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介ページなどの定期的な更新を行った。また、西新橋キャンパス再整備計画に関するペー
ジを新設し、ホームページ、イントラネットを通じて広報した。

・「The…JIKEI」の特集として「医療連携に関する座談会」を開催し、慈恵大学の目指す医
療連携について教職員、同窓、医療連携機関に対して情報発信を行った。

・講座・研究部門のメディア掲載数は864件まで上っており、慈恵トピックスを作成するこ
とにより本学の教育、研究内容および附属病院の診療内容を学内外にアピールすることが
できた。

⑵　大規模災害対策の再整備とBCP（事業継続計画）を保守・点検する。
　大規模災害対策については、附属病院防火災害対策委員会を中心に点検・見直し作業を
進めた。

⑶　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。
　老朽化した空調設備の更新や消費電力の少ない照明器具の採用を推進し、エネルギー使
用量を削減した。東京都の省エネルギー診断結果を西新橋キャンパス再整備計画に活用す
ることで更なる省エネ対策を推進したい。なお、東京都環境確保条例に対するCO 2 削減は、
第二計画期間（平成27年度から平成31年度）の削減義務率13%に対し今年度は19.4%の削
減率であった。

⑷　慈恵看護教育130年記念事業の実施
　平成27年11月15日（日）、寬仁親王妃信子殿下のご台臨を仰ぎ、ホテルオークラ東京にて、
慈恵看護教育130年記念式典・講演・祝賀会を開催した。出席者は総勢700名であり、式典
では栗原理事長の式辞、上間副校長の経過報告、厚生労働省医政局岩澤和子看護課長の祝
辞などで慈恵看護教育130年の意義が伝えられた。妃殿下の御講演は「看護の心」と題し
ご自身のご経験から看護への熱い思いが語られた。祝賀会は松藤学長の挨拶、東京都看護
協会の嶋森好子会長、一般社団法人全国看護学校協議会の荒川眞知子会長のご祝辞など和
やかな雰囲気で進められ慈恵の歴史と看護教育への貢献を再確認した。

2 ）平成27年度の主な建設工事
1．法人事務局

①… 高木 2号館外壁打診調査… 平成27年10月完了
②… 大学管理棟機械式駐車場整備工事… 10月完了
③… NTTドコモ内線ソリューションシステム（オフィスリンク）導入工事
… 【ICT推進プロジェクト】… 平成27年10月完了
④… F棟外壁打診調査… 平成27年11月完了
⑤… 大学各所監視カメラ増設工事… 平成27年11月完了
⑥… 高木 2号館地下 1階カフェテリア内装修繕補修工事… 平成27年11月完了
⑦… NTTドコモ屋内アンテナ設置に伴うネットワーク用電源工事
… 【ICT推進プロジェクト】… … 平成27年11月完了
⑧… 外来棟 5階女子トイレ洋式改修工事… 平成27年12月完了
⑨… F棟エレベーターリニューアル整備工事… 平成27年12月完了
⑩… 都有地土壌汚染対策法第12条第 1項における汚染対策工事
… 【西新橋キャンパス再整備計画】… 平成28年 1 月完了
⑪… F棟耐震補強計画に向けた図面復元作業… 平成28年 1 月完了
⑫… 大学 1号館横立体駐車場入出庫管理システム更新工事… 平成28年 1 月完了
⑬… 看護師寮ガス給湯器更新工事【第 2期/全 3 期】… 平成28年 2 月完了
⑭… 高木 2号館非常用自家発電設備整備工事… 平成28年 2 月完了

2 ．西新橋校
①… 大学本館解剖学講座旧電子顕微鏡室改修工事（一般実験室へ用途変更）
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… … 平成27年 5 月完了
②… 消防設備点検（機器点検）整備工事【大学部門】… 7 月完了
③… F棟地下 1階機械室屋内消火栓ポンプ更新およびスプリンクラーポンプ整備工事
… 平成27年 9 月完了
④… 高木会館南側外壁漏水補修他工事… 平成27年 9 月完了
⑤… F棟屋上防水工事… 平成27年 9 月完了
⑥… 柏病院臨床医学研究所コールドルーム設備更新工事… 平成27年 9 月完了
⑦… 高木会館屋上高架水槽更新工事… 平成27年11月完了
⑧… 大学本館後棟電気室計器用変圧器等更新工事… 平成27年11月完了
⑨… 大学 1号館外壁タイル打診調査… 平成27年11月完了
⑩… 高木会館 4階学術情報センター標本館教育用標本室排気設備新設工事…
… 平成27年11月完了
⑪… 大学 1号館実験動物施設空調用HEPAフィルター交換工事… 平成27年11月完了
⑫… 大学 1号館コージェネレーション設備分解整備工事… 平成27年12月完了
⑬… 消防設備点検（綜合点検）整備工事【大学部門】… 平成27年12月完了
⑭… 柏病院臨床医学研究所空調機用フィルター取替工事… 平成28年 1 月完了
⑮… 大学 1号館14階プレハブ冷凍庫冷凍ユニット更新工事… 平成28年 3 月完了
⑯… 大学 1号館GMP対応細胞産生施設定期バリデーション補修工事… 平成28年 3 月完了
⑰… 柏病院臨床医学研究所空調用チラーユニット整備工事… 平成28年 3 月完了
⑱… 柏病院臨床医学研究所蒸気用 1号ボイラー更新工事… 平成28年 3 月完了
⑲… 大学 2号館横教職員用立体駐車場No.1号機整備工事… 平成28年 3 月完了
⑳… 大学 1号館小型貫流蒸気ボイラー点検整備工事… 平成28年 3 月完了
㉑… 受水槽・高架水槽大学各所修繕工事… 平成28年 3 月完了
㉒… 大学 1号館GMP対応細胞産生施設内CO 2 インキュベーター用温度・CO 2 濃度用変換器…

