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厚生労働省医政局総務課

厚生労働省医政局指導課

医療施設における夏期の節電の取組の進め方等について

今般の東日本大震災に伴う対応について、特段の御配慮をいただきまして、厚く御礼申し上げ

ます。

今夏の電力需給対策については、従来、東京・東北電力管内を対象として対応がなされてきた

ところですが、 7月2 0日の「電力需給I二関する検討会合Jにおいて『西日本5社の今夏の電力

需給対策についてJ(別添1)が取りまとめられ、西日本においても節電の取組を行う必要がある

との考え方が示されました。

これを踏まえ、西日本5社(関西・北陸 E 中国・四国・九州電力をいう。以下閉じ。)管内に所

在する医療施設につきましでも、可能な限り、夏期(7 ~9月)の節電に取り組んでいただくこ

とが必要です。

つきましては、皆様におかれましては、下記の内容につき御了知いただきますとともに、西日

本 5社管内の貴会会員に対して周知していただきますようお願いいたします。

記

1 .西日本における電力需給対策の基本的な考え方について

西日本5社の今夏の電力需給の見通しを踏まえ、関西電力管内及びその他の4社管内におい

て、それぞれ下記のとおりd節電の取組を行うことが求められています。

なお、これらの取組は、あくまで自主的な取組として行っていただくことを要請するもので

す。東京・東北電力管内と異なり、電気事業法に基づく規制を行うものではありません。

(1)関西電力管内における節電の考え方について

関西電力管内においては、これまで、管内の自治体又は自治体の連合により節電に対する積

極的な取組みがなされてきたところであり、また、関西電力による節電要請も行われてきたと

ころです。



こうした取組がなされている中で、今般の供給力低下の新たな事態を迎え、発電所のトラブ

ル等のリスクも考慮し、今夏のピーク期間 E 時間帯(目安は、 7月25日から 9月22日の平

日の 9時から 20時)において、全体として企 10%以上を目途に節電に取り組むこととされ

ました。

ただし、節電にあたっては、国民生活及び経済活動への影響を最小限とするため、生命・身

体の安全確保に不可欠な施設等については、東京・東北電力管内における電気事業法第 27条

の適用に当たっての制限緩和措置の考え方(JlIJ添 1の別紙5)も参照して、それぞれの事情を

勘案した節電に取り組むこととされています。

(2)北陸・中国・四国・九州電力管内における節電の考え方について

北陸開中国・四国・九州電力管内においては、関西電力管内とは異なり、具体的な節電目標

は示されておりませんが、国民生活及び経済活動に支障を生じない範囲での節電(具体的には、

照明・空調機器等の節電など)に取り組むこととされています。

2. 医療施設における節電の取絡について

(1)関西電力管内の医療施設における節電の取組について

医療施設については、生命・身体の安全確保に不可欠な施設であるため、それぞれの事情を

勘案して節電に取り組むことが求められますが、夏期の電力需給ギャップを解消するためにも、

医療施設においても、可能な限り節電に取り組んでいただくことが必要です。

少なくとも昨年の使用最大電力(原則として、昨年の7月25日から 9月22日の平日の9

時から 20時における 1時間単位の使用最大電力 (kW) をいう。)を超えないことを目標とし

て、節電に取り組んでいただくことが適当と考えられます。

別添2の節電アクションに記載されている具体的な節電の取組例も参考にしつつ、積極的に

節電の取組を行っていただくようお願いいたします。

(2)北陸・中国・四国・九州電力管内の医療施設における節電の取組について

上記 1 (2)の考え方に基づき、別添2の節電アクションに記載されている具体的な節電の

取組例も参考にしつつ、上記2 (1)と同様、可能な限り節電の取組を行っていただくようお

願いいたします。

3 留意点

停電の発生の際の在宅療養患者への対応については、「停電に係る在宅医療患者への対応に

ついてJ(平成23年4月B目厚生労働省医政局指導課事務連絡。見IJ添3)において、御対応

をお願いしたところです。

上記のとおり、西日本においても、電力需給の見通しが徐々に厳しくなっている状況にあり

