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・中期目標・中期計画実現のためにBSCの推進とPDCAサイクルを活用し、単年度事業計画を達成する。
　各部署の業務目標を段階的にBSCで行う取り組みは、今年度より段階的に導入されること
になり、人事課との協力体制のもと実現することができ、対象となる学内職員全70部署のうち
48部署で作成され導入率は68. 6 ％となった。部署別BSCを目標管理の核とし、大学の中期目標・
中期計画、事業計画および各部署さらには個人の業務目標を連動させるカスケードの取り組み
は、病院機能評価においても模範的な取り組みとして高い評価を得ることができた。
7 ）その他
・情報公開の推進、広報活動の充実のため本学の教育・研究内容および附属病院の診療内容などを社
会にアピールすると共に病診連携、病病連携、同窓会員への情報発信に努める。
　ホームページに「本学のコンプライアンスに向けた取り組み」および「公益通報制度」など
を新規掲載すると共に定期的に更新した。また、広報誌やホームページなどを通じて、医療連携フォー
ラム、市民公開講座の開催など、地域のニーズに沿った活動の発信に取り組んだ。なお、講座、
研究部門のプレスリリースについてサポートした結果、729…件がメディアに掲載されるなど、本
学の教育、研究内容および本院の診療内容を幅広く社会にアピールすることができた。
・大規模災害対策の再整備と事業継続計画（BCP）を策定する。
　西新橋キャンパスにおいて大規模災害訓練を行った。災害対策本部を実際に立ち上げ、トリ
アージ訓練を行うと共に、芝消防署の協力のもと煙テント体験、消火器操作訓練、栄養部の非
常食配布訓練などを実施した。本院においては、事業継続計画（BCP）策定委員会にて第 1
版BCPの見直しや更新を進めた。また、有事の際も業務継続が求められる看護部などの 5部
門に関わる部署別BCPの新規作成に向けた検討を進めた。
　葛飾医療センターでは、BCP教育訓練の一環として、葛飾区総合防災訓練を行った。本訓練では、
災害対策本部を立ち上げ、衛星電話、防災行政無線、デジタル無線など災害時の通信ツールを
幅広く活用し、それぞれの機器操作、感度、利便性などを検証した。
　第三病院では、有事の際の参集体制の充実を図るために、看護師寮の稼働率を高める暫定施
策を講じ、新人以外の看護師の入寮体制を整備した。
　なお、柏病院においてはBCP作成が遅延しており、早急な対応が求められる。
・地球温暖化防止関連法規を遵守し、エネルギーの有効利用とエコ活動を推進する。
　「慈恵大学節電行動指針」に則り、大学全体で節電、エコ活動を継続した。節電対策を強化
した平成23年度比の電気使用量は 1 . 9 ％の増加に留め、エネルギー使用量の原油換算は前年
度比 0 . 4 ％減少した。また、高効率空調機器への更新、LED、Hf型蛍光灯などの高効率照明
器具への更新、パッケージエアコン更新など節電効果が見込まれる設備投資を行い、消費電力
を削減した。
　一方、東京都環境確保条例に対するCO2削減量は、第一計画期間（平成22年度から平成26年度）
の削減義務率 8％に対する平均削減率が約 9 . 5 ％となり目標を達成することができた。
　今後も関連法規を遵守し、エネルギーの有効利用とエコ活動が文化、風土として学内に定着
するよう活動を更に推進する。

2 ）平成26年度の主な建設工事
1．法人事務局

①… 大学本館前棟正面玄関前駐車場舗装補修工事… 平成26年 5 月完了
②… 大学本館東門搬入口舗装陥没部復旧工事… 平成26年 8 月完了
③… 石綿含有保温材等の使用状況調査実施… 平成26年 9 月完了
④… 看護師寮ガス給湯器更新工事【第 1期/全 3 期】… 平成27年 2 月完了
⑤… 大学本館前棟北面外壁タイル補修及び落下防護設置工事… 平成27年 3 月完了
⑥… 大学管理棟建築設備定期検査是正工事… 平成27年 3 月完了
