高知医療センター患者等給食業務委託プロポーザルに関する質疑書
平成29年8月28日
高知県・高知市病院企業団
企業長 古味 勉

№

区分

頁数及び見出し番号
P1.４項

1

募集要領

契約の相手方の決定方法

P３.6項

2

次点者がいない場合（参加業者が１者）に候補者と交渉

お見込みのとおり。

が整わなかった場合には、不調となるのか。

見学は1社最大３名とあるが、貴院の規模で同時多発的

現場見学

に多岐に発生している業務の確認を行うには少ない人数

３号

だが、

募集要項

回答内容

質疑内容

個別相談に応じます。

① 人数を増やせるか。
② 3名で複数日の確認も可能か。
③ 始業から終業までの確認も可能か。
P1.5項

3

仕様書

業務範囲
P1.6項
栄養管理の業務内容

4

仕様書

「作業書等」を作成とあるが、現在の「作業書等」は開

現受託業者の「作業書等」は開示できません。

示可能か。
甲が指定する栄養管理システムを使用とあるが、

栄養管理システムについては、以下のとおりです。

① システム名をご教示ください。

① Hospia-Vita（株式会社セントラルユニ）

② システムがインストールされているPCを無償で貸与

② 無償貸与します。台数は、２Ｆ栄養事務所7台＋各

されるのか、それは何台か。

フロアパントリー7台、計14台です。

③ 貸与されるものは専用か。

③ 専用4台、兼用10台（栄養局職員との兼用です）

④ 兼用の場合使用可能時間は設定されているか。

④ 特に設定はしていません。

⑤ オーダリングと連携しているのか。

⑤ オーダリングと連携しています。

P1.6項1号①

作成範囲と提出から確認までの日数は定められている
のか？１カ月分を前月20日までに提出→25日までに確

5

認等。

仕様書

作成範囲は、日替わり、スペシャル、個別対応（定型
化されたオーダリング分のみ）の献立のすべてです。
書類の提出については、献立表は毎月25日、その他
の書類は、毎月10日までに提出をお願いしており、提
出から確認までの日数に特に定めはありません。

P1.6項1号②、④

6

「定期的に見直しを行うこと」とあるが、
① 具体的な定期をお示しください。

ます。加えて、検食と嗜好調査の意見をもとに必要

② 見直しの結果、業務量が増えた場合の取扱いについて

に応じて随時見直しをしています。

お示しください。

仕様書

① サイクルメニューの見直しは、四季ごとに行ってい

選択食メニューの見直しについては特に定めはな
く、ほとんど変更していません。
② 結果により判断しますが、基本的には業務量が増え
ないよう調整しています。

P1.6項1号⑤
7

定型化の内容をお示しください。

「院内食事基準」に示しています。当院に来ていただ
ければ確認可能です。

仕様書

P1.6項2号①

オーダー締切時間が設定されているが、締切と同時に入

お見込みのとおり。

力が出来なくなるような設定がされているか。
8

仕様書

P1.6項2号②

別途定める「食事提供に関わる運用の取決め事項」の資
料添付がないので開示ください。開示頂けない場合、金額

9

仕様書

積算が出来ません。

別紙１のとおり（H28年12月12日付け。来年度以
降、本仕様書内容に合わせて更新予定）
。

P1.6項2号③
10

仕様書

P1.6項3号
残食確認の実施
11

仕様書

食事箋の管理は甲だが（仕様書P10業務負担区分栄養

実際の食事箋の管理は病院で行いますが、本項の「食

管理区分7に記載）本項には食事箋の保管管理が明記され

事箋の保管管理」とは、給食システム上での保管作業の

ているがどのような解釈か。

ことを示しています。

脱水処理されたものとあるが、脱水処理は誰がどこでど
のように行うのか。
下膳業務は甲だがそこに含まれているのか。

脱水処理は、受託業者が２Ｆ主厨房内で脱水処理後計
量をして行いますが、脱水処理方法は問いません。
脱水処理は、残飯等処分業務に含まれます。

それとも残食等処分業務に含まれているのか。

12

P2.6項4号

① 検査食とは検食を示すものであると理解でよいか。

検査食の実施

② その場合、各食何食を用意し、配膳場所の指定がある
か。

仕様書

③ 提供した食数は請求対象か。

検査食については、以下のとおりです。
① お見込みのとおり。
② 食数は、常食朝昼2食、夕1食。配膳場所の指定は
あります（２Ｆ厨房付近です）
。
③ お見込みのとおり。