更新工事… 平成28年 3 月完了
㉓… F棟 1 階蒸気暖房機配管設備各不良箇所修繕工事… 平成28年 3 月完了

3 ．本院
①… 中央棟熱源機械室内低層系冷水ポンプ整備工事… 平成27年 5 月完了
②… 建築設備定期検査に伴う病院各所非常照明設備整備工事… 平成27年 5 月完了
③… 中央棟手術室No.4血管撮影装置更新に伴う補修工事… 平成27年 5 月完了
④… 外来棟救急部初期治療室空調機修理工事… 平成27年 6 月完了
⑤… E棟雑排水貯留槽水中撹拌曝気ポンプ更新工事… 平成27年 7 月完了
⑥… 医療ガス供給設備整備点検に伴う空気供給装置・吸引供給装置他整備工事…
… 平成27年 7 月完了
⑦… 外来棟カルテ閲覧管理システム整備工事… 平成27年 8 月完了
⑧… 中央棟西側低層階外壁調査作業及び応急対策工事… 平成27年 8 月完了
⑨… 自動ドア装置保守点検における不具合箇所整備工事… 平成27年 8 月完了
⑩… 中央棟栄養部内プレハブ冷蔵庫更新工事… 平成27年 9 月完了
⑪… 中央棟エレベーター 7号機長周期地震対策工事… 平成27年 9 月完了
⑫… E棟中央監視室電力監視装置システム更新工事… 平成27年 9 月完了
⑬… 病棟採風窓･非常扉用管理システム整備工事… 平成27年10月完了
⑭… 中央棟病棟廊下手摺更新工事… 平成27年10月完了
⑮… 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27年10月完了
⑯… 中央棟病棟廊下手摺更新工事… 平成27年10月完了
⑰… 外来棟電気室高圧ケーブル更新工事… 平成27年11月完了
⑱… 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27年11月完了
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⑲… 外来棟 3階外来化学療法室増床工事… 平成27年12月完了
⑳… 中央棟屋上冷却塔整備工事…… 平成27年12月完了
㉑… E棟各所空調機自動制御機器保守点検における不具合個所整備工事… 平成27年12月完了
㉒… 院内搬送システム（自走台車）整備工事… 平成28年 1 月完了
㉓… 外来棟 4階屋上ヒートポンプチラーユニット整備工事… 平成28年 2 月完了
㉔… 中央棟・E棟各所HEPAフィルター交換工事… 平成28年 2 月完了
㉕… 中央棟ゴンドラ設備備品交換工事… … 平成28年 2 月完了
㉖… 消防設備点検（総合点検）整備工事【病院部門】… … 平成28年 2 月完了
㉗… 中央棟病棟系統排気ファン更新工事… … 平成28年 2 月完了
㉘… 交通計画調査業務【西新橋キャンパス再整備計画】…… 平成28年 3 月完了
㉙… 外来棟無線LAN（Wi-Fi）設備導入工事【ICT推進プロジェクト】… … 平成28年 3 月完了
㉚… 外来棟各所屋上防水工事… … 平成28年 3 月完了
㉛… E棟屋上階便所系統排気送風機羽根車等修繕工事… … 平成28年 3 月完了
㉜… 中央棟無停電電源装置蓄電池交換工事… … 平成28年 3 月完了
㉝… 中央棟栄養部食品保管庫扉改修工事… … 平成28年 3 月完了
㉞… 特高監視用無停電電源装置更新工事… … 平成28年 3 月完了
㉟… 中央棟 1階災害対策用無線LAN-VoIPシステム導入工事【ICT推進プロジェクト】…
… 平成28年 3 月完了
㊱… 新大学 2号館（仮称）、新病院［小児・周産期医療センター］（仮称）本体工事及び…

実施設計・監理業務【西新橋キャンパス再整備計画】… … 次年度継続
㊲… 中央棟自動火災報知設備更新工事（27/28年工事）… … 次年度継続
㊳… 病棟用ナースコール設備更新工事… … 次年度継続




