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はしがき

研究の背景

我が国の医療･福祉施設では,いわゆる環境弱者がそこで療養生活を過ごしているという意識を背景と

し､またr病院空調設備の設計･管理指針(ttEAS-02) ;日本病院設備協会(以下､ HeÅs-02)｣をその根拠

として現在､とりわけ空気衆境に対して居住者の感染対策を過度に配点した計画(除湿空調や紫外線殺菌

装置付き空調システムなど)がなされている状況が多々見られる｡

しかしその一方で､米国The Centers for Disease Control and Prevention (以下, CDC)の設立とそ

のガイドラインにより,近年の医療･福祉施設における感染対策の考え方が大きく変化してきている｡そ

の建築に関わる特徴的な論点は､以下の2点である｡

①院内感染は接触感染,飛沫感染,空気感染によって生じ,とりわけ空気感染は,麻疹･水癌唐･結

核の3つの菌でしか発生する危険はない(CDC : Guidelines for Isolation Precautions ln

Hospitals, 1996)｡下図参照

②効果が期待できない感染対策は詐じる必要はない(CDC : Draft Guideline
, 1998)a

水分- @)-水芸拙
丸沫(駐在5JLPより大) 弗沫枚(狂軽5JLn以下)

圃.飛沫と飛沫故

(内野耳治:点虎(こおける鞘暮予防のためのCDCA斬ガイドラインpp.33-37,メIT-ィカ出版, 1996)

飛沫は空中に浮遊し続けることはないので､特別の空調や換気を必要としない｡

一方,飛沫核は空気の流れによって広くまき散らされ､遠く離れて感染を起こす｡

つまり飛沫感染を空気感染と混同してはならない(空気感染はこの飛沫核による)｡

すなわち,CⅨ:の指針に基づくならば､ほとんどの空間を通常の換気回数で処理すればよいことになり､

空気感染を防止するために行ってきたこれまでの空訴システム､すなわち院内の空気循希をできるだけ少

なくし外気を十分に導入する､という方策に伴うエネルギーのロス(特に内外温度差の大きくなる冬期の

暖房負荷)を無くすことができる｡しかし､上記の図の貌明にあるように｢飛沫は空中に浮遊し続けるこ

とはないので､特別な空調や換気を必要としない｣とされているが､インフルエンザが医療施設や福祉施

設において大量発生する現状は観明できず,また筆者等が行った研究(後述)で明らかになったように､

現在の空調システムが,室内空気を再循辞させるために､飛沫核としてインフルエンザ(飛沫感染の原因

菌)を室内にまき散らす可能性とその影響については､未だ検討されていない｡

2



本研究の目的と意義

本研究は､ CDCの指針に端を発した感染概念の変化に対応した医療･福祉施設の建築計画及び空調設備

計画の再検討を目的としており､具体的には､医療･福祉施設の療養キ境(病棟/療養棟)を対象として､

以下の点を順次明らかにしてゆくことが課題である｡

1 )病室(療養室)における飛沫感染の原因となる細菌の室内流動状況の把握

病室(療養室)に入院(入所)している患者(入居者) -の飛沫感染の原因菌の室内循環と空調

機で発生する気流との関係

2)飛沫感染の可能性を防止するための空調システム､および建築計画の再検討

①医療･福祉施設に採用されている空調システムとその系統分けの動向,および現状の清浄度区分

を前提とした場合のエネルギー消費量の実態とシミュレーション

②吸着式空調システムの殺菌効果､および省エネルギー効果の検討

3)我が国の空調設備基準(HEAS-02)などの再検討

①導入外気量による清浄度区分の見直しと､飛沫感染防止策の提案

②米国のCⅨ:をはじめとする諸外国の病院建築ガイドラインの再検討とその提案

本研究の位置

前述したCDCの指針で示されている建築的対応や､ HeÅs-02での対応については､飛沫感染の空調シス

テムによる影響を退けるその根拠は明らかにされていない｡こうした点から明らかなように､未だこの分

野での､明確な根拠に基づく対応策が示されていない状況であり,本研究の意義は少なくない｡また本研

究は,医療･福祉施設の感染対策における学際的研究の第一歩であり,とりわけ環境-の配慮を求められ

る近年の建築界において,本研究では同様の比重を置いて省エネルギー対策に配慮しており,いたずらに

過剰な防御策とならぬよう試みている点で重要な位置を占めるものと考える｡

従来の研究経過と研究成果

1 )本研究に至る経鰍も平成13年度に受けた科学研究斉補助金(萌芽的研究:課麿名｢感染概念の変

化と医療･福祉施設の空気希境計画｣に端を発する｡その概要は,以下の通りである｡

研究計画① :医療･福祉施設の規模･部門構成と､空調の系統別空調システムの対応関係についてみた経

年変化の特徴

成果と課題:空調設備関連雑誌から,過去20年間に竣工した医療･福祉施設の空調システムについて,

その変遷を整理したc概ね､病室などの居室部分が､患者のアメニティーに配慮して個別コ
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ントロールできるよう, FCU (ファンコ仙ニット)が採用される傍向にあることを明らかにした｡

また一部においてはFCUでの結露をさけるため､非結露型FCUなどの工夫もされている｡

研究計画② ‥CDCの指針,及び諸外国の感染対策に関する指針､ ttEAS-02の指針等について､これらの空

気感染に対する考え方の差異や共通点の整理

成果と課題: CDCが1996年に策定したGuideline for Isolation Precautions in Hospitalをベースとし

て英国のNIISが作成している指針及び我が国の医療福祉設備協会が作成しているEtEAS-02

を比較して,空気盛典に関する考え方を整理を行った.また､CDCからは2001年にGuideline

f.r EnviroⅧent lnfecti.n C.ntrol in Healthcare Facilitiesの草稿が公表されたので､

今後この方イドラインも含めた比較検討が必要となる｡

研究計画③ :実際の医療･福祉施設において､空気盛男如こ配慮して行われた建築的対応の整理

成果と課題:幾つかの設計事務所および設備設計事務所に対して資料提供とアンケートを求め､この課題

を明らかにする必要がある｡

研究計画④ : (専門家の協力を得て補足的に実施した課題)実際の病室を対象とした,外気吸入口および

FCUの吹出し口とドレインパンの空気･結再水中の細菌採取

成果と課題: N病院の病室(個室)において,調査を行った結果(下写真参照),空気中からは院内感染

の原因となる病原菌(MRSAやAspergillus fu皿igatus､緑膿菌など)は直接には検出されな

かったが､ CNS (コアグラーゼ陰性ブドウ球菌;岨SAと同様に人間の皮膚に常在する菌であ

る)および真菌(アレルギーの原因となる)が検出されたことで､その病室に在院する患者

の状況(感典状況にあるか否かなど)によって､ FCUのフィルターなどに細菌(特にNRSA)

が発生することが解り､このシステムに問題のあることが明らかになった｡

写暮1 : ■書馳のZq壬JLJt



本研究の概要

本研究は､これまでの研究成果をふまえ,感染概念の変化に対応した医療･福祉施設の建築計画及び空調

設備計画の再検討を目的としており､具体的には､医療･福祉施設の療養費境(病棟/療養棟)を対象と

して､以下の点を順次明らかにしてゆくことを課題とした｡

1)病室(療養室)における飛沫感染の原因(可能性)となる細菌の室内涜動状況の把握

2 )飛沫感染の可能性を防止するための空調システム､および建築計画の再検討

3)我が国の空調設備基準(HEAS-02)などの再検討

具体的な検討課題は以下の通りである｡

A :実態調査

1)平成14年度は,医療施設(病院)を対象に､その病室(療養室)における細菌あるいは粉塵の室

内流動状況の把握を行う｡

2)調査の内容･方法:病室(療養室)に入院(入所)している患者(入居者)の感染状況(主とし

てインフルエンザ･肺炎性MRSAを対象)およぴ､飛沫感染の原因菌の室内循環と空調機で発生す

る気流との関係について権藤する｡ただしこの点については,相当な調査の困難性を静め,成果

を得るには至っていない｡

3)国内外の既往ガイドラインを詳細に再検討し,また実際の医療･福祉施設を実地調査することで,

今後の国内ガイドライン(拡AS-02など)改訂に向けた方向性を提示する｡

B :シミュレーションによる検討

1)最近10年間の医療･福祉施設に関して,設計事務所より設計図を入手し､採用されている空調シ

ステムとその系統分けの動向を整理する｡またそれぞれの場合のエネルギー消費量を､シミュレ

ーションにより把握する(実態が収録できる場合には､これをシミュレーション値と比較検討す

る)

2)実晩･シミュレーションによる検討:病院の病室や､療養室に対して以下の空調システムを適用

した場合のエネルギー消費量を比較検討する｡

①吸着式･湿式空調機を用いて空調機(外調機)側で低湿度を実現し､ FCUの潜熱負担をなくす

システム

②FCU -の送水温度を高くし､ FCUでの結好を避けるシステム

③通常の結車型空調機を用いたシステム(FCU併用有り､なし)

5



成果の概要

1)医療施設(病院)を対象に､その病室(療養室)における感染の原因となる細菌の室内泳動状況

の把握を3つの病院について実施した｡感染の原因菌について,特に其菌類の室内循環と空調機

で発生する気涜との関係について確認し､そこに関わるFCUの性状や湿度の影響を明らかにした｡

2)病院の病室の空調システムを､シミュレーションにより以下の点について検討した｡

･吸着式空調機を用いて空調機(外調機)側で低湿度を実現し､
FCロの潜熱負担をなくすシステ

ム

･

FCU-の送水温度を高くし､ FCUでの結蕗を避けるシステム

･通常の結肴型空調機を用いたシステム(FCU併用有り,なし)

3)最近7年間の医療･福祉施設に関して､設計事務所に対してアンケート調査を行い(平成14年度

実施)､採用されている空調システムとその系統分け,温湿度の設定などの動向を収録し､これに

っいて現在分析した｡またこの分析の後,先述の2)の結果を用いて結再発生などの可能性を評

価し比較検討した｡

なお,平成14年度に実施した､このアンケート調査については,採用されている空調システム

等の欠損データを補うために､再度の補足的アンケート調査･分析を平成15
･ 16年度に実施し

た｡

4)海外のガイドラインについて,特にASHRAEのマニュアルおよびガイドラインの検討を,平成15

年度及び16年度に行った｡また,病室における菌の室内循環と空調機で発生する気流との関係に

ついて現地権藤する｡

5)最後に,これまで行ってきた調査･シミュレーション結果について､総合的に検討を加え,飛沫

感敷こ対応した医療･福祉施設の建築･設備計画のあり方と省エネルギー策について,研究結果

をまとめる｡

平成17年3月

研究代表者:山下哲郎
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r岳処理空気のプレクーウシグ効果t'異な二った気象集件下での性能
l

空気調和･衛生工学会学術許演会計演論文集Ⅱ, 2003年9月, pp. 885-888

･名倉宏明,奥宮正哉,田中英紀,山下哲郎;病室衆境の考え方と制御システムに関する研究-そ

の3 病室に適用される空調方式と設計条件の現状

日本建築学会大会学術許演梗概集, D-2, 2004年8月, pp. 1267-1268

･名倉宏明,奥宮正哉,田中英紀;病室乗境と空調システムに関する研究

-その1 病室空気環境の季節変化に関する検討

空気調和･衛生工学会学術諦済会詐演論文集Ⅲ, 2004年9月, pp. 1983-1986

･名倉宏明,奥宮正哉,田中英紀;病室衆境と空調システムに関する研究

-その2
デシカント空調を用いた病院空調システムの提案

空気調和･衛生工学会中部支部学術研究発表会論文集, No6, 2005年3月(掲載予定)

･馬場尚志;病院空調システムを介した病室内浮遊菌数の季節変動

第19回日本桑境感染学会給会(ミニシンポジウム),平成16年2月,横浜

(3)出版物

馬場尚志･,Medical Tribune､ vol. 37,No. 28, p. 65 (2004年7月8日)
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第1章 研究の概要



本研究は､ F. Nightingaleによって指摘された(写真1.1 :

病人に音を与える病院として指弾されたHotel Dieu)､旧くか

らの課題である病院の｢空気｣の質について検討するものであ

るが,加えて近年的課題でもあるその省エネルギーのあり方に

ついて､もうひとつの側面として併せて考奏するものである｡

1.1研究の目的

今(平成10年10月1日現在)日本全国には､病院が9,333

(1,656,415床)施設､診療所が90,556 (235,530床),大凡､

施設数が約10万､病床数で約100万床が存在している｡他にも､

老人保健施設(平成11年6月未)が2,376 (207,331床)施設､

特別養護者人ホームが3,942 (266,568床)施設存在し､新ゴ

ールドプランでは,これらをそれぞれ,前者を280,000床､後

者を300,000床に増やす目標が立てられている.こうした施設

ではいわゆる衆境弱者が療養生活を送っていて,またその個別

の環境条件に対応するために､空調設備も大変高度なシステム

を採用している｡一方,首都圏の自治体一般病院の光熱水費等

(平成3年度)を調べた調査では､急性期病院が釣5 0万円/床,

一般病院が約3 0万円/床のコストがかかっているとの報告が

あり,この研究は,こうした入院尭境の空調について､省エネ

ルギー及び医療療境(感染管理)の側面から考えようとするも

のである｡

I.2研究の背景

I. 2. 1病院の空気環境に対する考え方

Florence Nightingale (1820-1910)は､クリミヤ戦争

(1854. ll)勃発後,看護団を粗放して戦地の病院に赴き, rNotes

on Nursing (1857)｣を著し,看護婦を専門職と定着させたこ

とで知られるが､近代病院の原型は,このF.Nightingaleの

｢Notes on Hospitals｣に始まる｡その中で表1.1のような統

計値を用いて､最も錬束的な病院は小さな地方都市の病院とい

う結果を明らかにし,当時の英国･ロンドンの病院病の原因を､
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(D一つ屋根のもとに多数の病人が密集していること

②ベッドひとつ当たりの空間の不足

③換気の不足

④光線の不足

にあると指摘した｡

そして､健康的な病院の備えているべき必須条件として､

毒
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③充分な空間

④病人をパビリオンに分けて収容すること

を挙げている｡

これがいわゆるナイチンゲール病棟である(囲1.1 ･写真

1.2 )｡そこでは､病室のための換気方法案として､

①自然換気と頼射の大きい暖炉の使用

②煙突を換気用の通風坑として利用

(6万立方ft/時間･本-24人(1500立方ft)の患者に対

する換気皇)が示されている(図1.2)｡すなわち､ ｢換気その

他衛生面の盤備を行っていくにあたり､あれこれ心配しなけれ

ばならない構造の病院は､病人にとって安全な病院ではない｣

と指摘し､ ｢(費用はどうあれ)安全全な病院構造というものは

最大限の設備を持ち-｣と述べている｡

具体的には,

①パビリオンタイプ

(隣棟間隔>高さ× 2)

②各棟28-32床

(全てのへ■ッド両脇に忽)

(病棟は南北軸)

③2階建て

という病棟の構造を考えていたわけであり,これが近代病院の

原型となったのである｡

1.2.2空調機器の導入

人間の快適性のために空気調和がなされた最初の主要建物

(工場)としてpJ(ヤk･ケ○ィク川ア病院が挙げられている｡ここでは

プレナム換気システム(右図の東西に走る廊下の西端部の建物)

ll



が採用され､その構成は以下のようであったという｡

1)機関室2)送風機軸 3)加熱室 4)漉過用縄のれん 5)

空気取り入れ口 6)ドラフト詞僚扉 7)主幹ダクト 8)

枝ダクト

隣横間隔を充分に確保すべきとしたナイチンゲール病棟が,

下記の理由から､隣横間隔がなくなり開口部のないプランとし

て右図のように提案されている｡

(D壁を少なくできる

②従って､送風時の熱損失が少ない

I.2.3病棟平面形の発達

しかし実際には,この叫ヤル･ウ◆ィクトけ病院の平面形は一般に

普及することはなく､むしろコペンハーゲン型病棟(リス病院:

デンマーク)のようなベイ型の奥行きの深い平面形-と変化し

てゆくことになる｡ここでは､ナイチンゲール病棟が恵面に対

して直角に病床が置かれていたのに対して,窓に平行に配置さ

れている｡ここにはやはり､空調による人工的な空気務境の創

出が寄与していると考えられる｡

またこうしたベイ型の病棟平面形は､我が国においても｢総

室｣という形で定着するが､その後,大部屋の是非を巡って議

論が積み重ねられ､小割の8床室や6床室-と変化し､近年で

は法的な規制もでき､ 4床塞が基本の形となってきた｡しかし

さらに,病室周辺に置かれるべき機能(便所や洗面所､あるい

はロッカーなど)が分散して配置され,これが病室と廊下の間

に置かれることでますます病室は奥行きの深いものとなる｡

1.2.4看護婦の動線

病棟では､患者に対して看護婦から主なケア-が提供される｡

筆者の調査では看護婦(日勤時間帯で)は1日あたり約2-4

hを歩く｡この歩行距離をどれだけ短くするかが,建築の課題

であった(おそらくこれからも)｡これまで,我が国では勿論､ナ･

フィールド財団による調査研究やエール大学の研究が行われて

きたが､ ｢The Yale Traf丘c lndex｣では､主要な動線生を

指標にして病棟平面を評価し､看護ステーションの位置が病棟

の中心にあり､円形あるいは三角形の病棟がもっとも動線が短

くなることが指摘された｡ただし､円形病棟については､その

周長と面積(-病室の間口)の関係が必ずしも対応関係にない

ため､我が国ではその実現は限られることになる｡しかし三角
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帯⑳A.1.5 ナ･フィー小●JIPlの粥I積果(上)と円形

貞捷(下)

EEL1. 6 1-H世界t+t会のfI子

LEI.7 1SSの片面市会

形病棟については,比較的その対応関係がうまく行くことや､

周長に対する面積が最も少なくてすむことなどもあって､近年､

我が国で一般的に見られる形態となっている｡しかしいずれに

せよ､病棟は奥行きの深い平面形となってゆくのである｡

1.2.5病院の高層化

1853年のニュー3-ク世界博覧会において,イライシ†.オウイスによる

ELVの初公開が行われた｡ここでは台を上下するロープを切断

し､安全装置が働くことが実証され､これを契機に建物の高層

化が図られることになる｡

とりわけ我が国の場合､故地が狭小のこともあり､ほとんど

の病院が平面的に展開するよりも､高層集約型-と進む.また

これに伴って,縦方向に機能的関連の強い部門を重ねる配置構

成をとることになる｡水平方向-の搬送機器の登場もこれに拍

車をかけ､病棟は高層階-と置かれることになり､ますます外

気導入も機械的に行われることになる｡

1.2.6 1SSの登場

病院の｢成長と変化｣は一般に､英国の例に見られるよ

う､平面的な展開の中で行われることが一般的であったが､

病院が高層化するなかで､建物全体をスクラップアンドビ

ルドする訳には行かず, ISS (Interstitial Space)が登坂す

る｡このrinterstiti81｣とは医療の用語で､ interstitial

tissue(cell) :問質粗歳(細胞)を示すものであり,階と階の

間に設備階を設け､配管やダクトの更新を,一般階の人間の活

動を妨げることなく行えるよう考奏されたもので､これにより

ますます階高は増し､我が国の場合.既存の建物との盤合性が

とれなくなり､スクラップアンドビルドに拍車がかかる結果と

なる｡

このような設備配管の更新については､これらを外壁の外に

出す方式も登場し, ISSと同様の効果が期待されている｡しか

しその外軌ま､さながら工場のようでもあり,人間性の欠如と

いう批判も少なくない｡

1.2.7最近の動向

こうしたなかで､近年様々な試みが見られるようになり､病

棟の平面形状も様変わりし始めている｡
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1)ナースコーナー

ー般に､看護拠点は､患者の中心に置く場合と出入り口管理I

の拠点として､縦動線の近くに置かれる場合がある｡前者の究

極は神戸中央市民病院であり､その病棟の奥行きは複廊下型の

形状のため､最大となる｡こうした侯向に対して看護拠点を分

散化する動きが見られる｡フリーセンコンセプトに基づくもの

で､ ACC (管理拠点)とTCC (看護拠点)を分け､更にナ-サー

バーという患者に使用する物品の分散配置の3つの機能をそれ

ぞれ解体する考えである｡我が国では､諏訪中央病院に初めて

導入され､その後右図に示した公立松任石川中央病院-と続く｡

看護拠点はナースコーナーとして分散配置され,その結果,中

廊下や複廊下の場合の外気に面しない廊下が片廊下とすること

ができ､光庭を設けるなどして明るい廊下にすることができる

ようになった｡ただし､夜勤帯の看護婦の集中作業には､動線

が長くなり間蔑も残っている｡

2)個室的多床圭

コペンハーゲン型の病室から現在の典型的4床室-の変化に

続き､現在,多床室の隣り合うベッド間でのプライバシーをよ

り高めるために､種々のタイプの個室的多床塞が見られるよう

になってきた｡その一つが,酉神戸医療センターの例で､これ

は4床室の廊下側の病床にも開口部を設け､ 4床室のそれぞれ

の患者が自分で窓の開閉ができ､光や空気の流入をコントロー

ルできる作りとなっている｡

また外壁側に恵を設けるタイプとともに､低層の病棟の場合､

廊下側に開口部を設けるタイプもあるが(図1.9)､こういう形

態をとることで病室の空気は､この光度を通って流れることに

なり,奥行きの深いこれまでの病棟形態とは異なり,外気の通

りが良くなってきている｡

3)個別･除湿空調

一方,病室の空調は患者それぞれのコンディションや好みに

応じて,個別にコントロールできるように計画されるようにな

ってきた｡また直接空気を対流させる方式から頼射によるもの

なども見られる｡また近年､院内感染-の配慮から,空気その

ものを紫外線照射により滅菌する試みや､除湿空網なども-舵

化してきている｡
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噸:嶋身て納垣イ

向FF耳治釈:病院l=おけるRk予防先のための

cD6t斬ガイドライン;伸一L)出炭よLJ馳

由1.10 dE染の七会と広兼♯FB

4) CDCガイドライン

医療の分野では, CDCなどにより､病原菌とその感染経路(潤

沫感染と空気感典の差異など)が明確にされ､その対策も示さ

れてきたことや､効果が明確でない対策は講じる必要がない､

という謎蔵も定着してきており､清浄な空気を提供するための

種々の方策それ自件を再考する必要に迫られている｡

1.3 研究の骨子

こうした状況を背景として,本研究は､以下の学際的視点か

ら研究を進める｡

1)そもそも循頻空気はどの程度汚熟されているのか､また循

環空気の汚染を除去する必要があるのか,について検討するc

すなわち､循環空気のどこに問題があるのかを把握することを

主眼とする｡

ここについては特に医療分野の研究者･実務者を中心に研究を

進める｡

2)外気をどんな状態で取り込むのか､また外気導入に伴うエネ

げ-現失を極少化するにはどうしたらよいのか､について検討

する.すなわち外気導入を最も効率よく行うにはどうすればよ

いのかを検討する｡

ここについては､建築設備分野の研究者を中心に研究を進めるo

3)これらを統合して､建築計画としてどのような対応が考え

られるのか､あるいは既往の発車基準を見直す必要があるのか

否か､見直すとすればどう変更すればよいのか､について検討

する｡

ここについては,建築計両分野の研究者を中心に､全体での総

合的な見地から検討を加える｡
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第2章 院内感染防止にかかわるガイドライン



近年,医療施設における院内感染(病院感染)が大きな問題とな

っており､それに対応するガイドラインや指針､通知といったもの

が数多く示されている｡本研究では主として空調機器にかかわる院

内感葺如こ関するガイドラインを総覧することにより､院内感染防止

のための検討課題を整理する.

