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１１１１．．．．事業事業事業事業のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

患者給食は、入院患者の病状に応じたきめ細かな対応が必要不可欠であ

り、入院患者に対し安全で且つ療養上必要な食事を提供し、疾病の回復を

図る目的を担います。一方で長い療養期間中の楽しみとしての側面も大き

く、食事の評価が病院の印象に大きく影響します。 

本プロポーザルは、食事提供の目的や主旨を十分認識し、円滑な栄養管

理業務の運営を図るため、優れた企画提案を募集し、さらにヒアリングを

実施して、最適な事業者を選考するものです。 

 

２２２２．．．．病院概要病院概要病院概要病院概要    

（１）施設名    常滑市民病院（開設者 常滑市長 片岡憲彦） 

（２）所在地    愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

（３）病院の規模  病床数２６７床（一般２６５床、感染症２床） 

（４）病床稼働率  約８２％（平成２７～２８年度平均） 

（５）建築概要 

    建築面積：約６，６５４平方メートル 

    延床面積：約２２，０３１平方メートル 

    構  造：Ｓ造一部ＲＣ造一部ＳＲＣ造（免震構造） 

    階  数：地上６階建 塔屋付 

 

３３３３．．．．運営事業者運営事業者運営事業者運営事業者のののの審査審査審査審査とととと決定等決定等決定等決定等    

（１）運営事業者の決定方法 

    申込者から提出された書類に基づく書類審査と、参加資格審査合格者

による企画提案（プレゼンテーション）を行い、各提案項目、運営能力

等について総合的な評価により選定します。なお、応募者多数の場合は

企画提案審査を行う応募者を書類審査により４者程度まで絞り込む場合

がありますので、参加申込書へ必要事項を漏れなく記入するようにして

下さい。 

 

（２）決定通知等 

    書類審査後および運営事業者候補者の決定後にそれぞれ文書にて通知

します。書類審査による合否の通知、書類審査合格者による企画提案（プ

レゼンテーション）審査、運営事業者候補者の最終決定は次のスケジュ

ールを予定しています。なお、都合により変更する場合常滑市民病院の

ホームページで行います。 

   （ア）参加資格審査   

    実施要項発表 

     平成２８年１０月 ６日（木） 

    書類提出期間 

     平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水） 
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    資格審査結果通知 

     平成２８年１０月２４日（月） 

   （イ）企画提案審査 

    質疑受付 

     平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月 ２日（水） 

    質疑回答 

     平成２８年１１月 ８日（火） 

    書類提出期間 

     平成２８年１１月１４日（月）から平成２８年１１月１８日（金） 

    企画提案書プレゼンテーション・ヒアリング 

     平成２８年１１月３０日（水） 

   （ウ）選考結果通知 

     平成２８年１２月上旬 

 

（３）審査項目と配点 

    企画提案（プレゼンテーション）における審査項目と配点は次のとお

りとします。 

   （ア）病院給食に対する基本的な考え方          …２０点 

     ・病院給食に対する基本的な考え方（栄養基準に従い、食種の多様

性対応）について、記載してください。 

     ・献立表に沿った調理・盛付量の遵守の徹底（治療食の必要性や意

味合い）について記載してください。 

     ・一般食（常食、シニア食、全粥食、分粥菜食流動食等）、治療食（特

別加算食及び加算できないその他の治療食）などについて、実際

に提供可能な材料で調理したメニューで提案して下さい。 

     ・予定する月曜日～日曜日までのメニュー表を作成してください。 

     ・提案できる行事食について記載して下さい。 

   （イ）安全衛生管理および危機管理体制          …２０点 

     安全衛生管理ならびにの考え方と取り組み方を記載してください。

設備・機器の管理・点検体制や災害等の発生、その他トラブル発生時

の対応について記載してください。 

     ・ 給食施設・機器の衛生管理、食材・食品衛生管理への取り組み

方について記載してください。 

     ・ 従業員の健康管理および感染症罹患時の対応について記載して

ください。 

     ・ 食物アレルギーの具体的な対応（調理から配膳確認まで）につ

いて記載してください。また異物混等インシデント防止対策と

発生防止の対応について記載してください。 

     ・ 設備機器の日常管理とトラブル発生時の対応について記載して

ください。 
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     ・ 地震等の災害時の対応（食材の調達と献立の工夫）について記

載してください。 

     ・ 食中毒・食品事故の予防についての取り組みと発生時の対応に

ついて記載してください。 

     ・ 代行保証の体制について記載してください。 

   （ウ）患者満足度の向上                 …２０点 

     患者の満足が得られる食事の提供について、考え方を具体的に記述

してください。記載方法や枚数、提案内容は自由とします。 

     ・ 委託業務に関連する患者への諸調査（嗜好調査、喫食調査、残

食調査等）の企画及び実施について協力するとともに、その結

果の評価及び活用について記載してください。 

     ・ 患者満足度を高めるための方策（調理方法、食材の選択等）に

ついて記載してください。 

     ・ 一般食や特別食の献立についての方針・考え方について記載し

てください。また季節行事食や選択食についての考え方と実例

について記載してください。 

     ・ 別表４ 患者満足度調査アンケート結果をもとに患者からの食

事のクレームに対する分析と対処について記載してください。 

     ・ 喫食量を上げるための方策（摂食不良の患者への対応）につい

て記載してください。 

   （エ）運営体制および従業員教育             …２０点 

     従業員定着のための方策、人員配置、組織管理、組織運営、従業員

の処遇並びに従業員教育についての考え方について記載してください。 

     ・ 配置予定の業務責任者（資格・経験等）について記載してくだ

さい。 

     ・ 従業員の士気・意欲の向上に向けた取組みなど従業員定着のた

めの取り組み方針について記載してください。 

     ・ 当該業務における従業員の配置計画（雇用形態・勤務形態別、

職種別になるべく詳細に）および指揮命令系統（シフト間・職

種間の連携、指示伝達の徹底方法等）について記載してくださ

い。また欠員補充の方策について記載してください。 

     ・ 従業員の待遇（職種別、雇用形態別の平均賃金及び登用等の待

遇についての考え方）について記載してください。 

     ・ 病院との連携体制について記載してください。 

     ・ 従業員教育について、その取り組み状況・内容・方法等、基本

的な考え方について記載してください。なお他病院などでの主

な研修実績や教育研修の成果の評価方法および基準について記

載してください。 

   （オ）委託料見積書                   …２０点 
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３３３３．．．．運営事業者運営事業者運営事業者運営事業者のののの審査審査審査審査とととと決定等決定等決定等決定等    

   参加者は、下記要件を全ての満たす法人でなければ参加できません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1

項の規定に該当しないものであることとします。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更

生手続き開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）第２１条に基づき再生手続き開始の申立てが

なされている者でないこととします。 

（３）特定債務等の調整の促進のための特定調整に関する法律（平成１１

年法律第１５８号）に基づく再生手続き開始の申立て又は再生手続

き中でないこととします。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立

て中又は破産手続き中でないこととします。 

（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年

法律第１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構

成員でないこととします。 

（６）事故発生した場合、事業者の責任において即時対応ができ、かつ相

応の保証能力を有していることとします。 

（７）事業者候補者選考後、不正又は不誠実な行為を行わないことを誓約

できる者であることとします。 

（８）参加表明書の提出日から事業者決定までの間、「常滑市暴力団排除条

例」（平成２３年１２月２７日条例第３７号）に基づく排除措置を受

けていないこととします。 

（９）国税及び地方税の滞納がないこととします。 

（１０）過去１年間に愛知県内の事業所において食品衛生法に基づく行政

処分を受けたことがないこととします。 

（１１）業務にあたり、食品衛生法等の関係法令に基づく許認可等（届出

を含む。）が必要な場合は、参加表明書提出の時点でそれらを有する

ものであることとします。又は、営業開始までに確実に取得する見

込みがあることとします。 

（１２）事業者は社団法人日本メディカル給食協会の会員であり、受託業

務の遂行が困難になった場合の代行保証が確認できるもの、又は同

等の代行保証体制をとれることが確認できるものであることとしま

す。 

（１３）事業者は病院給食業務にかかる医療関連サービスマーク認定業者

であるか、又は医療法第１５条の２の業務委託基準に適合する者で

あることを証明できるものであることとします。 

（１４）営業にあたり法律上必要とされる資格、免許を有する者を従事さ

せることができるものであることとします。 
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（１５）事業開始予定日に滞りなく事業を開始できること。 

 

４４４４．．．．応募申込手続応募申込手続応募申込手続応募申込手続    

   本事業者選考プロポーザルに参加しようとする方は、次のとおり、応募

申込の手続きをしてください。 

（１）受付期間 

   平成２８年１０月１１日（火） 午前８時３０分から 

平成２８年１０月１９日（水） 午後５時１５分（事務局必着）まで 

 

（２）提出書類 

    次の（ア）～（ウ）について提出してください。   なお、書類提

出の際は、ファイル等には綴じず、提出書類のみ必要部数をクリップ等

でまとめた形で提出してください。Ａ３用紙については必ず３ツ折して

ください。 

 

   （ア）参加申込書（別紙「様式１」） 

   （イ）会社案内等（作成している場合のみ） 

   （ウ）次にかかげる書類 

     ①現在営業している患者給食施設の営業許可証の写し 

     ②国税（法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３ 

未納のないことの証明）、都道府県税（法人県民税、法人事業税、

地方法人特別税、自動車税及び地方消費税証明書）、市町村税（法

人市民税、固定資産税・都市計画税及び自動車税の納税証明書）

について直近３期分 

     ③有価証券報告書の写し（有価証券報告書を作成していない場合は

計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書）について直近

３期分 

     ④過去１年間に愛知県内の事業所において行政処分を受けたことが

ないことの証明書類 

     ⑤社団法人日本メディカル給食協会の会員であり、受託業務の遂行

が困難になった場合の社団法人日本メディカル給食協会との病院

給食業務代行保証契約書の写し、又は同等の代行保証体制をとれ

ることが確認できる書類 

     ⑥病院給食業務に係る医療関連サービスマーク認定証の写し、又は

医療法第１５条の２の業務委託基準に適合する者であることを証

明できる書類 

 

（３）提出場所および提出方法 

    次の場所まで持参することとし、郵送等は不可とします。 
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   〒４７９－８５１０ 

   愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

   常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

   ☎０５６９－４７－６８１７（直通） 

 

（４）書類作成上の注意 

   ・ 提出する様式は全て片面刷りとし、使用する言語は日本語、通貨は

日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

に定めるものとします。カラー印刷を原則とします。 

   ・ 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、

必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成してくだ

さい。上下左右の余白は３０ｍｍを目安とし、文字の大きさは１０．

５ｐｔ以上とします。 

   ・ 上記にかかる書類の必要部数は（ア）、（イ）については１０部、（ウ）

については、１部（コピーは不可）とします。 

 

