
【はじめに】平成23年5月、当院新本館開設に伴い、
栄養科厨房が新設され、食事サービスの向上と適正
な温度の喫食を可能とする「ニュークックチルシ
ステム」を新たに導入し、食事の提供を行っている。
昼食時の院長検食・毎食時の栄養士検食で、食事内

容について数点の指摘から「患者食改善プロジェ
クト」を発足させ、メンバーによる試食会を経て、
スチコンメーカーシェフから新メニュー提示・調理
方法等の指導を受けた。これと並行して、入院患者
食事アンケートを実施し、これら稼働後の食事につ
いて評価・改善を行ったので報告する。

【新厨房概要】　栄養科厨房は、新本館3階に新設
された。面積は993.42㎡でオール電化厨房となっ
ている。再加熱カートは IH 方式としエージーピー
社の新型 IH カートを採用した。このカートは3点
加熱で、「主菜」「副菜」「汁物」についてそれぞ
れ加熱温度・加熱の強さの調節が可能で、食材の状
態や料理の水分量等に応じて適正な加熱条件を設定
することができる。また、安全な食事を提供する上
で温度管理は重要であることから、「集中温度管理
システム」を導入し、調理・冷却・盛り付け・再
加熱時の芯温測定、及びプレハブ冷蔵庫等の庫内温
度や各エリアの温湿度測定を行いデータの管理を一
括して行っている。食器は、IH 専用食器が必要と
なるが既製品に加え当院オリジナル食器を開発し採
用した。

演  題

132

ニュークックチルシステム導入と稼働後の患者満足度評価について

発　表　者 木内　圭子 千葉県　総合病院国保旭中央病院

共同研究者 安田　恵子、高橋　静子、坂井　厚夫

平成２３年５月、新本館開設に伴い 

栄養科厨房も新設され、新たに 

「ニュークックチルシステム」を導入した。            

院長検食の試食コメントを機に、 

〔患者食改善プロジェクト〕を発足、 

食事改善に取り組み、また入院患者様へ 

稼働後の患者満足度調査を取りまとめた。 

    国保旭中央病院 臨床栄養科 
           木内 圭子 

∗２３年５月新本館３階に新設 

∗面積９９３．４２㎡ 

∗オール電化厨房 

∗再加熱はIH方式（エージーピー社                         

IHカート） 

∗集中温度管理システム 

｜706｜



【ニュークックチルシステム】　ニュークックチル
とは、加熱調理した食材（料理）を90分以内にチル
ド状態（3℃以下）に急速冷却し、チルド庫で2日間
程度保存。冷たい状態で盛り付け後、再加熱カート
にセットし、提供時間に合わせて再加熱するシステ
ムである。
　ニュークックチルシステムの導入により、
1．温菜は提供前に再加熱することで温かく、冷菜、