2.1医療法

医療施設の建築･設備的な環境に関する法令上の基準は､医療法

第20粂に｢病院および診療所は,清潔を保持するものとし,その

構造設備は､衛生上､防火上､保安上安全と謎められるようなもの

でなければならない｡｣と示されており,すべての規制はこの法律

をもととされている｡また同法23粂には｢病院､診療所又は助産

所の構造設備について､換気,採光､照明､防湿､保安､避難,お

よび清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生労働省

令で定める｣と記載されており､具体的には医療法施行規則第16

条の中で,特に空気衆境については｢機械換気設備については､感

染症病室,結核病室又は病理細菌検査室の空気が見遣を通じて病院

又は診療所の他の部分に沫入しないようにすること｣､ ｢感染症病室

及び結核病室には､病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感

染予防のために遮断その他必要な方法を許ずること｣としか定めら

れていないoここで記載されているのは極めて特殊な盛典症を対象

とした場合のみに過ぎず,一般的な病院の院内感染対策にはついて

は取り立てて記載されていないのが現状である｡

2. 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律

1998年10月に｢感染症の予防及び感染症の息者に対する医療に

関する法律Jいわゆる新感染症予防法が制定されるとともに､ 1999

年3月に｢感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十八粂第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症

指定医廉機関の基準｣が示され,第一類感染症などの息者を対象と

したr感染症指定医療機関｣の病室に関する施設基準が定められた｡

そしてこの告示をよりわかりやすく解説する目的で､同時に｢感染

症指定医療機関の施設基準に関する手引きJが示されている｡その

後2003年には新感染症予防法が改正され､それに伴って2004年3

月にこの告示と手引きも同時に見直しが行われた｡

18



2.2.1施設基準に関する手引きの見直し

2004年3月に行われた｢感染症指定医療機関の施設基準に関する

手引き｣の見直しは以下の視点で実施された｡

□ 感染経路に応じた感染拡大防止のための施設計画

□ 人権-の配慮(患者の生活の質の確保)

□ 病室単位を原則とした感染管理区画

口 患者や職員等の行為･行動の基準との一体化

口 職員等の安全の確保

具体的には表2.1に示すとおりである｡

2.2.2 病室の面積及び構造について

これまで､病室の面積については､告示でトイレやシャワーを含

んで15 ITf以上必要であるとされていたが､今回の改正で既存の建

物の改修･改築による場合にはその必要が無くなった｡病室の床面

積の基準は感染管理上の必要用件として定められたものではなく､

入院息者の適正な生活乗境の確保に主眼がおかれて定められたも

のである｡一方で既存の医療機関においては,限られた建築空間の

中に第一種病室を確保しようとした場合にこの条件をクリアーで

きずに､感染症指定医療機関となることができないことがあり､指

定医療機関の盤備を促進する観点から､既存施設においては必要条

件からはずすこととなった｡しかし､本来の主旨からはできる限り

15 rd程度の床面積を確保することが望まれる｡またこの15 t&の計

算においては告示ではこれまで通り､トイレ･シャワー室を含むも

ととされているが､できる限りトイレ･シャワー室を除いて1室当

たり15Trf以上とすることが望まれる.

天井の高さについても､告示では2.4m以上必要であるとされて

いたが､第一種病室の計画においては空訴設備の設置等の都合によ

り,天井高を確保し難いことも想定される｡そこで今回の改正にお

いては,既存施設で改修や改築を行う場合にはこの天井高も必要条

件としないこととなった｡もちろん,前述の病室両横と同様に患者

の適正な生活衆境の確保の親点からは､できる限り天井の高さを

2.4m軽度確保するように努めることが望まれる｡

尚､以前の手引きには｢大便器には,ベッドパン等の洗浄が行え

るように洗浄装置を設ける｡ (ハンドシャワー付便器や水栓付便器

など｡)｣との記載があったが､ベッドパン等は本来密閉して病室外

に持ち去って適切な乗境で処理するべきであり､又便所内に不用意

に飛沫が飛散することも考えられる｡そこで便所内で一次洗浄する

ことは不適切であるとの考えからこの項目は今回削除されている｡
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2.2.3 病室の恵､扉等について

第一種病室では,空気感染の患者も扱うことを前提としているの

で､病室内を陰圧に保ちやすいように前垂を設けることとなってお

り､この場合前垂の2つの扉は｢電気錠によるインターロック機構

など｣が必要であるとされていたが,必ずしも､機械的に同時に開

放が不可能な方法をとる必要がないために､この具体的例は今回削

除された｡また一方で同時に解放しないようにすることは運用上の

努力においても可能であるので､ ｢なお､やむを得ず同時に開かな

いような構造を確保できない場合には,扉の開閉において同時に開

かないような利用方法を徹底することにより同様の効果を得るこ

とも考えられる｡｣との解説を付けられている｡

前童と病室の間の扉については以前の手引きでは,扉の開閉換作

に手の指を使わない構造として｢レバー式･アーム式や自動扉等｣

と記載されていたが､これも他の方法が考えられるのでこの記載は

削除された｡また､扉が開けっ放しの状態にならないように､ドア

タロ-ザ-などで､最低限自動的に閉まるような機構を付けること

が必要であり､後述する2003年6月にCtX: (Centers for Disease

control and Prevention)から示された衆境感染管理ガイドライン

においても示されているので､ ｢扉の閉鎖が自動的に行われるよう

な構造とする｡｣との一文が付加された｡

また,これは空雨設備の維持管理とも関係するが､病室の空気圧

が適切に保たれていることを定期的に権藤し,それを書面にて記録

することが必要であるので､新たに｢病室の気圧制御が適切に保た

れていることを定期的に確落し(毎日権藤することが望ましい),

書面にて記録すること｡｣との項目が手引きに加筆された｡

2.2.4 病室の仕上げについて

病室内の壁面に血練や体液などが付着した場合には､薬液などを

利用して湿式の清掃を実施することとなる｡このような場面を想定

して壁面は粧体が染み込むことのないような不浸透性の材質を利

用して仕上げておく必要がある｡しかし､一方で不浸透性の材質を

利用した場合には居住性を揖ねることが心配されるので､その点に

十分配点をして材質を選択する必要がある｡

2.2.5 空調穀備について

第一種病室の給気設備には､空胡設備が停止した場合の病室から

の空気の流出を防ぐために､十分な性能を有するフィルターを設置

するか､ダンパ等を設けることにより外部に感染症の病原体を飛散
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させないように工夫する必要があると記されている｡

また､排気設備には,外部に感染症の病原体を拡散させないため

に十分な能力を有するフィルターを設置することとなっている｡

この給気設備と排気設備の両方に記載されている｢十分な性能を

有するフィルタ｣とは､旺PAフィルタのことを示している｡現在考

えられている感染症で空気感染対応を考える場合でも､大気中に拡

散すれば感染の危険性は少ないとされている｡しかし都市の密集部

においてはそれぞれの建物での排気位置の配慮がなされていても

隣接する建物の給気口から､拡散されないまま取り入れられる危険

性がある｡従って近隣-の配慮も含めて旺PAフィルターを用いる

こととなる｡今回の見直しにおいては,フィルターの青葉の整理が

行われただけで､性能に関わる変更が行われたわけではない｡

病室を含めた特定区域内の換気回数は今回の見直しで1時間当た

り12回以上とすることとなった｡以前の手引きでは6回/時間以

上とし､ 12回/時間以上とすることが望ましいとされていたが､今

回は後述のCDCの衆境感染管理ガイドライン(2003年6月､姐ⅣR

γol.52 No.RR-10)､ AIA (米国建築家協会)ガイドライン､および

ASHRAE (米国暖冷房空気萌和技術者協会)マニュアルにある推奨値

を参照して決められた｡ちなみに､最小全風量(外気量) 2回/時

間というのは､ASHRAEのマニュアルおよび日本医療福祉設備協会の

病院空初役備の設計･管理指針(HeÅs-02-1998)によるものである｡

2.2.6 院内感染対策担当者の配置

感染症指定医療機関においては院内感染を確実に予防するため

に､院内感染対策委負会を必ず設置していなければならず､また専

任の院内感染対策担当者を配置する必要がある｡ここでいう専任の

院内感染対策担当者とは､当萩病院における院内感染対策を行う部

門の業務に関する企画立案及び評価､病院内における職員の院内感

染対策に関する意織の向上や指導等の業務に専ら従事する破貞と

して任用されたものであり､必ずしも院内感染対策のみに従事する

瀬見を選任しなければならないということではない｡

2.3 通知｢医療施投における院内感染(病院感染)の

防止について｣

前述のように医療法や医療法施行規則において医療施設の衛生

希境を保つための基準が示されているが､その一部が2005年2月1

日(医改発第0201004号)に改正された｡この改正は医療法施行規
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則第20粂第3号に記載されていた｢滅菌手洗い｣を｢清潔な手洗

い｣に改めたものである｡この改正によって､これまで手術部にお

ける手洗いは滅菌水を利用しなければならずそのための設備を必

要としていたが､今後一般的な水道水で良いこととなった｡この改

正は､手術中の術野からの感染に関する研究の積み重ねにより科学

的根拠に基づいて滅菌水の不要を明らかにして実施されたもので

あり､近年の感染管理の考え方がこのように科学的根拠に基づいた

ものによって大きく変化してきた一つの事例と考えられる｡

この改正に伴い同時に｢医療施設における院内感染(病院感染)

の防止について｣との通知(医政指発第0201004号)が示された｡

この通知には医療施設内における院内感染を防止するための具体

的な方策が記載されており､平成15年度厚生労働科学研究費補助

金(厚生労働科学特別研究事業)により実施された｢国,自治体を

含めた院内感染対策金体の制度設計に関する緊急特別研究｣ (主任

研究者:小林寛伊: NTT東日本関東病院名誉院長)の分担研究報

告書｢医療施設における院内感染の防止について｣ (分担研究者:

大久保意: m西日本東海病院外科部長)をそのまま掲載したもの

である｡なお､この通知とともに｢医療施設における院内感染の防

止について｣ (平成3年6月26日付け指第46号厚生省健康政策局

指導課長通知)は廃止されている｡

2.3.1横準予防策と感染経路別予防策

感染防止のためには患者の血液･体♯ ･精液･組織などといった

感染性物質にふれる可能性がある場合には適切に手袋･ガウン･マ

スクなどを利用した標準予防策を実施する必要があり,その一方で

疾患や病態などに応じて感染経路別感染対策(空気予防策･飛沫予

防策･接触予防策)を実施する必要がある｡

当妖報告書にはr集中治療室などの清潔領域-の入室に際して,

履物交換と個人用防御鼻音用を常時実施する必要はない｣との記載

されている｡すなわち､これまで一般的に行われてきたICロや透析

重などの清潔管理区域にはいるときにスリッパなどに居き替える

行為は必要なくなる｡また一律にマスクをしたりガウンを着用した

りといった行為は必要なくなるが､接触感染防止を目的とした場合

には手袋とガウンの着用､飛沫感染防止を目的とした場合にはさら

にマスクやゴーグルの着用などを行うこととなるのでそのための

しつらえをしておく必要がある｡
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2.3.2 手洗いおよび手指消寺

｢手洗いおよび手指消毒のための設備･備品を整備し,患者ケア

の前後に必ず手指消毒しなければならない｣と記載されている｡手

指消毒の方法は擦式消毒用アルコール製剤による場合(ラビング)

と抗菌性石けんと流水による場合(スクラビング)との2種類ある｡

原則としてラビングの方が確実であるために推奨されるが､目に見

える汚れがある場合にはスクラビングを行った後でラビングを行

うこととなるので､手洗い設備の整備は重要である｡

2.3.3 環境亜備と環境微生物調査

｢院内における空気調和(空調)及び給湯設備の適切な管理等､

感染対策に有用な建築設備が盤備され､清掃や療境管理が適切に行

われる必要があるJと記されている｡適切な物的環境をと計画して

作るだけでなく,適切な状態を維持管理し続けることが大切であり､

施設希境のマネジメントの重要性が問われている｡

r病院療境盤備の基本は清掃であり､広範囲の環境消毒はしては

ならない｡血液･体液による汚染がある場合は､汚染局所を清拭除

去し消毒を行う必要がある｣と記されている｡洗面所､便所,汚物

処理室や患者の出入りする場所を対象として毎日清掃する必要が

あるが,特異的な感染症が多発している場合を除いて常時消毒する

必要はない｡また､床や壁といった環境表面に対して広範囲の消毒

は行わず､血液や体液などによる目に見える汚染がある場合には汚

れを安全な方法で清拭により取り除いた後に消毒を行う｡

｢粘着マット､薬液浸凍マットは感染防止効果が欝められていな

いため使用する必要はない｣と記載されている｡これらを不要とす

る科学的根拠は明らかとなっていないが､粘着マット周辺はその特

性から汚染されやすく清掃がしにくい｡また粘着マットを中止して

も感染率に変化がないためにその有効性が否定されている｡

2.3.4 器材の洗浄､消寺､滅菌

｢使用器材は現場での一次洗浄は行なわずに,中央の滅菌供給部

門で行うことが望ましいo｣と記されている.これまで, tR習的に

器材を利用した各部門において一次洗浄を行っていたが､感染防止

の鞍点からはきちんとした処理を中央材料滅菌重などで行うこと

が望まれる｡
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2.3.5 手術と感染防止

｢手術室は周辺の各室に対して陽圧を維持し,清浄な空気を供給

するとともに､清掃が容易にできる構造としなければならない｣と

記されている｡手術室は周辺の諸重から不要な塵挨が入らないよう

に適切に陽圧状態を維持できるようにしなければならない｡また空

調機器により供給する空気は適切に清浄な状態でなければならな

いが､整形外科のインプラント手術に相当するような清浄度を要求

する手術以外の一般的な手術室ではいわゆる旺PAフィルタ(超高

性能フィルタ)を設置する必要はない｡また清潔と不潔の交差をい

たずらに厳しく設定したり､履物を慣習的に居き替えたり､毎回の

術後に手術室の床をルーチン的に消毒することは感染対策上科学

的な根拠が謬められない｡

2. 4 病院空調設備の設計･管理指針(HE人S-02-2004)

国内における病院空調設備のガイドラインとしては日本医療福

祉設備協会が定めている｢病院空調設備の設計･管理指針jが唯一

のものとしてある｡この指針は1989年に始めて制定され､ 1998年

の第1回目の改定を経て2004年10月に現在のバーションとして第

2回目の改定を終えている｡ 2004年版の改定においては感染対策が

重点項目として取り上げられており､この改訂作業においては後述

するCDCの衆境感染防止ガイドラインと手術部位感染防止ガイ

ドライン､ AIAのガイドライン､ ASHRAEのハンドブックお

よびマニュアルなどが参考資料として引用されている｡

2.4.1 2004年改定版の特徴

今回の改定においては､必要最低限の要求事項として｢･ ･

･し

なければならない｣や主として経済性を考慮して実現性を配慮した

｢･ ･

･が望ましい｣といった表記の統一が行われている｡また､

医療の必要性から清浄度のクラスを5つに分類し直しており､医療

上の運用の立場を中心に考え､実際の梅床的な必要性を踏まえて構

成している｡

今回の改定では,各指針に関してできる限り科学的根拠を持たせ

たものとするための配慮がなされている｡そのためにいままで慣用

的に使われていた表現や指針は削除されている｡例えばいわゆる

NASA基準と呼ばれているクラス10000やクラス100といった空気清

浄度の表記についてはこうしたもので湘定できる塵挨数と感染と

の関係は明らかでないことから,今回の指針からはすべて記載をな

くしている｡
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2.4.2 清浄度クラス

病院内を医療上の必要度から､また居住環境上の必要度から表

2.2に示すように,全部で5つのクラスに分類している｡

･清浄度クラスI r高度,1潔区域｣

HEPAフィルタを使用した層涜方式を適用して､周辺諸室に対して

防圧を維持しなければならない区域であり､具体的にはバイオクリ

ーン手術室や易感染患者用病室などが対象となる｡

･計浄鹿クラスⅡ
r清潔区域J

高性能以上のフィルタを使用して,周辺諸室に対して適切な空気

圧と気味の方向を維持しなければならない区域であり､具体的には

一般手術室などが対象となる｡
I

,1浄鹿クラスⅡ
r串,1兼区域｣

中性能以上の(なかでも高性能側の)フィルタを使用するととも

に,清浄度クラスⅣ以下の区域に対し陽圧を保ち､適切な空気圧と

気味の方向を維持しなければならない区域であり､具体的には未熟

児室, NIα､ ICロ､ CCU,分娩室､勝朕鏡室,血管造影重などが対象

となる｡

I

,Y浄鹿クラスⅣ
r一般,1潔区域｣

中性能以上のフィルタを使用することが望ましく､感染防止対策

上も適切な気流が得られるように､吹出し口と吸込み口の位置関係

などを検討 しなければならない区域であり､一般病室,節

生児室,人工透析室,診察室､救急外来(処置室,診察室)､待合

い､ Ⅹ線撮影室､内視鏡室(消化器)などが対象となる｡

I

,Y浄鹿クラスV

清浄度クラスⅤは室内の有害な汚染空気が室外に漏出すること

を防止することを目的とした｢汚染管理区域｣と､室内の不快な空

気が外部に漏出しないように注意しなければならない｢拡散防止区

域｣の2つに分かれる｡ ｢汚染管理区域｣はRI管理区域諸室､細菌

検査室,病理検査室､隔離診秦室､感染症用隔離病室､内視鏡室(気

管支)､解剖重などが対象となり､ ｢拡散防止区域｣は患者用便所､

使用済リネン室,汚物処理室､豊安室などが対象となる｡
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表2.2 清浄度クラスと換気条件
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2.4.3 運転･保守

医療施設には高齢者を含む不特定多数の身体的･精神的弱者が入

院や外来部門におり､空調の維持管理業務がそうした患者の周辺で

行われる場合には危険防止を含めて十分な対応をしなければなら

ず,これらのことに関して第4章に記載されている｡この中で今回

の改訂においても大きな問題があるとして常識されながらも､現実

的な対応の問題があるために十分な検討が出来なかった項目に｢ダ

クト内清軌の間煙がある｡この指針には｢室内環境の適性維持と

交差汚染の防止､火災の安全対策などのため,汚れの程度に応じて

定期的にダクト内部を清掃することが望ましい｣との記載がある｡

ダクト内の汚染に関しては問題視されているところであるが,未だ

にダクト内の汚染による感染の事例が明らかになっていないこと､

実際に病院を運営しながらダクトを清掃する場合の諸問題-の対

応の困難さなどを考慮して｢望ましい｣との記載となっている｡

また､この章の中の｢設計･施工-の参加｣の項目に新たに加筆

されており､ ｢病院側の施設管理者及び感染管理担当者が設計の段

階から参加し､病院の管理運営上の諸条件を提示して､ LCC等の手

法でシステムを評価し,経営的条件を満足させるため､効率的で良

好な空調設備設計に協力し､また施工の案会では､設計段階に提示

した事項についてその品質管理状況などを確謬しなければならな

い｡｣と記載されている｡特に病院の空調機器の維持管理における

大きなテーマとなる感染管理については､病院側の専門職の設計･

施工段階での参画が求められる｡

2.4.4 部門別設計指針

1) 外来診療部門

r隅牡診察室J

小児科の診察室に限らず､水痘､麻疹,結核などによる他の患者

への感染防止のために空気感染に対応可能な隔離診察室を設ける

ことが望ましい｡このような感染症息者(疑いを含む)を対象とし

た隔離診察室には前垂を併設することが望ましい｡隔離診察室と前

垂は単独空調設備とすることが望ましいが,他の診察室と同一系統

とする歩合には排気についてはHEPAフィルタを利用して単独に排

気するシステムとして､隔離診察室内を単独排気とする｡また室内

においてより空気清浄度を高めることを目的として旺PAフィルタ

付きファンコイルユニットを併用することはかまわない｡
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2) 病棟部門

r易感染患者用病室｣ (図2. 1)