（５）その他 

   ・ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

   ・ 提出された資料は返却いたしません。 

   ・ 提出後の追加・修正は認めませんが、審査に必要な書類の提出を別

途で求める場合があります。 

   ・ 書類の内容について、確認または問合せを行うことがあります。 

 

５５５５．．．．現地見学会現地見学会現地見学会現地見学会のののの実施実施実施実施    

    事業者の募集にあたり、現場見学会を実施します。出席を希望する場

合は、「説明会参加申込書」（別紙「様式２」）に必要事項を記入のうえ、

期日までに郵送により提出してください。なお見学会に参加しなくても

参加はできます。キャップ、上履き、マスク等を持参してください。 

   （ア）見学会日時  平成２８年１０月２１・２８日（金）１３時より 

   （イ）集合場所   常滑市民病院１階 正面エントランスホール 

   （ウ）申込期限   平成２８年１０月１９日（水）１７時１５分まで 

   （エ）提出先 

      〒４７９－８５１０ 

       愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

       常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

 

６６６６．．．．企画提案企画提案企画提案企画提案（（（（プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション））））審査審査審査審査    

    書類審査に合格した応募者は、つぎのとおり企画提案（プレゼンテー

ション）にかかる書類を提出して下さい。 
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（１）受付期間 

   平成２８年１１月１４日（月） 午前８時３０分から 

平成２８年１１月１８日（金） 午後５時１５分（事務局必着）まで 

 

（２）提出書類 

    次の（ア）～（カ）について提出してください。なお、書類提出の際

は、ファイル等には綴じず、提出書類のみ必要部数をクリップ等でまと

めた形で提出してください。Ａ３用紙については必ず３ツ折りしてくだ

さい。 

   （ア）病院給食に対する基本的な考え方（別紙「様式３」） 

   （イ）安全衛生管理および危機管理体制（別紙「様式４」） 

   （ウ）患者満足度の向上（別紙「様式５」） 

   （エ）運営体制および従業員教育（別紙「様式６」） 

   （オ）委託料見積書（別紙「様式７」） 

 

（３）企画提案審査は、書類審査のほか、提出書類のプレゼンテーション・ヒ

アリングによって評価します。 

    ① 応募者による提出書類の説明（プロジェクター使用等による２５

分以内のプレゼンテーション）と選考委員会による２５分程度の

ヒアリングを行います。 

    ② プレゼンテーション・ヒアリングは、５名以内で行ってください。 

    ③ プレゼンテーション・ヒアリングは、平成２８年１１月３０日（水）

に行います。 

 

（４）提出場所および提出方法 

    次の場所まで持参することとし、郵送等は不可とします。 

   〒４７９－８５１０ 

   愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

   常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

   ☎０５６９－４７－６８１７（直通） 

 

（５）書類作成上の注意 

   ・ 提出する様式は全て片面刷りとし、使用する言語は日本語、通貨は

日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

に定めるものとします。カラー印刷を原則とします。 

   ・ 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、

必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成してくだ

さい。上下左右の余白は３０ｍｍを目安とし、文字の大きさは１０．

５ｐｔ以上とします。 

   ・ 上記にかかる書類の必要部数は（ア）～（カ）については１０部と
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します。 

   ・ 提出書類は、その各項目における必要記載事項または提案事項がな

い場合でも提出してください。その場合には、「記載に該当する内容

がありません。」または「記載に該当する提案がありません。」等と

それぞれの様式に記載してください。なお、白紙での提出とみなさ

れる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失することになります

ので注意してください。 

   ・ 提案項目において、１つでも未提出のものがあった場合には、提案

項目の合計点は零点とします。 

 

（６）その他 

   ・ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

   ・ 提出された資料は返却いたしません。 

   ・ 提出後の追加・修正は認めませんが、審査に必要な書類の提出を別

途で求める場合があります。 

   ・ 書類の内容について、確認または問合せを行うことがあります。 

 

７７７７．．．．募集募集募集募集にににに係係係係るるるる質疑質疑質疑質疑についてについてについてについて    

    企画提案（プレゼンテーション）にかかる質疑がある場合は、下記の

期間に限って受け付けます。「質疑書」（別紙「様式８」）に必要事項を記

入のうえ、電子メールに添付して提出してください。電話での質疑は受

け付けません。 

   （ア）受付期間 

      平成２８年１０月２７（木）から平成２８年１１月 ２日（水）

午後５時１５分までとします。 

   （イ）各応募者の質疑をとりまとめ、応募者に対し回答を電子メールに

添付して送付します。 

   （ウ）質疑の範囲 

      質疑は、実施要項及び配布する資料に関することとし、それ以外

の事項についての質疑は受け付けません。また質疑への回答は、

実施要項の細部説明及び補完する内容のものとし、質疑事項全て

に対して回答ができるとは限りません。 

   （エ）提出先 

      〒４７９－８５１０ 

      愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

      常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

      電子メール：byoinkanri@city.tokoname.lg.jp 

       ※件名を必ず「常滑市民病院患者給食運営事業者候補者選考に

関する質疑事項」としてください。 
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８８８８．．．．運営条件等運営条件等運営条件等運営条件等についてについてについてについて    

（１）運営期間等 

  ・ 指定場所における運営許可は、常滑市病院事業の施設における目的外

使用に関する規定（平成２７年４月３０日病院事業管理規定第１号）

基づく行政財産目的外使用の方法で行います。 

  ・ 使用許可期間は平成２９年５月１日から平成３２年４月３０日の３年

間としますが、運営状況が良好で、許可内容・条件等に違反が無い場

合には更新することができるものとします。 

 

（２）準備期間および現在の営業者からの引継 

  ・ 出店準備を平成２９年 ４月 ２４日（月）から平成２９年 ４月３

０日（日）の間に行い、平成２９年 ５月 １日（月）から運営開始

するものとします。保健所等への手続きは遅滞なく行ってください。 

  ・ 新たな事業者は、現在の事業者より業務履行期間中に業務内容の引き

継ぎの申し出があった場合には、業務に支障のない範囲で確実に引継

を行うこととしてください。それらに要する費用は、病院は負担しま

せん。 

 

（３）事業者が実施する食種 

    一般食（常食、シニア食、全粥食、分粥菜食流動食等）、治療食（特別

加算食及び加算できないその他の治療食）とし、１日朝、昼、夕の３回

及びおやつ、年中無休で提供してください。また当院内にある人工透析

センターの患者向けに事前予約制の外来透析食、院内託児所を利用中で

食事を希望するものに対する事前申込制の託児所食を提供して下さい。 

   ・ 契約上の食種の分類としては上記一般食及び治療食の２区分として

ください。 

   ・ 食種別の食数率表は別表１のとおりです。 

   ・ 食数は１日について、朝、昼、夕各１９０食を基準として算定して

ください。 

   ・ 朝、昼、夕の食事以外での病棟への給茶業務・搬送業務は必要あり

ませんが、食事時の配膳に合わせてお茶を提供してください。 

   ・ 年間の季節や行事おいては、行事食を用意し、相応しい献立作成の

うえ、調理・盛り付けにも工夫を凝らし、メッセージカード等を用

いるなど効果的に演出することとします。 

 

（４）基本的な業務内容 

    事業者は、厚生労働省が定めた「入院時食事療養費（Ⅰ）」および厚生

労働省の示す「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月１５

日指第１４号）（厚生省健康政策局指導課長通知）及び「医療法等の一部

を改正する法律等の施行について」（平成１３年２月２２日医政発第１２
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５号）（厚生労働省医政局長通知）に則り、適時適温を配慮した食事サー

ビス業務を行うとともに、行事食の提供など常に患者の食事サービスの

向上に努めた食事提供を行うこととします。 

  （ア）栄養管理 

患者食の栄養基準及び食事については、委託者の約束食事箋を遵守

することとしていただきます。また委託者の栄養管理業務を遂行する

にあたり、可能な限り電算化を図り、データを保存し、委託者の求め

によりデータを提出することとしていただきます。 

業務分担は下表のとおりとします。業務にあたっては、以下の内容

を満たしてください。 

 

業務内容 委託者 事業者 

病院給食運営の総括 〇  

栄養管理委員会の開催、運営 〇 △ 

献立作成基準（治療食を含む）の作成 〇  

献立表の作成  〇 

献立表の確認 〇  

食数の指示・管理・集計 〇  

食事箋の管理 〇 △ 

嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 〇 △ 

検食の実施・評価 〇 △ 

官公庁提出書類等の作成・保管管理 〇 △ 

給食関係の伝票の整理、報告書の作成・保管 〇 △ 

栄養指導（外来・入院・在宅） 〇  

残食調査の実施  〇 

△は協力体制を表す。 

 