ますので、万が一の停電の際にも在宅療養患者の生命・健康に支障のないよう、必要に応じて、

上記事務連絡を踏まえた御対応の徹底をお願いいたします。

また、医療機関においても、必要に応じて、自家発電装置の点検や燃料の確保を行う等の対

応をお願いいたします。

、



4.参考となるウェブサイト等

経済産業省ホームページ

・「電力需給に関する検討会合」

http:1 I州 w.metI.l':o. ip/earth口uakelelectricity_supply/0325_electricitvsupplv.html 

. r節電ー電力消費をおさえるにはー』

http:llw剛.meti.巨o.i p/setsudenl i nd以.html 

厚生労働省ホームページ

. r夏期の電力供給対策について」

http:/I酬 w.mhlw問 jp/stf/houdou/2r9852000001cg50.html

<照会先>

厚生労働省医政局電力確保チーム

電話(代表)03-5253-1111 (内線2672、2518)



(添付資料一覧)

別添 1: r西日本5社の今夏の電力需給対策についてJ(7月20日電力需給に関する検討会合)

別紙 1 西日本 5社における今夏 (8月)の需給見通し

別紙2:各社の供給力増加対策

別紙3 今夏の需給見通し

別紙4 関西電力の供給区域

別紙5・東京・東北電力管内における電気事業法第 27条の適用にあたっての制限緩和措置の

考え方

別添2: r節電アクションJ(資源エネルギー庁作成資料)

別添3 : r停電に係る在宅医療患者への対応についてJ(平成23年4月8日厚生労働省医政局指

導課事務連絡)



別添1

西日本5社の今夏の需給対策について

|1.東北関東京国中部の状況|

平成 23年 7月 20日

電力需給に関する検討会合

(1)東北・東京電力については、震災による供給力減に対応し、供給力の追加措置

を講じる一方、「夏期の電力需給対策についてJ(5/13電力需給緊急対策本部決

定)に基づいて、 d~15%の目標を掲げ、需要抑制に取り組んでいる。
(注1)東京電力の供給カは、西からの融通 100万 kWを織り込まなくなった一方、自
家発からの購入増、揚水の復旧等による供給力追加措置により、 5，470万 kW(予備
率企8.8%)。東北電力の供給力は、 1，382万kW(予備率....6.6%)。

(注2)予備率を算定する前提とした最大電力需要は、平成22年度夏ピーク(I日最
大値)をベースに「夏期の電力需給対策について」で定めたもの。

(2)虫畳重主については、浜岡原子力発電所の全号機停止に対応し、供給力の追

加措置を講じた結果、予備率は3.2%。最低限必要な3%は上回っているが、通

常必要とされる8%以上の水準となっていないことから、国民生活及び経済活動

に支障を生じない範囲で節電に取り組んでいる。

|2.西日本における今夏の需給見通し I(7.lIJ紙1、2、3参照)

(1)西日本5社(関西・北陸・中国 M 四国 a九州電力)については、定期検査等を終了

見込みの原子力発電所が再起動すれば、予備力10%前後となるが、再起動で

きない場合、西日本5社合計で予備率が....2.3%となる。

(2)これに対し各社は、水力及び火力の補修作業時期の変更や自家発からの購入

増などの供給力追加措置に取り組んできた。この結果、西日本5社全体で予備

率は1.7%、60Hzエリア(中西6社)全体での予備率は2.1%を確保できる見

通しが立っていたところである。

(3)しかしながら、関西電力大飯原子力1号 (118万 kW:調整運転中)が 7月 16日

に、さらに中国電力三隅火力(100万 kW).が 7月 18日に、トラブルで停止したこ

とにより、西日本5社全体で予備率は....1.2%、60Hzエリア(中西6社)全体で

の予備率は....0.0%となる。



(4)個々の会社では、以下のとおり。

①関西電力が、大飯原子力1号の停止に加え、高浜原子力4号(7/21)、大飯原

子力4号(7/22)が定検で停止するが、これに加えて、三隅火力の停止に伴い

中国電力からの融通が見込めない場合、予備率は企6.2%となる。

②他社は、予備率はプラスとなっているが、四国電力(予備率4.0%)以外は最

低限必要な予備率3%を下回る。(北陸電力2.0%、中国電力2:8%、九州

電力2.1%)