造血幹細胞移植患者などの易感染患者が入院する病室は清浄度

クラスⅠとして最も高い清浄度が求められ､空調システムは独立し

たシステムとし, 24時間運転が可能とする｡また扉の開閉に伴う圧

力変動により清浄度の低い空気流入を防ぐために前室を設け､出入

り口には自動閉供装置を設置することが望ましい｡室内空気の流れ

は､病室の一方から清浄空気を吹出し,患者を越えて反対側の吸込

み口から吸込むように､一方向性を保たなければならない｡この場

合､必ずしも厳格な意味での層流である必要はない｡病室は､十分

に密閉して陽圧とし､換気回数は全風量で15回/h以上とする｡

r感染症用何社病室J (圃2.2､国2.3､国2.4)

肺結核､水痘､麻疹などの感染症患者が入院する病室は､当該室

内の空気が院内の他の場所-拡散しないよう､常に陰圧を維持する

必要がある｡病室内部にはファンコイルユニットなどの室内循希機

器を原則として設けてはならないが､室内の空気清浄度をより高め

るために比EPAフィルタ付きフアンユキツトを併用することはかま

わない｡この場合でもHEPAフィルタユニットは屋外に設置して

室内にはいることなく保守できることが望ましい｡当該病室は前室

を設けることが望ましく,換気回数は全風量で12回/h以上としな

ければならない｡また廊下-前垂-隔離病室と陰圧の程度を段階的

に大きくする｡給排気ダクトには各室ごとに気癖ダンパを取り付け,

フアンが停止するような非常事態時には連動して閉供することが

望ましい｡

｢喫煙コーナー｣

病院施設内での全面禁煙に加えて近年では敷地内全面禁煙の傾

向も進んでおり､院内で喫煙することは今後なくなるとの判断から

指針の中から喫煙コーナーの項目は削除されている｡
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申2. 1空気感染性浜原件の4書手防のため

のqL圧点圭

国2.2 空気感染性疾患の点者が入重したときの空気の流れ

図2.3空気感染性疾患を合併した易感染患者が入重した妨合の空気の凍れ(陰圧壷)

図2.4空気感染性疾患を合併した易感染息者が入室した場合の空気の経れ(防圧壷)

3) 手術部門

今回の改訂の中で大きな変更項目の一つが手術部門である｡これま

で,手術部門の内部のレイアウトによって清潔と汚染の動線が交差しな

い平面計画を考え､それによって手術部における感染を防止しようとの

試みが数多くなされてきた｡しかし,1999年にCDCが手術部位感染防

止ガイドラインの中で､床や壁などの希境表面が感染の原因となること

は稀であると発表して以来､手術部のレイアウトに対する考え方が変わり

っっある｡その影響で手術部門での履き替えを廃止したいわゆる一足

制も行われつつある｡その結果,感染防止に効果があると考えられてい

た厳癖なゾーニングよりも､物凍や手術室の運用効率を重視してレイア

ウトを検討するようになってきている｡

r一般手術室｣

これまで,手術室で空気の清浄度を確保するフィルタとしては一

般の手術室においてもHEPAフィルタを利用することが一般的であ

った｡今回の指針の改訂では一般の手術室では高性能以上のフィル

タとして,必ずしもHEPAフィルタでなくとも良いとしている｡一

般手術室の換気回数は空気清浄度の観点からは15回/b以上として

いるが､本来は手術室の換気回数は壷面積を考慮に入れて決定する

必要があり､木棺針では手術室の面積の前提を約35 Trfとして計算
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している｡なお､医療機器使用などを使用することにより熱量負荷

の高い手術室を冷房する場合､適正な吹き出し温度を維持するため

により多くの換気回数を必要とすることがある｡ちなみに､ CDC及

びAIAの指針では最小換気回数が15回/bと示されているが､ASHRAE

の指針では25回/hと示されている｡

医療従事者の曝膏を減らすために余剰麻酔ガス排出装置を設置

しなければならず､麻酔ガスが十分に排出されない場合には､ 3回/

bと示されている外気量では不十分である｡手術室内は､周囲のゾ

ーンに対して陽圧を維持するために､微差圧ダンパ(レリーフダン

パ)などを設置しなければならない｡室内圧の陽陰は､扉を閉めた

ときの棲準値であり､扉を解放すれば計画の室内圧は保てないので

陵庄を保持する場合は,周囲のゾーンより15Pa以上高い圧力とし

なければならない｡また､空調システムが故障した時の影響を配慮

して手術部を一つの空調システムで稼働するのではなく､複数台の

システムに分割することが望ましい｡

r/くイオクリーン手術室｣

清浄度クラスⅠを確保することにより､最も高い清浄度を確保す

る必要がある｡旺PAフィルタを利用して層流を確保することにより

手術台周辺の空気清浄度を確保することとなるが,吹き出し速度は

水平層流で0.45m/s､垂直層流で0. 35m/sを目安とする｡

ただしこのバイオクリーン手術室の有効性については疑問の声

も上がっている｡すなわち股関節及び膝関節置換術後の感染率に関

する調査の結果､表3に示すように｢超清浄空気を使用せず+予防

的抗菌薬を使用せず｣の場合に手術部位の感染が3. 4%の割合で発

生していたが､ `｢超清浄空気のみを使用｣の場合にそれがl.6%, ｢予

防的抗菌薬のみを使用｣の場合に0. 8%､ ｢超清浄空気と予防的抗菌

薬の両方を使用｣の場合に0.7%であった｡これによると､超清浄

空気を使用する効果は､予防的抗菌薬を投与するのであれば0. 1%

しかないこととなる｡今後の検討が期待される課居である｡

*2.3 免許洋室先と予防的抗書非役与
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2.5 SARSの可能性例に対するWHO院内感染対策ガイダ

ンス

重症急性呼吸器症候群(SARS)の感染経路は一般に飛沫感染であ

るとされているが､ Ⅶ0はSARSの症例に対して､空気感染,飛抹癌

染､接触感染-の予防措置をすべて含めたバリアナ-シング手技

(病原体封じ込め看護)を強く勧めている.また､我が国において

sARSは2003年4月に新感染症予防法に定める新感染症として通知

が出されており､7月には指定感染症として政令で指定されていた｡

そして､ 10月には新感染症予防法が改正され､一類感染症のひとつ

として整理された｡ここでは和0が求めている病室の建築設備面で

の対応を概観する｡

2.5.I WHO院内感染対策ガイダンス

ⅦoはSARS患者に対してはバリアナ-シング手技を強く勧めて

いる.すなわちこうした患者を治療する病室の環境としては､空気

感染に対応できる病室をまず使用することが望まれている.よって

sARSの可能性がある患者に対しては､次の順に従って病室を使用す

ることとなる.

1.ドアが開銀された陰圧の病室

2.手洗い､風呂を備えた個室

3.独立した給気と排気システムを持つ大部屋など

空調の系統が独立しておらず,その空調機を使用することで他の

病室に空気感染することが想定される場合には､空調システムを停
モ

止して換気のために外に面した恵を開けることも推奨されている･

また､手洗いが感染予防に対して最も重要であり､手袋の使用だ

けでよいと考えてはならないとしている.よって､ SARS患者を収容

する病室内にはスタッフが顔繋に手洗いをすることができるため

の手洗い設備が必要である.既存の病室を利用してSARS患者の治

療を行う場合には病室に手洗い設備がない場合が考えられる.その

場合はアルコールを含んだ手指消毒剤を利用することとなる･

2.6 CDCによる院内感染防止にかかわるガイドライン

米国の研究機閑であるCenters for Disease Control and

prevention (CⅨ:)は医療施設における院内感染を予防するために

1985年に示された手洗いと乗境管理に関するGuideline for hand

Washing and hospital environnentalcontrolをきっかけとして数

多くのガイドラインを提供している.
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表2.4 施政環境と虎内感染予防にかかわる

CDCのガイドライン

特に1996年に示された, Guideline for lsolation Precautions

in Hospitalは標準予防策と感染経路別予防策の2点から感染対策

を整理した考える手法を提示しており,近年の我が国における感染

対策に大きな影響を与えている.

また, 1999年のGuideline for prevention of surgical site

infectionは手術野における感染対策に関するガイドラインであり,

これまで経験的に蘇られていた手術部の運営について大きな影響

を与え,近年では手術部の履き替えを始めとして水回りの設備にも

大きな変革をもたらしている.

そして, 2001年に草稿が示されたGuideline for Environmental

Infection Control in 【kaltbcare Facilitiesは2003年6月に確

定版のガイドラインが示されており､これまで示された数多くのガ

イドラインをとりまとめるような形で建築･設備的な衆境による感

染管理の課唐について整理が行われている｡現在は1994年に示さ

れた結核に対するガイドラインの見直し作業が行われており､

Guidelines for preventing the Transmission of Wycobacterium

tuberculosis in_Health-Care Settings, 2005についてのパブリッ

クコメントが集められ､今年中に新しいガイドラインとして示され

るものと考えられる｡

ここでは､これらのガイドラインを横断的にとりまとめて､物的

環境と感染管理との関係について一部を概観する｡

2.6.1細菌と院内感染との関わり

｢一般病棟､移植関連病棟､および手術室のいずれにおいても､日

常的に辛が触れない床や壁などに付着している細菌が､直接的に病

院内盛典症に関与する可能性は低い｣

これまでも既に我が国の指針を概観する中で述べてきたが､病院

内に一般的に存在している細菌をいたずらに消毒しても感染を防

ぐことにはならない｡人間の手が日常的に触れる舞境表面を除いて

は乗境を消毒する意義はほとんどないと考えられる｡

r空調設備や給湯関連施設を介して､アスペルギルスやレジオネラ

による病院内感染症が起こりうる｣

空気感染､飛沫感典､接触感染といった感染経路別感染対策とは

別に､空調設備や給湯設備を介してアスペルギルス感染症やレジオ

ネラ感染症が起きる可能性があり､免疫不全の患者においては機器

の管理が重要である｡
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2.6.2 1般病棟における日常的な環境の清掃と消毒
｢辛が触れる環境表面(ベッド柵,消灯台､ドアの取っ手､水道の

コック､手すりなど)は､日常的な清拭を行い挨や汚れを取り除い

ておく｡その際に､消毒液を用いる必要はない｡｣

日常的な清拭により挨や汚れを取り除く必要はあるが､日常的に

手を触れる環境表面は消毒堆を用いて消毒してもすぐに誰かが触

ることにより汚染されてしまうのであまり意味がないo

｢血液･体液で汚染された環境表面は､直ちに次亜塩素酸ナトリウ

ムを用いて清拭消毒する｣

感染の可能性があるような汚れの場合にのみ薬液を用いてその

部分のみ消毒を行う｡

2.6.3 抗菌薬耐性菌排菌患者を収容している領域にお

ける環境の清掃と消寺

｢手が触れる環境表面は四級アンモニウム塩またはアルコールを

用いて最低1日1回清拭する｣

一般病棟とは異なりこの場合は薬液を用いて日常的な清拭を行

うこととなる｡

｢病室での消毒薬の噴嚢､ホルマリン煉蒸､およびオゾン処理を勧

告しない｣

病室内での消毒薬,ホルマリン煉蒸､オゾン処理はその有効性が

確落されていないので､人体に対して有害であることもあり衆境の

消毒に用いることは避けるべきである｡

2.6.4 移植関連区域における環境の清掃と消毒

r原則的に一般病棟と同様に､環境表面の日常的な消毒や滅菌は不

要である｣

移植関連区疲においても日常的な衆境表面の消毒や滅菌は不要

である｡

｢工事中はアスペルギルス感染の危険が高まる｣

移植関連区域において最も務境整備に関連して強調されている

のはアスペルギルスによる感染の問題である｡移植関連の息者が入

院している病室の近くで工事が行われると､病棟内のアスペルギル

ス胞子の増加は明らかであり､アスペルギルス感染症を引き起こす

可能性が高くなる｡従って病床周辺での工事においては厳療な管理

が必要となる｡

｢廊下や病室の床にカーペットを放くことを勧告しない｣

一般病室においてはカーペットの使用と院内感染との間に科学
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的根拠がないと1985年のGuideline for hand vasbing and hospital

environmental controlにおいて記されていたが､
2000 年の

Guidelines for preventing opportunistic infections among

hepatopoietic stem cell transplant recipientsにおいてはカー

ペットによるアスペルギルスの集団感染を取り上げている｡一般に

カーペットは通常の床と比較して清潔を保つことが困難であり､掃

除機による清掃はアスペルギルス胞子を空中に飛散させることと

なるので､セントラルパイピングによる掃除機の利用などを考える

必要がある｡

2.6.5 手術室における環境の清掃と消毒

｢衆境表面の日常的な消毒や滅菌は不要である｣

｢当日最後の手術終了後､洗浄剤を用いて床面を湿式吸引清掃す

る｣

｢血液･体液で汚染された希境表面は,手袋とペーパータオルを用

いて直ちに拭き取り､次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒す

る｣

｢消毒薬の噴善､散布,煉養および紫外線照射などは行わない｣

既に前述の通り､手術室の清掃と消毒もこれまでの一般的な常我

とは異なってくる｡

2. 6.6 感染症患者や移植患者の病室への物品の持ち込

み

｢ネブライザー装置や加湿器には滅菌水を使用する｣

ネブライザー装置や加湿器を介して感染が広がることがおきて

いる｡レジオネラ菌､緑膿菌などによる呼吸器感染症が報告されて

おり､滅菌水を使用することと株券の清潔管理を徹底することが必

要である｡

｢入室時のスリッパの履き替えや､入り口の粘着マットや抗菌マッ

トは必要ないJ

日本では､清潔な区域､清浄な区域に踏み入る場合には履き替え

を行うという生活習tRがあり,それを背景として手術室､集中治療

室､分娩室､移植重などといった病院内の特別な部屋にはいるとき

に､従来スリッパ-の居き着えを行ってきた｡しかし､この履き替

えが院内感染の発生率を低下させるといった科学的根拠は存在し

ていない｡また粘着マットや抗菌性マットも院内感染の発生率を減

少させるといった科学的根拠もない｡
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2.7 AIAのガイドライン

米国の建築家協会であるThe血erican lnstitute of Architects

(AIA)の中にAc8demy of Architecture for Health (AAH)と称す

る医療･福祉施設を専門に扱っている建築家のグループがある.こ

のグループが米国保健省(The U. S. I)epartment of Health and Human

services)の援助を受けてGuidelines for Design and Construction

of Hospital and Health Care Facilities 2001 Editionを策定し

ている｡このガイドラインは数年ごとに改定されており,現在直近

の最も新しいものは2001年版となっているが､ 2006年版のガイド

ラインが現在AIAのホームページでパブリックコメントの募集を終

えたところであり､ 1年後には新しいガイドラインが示されること

と思われる｡

このガイドラインは主として退役軍人病院を中心とする連邦政

府立の病院はもちろんのこと,数多くの州において準用されており,

また米国の医療機能評価団体であるJCAHOの評価においても利用さ

れているもので,ほぼ米国における医療施設計画のスタンダードと

して利用されているものと考えられる.このガイドライン策定にあ

たっては,American Society for Healthcare Engineering(ASHE)

やNational lnstitute of Health(NIH)の協力や,American

Society of Heating, Refrigerating and Airl:orlditioning

Engineers, Inc. (ASHRAE)のガイドラインを参考としている･

この中で病院の空調設備についても7. 31. D. Air Conditioning,

Heating, and Ventilation Systemにおいて言及している｡

病院内の確執の空調･換気の条件は表2. 5に示すとおりである｡

また,空調システムに利用するフィルタ効率は表2.6に示すとおり

である｡

現在検討が進められている2006年版のガイドラインにおいて

は大きな変更はないように見受けられる｡易感染患者用病室や感染

症患者用病室などの空調システムにおいては上述したCDCのガイド

ラインとのすりあわせが行われているようであるが大きな変更は

見られない｡

36



兼2.5 病陵内の空Pt ･換気条件

(GLJideJ ines for Design and CmstrLJCti珊Of Hospital and Hea一th bre Faci I itie$ 2001 Editionより転用)
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2.8 ASHRAEのガイドライン

American Society of lleating, Refrigerating and

Airl:onditioning Engineers (ASHRAE)は空調システムに関する様々

なガイドラインを示しているが､その中で病院については2003年

に｢ASl択服Applications flandbook｣の第7章に｢HEALTH CARE

FACILITIES｣の章を設けて記載しているとともに､同年には約300

ページに及ぶrHVAC DESIGN MANUAL FOR HOSPITALS ANDCLINICS｣

を著しており､病院およびクリニックの空調システムに関する集大

成がなされている｡

ハンドブックにおいては､病院の空調システムの概要が記載され

ているがその中で空調システムに利用するフィルタの効率は表3.7

に示すように記載されている｡

フィルタ効率の標記の仕方がAIAのガイドラインと異なっている

が､ 2006年版のAIAのガイドラインではASHRAEのガイドラインと

整合性を持たせるようである｡

2.9 まとめ

院内感典対策に関するいくつかのガイドラインを概観すると,戟

が国で近年示されている通知や指針は米国のCDCやAS打RAEといっ

た団体から示されているガイドラインの影響を強く受けているこ

とがわかる｡もちろんこれらのガイドラインは､数多くの院内感染

に関する研究成果を評価することによって導かれた結果によるも

のであり,医療施設の衆境整備においてもグローバルな情報収集が

必要な時代となっていることがわかる｡

こうしたガイドラインによって構築された院内感染防止に対応

した施設衆境を整備することは重要であるが,同時にこれらの衆境

を維持管理し続けることも大きな課題である｡医療サービスを提供

するための場の整備として施設管理を位置づけ､多職種による施設

環境整備が行われる必要がある｡
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第3章 病室空調システムを介した病室内浮遊菌数

の季節変化に関する調査研究

一病院感染ガイドラインにおける一般病室内空気質の位置付け-



研究要旨

一般病室における室内空気環境について細菌学的に評価を試み

た研究は少ない｡本研究では､病室内空気療境の現状を明らかにし､

医療施設における空調システムの間唐点および今後Q)一方向性を検

討することを目的とし､調査研究を行った｡その結果､病室内浮遊

菌数には大きな季衝変動があることが明らかとなり､秋期に最も多

く病室内浮遊菌が静められた｡この季節変動について､易感染宿主

におけるAspezglllus属其菌などの感染予防の観点から検討した

報告はこれまでに無く､この浮遊菌数の変動と感染症発症の因果関

係について,今後さらなる調査研究が必要と考えられた｡また､空

調設備の面から検討すると､中央方式空調機と比較し､各病室に設

置されたファンコイルユニット(FCU)から吹き出す空気の質の影

響が大きいと考えられ,場合によってはFCU自身が病原体の供給源

になっている可能性も示唆された｡よって､病室内空気質を清浄に

維持するためには､フィルタ清掃や温湿度管理を含め適正なFCUの

運用の必要性が示唆されるとともに､今後の空調設計において､よ

り其菌の繁殖を防ぐような構造が求められるとともに,メンテナン

スの容易さ､さらにはそれに関わるコストめ低減など-の配慮も必

要であると考えられた｡

3.1研究目的

一般病室における室内空気希境について細菌学的に評価を試み

た調査研究は少ない｡本研究では､一般病室の細菌学的な空気質の

現状を明らかにし,医療施設における空調システムの問題点および

今後の方向性を検討することを目的とし,複数の医療施設において

病室内空中浮遊菌の蓋および種類を経時的に調査し､季飾変動や空

調システムの違いを含めて検討した｡

3.2 研究背景

近年のめざましい医学の進歩は,感染症治療のみならず診療のあ

らゆる面において大いに成果を挙げてきた｡その一方で､移植医療

や抗癌化学療法､高度侵襲手術,自己免疫疾息に対する各種免疫抑

制剤投与など高度医療の発展とともに､より多くの免疫不全患者･

易感染宿主の増加をもたらしている｡特に､高度先進医療機関にお
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いてはこれらの易感染患者が多く集中しており､近年見られる耐性

菌増加の閉居も含めて,病院(院内)感染対策は現代医療における

最も重要な課題の1つとなっている｡

この状況に対応するため､米国疾病対策センター(Centers for

Disease Control and Prevention; CⅨ:)を中心に､これまでに様々

な感染対策の指針(ガイドライン)が提示されている｡本研究を着

想した2002年当時､これらC∝ガイドラインの中での病室内空気

乗境および空調システムの位置付けとしては､ "GuideliTle for

Isolation Precautions in Hospitals (病院における隔離予防ガイ

ドライン)"や"Guidelines for Preventing the Transmission of

Mycobacteriun tuberculosis in Health-Care Facilities (医療施

設における結核菌伝播防止ガイドライン)"において､空気感染を

起こすものとして,結核菌･麻疹ウイルス･水痘ウイルスの3病原

体を挙げ､これらの病原体の感染宿主自身については陰圧空調およ

び適切な換気回数に管理された部屋に隔離せねばならない､との明

確な対策法が示されていた｡一方,易感染宿主-の対応としては､

"Guidelines for Preventing Opportunistic InfectionsAmong

Rematopoietic Stem Cell Transplant Recipients (造血幹細胞移

植患者における日和見感染防止ガイドライン)''や``Guidelines for

prevention of Nosocomial Pneunmnia (院内肺炎防止ガイドライン)
''

の中で､高度免疫不全宿主におけるAspez:g1'11us属其菌などの感染

予防の面から､清浄度の高い空気乗境の提供および病院建築･改築

時の空気質悪化対策の必要性が述べられており､ αGuideline for

the Prevention of Surgical Site Infection (手術部位感染防止

ガイドライン"には手術室の空調-の配慮が示されているなど､

それぞれ患者背景･部署別に指針が示されていたが､一般病室にお

ける空気質を保つ意義について明確には提示されていなかった｡

一方､本邦においても､病院空調設備の設計･管理領域において,

医療機Bg(ま一般施設と比較して室内空気衆境にも注意を払う必要

があるという考えに基づき､日本病院設備協会から｢病院空調設備

の設計･管理指針(拡AS-02-1998) ｣が示され､適切な空讃削こより

病院内の各領域のゾーニングに基づいた室内空気清浄度を維持し

て再生的に保ち､さらに室内圧と気涜を制御するように定められて

いた(表3. 1)｡この中では,換気回数や空所フィルタ効率とともに､

参考指標として病室空気内浮遊微生物数が示されているものの､そ

の明確な科学的根拠は提示されていなかった｡

本研究を行うに当たって我々は､ 1.一般病室における空気質の

実態に関して,これまでに得られている細菌学的知見が乏しい､
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2. Aspez:gl'11us感染予防の観点から管理上空気質の清浄度が重要と

される易感染宿主の一部は,一般病室で管理されている, 3.一般

病室においては､バイオクリーン室や感染症童と比較し､患者のア

メニティ-の配慮や運用する職員の不十分な理解から､空調システ

ムが適切な方法で運用されていないことがしばしばあることが考

えられる,などの理由から,特に一般病室の空気質に注目し､その

実態を調査することとした｡この中で｣本邦は四季の変化が明確で

あることから､ Aspez:gl'11us属を中心とした真南の発生において四

季の影響があるのか否か､また空調システムの違いが空気質に影響

があるのか否か,さらには実際の病室内空気質がHEAS-02-1998の

参考指標としての微生物数に適合しているか否かなど､様々な角度

からの検証を行うため､空調システムの異なる複数の医療施設にお

ける経時的な調査を計画した｡

鼓3. 1 rHE応J2-1998｣に示されている,1浄丘クラスと換気条件

清浄度

クラス
名称

･=~-i
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~主=-i;::-:-.二
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3.3 研究方法

表3.2 yI壬対t病鹿

▲二∴.■テ
;-TL_/I C貞操

I(エ年 1996* 2∝氾年 1996*

+近 SRC丑 RC達 SRC並

二三-二, 1035床 ー22床 544斥

廷Jtiii枕 422d 65W 4d
FGUフィルタ

兼糖類J( 年4回 年3固 年6回

3.3.1 2002年度調査

1) 調査概要

訴査対象は,それぞれ空調システムの異なる3病院(A病院､ B方

式は､全て中央方式空調機(AJN) +ファンコイルユニット(FCU)

方式であるが､ A肝についてはA病院およびB病院において全外気

方式, c病院において一部再循衆方式を導入しており､ FCロについ

てはA病院およびC病院において床置き式で､ B病院では天井埋め

込み型である(図3.1)0

これらの施設において空調稼働状況がそれぞれ異なると考えら

れる時期､すなわち2002年7月下旬(A病院:7月30日､ B病院:

7月30日､C病院:7月26日)､同9月中旬(A病院:9月18日､B

病院:9月18日､C病院:9月19日)､同11月下旬(A病院:ll

月29日,B病院:11月27日､C病院:11月27日)､2003年2月下

旬(A病院:2月21日,B病院:2月21日,C病院:2月20日)の

計4回にわたり実測調査を行った｡

.-=L方

≡;I-℡_a
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･:..-A./.:A::.

