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病 院 概 要

大阪警察病院は、地域医療の中核的な病院として

また、大阪府警の職域的な病院として、新しい医

療機器の充実、優れた医療スタッフをそろえ、先

端医療、高機能医療の実現に努めています。

住 所 大阪市天王寺区北山町10-31

病院開設 昭和12年9月

病床数 許可病床：一般病床 580床

診療科 25



省エネ取組みの流れ
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① 設備自営管理(内製化)の取り組み

• 冷暖房の外気温度による負荷の変動や各部門の営業時
間の違いによる負荷の変動を先行予測した。

(熱源機器及び送水Ｐの運転台数が 小になるよう手
動にて運転停止を行う。また一次Ｐの送水能力を二次
Ｐの送水に利用する。 Ｈ7～ 設備改造費用は0

• 外気温度を有効利用し熱源を作るのを 小限に押える

• 空調機41系統に夏･冬･中間期ごとの温度設定値を定
め、これにより過冷、過暖をなくし適切空調を提供し
ながら省エネを実施した。H7～ 設備改造費用は0

• 空調機系統の不均衡を是正するため設計変更した各部
屋の熱負荷に応じて風量を再調整し、ダクトの配置な
ど一部改造を実施した。 H7～ 改造は自営で材料費のみ



施設課業務効率化体制の取組み



施設課修繕費削減の取組み

施設課エコミーティング

(毎朝、情報共有化勉強会実施)
冷温水弁内部ギア交換修理

(バタフライ弁交換費用削減)



施設課修繕費削減の取組み

給排水管漏水緊急修理風景
(ＣＯ２による不断水工法実施)

病室天井内空調機緊急修理風景
(簡便工法習得により1時間で交換可能)



②-1  省ｴﾈｾﾝﾀｰ診断概要報告書

診断実施日 平成13年11月9日

◎ 低減金額（合計11,653千円/年）

◎ 電力 6,800 –6％

◎ 燃料 4,853 –9％ 全体5％低減

（重油・灯油・ガス）

◎ 給水 - -

コメント：管理組織整備とＰＤＣＡサイクルの実施徹底に
よる効果として5％を見込んだ。冷暖房・照明・医療機器
等の無駄な使用排除について管理標準を早期に設定し、専
門部門の活動に併せ全員参加の活動も取り入れ効果を挙げ
られたい。 ⇒ EA21登録認証へ

電力

燃料



②-2  省ｴﾈｾﾝﾀｰ診断概要報告書

診断実施日 平成13年11月9日

◎ エネルギー消費原単位

エネルギー消費原単位とは、建物の一年間における全エネル
ギーの消費量を、一次エネルギー(MJ)に換算し、延床面積当
りのエネルギー消費量として表したもの。

原単位 ＭＪ/㎡・年 現状 3,983 ⇒ 提案 3,603 低減率 9.5％

コメント：病院の平均値3,368の約18％UPとなっている。

これは省エネ活動が不足している意味ではなく、空調・照明等の

環境が高いレベルにあり、原単位は他病院とも比較し、要因分析

すると自病院の特徴がより明らかになり、今後の活動の方向が見

出せると考える。今後も更に積極的な活動を展開し原単位の低減

に努められたい。 ⇒ＢＥＭＳ導入工事へ(平成16年度)



②-3  省ｴﾈｾﾝﾀｰ診断概要報告書 (提案内容の内訳)

診断実施日 平成13年11月9日

〔運用に実施可能な提案〕

◎ 管理組織の整備とＰＤＣＡサイクルの実施による省エネ効果

1、冷温水発生器の冷水出口温度の変更

2、外来等の空調設定温度変更

〔回収可能な投資によるもの〕

1、直焚冷温水発生機冷却塔ファンのインバータ可変速制御

2.、空調AHUファンのインバータによる変風量制御

３、受変電変圧器の運転容量減少による損失の低減

〔リニューアルによるもの〕

1、40W2灯用蛍光灯の安定器の取替

コメント：改善工事方法多方面で検討し投資額低廉化。投資を
その事業者が負担する、ESCO事業も検討を⇒ ESCO導入へ



②-4  省ｴﾈｾﾝﾀｰ診断概要報告書 (総合所見)

診断実施日 平成13年11月9日

① 管理者の意識が非常に高く、専門部門を主体にし
て意欲的な省エネが展開されている．

更に看護部門も含めた職員全体が参加できる体制を設
置し活動を展開して効果を向上されたい．

② 改善案については、効果と投資費用をさまざまな
面から検討し効果の確実化と投資費用の低廉化を図り、
実施を実現されたい．また投資をその事業者が負担す
る、ESCO事業の導入についても一度検討を要す．

③ 第２種指定事業所になったばかりであるが、管理
標準も作成している．省エネ法の判断基準をベースに
より高いレベルで実行可能な管理標準の設定を急がれ
たい．



建 物 概 要 (ESCO事業前)

建 物 場 所 ：大阪市天王寺区北山町

延 床 面 積 ：約28,500m2

竣 工 ：Ⅰ期竣工 平成2年 Ⅱ期竣工 平成4年

設 備 内 容 ：

ガス･灯油切替吸収式360RT×3

炉筒煙管ボイラ1.8t/H×3

水冷チラー100RT×2 貫流ボイラ
250kg/h

契 約 電 力 ：1,550kW

ガス使用量 ：66万㎥/年



④-1  ESCO事業概要
エネルギー消費量ﾍﾞ-ｽ(平成16年度)
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④-2  ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ改修前