     ① 献立表の作成 

       ・ 献立表の作成は、約束食事箋に定めた栄養基準を満たすよ

うに委託者が作成してください。より質の高い食事を提供

するための提案を積極的に行ってください。 

       ・ 献立作成上必要なシステム（給食部門システム（献立作成

ソフト含む。））を使用することとします。また委託者と連

携を取り、支障をきたさないように情報の共有化を図るこ

ととします。 

       ・ 献立表及び食数に基づき、適正な食材の発注・確保を行う

こととします。 
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     ② 食数・食事指示 

       ・ 食数は、病院情報システム病床管理、食事オーダシステム

などにより入力された情報を基に、事業者が必要な情報の

集計及び帳票などを出力し、食事サービス業務にあたって

ください。 

       ・ 食事指示は、医師から医療情報システムの食事オーダによ

り入力され、栄養部門システム内で管理を行うこととしま

す。また入院に関する患者情報入力及び確定、退院、転棟・

転室、食事変更、外出泊等の情報入力は、診療科、病棟に

て行います。 

       ・ オーダ締め切り時間経過後、情報システムを使用して食数

情報の集計を起動し、連帳票など出力業務を行ってくださ

い。食事ラストオーダ（食事変更指示）、入退院オーダ等

のラストオーダ締め切り時間は、次の通りです。 

          【朝食】当日０６：００まで 

          【昼食】当日１０：００まで 

          【夕食】当日１６：００まで 

       ・ 新規入院受付締め切り時間は、次の通りです。 

          【朝食】当日０８：００まで 

          【昼食】当日１３：００まで 

          【夕食】当日１８：１５まで 

       ・ 付添食の締め切り時間は、次の通りです。病棟に「付添食

申込書」を配置し、病棟担当者から給食事務室に持参する

こととします。 

          【朝食】前日１７：００まで 

          【昼食】当日１０：００まで 

          【夕食】当日１６：００まで 

       ・ 食事指示締め切り時間経過後の緊急を要する食事変更及び

緊急入院患者等に対する食事の変更及び追加の依頼に対

しては、可能な限り誠意を持って対応してください。 

       ・ 約束食事箋の改定及び新規食事箋策定の必要性を委託者か

ら求められた場合は、委託者に協力してこれにあたること

とします。約束食事箋に定められていない治療食の提供が

指示された場合には、委託者へ報告・確認のもと速やかに

これに対応し食事を提供することとします。 

       ・ 一般食・治療食の献立は、院内約束食事箋に基づく食品構

成に従い、患者食を作成することとします。 

       ・ 材料調達等に関して、やむを得ない事情により献立表を変

更する場合は、献立変更を委託者へ報告し了解を得たうえ

で実施することとします。 
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     ③ 栄養基準 

       ・ 一般食栄養基準に関しては、約束食事箋の一般栄養基準、

栄養量と食品構成表に従い、栄養管理の徹底を図ることと

します。 

       ・ 治療食栄養基準に関しては、約束食事箋の治療食栄養基準

に従うとともに、医師の発行する食事指示箋に基づき適切

な食事を提供することとします。 

     ④ 検食の実施 

       ・ 検食を行う食種は、患者に提供する指定の食事とし、所定

の場所に準備することとします。検食終了後又は所定の検

食時間経過後は速やかに下膳することとします。 

       ・ 検食は、患者の提供する食事として適正か否かを評価する

ために行うものであり、評価結果は検食簿に記入すること

とします。検食簿は、献立名が明記されたものとし、出力

は事業者が行うこととします。 

       ・ 検食の経費については、委託者の負担によるものとします。 

       ・ 休日等委託者の管理栄養士が不在の場合は、事業者の検食

を栄養科検食の代行として取り扱い、その評価を検食評価

とするものとします。 

     ⑤ 事故食の取扱い 

       ・ 事故食については、その都度事故食を報告し、委託者の責

に帰する事故食か否かの確認を受けることとします。 

       ・ 事故食の定義は、次の通りです。 

         ⅰ）配膳の際に委託者や患者が膳を返す、こぼす等により

新たに必要になった食事。 

         ⅱ）食数表出力後、入院予定の患者が都合で入院取り消し

となった食事。 

         ⅲ）委託者の連絡不備等により、オーダ締め切り時間後に

欠食、退院及び外泊で不要となった食事。 

         ⅳ）その他、委託者の責により生じた不足分の食事。 

 

     食材の調達や材料管理に関する業務分担は下表のとおりとします。

業務にあたっては、以下の内容を満たしてください。 

 

業務内容 委託者 事業者 

給食材料の調達（契約・発注・検収）  〇 

給食材料の点検・保管・在庫管理  〇 

給食材料の出納事務・使用状況の確認  〇 
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     ⑥ 食材の調達・材料管理 

       ・ 食事の提供に先立ち、調理後の調理品は委託者と事業者の

検品を受けることとします。 

       ・ 使用する食材は、特に安全性に注意を払い、感染症問題や

放射性物質、残留農薬、メチル水銀などの問題にて、流通

の制限や安全面での指摘があるときは、その食品又は産地

等に注意することとします。 

       ・ 患者自己負担分に見合う食材を使用することとします。 

       ・ 食材の調達は次の通りとします。 

         ⅰ）食材の購入にあたっては、新鮮でかつ廉価なものを仕

入れることを旨とし、あらかじめ搬入ルートが確実で

衛生的な納入業者を選定することとします。 

         ⅱ）購入食材は、品質、数量を検収することとします。  

         ⅲ）事業者は委託者の求めにより、食材購入業者の衛生管

理状況等の報告に対応できる体制をとることとします。 

         ⅳ）食材調達にあたっては、原産・産地、トレーサビリテ

ィに必要な製造番号等のデータが、病院の求めに応じ

て提出可能であることとします。 

       ・ 材料費の中に別表２「特殊食品リスト」を含むものとしま

す。 

       ・ 食材管理は次の通りとします。 

         ⅰ）食材の使用にあたっては、賞味期限、消費期限に注意

し、期限内かつ日付に余裕のある消費を心掛けること

とします。 

         ⅱ）納品された食材については、変質・劣化のないよう適

正に管理し、食材消費日計表を作成することとします。 

         ⅲ）原材料は、原材料の取り扱い等点検表に基づき項目の

点検を行いその記録を保管することとします。 

         ⅳ）その他事業者は委託者と常に密接な連絡、協議を行い

患者食に支障をきたさないよう円滑な材料管理を行う

こととします。 

 

     ⑦ 保存食の管理 

       ・ 保存食の管理については、院内施設において食品衛生の見

地から原材料及び調理済食品を食品ごとに５０ｇずつビニ

ール袋又は容器に入れ密封し、冷凍庫（－２０℃以下）で

２週間以上保存することとします。 

       ・ 原材料は特に洗浄、消毒等を行わず購入した状態で保存す

ることとし、調理済食品は料理と料理の接触を避けるため、

料理毎に保存することとします。なお食品、料理が入った
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小袋は、朝・昼・夕毎に専用の容器にまとめ保存すること

とします。 

 

     調理作業の管理に関する業務分担は下表のとおりとします。業務に

あたっては、以下の内容を満たしてください。 

 

業務内容 委託者 事業者 

作業仕様書・計画書、管理点検記録の作成  〇 

作業仕様書・実施状況、管理点検記録の確認 〇  

調理、盛付  〇 

配膳、下膳（病棟所定位置まで）  〇 

厨房設備、食器、調理器具の洗浄・消毒  〇 

濃厚流動食の調合  〇 

 

     ⑧ 調理作業管理 

       ・ 患者食の調理は、院内の指定された調理施設で受託責任者

の十分なる監督の下において行うこととします。 

         ⅰ）院内の指定された調理施設で、受託責任者（管理栄養

士または調理師）の十分なる監督の下に行われること

とします。 

         ⅱ）事業者は、検食予定表に従い、患者に提供するすべて

の食事に検食簿を添え準備することとします。 

         ⅲ）事業者は、所要の栄養量が確保できる適正量使用を遵

守することとします。 

         ⅳ）検食は、次の時間に検食者へ届けることとします。食

器の下膳ついては、委託者の指示に従っていただくこ

ととします。 

           【朝食】 ７：３０ 

           【昼食】１１：３０ 

           【夕食】１７：３０ 

       ・ 患者食は、各食種の特性を十分に理解し、茹で時間、切り

方等に工夫を凝らし、柔らかさ、大きさ等患者が食べやす

い形態に調理することとしてください。 

       ・ 患者食の調理・盛り付け作業にあたり、従事者が共通の認

識のもとミスやムラのない調理を行われるよう、日々事前

確認、定期ミーティングを行うこととしてください。 

       ・ 調理業務にあたっては、標準作業書、大量調理マニュアル

を参考に調理等における点検表、食品の加熱加工、配送時

の保冷記録簿等の点検・記録を、ＰＤＡ等を用いたデータ
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管理を確実に実施し、食中毒予防のための衛生管理点検項

目に基づく衛生管理を厳守することとします。 

       ・ 調理作業にあたっては、食材の変質、異物（毛髪、虫、金

属等）の混入等十分な注意を払い実施することとしてくだ

さい。 

       ・ 食札に出力されるコメントおよび個人対応による特殊な指

示、禁止事項等については、常に注意を払い確実に対応す

ることとしてください。 

       ・ 調理従事者は、常に調理技術の向上と栄養知識を十分身に

付けるために研修等を行い日々研鑽することとしてくださ

い。 

     ⑨ 盛り付け業務 

       ・ 盛り付けは、衛生管理や食事提供サービスの基本について

十分に教育・養成された者がこれを行うこととしてくださ

い。受託責任者は、定期的に食品の扱い方、盛り付け状態

をチェックすることとしてください。 

       ・ 盛り付け・配膳時の服装は、清潔なものを着用することと

してください。また厨房及び配膳室への入室時には、手指

の洗浄・消毒を十分行い、感染の防止等にあたることとし

てください。 

       ・ 盛り付け時には、異物の混入等を細心の注意、一つ一つ丁

寧な盛り付けを行うこととしてください。 

       ・ 盛り付けは、献立表を基本に食札に記載された特別指示や

禁止コメント、食品の指示に従い適正な量の配分、盛り付

けを行うこととしてください。 

       ・ 季節や配膳室の室温等に注意し、料理及び食品が適正な温

度で提供されるように保温・保冷に努めることとしてくだ

さい。特に牛乳・ヨーグルトや治療食のゼリーを使用した

料理に関しては、膳組み直前まで保冷するように努めるこ

ととしてください。 

       ・ 患者食の盛り付けは、覆いのない配膳棚を使用する場合に

は６０ｃｍ以下の棚を使用した盛り付け作業を行わないこ

ととしてください。 

       ・ 患者食の膳組は、患者氏名の取り間違いの無いように予防

策を講じることしてください。盛り付け・膳組完了後、食

事の不足や料理の欠品等がないか必ず点検することとして

ください。 

       ・ 盛り付け前には必ず味の確認を２名以上で行うこととして

ください。 

       ・ 盛り付けに使用する食器は、洗浄後確実に消毒された清潔
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な物を使用し、定められた食器を使用して盛り付けること