■<:L:ち:-.::

f:._:

_:D垂=

墓AE虻′加■暮

匪′∫′

鵬,i耕:.1:A;至コJ/.ii-p'

チ-J^:塁雲.<J芦L!=

/=l:===;:;=;:;=-..一言毒裏書毒■=l={1=■l/:
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よ皿:鴨方武重榊ZGu:,,叫ル芯

Eg 3. 1 Pt暮対■*検査Ptシステムt事
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2) 調査方法および測定場所

調査は､各病院のそれぞれ4病室において行った｡各病室の概要

は表3.3に示す｡各病毒における判定点は､ A病院およびC病院に

おいては､各病室のA耶吹出口, AHU吸込口､ FCU吹出ロ､ FCU吸込

口および病室代表点(ベット脇)の計5点を測定し, B病院におい

ては､各病室のFCU吹出口､病室代表点(ベット脇)およびA肝か

らダクトを通じて送られてきた空気が吹出される天井チャンバー

内(303､ 312号室のみ)の計3点に加えてA打U -の導入外気につい

ても測定した(表3.4)｡

測定は､エアサンプラ- (柴田化学(樵)製:ミニポンプ旺P-∑500)

(写真3.1)を用い､それぞれ20リットルの空気をサンプリングし

(写真3.2)､その空気を漉過したフィルタメンプレンの裏面より

A)-TGE培地を注入した後(写真3.3)､ 25℃で7日間培養し､コロニ

ーの計数,菌種の同定を行った(写真3.4)｡

写丈3.1エアサンプラー

(焦EE)化学(秩) A :ミニボンカP-∑500)
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表3, 3 Pl主対象病圭8t軍事

亜3,4 貞圭内拝血書jN定点

♯JL書号 エアサンプラ一役定q[折

A病最

601 ANU吹出.吸込

607 FCU吹出.*込

616 ■土中央(ベ.JドJI)

621

エ三.7=

^t ■ANtJ外kb入口

303 天井チャンJ{-内､FCU吹出.

312 ■J[中央(ぺ.JドJL)

307 FCU吹出､■土中央(ベッド

313 EZ]

c演戻

5○丁 AIAF吹出.t込

509 FCU吹出.吸込

568 ■土中央(ベッドJA)

569

写Jt3.2 AHLJ (上). FCu (下)吹出t)からの皇女採取

写JE3.3 フィルタメシフレンヘのrT旺境地の注入 写X3.4 J8♯&に九書したコロニー



3.3.2 2003年度調査

1) 調査概要

前年度の調査結果を基に､前年度観測された結果の再現性の確藩

および1年通じた季節変動を調査することを目的に､調査対象をA

病院のみに絞り､ 2003年7月23日から2004年6月24日まで､計

15回にわたり実測調査を行った｡

2) 調査方法および測定場所

謝定点は､季飾変動の調査についてはFCロ吹出口と病室代表点

(ベット脇)のみとする一方で, 1測定点につき3回サンプルずつ

空気を採取し､調査を行った｡

測定は,前年度と同様の方法により､ 帆-TGE培地を用いて､ 25℃

で7日間培養し､コロニーの計数を行った｡

3.4.測定結果

3.4.I 2002年度調査結果

2002年7月下旬､ 9月中旬､ 11月下旬､ 2003年2月下旬の各調

査時における各病院の各測定箇所での病室内浮遊菌数を､それぞれ

図3.2､図3.3､図3.4,国3.5に示す｡図中の網掛領域は､

HEAS-02-1998の中で参考指標として示されている一般病室におけ

る平常作業時の目標平均微生物数(200-500 CFU/tB3)である｡

7月下旬の調査では､気候的に比較的高湿であるにもかかわらず､

各病院の浮遊菌熟ま稔じて肥AS-02-1998●の目標平均微生物数の範

囲内であり､特にC病院では全ての病室についてこの目積水準を達

成していた(図3.2)｡

9月中旬の胡査では､全ての病院に共通する僚向として7月下旬

の胡査時と比較して書く測定店での浮遊菌数増加が謎められた｡こ

の増加は特にB病院において顕著であり､粥査した全ての病室で

HEAS-02-1998の目標平均微生物数を超える浮遊菌が静められた.ま

た, B病院のAHUの外気導入口にて採取した空気においても他の3

回の網査と比較して最も多くの浮遊菌が謎められた｡一方, c病院

ではこの時期においても全ての病室で目標水準を達成していた(図

3.3)｡

11月下旬の萌査では､A病院および8病院ではほぼHEAS-02-1998
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の目標水準を保っていたが､これまでとは逆にC病院において著明

な浮遊菌の増加を罷め,その数がHEAS-02-1998の目標水準を超え

た測定点が全ての病室において-カ所以上存在した(図3.4)｡

2月下旬の調査でも, 11月下旬に見られた額向は続き, A病院お

よびB病院では全ての病室で肥AS-0211998の目標水準を達成して

いたが､c病院においては11月下旬の調査時と比較すると菌数の減

少を謬めるものの,一部の測定箇所でHEAS-0211998の目標水準を

超えていた(図3.5)｡

次に､入院患者は一日の大半を自身のベッド周辺で過ごすことが

多いため､今回の珊定点の中で易感染宿主の日和見感染発症に関し

て最も重要と考えられる病室中央(ベッド脇)の空気衆境について､

図3.6に結果をまとめた｡その結果､ A病院においては全ての病室

においてHEAS-02-1998の目標水準を達成していたが, B病院では9

月中旬の調査において其菌を中心に目横平均微生物数を超える浮

遊菌が静められ､C病院では11月下旬の調査において細菌を中心に
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多くの浮遊菌が藩められた(囲3,6)｡この中で､特に大きな季飾変

動が見られたB病院303号室の培養状況について,写真3. 5に示す.

また, AHU吹出口とFCU吹出口とを比較すると､ 4回の調査を通

じてAJAJ吹出口からは浮遊菌が静められない､もしくは比較的少量
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のみであった一方で, FCU吹出口からは季節や施設･病室によって

は,非常に多くの浮遊菌が静められた｡写其3.6にA病院における

FCU吹出口および内部に見られた真菌繁殖の状況を示す｡

これまでの医学的文献の中で,易感染宿主において空気質の悪化

により日和見感染症を起こすことが複数報告されている

Aspez･g)11hts属其菌の検出状況について表3. 5に示した｡結果とし

ては､この調査において分離された真菌全体の数と比較すると

Aspetgllh's属の真菌の数は少なく､その中で最も病原性が高い菌

種と考えられているJ4sJWZ:g1'11us fumL'8ZltuSは1株も藩められなか

った｡しかし､ B病院においてはAspeL:a)'llLIS n)'geTが患者-の感

染予防の観点からは最も重要な環境と考えられる病室中央のサン

プルにおいて検出された例が2例あり､それぞれ同じ部屋のFC口吹

出ロから同時にAspez18)111usDl'geTが分離されていた｡一方で, AHU

吹出口からの^spe)･glllus属其菌の分敵ま霞められなかった.

土3. 5 JsperEi//LJSJAの分&状況
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3.4.2 2003年度調査鯖果

2003年7月23日から2004年6月24日まで計15回にわたり実測

調査を行った結果の中から､ 1年を通じた浮遊菌の変動を見るため

2ケ月毎の結果を囲3.7に示す｡前年度の調査と同様､ 1年の中で

は秋期において最も病室内浮遊菌数が増加する傾向が私められ,こ

の季節変動の再現性が確落されたoさらにこの秋期一冬期の詳細な

変動を見るため､図3.8に8月25日から12月26日まで約2週間

毎の浮遊菌の変動を示す｡この結果,秋期一冬期の中でも､特に9

月から10月にかけての約2ケ月間が1年の中で最も病室内空気弁

境が悪化することが､明らかとなった｡
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写JL3.5 同じJt定点(EI白虎3D3号重の病

圭中央)における病室内浮並書

の手書壬tb

(左上: 7月q壬.右上:9月yI壬､左下:

11月PI壬.右下: 2月PI圭)

写J(3.6 1貞操FCLIの状況

(左:吹出口冷却コイル.右上:同拡大､

右下: FCUケース内■)



GVrr[
I

ILEK)

1400

12O

ldO

8QO

Id

■【和

20C

O

】

l

ml蔓E1_A ≡

E1"臥E[
用n 臥

冒
8En !.

●JI2JE)

曹
lI2l

尋
●○ー

蓄
■t○

1○JI24

夢
■J1

8

妻
●○丁

に

#
●1○

ZJIZ8

ヨ
LZl

I)

嘗
別I丁

I

善
一ー○

月27El

弼
e21切ー ≡二.二…二

4JIfLFr

翠,%■t○

4Jlt+

!
tt1

8

匡ii亘ii

EP)3.7 病圭内浮遊書政d)年fq*h (2003年丘yI暮)

qh/lTIJ lm

lOdEI)

80P

コ■:■了

1㈲

21XXI

O

㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔
EB 3,8 秋一冬頼lこおける兵妻内浄血書kのtJb (2003年丘PI暮)

3.5.考察

3.5. 1季節変動に関する調査研究について

本調査研究によって､病室内空気弗境における浮遊菌教は,季節

の違い､医療施設の違いにより大きく状況が異なることが明らかに

なった｡

B病院のAfRJの外気導入口において採取した空気の浮遊菌数測定

結果を見ると､室外気中の空中浮速菌熟ま,病原体の繁殖に都合が

良い高温･高湿な気候となる梅雨の時期ではなく,その後の空気が

乾放してくる時期に多い結果となった｡この理由として､一般に真

菌類は挨などの粉塵に付着して空中を浮遊していると考えられる

が､挨は高湿条件よりもある軽度乾燥していた方が空中を浮遊しや

すいため,梅雨の時期などに環境出｣繁殖し蓄積された其菌類が,
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比較的低湿になる9月になって挨とともに浮遊することが多くなる

ものと推定された｡病室内空気環境においても､ A病院およびB病

院においては9月中旬の調査時に最も多くの浮遊菌が検出され,外

気と同様の傍向を示しており､同様のメカニズムによるものと考え

られた｡このような病室内空気質の季節変動は､ 2003年度にA病院

で年間通じ経時的に行った調査でも同様の便向を示し､秋期に悪化

する状況の存在が権藤された(図3.7､図3.8)｡

一方, c病院における病室内浮遊菌数は､外気や他の2病院のも

のとは異なる便向を示した｡すなわち､ 7月下旬および9月中旬の

調査時には3病院の中で最も良好な浮遊菌水準であったものの,逮

に11月下旬およぴ2月下旬の調査では最も多くの浮遊菌が検出さ

れ､特にこの病院の北側の建物にある568号室および569号室のFCロ

吹出口において顕著であった(図3.4､図3.5)｡この理由として,

c病院では室内空洞により十分加熱･加湿されている一方で､ 568

号室および569骨壷は北側病室であるため気温によっては外壁が低

温になり恵側に設定されているFCU周囲に結寿が繰り返し生じる状

況が指摘されており､このことが影響していると考えられた｡

医師の立番から本調査の測定点の中で最も重要と考えるのは､入

院患者が一日の大半の時間を過ごすべッド周辺の空気衆境である

が､これについても季飾および空調システムの違いにより大きく状

況が異なることが明らかとなった(図3.6､写真3.5)｡

3病院とも空調設備はそれぞれシステムの異なるAHUとFCUとで

構成されているが､ AHU吹出口からは､ 4回の調査を通じいずれの

病院においても比較的少量の浮遊菌しか藩められず, A肝システム

の違いにより生じる病室内空気質-の影響は小さいと考えられた｡

一方､ FCU吹出口からは季節によって非常に多くの浮遊菌が静めら

れ､かつ吹出口や冷温水コイル､ケース内側など､ Fα内部には顕

著な其菌の繁殖が見られたこととあわせ(写真6), Fαから吹き出

される空気の質が病室内空気質全体の良悪に大きく影響している

ことが示唆された｡さらに,空気質の悪化により易感染宿主におい

て呼吸器感染症を起こしうるAspez:gl'11us属の検出状況において

も､瓜Ⅳ吹出口からは同菌の分離が静められなかった一方で､ FCU

吹出口からは複数同菌の分離が薄められており､この点からも病院

感染予防においてAHUと比較しFCUが持つ意義の大きさが伺えた｡

特にB病院においては､ ^spez:glllus A)'geTが病毒中央と同時にFCU

吹出口でも検出されている部屋があり､ FCUそのものが病原体の供

給源になっている可能性も示唆された(表3.5)｡これに関して､ B

病院ではFCUが天井埋め込み型となっているため､床置き式と比較
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国3.9 最盛染点者を空気感染加古から守

る目的のIl圧コントE)-ル圭の8I

(CDCr6LJidol ino8 for Eryvir㈹lbl lnfoction

Contro一 in HealtI卜伽re F■ciliti●SJよL)牡

I-t甘1

碑3.10 点者の空気盛典晴暮を目的とした
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して清掃などメンテナンスしにくい状況があり､場合によっては天

井チャンバー内での真南繁殖が進んでいることも考えられた｡

以上より､病室内空気質を清浄に維持するためには, FCUを適切

に管理･運用することが重要であると考えられ､各施設において各

種フィルタの清掃や温湿度管理を含めたFCUの運用状況を見直すこ

とが必要と考えられた｡また今後､空調設計においても､より其菌

の繁殖を防ぐような構造にするとともに､運用開始後のメンテナン

ス作業においてより実施しやすい構造･構成とするなどの配慮が必

要となる可能性が示唆された｡

3.5.2 病院感染ガイドラインにおける病室空気環境の

位置付けについて

一般に感染症は､宿主の感染抵抗性(免疫力)と病原体の病原性･

病原体皇のバランス､さらにその間に感染経路が存在するか否かに

よって､発症(感染の成立)の有無が決定されると考えられている｡

病院感染対策の額域では､ 2003年のSARS発生時を中心に病院衆境･

空調システムの意義に注目が集まったが､米国CDCのガイドライン

で示されているように､乗境､特に床や天井､壁などには様々な病

原体の定着はあるものの,直接患者が接触する機会が少ないため､

これらが感染経路となる可能性は少なく､感染対策上重要となるも

のは一部に限られる､との考え方が主流である｡

このような医療施設内の環境管理に関する指針において,本研究

施行中にいくつかの変化が見られた｡まず最初に,従来様々なCⅨ:

ガイドラインの中で患者背景･部署別に提示されていたものが､

2003年に``Guidelines for Environmental Infection Control in

Healtbl:are Facilities (医療施設における衆境由来感染管理ガイ

ドライン)"としてまとめられ､公開されたことが挙げられる｡こ

の中では､病室内空気質･空調管理について､造血幹細胞移植患者

のような高度な易感染宿主を管理するための保護的乗境として陽

圧童の整備･適切な運用(図3.9)および清浄な空気の供給､結核･

麻疹･水痘といった病原性の強い病原体による感染宿主を管理する

ための空気感染隔離室として陰圧室の整備･適切な運用(図3. 10､

図3. ll)を､従来と比べさらに具体的に提示し推奨している｡一方,

易感染宿主におけるAspezglllLIS属其菌などの感染予防の面から､

従来通り病院建築･改築時の空気質悪化対策の必要性や病室内カー

ペットの危険性は述べられているものの,本研究により明らかとな
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ったこれら浮遊真菌数の大きな季節変動については,全く触れられ

ていない｡この点に関して,本邦は欧米と比較し四季の変化が明確

で比較的多湿であることから,米国とは病室内空気質の状況が大き

く異なる可能性もあり､病室内空気希境と感染症発症の因果関係に

ついて､今後さらなる本邦での調査研究が必要であると考えられた｡

もう1つの変化として､本邦における"病院空調設備の設計･管

理指針"についても､名称変更後の日本医療福祉設備協会より2004

年に``病院空調設備の設計･管理指針(HEAS-02-2004) ``として､

改訂･公開されたことが挙げられる｡この中でも､空気質について

はRSAや緑膿菌なども含め議論されていた旧来の指針と比較し､ CDC

ガイドラインなどを基に感染制御の中での空気質および空調のあ

り方について､より明確に提示されている印象を持つ｡また､昨今

の医療施設の財政的な問題を考慮し,省エネルギーの項を設けるな

ど､医療経済面での配慮が盛り込まれているのも特徴である｡一方､

HE人S-02-1998において参考指標として掲げられていた病室空気内

浮遊微生物数は､本改訂において除かれている(表3. 6)｡その理由

として､おそらく明確な過科学的根拠に乏しいことや､ CⅨ:ガイド

ライン等において日常管理としての希境調査が推奨されていない

こととともに､空気質の細菌学的評価が,空気採取法や培地･培養

条件の選択など様々な面で技術的に困難であることが考えられる｡

本研究においても,培地として一般細菌も検出可能なようにm-TGE

培地を用いたが､同培地はAspezg)'11us属真南の検出に最適な培地

ではなく,実際にはさらに多くのAspezTg)'11LJS属真菌が存在してい

た可能性もあると考える｡

これら日米の両ガイドラインとも,一般病室の空気質については,

適切な空調設計･整備･運用を中心に述べられている.しかし､本

邦の現状としては病院運営コストの問題から､多くの施設において

必ずしも空調システムの意義が尊重されておらず,フィルタ清掃な

どメンテナンスの実施や運用において制限がある場合も見られる｡

これに関して､本研究の結果から､特にFCUの管粗･運用には十分･

に配慮することが望ましく,病院経営者･感染管理者･空調運用者

の共通理解のもと､適切な運用がなされることが必要と考えられる｡

一方,今後必要とされる設備側の要件として､メンテナンスの容易

さやそれに関わるコストが低く押さえられることが求められるで

あろう｡
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表3.6 rHEAS-■2-2004Jに示されている清浄度クラスと換気条件
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3.6.結論

病室内空気環境における浮遊菌数には大きな季節変動があるこ

とが明らかとなり,一般的には秋期において最も病室内浮遊菌数が

増加する便向が謎められた｡空調設備の中で､ AHUが病室内空気質

に与える影響は小さいと考えられる一方､ FCU吹出口からは季節に

よって非常に多くの浮遊菌が静められ､ FCUそのものが病原体の供

給源となっている可能性が示唆された｡このことから､病室内空気

質を清浄に維持するためには,フィルタ清掃や温湿度管理を含め適

正にFCUを運用する必要があると考えられた｡また今後,空調設計

においても,より真南の繁殖を防ぐような構造や運用開始後のメン

テナンスがより実施しやすい構造･構成､さらにはそれに関わるコ

ストが低く押さえられることなど-の配慮が必要とされる可能性

が示唆された｡

一方､易感染宿主におけるAspezgl'11us属真南などの感染予防と

して米国CⅨ:のガイドラインでは､病院建築･改築時の空気質悪化

対策の必要性や病室内カーペットの危険性が指摸されているもの

の､本研究により明らかとなった浮遊其菌数の大きな季飾変動につ

いては全く触れられていない｡本邦と米国とで気候が大きく異なる

こともあり,病室内空気環境と感染症発症の因果関係について､今

後さらなる本邦での調査研究が必要であると考えられた｡
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第4章 病院空調の実態調査



4.1空調設備に関するアンケート調査

4.I.1調査概要

近年における病室の空調方式の採用状況を把握することを目的

に,社)日本医療福祉建築協会が発行する｢保険･医療･福祉施設

建築情報シート集｣ 1996-2002に掲載された病院施設を対象にア

ンケート調査を行った｡アンケートを送付したのは,上記情報シー

トに掲載された病院(382件)の空調設備を設計した設計事務所(57

社)であり,アンケート粟は表4.1.1に示す項目について設問からな

る｡なお回収できたのは37社(65%), 285件(75%)であり,回収票

285件中,空調方式が特定できたのは270件であった｡本調査では

これを有効票とした｡

表4.1.1アンケート井関項目8E要

■■■ii(-:目 I_:iー'1三.■

玉木仕E】 典型的A圭(■圭. の氏市8､天井高f=ついて

空JI牧童4 各期における牧定 温丘について
::::.:i-:千

:-_..-_;■
空P方式.ゾ-ニン て

.∫三.二≡rノ!E】 吹出iL丘､吹出JLI､コ イル送水温良､除湿.再払方法､

加温方法について

汚染‡処理 外気Iおよぴその暮定収 拠､外気の書入方法.

