卵を薄焼きしてから具材を包
み込むなど）事、またご意見のとおりアレルギーを
もった方には別物をを調理しなくてはならないな
ど現場に負担がかかりやすいものです。ご理解の
程お願い申し上げます。

13 4月18日 女性 30歳代 妊娠塩分② ○

全部おいしかったです！！
特に、お花見弁当の時のさくらもち、たらのマヨ
ネーズ焼き、アジの竜田揚げ等の魚料理がおいし
かったです。
塩分コントロール食でしたが、私にとっては全く薄
味ではなく、どれもおいしくいただきました。毎日
の食事がとても楽しみでした。ありがとうございま
した。朝のフルーツやさくらもち、ゼリー等（おや
つ、ジュースはだめなので）が嬉しかったです。

ご意見ありがとうございます。　塩分制限の食事で
もおいしく食べることができてよかったと思いま
す。今後は入院中の食事の味付けが、ご自宅での料
理の味のベースになるようにしましょう。

14 4月25日 男性 80歳代以上 常Ⅲ① ○●

魚料理はどれも美味しくいただきました。その他の
料理も皆満足でした。
暑さが増してくる時期などに冷やしそうめんなどを
取り入れて頂ければと思います。

ご意見ありがとうございます。冷やしそうめんのよ
うな麺類で且つ冷たいものを提供することは、大量
調理では工程が多く定期的な提供は困難となりま
す。ちなみに7月の七夕の際に行事食として、冷や
しそうめんは提供しています。

15 4月26日 男性 80歳代以上 塩分A② ○

食事を考える方、作る人たちの入院患者に対する
愛情を強く感じます。誠にありがたく感謝を申し上
げます。

お言葉ありがとうございます。今後もこのような言
葉をいただけるよう安全で美味しい食事提供に努
めてまいります。
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