としてください。食器は盛り付け前に十分目視し、汚れ、

破損のないことを確認して使用することとしてください。 

       ・ 食器は料理や食品及び対象患者の年齢等の適正を判断しな

がら使用することとしてください。 

     ⑩ 配膳業務 

       ・ 委託者が各病棟フロアのデイルームに配膳車を搬送し、配

膳車単位にて看護職員に手渡すこととします。配膳時間を

守り、適時・適温給食に努めることとします。食事時間は

下記の通りとします。 

           【朝食】 ８：００ 

           【昼食】１２：００ 

           【夕食】１８：００ 

         ただし、それぞれ６階、東５階、西５階、東４階、西４階、

３階の順に配車し、患者への配膳時間の３０分前には配膳

を開始すること。 

       ・ 延長・おやつについては、食事時間はつぎの通りとする。 

           【朝延長・おやつ】 ９：３０ 

           【昼延長・おやつ】１４：３０ 

       ・ 予約申込制の外来透析食および託児所食の配膳時間は次の

とおりとする。配膳場所はそれぞれ、透析センターおよび

院内託児所とする。いずれも配膳にあわせてお茶を用意す

ること。 

           【昼食】１１：１５ 

           【延長】１３：３０ 

       ・ 各病棟フロアの配膳車を看護職員に手渡す場合は、態度、

言葉遣いに十分配慮し、不愉快な感じを与えないよう留意

してあたることとしてください。接遇マナーについては、

定期的に適切な研修を実施することとしてください。 

       ・ 配膳後３０分を目途として、配膳車の回収を行うこととし

てください。但し、配膳車内に食事が残っている場合は、

すみやかに看護職員に連絡し、確認を行うこととしてくだ

さい。 

       ・ 配膳は１病棟１台専用とし、６病棟の計６台、その他１台

の合計７台を使用する。業務用エレベータは専用運転とす

ることができるが、１台のみとする。 

     ⑪ 下膳業務 

       ・ 下膳は、病棟フロアの所定場所から終了時間後に下膳する

こととしてください。下膳開始時間は概ね下記の通りとし

ます。 
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           【朝食】 ９：００ 

           【昼食】１３：００ 

           【夕食】１９：００ 

         ただし、それぞれ６階、東５階、西５階、東４階、西４階、

３階の順に下膳し、すくなくとも開始時間の４０分後には

下膳を終了すること。 

       ・ 下膳作業にあたっては、食器回収車周辺の清掃を行い、清

潔であることを確認後、速やかに下膳回収することとして

ください。回収した膳に患者の私物（湯呑、箸等）が載っ

ている場合は、速やかに病棟看護職員にその旨を伝えるこ

ととしてください。 

       ・ 回収時には、病棟看護職員に確認し、膳が残されている場

合は併せて回収することとしてください。特に、夕食につ

いては、下膳回収後１時間を目途に、回収後に発生した残

食の最終確認を再度行うこととしてください。 

       ・ 回収された残菜は水切り後計量し記録しておくこととして

ください。 

       ・ 病棟の所定場所から終了時間後に下膳することとします。

又、下膳車は使用毎に洗浄・消毒することとします。下膳

作業が終了し配膳室内に入室する際は必ず手洗い、アルコ

ール消毒を実施することとします。 

       ・ 委託者の定める下膳時間を守り、適時・適温給食に努める

こととします。 

 

（５）厨房設備、備品、食器類 

    厨房設備、備品、食器類に関する業務分担は下表のとおりとします。

業務にあたっては、以下の内容を満たしてください。 

 

業務内容 委託者 事業者 

厨房施設、設備の設置・改修 〇  

厨房施設、設備の清掃・消毒・管理  〇 

調理器具・食器等の保守・管理  〇 

使用食器の確認 〇  

ダクト・フード・グリストラップの清掃  〇 

給食事務室、休憩室、トイレの清掃  〇 

 

   ・ 営業上必要となる基本的な設備・備品は揃えてあります。事業者の

提案により、事業者の負担で増設や更新等を行うことも協議により

可能としますが、現状使用を原則とします。 
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   ・ 事業者は、使用施設及び物品の管理の責任を持って行い、機器及び

器具の使用にあたっては、細心の注意を払い、常に丁寧に扱うこと

としてください。 

   ・ 食器の扱いについては、十分に注意し、破損しないように取り扱う

こととしてください。また定期的に使用数を確認し適正量の運用を

心掛けることとしてください。各食器の破損状況を把握し、更に食

器在庫保有数及び使用状況を把握し、必要に応じて委託者報告する

こととしてください。 

   ・ 貸与物品の定期保守管理費、通常使用による故障、経年的変化によ

る修理に関する費用は、原則として病院が負担します。ただし、故

意又は過失並びに事業者の責に帰すべきにより発生した故障・損害

は事業者がその費用を負うこととします。なお、この場合に、事業

者は委託者の許可を得て、自らの負担で修理を行うことを妨げませ

ん。 

   ・ 厨房設備、備品、食器類は別表３のとおりです。 

 

（６）サービス向上のための調査 

    より良い患者食を目指すため委託者は、患者食の満足度調査等を実施

してください。実施にあたり、事業者は給食業務実施者として患者の状

況把握のため調査表の配布・回収、集計業務等に積極的に協力してくだ

さい。なお、調査結果については、謙虚に受け止め、病院と協議のうえ、

改善すべき内容については速やかに対応を図ることとしてください。 

   ・ 食事の満足度が有意な差をもって低下している場合においては、根

本的な改革に全社を上げて取り組み、改善策を実行に移すこととし

てください。 

   ・ 平成２８年度実施の調結果（別表４）を添付しておきますので、参

考にして下さい。 

 

（７）衛生管理 

   衛生管理にあたっては、病院の指示する衛生遵守事項に従うとともに、

「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成２０年６月１８日食安発第０６

１８００５号)を規範とし、当該マニュアルに基づく「調理施設自主点検表」

によって自主点検を行うこととしてください。 

    衛生管理に関する業務分担は下表のとおりとします。業務にあたって

は、以下の内容を満たしてください。 

 

業務内容 委託者 事業者 

衛生面の遵守事項の作成 〇  

食材の衛生管理  〇 
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施設・設備・備品の衛生管理  〇 

衣服・作業者等の清潔状況の確認 〇 △ 

衛生管理簿の作成  〇 

衛生管理簿の点検・確認 〇  

健康管理計画・事故防止計画の作成  〇 

定期健康診断・検便の実施・結果の保管  〇 

健康診断実施状況・検便結果の確認 〇  

防災訓練・防火訓練の実施 〇 △ 

△は協力体制を表す。 

 

  （ア）食品衛生責任者 

事業者は、食品衛生法施行条例別表第一・第二関係「公衆衛生上講

ずべき処置の基準」又は、衛生管理運営に基づき、常勤者である食品衛

生責任者を置き、常に指示・監督のもと、その任を遂行することとして

ください。 

 

  （イ）従事者の衛生管理 

    ・ 事業者は、全従事者に対し定期健康診断を年１回以上（病院職員

を除く）実施することとしてください。又、検便検査(赤痢、サル

モネラ、腸管出血性大腸菌)については月２回実施（病院職員含

む。） 

    ・ １０月から３月の期間の間に２回以上ノロウィルスの検査（病院

職員を含む。）を行い、その結果を委託者に報告することとしてく

ださい。 

    ・ 従事者の調理衣等については、常に清潔で衛生面に留意した制服

を着用させることとしてください。 

    ・ 従事者が病毒伝染の危険のある疾患等にり患した時は、当該従事

者を業務に従事させてはならないものとします。 

 

  （ウ）厨房施設の衛生管理等 

院内施設の衛生的に保つため、調理施設の点検、調理器具等の点検

等に基づき、次の事項を遵守しなければならないこととしてください。 

    ・ 調理室、食品庫、検収室、その他調理業務関連の清潔区域及び洗

浄室等の汚染区域については、作業終了後は毎回清掃し、整理整

頓のうえ清潔を保つこととしてください。又、清掃用具などは清

潔、汚染区域を混在させず、それぞれ専用の用具を使用すること

としてください。 

    ・ 冷凍・冷蔵庫は、常に清潔に管理し、食材料の相互汚染を防止す

るなど、機器の機能が十分発揮できる状態を保つこととしてくだ
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さい。 

    ・ 調理場内は、特に天井、窓、壁、床及び戸棚・棚の上面等を清潔

にしておくこととしてください。 

    ・ 調理場の床は、乾燥状態を保つよう努めるとともに、排水溝に汚

物を滞留することのないよう留意することとしてください。 

    ・ 手洗い場には、ブラシ、石鹸、消毒液等を常備し、衛生面に留意

することとしてください。 

    ・ 残菜は長時間厨房内に放置しないでください。一時貯留容器及び

その周辺は、特に清潔に留意することとしてください。 

    ・ ダクト、フード、グリストラップ等の油分・汚れの清掃は常に行

うこととしてください。特にスチームコンベクションの清掃は毎

日実施することとし、清掃時には専用の洗浄剤（タブレット）を

使用することとします。ただし、洗浄剤（タブレット）は病院の

負担とします。 

    ・ 下膳車については、少なくとも１日３回以上洗浄し、消毒液によ

り清拭することとします。 

    ・ 配膳車・下膳車の取り扱いには十分注意を払い、人（患者・来院

者等）や障害物等にぶつけないよう丁寧に扱い事故防止に努める

こととします。異常を発見した場合は、遅滞なく委託者に連絡し、

確認を行うこととします。 

    ・ 委託者の調理場へは関係者以外立ち入らないこととしてください。

やむを得ず部外者が立ち入る必要が生じた場合は、委託者の許可

を得て、清潔な外衣を着用のうえ履物を履き替え、帽子を着用さ

せるなど衛生面に留意することとしてください。 

    ・ 委託者施設内の貸与物品又は施設を故意に破損した場合は事業者

の責任で現状復帰することとしてください。 

 

  （エ）食品の衛生管理 

院内施設にて取り扱う食品の購入後、保存、調理、加工、配膳の過程

を通じて衛生的に取り扱うために次の事項を留意しなければならない

こととしてください。 

    ・ 倉庫等に保存する食品は、必ず防虫、防鼠上完全な屋内施設に速

やかに格納するとともに、その施設の温度、湿度等に十分に留意

し、腐敗しないよう適正に保管することとしてください。 

    ・ 生で食べる野菜等の処理は、下洗いをした後、次亜塩素酸等で殺

菌し、十分にすすぎ洗いすることとしてください。 

    ・ 食品は床上６０ｃｍ以下の場所に置かないこととしてください。 

    ・ 食品の腐敗変質を発見したときは、速やかに委託者に届け出るこ

ととしてください。 

    ・ 保存食は２週間以上冷凍保存することとしてください。 
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    ・ 始業前に、弱酸性水および強アルカリ水のｐＨを測定し記録して

ください。また食事サービス業務に使用する水道水の遊離残留塩

素濃度を毎日検査し、０.１mg/L 以上であることを確認、記録し

調理を開始することとしてください。測定にかかる機器や試薬は

病院が負担します。 

    ・ 賞味期限、消費期限の確認を毎日行うこととしてください。 

 

  （オ）食品取り扱い器具等の衛生 

    ・ 食品取り扱い器具等は、使用の都度十分洗浄し、衛生的に安全な

状態において保管することとしてください。 

    ・ 食品取り扱い器具等は、洗浄の容易なものを使用し、破損したも

のを使用してはならないこととしてください。また、魚、肉、野

菜等の調理に使用するまな板、包丁等の食品取り扱い器具等は使

用目的以外には使用してはならないこととしてください。 

    ・ 包丁は錆を生じさせないよう研いでおくこととしてください。ま

た使用後、まな板と合わせて洗浄・消毒し、乾燥殺菌庫等へ格納

のうえ保管することとしてください。 

    ・ 調理器は、使用後分解できるものは最低１日１回分解し、消毒・

洗浄・乾燥を行い清潔に努めることとしてください。 

 