フィルタ性能.舌の発生 ･拡散防止浄書について

4.I.2 調査結果

1) 対象病院の建築データ

図4.1.1, 4.1.2にそれぞれ建築年別,病床数別の竣工病院数を示

す｡なお, 1996年から出版を開始した情報シートによるデータで

あるため, 1996年以前の病院データが少ないが,ここでの分析に

は特に問題はないと考える｡ 2000年以降,公的病院･私的病院の

建設は共に減少僚向であるが,私的病院の建設が公的病院のそれよ

り上回っている｡また,私的病院は200床までのものが半数以上(約

64%)を占めるのに対し,公的病院は大小様々な規模の病院が存在

する｡
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P) 4.11病挨規模別竣工貞操敢

2) 空調方式の分類

本調査における病室空調方式の分類結果,および1985年に中原

らが行った調査の分類結果を表4.1.2に示す｡ 1985年調査では,フ

ァンコイルユニット(以下FCU)の採用率が92%であり,ダクト

式の空調も76%の施設で使われていたが,本調査では, FCU,ダ

クト式空調の採用率は共に70%弱に低下しており,代わってビル用

マルチエアコン(ビルマル)の採用件数が増加してきている｡

I 4.11空Pt方式の分類(左:本PI壬.右:1985年Pl壬)

⊥●∴}. NZ □ P

中央単一GAV 99 25 2

125VAV I

各#JL-CAV 31 10

41VAV

pACダクトGÅ∨ 2ー

22VAV I

FCU2fzE 151 8 22

1814fjE 3 1 4

ビル用マルチエアコン ○○ 2 I

+射棚JI E] ー2

その他 18

有効A辰I 270

′▲●∴. NZ I P

中央JL-CAW 19 1争

VAV ー

各l書Jr-CAV 2 2

VAV

pACダクトC^V 8 I

VAV

FCU2f式 30 9 22

4書式

小型ヒートポンプ 8

士付空冷ユニット ー

その他 5

有効*境牡 86

･x 中央+-:中央J[-ダクト方式.各肝単一:各幹事-ダクト方式. PAC

ダクト:パッケージダクト方式

NZ:ゾーニングなし.I:インテリアゾーン. P:べリメーターゾーン:NZは

+独. ⅠとPは8L合せとなる
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図4.1.3に外気負荷および室内負荷処理方式の採用比率を病院種

別に示す.公的病院では,空調機やパッケージ型空調機を用いて外

気処理する方式が87%を占めるのに対し,私的病院では52%に留

まっており,その他として全熱交換器ユニットや直膨コイル付の外

気処理ユニット,直接外気導入による換気方式などが用いられてい

る｡また室内負荷処理方式については,公的病院セはFCUが85%,

ビルマルが4%であるのに対し,私的病院ではFCUが45%,ビル

マルが47%であり,私的病院におけるビルマルの採用が顕著であっ

た｡

園4.1.4, 4.1.5に公的病院と私的病院それぞれにおける病床

数と室内設備のクロス集計結果を示す｡ 100床以上の公的病院

では, 8与%以上の病院がFCUを採用しており,私的病院では,

特に300床以下の病院でビルマルが多く採用されている｡
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四4. 1.3 病旋脚払負荷地理方式の採用比事

(左:外気負荷処理.右:皇内負荷処J?)
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園4. 1.4 荊院規模別室内投書の採用比辛(公的*臨)
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3) 病室の設定温湿度

図4.1.6,図4.1.7にそれぞれ夏期･冬期における病室温湿度設定

(設計値)の比率を示す｡温度設定は行われているものの,湿度設

定を成り行きとしている病院が,夏期において30%,冬期において

24%存在した｡

4) 湿度処理

図4. 1.8に除湿方式の採用比率を示す｡ 90%以上の病院が冷却減

湿による除湿を行っており,デシカント空調による除湿は1件のみ

であった｡また,冷却減湿により除湿を行っている病院のうち,育

熱を行っているものはわずか19%であった(図4.1.9)｡残りの81%

は再熱を行っておらず,実質的に湿度が成り行きになっていると考

えられる｡加湿方式の採用比率を図4. 1. 10に示す｡蒸気加湿が65%

を占めており,加湿なしとの回答も(15件:いずれも私的病院)あっ

た｡

E)25℃以下128℃ロ27℃以上 E) RH501 I RH551 Ej RH601ロ成L)行き

○% 201 401 6Ot 8仇 1081 仇 201 401 601 801 1 00%

田4.1.8貞真の王期改定温温度(左:iL丘,右:相対温度)

e)21℃以下■22℃ □23℃ロ24℃以上

401 60t 801 1 Dot

E) lW40t以下■ IW151 E3 FM5小口成L)行き

01 201 1仇 601 801 100ヽ

四4.1.7 卓圭の各期改定生温丘(左:且J(.右:相対温良)

E)沖坤槻JチシカントE3成行き

o1 201 4D1 601 801 1001

En4.1.8 除湿方式の珠用比串

日東加温■王水加温口兼丸加ZLロ加温なし

g伝■コイル■ボイラ加払□♯払利用D再魚なし

O1 201 40I 601 801 1001

EF4.1.9 再払方式の採用比串

l)I 201 401 601 BO～ 1 001

阿4.1.10 加現方式の採用比串
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E3Aじた●れじてない

o1 201 ●O1 801 801 100k

国4,1.T2 書に対する措正

E)8℃以下t7℃ □8℃口9℃ ■12℃

o1 20I 401 801 801 1Col

EEH. 1, 13 FCU送水温度の抹用比串

5) 室内空気貫への配慮

図4.1.11に個室および多床墓の外気導入量を示すo個室,多床童

ともに,換気回数2-3回瓜が55%程度であり,病院によって外気

量の設定が様々であった｡なお, HEAS･02では病室の外気量を2

回nlと定めている｡

囲4.1.12に菌の発生･拡散に対する措置の比率を示す｡ 19%が何

らかの持直を講じたと回答しているが,そのほとんどは全外気方式

を採用したというものであった｡その他に書も空調機器のドレンパ

ン等を抗菌仕様にした,紫外線による殺菌を行う,ドレンパンに十

分な排水勾配を与えた等の回答が見られたo

囲4.1.13にFCU送水温度の比率を示す｡ 96%がヂCと回答して

おり.送水温度を高く設定してドライコイルとするなどの結彦防止

措置を採る病院はほとんどなかったo

4.I.3 まとめ

ダクト式空調やFCUに代わりビルマルの採用件数が増えており,

これは特に300床以下の私的病院で顛着であった｡約3割の病院に

おいて病室の湿度設定が行われておらず,さらに冷却減直による除

湿の際に,再熱を行っていない病院が81%と多く見られた｡これら

の病院は実質的に湿度は成り行きになっているものと考えられる｡

またFCU送水温度設定を7℃としている病院がほとんどであり,

結露に伴う菌の発生･繁殖の可能性が懸念される結果となった｡

空調システムにおける菌の発生･拡散防止策が不十分であると病

室空気窮境が著しく悪化する時期がある(4.2章参鳳)｡これを回避

するために,外嗣機による十分な湿度処理とFCU-の送水温度経

和によって病室での結蕗抑制を図るなど,湿度管理に対する設計的

自己慮が求められる｡
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4.2 病室環境調査

病室の空気環境においては個別対応や感染の防止が重要となる.

院内感染は空調システムと強く関連すると考えられており, 『病院

空調設備の設計.管理指針(HEAS-02)』では,適切な空調により,

病院内各儀域の空気清浄度を維持して衛生的に保つとともに,室内

圧と気洗を制御するよう定めている.

本来,病室環境は,設計･運用ともHEAS･02が定める温湿度条

件,必要外気量条件などを基に構築されるべきである｡しかし実際

の運用状況をみると,例えば厳格な湿度管理は増エネの原因となる

ため,成り行きにされることが多く,病室の湿度衆境は十分な状態

に保たれているとは考え掛､ (第2章参照)｡国3.1に示すように,

一般に其菌類は高湿状態で活動が活発であり,仮に空調システムに

ょる湿度処理が不十分で,病室の湿度の高い状態が続いた場合には

真菌類の繁殖を促す恐れがある.真菌類はアトピー性皮膚炎などの

アレルギー性疾患の原因となり得る,またアスペルギルス類は呼吸

器系感染症を引き起こすとの見方もあり,これらの対応には注意が

必要である｡

本章では, 3つの病院に対して行った病室環境(温湿度･空気質)

調査より,病室環境の実態を把握すると共に,空調システムと真南

額発生の関連性について考察する.
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4.2.1既往の研究と本調査の位置付け

｢病院空調設備の設計･管理指針(HEAS102)｣では,各室の必要

換気生や室内微生物数の目標値などが記されている(2004年度版

では削除)が,その根拠については触れられておらず,不明確なも

のとなっている｡そのため,室内の微生物汚染の観点から,病院設

備の設計および室内療境の維持管理の指標となるデータベースを

構築することを目的に,病院の温熱衆境や空気環境についての調査

研究が,いくつかの研究者グループによって行われている｡しかし,

いまだ実測データが十分でない状態であり,今後も焦点を絞った研

究が行われることが予想される｡また,室内の実態調査の例は多く

存在するが,菌の動態と関連が強いとされる空調システムとの関連

性について言及しているものは少ない｡表4.2.1に日本国内におけ

る最近の病院希境嗣査を示す｡

本調査は一般病室を対象に,温湿度･空気質(真菌･細菌･

粉塵)を測定しており,特に病室内空調機器の代表であるFCU

に着目し, FCUが室内環境に与える影響について調査し,室内

環境改善のための具体的な方策を提案･検討することを`目的と

している｡
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4.2.2 対象病院および調査概要

表4.2.2に調査対象とした各病院の概要を示す｡ A,C病院は総合

病院であり, B病院は療養型の病院である｡調査は各病院とも病室

4室を対象としており, B,C病院は2002年の夏期から2003年2

月にかけて, A病院は2002年夏期から2004年4月にかけて調査

を行った｡

表3,2 対*病院8E要

A病院 B病 院 C病院

竣エ年 1996* 2∝)0 年 1996*

構造 sRC造 RC､ 追 SRC造

.て.芦.--i, 1035床 122 氏 544床

延床面耕 42200m2 6500 m2 4∝肋ーl2

淵定期聞 02年¢月-04年4月 02年¢月- 03年2月 02年7月-03年2月

測定J*所 病室4圭 病室4 室 病室4圭

図4.2.2, 4.2.3, 4.2.4に各病院の空調システム概要を示す｡

フTンコイA'ユ=ウKFCU)

固4.2.2 A病虎重訳システム*要

冷5L水コイJ'
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::::.:i-:◆二::二:::::R.:::: :.=/=<.=:≡:=:===.==,=.=.:.=:==:.空宇==T;==
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国4.2.3 B貞辰空PIシステム七草
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一般病室に対する空調方式は,いずれの病院も外嗣機(AHU)と室

内のファンコイルユニット(FCU)を用いた方式である｡A病院および

B病院のAHUは全外気方式, C病院は外気に加え,一部再循乗空気

を混合している｡ A病院およびC病院のFCUは床置き式で,窓際に

設置されている｡ B病院は天井埋込型FCUであり,病室中央の天井

内に設置されている｡ FCUの操作は,いずれの病院も在室している

患者または看護士の判断でON/OFFができ,個別制御が可能となっ

ている｡

A病院およびC病院では, AHUで処理された外気はダクトを通じ

て室内に供給され, FCロによって室内負荷を処理する｡ B病院では,

AHUから供給された空気が病室の天井チャンバーに吹き出され, FCU

を介して病室-と吹き出される｡

図4. 2. 5に床置き式FCUと天井埋込式FCUの構造について示す｡

A,C病院の床置き式FCロは吸込口にプレフィルタを,吹出口に最終

フィルタ(サランネット)が設置されている｡一方, B病院の天井

埋込式FCUは,吸込口側にはプレフィルタおよび中性能フィルタを

有するが,吹出口側には最終フィルタを有さない構造となっている｡

表4.2.3に各病院の空調設定概要を示す｡各病院ともに5-6月

から冷房運転を開始している｡冷房時の設定温湿度は様々であり,

A病院はHEAS-02の設計条件と同じ26℃50%RH, B病院, C病院の

湿度設定は45%RHであるo 冷房時瓜Ⅳ吹出温湿度は, A病院におい

ては温度24℃,湿度成り行きとなっている｡ B病院は設定室温より

やや低めの26℃吹き出しとしており, C病院は童の設定温湿度条件

での吹き出しとしている｡FCロ-の冷水送水温度は,A病院では12℃

であり, FCU内での蘇車に対して配慮がなされている｡ B病院およ

びC病院はともに8℃である｡

去4.2.3 対*貞操全判設定♯羊
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表4. 2.4,図4.2.6に温湿度調査および空気質調査の測定場所に

ついて示す｡温湿度調査は, A,C病院においてAHU吹出空気, FCU

吹出空気,重代表点(ベッド脇を室代表点とした)を測定しており,

B病院においては天井チャンバー内空気(AHU吹出空気温湿度に相

当), FCU吹出空気,重代表点(ベッド脇を室代表点とした)を測定

している｡空気質調査では, B病院は上記温湿度測定点と同様の点

を測定しており, A,C病院は上記温湿度測定点に加え, A肝吸込空

気 FCロ吸込空気を測定している｡

なお,温湿度湘定は2002年6月中旬(C病院は7月中旬から)よ

り継続的に行っており,サーモレコーダ(おんどとり:T&D製)を用

いて, 15分間隔で湘定している｡また空気質軸定は7月下旬(A病

院:7/30, B病院:7/30, C病院:7/26), 9月中旬(A病院:9/18,

B病院:9/18, C病院:9/19), 11月下旬(A病院:ll/29, B病院:

ll/27, C病院:ll/27), 2月下旬(A病院:2/21, B病院:2/21, C

病院:2/20)に,エアサンプラ- (柴田イヒ学(樵)輿:ミニポンプ肝-

∑500)を用い, 20リットル(5リットル/分×4分)空気を吸引し

た後, 也-TGE培地にて25℃で7日間培養し,菌数の測定,菌種の同

定を行った｡
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4.2.3 病室の温湿度調査結果

1) 夏期病室温湿度

図4.2. 7に各病院代表室の夏期温湿度実態を示す.図中担-は

各病院の病室設定温湿度条件を表す｡同様に,図4.2. 8には各病院

代表室の夏期温湿度実態を空気線図上にプロットした｡

A*旋A2号圭温度Jd

8月 7月 8月 9月

●平均温度･-｡ JL高温丘IIJt低温丘

Bd暁t11号主星丘J*

l月 丁月 l月 l月

●平均温よ鼻JL高温丘+JL低温丘

C*統c l号圭温よJ*

8月 7月 8月 9月

●平均温良≧･≦.JL高温J( JA低温丘

66

L■■■｣

■亡
L_⊥!

<
頼
衣
守

一oo

90

80

TO

80

A貞玩A2考量相対湿度Jd

'!'F::
期間平均56.1%RH

8月 7月 8月 9月

●平均相対温良.=.JL大相対温良書JL小相対温度

B*旋Bl号圭相対温度JA

100

00

80

= 70

慧T:
衣 10

穿 30

20

10

0
室盟那賀

･:'':-i■

期間平均¢2.5%RH

8月 7月 8月 9月

●平均相対温度･シJL大相対温度耳JL小相対温度

cA玩Cl号圭相対温度J*

100

90

80

=
70

妻;…熟
$ 30

20

10

0

6月 7月 8月 9月

●平均相対温丘皇JL大相対温丘■JL小相対温度

阿4_2.7 工期点圭温温丘乗せ(左:温度t 右:相対漫J()



A病院A2号室(6月)

18 20 22 24 28 28 30

温良【℃】

A病院A2号室(丁月)

25?

20二ら

15讃
･oi
5

35

30

25二ぎ

20主

15芸
･o童
5

18 20 22 24 26 28 30 32

五JEr℃】

18 20 22 21 26 28 30 32

呈JIF℃】

A病院A2号室(9月)

B病院Bl号室(6月)

i

′

#

匿霊]
18 20 22 24 26 28 30 32

且dE【℃】

B病薩81号室(7月)

1B 20 22 24 26 28 30 32

呈丘r℃】

B病院Bl号室(8月)

1B 20 22 24 28 28 30 32

皇丘【℃】

B病院Bl号室(9月)

18 20 22 24 28 28 38 32

iJ*rt]

35

30

25写
20 3?

15讃
lo葺

25

20

15

35

30

25

20

15

10

18 20 22 24 28 2t) 3O 32

1丘【℃】

?
堅
td

忘
衣
I

冒
>
tl

内

衣
■

c病院Cl号室(7月)

18 20 22 24 28 28 30 32

温丘F℃]

c病院Cl号室(8月)

35

30

25写
20 35

15讃
･oi
5

25

20

r73
｣■

官
巳
正
衣
■

18 20 22 24 28 28 30 32

i丘t℃】

c病院Cl号室(9月)

18 20 22 24 2E) 28 30 32

温良【℃】

EE]4.2.8 T期貞圭且温度実地(空気捜EgプE) tyト)

25

20

67

?
良
i
直
衣
■



各病院とも盛夏期において肥AS-02砕から大きく外れていること

がわかる｡ A病院においては,温度はほぼ枠内であり,平均温度も

設定条件とほぼ同じ26.2℃である｡しかし絶対湿度が高めで, 3病

院の中で平均絶対湿度が最も高く, 1l. 9g/kg'であった.これはAtRl

による湿度処理が十分でないことが原因である｡ B病院は室温が低

く,相対湿度が最も高い状態(平均相対湿度62.5%RH)になってい

る｡期間平均絶対湿度は11.2g/kg'とそれほど高くはないが,室温

が低いために相対湿度が高くなり, HEAS-02の温湿度砕からは最も

外れる結果となった｡温度域が室設定条件を全く満たしていない月

もあり, AHUやFCUの冷水送水温度を緩和するなどの必要があると

考えられる｡ B病院の室温変動が3病院中最も大きくなっている原

因として, FCUのON/OFFが考えられる｡ B病院は療養型の病院で,

寝たきりの患者が多く在室する｡そのため, FCUのON/OFF操作のほ

とんどは看護士が行っている｡業務を行っている看護士と患者の温

冷感は異なり,またFCUのON/OFF頻度も異なる｡さらに患者から

の要望もほとんど無いため,FCUのON/OFFおよびそれに伴う病室の

温湿度は,看護士側にとっての適温･適湿度になっている可能性が

ある｡ C病院は室温がやや高い状態になっているが,絶対湿度は平

均11.2g/kg'と比較的制御できており,相対湿度は旺AS-02枠をほ

ぼ満たしていた｡

結果的にどの病院においても,設計時の病室温湿度環境とは異な

った衆境になっており,設計と運用の間に格差があることが示され

た｡また湿度制御は容易でなく,特に夏期においては高湿度側に偏

りやすい｡

各月を比べると,盛夏期である7, 8月が最も高湿状態になりや

すく, 9月には旺AS-02枠により近くなっている｡これは外気エン

タルピーが低下したためと考えられる｡

なお,測定期間中における各病院代表室の平均室温はA病院

26.2℃,B病院23.3℃,C病院27.2℃,平均相対湿度はA病院

56. 1%RH,B病院62.5%RH,C病院49. 6%RH,平均絶対湿度はA病院

ll.9g/kg',B病院11.2g/kg',C病院11.2g/kg'であった.
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2) 夏期代表遇における人目U吹出空気温湿度

国4. 2. 9に夏期代表週における各病院のAJAJ吹出温度および絶対

湿度を示す｡期間中のA肌吹出温湿度の平均値は, A病院で24･ 6℃

15.3g/kg', B病院で24℃13.7g/kg', C病院で27. 1℃9･gg/kg'

であった｡吹出温度に関して, A病院では設定通りとなっている. J3

病院では26℃設定であるにもかかわらず実際には24℃で吹き出し

ているoこれが室温低下のひとつの要因であることが推測される｡

c病院は設定26℃に対してやや高くなっていたo吹出絶対湿度に関

して, A病院は設定を成り行きとしており,それゆえ最も高い吹出

絶対湿度となっている｡このことが病室の絶対湿度を高くしている

原因だと考えられる｡ A病院のAm‖ま吹出温度16℃とし,過冷却に

ょって吹出絶対湿度を下げられる冷房能力を備えているのだが,吹

出気流が患者に直接あたるというクレームから吹出温度を下げら

れず,湿度成り行き設定にせざるを得ない状況にある｡より良い室

内湿度環境を実現するためにも,吹出口のレイアウトは重要となる.