フルーツは盛り付け後チルド室に保存され、冷
たく提供出来る。

2．加熱調理後に、短時間でチルド状態に冷却し、
食中毒菌の繁殖しやすい温度帯（40℃前後）を
短時間化する事で、衛生面の安全性が向上する。

3．2日間のチルド保存は、食材の中に味がしっか
りとしみ込み、同じ塩分でも美味しく仕上がる。

4．朝食の盛り付けを前日夕食後に準備出来る為、
朝から出勤して、朝食の準備がなくなり、労働
条件の改善につながる。

5．計画生産により2～3日分の料理がチルド保存
される為、災害時にも適切な食事提供が出来る。

以上のような利点が期待できる。

【患者食メニュー改善プロジェクト】　ニュークッ
クチルシステム稼働にあたり、栄養科では予めメ
ニューレシピを作成し、準備をしていたが、システ
ム稼働後提供された食事について、医師及び栄養士
の検食の中で味付けや仕上がり状態についていくつ
かの指摘があった。問題点を精査し改善を行う目的
で「患者食改善プロジェクト」を発足させた。メ
ンバーは、企画推進室（事務局）1名、事務部5名、
看護部2名、栄養科5名の計13名とした。
　プロジェクトの活動は、まず常食2週間（昼食）
の検食を行い「とてもおいしい」「おいしい」「普
通」「あまりおいしくない」「おいしくない」の5
段階評価とコメント・総評を用紙に記入した。その
中で、「あまりおいしくない」以下の評価が30%
以上のものについてピックアップし改善策を検討し
た。
　改善に当たって、他病院やホテル、機内食会社の
視察も検討したがより実践的な知識を得るために、
スチコンメーカーのシェフを当院に招き、技術向上
で、スチコン等の調理機器の使い方や、下処理の工
夫及び病院食としても使用できる新メニュー紹介に
ついて、指導を受けた。

 

クッキング（加熱調理） 75℃以上 1分 

 
急速冷却 90分以内に0～3℃ 
 

 

チルド保存 0～3℃保存 
 
 

コールドトレイメイク    8℃以下 
 
 

 

チルド保存    再加熱 
0～3℃保存      75℃以上再加熱（約４０分） 
 

企画推進室１名、事務部５名、 

 看護部２名、栄養科５名 計１３名 

試食会実施（常食２週間） 

問題点をピックアップし改善案を検討 

スチコンメーカーのシェフを招き調理 

 指導を受けた 
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【患者食アンケート】　ニュークックチルシステム
導入後最初の患者食アンケートを行った。
実施期間は7月25日（月）～29日（金）で、対象食
種は成人食・全粥食・妊婦食・高齢者食・青年期
食・学童期食・幼児期食である。アンケート配布数
267枚に対し回答数は231枚で回収率は87%、回答
者の平均年齢は54歳であった。
　質問項目は前年と同じで、質問項目は、「主食の
評価と摂取量」「おかずの評価と摂取量」「汁物の
評価」「果物・デザートの評価」「食器・盛り付け
の評価」「好みの料理」「食事に希望すること」で
ある。

【結果】Ⅰ　患者食改善プロジェクト
①薄口大根煮・温野菜カリフラワー・カリフラワー

バター風味主菜の付け合せは、味が無く、ただ
添えてあるだけで印象が悪い評価だった。

　主菜の汁等がしみ込んで味が付くものは良いが、
付かないものに関して塩分範囲内で素朴な下味
を付け、また、冷凍菜より季節の野菜を取り入
れた。

②和風ソテー
　味が薄い（塩味の不足）、肉が細かくなってしまっ

た（切り方が小さい）薄味でも満足出来るよう、
風味のある香味野菜を加えたメニューに置き換
えた。

③海苔和え（キャベツ）
　水分が出てしまい、味が薄くなってしまった。
　これは、クッキングの冷却時の過度の凍結、また、

トレーメイク前のしぼり切れなく生じた為、冷
却モードの設定確認と水気を取り除いてから調
味料と合わせるようにした。

④豆腐の五目汁
　汁物は、濃縮液を作り、レイメイク時に希釈して

使用している。
　試食会時は、希釈濃度の間違いから薄味に感じら

れた状態になってしまった。
　規定希釈の表示と、盛り付け担当者の味見の

チェックを徹底させた。
⑤ホワイトシチュー
　とろっとしたイメージに反し、水っぽく、具材も

大き過ぎて食べにくい評価だった。
　具材は、食べやすく小さくし、ルーの調合を工夫

して、再加熱時に焦げないとろみ加減に改善した。
新メニュー指導
　肉料理のバリエーション増加、大量調理に向く、
野菜も多く摂取出来る病院食のコンセプトにあった
メニューで本格的な味わいの「八宝菜」「酢豚」を
8月以降のメニューに取り入れ、スチコン調理の注
意点やテクニックについてシェフより指導を受けた。