  （カ）食器等の洗浄・消毒業務 

    ・ 食器等は、運用や衛生面を鑑み、適正に洗浄した後、入院時食事

療養制度で定められた条件を満たす消毒をすることとしてくださ

い。 

    ・ 残飯・食器は、できるだけ速やかに解体分別処理を行い、下膳及

び浸漬したままの状態で長時間放置しないこととしてください。

残飯及び厨芥等の廃棄物は、委託者の指示に従い速やかに所定の

容器に投入し、長時間放置しないこととしてください。 

    ・ 食器の洗浄消毒業務は、食器運用や衛生面を鑑み、下膳業務に引

き続き、できるだけ速やかに処理を行い、下膳及び浸漬したまま

の状態で長時間放置しないこととしてください。 

    ・ 食器は、種類別にまとめ食器専用シンクに漬け込んだ後、委託者

設置の洗浄機を使用して洗浄することとしてください。なお、ト

レーにおいても同様に洗浄・消毒することとしてください。 

    ・ 停電等で食器洗浄機が使用不能の場合は、手洗い洗浄で対応する

こととしてください。洗浄機等に異常を感じた場合は、委託者に

速やかに連絡することとしてください。 

    ・ 食器洗浄作業終了後は、洗浄に使用した機器類、洗浄室床面、壁、

塵埃置場等の清掃を行い、害虫駆除に努め、常に清潔保持に努め

ることとしてください。 
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  （キ）食中毒等の事故防止 

     事業者は、食中毒による事故、異物混入等による事故、患者食提供

に伴う事故（食事の誤配膳等）、配下膳時における人身・物損事故、そ

の他の事故等を防止するため、又、災害発生時における不測の事態に

対応するため、自ら事故防止安全対策マニュアルを作成するとともに、

災害時等緊急連絡網体制を整備し業務にあたることとしてください。 

    ・ 食中毒等による事故を防止するため衛生に十分な配慮を行うとと

もに、万が一に備え委託者の作成する食中毒発生時における対応

指針を参考に独自のマニュアルを作成し、委託者の承認を得た後、

マニュアルに従い、方策を講じておくこととしてください。 

    ・ 万一、食中毒が発生した場合には、直ちに使用した食材、調理状

況、使用器具の衛生状況及び給食業務従事者の健康状態、業務分

担内容等についての把握に努め、保健所及び委託者の指導に従い

患者給食業務に対応することとしてください。なお、その後、再

発防止にあたり今後の対応方針を明らかにすることとしてくださ

い。 

 

  （ク）その他の衛生管理 

    ・ 事業者は納入業者に対しても衛生に関する意識の啓発を行うとと

もに、委託者からの指示があった場合及び検査の必要が生じた場

合については、納入業者に細菌検査を依頼し、予防にあたること

としてください。 

    ・ 事業により排出されるゴミはきちんと分別してください。 

    ・ 事業により排出されるゴミは１階屋外のゴミ置き場に出していた

だくことができますが、売店や他の事業者と交代でゴミ置き場の

清掃を行ってください。 

 

 

（８）光熱水費、通信費および使用料 

  ・ 光熱水費は原則として病院が負担します。 

  ・ 業務に必要な通信回線にかかる費用は事業者の負担とします。通信機

械室から事業者控室まで光回線用の配管は敷設してあります。 

 

 

（９）費用負担区分について 

    費用負担区分は下表を基本とします。下表に記載無き事項は、上記「８．

運営条件等について」によるものとし、区分の困難なものは、原則とし

て協議により決定するものとします。 
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   ＜負担区分表＞ 

区分 委託者 事業者 内容・備考 

厨房設備の提供及び増改築、

補修、維持費用 
○  

事業者の故意、過失は除く 

厨房施設の設備、機器の購入、

補修費用、保守点検費用 
○  

事業者の故意、過失は除く 

厨房設備の消毒（防虫・防鼠）、

ダクト内清掃、厨芥・残飯・

廃油処理費用 

○  

 

栄養部事務室・更衣室・休憩

室等の提供及び増改築、補修、

維持費用等 

○  

事業者の故意、過失は除く 

栄養部門に付随する施設の冷

暖房、空調費、上下水道、ガ

ス、電気など光熱水費 

○  

 

業務に係る通信費用 
 〇 

インターネット、電話、Ｆ

ＡＸ回線など 

調理済み食品及び環境微生物

検査費用 
○  

 

給食管理システム導入・運

用・保守に係る費用 
○  

システムソフト及び機器 

事務用パソコンおよびＯＡ機

器、事務用品にかかる費用 
 〇 

 

給食関係書類印刷費 〇   

業務報告書類印刷費  〇  

コピー料金（献立表、関係書

類） 
〇  

 

食器購入・補充費用（委託者

設置の場合） 
○  

 

什器・備品の購入・補充費用 

○  

材質がステンレス、アルミ

等で消耗品と考えられな

い調理に使用するものの

うち、棚、鍋、収納容器等・

計量器（大型）機器・器具

類およびレードル・ボー

ル・バットなど小物類。 

食材の購入費用（食事提供時

のお茶代を含む） 
 ○ 

 

栄養補助、調整食品費 〇 〇 別表２特殊食品リスト 
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濃厚流動食品費 〇   

増粘剤、ゲル化剤購入費  〇 別表２ 

非常食、非常食用飲料購入費 〇   

非常時備品費 〇   

従業員の人件費、諸手当、社

会保険等 
 〇 

 

事業者の従事者に付随する経

費 

 ○ 

給与、引当金等の人件費及

び法定福利費・福利厚生

費・被服及び洗濯費・定期

健康診断及び細菌検査等

の保健衛生費・教育研修費 

教育研修費  ○  

従業員の被服費  ○  

検診・検便費  ○  

求人募集費  ○  

交通費（駐車場代等含む）  ○  

調理・料理に係る道具類の購

入・補充費用 

〇  

プラスチック、樹脂類、ガ

ラス、木、ゴム、ビニール

製品等で消耗すると考え

られる道具類。 

ザル、カゴ、ゴミペール類、

ミキサーコップ、ビニール

ホース、包丁、砥石、まな

板、キッチンスケール、箸、

しゃもじ等 

調理・料理に係る消耗品及び

衛生管理に係る用品の購入。

補充費用 

 ○ 

軍手、鍋つかみ、着火マン

等の調理道具類。 

中心温度計、放射温度計、

温度計、湿度計、残留塩素

測定器及びその消耗品、タ

イマー等の計測機器類。 

クッキングペーパー、クッ

キングシート、ラップ、ホ

イル、アルミカップ、竹串、

ポリ袋、ごみ袋、カウンタ

ークロス、ダスター、たわ

し、スポンジ、保存食用袋

等の料理用品類。 

粘着ローラー、爪ブラシ、
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ペーパータオル、衛生マス

ク、ヘアネット、コックシ

ューズ、長靴、サンダル、

衛生手袋、ゴム手袋、ビニ

ール前掛け、傷テープ等の

衛生用品。 

手指用洗浄殺菌剤、手指及

び器具等アルコール消毒

製剤、食品洗浄用洗剤及び

食品殺菌用薬剤（その専用

試験紙含む）、調理設備及

び器具洗浄用洗剤並びに

除菌剤、食器洗浄機用洗

剤、食器漂白剤、まな、板

等漂泊及び消毒剤、油汚れ

用洗浄剤、油固め剤、ステ

ンレス磨き用洗剤、配膳車

用洗剤（スチームコンベク

ションオーブン用洗剤等

はのぞく）、除菌、消毒用

品。 

箒、塵取り、デッキブラシ、

水切りワイパー、モップ等

の掃除用具。 

注）なお、委託者及び必要

に応じて部外者が厨房内

へ立ち入る場合は、手指の

洗浄消毒に係る用品及び

異物混入防止等に係る衛

生マスク、ヘアネット、衛

生手袋等については事業

者所有の物品を使用でき

るものとする。 

日常清掃に係る費用 

 ○ 

調理室・食品庫・検収室・

その他調理業務関連の清

潔区域及び洗浄室等の汚

染区域、厨房機器および・

配膳車・下膳車など、ダク

ト・フード・グリストラッ

プなど 
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定期清掃費（フード、ダクト、

ガラスなど） 
〇  

 

防虫、防鼠費 〇   

委託業務運営に係る食中毒保

険料など各種保険費用 
 ○ 

 

飲食店営業許可申請費用  ○  

委託業務に係るその他運営管

理経費 
 ○ 

 

貸与物品に課せられる公租公

課 
○  

 

検食 ○   

グリストラップの定期清掃費  ○  

営業用消耗品費（衛生用品等

を含む） 
 〇 

 

食器洗浄用消耗品費  〇  

スチームコンベクション用洗

浄剤消耗品費 
〇  

専用タブレットを使用 

残菜廃棄物処理費 ○  生ゴミ、廃油を含む 

入院時食事療養関係書類等用

紙類 
○  

 

栄養指導等に係る事務用品費 ○   

 

 

 

（１０）災害等における対策 

    当院は災害拠点病院に指定されてはおりませんが、知多半島中央部の

高台に位置しており、大規模災害等発生時においては、周囲の拠点病

院となる可能性も考えられます。病院機能を継続させるため、災害等

発生時における営業の継続等について、次の点に留意してください。 

 

  （ア）災害等 

   ・ 災害等患者食業務に支障をきたす事故等が発生した場合には、被災

状況及び確保されている食材の内容、光熱水の状況、従事者の動向

等食事提供に関する諸々の問題点の有無を把握し、直ちに口頭にて

委託者に報告することとしてください。 

   ・ 委託者の指示に従い、患者食提供業務が滞ることのないように速や

かに対応を図ることとしてください。 

   ・ 震災発生等に伴う災害発生時にも、安全な患者食を安定して提供す

るため、連絡網を整備し、人材確保や食材確保等についての災害発
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生時の対応マニュアルを作成し、日頃から不測の事態に対する準備

を怠らないこととしてください。 

   ・ 台風等の発生時には、食事の提供ができないような事態に至らぬよ

う、事前に交通網等を配慮しながら業務従事者を配置する等の対策

を実施することとしてください。 

   ・ 厨房内において各部門での連絡体制を確立し、火災報知器等の異状

を知らせた時は、瞬時に対応することとしてください。 

 

  （イ）非常食用食材 

   ・ 災害時発生時に対応するため、災害時対応マニュアルを作成し、委

託者の承認を得た後、マニュアルに従い食事を提供できる体制を構

築しておくこととしてください。 

   ・ 事業者は非常用食材として確保する量は、許可床数患者の３日分以

上とすることとしてください。 

   ・ 非常用備蓄食材については委託者が専用の保管場所を確保します。

委託者が確保してある非常用食材の消費期限に留意し、無駄のない

ように消費するよう心掛けることとしてください。 

   ・ 非常用食材の選定にあっては、委託者と事業者が十分に協議し決定

することとしてください。非常用食材といえども治療食患者に対す

る最低限の配慮は欠かさないこととしてください。 

   ・ 非常用食材の経費は委託者が負担するが患者給食へ使用時には購入

価格同額での引き取りとすることとしてください。 

 