A病院, B病院ではAnUでの除湿が不十分となる状況がみられ,こ

のことがFCU内の結有を引き起こす原因となる｡一方で, C病院AHU

は湿度処理が十分に行われていた｡空調を停止している夜間を除き,

日中は吹出絶対湿度がほぼ9g/kg'であり,安定して除湿が行われ

ていると言えるD

3)夏期代表過におけるFCU吹出空気温湿度

国4. 2. 10に夏期代表過における各病院のFCU吹出温度および相

対湿度を示すo

FCUの0Ⅳ/OFFはA病院, C病院では基本的に息者自身が, B病院

においては看護士の判断で行われている｡ A病院では,図に示した
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期間中の前半1週間ほとんどFCt]が稼動していないが, B病院お

よびC病院ではほぼ毎日稼動している. FCUは温湿度を管理すると

同時に,室内空気の循衆生を確保する役割も果たしている. A病院

は長時間OFFの時間が続いており, FCUによる室空気の循環が行わ

れておらず,これが室内空気環境に悪影響を与える可能性もあるo

FCU運転に関して,すべて息者まかせにするのではなく,管理側が

定期的に運転させることも必要であると考える｡

FCU吹出温度について,送水温度は異なるものの, 3病院ともに

17℃前後の吹出温度であった｡B病院は送水温度8℃としているが,

送水温度を緩和することで室温低下を防ぎ,さらに冷凍機の00Pを

向上することも可能である｡ A病院において, FCUがoFFになって

いる時間熟まペリメータ部分が非常に高温となることがわかる｡ 8,

9月では南部産(A2骨壷)において40℃を超える時間帯もあり,忽際

は劣悪な環境になりうると言える｡

FCU吹出相対湿度について, A病院･B病院ではFCUが稼動してい

る時間帯は, FCU吹出相対湿度が100%RHを示しており,常に結霧が

生じていることがわかるB一方AmJで湿度処理が十分に行われてい

たC病院では, FCU稼動時でも,ほとんど結啓がおこっていない｡

A肌での除湿不足により, FCU送水温度を12℃としているにもかか

わらずFCUで結酵を生じたA病院と, AJNでの十分な除湿により,

FCU送水温度8℃でも結方を生じなかったC病院で明暗が分かれた

結果となった｡

病室のFCUが汚染源となれば,院内感染のリスクは増加するo A

病院, B病院はAHUによる除湿を的確に行うことで, FCUでの結露

を防止する必要があると言える｡
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4) 冬期病室温湿度

図4.2. 11に各病院代表室の冬期温湿度実態を示す｡図中 夢-.練

各病院の病室設定温湿度条件を表す｡同様に,図4.2. 12には各病

院代表室の冬期温湿度実態を空気線図上にプロットした｡
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A病院, c病院においては,高温低湿状態となっている｡特にA

病院は平均相対湿度が20.4%RHと3病院中最も低く,気管支系-

の影響が懸念される｡これは患者側の要望により病室の設定温度を

高くしたものの,恵面での結蕗を防ぐために加湿が不十分になって

いることが原因の一つに挙げられる｡ C病院においてはAHUでの吹

出温度が最も高く( 2)参照),それによりFCロの稼働率は著しく低

下している｡ FCロ稼働率の低下,すなわち全風量の低下は病室の空

気環境に様々な影苧を与える.これを防ぐためにもAHUとFCUの熱

負荷分担が重要となるだろう｡ B病院においては, A, C病院に比べ

て室温が低く,さらに室温の変動が最も大きくなっている｡この原

因は夏期と同様に, B病院の療養型病院という特性(患者の健康状

態)およびFCロのON/OFF操作の間蔑が考えられる｡

結果的にどの病院においても,夏期と同様に,設計時の病室温湿

度環境とは異なった弄境になっており,設計と運用の間に格差があ

ることが示された｡また湿度制御は容易でなく,冬期においては特

に低湿度側に偏りやすい｡

なお,測定期間中における各病院代表室の平均室温はA病院

25.9℃,B病院21.5℃,C病院26.8℃,平均相対湿度はA病院

20. 4榔, B病院36. 0%RH, C病院30. 3%RHであった｡

4. 2.4 病室の空気環境調査結果

1) 夏期における病室空気環境

図4.2. 13にそれぞれ夏期における浮遊菌調査結果を示す｡グラ

フは菌(其菌+細菌)のコロニー数[CFU/皿3]を表しており,図中の

網掛嶺域はHEAS-02 (1998)における微生物数平均値の目標値(200-

500CFU/n3)を表している｡

7月は病室が比較的高湿になるにもかかわらず,目標値に対して

菌軌まそれほど多くない｡特にC病院では全ての病室において目標

値を達成している｡ 9月において8病院のFCU吹出口空気の菌数が

著しく増加している｡図4.2.14に各病院代表室の7月,9月におけ

るFCU吹出相対湿度を示す｡ 7月では, 8病院において常に相対湿

度が100%を記録しており,結斉の発生が見られる｡それに対し9

月では,嗣査前日の9/17頃から乾燥した状態となっている｡この

乾燥に伴い,盛夏期の湿潤時に集束した菌が,空中に飛散しやすく

なったと考えられる｡
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また, 9月にB病院で菌数が増加した原因として, FCUの構造上

の開贋が挙げられる｡ A病院では,結蕗に伴ってFCU内矧こ多くの

真南(カビ)が発生しているのを目視で権藤している(写真3.1)

が, FCU吹tt]口空気の菌数はさほど多くない｡これは最終フィルタ

が室内への菌の拡散抑制に貢献したことが考えられる｡それに対し,

8病院のFCUは吹出口側にフィルタを持たず,空気は菌が発生しや

すいコイルやドレンパン通過後に,直接室内に吹き出される(図3.5

参照)｡このため, FCU吹出ロや室内での菌数増加につながったと推

測されるo以上より,結再発生が予想される低温送水のFCUを用い

る場合,最終フィルタの設置は重要だと考える.

74

写X4.2.1 FCLI内心のカピ汚染状況



2) 冬期における病室空気環境

図4.2.16にそれぞれ冬期における浮遊菌調査結果を示す｡ 7月か

ら9月にかけては菌数に変化が見られなかったC病院だが,暖房

運転に切り替わる11,Fl, 2月において, FCU吹出ロでの菌数に急

激な変化が見られる.
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園4.2.16,図3.17,囲4.2.18に, 9月, 11月, 2月における調

査の直前2週間分のA病院およびC病院の代表室FCU吹出口での温

度変化を示す｡9月は冷房運転をしているため,温度が15℃前後に,

また11月, 2月は暖房運転となるため,温度が45℃付近になって

いる時間がそれぞれFCUの稼動時間帯となるo C病院C3号室では,

2月の調査前2週間でFCUの稼動時間が1時間未満と, A病院A2号

室の約114時間に比べてかなり少なくなっている｡この僚向は暖房

運転開始直後の11月についても同様である｡また,2月の測定では,

c病院は対象病室全てのFCUが, A病院でも一部のFCUが停止して

おり,さらにFCU吹出口での測定はFCUを稼動した後に行ったため,
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停止期間中(c病院については約10日間)に最終フィルタ上部や吹

出口にたまっていた挨も採取してしまったと考えられる｡このよう

に,室内が低湿度になる時期にFCUが長い間停止した状態でFCUを

稼動させた場合には,図3.15のC3号室のように, FCUからの菌が

病室内の各所に拡散する恐れがある｡

図4. 2. 19に3病院代表病室のAHU吹出温度の変化を示す｡11月,

2月(2/13以降)のAttU運転中の平均吹出温度はA病院の24･ 9℃に対

し, C病院は28℃と,設定値(25℃)から見ても高い温度である｡そ

れに伴い, C病院の室温は高い状態に保たれ,暖房モードのFCUの

稼動率は低下したと考えられる｡

このように,FC口稼動率が室内の空気桑境に与える影響は大きく,

稼動率を確保するためには, AHUとFCUの熱負荷の分担バランスが

重要となる｡
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4.2.5 A病院における追加調査

1) 調査概要

これまでの調査により,病室の菌数が著しく増大する時期がある

こと,特に夏期にFCU内で繁殖した菌が, 9月弓削こ乾煉に伴って病

室内に飛散することが示唆された｡また,最終フィルタを有するFCU

の吹出空気からは菌数の増加が見られなかったことから,最終フィ

ルタが菌の拡散防止に貢献していることが推測された｡

そこで,これらを確課するために, A病院を対象として病室浮遊

菌の季飾変動調査とFCU最終フィルタの菌捕集性能調査を行った｡

2) FCU最終フィルタの首輪集性能

患者退去直後の病室8壷(AFl-8号室)を対象に,最終フィルタ

を設置した場合(Fil)と設置しなかった場合(NFil)のFCロ吹出空気

の空気質を計測した｡計測は1箇所につき3回サンプリングしてお

り,それらを平均した値で評価している｡

図4.2.20,図4.2.21に最終フィルタの有無によるFCU吹出空気

中の菌数,粉塵量の違いをそれぞれ示す｡AF4, 5, 7, 8号室において,

FCU最終フィルタを設置した賂合に菌の低減が見られた｡粉塵量に

ついては,･粒径5ptn以上の粉塵の一部を捕集することが確課され,

最終フィルタにより粒径5〝m以上の粉塵が約4割低減された｡其

菌の直径は約3-10FLJnとされており,病室-の拡散を低減するた

めにも最終フィルタを設置することが望ましい｡
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1 500

1000

別柑

○

C FU/m3

fg4.2.20 A♯フィルタの書*によるFCU吹出空気中書kのIい

圃4.2.21 JL♯フィルタの書*によるFaJ吹出空気中扮JLJLの注い
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3) 空中浮遊菌の季節変動

対象室は4床室3童(ASl号室く南向き), AS2号室(南向き), ASS

号室(北向き))とし,それぞれの病室の代表点･ Fα吹出ロの空気

質(浮遊菌数+浮遊粉塵皇)を計測した｡計測は1箇所につき3回

サンプリングしており,それらを平均した値で評価している｡

病室およびFα吹口空気の菌(真南+細菌,なお本調査では其菌

が約9割を占めた)数[CⅣ/㌦]の季節変動を図4･2･22-図4･2･24

に,粒径0. 5〃m以上および5〟m以上の粉塵量[個/L]の季飾変動を

それぞれ図4.2.25-図4.2.27,図4.2.28-図4.2.30に示す｡図

4. 2. 22-図4. 2. 24中の網掛領域は旺AS-02における微生物数平均

値の目標値(200-500CFU/n3)を表している｡調査日(13日間)の

うち,雨天だったのは7/23, 9/25, ll/10, 12/ll, 2/27の5日間

であった｡盛夏期である7/23-8/25では,いずれの病室において

も菌数はHEAS-02推奨域内にある｡
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図4.2. 31,図4.2. 32に8/25の調査前における〟Ⅳ吹出空気絶対

湿度およぴFCU吹出空気相対湿度の変動を示す｡期間中のAHU吹也

絶対湿度の平均値は14. 6[g/kg']であった｡ A病院のFCUは冷房時

12℃送水であるが, 〟町での除湿不足によりFCU内で結存が発生し

ている(図4.2.32)｡このため,菌は発生するが,結蕗によって菌

の重量が増し,飛散しにくくなっていたと考えられる｡加えて,梶

雨入り前にFCロの清掃が行われていたこととも原因の一つに挙げら

れる｡なお, A病院におけるFCロ清掃頼度は4回/年で, 1,4,7,10

月前後に行われる｡

FCU吹出空気中の菌数が9月後半から増加し始め,暖房運転が始

まる10月頃から顕著に表れている｡図4.2.33に示すように,この

時期FCU内の湿度は低下しており,菌が飛散しやすい状況であった

と言える｡さらにこの時期よりFCロ稼働率が低下し, 2/27のAS3

号室を除いて10/10以降計測開始前からFCUが稼動していた病室は

皆無であった｡このため, FCUを稼動した時に, FCU吹出空気で急

激な菌数増加が見られたと考えられる｡

粒径o.5〟m以上の粉塵圭(図4.2.25-図4.2.27)において,

7/23,8/25日を除けば, FCU吹出空気と病室空気は,ほぼ同程度の
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粉塵量となっている.一方,粒径5FLm以上の粉塵量(図4･2･28

-図4.2.30)では,病室空気中の粉塵量に関わらずFCロ吹出空気中

の粉塵量は常た低い値を示している｡これはFCUのプレフィルタお

よび最終フィルタによって,粒径5〝m以上の粉塵量のみが低減さ

れたためと考えられる｡

4.2.6 まとめ

2002年度から2003年度にかけて,運用中の病室を対象に室

内環境調査を行った結果,以下の知見を得た｡

･病室の温湿度衆境は設計と運用との間に格差がある
･

AHUでの除湿が不十分であるとFCUで結轟が生じる

･夏期における除湿および冬期における加湿という湿度制御に

対して不安がある

･

FCU吹出空気および病室の菌数が著しく増大する時期がある

･夏期にFCU内で繁殖した菌が,夏期明けの乾煉に伴って病室内

に飛散することが示唆された

･中間期･冬期において, FCロ稼働率が低下すると,稼動時に急

激に粉塵および菌が吹き出す恐れがある

このような危険を回避するために,夏期においては外詞機により

十分な湿度処理を行い, FCU-の送水温度を緩和することで,結爵

防止に努め,それに伴う菌の発生･繁殖を抑制すること,さらに粒

径5〝m以上の粉塵に対し40%軽度の捕集効果があった最終フィル

タを設置することにより, FCUから室内-の菌の拡散を抑制するこ

とが重要となる｡冬期においては, F00の稼働率を確保するために

も, AHUとFCUの熱負荷分担が重要となる｡
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第5章 デシカント空調を用いたドレンレス空調の可能性



5.1検討システムおよび評価方法

5.I.1室内ドレンレス空調の定義と意義

空調により処理される払負荷は,外気鞍熟負荷Oos.外気潜熱負

荷Qol,室内顕払負荷Ors.室内着熟負荷Qrlである(固5.1.1)｡

病暁に多く採用されている外調機(AHU) +ファンコイルユニット

(FCU)の空調方式では, AHUによL)外気負荷(Oos+Qol)杏, FCU

により室内負荷(Qrs+Qrl)を処理するo FCUには再勲機能がない

ため,通常,室内顕熱負荷を処理するように運転するが, FCU-の

送水温度が低温であり,室内顕熱負荷が大きい場合には, FCU内で

ドレン(紡蕗水)が発生する｡

これまでに述べたように,菌の発生や拡散が懸念されるFCUやビ

ル用マルチ型エアコンを採用する病院は多く,湿度処理に対する配

慮も十分でない｡また,近年の病院建築では,スペースの有効利用

や意匠上の都合のために天井埋込型や,天吊り型のFCロの採用が増

えている｡この型のFCロは構造上,吹出口に最終フィルタがないた

め, FCロが汚染源となった場合に,室内まで微生物汚染がおよぶ可

能性は高い｡

これに対する-改善策として,本研究ではAfR)によって潜熱負荷

を全て処理し,室内に十分に乾燥した空気を供給することで,室内

のFCUで結存を防ぐ｢室内ドレンレス空調｣ (図5.1.I)を提案し,

これを実現するためのシステムについて検討を行う｡

なお,検討対象とするシステムは,冷却除湿方式(5. 1.2参照),

乾式デシカント方式(5. 1. 3参照),湿式デシカント方式(5. 1.4参照)

の3方式とする｡

空洞熟負荷

FCUにて処理寸
<通常の空調>
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室内潜熟負荷くQd)

外気皐熟負荷くQos〉

外気潜熱負荷くQoI)

> FCUにて処理

tAHUにて処理

<室内ドレンレス空調>

同5.1.1圭内ドレンレス空粥の払負荷処理分担



5.1.2 冷却除湿方式

オフィスビルなどで広く使用されている通常の空調機(瓜Ⅳ)を

用いて冷暖房を行うシステムで,冷房時は処理空気を冷水コイルに

接触させることにより蕉点温度以下に冷却し,コイル表面で結露を

起こすことで除湿を行う｡本検討ではこの冷却除湿方式を比較対象

(基準方式)とする｡

図5. 1.2に示すように,冷却除湿方式では目標とする湿度まで除

湿するために過冷却を必要とし,さらにドラフトを防ぐために再熱

を必要とする｡この二重のエネルギー消費は潜熱負荷が大きい時,

すなわち室内ドレンレス空調を考える蓉合にはより顕著となる｡

冷却除湿方式の概略図を図5. 1.3に,冷却除湿方式による空気処

理フローを図5. 1.4に示す｡処理空気の風量は3005.08n3/h (換気

回数2回/h), FCUの風量は6010. 16m3/也 (換気回数4回/h)とし,

ともに定見皇とする｡また,冷房時におけるAHU冷水コイル-の送

水温度は,過冷却を考慮して7℃とし, FCU冷水コイル-の送水温

度はFCUでの結蕗を防ぐため14℃とする｡

夏期において,外気はAHUでの過冷却･再熱過程により外気負荷

および室内潜熱負荷を処理される｡潜熱負荷がすべて処理された乾

燥空気が病室に吹き出され､病室に設置されたFαにより室内顕熱

負荷が処理される｡ FCUでは轟熱処理のみ行うことになるため結落

は発生しない｡

乾球温度【℃】

申5. 1. 2 冷却特急方式の冷房時処理室気状態文化*会同

絶
料
湿
度

冒
首
一っ

と
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検討対象とするAtTUは冷温水コイル､再勲用温水コイル､加湿器

から構成される｡夏期は冷温水コイルにより要求絶対湿度まで冷却

し､再無用温水コイルにより適温まで再熱し室内に給気する｡冬期

は冷温水コイルにより加熱され､水加湿器で加湿された後に病室に

吹き出される｡

冷却除湿方式では,表5.1.1に示す14ケース(鹿児乱仙剖ま

easel-cases)について検討を行う｡夏期の外調機運転と室内ドレ

ンレス運転の違いについて(caseO,
1 = 5.4.1 1)参照),全熱交換器

による性能の違いについて(casel,2,3,も5 : 5.4.1 2)参照),夏期

のAfRJ吹出温度制御によるFCU処理熟負荷およぴAnJ再熱負荷低減

の効果について(case2,6 : 5.4.1 3)参照),夏期における過冷却･

再熱過程での冷熱･温熱供給をAfn)に内蔵させた小型熱回収ヒート

ポンプを用いて行った賂合の性能について(case2.7 : 5.4･1 4)参

照),夏期における董の温湿度設定故和の効果について

(case2,9,10 : 5.4.1 5)参照),それぞれ考察する｡その他のケー

スの結果は巻末付録を参照されたい｡

国5.1.3 冷ヰ除湿方式ヰ頼Eg

&5.1,1冷ゃ除温方式扶肘ケース

金hせJLJI 仕出AJf■faJの書* ■同血HPa)書ー TJAtーIJLJ&

cJ-Ill なL なL なL 28℃ー附

2 ■lLlr+JLBdt) なL なし 26℃_古仏RH
CJ*

3
･Jt=J｣,iiih!

なし なL 2○℃_脚H

c-= JILu∩■JL7dLー なL なl_ 28qC_脚H
○●

4d
Jh}EIhー t⊂L なL 24℃_BO"

○一

cJd JhL}(払加n ALJ なL :..l[..

cJJ47
JLLIEIJLBA なL JIILJ 2○℃_仰.I

BJd ;■LJ【廿lIBEd3 JLLJ JHJ 28℃_50tfn

cJ8e9 ･.I,Jr‥-.h.
なL なL 2一■巳_肋只H

cJld10 A.Jr.‥i=iIL
なし なL 2TE:_肌RH

●○ーー ∫-.i:I
JILLJ なL i.｣⊥ここp

CJ

¢一●■12
JLL]ー弧ー なL F7m 27t_AdtEB1

cJJI413 I-LlrhJLBdtl JLt1 All 27t曲1
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5.1.3 乾式デシカント方式

乾式デシカント空調とは. EEI体乾捷湘(吸着剤)を用いて空気の

吸甘除湿をする空調方式で.振熟と潜熱を別々に処理するため,空

気の処理プE)セスにおいて冷却除湿方式のような過冷却･再熊とい

うニJ[のエネルギーを必要としない.

乾式デシカント空調機lこおける吸甘除湿の原理は,シリカゲルの

細孔内壁にある水散基(｣朋基)との水素積合と,細孔の毛細管現

象l=よるものである｡高温空気と接触するq[合は,そのほとんどが

毛細管現*[こよるものである｡高温の空気と接触させることで,細

孔内に吸着された水分子の活軌を活発化させ.結合力を断ち切るこ

とで吸着剤の再生が可能となる｡

検討対*とする乾式デシカント空調也lま.園5. 1｣5に示すように.