新メニュー指導 
「酢豚」「八宝菜」→肉料理のバリエーションを増やす、大量調理に適している。 

料理 評価 改善

薄口大根煮
カリフラワー
（付け合せ）

主食の付け合せは、味が付い
ていればよいが、ただ添えて
あるだけだと印象が悪い。

主菜の汁等がしみ込んで味の付くものであ
れば良いが、そうでない場合は付け合せ自
体に下味を付ける事とした。

和風ソテー
味が薄い（塩味の不足）
肉が細かすぎる（切り方の規格
が小さい）

薄味でも満足できるよう、風味のある生姜
を加えた「豚肉生姜焼き」を新メニューとし
て追加。

海苔和え
水分が出てしまっていて、味が
薄くなった。

和え物は、味付け前によく絞り水気を取り
除いてから調味料と合わせるようにした。

豆腐五目汁
試食会時、希釈濃度を間違え
た為に本来の塩味が感じられ
なかった。

トレイメイク時を含め、味見をきちんと行い
問題がないかチェックする。

ホワイトシチュー
出来上がり状態が水っぽく、
具材も大きすぎて食べにくい。

具材は食べやすいように小さくカットする。
ホワイトルーの調合を工夫し、とろみ感を
もっと出すようにした。

７月２５日（月）～２９日（金）実施 

成人食・全粥食・妊婦食・高齢者食・青年期
食・学童期食・幼児期食喫食患者対象 

配布数２６７枚、回答数２３１枚回収率８７％ 

質問項目 「主食おかずの評価と摂取量」
「汁物の評価」「果物デザートの評価」「食器
盛り付けの評価」「好みの料理」「食事に希
望すること」 

前回 
主食の評価 

今回 

主食の摂取量 
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Ⅱ　患者食アンケート
主食について：（美味しい、普通）と答えた方が
89% であり、昨年の88% をわずかに上回った。摂
取量においても（全量摂取、少し残す）が70% であ
り、ほぼ良い評価が得られた。“硬い、炊き上がり
方が日により変わる”意見は、炊飯マニュアルの
必要性を感じた。
おかずについて：（美味しい、普通）と答えた方が
77% と昨年の77% と変わらない評価であった。し
かし（美味しい）の比率が前年の29% から31% に

上がったことは、評価すべきことと思われる。摂取
量は、（全量摂取、少し残す）が71% であり良い評
価が得られた。味付けは、薄い、濃いにわかれ個人
差が出ている。魚が生臭い、肉が硬いについては、
食材の検討、調理の工夫等が現在すすめられている。
汁物について：（美味しい、普通）と答えた方が
87% であり、昨年の88% を下回った。再加熱カー
トでの汁物は充分に温かいものを提供できる新シス
テムのメリットであるのでそのメリットを強化する
ためにも結果を検証していく必要性がある。
果物・デザートについて：（美味しい、普通）と答
えた方が95% であり昨年同様非常に良い評価が得
られた。
食器、盛り付けについて：（良い、普通）と答えた
方が96% であり昨年同様非常に良い評価が得られ
た。
好むメニューについて：麺、カレーライス、混ぜ御
飯、煮魚、煮物が上位を占め一般家庭で供されてい
るものを好む傾向にある。
食事に希望すること：バランス、和食、野菜の充実
が上位を占め食事面での健康志向が伺われた。

【まとめ】　ニュークックチルは、「安全でおいしい
食事提供」を可能とするが、新厨房オープンにより、
病棟配膳から中央配膳、ニュークックチル方式の導
入、IH カートによる再加熱等、業務が大幅に変
わった状況の中で、患者食アンケートの結果が全体
の評価としては昨年とほぼ同様である。主食の評
価・おかずの評価・汁物の評価（美味しい）が向上
した点、食器盛り付けの評価（良い）が向上した結
果からも、順調なスタートと言える。

