
食種

（①＝朝パン食）

（②＝朝和食） 種類 内容

1 5月12日 女性 50歳代 常Ⅱ① ○●

【美味しかった料理】
９日昼　魚のパン粉焼き
→味加減がよかった
１０日朝　焼き立てパンに感激しました
１１日昼　大根サラダ
→さっぱりしていておいしかったです。卵とじはほ
んのり甘く完食できる器。　ホスピタリティにあふれ
ています。主菜は肉の臭みが口に入れたときに感
じられました。

【美味しくなかった料理】
９日夕　ちらし寿司
→米がやわらかく団子状でした
１０日夕　トマトと雑魚の和え物
→家庭ではあまり組み合わせない料理。鰆はおい
しかったです（味付けをマネてみたいです）

【その他、意見・感想】
適温給食でおいしく頂きました。　朝食時「青色マグ
カップの中に紅茶が入っています」などメッセージ
は、食事を頂く側にとって嬉しく、食に対するスタッ
フさんの思いを感じました。
どの食事も「おいしそう」と視覚的に感じられる食
事でした。切り方、彩・・・。　美味しかったです。あり
がとうございました。

ご意見ありがとうございます。
ちらし寿司の酢飯は、混ぜ方によりムラができてし
まいますので、酢や具材を合わせる時に留意しても
らうよう現場スタッフに指示します。
トマトと雑魚の和え物はおっしゃる通りあまりない
組み合わせなので初めて食される方が多く評価が
分かれるところですが、特に不評は出ていません。
新しい発見をしていただければと思います。

食事は、見た目（視覚）から始まり、匂い（嗅覚）、温
度や味わい（味覚）と続きます。何れかが欠けてしま
うと食べる側の印象にも影響します。　そのほか
メッセージなどを添付することで、食事提供のサー
ビス全体が評価されることになります。食べる側の
立場に立って考えると普段あまり意識していない
ものが見えてくることがあります。しかしながら実
際に食べている側（＝入院者）からのご指摘で気づ
かされることもよくあります。様々なご意見をいた
だいて、できる範囲でより良いサービスが提供でき
ればと常々考えております。

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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2 5月14日 女性 30歳代 E1800① ○●

【美味しかった料理】
５月１２日の夕食のたまごとじカツとキュウリとわ
かめの酢の物、　焼き立てパン

【その他、意見・感想】
とてもおいしく頂きました。　糖尿病になり病院食
の味付けが気になったので、退院後参考にできる
ように表示等して頂けると嬉しいです。

ありがとうございます。
たまごとじカツ（チキンカツ）は３月に新規メニュー
として追加しました。ほかの方からも概ね好評を得
ております。

献立は病棟の掲示板に常食の内容を掲載していま
す。糖尿食はスペースの関係で掲載していません。
ご希望があれば印刷したものをお部屋にお届けし
ますので、病棟スタッフに遠慮なくお申し付けくだ
さい。

3 5月16日 女性 40歳代 常Ⅲ② ○

毎日ありがとうございました。栄養管理されたおい
しいごはん。毎食安心しておいしくいただきまし
た。　パエリアが食べたいと思いました。

ありがとうございます。
パエリアのような味付け主食は取り入れてほしい料
理としてよくあがっています。毎週金曜日の昼食は
主食を麺類、菜飯、ひじき飯など白飯以外で提供し
ています。パエリア、ピラフ、チャーハンのような洋
風や中華系味付けの主食も今後検討してみたいと
思います。

4 5月16日 女性 80歳代以上 常Ⅰ① ○

おいしく食欲がすすみました。　家でマンネリの食
事だと気づき恥ずかしい限りです。　心して主人の
食事を作って参りたいと思います。　これからも健
康にお過ごしくださいませ。　ありがとうございま
した。

お気遣いありがとうございます。
どの家庭でも料理は大変な作業です。凝りだすと
きりがありませんし、要する時間や食材費も大きく
なるかも知れません。できるだけ手間暇かけずかつ
おいしく作りたいというのが共通した思いでしょう
が、作る人や食べる人の嗜好的な理由で同じよう
な料理内容になることが俗にいう「マンネリ」かも
知れません。マンネリが一概に悪いとは思いません
ので、それに今回入院されて提供された料理でお
気に入りのものを少しずつ取り入れてみましょう。
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5 5月18日 女性 50歳代 常Ⅱ① ○●