13

P2.7項2号

料理の再加熱と当日調理された料理を組み合わせて盛

現在は、料理の再加熱と当日調理された料理を組み合

盛付業務①

付とあるが、すべての料理が前述の組合せが発生するの

わせた盛付となり、チルだけで完結している料理はあり

か、チルだけで完結している料理もあるのか。

ません。今後チルの割合を増やすことも可能です。

① 作成した献立表に基づきとあるが、一般食と特別食は

① 献立表は、当院に来ていただければお示しできま

仕様書

P2.7項１号
調理業務①
14

仕様書

甲の作成である。業務開始予定日以降の献立をお示し
ください。
② その献立はどのような頻度で乙に提供されるのかを
お示しください。

す。
② 一般食と特別食の献立表作成基準は甲ですが、作成
は乙の作業になります（仕様書P10業務負担区分
栄養管理区分４をご参照ください）
。

P2.7項１号
調理業務④
15

仕様書

加熱調理後の冷却時間に時間的な制約の記載があるが、

①、②ともにお見込みのとおり。

① 甲が調理したものは甲が行う認識でよいか。
② 時間制約は機器に依存する点が多いと思うが、それら
が可能な機器及び台数が設置されているのか。

P2.7項１号
調理業務⑤
16

仕様書

① 総合厨房管理システムのシステム名をご教示くださ

① 株式会社タクトの「タクトシステム」にて、測定し

い。また、独自にカスタマイズされている内容があれ

た温度は自動記録されます。配膳車の温度、食品の

ば合わせて開示ください。

中心温度、食品の検品温度システム、冷蔵冷凍庫管

② ３箇所測定した場合３箇所の温度が自動で記録され
る認識でよいか。

理等は当院に合わせた内容となっています。一部紙
運用の部分もあります。
② お見込みのとおり。

P2.7項１号
調理業務⑧

クックチル、クックサーブ、真空調理とトレイメイクが
実施できる体制であることあるが、料理ごとの加熱調理方

昼夕食：サーブ対応になります。

法、冷却方法を日別、各食毎にお示しください。

冷却方法：クックチル

示すことが出来ない場合、日別、各食毎の上記の割合を
17

仕様書

朝 食：副菜の一部クックチル、その他サーブ

お示しください。

加熱調理方法：スチームコンベクションオーブン（温菜）
※軟菜の一部のメニューに真空調理あり。

例（昼食、主菜＝サーブ、冷菜＝チル（ホテルパン）
、
副菜＝真空等）

現在は、サーブ70%、クックチル25％、真空調理5%
になっていますが、変更は可能です。

18

仕様書

P2.7項2号

料理の再加熱と当日調理された料理を組み合わせて盛

盛付業務①

付とあるが、すべての料理が前述の組合せが発生するの
か、チルだけで完結している料理もあるのか。

NO.13のとおり。

P2.7項2号
盛付業務③
19

仕様書

業内容なのかをお示しください。

患者ごとのトレーにお茶を入れた湯飲みをセットし
ます。

例）配膳車ごとに湯飲みとやかん（茶入）をセットする。

P2.7項３号
検査食の調理・配下膳
20

食事用のお茶のセットとあるが具体的にどのような作

仕様書

下膳の業務は甲だが（仕様書P10業務負担区分調理作

検査食の調理・配下膳は乙の作業になります（仕様書

業区分5に記載）本項には甲の指示に従い配下膳をするこ

P10業務負担区分調理作業管理区分3をご参照くださ

ととあるがどのような解釈か。

い）
。
検査食の配下膳は２Ｆ厨房付近です。

P2.7項5号
21

仕様書

配膳車・下膳車の搬送業務

業区分5に記載）本項には食事箋の保管管理が明記されて

① 下膳車回収時間

いるがどのような解釈か。

P3.7項5号
22

仕様書

下膳の業務は甲だが（仕様書P10業務負担区分調理作

下膳の業務は甲だが（仕様書P10業務負担区分調理作

配膳車・下膳車の搬送業務