|3.西日本の今夏の需給対策の基本的考え方|

西日本の電力管内において、以上の状況を踏まえ、需給逼迫による停電の発生

を回避するため、以下の対応を行う。

(1 )供給面

①引き続き、自家発の活用等、供給力の積み増し努力を続けていく。

②また、日々の電力系統の運用において、各社の需給状況を踏まえつつ、更に

機動的な相互の融通を行うことで、需給が逼迫する地域(特に関西電力管内)

の需給バランスを確保できるような対応を行う。

(2)需要函

①関西電力管内における取組

i )関西電力管内(別紙4)においては、これまで、管内の自治体又は自治体の

連合により節電に対する積極的な取組みがなされてきたところであり(注)、ま

た、関西電力による節電要請も行われてきたところである。

こうした取組がなされている中で、今般の供給力低下の新たな事態を迎え、

発電所のトラブル等のリスクも考慮し、今夏のピーク期間・時間帯(目安は、 7

月25日から9月22日の平日の9時から20時)において、全体として企10%

以上を目途に節電に取り組むこととする。この具体的な節電への取組みに当

たっては、上記管内自治体等の取組みを十分踏まえて行うものとする。

(注)関西広域連合ではピーク時10%の節電を呼びかけ、傘下の各県においても具体

的な呼びかけを行っている。また、奈良県では10%超、福井県では10%以上の節電

の呼びかけを行っているなど、各自治体が節電に取り組んできている。

ii)節電に当たっては、使用最大電力 (kW)の抑制を基本として、国民生活及び

経済活動への影響を最小限とするように取り組む。この観点から、生命・身体

2 



の安全確保に不可欠な施設や、安定的な経済活動・社会生活に不可欠であ

る一方、電力の使用形態から一律適用が困難な施設等については、東京・東

北電力管内における電気事業法第27条の適用に当たっての制限緩和措置

の考え方(別紙5)も参照して、それぞれの事情を勘案した節電に取り組む。

②他の電力の管内については、国民生活及び経済活動に支障を生じない範囲

主金量重(具体的には、照明 z空調機器等の節電など)!こ取り組む。

③政府の地方支分部局及び政府関係機関においては、「夏期の電力需給対

策についてJ(5月13日電力需給緊急対策本部決定)で定めた「政府の節電

実行基本方針JIこ掲げる「節電に係る具体的取組」を参考として、節電に率先

して取り組む。

④政府としては、以下のような支援圃広報活動を行う。なお、電事法第27条の発

動による需要抑制は行わない。

i)事業者(大口・小口需要家)向けには、『夏期の電力需給対策について」で示

した節電行動計画の標準フォーマットを活用して具体的な「節電アクションJ

をわかりやすく示すとともに、節電ポータルサイトの活用を図る等支援眉広報

活動を行う。

ii)家庭向けには、「夏期の電力需給対策について」に基づく「節電対策メニュー」

を活用した広報活動を行う。

⑤電力需給の逼迫が予想される場合には、需給調整契約の最大限の活用によ

る大口需要家等への需要抑制や、政府から一層の節電を依頼する「需給ひっ

迫のお知らせ」による情報提供を行う。

(注)翌日の予備率が3%未満になると予想される電力管内がある場合には、需給が逼迫し

ていることを管内に周知し、より一層の節電を促すために「電力需給逼迫のお知らせ(仮

称)Jを発出。タイミングは前日夕刻と当日朝を想定。
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(別紙1)