  （ウ）停電試験等 

   ・ 停電試験等に伴う施設設備の使用制限時にはこれに協力し、使用可

能な限り機器・器具による業務等を検討し行うこととしてください。

但し、やむを得ない場合には委託者と相談し献立変更を検討すること

としてください。 

 

  （エ）その他 

   ・ 災害時の職員の食事の確保等に関して、場合によっては、災害協定

締結の検討を行う場合があります。その場合は真摯にご協力をお願

いいたします。 

 

（１１）教育研修 

    事業者は従事者に対しては患者食事サービス業務を適切に行うために

必要な衛生や守秘義務についての知識及び調理作業を円滑に行うための

技能を修得することを目的とした研修を定期的に（少なくとも年間４回

以上）実施することとしてください。研修内容の概要は遅滞なく報告す

ることとしてください。 



28 

 

  ・ 患者食事サービス業務を適切に行う目的のため、業務従事者の資質の

向上と衛生教育及び技術の向上のための教育研修を実施することとし

てください。特に採用時の研修は実施することとしてください。 

  ・ 患者の秘密保持、接遇、食中毒と感染症の予防に関する基礎知識、衛

生的な食材の扱い・管理方法を十分に指導することとしてください。 

 

（１２）従業員の配置と業務管理 

    下記の条件を満たす従事者を配置し、常に食事サービス業務の向上と

円滑な運営に努めてください。 

    また業務管理に関する業務分担は下表のとおりとします。業務にあた

っては、以下の内容を満たしてください。 

 

業務内容 委託者 事業者 

勤務表の作成  〇 

業務分担・職員配置表の提示  〇 

業務分担・職員配置表の確認 〇  

調理従事者等に対する研修・訓練  〇 

 

  ・ 業務種職別配置人員の要因確保に努め、受託業務に支障をきたさない

こととしてください。 

  ・ 従事者を頻繁に変えることのないように努め、やむを得ず変更する場

合は業務の質の低下を招かないものとすることとしてください。この場

合、業務水準の低下を招かないよう、新規従事者には事業者の責任にお

いて事前のオリエンテーションや研修など教育に配慮してください。 

  ・ 当該職場の秩序を守り、給食業務等の事故防止及び、衛生管理に万全

を尽くすとともに、火災等の防止に努めるため、従事者の中から、食品

衛生責任者及び現場火災責任者を選任し、その任にあたらせることとし

てください。従事者の健康管理・労働安全衛生法に努めてください。 

  （ア）食品衛生責任者 

     食品衛生法に定める衛生管理を行うため、常勤者である食品衛生責

任者を配置することとしてください。なお、食品衛生責任者は受託

責任者及び火元責任者を兼任することができることとします。 

  （イ）受託責任者等 

     受託責任者は、病院給食経験を３年以上有する管理栄養士、栄養士、

調理師もしくは公益社団法人日本メディカル給食協会が認定する患

者給食受託責任者とすることとし、事業所（病院）に常駐すること

としてください。また副受託責任者は病院における患者等の食事の

提供業務に２年以上の経験を有する管理栄養士、栄養士、調理師も

しくは公益社団法人日本メディカル給食協会が認定する患者給食受
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託責任者の資格を有する者とし、同じく事業所（病院）に常駐する

こととしてください。 

 

（１３）損害賠償責任 

  ・ 事業の実施に関して委託者に損害を与えた時、又はこの募集要項に定

める義務を履行しないために病院に損害を与えたときは、直ちにその

損害を賠償しなければならないものとします。 

  ・ 事業の実施に関して第三者に損害を与えたときは、直ちにその第三者

に対してその損害を賠償しなければならないものとし、病院は、その

第三者に対して損害賠償の責めを負わないこととします。 

 

（１４）原状回復の義務 

  ・ 事業者は、事業許可期間が満了したとき、又は病院が使用許可を取り

消したときは、速やかに、原状回復を行うこととします。ただし経年

劣化や通常の使用による汚損や損耗をのぞくこととします。 

 

（１５）再委託の禁止 

  ・ 事業者は、業務を再委託してはならないこととします。 

 

（１６）代行保証体制 

  ・ 事業者は、災害、火災、労働争議、業務停止、食中毒等なんらかの事

情により受託業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合の補償の

ため、あらかじめ業務の代行者を指定し、委託契約に際して、万全の

体制を整えることとしてください。 

    （ア）委託者・事業者両者が認めた者を代行保証人として、遅延なく

患者の食事提供を代行させるものとしてください。 

    （イ）代行保証人は、患者の食事提供を実施するにあたり委託者から

委託されている患者食提供業務の全てを継承する能力が担保さ

れていることとしてください。 

    （ウ）代行にあたっての体制及び連絡体制を明確にしておくこととし

てください。 

    （エ）食中毒等の発生時に備え、賠償責任保険に加入しておくことと

してください。 

    （オ）従業者に対しては、不測の事態に備え速やかに対応できるよう

常に周知確認しておくこととしてください。 

    （カ）事業者は、業務停止に至る事由が解決し業務再開ができる場合

は、速やかに業務を代行保証人から移行し、受託業務遂行にあ

たることとしてください。 

    （キ）災害時における緊急対応については、「病院災害対策本部」の指

示に従い、委託者と協議のうえ適切な対応を図ることとしてく
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ださい。この場合、状況の報告等については順次速やかに行う

こととしてください。 

 

（１７）秘密の保持 

  ・ 事業者及びその従事者は、委託業務の実施にあたり知り得た秘密を第

三者に漏らしてはいけません。契約の解除お呼び契約期間満了後にお

いても同じとします。 

  ・ 事業者及びその従事者は、「個人情報保護法」及び「常滑市民病院が保

有する個人情報の保護等に関する規程」を遵守することとしてくださ

い。 

  ・ 従事者の雇用にあたって、個人情報保護の重要性につき指導・教育を

徹底することとしてください。 

 

（１８）委託料の支払い 

    委託料の支払方法については次のとおりとします。 

  ・ 委託料の支払いは毎月払いとし、朝食、昼食及び夕食のそれぞれ１食

あたりの単価に当該月間延べ食数を乗じて得た額とします。なお、午

前及び午後の間食、夕食後の夜食については、それぞれ朝食、昼食及

び夕食の食数に含まれることとします。 

   （ア）請求する食数については、オーダリングシステム及び給食管理シ

ステムによって集計される朝食、昼食及び夕食の１か月の合計食

数とします。 

   （イ）食事の指示内容の変更により変更前の食事は提供不要となるが、

その食数は請求する食数に含まないものとします。（変更後の提供

した食事分のみが請求食数となります｡）なお、次に定める時刻を

過ぎた後、急な退院、外出・外泊及び絶食等により食事の提供が

不要となった場合は、請求する食数に加えることができることと

します。 

   （ウ）検食・保存食・付添食の食数は請求する食数に加えることができ

ることとします。 

  ・ 事業者は業務完了届の確認を受けた時は、速やかに当該月に係る委託

料の支払請求書を委託者に提出することとします。 

  ・ トロミ剤の経費は、事業者が負担するものとし、原則として、委託者

が指定するものを使用することとしていただきます。 

 

（１９）契約の解除 

  ・ 病院は、実施要項に記載されている事項が誠実に履行されていないと

認めたときは、契約期間中であっても契約を解除できることとします。 

  ・ 次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる

こととします。 
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（ア）役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平 

成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という｡）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」とい

う｡）であると認められる場合。 

（イ）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。  

以下同じ｡）又は暴力団員が経営に実質的関与していると認めら

れる場合。 

（ウ）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又 

は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利

用するなどしたと認められる場合。 

（エ）役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営

に協力し、又は関与していると認められる場合。 

（オ）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有

していると認められる場合。 

（カ）業務の履行に係る必要な物品の購入契約その他の契約の締結にあ

たり、その相手方が（ア）から（オ）までのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められる場

合。 

（キ）（ア）から（オ）までのいずれかに該当する者をこの業務の履行

に係る必要物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場

合（（カ）に該当する場合を除く｡）において、委託者が事業者に

対して契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わ

なかった場合。 

 

（２０）暴力団等による不当介入を受けた時の義務 

  ・ 断固として拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに委託者へ報

告し、捜査上必要な協力をすることとします。 

  ・ 契約の履行において、不当介入を受けたことにより食事の提供に遅れ

が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこととします。 

  ・ 前２項に掲げる義務を怠ったときは、委託者は常滑市建設工事等入札

参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止の措置を講ずることとし

ます。 

 

（２１）その他 

  ・ クレームや要望等については、運営事業者で迅速かつ誠実に対応して

ください。なお、事故が発生した場合は速やかに病院へ報告するもの

とします。 

  ・ 事業者は履行内容を毎日記録し、報告することとしてください。また 

１か月毎に業務報告書を委託者に提出し、確認を受けなければならない
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ものとします。 

  ・ 業務に必要な契約駐車場及び従業員の駐車場は事業者の責任において

確保するものとしますが、従業員は病院駐車場の指定区域を利用可能

とします。ただし病院への車両登録と利用許可を必須とします。 

  ・ 病院から以下の事項について要請があった場合は、全面的に協力して

いただきます。 

    （ア）電気設備や空調設備の点検及びその他の点検 

    （イ）施設の修繕・改修工事 

    （ウ）病院の行う研修等 

    （エ）防災訓練や災害訓練、災害発生時や緊急時における病院の指示 

    （オ）保健所等による定期検査等 

    （カ）害虫駆除やワックス掛けや窓など年間定期清掃 

    （キ）その他病院運営上必要な事項 

  ・ 当事業に関係のない第三者への利益誘導となる、または病院に相応し

くない広告の掲示は禁止とします。 

  ・ 事業者決定後、事業運営する権利を第三者に譲渡または転貸すること

を禁止とします。 

  ・ 病院所有備品等を第三者へ移転又は利用させることを禁止とします。 

  ・ 病院の施設、設備等を損傷した場合は賠償するものとします。第三者

へ被害を与えた場合も同様とします。 

  ・ 行政財産目的外使用許可の条件に違反した場合、又はその他病院に不

利益を及ぼした場合は許可を取り消すことがあります。 

  ・ 募集要項に記載のない事項に関して疑義が生じた場合は、病院と事業

者とで協議することとします。 

  ・ 病院が受ける研修生及び実習生の教育に関して、目的を遂行できるよ

う協力してください。 

 

 

９９９９．．．．選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会についてについてについてについて    

    公募型プロポーザル方式の採用に伴い、参加者の評価を公平円滑に進

めるため、市民病院は７名で構成する新常滑市民病院患者給食事業者候

補者選考委員会（以下、「選考委員会」といいます。）に意見を聴きます。 

選考委員会は、会議の公平かつ円滑な運営のため、非公開とします。 

選考委員会の委員構成は次のとおりです。 

 