⑦… 大学 2号館横教職員用立体駐車場整備工事… 平成27年 3 月完了
⑧… 大学 1号館立体駐車場保全整備工事… 平成27年 3 月完了
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2 ．西新橋校
①… F棟屋外高圧受電設備受電計器用変圧器等更新工事… 平成26年 5 月完了
②… 大学 1号館屋上構造鉄骨耐火被覆保護材修繕工事… 平成26年 6 月完了
③… 消防設備点検（機器点検）整備工事【大学部門】… 平成26年 6 月完了
④… 総合医科学研究センター研究室一部移転に伴う整備工事… 平成26年 6 月完了
⑤… 大学 2号館地下 1階臨床研究支援センター新設工事… 平成26年 6 月完了
⑥… ボイラ及び第一種圧力容器性能検査受検に伴う整備工事【大学部門】…平成26年10月完了
⑦… 自動ドア装置保守点検に伴う是正工事【大学部門】… 平成26年11月完了
⑧… 高木会館機械室水冷式チラーユニット 1号機整備工事… 平成26年11月完了
⑨… 大学本館後棟屋上高架水槽及び南東系統給水主管更新工事… 平成26年12月完了
⑩… 大学 1号館地下 1階実験動物研究飼育室4改修工事… 平成26年12月完了
⑪… 消防設備点検（綜合点検）整備工事【大学部門】… 平成26年12月完了
⑫… 大学 1号館小型貫流蒸気ボイラ点検整備工事… 平成26年12月完了
⑬… 大学 1号館コージェネレーション発電機NOxコンバータ取替工事… 平成27年 1 月完了
⑭… 大学 1号館GMP対応ベクター産生施設HEPA交換・環境測定… 平成27年 1 月完了
⑮… 大学 1号館アイソトープ実験研究施設空調ダクト清掃並びに風量調整工事
… 平成27年 3 月完了
⑯… 大学 1号館空調機修理工事… 平成27年 3 月完了
⑰… 大学 1号館GMP対応施設細胞産生施設バリデーションに伴う施設清掃作業
… 平成27年 3 月完了
⑱… 大学 2号館塔屋雑用水高置水槽配管バルブ交換工事… 平成27年 3 月完了
⑲… 高木会館 2階学術情報センター准教授室新設工事… 平成27年 3 月完了
⑳… F棟地下 1階屋内消火栓スプリンクラーポンプ室消火栓ポンプ修理工事
… 平成27年 3 月完了
㉑… 寄附講座（先進内視鏡治療研究講座・先端医療情報技術研究講座）新設工事
… 平成27年 3 月完了
㉒… 大学 1号館実験動物施設空調用HEPAフィルター取替工事… 平成27年 3 月完了

3 .本院
①… E棟非常用自家発電機整備工事… 平成26年 5 月完了
②… 外来棟 3階手術室21・22空調機更新工事… 平成26年 5 月完了
③… 中央棟 9階共同浴室床タイル修繕工事… 平成26年 5 月完了
④… 中央棟非常用エレベータロープ取替工事… 平成26年 5 月完了
⑤… 中央棟地下 2階備蓄倉庫用途改修工事… 平成26年 6 月完了
⑥… 外来棟・中央棟オーダーリング用スイッチングHUB非常電源切替工事
… 平成26年 6 月完了
⑦… 消防設備点検（機器点検）整備工事【病院部門】… 平成26年 6 月完了
⑧… E棟各所出入管理システム整備工事… 平成26年 6 月完了
⑨… 中央棟屋上PS室スプリンクラー設備修繕工事… 平成26年 6 月完了
⑩… 中央棟患者用立体駐車場修繕工事… 平成26年 7 月完了
⑪… 外来棟（旧A棟） 3階南側屋上他塗膜防水修繕工事… 平成26年 7 月完了
⑫… 外来棟 2階小児科外来内診察室 4・測定室整備工事… 平成26年 7 月完了
⑬… 中央棟屋上階消火栓ボックス補助散水栓配管修繕工事… 平成26年 7 月完了
⑭… 中央棟 6階無菌病棟薬浴室水フィルター交換作業… 平成26年 8 月完了
⑮… E棟中央監視装置用リモートユニット整備工事… 平成26年 8 月完了
⑯… 外来棟地下 1階第 1リニアック更新に伴う整備工事… 平成26年 9 月完了
⑰… 外来棟空調洗浄作業（中央診療部門・診療支援部門他）… 平成26年 9 月完了