西日本5社における今夏(8月)の需給見通し[発電端、万 kwJ

.平成 23年度供給計画ベース

関西 北陸 中国 四国 九州 西5社 中西6社

最大需要 3.138 573 1，201 597 1.750 7.259 9，968 

供給力 3，381 690 1.342 666 2.041 8，120 11，208 

予備力 243 117 141 69 291 861 1.241 

予備率 7.7 20.4 11.7 11.6 16.7 11.9 12.4 
※供給力は平成 23年度供給計画ベース。

。定検等を終了見込みの原子力が一つも再起動できない場合(追加対策なし)

関西 北陸 中国 四国 九州 西5社 中西6社

最大需要 3.138 573 1，201 597 1，750 7.259 9，968 

供給力 2.904 523 1，313 577 1，778 7，094 9.758 

予備力 .....234 企50 112 企20 28 .....164 .....210 

予備率 .....7.5 企8.8 9.3 .....3.4 1.6 .....2.3 .....2.1 

※供給力は平成 23年度供給計画ベースから原子力分を除いて試算。また、供給計画策定以降

の状況変化も反映。

。供給力増加対策実施後

関西 北陸 中国 四国 九州 西5社 中西6社

最大需要 3.138 573 1，201 597 1.750 7.259 9，968 

供給力 3，015 584 1.263 621 1，786 7，268 10，065 

(2，943) (1，235) (7，168) (9，965) 

予備力 .....123 11 62 24 36 10 97 

(企195) (34) (企90) (企3)

会 .9 2.0 5.1 4.0 2.1 0.1 1.0 
{企36.2) (2.8) (企1.2) (....0.0) 

( )は三隅火力が停止している間
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各社の供給力増加対策

(1)関西電力

・補修作業時期の変更

一奥多々良木、黒部川第二、赤尾、蟹寺水力(34万 kW)

一共同火力(7万kW)

-火力の増出力(+10万 kW)

トラブル停止していた舞鶴火力 1号(90万 kW)の再起動

自家発・PPSからの購入増(+23万 kW。合計で 93万 kW)

他電力からの融通(+65万 kW)

※大飯原子力1号がトラブル停止(企118万kW)

(別紙2)

※三隅火力が停止している聞は他電力からの融通は取り止め(企72万 kW)

(2)北陸電力

補修作業時期の変更

ー有峰水力 1~3号(16.5 万 kW)

一福井三国火力 1号(25万 kW)

他電力への融通取り止めい20万kW)

(3)中国電力

停止予定の瀬戸内共同火力の稼働(22万kW)

他電力への融通(企72万 kW)

※三隅火力がトラブル停止(.A.100万 kW)

※三隅火力が停止している聞は融通取り止め(+72万 kW)

(4)四国電力

補修作業時期の変更

一坂出火力2号(35万 kW)

自家発等からの購入増(+14万kW)

他電力への融通(企4万 kW)

(5)九州電力

E 離島の内燃力設備の臨時稼働(+8万 kW)

5 



C7:!IJ紙 3)

今夏の需給見通し

〔発電端(万附)、%)

<三隅火力発電所が復帰した後>

北海道電力 東北電力 東京電力 中部電力 関西電力 北陸電力 中国電力 四国電力 九州電力
東日本3社 中西日本6社 西日本5社

9社合計
ふ回f開it 合計 ム回品" 

最大電力需要※ 506 1，480 6，000 2，709 3九8 573 1.201 597 1，750 7，986 9，968 7，259 17，954 

対策佳の最大供給力 549 1，382 5.470 2.797 3.015 584 1，263 621 1，786 7.401 10，065 7，268 17，466 