    選考委員会（敬称略、５０音順） 

     中山  隆（病院事業管理者） 

     深田 伸二（病院事業副管理者兼院長） 

     山本 秀明（病院事業副管理者兼事務局長） 

     滝  昌弘（副院長） 
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     久米 淳子（看護局長） 

     松原 紀子（看護副局長） 

     小羽 正昭（医事課長兼栄養管理室長） 

 

１１１１００００．．．．事業者候補者事業者候補者事業者候補者事業者候補者のののの決定決定決定決定    

    事業者候補者の決定は、選考委員会の報告を受け、病院事業管理者が

決定します。事業者候補者選考結果の通知は、平成２８年１２月上旬に

書面および電子メールにて応募者それぞれに通知します。なお、事業者

候補者選考に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けません。 

   （１）合計点数が最も高い者を第 1患者給食事業者候補者とします。な

お、合計点数の最も高い者が２者以上ある場合、このうち委託料

見積額が最も低い者を第１患者給食事業者候補者とします。又、

委託料見積額も同額であった場合は、該当者によるくじにより決

定するものとします。 

   （２）第 1患者給食事業者候補者と契約が整わなかった場合は、第２患

者給食事業者候補者以降の患者給食事業者候補者と協議をするも

のとします。 

   （３）患者給食事業者候補者については、まず基本協定書を締結し、委

託料を確定した上で契約を締結します。  

 

１１１１１１１１．．．．事務局事務局事務局事務局    

    本事業選考のプロポーザルにかかる事務局は次のとおりとします。 

     常滑市民病院 事務局管理課 施設用度担当 

     所在地（提出物持参場所、郵送等配達先） 

     〒479-8510 愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

     連絡先電話番号   ０５６９－４７－６８１７（内線２００３） 

     電子メールアドレス byoinkanri@city.tokoname.lg.jp 

     ホームページ    http://www.tokonamecityhospital.jp/ 

 

１１１１２２２２．．．．失格事項失格事項失格事項失格事項    

    応募者が次のいずれかに該当した場合は、失格になります。 

    （１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

    （２）応募資格がなく提出書類を提出した場合 

    （３）提出書類の作成要領、提出方法、提出期限を守らなかった場合 

    （４）選考委員会委員又は関係者に直接、間接を問わずに接触を求め

た場合 

    （５）契約締結までに社会的信用を失墜させる行為が判明した場合 

    （６）その他、選考委員会が不適格と認めた場合 
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１３１３１３１３．．．．配布配布配布配布物物物物    

（１）１階平面図 

（２）２階平面図 

（３）３階平面図 

（４）４・５階平面図 

（５）６・７階平面図 

（６）１階患者給食厨房設備図 

（７）別表１ 食種別の食数率表（平成２７～２８年度実績） 

（８）別表２ 特殊食品リスト 

（９）別表３ 患者給食厨房設備・備品リスト 

（１０）別表４ 患者満足度調査アンケート結果 
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別表１ 

食種別の食数率表 

 

区分 月平均 割合（％） 

一 

般 

食 

常食 ２，４００ １３．５４ 

小児食 ３３４ １．８８ 

老人食 ７，３６８ ４１．５８ 

軟食 １，５８７ ８．９６ 

嚥下障害食 ９４７ ５．３５ 

流動食 １８７ １．０６ 

特 

別 

食 

減塩食 ２，４３８ １３．７６ 

糖尿病食 １，３７２ ７．７４ 

消化器疾患食 ５７０ ３．２２ 

他① 濃厚流動食 ４０８ ２．３０ 

他② 外来透析食 １０６ ０．６１ 

合計 １７，７１７ １００ 

 

 区分 月平均 割合（％） 

他③ 

おやつ ５ － 

保存食 ３１ － 

付添い食 ４２ － 

託児食 ８３ － 

合計 １２５ － 
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別表２ 

特殊食品リスト 

 

【委託者が負担するもの】 

品名 メーカー 

リカバリーニュートリート 200ｇ 三和化学研究所 

クイックゼリー（アップル） 三和化学研究所 

クイックゼリー（ピーチ） 三和化学研究所 

クイックゼリーVit（レモン） 三和化学研究所 

アイソカルＨＣジェリー（ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ） ネスレ 

アイソカルＨＣジェリー（ﾁｮｺﾚｰﾄ） ネスレ 

アイソカルＨＣジェリー（黒糖） ネスレ 

アイソカルＨＣジェリー（あずき） ネスレ 

アイソカルＨＣジェリー（きなこ） ネスレ 

Cz-Hi 200ml クリニコ 

DIMS クリニコ 

リーナレンＭＰ 明治 

リーナレンＬＰ 明治 

メイバランス ミニ（バナナ） 明治 

メイバランス ミニ（コーヒー） 明治 

メイバランス ミニ（キャラメル） 明治 

メイバランス ミニ（ヨーグルト） 明治 

メイバランス ミニ（ストロベリー） 明治 

インパクト 味の素 

プロッカＺｎ（ピーチ） ニュートリ― 

プロッカＺｎ（オレンジ） ニュートリ― 

プロッカＺｎ（青りんご） ニュートリ― 

プロッカＺｎ（グレープ） ニュートリ― 

プロッカＺｎ（コーヒー） ニュートリ― 

プロッカＺｎ（ゆず） ニュートリ― 

プロッカＺｎ（いちご） ニュートリ― 

エンゲリード グレープ 大塚製薬 

リカバリー １．５ 三和化学研究所 

 

【事業者が負担するもの】 

品名 メーカー 

生活日記ごはん 200ｇ 三和化学研究所 

生活日記パン 三和化学研究所 

サンケンクリン 三和化学研究所 
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トロメリン EX 三和化学研究所 

クリアスルーＪＢ キューピー 

低カロリー甘味料ノンシュガー キューピー 

小袋ノンオイル青しそ キューピー 

小袋ノンオイルフレンチ キューピー 

小袋ノンオイルサウザン キューピー 

小袋マービージャム（いちご） Ｈ+Ｂ 

小袋マービージャム（オレンジ） Ｈ+Ｂ 

インテスクリア 杏林 

ポリエクトミール グリコ 

ソフティアＧ 500ｇ ニュートリー 

ソフティアＳ ５００ｇ ニュートリ― 

ホット＆ソフト ヘルシーフード 
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別表３ 

 

患者給食厨房設備・備品リスト 

機器名 備考 台数 

移動検収台 ホシザキ 1 

シンク ホシザキ 一槽テーブル付シンク 1 

デジタル秤 岸保産業 CS-10KWP 1 

ピーラーシンク ホシザキ 1 

球根皮むき機 アイホー P-48D-B(3P200V) 1 

デジタル計量秤 スギコ産業 IWX-150 1 

検食用冷凍庫 ホシザキ HF-63CZT-(L)-KS 1 

器具消毒保管庫 ホシザキ HSB-10SA3-1-K 1 

電解水生成装置 X ホシザキ ROX-60SA 1 

電解水用貯水ﾀﾝｸ ホシザキ T-200SA 2 

ロッカー フジマック 衣服用クリーンロッカー FSCR1260 2 

ロッカー フジマック 靴用クリーンロッカー FSCR1260S 2 

サニタリーシンク フジマック FHWS0550H 2 

エアーシャワー室 ニットー冷熱 NAS-201PSL-AS 1 

ロッカー フジマック 靴用クリーンロッカー FSCR0660S 1 

移動式シェルフ エビック CSUR44487V 3 

シェルフ エビック CSU45366V 3 

パスボックス ホシザキ 1 

プレハブ冷蔵庫 ホシザキ PRF-24CC-1.30+1.30/1.33 1 

プレハブ冷凍庫 ホシザキ PRF-24CC-1.30+1.30/1.33 1 

プレハブ冷蔵庫 ホシザキ PRF-24CC-1.30+1.30/1.33 1 

移動式シェルフ エビック CSUR41366V 6 

移動式シェルフ エビック CSUR45366V 4 

シェルフ エビック CSU45366V 2 

包丁まな板殺菌庫 マルゼン MCF-C086 1 

フ－ドスライサ－ アイホー FS-35（SP） 1 

スライサーシンク ホシザキ 1 

三槽シンク ホシザキ 2 

水切テーブル ホシザキ 2 

一槽水切付シンク ホシザキ 1 

サニタリーシンク フジマック FHWS0550H 1 

パススルー冷蔵庫 ホシザキ HR-150CZ-2G2D2G2D 2 

器具消毒保管庫 ホシザキ HSB-30DPA3-1-K 1 

移動テーブル ホシザキ 1 
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デジタル秤 岸保産業 CS-10KWP 1 

移動式シェルフ エビック CSUR44487V 1 

全自動計量洗米機 コニカミノルタ RM-401CG21 1 

炊飯器 タニコー 涼厨ガス立体炊飯器 TGRC-3CDT 2 

消毒保管庫 ﾎｼｻﾞｷ 包丁まな板消毒保管庫 HSB-10SA3-1-HK（SP） 1 

二槽シンク ホシザキ 1 

水切テーブル ホシザキ 1 

移動テーブル ホシザキ 1 

スープケトル 服部工業 低輻射ガススープケトル GZT-75LW 1 

低輻射ガス回転釜 服部工業 GHSX-32-FC（SP） 1 

低輻射ガス回転釜 服部工業 GHSX-32-FC（SP） 1 

冷凍冷蔵庫 ホシザキ HRF-180Z4F3 1 

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ フジマック FSCCWE101G 2 

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ フジマック FSCCWE61G 2 

専用架台 ラショナル USIV 2 

ブラストチラー ホシザキ ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰ&ｼｮｯｸﾌﾘｰｻﾞｰ HBC-12A3(SP) 2 

恒温高湿庫 ホシザキ HCR-120CZ-ML 2 

一槽シンク ホシザキ 2 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ ホシザキ 4 

電磁調理器 ホシザキ HIH-55TB(SP) 4 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ ホシザキ 2 

フライヤー タニコー涼厨ガスフライヤー NB-TGFL-C55(SP) 2 

ホットワゴン ニチワ HCN-450 2 

チルドワゴン ニチワ CW-451(SP1) 2 

サニタリーシンク フジマック FHWS0550H 1 

テーブル形冷蔵庫 ホシザキ RT-180SNF 2 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ ホシザキ 4 

温冷配膳車 ホシザキ MSC-48PSE3-HD 5 

温冷配膳車 ホシザキ MSC-54PSE3-HD 1 

温冷配膳車 ホシザキ MSC-24PSE3 1 

サニタリーシンク フジマック FHWS0550H 1 

ロッカー フジマック 靴用クリーンロッカー FSCR0660S 1 

サニタリーシンク フジマック FHWS0550H 1 

下膳カート エレクター NTCX36BV2A  12 

モービルシンク ホシザキ 4 

食器洗浄機 田中機器 THW251ULG 1 

ガスブースター 田中機器 TB52Ga 1 
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消毒保管庫 明城製作所電気ｶｰﾄｲﾝ式消毒保管庫 1350*2000*1955 2 