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⑱… E棟外壁点検調査作業… 平成26年 9 月完了
⑲… 外来棟1階エレベーター14号機地下ピット止水対策工事… 平成26年 9 月完了
⑳… 中央棟空調吹出口ルーバー交換工事… 平成26年 9 月完了
㉑… 外来棟（旧A・B棟）エレベーター挟み込み防止装置取付工事… 平成26年 9 月完了
㉒… ボイラ及び第一種圧力容器性能検査受検に伴う整備工事【病院部門】… 平成26年10月完了
㉓… 病院非常照明設備点検整備工事… 平成26年10月完了
㉔… 外来棟（旧B棟）地下 1階電気室高圧受電しゃ断器等更新工事… 平成26年10月完了
㉕… 外来棟（旧C棟）地下 1階自動ドア更新工事… 平成26年10月完了
㉖… 外来棟地下 2階非常用自家発電機整備工事… 平成26年10月完了
㉗… 特別高圧受変電設備整備工事… 平成26年10月完了
㉘… E棟立体駐車場チェーンガイドレール他整備工事… 平成26年11月完了
㉙… E棟屋上階冷却塔（CT- 1 ～CT- 3 ）整備工事… 平成26年11月完了
㉚… 自動ドア装置保守点検に伴う不具合個所整備工事【病院部門】… 平成26年11月完了
㉛… 消防設備点検（総合点検）整備工事【病院部門】… 平成26年11月完了
㉜… E棟別館 2・ 3階空調機保守点検不具合個所整備工事… 平成26年11月完了
㉝… E棟 1 階防災センター防災監視盤火災通報装置盤整備工事… 平成26年11月完了
㉞… 病棟出入管理システム整備工事… 平成26年12月完了
㉟… 中央棟防災センター防犯カメラ主装置取替工事… 平成26年12月完了
㊱… E棟 1 階母子センター防犯設備設置工事… 平成26年12月完了
㊲… 中央棟14階共同浴室浴槽更新工事… 平成27年 1 月完了
㊳… 中央棟地下 3階排水処理室雑排水貯留槽ポンプ更新工事… 平成27年 1 月完了
㊴… F棟耐震一次診断作業… 平成27年 1 月完了
㊵… 特別高圧変電設備監視ローカル用電源取替工事… 平成27年 1 月完了
㊶… 中央棟・E棟各所空調吹出口及び給排気口整備作業… 平成27年 1 月完了
㊷… 中央棟共聴設備整備新工事… 平成27年 1 月完了
㊸… 外来棟診療部門エリア火災感知器整備工事… 平成27年 1 月完了
㊹… 中央棟ゴンドラ設備保守点検不具合箇所整備工事… 平成27年 2 月完了
㊺… 中央棟・E棟トイレ系統排気ファン整備工事… 平成27年 2 月完了
㊻… 外来棟中央カルテ室カルテ管理システム機器更新工事… 平成27年 2 月完了
㊼… 外来棟（旧A・B棟）エレベーター耐震補強工事… 平成27年 2 月完了
㊽… 中央棟防災センター内防犯カメラ主装置取替工事… 平成27年 2 月完了
㊾… 中央棟・E棟各階浴室他系統排気設備整備工事… 平成27年 2 月完了
㊿… 中央棟 6階無菌病棟各所水フィルター配管更新工事… 平成27年 3 月完了
�… 医療ガス供給設備整備点検【病院部門】… 平成27年 3 月完了
�… 外来棟地下 2階中央階段下湧水槽ポンプ及び自動制御装置更新工事… 平成27年 3 月完了
�… 中央棟 3階手術室OP 6 室凍結治療器導入に伴う医療ガス設備新設工事
… 平成27年 3 月完了
�… 中央棟各所空調機自動制御機器保守点検における不具合箇所整備作業
… 平成27年 3 月完了
�… 中央棟汚物処理室ベットパンウォッシャー用電源設置工事… 平成27年 3 月完了
�… 外来棟1階グリーンカウンター（検査説明窓口）呼出表示システム更新工事
… 平成27年 3 月完了
�… 外来棟多目的トイレベビーシート増設工事… 平成27年 3 月完了
�… E棟ハロンガスボンベ室ハロゲン化物貯蔵容器等交換工事… 平成27年 3 月完了
�… 地盤調査業務【西新橋キャンパス再整備計画】… 平成27年 3 月完了
�… 敷地測量調査及び官民境界確定業務【西新橋キャンパス再整備計画】…平成27年 3 月完了