予備力 43 企98 企530 87 企123 11 62 24 36 ... 585 97 10 企488

予備車(%) 8.5 ... 6.6 企8.8 3.2 企3.9 2.0 5.1 4.0 2.1 ... 7.3 1.0 0.1 ... 2.7 
※最大電力需要は、東北電力・東京電力管内l士、平成22年度夏ピウ(1日最大値)をペス|こ「夏期の電力需給対輩について」で定めたもの。他の電力管内l士、平成22年度夏ピーウ実績又1;1;各社の平成23年度
夏ピーウ見通しのいずれか高い方で想定。

く三隅火力発電所が復帰しない期間>

北海道電力 東北電力 東京電力 中部電力 関西電力 北陸電力 中国電力 四国電力 九州電力
東日本3社 中西日本6担 西日本5社

9社合計
合計 合計 合計

最式電力需要※ 506 1，480 6，000 2，709 3.138 573 1，201 597 1，750 7，986 9，968 7，259 17，954 

対策桂の量太供給力 549 1，382 5，470 2，797 2，943 584 1，235 621 1，786 7，401 9，965 7，168 17，366 

予惜力 43 .98 .530 87 .195 11 34 24 36 企 585 .3 企 90 .588 

予備率(帖) 8.5 企 6.6 .8.8 3.2 企 6.2 2.0 2.8 4.0 2.1 .7.3 .0目。 . 1.2 企 3.3
持最大電力需要は、東北電力目東京電力管内は、平成22年度夏ピ-?(1日最大憧ぽペスlこ「夏期の電力需給対荒についてJで定めたもの。他の電力管内は、平成22年度夏ピウ実績又は各社の平成23年度
夏ピーウ見通しのいずれか高い方で想定。

B 



(別紙4)

関西電力の供給区域

0大阪府

O京都府

0奈良県

0滋賀県

0和歌山県

O兵庫県(赤穂市福浦を除く)

0三重県のうち、南牟婁郡及び熊野市(金山町、久生屋町、有馬町、井戸町、木本

町、飛鳥町、五郷町、育生町、神川町、紀和町)

0岐阜県のうち、不破郡関ケ原町(今須西町、今須中町、門前、祖父谷、平井、竹

の尻、門問、下明谷、貝戸、新明)

0福井県のうち、小浜市、大飯郡、三方郡及び三方上中郡
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東京・東北電力管内における電気事業法第27条の適用に

当たっての制限緩和措置の考え方

(別紙5)

東京・東北電力管内における大口需要家については、原則、昨年の使用最大電

力の値の15%削減した値を使用電力の上限とし、例外として以下の制限緩和措置

を講じている。

(1)生命・身体の安全確保に不可欠な需要設備

①医療関係

〉医療施設:削減率0%
〉使用制限が生命・身体の安全確保に特に影響を及ぼす医薬品・医療機

器製造販売業及び製造業、医薬品卸売販売業:削減率0%
②老人福祉・介護関係

》使用制限が生命・身体の安全確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、

介護保険施設、障害児(者)福祉施設等:削減率0%
@衛生・公衆安全関係

〉休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金により地方公共団体が実施する

坑排水処理事業:削減率0%
〉上下水道、上下水道等に原水を供給する揚水機場(調整池を有さない

ものに限る):削減率5%
〉産業廃棄物処理施設(焼却処理施設に限り、当該施設が主要施設であ

る場合に限る):削減率5%
〉火葬場:削減率 10%

〉 と畜場:削減率 10%

(2)安定的な経済活動・社会生活に不可欠な需要設備

① 24時間・ 365日電力使用の変動幅がほぼフラットな需要設備

〉情報処理システムに係る需要設備(例:データーセンター、金融機関、

航空、通信関係のシステム):削減率(変動幅に連動)

〉クローンノレーム又は電解施設を有する需要設備:削減率(変動幅に連

動)