消毒保管庫用ｶｰﾄ 明城製作所  4 

電磁調理器 ホシザキ HIH-22CB 2 

コンロテーブル ホシザキ 2 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ ホシザキ 2 

ワークテーブル ホシザキ 1 

自動注出バルブ ホシザキ VDW-2PB 3 

注出バルブ ホシザキ バルブ AY 6 

冷蔵庫用室外機 日立 プレハブ冷蔵庫用室外機 KX-R2A2 3 

ご飯 あさひ ABS-580TEM-M ふいっと飯器 身  250 

フタ あさひ ABS-580BK-Ｆ ふいっと飯器 フタ  200 

丼 三信 MB-784 TUK 溜内黒 飯丼  350 

フタ 三信 MB-785 TUK 溜内黒 飯丼(蓋) 300 

深皿 三信 MS-766 KMT 黒マット 深皿  500 

取皿 三信 MS-763 KMT 黒マット 取り皿 500 

汁椀 三信 MB-6 TUS 溜内朱 汁椀(身)  500 

フタ 三信 MB-7 TUS 溜内朱 汁椀(蓋) 500 

スープカップ 三信 MC-82VUW スープカップ ベージュ内白  300 

フタ 三信 MC-83W スープカップフタ ベージュ 300 

マグカップ 三信 UPC-181 P ピンク マグカップ  100 

マグカップ 三信 UPC-181 BR ブラウン マグカップ 100 

マグカップ 三信 UPC-182 GR グリーン マグカップ 100 

フタ 三信 UPF-180 W ホワイト マグカップ(蓋)  500 

箸 三信 AH-225 AA アズキ アミハード箸  500 

箸 三信 AH-180 G 若草 アミハード箸 50 

小鉢 三信 MS-43R RZ リズム小鉢  50 

小鉢 三信 MS-41R RZ リズム小鉢  100 

フードカバー 三信 C-120 W ホワイト フードカバー 700 

フードカバー 三信 C-110 W ホワイト フードカバー 60 

フードカバー 三信 C-113 W ホワイト フードカバー 220 

フードカバー 三信 P-201 W ホワイト フードカバー 150 

フードカバー 三信 P-202 W ホワイト フードカバー 600 

フードカバー 三信 P-203 W ホワイト フードカバー 600 

フードカバー 三信 P-204 W ホワイト フードカバー 250 

フードカバー 三信 P-206 W ホワイト フードカバー 500 

フタ 信濃 7506 PP 蓋カバー ２１ｃｍ用蓋  150 

丸小鉢 スリーライン M-486HYU 白釉 丸小鉢  450 
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丸小鉢 スリーライン M-486KYU 黒釉 丸小鉢 450 

丸皿 スリーライン M-488HYU 白釉 16.5cm丸皿 300 

丸皿 スリーライン M-488KYU 黒釉 16.5cm丸皿 300 

丸深皿 スリーライン M-484HYU 白釉 9.5cm丸深皿 100 

丸深皿 スリーライン M-484KYU 黒釉 9.5cm丸深皿 200 

多用鉢 スリーライン M-485HYU 白釉 多用鉢 450 

多用鉢 スリーライン M-485KYU 黒釉 多用鉢 450 

湯呑 スリーライン M-148LG ライトグリーン 湯呑(身) 100 

湯呑 スリーライン M-149U うるみ場呑蓋(M-148用) 100 

湯呑 スリーライン M-134LBR ライトブラウン 湯呑  500 

カップ スリーライン M-355BK 黒 アメニティカップ(蓋)  500 

深皿 スリーライン DPN-366 スヌーピー 深皿(S)  50 

ご飯 スリーライン DPN-104 スヌーピー 飯碗(身) 50 

フタ スリーライン DPN-121 スヌーピー 茶碗(蓋) 100 

汁椀 スリーライン DPN-105 スヌーピー 汁椀(身) 50 

ボール スリーライン DPN-111 スヌーピー ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ(S) 50 

小皿 スリーライン DPN-107 スヌーピー 小皿 50 

スプーン スリーライン DPN-01 スヌーピー スプーン 50 

フォーク スリーライン DPN-02 スヌーピー フォーク 50 

おやつ皿 スリーライン DPN-116 スヌーピー おやつ皿 30 

マグカップ スリーライン DPN-113 スヌーピー マグカップ(S) 50 

多用皿 マンネン PL-780 プラム 多用皿(小)  150 

スプーン 4-1403-0303 ハイライン デザートスプーン 18-0  500 

フォーク 4-1403-0302 ハイライン デザートフォーク 18-0 30 

スプーン 4-1403-0309 ハイライン ティースプーン 18-0 100 

スプレーター 2231500 ハイライン バタースプレーター 18-0 50 

懐敷紙 WK-4 和風雲流懐敷紙 ４寸(２００枚入)  10 

スプーン 8385500 KK 18-0 #4400 無地 ジュニアスプーン 50 

スプーン ﾌｾ企画 KU-01P ﾋﾟﾝｸ 口あたりやさしいｽﾌﾟｰﾝ ﾐﾆ 20 

ハンドル フセ企画 SS-28 シリコンスポンジハンドル 50 

鍋 18-10ロイヤル 天ぷら鍋 XPD-390 1 

鍋 業務用マイスターIH 料理鍋 30ｃｍ  6 

鍋 業務用マイスターIH 料理鍋 33ｃｍ 6 

鍋 エレテック アルミ料理鍋 36ｃｍ  6 

鍋 業務用マイスターIH 料理鍋 39ｃｍ  3 

鍋 業務用マイスターIH 料理鍋 42ｃｍ 3 

鍋 業務用マイスターIH 料理鍋 45ｃｍ 3 
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鍋 SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付) 16ｃｍ  10 

鍋 SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付) 18ｃｍ 10 

鍋 SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付) 20ｃｍ 10 

玉子焼 IH ﾃﾌﾛﾝﾏｰﾌﾞﾙｺｰﾄ プロタイプ玉子焼 20Ｘ21ｃｍ  1 

玉子焼 IH ﾃﾌﾛﾝﾏｰﾌﾞﾙｺｰﾄ 玉子焼 13Ｘ18ｃｍ  1 

鍋 IHティファール圧力鍋 クリプソ メイユール ６Ｌ 1 

鍋 IHティファール圧力鍋 クリプソ メイユール ３Ｌ 1 

フライパン 18-10ロイヤルＦＣフライパン XFD-180T  2 

フライパン 18-10ロイヤルＦＣフライパン XFD-200T 2 

コンテナ セキスイボックス ｺﾝﾃﾅ S-100 ｷｬｽﾀｰ底栓付  2 

杓子 IKD18-8 抗菌 水杓子 16ｃｍ  1 

パステラ ハイテク・丸スパテラ 120ｃｍ SPO-120 1 

ボール SA21-0 ボール 15ｃｍ  10 

ボール SA21-0 ボール 18ｃｍ 10 

ボール SA21-0 ボール 27ｃｍ 5 

漬物容器 トンボ つけもの容器(蓋・押蓋付) ４０型  5 

ざる トンボ 抗菌カラー角ざる 49型 グリーン 20 

ボール IKD18-8 抗菌メッシュボール 15ｃｍ  2 

ボール IKD18-8 抗菌メッシュボール 18ｃｍ 2 

ボール IKD18-8 抗菌メッシュボール 21ｃｍ 2 

ボール 18-8片手メッシュボール 18ｃｍ  2 

包丁 堺實光 STD 抗菌 PC ぺティ(両刃) 15ｃｍ 青 56003 1 

包丁 堺實光 STD 抗菌 PC ぺティ(両刃) 15ｃｍ 緑 56043 1 

包丁 堺實光 STD 抗菌 PC 牛刀(両刃) 27ｃｍ 緑 56047 3 

包丁 堺實光 STD 抗菌 PC 牛刀(両刃) 27ｃｍ 緑 56087 1 

包丁 堺實光 STD 抗菌 PC 牛刀(両刃) 27ｃｍ 赤 56127 1 

包丁 堺實光 STD 抗菌 PC 三徳両刃) 18ｃｍ 黒 51524 5 

まな板 抗菌ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝかるがるまな板標準 600*300*25mm 1 

まな板 抗菌ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝかるがるまな板標準 6600*300*25mm W 1 

まな板 抗菌ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝかるがるまな板標準 600*300*25mm P 1 

まな板 抗菌ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝかるがるまな板標準 700*350*25mm 青 1 

まな板 抗菌ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝかるがるまな板標準  700*350*30mm G 2 

まな板 トンポ Ａｇ抗菌 耐熱まな板 LL 3 

まな板 トンボ Ａｇ抗菌 耐熱まな板 S  2 

てぼ ＴＳステン レスシリコン柄てぼ 丸底  2 

菜箸 竹製 カラー菜箸３点セット(27cm・30cm・33cm）  3 

ポット SAI18-8オイルポット 51 1 
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ヘラ ウィズ シリコンゴムヘラ大 №1610  3 

漉し SAI18-8アルプスシノア 15cm  3 

レードル 18-8 縦口レードル 70cc  2 

泡立器 レズレー 18-10エッグ泡立 95598 170mm 5 

計量カップ 18-8 ネスト メジャーカップ 500cc  1 

計量カップ W18-0計量カップ(口付) 250cc  2 

しゃもじ 抗菌魔法のしゃもじ(溝付) 白 大  3 

ハカリ クボタ デジタル台はかり(検定付) KL-100NX-K-60A 1 

ハカリ タニタ デジタルクッキングスケール KD-321 2 

ハカリ ﾔﾏﾄ上皿自動はかり「普及型」 平皿付 SD-800 800g 6 

ハカリ ヤマト上皿自動はかり「普及型」 平皿付 SDX-2 2kg 2 

ハカリ ヤマト上皿自動はかり「普及型」 平皿付 SD-5 5kg 4 

ハカリ ﾔﾏﾄ上皿自動はかり「普及型」 平皿付 SD-X12 12kg 1 

温度計 赤外線放射温度計 CT-2000D 1 

温度計 防滴型ペン温度計 CT-422WR 1 

温度計 温湿度計オフィスキング №5485 1 

温度計 防水型温度計 CT-800WP用センサー LK-700WP  1 

糖度計 ベンダイブ糖度・濃度計 Pen-1st 1 

潰し器 ﾌﾞﾗｳﾝ ﾏﾙﾁｸｲｯｸ ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ MQ500 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

別表４ 

患者満足度調査アンケート結果 

 

平成２８年１月２０日（水）昼食時に実施した「病院食アンケート」の結果を

集計した資料となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