④-3  ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ改修後



④-4  空調機のCO2制御

還気付空調機 1台 CO2制御

外調機 3台 CO2制御

熱交換器付空調機 7台 CO2制御

熱交換器付空調機 3台 差圧制御

還気付空調機



④-5  厨房排気量適正化制御



④-6 熱源機械室室内温度制御



④-7   照明のインバータ化

40W－1灯 141台

40W－2灯 1,823台

40W－3灯 159台



④-8   地下水供給システム導入
(水道法51品目飲料用適合化)大阪府災害拠点病院認可



④-9 NEDO補助金の採択

当院のESCO事業について、平成18年度の

次の補助金を申請し、採択されました。

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業

・補助率 1/3 （配管、ダクトなどの工事費を除く）

・事業期間 単年度

・新築、既築どちらも可 どちらも可

・省エネ率の要件 新築15％程度（10％以上）

既築25％程度（10％以上）

・１５年間の実績フォロー

有り

毎月事業者との実績をもとに検証や提案あり

(現在フィダー別の電力量を検証を行なう)



④-10 省エネルギー量内訳

高効率ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
35.9%

空調
49.9%

高効率ｼﾞｪﾈﾘﾝｸ
7.5%

高効率ｽﾁｰﾑﾎﾞｲﾗ
6.5%

空調機外気量制御
33.2%

機械室換気
1.5%

厨房排気ﾌｧﾝ
4.1%

照明ｲﾝﾊﾞｰﾀ
11.3%

省エネルギー量 21,401MJ（20.5％）



⑤ ＥＡ21環境経営の取組み

• 環境経営は、ＥＡ21推進委員(当院職員12名
で構成)において、環境方針その他具体策を検
討のうえ、統括責任者である院長に諮問した後
決定するシステムを採用している。また、その
決定方針等の浸透を図るための実行組織として
エコ隊(約35人)を結成し、全職員に対して啓
発をするとともに、共通認識の醸成に努めてい
る。



電気料金比較データ
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夏季における電気料金推移 (平成 6年～22年度)



6,703,894 円

7,555,993 円

12,683,647 円

11,290,821 円

11,187,548 円

9,625,333 円

9,978,219 円

7,800,339 円

6,910,678 円

9,206,692 円

9,136,740 円

29.6℃

28.8℃

29℃

28.3℃
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28.4℃

28℃

30.5℃

26℃

27℃

27℃
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

8月度 気温に対する電気料金(平成12年～22年度)

22年度の使用量上昇の要因

・平年より気温が高い（平均 30.5℃）

・厨房冷温配膳変更

・薬剤部注射薬室改修工事



病院光熱水費比較 ※病院施設研究会資料より引用

原単位 (A)患者数(入院＋外来患者数×係数0.4) (Ｂ)光熱水費 (Ｃ)延べ床

一人あたりでの光熱水費 (Ｂ) /(Ｃ)×(Ｃ)/(Ａ)

100,000 円/1人

150,000 円/1人

200,000 円/1人

250,000 円/1人

300,000 円/1人

Ａ
病
院

Ｂ
病
院

Ｃ
病
院

Ｄ
病
院

Ｅ
病
院

Ｆ
病
院

Ｇ
病
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施設課省エネの取組み

冷却塔補給水削減ｼｽﾃﾑ開発

「ECOブロー」特許申請⇒事業化



病院の環境への取り組み

◎清浄度を高めた新鮮な空気で十分な換気量の空調機を設置

し来院される方々に快適な環境を提供しています。

◎緑化について法定の二倍を超える面積を設置しています。

◎病院敷地内を全面禁煙にして健康増進に寄与しています。

◎空調などの熱源には高効率機器を投入してCO2削減のため

設備投資を実施しています。

～エコロジーガーデン設置～

◎NASAの研究で、一般の植物に比べCO2やＶＯＣ(揮発性
有機化合物)臭気の吸収能力が極めて高く、マイナスイオン
発生能力に優れた観葉植物を活性炭及び石灰岩を活用した
特殊土壌(エコ土)を使用した新発想室内緑化を外来に設置
しています。

保守管理費用は職員のECO基金(給与天引き)と企業協賛金
から運営されています．



病院の室内環境改善や備品ﾘｻｲｸﾙ等取り組み

エコロジーガーデン 施設課 備品等再生作業場

(ｽﾃﾝﾚｽ・ｱﾙﾐ・鉄など溶接修理可能)



まとめ

病院環境の保全及び安定的な病院経営を継続して

いくためには、業務の効率化を図り、環境負荷に対

する量的抑制策を講じなければなりません。このよ

うな、当院の活動は、狭い地域での取組みであって

も、同じベクトルの取組みであるから、世界に通ず

るものであり、例え、微力なものでもであっても成

果が上がると信じます。今後も当院は、病院運営シ

ステムの効率化推進のため、｢EA21環境経営｣を組

入れながら患者さんの生活環境を損なうことなく、

更に省エネを追求し実行します。 以 上