※電力使用の変動幅と削減率

変動幅 10%未満:削減率0%
10%以上 15%未満:削減率5%

15%以上20%未満:削減率10%

8 



②人流・物流等への影響が大きく電力の使用時間帯が変えられない需要設備

i)交通関係
〉鉄道一般 1 2 時~1 5時:削減率15%、その他の時間帯.削減率

0%  
〉東北・長野・上越・東海道新幹線、青函トンネル:削減率0%

〉ローカノレ路線 片道3本/時:削減率0%、片道4，5本/時:削減

率5 % (9 時~1 2時、 15 時~2 0時は0%)

ii)航空関係

〉航空保安施設:削減率5%

〉空港ターミナルピル:削減率5%

温)物流関係

〉定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫、一定の冷蔵室を有する食料・飲料

卸売業:削減率5%

〉中央・地方卸売市場:削減率5%

〉港湾運送等に係る需要設備:削減率5%

お)宿泊関係
〉ホテル・旅館:削減率 10%

v)エネルギー供給関係

〉発電のためのガス供給等に係る需要設備 0%

〉発電所等に送水する工業用水 5%

vi)その他

〉一般紙の夕刊印刷工場 12 時~1 5時:削減率0%、その他の時間

帯:削減率 15%

〉夕刊紙の印刷工場 1 0 時~12時:削減率0%、その他の時間帯:
削減率 15%

(3 )その他

〉一括受電マンション等:契約電力上限

〉平成23年 3月 11日以降、今夏の電力使用抑制のために東京・東北電力

管外に移転した需要設備について、同一法人の他の需要設備の削減量に考

慮
〉設備の検査等により基準期間・時間帯の使用最大電力の値が契約電力に比

して著しく低い場合の基準電力値を契約電力とする緩和措置

9 



(参考)

西日本5祉における今夏の需給見通し[発電端、万kW]

-平成23年度供給計画ベース

盟亘重カ
記2主
Z笠1
坐2
77 

※供拍カは平成23年度供給計画ベース

お一間

些墜重2
573 
690 

11L 
20.4 

亘亘'i:~克
辺且
1，342 
141 
11.7 

五亙E
U旦
盟主1
291 
16.6 

亘E亙亙
L室主
主120
861 
11.9 

豆亙盈亘
主盟主
11，208 

往生1
12.4 

-定検等を終了見込みの原子力が一つも再起動3:_:き立L¥歩合(;自由目立オ筈なLl

西電力 北陸電力 中国電力 四国電力 九州電力 西5社E十 中西6社計
大需要 3.138 573 t201 597 1.750 7.259 9，968 

供給力 2，904 523 1，313 577 1.778 7.094 9，758 

事喜斗 企 234 ... 50 112 企 20 28 ... 164 企 210
... 7.5 ... 8.8 9.3 企 3.4 1.6 ... 2.3 企 2.1

※供給力は平成23年度供給計酉ベースから原干力分を除いて試算。また、供給計画策定以降の状況変化も反映。

-補ー修作有福21業65峰井万5時万水三W期kJ力国W}の1火}EME力3更1号号
-の停稼止働予(定22の万瀬kW)戸内共同火力 補修一作業坂〈四時出期万火kの力附変2号更 働-離(.島8の万k内W憶)力量惜の趨時掠

自家発等からのE借入繕(+14

-他電力への融通取り止めい20-他電力への融通(472万kW) 万・{也kW電1力への融通("4万kW)

各社増加の供対結策力
万kW)

潟が※他72大ト三電万ラk飯隅力ブW原火か}ル子力ら停の力が止融停1号通止(取じ11てり7止い5万めるh聞〈W企) は
ル※l※ま三停三融止隅隅通火火取力(100万陥りがトラフ

カり止がめ停い止7し2万てい品"る間

i 5 i l l 
.供給力増加対策実施後
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事業者の皆さまへ

資源エネルギー庁

• •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• 



この夏の節電のために

本f節電アクションjをご活用下さい O

本書の使い方

O電力消費が特徴的で、かつ汎用的な利用が可能な8業種

について、標準的な節電アクション及び効果目安をお示し

しています。チェックを行いながら、節電の取組について

ご検討いただけます。

O該当する業種(該当するものがない場合には電力消費の

構造が近いと考えられる業種)の節電アクションを利用

し、節電への取組チェックをお願いします。

u置

Em!盟のS暴色

訴さlidヘ1'.