業区分5に記載）本項には、術後・分割食、小児科等の中

②

間食について配下膳を示す記載があるが、乙の作業区分

食事箋の保管管理については、NO.10のとおりです。
食札は各フロアで甲職員が回収します。

乙の作業区分は、各フロアでの甲職員への受け渡しま
でです。

か。
P3.7項6号
23

仕様書

生ごみとそれ以外とあるが、それ以外は更に細分化され

生ごみは肥料として再利用するため分別しています。

残飯等処分業務②

るのか。されるのであればその内訳及びそれぞれの廃棄方

それ以外は、可燃ゴミ、不燃ゴミ、プラスチック、缶類

分別について

法の詳細をご教示ください。

等当院のゴミ分別基準に従い、院内所定の場所に破棄し
ます。

24

仕様書

P3.8項1号

大量納入が確実で衛生的な業者からの仕入れと記載が

材料管理②

あるが、
「衛生的な」の具体的な定義をお示しください。

「大量調理施設衛生管理マニュアル」の衛生管理体制
に基づいたものとしています。

P3.8項1号
25

仕様書

材料管理④

ここで示されている「品質」には上記の衛生的な対応も

含まれます。

含まれるのか。

P3.8項1号

高知県産の食材の使用、国内産の材料の使用に努めるよ

一般食と特別食の献立表作成基準は甲ですが、作成は

材料管理⑤

う記載があるが、食材納入価格が経済的な事由により上昇

乙の作業になります（仕様書P10業務負担区分栄養管

した場合、委託契約で定められている食材費を超えないよ

理区分４をご参照ください）
。献立の変更は可能です。

うに献立の変更を速やかに実施していただける解釈でよ
26

仕様書

いか。
（食事の大部分を占める一般食と特別食の献立作成は甲
の作業である。
）それとも、献立の変更は行われず、上昇
分は受託者の負担になるという解釈か。
P4.8項３号
その他①及び②

治療用特殊食品は甲の指定するものを使用とあるが、
① 指定する種類及びそれぞれの使用量をお示しくださ
い。
② また、指定品の流動が悪く消費期限を超えて廃棄とな

27

った分は請求ができるのか。

仕様書

③ 契約後に使用品の変更があった場合、変更前よりも単
価が上がったり、契約時よりも単価の高い商品の数量

治療用特殊食品については、以下のとおりです。
① 指定する種類が複数あり、商品ごとに使用量が異な
ります。直接来院いただければ、ご説明させていた
だきます。
② 過去に請求事例はありませんが、検討は可能です。
③ 栄養管理運営委員会や栄養局協議会等や、甲乙協議
の上で個別に検討したいと思います。

の構成比が上昇した場合の食材料費の取扱いについ
てご教示ください。
P4.8項３号
その他③
28

仕様書

低栄養患者等の栄養管理を甲と共に実施とあるが、具体
的な業務量をお示しください。
月-金 1日当り○○名に対して
１名あたり○○分程度の目安時間

週に１件程度で、1件あたり２～5分程度。該当者が
ない週もあります。

29

P4.10項1号

経験が少ない栄養士、調理師…とあるが、経験が少ない

具体的な経験年数や月数は問いませんが、当院のコン

業務従事者②

とは具体的な経験年数、月数の定義があればお示しくださ

セプトを理解頂き、安全で円滑かつ適切に業務が遂行で

い。

きるような体制をお願いします。

仕様書

P5.10項３号
受託責任者及び業務責任
30

仕様書

者③

（②）のセントラルキッチン業務とは何か。
また（③）に配膳車・下膳車の搬送業務とあるが配下膳
は甲の業務であるが、その業務に対して業務責任者を選任
するのか。

セントラルキッチン業務とは、主厨房内での業務（調
理、盛付、洗浄等）のことです。
配下膳についても各フロアの状況把握等が必要とな
りますので、選任をお願いしたいと思います。ただし、
受託責任者との兼任は可能です。

