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題字は キーパー 沖平美知子です

毎週火曜日は福祉QCの日として、GSが1か月スパンで改善できるものを取
り組んでいます。10月に取り組んだテーマは『残食の多いメニューの改
善をしよう』です。入居者の皆さんには、6月に嗜好調査を実施し、リク
エストも聞いて、それを反映させて管理栄養士が献立をたてているはず
ですが、残食数に変化が見られず…今回改めて取り組んでみました。

本来、施設の管理栄養士とは施設を利用している高齢者へ食事
を提供したり、栄養ケア・マネジメントを行ったりすることが
業務です。必要な食事量や食事内容を考慮して、主食・主菜・
副菜が提供されます。ただ提供するだけでなく、残さず食べて
頂くことが大切であり、おいしくて魅力ある食事の提供のため
に様々な工夫をする必要があります。
当苑で10月に新しくスチームコンベクションを購入しました。
良い機材が入ったのですから、保温性であったり、味・彩など
献立のマンネリ化を防ぎ、新メニューの提案等、献立の改革を
する時です。
食事の重要性、食べ物に対する感謝の気持ち、小さい時に教わ
ったはずですが忘れてしまっている方が多いです。
入居者の皆さんは栄養バランスのとれた食事を残さず食べて頂
き、管理栄養士は残さず食べて頂ける美味しい食事作りを、キ
ッチンスタッフと一緒に協力しながら、全集中！
実行するのみです。

現状把握
4月から9月までの半年分の残食数をチェックしました。残
食が多いメニューを見ると、共通の食材、共通の味付け、
共通の調理方法であることが分かりました。

対策検討

1 キャベツ
食べやすい大きさにカットす
る

2 切干大根
味付けをしっかり付ける。煮
込む時間を長くとる。

3 漬物
付けなくて良い人に付けてい
ないか再確認をする。

4
野菜のコ
ンソメ煮

8月のみ残食が多いので、暑
さが原因かも知れない。もう
少し様子をみる。

★朝食の改善案 ★昼食の改善案

★夕食の改善案

1

スープ
(コンソ
メ・中
華)

中華スープは卵を使用、コン
ソメスープは玉ねぎを使用す
る。具材を少なくしたら残食
が少ない傾向がみられる。

2 厚揚げ 絹揚げに代行してみる。

3 オクラ 回数を減らす(1回/月)

4
野菜サ
ラダ

味をしっかり付けて、シャキ
シャキ感を残さないようにす
る。

5
ピーナ
ツ和え

野菜を細かくカットする。
ピーナツ量を減らす。

1 金時豆
味をしっかり付けて艶を
だす。

2
角麩の酢味噌
あえ

麩のカットを小さくする。

3 白和え 味をしっかり付ける。

4
春雨の中華サ
ラダ

春雨サラダは炒め煮に変
更する。

5
れんこんのき
んぴら

献立にあげない。

6
きんぴらごぼ
う

ささがきにカットする。
味、艶をしっかり付ける。

7 ひじき炒り 味付けをしっかり付ける。

8 ぜんまい
繊維を残さない。よく煮
る。

9
刺身の大根の
つま

細くカットして食べやす
く、統一をする。

1 管理栄養士
献立をたてた管理栄養士が出来
上がった時点で味見をする。

2
カット・盛
付

丁寧に行う。見た目もきれい
に！

3 みそ汁 カットを小さくする。

4 小鉢
カットを小さくする。全体量を
減らす。盛付量を確認する。

5
マカロニサ
ラダ

味付けを変更、醤油を入れるな
ど、しっかり味付けを行う。

・10月11日(日)から下記の対策を実行しました。
・1か月後に残食チェックを行い、実施の結果を検証しました。

実施結果 9月に対策検討した結果、10月の残食数は以下のとおりでした。

★朝食 4月～9
月平均

10月

1 キャベツ 10.5 16

2 切干大根 18 12

3 漬物 38.6 39

4 野菜のコンソメ煮 11.3

★昼食
4月～9
月平均

10月

1 スープ(コンソメ・中華) 10.4

2 厚揚げ 10.8 8

3 オクラ 15 6

4 野菜サラダ 21 28

5 ピーナツ和え 13.2 7

※10月中に献立に上がって来なかったメニューは数が空欄になっています。

★総合的改善案

★夕食
4月～9
月平均

10月
4月～9
月平均

10月

1 金時豆 15.5 6 ごぼうのきんぴら 16.5 9

2 角麩の酢味噌あえ 11.5 5 7 ひじき炒り
11

3 白和え 12.3 7 8 ぜんまい 8.3

4 春雨の中華サラダ 14.4 9 9 刺身の大根のつま
12 20

5 れんこんのきんぴら
18

実施確認 前回上がった内容を再確認しました。

★朝食の改善案

みそ汁 カットの大きいものがある

漬物 付ける人、付けない人の再確認をする。

キャベツ 全体的にカットが大きい

・管理栄養士の味見はしている
ので味は落ち着いてきている。
・小鉢の盛付量は忘れてしまう
時があるのか。少量の人に多く
入っている時がまだある。
・11月12日(木)のキッチンミー
ティングで確認をする。

反省
①メニューのリピートが多いから残食量も減らないのではないかと思った。
(れんこんのきんぴら、野菜サラダ)
②小鉢のメニューを考える。マンネリ化している。
③高齢者でも昔ながらのメニューは食べない。飽きがみられる。新しいメニューの
提案が必要。
④メニューの紹介をしたら良い。掲示用献立に残食の多いメニュー(特に野菜)に関
しての説明を入れる。欄外に総カロリーは記入する。
⑤検討したことを1か月実施したが、まだ時間が足りないものもあるし、明らかに
結果が見えているものもある。まだまだ改善策が必要。次の半年をみる。今後も継
続して取り組む。