【美味しかった料理】
・なすの田楽
いつもウチでは、なすはみそ炒めにしてましたが、
みそも砂糖も大量に使うので塩分糖分とも気に
なっていました。この献立のようにみそをあとのせ
ですれば少しの量でもしっかり味付けできるな、と
参考になりました。

【献立に取り入れてほしい料理、その他】
・ちらし寿司、にゅう麵は見た目にはうれしかった
けど、お米やわらかすぎ、麺やわらかすぎでザンネ
ン。病院食なのでやわらかめは仕方ないのですね。
・毎朝ヨーグルトがあったらいいな。
・毎朝牛乳ではなく、コーンスープとかミネストロー
ネとかもいいな。
・朝食にコーヒーや紅茶があったらうれしい。産科
がメインだから難しいのかな。

初めての入院で食事は全く気にしていなかったの
ですが、毎食きちんと考えて作ってくださっている
のがわかってうれしかったです。全て完食しまし
た。ありがとうございました！

入院中の食事で新たな発見をされるなど、料理に
対して高い意識を持たれて食されていたことがわ
かります。良いと思われたものは是非ご自宅でも取
り入れてみましょう。

ご飯は特に軟らかく炊いているわけではないので
すが、米そのものの水分量などにより炊きあがりが
変わってきますので結果的に軟らかめのものに
なったと考えられます。　麺料理は大量調理ではど
うしても軟らかくなってしまいます。悪しからずご
了承願います。

朝食内容については多くの方から似たような意見
を頂戴しています。ご提案の内容が実現できれば
さらに内容が充実した朝食になることは理解して
います。しかしながら、朝食の調理や盛り付けなど
は出勤してから配膳するまでの時間が短く、且つ調
理人員が少ないため、多くのことができません。現
状ではこれ以上のサービス拡充が困難ということ
ですのでご了承願います。

ご意見ありがとうございました。

6 5月18日 女性 40歳代 常Ⅲ① ○

白米の量が少し多く、途中から少な目にしていただ
きありがとうございました。
毎食、優しいお味で美味しかったです。食事の時間
を楽しみにしていました！！　退院後、自宅で食事
を作る際に、あさぎりさんでのメニューを参考にさ
せていただきます。　ありがとうございました。

パンやご飯の主食量は、年齢や性別に応じての提
供となりますが、人によっては多い少ないがあると
思います。量の変更は病棟スタッフにお申し付けく
だされば対応いたします。
参考になったメニューはご自宅でも是非ご活用く
ださい。
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7 5月20日 女性 70歳代 E1400① ○●

野菜がたくさんあっておいしかったです。
クリームシチューとかあっても良いのではないで
しょうか？

シチューは毎週土曜日の昼食にて、限られた食種
（糖尿病食など）で固定メニューとして提供してい
ます。常食（通常食）では毎週土曜日の昼食はカ
レーライスとなっています。過去のアンケート回答
にて取り入れてほしい料理でカレーライスと書かれ
ている方が多かったためそのようにさせていただ
いております。

8 5月20日 男性 40歳代 常Ⅴ① ○●

【美味しかった料理】
ロールキャベツ

【献立に取り入れてほしい料理】
カレー風味のものが欲しい

カレー風味のものはそのスパイシーさが食欲をそそ
ります。　当院でのカレー絡みのメニューは毎週土
曜日昼食のカレーライス、３週間に１回白身魚のカ
レームニエルを提供しています。もう２品ほどカ
レー風味の料理を検討してみたいと思います。ご意
見ありがとうございました。

9 5月21日 女性 80歳代以上 常Ⅰ② ○

【美味しかった料理】
ロールキャベツ

【その他ご意見】
家庭的なお料理が多かったので、これからはここの
ようにおいしくすることに頑張りたいです！　あり
がとうございました。

ありがとうございます。焦らず、あまり気負いせず、
入院中にお気に召された料理をできる範囲で取り
入れてみましょう。

10 5月24日 男性 70歳代 E1600① ○

おいしいごはん、三度三度ありがとうございます。
病もはやく快復すると思います。　運動不足で完食
しにくいですが・・・

「病は食べて治す」が私の座右の銘のひとつです。
しかしながら、いくら体に良い食品や料理だからと
いって一食あたりの量が多いなど、過ぎては意味
がありません。　入院中に召し上がった食事内容や
量を参考に、ご自宅でもそれにできるだけ近づけ
て続けてみましょう。
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11 5月25日 80歳代以上 常Ⅰ② ○●