おかずの評価 

おかずの摂取量 

汁物の評価 

たたき胡瓜 フルーツ 
 

千草焼き ポテトカレー煮込み 

好みの料理 → 麺、カレーライス、混ぜ御飯、煮魚、煮物 

食器・盛り付けの評価 

果物・デザートの評価 

食事に希望すること → バランス、野菜の充実、和食 

ニュークックチルは「安全でおいしい食事

提供」を可能とするが、今回の改善の効

果もあって、患者食アンケートの結果は

全体として昨年とほぼ同様ではあり、良い

評価が得られた。 

今後も栄養士・調理師一体となってさら

なる満足度向上に取り組んでいきたい。 
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　ただ、患者食改善プロジェクトでの評価にもある
ように個々の料理について、改善が必要な点が明ら
かになった。これは、クッキング（調理）でのレシ
ピ上の問題もあるが、IH 専用食器内での再加熱に
よる、食材の硬さや水分量の変化、仕上がり具合が
把握できていない点があると感じられる。

　今回の結果を踏まえて、今後も患者様、他部門の
声を取り上げ、レシピの改善や新メニュー導入によ
る献立の多様化に努め、栄養士・調理師一体となっ
てさらなる満足度向上に繋げていきたい。

演  題

133

重症化予防の為の集団・個別教室を実施して
～システム化にともなう情報の一元化～

発　表　者 富村　聡子 熊本県　愛生会　外山病院

共同研究者 永里　さよ子、横谷　育代、上原　恭子、野々上　利枝

「重症化予防の為の集団・個別栄養教室を実施して」
～システム化にともなう情報の一元化～について発
表します。
当病院では、医療・介護・福祉・保健のトータルヘ
ルスケア体制を構築し、地域に貢献することを理念
として業務がなされています。
各施設の写真と組織図です。このように20の組織
からなっています。
重症化予防の方法として、当病院はそれぞれの施設
に配置された管理栄養士の業務をシステム化し、情
報の共有化を図りながら業務を行っています。健診
センターでは健診後、対象者の一次予防を目的とし、
病院・透析センター・施設では重症化予防を目的に
集団個別指導を実施しています。
その方法として、システムを活用し、それぞれの管
理栄養士が情報を共有しながら栄養指導を行ってい
ます。外来や入院、施設の方だけでなく、健診者や
掛かりつけでない方へも幅広く教室への参加を呼び
かけています。外来や病院の栄養指導や各種病態の
栄養教室などはどの病院でもされていることなので、
資料をご参照ください。他施設にはないと思われる
指導の取り組みのみ紹介させて頂きます。
透析指導の一貫として、年4回「四季便り」という
栄養情報誌を発行し、掲載内容を説明しながら全員
に配布しています。透析教室や四季の食事会では、
季節の花を見に出かけたり、食事をしながら患者様

やご家族の方がリラックスできるような場を提供し
ています。
また、各施設の入所者の方や地域住民の方が気軽に
参加できる、健康づくりオープンカフェやなんでも
交流市を開催しています。季節や地元の食材を使っ
た定食や手づくりパンや飲み物を提供し、健康レシ
ピも紹介しています。地域住民の方が気軽に食事や
栄養に関しての相談を受ける体制づくりをしていま
す。
健診センターでは、この小冊子を使用しながら、目
標体重から必要な食事量を計算し、1日の食品配分
例を示しながら1人1人具体的な指導をします。2
年目以降の健診の方には、「血液検査結果一覧表」
を使用し、過去の健診結果と生活習慣を結びつけて
自分で考えてもらえるような指導を行っています。
検診後も意欲的に疾病予防に取り組んでもらうため、
各種教室への参加を促しています。
また、健康づくりのための小冊子や介護者の方向け
の資料集や認知症予防や高齢者の方の低栄養予防の
ための簡単味メニュー集の4種類の資料集を作成し、
患者様や介護者の方、健診者、地域の方にご利用い
ただいています。

【結果】多職種が連携しながら、継続した指導や教
室を行うことで、参加者の好評を得ています。血液
検査の経過例をグラフにしています。改善傾向また
は現状維持の方が多く、教室に参加することで食事
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