デシカントE)-ターと顕熱交換E)-ターを用いたツインロ-タ一

式とし,他l=温度調整用の冷水コイル,気化冷却畢.デシカントE)

-タ一再生用の温水コイルから構成される｡

夏期においては,処理空気である外気は吸着剤(デシカントロ一

夕-)によってEl標とする湿度まで除湿される｡そのときに発生す

る吸着熱(水の凝縮熱および水素結合に伴う反応熱)により加熱さ

れ,その後席熱交換ローターによって車熱処理(冷却)される｡顕

熱交換ローター通過後に目標とする温度に達していない場合は冷

水コイルにより冷却し,室内へと供給される(図5.1.6)a

供給空気処理の一方で,デシカントロ一夕-の再生のために高温

空気を必要とする｡再生空気は気化冷却器により加湿冷却され,処

理空気と顕熱交換した後,再生用温水コイルによってヂシカントロ

一夕-の水分を脱着するために必要な温度(再生温度)まで加熱さ

れ,ヂシカントロ一夕一再生後に高湿空気となって排気される｡
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処理空気風量およびFCロ風量は,冷却除湿方式と同様,それぞれ

2回/也, 4回/bの定風量とし,再生空気風量は処理空気風量と同じ

2回/hとする｡過冷却は行わないため,乾式デシカント冷水コイル,

FCロ冷水コイルとも14℃送水とする｡

乾式デシカント方式では,表5.1.2に示す7ケース(鹿児島,仙

台はcasel-cases)について検討を行う｡ caseOとcaselの比較か

ら夏期の外調機運転と室内ドレンレス運転の違いに.ついて(5･4･2

1)参照), caselとcase2の比較から,夏期のデシカントロ一夕-の

再生空気として,外気(OA)および運気(RA)を用いた場合の性能の違

いについて(5.4.2 2)参照), case2とcase3,4,5の比較から,夏期

において処理空気のプレクーリングを行った場合の性能の違いに

っいて(5.4.2 3)参照), case5とcase6の比較から,夏期における

室の温湿度設定緩和の効果について(5.4.2 4)参照),それぞれ考

察する｡

乾球温度【℃】

p) 5. 1. 6 乾式IT-シカント方式の冷房時処理室免状他文化+金砂
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表5.1.2 位式IT-シカント方式検討ケース

再生 方式 プレクーラー 夏期主役定温湿度

ca$○1 OA 再生 なし 26℃.50%RH

¢■$○2 RA再 i なし 26℃.50%RH

cas83 RA 再生 ･冷水コイ)ら 26℃.50%RH

case4 0 人再生 -=重点交換券 26℃.50%RH

c8$○5 OA 再生 ■_垂&_交換蜘水jイル 26℃,50%RH

ca8e6 0 人再生 =.垂&垂舶如漁衰j4~■jレ ■■-2†℃∴如如舶

メーターはca8elと

5.1.4 評価方法

上述の3方式で室内ドレンレス空調を行った場合のエネルギー性

能を,年間システムシミュレーションによって比較･検討し,冷却

除湿方式を基準として,両デシカント方式の性能評価を行う｡エネ

ルギー性能を評価するための指標として,一次エネルギー消費量と

scopを用いる｡一次エネルギー換算値は,電気は全火力全日平均値

兼文鼓6を用いて9.830MJ/kYh,ガスは46. 046MJ/Ntn3とする｡ SCOPは

実際に処理した熱負荷から投入一次エネルギー消費量を除した債

として定義される｡

室内の熱衆境調整性能の評価には,室内の絶対湿度[g/kg']およ

び相対湿度[%〕を指標とする｡

乗境保全性能の評価には,システムの運転に伴うCO2排出量を用

いる｡ CO2排出量換算値は,宅気は0. 657kg-Col/kYh (全火力全日平

均値),ガスは2. 15kg-COB/Ntb3とする｡

なお,巻末付録には,電気の一次換算に全電源全日平均値を用い

た場合の計算結果についても示した｡このときの電気の一次エネル

ギー換算値およびCO2排出量換算値は,それぞれ5. 430町/k恥,

0. 359k㌻CO2/kYhを用いている｡
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5.2 対象建物と熟負荷

5.2.1シミュレーション対象建物

シミュレーションの対象とする病院の病棟基準階平面図を図

5.2.1に示す｡検討地域は仙台,名古屋,鹿児島の3地域とし,柄

棟部分10階分(4-13F)についてのみ検討する｡

空調対象は建物外周部に位置する病室部分およびナースステ

ーション(網掛け部分)としている｡病室部分は,南東,南,

北西,北の4つにゾーニングし,負荷計算は室内ドレンレス空

調を検討する病室部分(床面積577.9m町階)のみを対象に,負

荷計算ソフト｢HASP仏CLD侶501｣を用いて行った｡

阿5.2. 1対t病暁病棟8B基革帯平面国

5.2.2 熟負荷計井入力条件

1) 空調機運転スケジュール

空所搬ま24時間運転とし,空調機の運転モードは図5･2･3のように設定

した｡病室の温湿度条件は,夏期(26℃, 5脚),中間期(24℃, 45仰),

冬期(22℃, 40W)とした｡

2) 照明･人体･横暴スケジュール

照明は午前および昼間は消灯とし, 15時から就寝時間である21

時まで100%点灯とした｡人体は常に在室率100%とし,病室に機器

はないもの仮定した｡
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3) 圭条件

以下に熱負荷計算に用いた各ゾーンの室入力条件を示す｡入力条

件は軒高･階高･天井高･床面積,恵材とその厚さ,窓面積,外壁

および内壁の表面積,照明･人体･内部発熱機器のピーク負荷,そ

れに室内熱容量である｡そのうち,照明器具についてはその型番を,

人体についてはその作業強度を入力する｡なお,作業強度1は静座

状態(全発熱量79kcal/h人),作業強度4は立ったり座ったり歩い

たりする状態(全発熱量113kcal/b人)を表す｡

北ゾーン6圭)

輔:19.Om, 帽満:3.恥 天梅島.･2.恥 床面鎌:154.血戸(1墓30.9㌔)

鮒:普通ガラス血叫 恵両横:4血2 (1童9.ae)

外樹:6W (L重IS.6正飢 内壁両横:212 qP (1塞42.4C)

照明:半埋め込み蛍光灯(5.2Y/hn, 人体作業強度:1,在室人数･.20人(1童4人)

室内熱容Jt :軌容Jt lOkalん℃,潜熱容Jt 20kal/hP也ルg)

甫ゾ｣ン(4圭)

軒高:19.Om, 勝馬:3.恥 天井高:2.恥 床面鎌.･123.a㌔ (l童30.鮎2)

恵材:普通ガラス&叫 恵面棟:36.&戸(l垂9.知戸)

外輪:54.血戸(l童13.叫, 内壁両横:169.血戸(1童42.4nn

照明:半埋め込硝光灯(5.2Y/hF),人体作業強度: I,在星人数: 16人(1室4人)

室内熟容Jt :柵容暮l蝕腿l/a, #熟容暮20kwl/hP(舶

北西'J-ン(7圭)

捕:19.Om, 相補:3.恥 天楠:2.也. 床醐:158.ぴ(l室22.叫

森材:軸ガラスIaz叫 恵両横: 1血戸(1童4.伽の

外輔:54.血戸(l壷7.aの, 内輪:32ai (1･童46.Q6)

照明:学理め込み蛍光灯(3.珊/㌔),人体作熊強度:I.在星人数:14人(1重2人)

室内熟容t :噺容* 1ぬ1/hFC,潮恥辱t 2hl/hP紬

甫暮.I-ン(6圭)

軒高:19.Om.桝:3.恥 天井高:2.恥 床面耕:141.aC (1童23.ぴ)

恵材:普通ガラスIadD, 蛮南棟.･24hP(l童4.叫

外樹:49.血戸(l童8.3e), 内壁両群:278.血～(l童46.4C)

照明:半埋め込み蛍光灯(3.4Y/hn,人件作触:I,在星人数:6人(1童l人)

室内軌容t :顕熟容Jt l蝕鴫1〟℃,料20k組1/hP(月畑由

89



5.2.3 熟負荷計箕結果

図5.2.6に,負荷計算に使用した名古屋･鹿児島･仙台の気象デ

ータを示す.気象データはItASPで使用されている標準気象データ

を用いたo平均値を見ると仙台<名古屋<鹿児島の順に気温･絶対

湿度ともに大きくなっており,特にその傾向は冬期において顕著で

あるo

図5.2.7に各地域における年間の熱負荷を示す｡冷房負荷と暖房

負荷の合計では,名古屋が最も大きく(8809GJ),次に鹿児島

(6589GJ),仙台(6424GJ)と続く.冷房負荷の割合は緯度の低

い鹿児島が最も大きく(42%).名古屋は36%,仙台は23%であっ

た.なお,冷房期間は6-9月,暖房期間は1-2月と12月として

おり,中間期(3-5月, 10-11月)に発生する熱負荷は特に考慮

していない｡

図5.2.8に各地域における冷房負荷および唆房負荷の内訳を

示すo
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ここで示す外気蛎熟負荷QDBおよび外気潜

熱負荷Qol ri各地域の気象データを用いて,

以下の式から井出したものである.

Q. -C,pV(TQ -Tw) .･-･･冷房時

-

c,pv(Tp - T.)
-

-暖那専

Q..-i,pV(X｡-Xd)
--

･･･-冷房時

- L,pV(X叩-X｡) ･-.･--亜房時

QAMni) :外気中称負荷

0)XkJnJ :外気潜熱負乱

WIkg/X] ;定圧比熱

L舶収d :蒸発潜熱

pB〆m3] :串良 Vh弧】 :見t,

2H℃】.･外気温, Thnzzl[℃】:室温,

見放g血i] :外気絶対湿度

加Lksn(d] :墓地対湿度

申5.2.8 各桝における払負荷a)内訳



夏期において,鹿児島では潜熱負荷が2395GJ (約72%)であり,

名古屋の1885GJ (約67%)に比べて大きい｡すなわち鹿児島は名

古屋より湿気が多く,除湿にかかる負荷も大きいと言える｡仙台は

顕熱負荷が小さく,相対的に潜熱負荷の割合が大きくなっている

(80%)｡冬期には一般に,内外温度差が大きくなるため顕熱負荷が

大きく表れる｡なお,冬期における潜熱負荷は除湿負荷ではなく加

湿負荷を指す｡

図5.2.9に代表日における熱負荷変動を示す｡夏期の代表日は8

月1日で,この日は名古屋,鹿児島では日中30℃を超える猛暑で,

ほぼ一日を通じて顕熱･潜熱ともに熱負荷が生じている.一方で,

仙台では日中でも26℃前後と気温が低いため,熱負荷がマイナス,

すなわち暖房負荷となっている時間帯が多く見られる｡冬期の代表

日は1月1日であり,名古屋と鹿児島は,仙台に比べて暖房負荷の

ピーク,および日中での暖房負荷の低下が大きい｡
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5.3 シミュレーションモデル

5.3.1シミュレーション概婁

図5.3.1にシミュレーションの全体フローを示す｡本研究で用い

たモデルは, ｢LtASP/ACLD/8501｣で算出した負荷データおよび

｢HASP/ACLD/8501｣で用いられている標準気象データを読み込み,

1時間毎の計算を行う｡計算は定常計算とし,エネルギー保存則や

質量保存則(一弘近似特性曲線を使用)に基づいて空気(湿式デ

シカント方式では空気と吸収溶液)の状態変化のみを考慮しており,

室の熱容量やダクト配管･補機等での熱損失,勲取得等は考慮し

ていない｡空気のエンタルピー差からそれぞれの装置熱負荷を算出

し,機器特性(効率,部分負荷特性等)を考慮して,一次側(熱源

価)のエネルギー消費量を算出する｡

G;uLJC]

九■.T1--クーみ込み

A書T--タtEみ払み

吹出jLiJ((目+I)の書出

汁#書丑暮ti

汁水コイル出t)A丑J( (fi+I) A)J(也

汁ID )ti

冷水コイル出E)AIL(( 日書4)の井出

一汁水■丘
-コイルJ (イI tスフ7クタ ヒ!.T,!.,.ス,,"

逢■jE振

肉5.3.1シミュレーションフロー
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5.3.2 冷却除湿方式

1) モデル概要

ここでは冷却除湿方式c8Sel (表5. 1. 1)における夏期冷房運転

時の計算概要についてのみ示す.このモデルでは,冷却除湿･再熱

過程における冷水コイル負荷および再熱コイル負荷を求め,これら

の負荷を処理するために必要な熱源および補機にかかるエネルギ

-量を算出する｡図5.
3. 2に夏期における冷却除湿方式計算フロー

を示す｡

2) 空調枕出入口状態の井出

図5.3.2に従い,運転モードを決定するために,負荷データから

AJ7U吹出温湿度の目標値(Tpa3load, Xpa3load)を算出するo室内ドレ

ンレス空謝の定義より, AfRJは外気顕熱負嵐外気潜熱負荷および

室内潜熱負荷を処理し,室内顛熱負荷の処理はFCUに重ねるため,

吹出温湿度の目標値(Tpa3load, Xpa3load)は以下のように表されるd

ここでⅩpa3loadは,図5.3. 3における質量保存則の連立方程式を

解くことで算出できる｡重からの排気絶対湿度Xeaは童設定絶対湿

度Xroomとほぼ等しいと仮定している.

rr._J r_.p

x--x-箸告(.:x-≒x-)
ここでXp83lozLd<Xp81ならば,除湿負荷が発生するためAHU

は冷却除湿運転(過冷却+再勲)を行い, Ⅹpa3load≧Xp81ならば,

AEUは較熱処理のみ,すなわち冷却運転(Tpa3load<Tpalのと

普)あるいは送風運転(Tp&3load≧Tpalのとき)を行うものとす

る｡

■■コイ■ 71JLユ†▲

4汁水コイルの入日LtH)におけ柵*J
lランス2t

G..AコG～l
-

Gpl
･-,･･･JL)皇ID)(JL5tJ(也

氏-缶･. ･･･--一拍-,AI批

r7t■コイルQ)入E)出ロl=おけ細■I17ンスd:

GrlごG
～コ .-=･Iり±■OfJj*JL暮七

X,.コ= XIJ
････････■*LF(帆

I*a)入E) tLIE] (こおける/(ランス式

･ ･ -

-)I)g!LOfJLkJL*化

-. ･ ･ L

･t書生■d)Tl沈t■七
+XI} 1+Xr

珂5.3.3 冷却除湿方式l=おける物干I(ランス式

図5. 3. 4に冷却除湿運転時の処理空気状態変化概念図を示すo冷

却除湿運転時には,冷水コイルにより吹出絶対湿度まで除湿を行う

(①-②).そのため,冷水コイル出口の処理空気温度Tpa2は

(Tpa3load, Xpa3load)の蕗点温度Tpa3lo8ddeyであり,冷水コイル

出口の絶対湿度Ⅹp82はⅩpa31oadである｡
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②再熟コイル入口条件(Tpa2メpa2)
③吹出条件(Tp3Xpa3)

乾球温度【 ℃】

国5. 3. 4 冷却除湿方式の冷房時処理空気状態封ヒ8E全国

Tp2 ≡ T.v3hd.

X.2 = Xp,A-

ただし,冷水コイル-の送水温度(Tv=7℃)により,空気の冷却限

界点が存在する｡処理空気は以下の温度よりも冷却されることはで

きない｡

T,d血- (I- Wdれ+BF.dT..

なお, BFcoilはコイルのバイパスファクターであり,このモデル

ではBFc｡il=0. 18としている｡ここでTpa2≧Tpa2minならば,目標

通りに空気を冷却できるため,除湿負荷全てを処理することができ

る｡ Tpa2<Tp82minならば, Tpa2=Tpa2minと修正して,冷水コイル

出口絶対湿度xpa2を再計算しなければならない(Xpa2≠Xpa3load)｡

Tp.2 I T..2d

x,2 -

XI,.,.,_p･b,

このときTpa2は目標値に達していない(Tpa2>Tpa3loaddey)ため,

Ⅹpa2は目標値であるⅩpa3loadよりも高く,処理空気の除湿不足が

生じる｡なお,冷水コイルにおける飽和空気の状態変化の計算は,

飽和蒸気圧曲線の近似式としてYexler-Hylandの式を用いており,

結蕗は相対湿度95%RHの時点で発生するものとしている｡

冷水コイル通過後,処理空気は再熱コイルにより加温される(②

-③)｡再熱コイルにおいて,処理空気の状態変化は温度変化のみ

で絶対湿度に変化はない｡そのため,再熱コイル出口における処理

空気の温湿度,すなわち吹出温湿度(Tpa3, Xpa3)は以下のように表
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される(高温側には特に制限を設けていない)｡

T,., = TR_

Xp.3 = XI】

以上より,冷水コイルおよび再熱コイルの出入口温湿度(①, ②,

③)が算出され,これらを用いて冷水コイル負荷Qccoilおよび再

熱コイル負荷Qrhcoilを算出する｡以下に算出式を示す.

Q-

-丁告h･l一缶h･z
Q-

-怠h･,一恵A･】
ここで各点における比エンタルビーhは,温度Tおよび絶対湿度

Ⅹを用いて以下のように近似できる｡

h - 1.005T '(25OO+I,846Tけ

なお,冷却運転時(Tpa3load<Tpalのとき)には,冷水コイルに

ょりTpa3load(-TrooJn)まで冷却し,再熱は行わない(Qrhcoil-0)も

のとし,送風運転時(Tpa3load≧Tpalのとき)には冷却･再熱とも

に行わない(Qccoil=0, Qrhcoil=0)ものとする｡

四5.3.5 室温温正(拝九)状態の暮出

3) 室温湿度状態の井出

図5.3.5に墓の温湿度状態(排気状態)の算出フロー図を示す.

笠計井の簡略化のために,室内負荷の発生源と空調対象墓および仮想
室を分離している｡ (Tpa3,Xpa3)で室内に吹き出された空気は, FCU

等の室内空調機器がなければ,室内負荷(QrsおよぴQrl)により

温度上昇および湿度上昇が生じる(Qrs>0, Qrl>0のとき)oこの

ときの処理空気温湿度を(Tpa4,Xpa4)とし,これに室内空気(仮想

重)の温湿度(でroom, Xroom)を混合してFCUの入口空気(Tpa5, Xpa5)

とする｡供給空気と壷循希空気の風量はそれぞれ2回/hずつで等し

い(FCU風量は4回/h)ため, FCU入口温度Tpa5は以下のように表

される｡

･.,

-苧
G.～-a-･G- (a--芸恵G･･)

x.･-氏(a--崇碧･慧誉)
FCU吹出温湿度の目標値(Tpa6load, Xpa6load)は,以下のように表

される(空嗣対象童での熱負荷発生はないとしたため).

Tp =T-

X■仙一= XJl,
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ただし, FCU冷水コイル-の送水温度Tyfcuは14℃としているた

め, AfRJの冷水コイル計算同様,冷却限界温度が存在する｡この冷

却限界温度Tpa6minを用いて,冷水コイル出口温湿度状態

(Tpa6,Ⅹpa6)を算出する｡ここで, Tpa6load≧Tpa6minならば, FCU

出口温度Tpa6はTpa6=Tpa6loadとなり,室内顕勲負荷全てを処理

することができ,Tpa6load<Tpa6minならば,Tpa6=Tpa6minとなり,

処理不足が生じる｡ FCU出口絶対湿度Xpa6は, Tpa6が青点温度以

下でない限り変化しない｡Tpa6が露点温度以下となった場合は結蘇

が発生するため, Xpa6を再計算する必要がある｡ただし,空調対象

童と熱負荷発生源を分離したモデル構成のため,このモデルでは

FCUでの結轟発生を模擬することはできない(結再は発生しない)

ことに注意されたい｡

室の温湿度状態(排気状態) (Tea,Ⅹea)は, (Tpa4,Xpa4)からFCU

での熱負荷処理分を差し引いて算出する｡以下に算出式を示す｡

G.-G,.-G.p れゆ-G〆-G〆:FCUTの結好t)

x･

-(l･X･%-.
･--恥Gq?.;-_-Q>(Q>-怠h-一缶^-=m-の処-.)
なお, 5. 4, 5. 5章で行う室の熱衆境性能に関する検討においては,

熱負荷が負の値(Qrs<0, Qrl<0, Qos<0, Qol<0)であるとき,

っまり暖房負荷となる時間帯は評価から除くものとする｡

AHU冷水コイルおよびFCU冷水コイルにおいて,要求通りの温

度･濠度まで冷却･除湿できたとすれば,実際の室温湿度状態

(Tea,又ea)は設定温湿度(目標値, Troom,Xroon)とほぼ等しくなる

(注:近似式を用いているため多少の誤差は生じ得る)｡冷房時に

おいて,顕熱負荷の処理不足が生じた場合は,室温Teaは上昇し(Tea

>Troom)
,潜熱負荷の処理不足が生じた場合は童絶対湿度Ⅹeaが上

昇する(‡ea>Xroon)｡したがって,実際に空調システムにより処理

した熱負荷Qcoveredloadは,処理すべき熱負荷Qrs, Qrl, Cos, Col

から処理できなかった熱負荷Qlossを差し引くことで表現できる｡

Qp.也.
-払･Qi

･Q. ･Q.)-QAv

Q._ = (也.a.T_ -

q｣qふ)+ Bv.a_X_ -

Lvpqふ)

なお,夏期において熱負荷が負の値(Qrs<0, Qrl<0, Qos<0,

Qol<0)のときは,暖房負荷であり,処理する必要がないとしたた

め,ここでの計算から除外する｡
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4) 熱源･補機動力の算出

冷却除湿方式における熱源システムの概略図を国5･ 3･ 6に示す｡

AJTLJ冷温水コイルとFCU冷温水コイルは送水温度が異なるため別系

統とする｡夏期においては, A肌冷水コイルおよぴFCU冷水コイル

に対する熱源として空冷ヒートポンプチラー(JIP)が, AJN再熱コ

イルに対する熱源としてガスボイラー(RB)がそれぞれ稼動するc

冬期はAHU温水コイルおよぴFCU温水コイルに対する熱源としてガ

スボイラー(a)が稼動する｡勲蔽は3台並列配置とし,負荷に合

わせて台教制御運転を行うo l次ポンプは定洗量制御とし, 2次ポ

ンプは2台ともに変流量制御で並列運転を行うものとする｡
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7lC

ト---舛-.---1

1Zt
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㈱1イJl'
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ZJ[
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ココ

F] 5. 3. 6 冷却除湿方式私頚システム書暗Egl

o o.1 01 01 B.1 0J 廿J 0.7 0JB OB 1

A+事ト)

町5.3.7 11分負荷特性
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EF5,3.B 空冷ヒートポンプチラー外気呈特性
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空冷ヒートポンプチラーおよびガスボイラーの部分負荷特性を

図5.3.7に,空冷ヒートポンプチラーの外気温特性を図6.8にそれ

ぞれ示す｡部分負荷特性は空調システム標準シミュレーションプロ

グラム｢HASP/ACSS/8502｣で用いられている特性曲線を使用し

ている｡外気温特性は,カタログ健から各捷芳容量における外気温

特性値を平均したデータを使用している｡ガスボイラー(RB,B)

の定格効率はf B=0.9とする｡

シミュレーション結果から得られた装置熱負荷のピーク値Hを

用いて,次式からポンプの吐出流量Lを算出する｡なお,往還温度

差Atvは5℃としている｡

L-a
ポンプの吐出流量Lおよび配管の圧力損失からポンプの選定し,

ポンプの定格亀力に部分負荷特性を考慮してポンプ動力Qpumpを

算出している｡図5.3.9に2次ポンプの部分負荷特性を示す｡

空調機およぴFCUのフアン動力Qfanは,機内外の圧力損失か

らフアンを選定し,部分負荷特性を考慮して算出している｡なお,

定風量制御であるため一定債としている｡

以上,熱源および補機動力と処理勲負荷量を用いて,システム全

体の成練係数SCOPは次式で表される｡

slop I

∑b.8,.bqp.Q.p.QE_Q.-Q=).b.p.Q.品詞
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5.3.3 乾式デシカント方式

1) モデル概要

図5. 3. 10に夏期における乾式デシカント方式計算フローを示す｡

2) 空調機出入口状態の算出

図5.3. 11に冷房時における乾式デシカント方式の空気状態変化

概念図(OA再生時)を,図5.3.12に乾式デシカント空調機モデル

概略図を示す｡

同5.3.10 稔武子シカント方式計暮フロー(王期)
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乾球温度【℃】

pI 5. 3. 11抵武子シカント方式の冷J?時空缶状廿文化ヰ念PL (OA再生)

四5,3.12 舷武子シカント垂Pl+モT-ル桝同

冷却除湿方式と同様に,負荷データから吹出温湿度の目標値

(Tpa4load. Xpa4load)を井出する｡
T.a - T･tI

X一ー…X,N-
I+X.d Q.