まとめ
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12月の花:シクラメン
花言葉:愛情・絆

①いらない物は捨てる
大掃除でまずやりたいのは「
いらないものを捨てる」こと
。1年使わなかったものは、不
要なものと割り切って手放し
ましょう。
日本には「もったいない」と
いう言葉がある通り、物を捨
てることには消極的なイメー
ジがあります。しかし、不要
なものを切り捨て、大切な物
を残すという行為の1部。自分
の快適な生活のためにも、大
掃除では思い切る勇気をもっ
てみましょう。

②ゴミ収集日をチェック
いらないものを分別できた
ら、次に気をつけたいのが
ゴミ収集日のチェックです
。不要物はもちろん、大掃
除をすると使い切ったスプ
レーや洗剤のゴミが出ます
。
大掃除では、いつもは使わ
ない掃除用具を使うことも
。事前に、ゴミ収集日とゴ
ミ出し方法を確認しておく
ことで、大掃除後に部屋の
中が散らかるのを防ぐよう
にしましょう。

大掃除に大切な3つのコツ

③完璧は求めない
大掃除で手をつけたいのは
、普段手をつけにくい場所
。そんな場所こそ、なかな
か汚れも落ちにくいもので
すよね。「大掃除をしよう
と始めてみたが、予定の半
分も終わらなかった……」
なんてこともあります。
完璧は求めすぎず、自分の
時間と体力と相談して掃除
するようにしましょう。ま
た、1人で大変な場所はプ
ロに任せるのも1つの手で
すよ。

天井
天井には見えない埃や、蜘
蛛の巣がついて意外と汚れ
ている場所。コツは、フロ
ーリングワイパーを使うこ
とです。なるべく床に汚れ
を落とさないようにしなが
ら、やさしく天井をなでる
ように掃除しましょう。

壁
壁には埃やタバコを吸う方がい
る場合にはヤニ、手垢など汚れ
やすい場所です。壁掃除はまず
掃除機で埃を取り除くことから
始めましょう。どうしても水拭
きからしたくなってしまうとこ
ろですが、埃を取らずに水拭き
から始めてしまうと、余計に埃
が壁に広がってしまうので気を
つけましょう。

窓
窓は外気と触れる場所のため
、埃や排気ガスで汚れていま
す。窓のガラス部分は水拭き
、サッシ部分はブラシと掃除
機を使うときれいに汚れを落
とせます。

玄関
家の中の大掃除が終わったら、
最後に玄関をきれいにしましょ
う！ 下駄箱の中の靴をすべて
出し、棚の中の砂や埃を取り除
きます。水もしくは洗剤で拭い
たあとは、乾いた雑巾などで拭
いて水分を取り切りましょう。
最後に、傘立てなども外に出し
、玄関の床をきれいにします。

100均アイテムも活躍！大掃除の便利グッズ

セスキ炭酸ソーダ
重曹よりも水に溶けや
すく、脂肪酸やタンパ
ク質を溶かす効果があ
ります。水に溶かして
使う場合の配合は、【
水：100ml】に対して
、【セスキ炭酸ソーダ
：1g】で作ります。
おすすめの使用先：キ
ッチンのベタつき汚れ
・しつこい油汚れの下
処理・手垢汚れ・血液
汚れ・玄関タイルの黒
ずみなど

クエン酸
水垢、石鹸カス、
アンモニア臭、タ
バコの臭いなど、
アルカリ性の汚れ
・臭いを落とす性
質があります。塩
素系漂白剤と混ぜ
ると有毒なガスが
発生するため、使
用時は注意しまし
ょう。
おすすめの使用先
：水垢・トイレ掃
除など

重曹
油汚れなどの酸性
の汚れにピッタリ
。消臭作用もあり
、掃除に使うのに
適しています。ま
た、研磨作用があ
るため、漆器や大
理石などへの使用
は控えましょう。
おすすめの使用先
：油汚れ・焦げ落
とし・電子レンジ
・排水溝のヌメリ
など

メラミンスポンジ
洗剤を使わずに水だけで
汚れを落とすことができ
るスポンジです。硬いメ
ラミン樹脂製のため、こ
びりついた汚れにも効果
があります。頑固な汚れ
の場合は、洗剤と組み合
わせて使うことも◎。
おすすめの使用先：水垢
汚れ、油汚れ、黒ずみ、
土汚れなど

大掃除のコツ

© LIMIA, Inc.より抜粋

新型コロナウイルスの終息が見えない状況が続いている中、感染
予防対策を継続しなければ自分の身を守ることはできません。食品
を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはないのか？こん
な疑問を抱いている方もいると思います。
2020年５月１日現在、食品（生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を
含む。）を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例
は報告されていません。食事の配膳等を行う場合は、不特定多数の
人と接する可能性があるため、接触感染に注意する必要があります
。また、食器についても同様で、清潔な取扱を含め十分気をつけて下
さい。コロナウイルスは熱（70度以上で一定時間）及びアルコール（60
％以上）に弱いことがわかっています。製造、流通、調理、販売、配膳
等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、手指消毒
用アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒
予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心
配する必要はありません。これからも感染症予防対策を継続し、安心
して共同生活ができるように各々がマナーを守って行動するように努
めましょう。（Y.S）
※参照HPより
新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）｜厚生労働省

一日/回は全員が出入りする所にデカデカと張り
出してある一枚の広報紙がある。
旧く清水苑生活信條である。
今一度確認しておきたい。

第一條 一流の福祉力向上を目指す誓い
第二條 広報力を高く目指す誓い
第三條 全人生開発に邁進する誓い
第四條 より良いコミュニケーションの誓い
第五條 明るく楽しく元気よく生活する誓い

我々はこの誓いを実践する。
如上の通りである。
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