」一ー 一日J
引一也司同『句、ーも‘-....:.-------

…帽刷用!一…~r..l<:"'Tt
醐醐叫看護"'-l1li ' 閉 山 一 一

[Z王ごこプ竺つ館組二ニごっ

.オフィスビル・'..P3、4 ・卸・小売庖・・・..'P5、6 ・食品スーパー.."P7、8

・霊療機関・ ・'.P9、10 ・ホテル・旅銀・・ P11、12 ・飲食居.•• .・P13、14

・学校 a・・・...• P15、16 ・製造業....・・ P17、'18 ・記入例.... •• P 19、20



(参考)

一…一伊糾叫 叫…j加削仰一p凶附j庶を
計画を自主的に策定.公表いただいた方は、 | 

「節電宣言ステッカーJ• r節電宣言ポスターJを自につく場所に貼り、

庖舗の利用者や従業員の方々に周知する際にお役立で下さい。

政府の節電ポータルサイト(事業者向け):li1iiE刈igyo.setsude時 m
.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• • • • f節電宣言ステッカ-J • 

事業者毎のステッカーが

作成されます。

• En瞬間ステフカ

l'附

ダウンロードし

ご活用下さい。

• -• -• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .・

-• • -• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

口口口口口
節電実施中

亨語辞

"・守男・7・，，，...."".，..，.-""-..，...~.-，:;，・π .，.，:，..;-.，..'"・ 7・，":"-.'"・T・F・号、・"・戸・i••••••••••••••••••••••• ・ ・玖• 5この夏の節電活動計画そ・ ..・.私たちは、 -L 
':. ef ・;. ..' 
~~ e{ ・ー."1 • • •• 

1〉 d .; 
~~ .一
% で、開立務めております二一一 -ー

- 一-
. "\~ .. ・ ト・.・._a_a_a_+_*_._e_._._._._a_・・・・・・・・・?.l白・・・・・ー.................'

四パナー

萱鈎Jn\t~氾吐萱録者ベージを紹介する1ζめのパナーですeぜひホ」ムベーンプよどに

'，;;"でご活用〈だ乱、

正方形パナー世50>250PX)

以下田タクを町Ml'1.:ソースコード10'追加してく!i'.さい。

1:…~;;('ld'/) 
幅制"が代品物帰"..原子命倫，;，令官'"'匂血思b抽前5・俗世田j3'>".hai>!> .. :ll::-.'ili 

節電重言ポスヲー

節電宣言'#ス宝一

節電行動部E虐記入し、オフィスや厄舗内に掲輯するため申ポス

ターです.

E富里彊田園園

ステッカー&ポスター

展開イメージ、

2 
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の場合

1自の電気の使われ方
(夏期のピーク白}

平均的な医療機関(病院・診療

所等)においては、昼間{9時~

16時)に高い電力消費が続き

ます。

'10% 

100% 

90% 

'" 80% 
石 70%

消 60%

Z5時

寧 40%
...... 30% 

20% 

10% 

平均的な医療機関における電力需要カーブのイメージ

夜間の消費電力は昼間に比べ

40%程度になります。

。%1234567891o1112131415161718192021222324 

[時刻] 出興資源エネルギー庁推計

今年の夏期の電力ピーク期間・時間需(7月-9月の平日9時-20隠)

出典'資沼エネルギー庁指計

平均的な医療機関における用途別電力消費比率

捺端数処理により古制直が100%とな5ないことがあります。

電力消費の内訳(ピーク時:14時前後)

電力消費のうち、空調が約38%、照明が

約37%を占めます。

これらを合わせると電力消費の約75%を
占めるため、これらの分野における節電対

策は特に効果的です。

空調、照明で

鈎75%

医療機関の節電対策は、ピーク時間帯(平日9時~20時)における

空調、照明の電力使用を見直すことが非常に効果的で、す。



匡
耳Y紹

チェ'Y?