P5.11項2号
31

仕様書

業務従事者の服装及び規

勤務中は定められたクリーニングとあるが、定められて
いる内容をご教示ください。

律①
P5.11項2号

納入業者に対する衛生管理の指示、衛生管理簿の作成と

現納入業者の衛生管理について、納品時のキャップ、

業務従事者の服装及び規

あるが、現納入業者の衛生管理体制については開示いただ

マスク着用、手指消毒について指示を行い、現受託業者

律⑩

けるのか。

が現納入業者から提出された細菌検査結果をもとに衛

また、開示頂いた内容（開示のない場合、業務開始まで
32

制服は通常のクリーニングをお願いしています。

に乙にて納入業者等に対して調査を行った結果）により乙

仕様書

の納入業者管理基準に適さない場合は該当業者からの仕
入れは実施しないがご理解頂けるか。

生管理簿を作成しています。
衛生管理簿については当院に来院いただければ開示
可能です。
「乙の納入業者管理基準に適さない場合は該当業者
からの仕入れは実施しない」ことについては理解しま
す。

P5.11項3号
33

仕様書

保存食の管理業務①

保存食は有料か。

お見込みのとおり。

P6.11項4号
緊急時の対応②
34

仕様書

P6.14項１号
費用負担
35

仕様書

災害時の業務が滞らないように努めることとあるが、貴

給食部門の最新（最終）受信データ又は印刷された情

院の特に栄養管理事務の災害発生時の対応方法について

報を用いて、当院の統合情報システムの情報を確認し、

ご教示ください。

災害規模に応じて対応予定です。

乙負担区分の⑩及び注意書について、現時点の情報量で

検討します。

は連携の必要性を判断し兼ねるため、積算費用に含まない
が、契約に向けた協議を進める段階で必要性が生じた場合
先に提示している金額に加算することが可能か。

P7.15項5号
36

仕様書

要望等の調整義務

仕様書

とあるが、この調整には契約金額の増減を伴う調整がある

現在の受託業者の持込み備品をご教示ください。

持込み備品の報告

P8.15項17号
院内各委員会等への参加
38

お見込みのとおり。

という認識でよいか。
P7-8.15項15号

37

貴院からの要望、相談があった場合協議の上調整を行う

消耗品のみ（機器関連及び食器等洗剤、ブラシ、スポ
ンジ、ラップ、ゴミ袋、物品管理カゴなど）
。

現状の受託会社の参加している各種委員会の名称及び
目的、開催頻度、開催あたりの時間等をご教示ください。

仕様書

・栄養管理（NST）委員会
1回/月 第３月曜 17:30～(約45分)
・栄養局 協議会
1回/月 17:00～（会の開始15～20分程度）

P8.15項20号
食中毒防止
39

仕様書

本業務は貴院職員との混在業務であると認識していま
す。貴院の職員の衛生管理体制について内容の記載のある
ものをご教示ください。

基本は、最新の「大量調理マニュアル」を標準手順書
として遵守することとしています。
院内の「食中毒感染対策予防マニュアル」は、別紙２
のとおりです。

Ｐ２．５（４）
40

募集
要領

参加資格要件

弊社は高松市に四国支店を置いており高知県内には貴

何か問題が起こった際に、問題解決に向け、すぐに対

院レストランをはじめ数ヵ所受託している事業所がある

応できる体制を求めておりますので、受託事業所とは別

が事業所とはその認識でよろしいか。

に事業所の開設をお願いします。