栄養を考えてくださっています。　退院したら料理
が好きなので私も同じものを料理したいと思いま
す。

ヨーグルトがあると良いかなあと思います。

ヨーグルトを朝食につけてほしいという意見はよく
頂戴します。そのようなサービスをしたいところな
のですが、先述（＝5番目の回答）のとおり、時間と
人手の関係で現状では厳しいと思われます。悪しか
らずご了承願います。

12 5月26日 女性 70歳代 常Ⅱ① ○●

入院が初めてだったので、薄味とかこういうものか
なーと思いました。　全体的においしくいただきま
した。

おかずに多少の噛み応えのあるものがあっても・・・
（年齢食だったのでしょうか？）

入院食は厚生労働省からの通達の関係で、日本人
の一日の塩分摂取目標量にかなり近い量にて提供
しています。入院食での塩分量でもヒトは健康を維
持しながら十分に生きていけます。入院食が薄いと
感じる場合は、おそらく目標量以上の塩分摂取量
になっていることになります。味覚は一朝一夕で変
わるものではありませんので、少しずつ味覚を薄い
味に慣らしていきましょう。
おかずの内容は、普通食については年齢により区
分していません。「軟菜」など、別途指示がない限り
は特に軟らかく調理していません。

13 5月27日 女性 70歳代 常Ⅰ② ○●

【美味しかった料理】
ブロッコリーとみかん缶の和え物、大好きで美味し
かったです。

【献立に取り入れてほしい料理・その他】
その日のメニューによってはですが、ごはんを少し
減らしてでもデザート的（寒天ゼリーとか）な甘いも
のがほしかったなと思いました（買って食べればい
いんでしょうけど・・・）
楽しみは食事の時間！　すべて完食でした。　あり
がとうございました。

食後にデザートを食べることが常となっている方
にとっては、甘いものがないと物足りなさを覚える
というのは理解できます。　しかしながら食後のデ
ザートは内容や量によっては体に負担をかけるこ
ととなります。　「食後にたまに食べる」くらいが適
切と思いますが、体の状態が人それぞれですので
一概に具体的な量をいうことはできません。上手に
お付き合いしましょう。
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14 5月27日 女性 70歳代 常Ⅱ① ○

朝食の焼き立てパンがとても美味しかったです。
どの料理も丁寧に調理されていて美味しかったで
す。五日間という短い入院期間でしたが、楽しめる
ことができました。ありがとうございました。

退屈な入院生活を少しでも楽しんでいただけるよ
う食事の大切さを実感しております。　このような
声を多くいただけるよう努めていきたいと思いま
す。

15 5月27日 女性 60歳代 常Ⅱ① ○●

【美味しくなかった料理】
お吸い物が濃いと感じました。　２５日のほうれん
草とエノキのお吸い物は特に濃いと感じました。

【献立に取り入れてほしい料理・その他】
献立表があれば、このカロリーでいいんだと自分を
見直す事ができると思いました。
本当においしくいただきました。ごちそうさまでし
た。パン２皿とも本当に本当においしかった！！パ
ン食にしてよかった♡
早朝の業務ありがとうございました。

内容拝読しました。
汁物が濃いという意見はたまに見受けられます。私
どもも患者さんが食する前に検食といっていわゆ
る味見をしますが、汁物の味を濃く感じることがあ
ります。その都度調理スタッフに注意を促していま
す。味の安定に注力します。
献立表は病棟廊下に掲示しています。手元に置い
て食事の際に確認したいなどの希望があれば病棟
スタッフにお申し付けください。献立表をお持ちに
あがります。

16 5月28日 男性 70歳代 常Ⅳ① ○

朝パン食（クロワッサン）もおいしかったです。明る
く配膳してくるので、グッド。

クロワッサンは人気があります。
配膳など給仕するスタッフの応対ひとつで料理の
味わいも変わってきますので、食事に携わるスタッ
フ皆が自覚をもって取り組んでいます。ありがとう
ございました。
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