口一口
4% 事務室の照明を半分程度間引きする。

照明
4% 使用していない工りア(外来部門、診療部門の診療時間外)は消灯を徹底する。

口1 % 
病棟、外来、診療部門(検査、手術室等)、厨房、管理部門毎に適切な温度設定
を行う。

% 

% 

口一口
1 % 使用してい芯い工リア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。

空調

% 

1 % 日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

% 

% 

% 

% 

% 

弘

% 

% 

判口7
従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する(従来型蛍光灯かSHf蛍光灯
または直管形LED照明1;:変換した照明電力量の約40%消費電力削減)。照明

口一口
病棟では可能な限り天井照明を消灯し、スポット照明を利用する。

% 

% 

フィルターを定期的に清掃する(2遇間に一度程度が目安)。

搬入口の扉やパックヤードの扉を必?閉め冷気流出を防止する。空調

電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそち5を優先運転する。

調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行うロ

電気式オートクレープの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。コンセント

動力 電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントか5抜く。

自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

デマンド監視装置を導入し、設定を契約電力のム15%とし、警報発生時に予め決めて
おいた節電対策を実施する。その他

コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

圏三運河誌1詣I街E掃討i."f.)J首選ヨゅw;訟軍事~~司r-a;_・・圃・・圃・・・圃・圃圃・・圃・・圃圃圃圃

節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。

節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務局長など)と関係全部門が出席したフォロー
アップ会議や節電パトロールを定期的に実施する。

節電

啓発

% 

% 

% 

医療機関関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

-記載している節電効果は‘建物全体由消費電力に対する節電効果由想定割合由目安です.・空調については電罰式空調在想定じています.・一定四条件白

元で由民算結果ですので、苦々由連鞠由利用状況により削揖憶は異1<<0ます。・方策によ白効果四重複するものがあるため、単純に古計はできません。・節電

を憲議しす古るあま口、保健面生上、安全上Eび管理上不通切なも白と1<<5ないようE注意ください。
業節電行動計画は建物由実質的な使用責任者と建物国管理者が協議のうえ作成してください。
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都道府県医療主管課御中

事務連絡

平成 23年 4月 8日

厚生労働省医政局指導課

停電に係る在宅医療患者への対応について

今般の東日本大震災については、必要な医療の確保に最大限¢御尽力をい

ただき、厚く御礼申し上げます。

4月 7日夜に発生した東日本大震災の余震と思われる地震の後、東北電力

管内の地域が停電となっている時間帯に、山形県尾花沢市で人工呼吸器と酸

素濃縮装置を使用中の患者が死亡する茅案が発生いたしました。

停電と死亡の因果関係につ山ては不明ですが、貴課におかれましては、皐

管下の医療機関及び訪問看護ステーションに対し、人工呼吸器や酸素濃縮装

置等の在宅医療機器を使用している患者に対する停電時の対応について、止

要に応じ医療機器メーカーと協議を行った上で、

-人工呼吸器の内臓パッテリーの有無と持続時間、作動の再確認

・人工呼吸器の外部バッテリーの準備及び事前の充電

-酸素濃縮装置を在宅で使用している患者に対し、必要な酸素ボンベが配

布されているかの再確認

・人工呼吸器や酸索濃縮装置を使用している患者に対する停電時の対応の

周知

・停電等電源異常時のアラームが正しく作動するかの再確認

.携帯用酸素ボンベセットの使用方法の再確認

. !患者の状態を踏まえた適切な在宅医療機器への代替や貸出などの対応

.在宅医療患者との緊急時連絡体制の再確認

等により、在宅医療患者への医療の提供が、停電時においてもできるだけ支

障なく行われるよう、適切な指導の実施について特段の御協力をお願いいた

します。

<連絡先>

厚生労働省医政局指導課在宅医療係

電話(代表)03-5253-1111 (内 2662)

別添3