G～ Lv

ここで, Xpa4load<Ⅹpalならば,乾式デシカント空調機は除湿運

転を行い, ‡pa4load≧Xpalならば,射ヒ冷却#,顕熱交換ロ-クー

および冷水コイルによる冷却運転(Tp84load<Tpalのとき),ある

いは送風運転(Tpa41oad≧Tpalのとき)を行うものとする｡

除湿運転時において,処理空気はデシカントロ一夕一により吹出

縫対湿度Xpa4loadまで除湿される(Xpa2load-Xpa4load)｡デシカ

ントロ一夕-のモデルは囲5.3.13,国5.3.14に示す特性曲線を用

いる｡これらはともに再生温度Tra4が80℃,再生絶対湿度Xra4
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が処理空気入口絶対湿度に等しい,処理空気風量と再生風量とが等

しい,かつ面速が2.On/sという条件下での特性曲線である｡例え

ば処理空気入口条件が30℃, 14g/kg'
,再生空気入口条件が80℃,

14g/kgの場合,処理空気の出口状態は56.6℃, 6.5g/kg'となる｡

同様に処理空気入口条件が20℃, 14g/kg'
,再生空気入口条件が

80℃, 14g/kgの場合は, 52.2℃, 4.9g/kgとなり,処理空気の入口

絶対湿度が同じであっても温度が低い方が処理空気のデシカント

ロ一夕-出口絶対湿度は低くなる｡すなわち処理空気の入口温度が

低いほど除湿性能が向上する｡
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向5.3.13 デシカントロータ-特性(処理空気出口推対湿度)

2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

入口絶対温度【dk】

圃5.3.14 デシカントE)-ター特性(処理室先出口温度)

計算は再生温度,再生絶対湿度の異なる同様の特性曲線を用いて,

処理側入口状態(Tpal, Ⅹpal)
,処理側出口絶対湿度Ⅹpa2load,再生

側入口絶対湿度Ⅹra4te皿pから,処理側出口温度Tpa2,再生側入口

温度(再生温度) Tra4を算出する｡なお,この時点では再生側入口

絶対湿度Xra4tetnpは未知数であるため,暫定値を与えており,気
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化冷却器モデルでの計算後に求まるXra4をXra4tetnpに代入し,繰

り返し計算を行う必要がある｡

なお,対象としたデシカントロ一夕-は低温再生仕様であるため,

再生温度Tra4は95℃を上限温度とする｡よって算出したTr84が

95℃を超える場合はTra4=95℃とし,上記の特性曲線より,処理側

出口状態(Tpa2, Xpa2)が決定する｡このときXpa2>Ⅹpa2loadとなり,

除湿不足が生じる｡

再生側出口(排気)状態(Tra5,Xra5)は,以下に示す物質バラン

ス式および勲バランス式を用いて算出する｡

一旦-=｣妄L
(Gd=G_.GJ

l+X～ 1+X～

烏h･l･缶h･-蔑A-･烏h-
気化冷却器は,水滴(市水)を噴轟することで空気を冷却する装

置であり,冷却熱源を必要としない｡冷水コイルの装置勲負荷を低

減し,省エネルギー性を向上させるため,気化冷却器を優先的に運

転させるものとする｡気化冷却器では,再生空気は湿球温度一定の

状態で冷却される(≒等エンタルピー変化)｡気化冷却器が負荷率

100%で稼動した場合,気化冷却器出口における空気温度Tra2minは,

以下のように表せる｡

T.2.L. "..IT.～ ･ (1- eq九1

ここで, f.y., (E.y.,-0.8とした)は気化冷却器の接触効率であ

り, Tevapdeyは(Tral, Xra2)の等エンクルピー線と飽和水蒸気圧曲

線の交点での温度である｡

このとき,処理空気風丑と再生空気風量が等しいため､療熱交換

ローター出口の空気温度は,顛熱交換ローターの交換効率f..I
(f

h.x=0.8とした)を用いて,次式で表せる｡

T～ ; (1-e._礼 +c.Jd_
T.姐- (1-c._礼,_

+ c.J～

なお,顕熱交換ローターでは水分移動はない(と仮定している)

ため,蘇熱交換ローターの出入口において絶対湿度の変化はないo

ここで, Tpa3min≦Tpa4loadであれば,冷水コイルでの冷却は必

要なく,気化冷却器での噴善圭を負荷に合わせて変動(部分負荷運

転)させればよい｡このとき, Tpa3,Tra2,Tra3は次式で表される｡
T～ = T～Jd

Td -

Tp一虹-TJvc.q
Td = (1-6.qFd+C.J～

一方, Tpa3tnin>Tpa4loadであれば,冷水コイルでの冷却が必要

となる｡このとき, Tpa3,Tra2,Tra3は次式で表される｡
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TI3=T.d山

Td=Td血

Td=Td.,_

なお,気化冷却器出口(顕熱交換ローターの再生側入口)の絶対

湿度xra2は,等エンタルピー線近似式を用いて,次式で表される.

Xd = J･0004Td +0･仙Td + X～l

蘇熱交換ローター出口絶対湿度Xra3,再生コイル出口絶対湿度

xra4はともにXra2と同じである｡ここで求まったXra4をデシカン

トロ一夕一計算モデルでのXra4te叩に代入し, Ⅹra4の値が収束す

るまで繰り返し計算を行う｡

冷水コイル出口温湿度(Tpa4,如a4)は,冷水コイル-の冷水送水

温度,コイルのバイパスファクター(BFcoil=0.18)を考慮して決

定する(6.2.2参照)｡ただし,冷水送水温度は14℃であり,出口

温度の目標値は26℃であることから,冷水送水温度の影響はないと

言える｡

以上より,冷水コイルおよび再生コイルの出入口温湿度が算出さ

れ,これらを用いて冷水コイル負荷恥coilおよび再生コイル負荷

Qregcoilが算出できる｡以下に算出式を示す｡

Q-

-缶h-一恵h-
Q--寅h～一恵h-
なお,除湿の負荷が無く,.冷却運転のみの場合(Tpa4load<Tpal

のとき)には,気化冷却器,顕熱交換ローターおよび冷水コイルに

ょりTpa4loadまで冷却し,デシカントロ一夕-の再生は行わない

(Qregcoil-0)ものとし,送風運転時には冷却･再生ともに行わない

(Qccoil=0, Qreg¢oil=0)ものとする｡

3) 室温湿度状態の算出

冷却除湿方式と同様の計算であるため,ここでは割愛する(5･3･2･

3)参照)｡

4) 熱源t補機動力の井出

乾式デシカント方式における熱源システムの概略図を図5･ 3･ 15

に示す｡乾式デシカント空調機冷温水コイルとFCU冷温水コイルは

ともに送水温度14℃であるため同系統とする｡夏期においては,乾

式デシカント空調機冷水コイルおよびFCロ冷水コイルに対する熱源

として空冷ヒートポンプチラー(肝)が,乾式デシカント空調機再

生コイルに対する熱源としてガスボイラー(RB)がそれぞれ稼動す
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Eg 5.3. 15 舷式デシカント方式熊aシステム書特ED

る｡冬期は乾式デシカント空商機温水コイルおよびFCU温水コイル

に対する熱源としてガスボイラー(a)が稼動するo冷却除湿方式

と同様に,熱源は3台並列配置とし,負荷に合わせて台数制御運転

を行う｡また1次ポンプは定流量制御とし, 2次ポンプは2台とも

に変流量制御で並列運転を行うものとする.

空冷ヒートポンプチラーおよびガスボイラーの消費エネルギー,

フアン･ポンプ動力の算出方法は冷却除湿方式と同様である(5. 3.2.

4)参照)c デシカントロ一夕-および顛熱交換ローターの動力は,

メーカーカタログ値を用いており,夏期のみ定格で稼動するものと

している｡

熱源および補機動力と処理熱負荷量を用いて, SCOPは次式で表さ

れる.
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5.4 シミュレーション結果および考察

5.4.1冷却除湿方式

1) 外調機運転と室内ドレンレス運転

ここでは,冷房期において, AnUによって外気負荷(Cos+Qol)を,

FCUによって室内負荷(Qrs+Qrl)を処理する｢外網機運転(caseO) ｣

と, AHUによって外気負荷(Qos叫o1)および室内潜熱負荷(Qrl)を,

FCロによって室内顕熱負荷(Qrs)を処理する｢室内ドレンレス運転

(easel)｣の違いについて検討する｡

図5. 4. 1.に冷却除湿方式の冷房時処理空気状態変化概念図(再掲)

を示す｡

外嗣機運転では, A肝の吹出温湿度は重役定温湿度と同じ

(Troom,Xroom)となる｡実際の運用を見ると吹出空気の湿度を成り

行きにする例も多いが(4. 1章参照),ここでは検討対象外とす

る｡また, FCUによって室内負荷(Qrs叫rl)を処理すると述べたが,

一般にFCUは室内顕勲負荷のみを処理する制御となるため,室内潜

熱負荷の処理は成り行きとなり,室希境は高湿状態となる可能性が

ある｡

乾球温度【℃】

申5.4. 1冷却相方式の冷房時処理室免状態文化t会同(再掲)

絶
料
温
皮

冒
首
tコ

と
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一方,室内ドレンレス運転では,吹出温度は室設定温度と同じ

Tr..mで固定して運転されるが,吹出湿度は室内潜熱負荷を処理す

るように変動する｡ Amにより,室内潜熱負荷が処理されるため,

FCUは室内顕勲負荷のみを処理する｡

図5.4.2に夏期における二次側装置熱負荷を示す｡室内ドレンレ

ス運転を行うことにより除湿量が増加するため,冷水コイル負荷,

再勲コイル負荷ともに大きくなり,全体で約37%の増加となる｡

図5. 4. 3に夏期における一次エネルギー消費量およぴSCOPを示す｡

室内ドレンレス運転を行うことにより,中央冷却熱源(空冷ヒート

ポンプチラー),再熱熱源(ボイラー)およびポンプの駆動モータ

ーにおけるエネルギー消費量がそれぞれ約34%,約49%,約29%増加

し,全体で約33%の増加となる｡夏期において処理した熱負荷

(Q｡｡,｡rl｡ad)は,外嗣機運転時が約2026GJ,室内ドレンレス運転時

が約2628GJであり,室内ドレンレス運転の方が約30%多く.の熱負荷

を処理している｡ SCOPは外調機運転,室内ドレンレス運転で,それ

ぞれ約0.44,約0.43であった｡

E)汁水コイルロ7I■コイルE) Fm

# 8000

冒sooo

呈･-
妄3000
～*2000

S 1000

11 o

外■書壬1良oJLL40) 土内t'レンレスZ6(cp. 1 )

国5.4. 2 ま抽lこおける二次■葉書熟負荷の比較

⊂::コ中*汁ヰ■JL にヨ7F払■暮E=ヨフ丁ンh力 田ポンプ■力-4 ･SCOF)

ll
コ
S

l亨
･>11～

舌き
#ー
I
≡〕
H

外Pl■暮帥) 立内ドレンレス玉払●1 )

国5.4.3 王期における一次エネルギー消♯tの比較

図5.4.4に夏期における室温湿度環境を示す｡図中のポイントは

外嗣機運転時(caseO)および室内ドレンレス運転時(easel)におけ

る室温湿度の平均値であり,エラーバーは最大値･最小値を表して

いる｡なお,室設定温湿度(でroom,Ⅹroom)は26℃, 10･5g/kg' (棉

対湿度50%RH)であり,これも図中に示した｡外調機運転では,塞

内ドレンレス空調時に比べ,温度,絶対湿度ともに設定点よりも高

い状態にあり,期間中の最大絶対湿度は16.8g/kg'であった｡

図5.4.5,図5.4.6に夏期における室内湿度環境について示す｡

絶対湿度は重役定(Ⅹ=10.5g/kg')通りに制御できた時間数も示し

た｡外詞機運転時(caseo)に比べ,室内ドレンレス運転時(easel)で

は,絶対湿度,相対湿度ともに低く維持されていた. HeÅs-02での

室温湿度推奨域(相対湿度50ー60%RH)の上限60%RHを上回る時間数

は,室内ドレンレス運転時は167時間(約14%)であるのに対し,外

調機運転では1152時間(約94%)であった｡
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2) 全熱交換券効率に関する検討

ここでは,全熱交換器の有無およぴその効率が,システムのエネ

ルギー性能および室の温湿度環境に与える影響について検討する｡

図5.4.7に夏期における一次エネルギー消費量およびSCOPを示

す｡ AJtU lま全て室内ドレンレス運転としている｡全熱交換器は静止

型･効率50%のものを基準とし,効率を50%から80%まで変化させて

いる｡ただし,全熱交換器効率の変更に伴うフアンの圧力損失変化

については考慮していない(フアン動力は変化しないと仮定)｡全

勲交換器を設置することによりフアンの圧力損失が増え,それに伴

ってフアンの消斉エネルギーが増加する｡フアン動力は全熱交換器

なしのcaselは約518GJであるのに対し,全熱交換器ありのcase2

-5では約766GJであった.全熱交換器を高効率にすることで冷却

熱源(空冷ヒートポンプチラー)の消井エネルギーが低減され,シ

ステム全体での一次エネルギー消費量は約3-7%低減された｡

図5.4.8に年間一次エネルギー消費量およびSCOPを示す｡全熱

交換券を設置することによって,冬期の加熱熱源(ボイラー)のエ

ネルギー消費量が大幅に改善され,全熱交換器効率50%(case2)では

約23%,効率80%(cases)では約36%の削減率であった｡冬期は,夏

期に比べて内外温度差が大きくなるため,外気導入に伴う熱負荷

(外気負荷)が大きくなる｡そのため,夏期よりも全熱交換器設置

の効果が大きく現れる｡システム全体で年間釣8-16%のエネルギー

消井生低減効果があった｡また,全熱交換器なしの場合scOPは
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0.55であり,全熱交換器を設置することによりSCOPは0.60-

0.66にまで向上した｡

図5.4.9,図5.4. 10に夏期における室内湿度衆境について示す｡

全熱交換器の設置(case2-5)によりAHUでの熱負荷処理の負担が低

減されるため処理不足が減る｡そのため,処理できる熱負荷量が増

加し,室内湿度希境は改善された｡全熱交換器なし(casel)に比べ,

墓相対湿度が60%以上となる時間数が57-75時間減少した｡熱交換

器の効率変更に伴う変化はそれほど大きくない｡
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3) 吹出温度制御に関する検討

冷却除湿方式により室内ドレンレス空調を行う際に, FCロに室内

顕熱負荷を全て分担させるには,再熱過程で室設定温度まで加熱す

る必要がある｡ここでは, A肌Iの吹出温度を室内顛熱負荷の変動に

合わせて制御し,室温よりも低温の空気を吹き出すことで, AHUの

再熱負荷およびFCUでの冷却負荷を低減するシステム(case6)に

ついて検討する｡

図5.4. 11にcase6におけるAはU吹出温度の制御フローを示す.

冷却除湿運転時において,室内顕熱負荷Qrsを考慮して吹出温度(目

標値) Tpa3loadを決定する(冷却運転,送風運転時の制御はc8Se2

と同じ)｡算出した目標値Tpa3loadが室設定温度(Troom)以上,あ

るいは16℃以下である娘合には目標値を修正する｡ Tpa3load≧

Troomとなるのは, Qrs≦0,すなわち暖房負荷となる場合であり,
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負荷追従を破棄する(加熱は行わない)｡またTpa3load≦16以下で

吹き出す場合も,コールドドラフトの問題を考慮し,負荷追従を破

棄するものとした｡このときARUはFCUの冷却負荷の一部を処理し,

FCUではその残りの熱負荷処理を行う｡ 16≦Tpa3load≦Troomの場

合は, AHUにより室内顕熱負荷を全て処理できる(すなわちAHUは

全空調負荷を処理する)ため,FCU -の冷水供給は必要なくなるが,

換気主権保のためFαは送風運転をするものとした｡

図5.4. 12に代表日におけるAJNとFCUの負荷処理分担の比較を

示す｡ AlⅣの吹出温度制御を行わないcase2では室内顕熱負荷Qrs

全てをFCUが処理するのに対し,AINの吹出温度制御を行う(case6)

ことで, FCUで処理する勲負荷が低減される｡また,このとき吹出

空気は童設定温度よりも低温となるため, AfⅣの再熱負荷も同時に

低減される｡ただし, FCUによる熱負荷分担が減少するということ

は, FCUによる熱希境の微調整が効かなくなることを意味する｡す

なわち本来各部屋によって異なる熱環境ニーズに対してのフレキ

シビリティが低下することに注意されたい｡

図5. 4. 13に夏期における一次エネルギー消費量およびSCOPを示

す｡吹出温度を室内顕勲負荷に合わせて制御することで,再勲負荷

およびFCU負荷が低減されるため,冷却熱源,再熱熱源およびポン

プの駆動モーターにかかる一次エネルギー消費量がそれぞれ約16%,

釣35%,約22%低減され,システム全体で約20%の一次エネルギー削

減効果が得られた｡
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4) 熟回収に関する検討

夏期において冷却除湿方式で必要となる熱帯要は,おおよそ冷熱

7に対して温熱3である(図5.4.14)｡また非常に低温の温熱によ

って再勲は可能(再熱コイル出口空気温度は26℃程度)であるため,

ここでは夏期における過冷却･再熱過撮での冷熱･温熱供給を, AHU

に内蔵させた小型熱回収ヒートポンプを用いて行った場合(case7)

のエネルギー性能について検討する｡

′ト型熱回収ヒートポンプを内蔵したAJNの概略図を図5.4. 15に

示すo.ヒートポンプの吸熱側に冷水コイルを,ヒートポンプの放熱

側に再熱コイルを.それぞれ液-液熱交換器を介して接続すること

で熱の汲み上げを行う｡内蔵の熱回収ヒートポンプを康先的に用い

て,中央熱源より熱供給を受けるコイルは補助的に使用する｡また,

余剰排熱の発生を防ぐために,熱回収ヒートポンプは温熱需要(再

熱負荷)に追従して稼動する制御とし,過剰冷却となる場合は出力

調整によりこれを防ぐ｡熱回収ヒートポンプからの冷水送水温度は

中央熱海からの冷水同様7℃で一定とし,ポンプの流量制御により

搬送熱量を詞盤する(変掩蓋制御)｡温水側も同様に,送水温度40℃

一定で.負荷追従はポンプの変流量制御によるものとする｡

図5.4. 16に夏期における二次側装置熱負荷を示す｡要求される

冷却量および加熱皇をプラス側に.熱回収ヒートポンプによる冷却

量および加熱皇をマイナス側に示したc冷水コイル負荷と熱回収ヒ

ートポンプ冷却熱丑の差が冷温水コイルの装置勲負荷に,再熱コイ

ル負荷と熱回収ヒートポンプ排熱真の差が補助再勲コイルの装置

熱負荷となる｡再熱負荷のほとんどを,そして冷却負荷の約半分を

熱回収ヒートポンプにより処理できることが分かる｡

図5. 4. 17に夏期における一次エネルギー消費量およびSCOPを

示す.夏期において,中央冷却熱源(空冷ヒートポンプチラー)と

再熱熱源(ボイラー)にかかる一次エネルギー消費量はcas82の
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4487GJから2633GJ-と,約41%低減された｡小型熱回収ヒートポ

ンプから熱供給を受けるために,空調機1台に付き2台のコイルと

2台のポンプを増設したため,フアン動力およびポンプ動力はそれ

ぞれ約11%,約30%増加したものの,システム全体では釣27%の一次

エネルギー削減効果が得られた｡またSCOPも0.45から0.61と大

きく向上した｡

5) 圭設定緩和に関する検討

ここでは,夏期における童の温湿度設定緩和の効果についての検

討を行う｡夏期においては,童設定温湿度をHEAS-02で定める設計

僚である(26℃,5柵)と設定することが多い｡冷却除湿方式にお

ける,過冷却･再熱過程での装置熱負荷を低減するために,室設定

緩和条件として, (24℃,60%RH) (case9)と(27℃, 60%RH) (caselO)

の2ケースを設定した(図5.4.18)｡

図5.4. 19に夏期における二次側装置熱負荷を示す｡室の温湿度

設定緩和をすることで,装置熱負荷の低減が可能である｡特に,

caselOの凄和条件(27℃, 6(瑞RH)では,装置熱負荷の低減効果が最

も大きく, ¢ase2の基本条件に比べて二次側の装置全体で約38%の

低減であった｡ case9の緩和条件(24℃,60%RH)では,冷水コイル

負荷および再熱コイル負荷は削減できるものの,室内顕勲負荷が増

加するためFCUの冷却負荷が増加してしまう｡

乾球温度【℃】

園5.4.18室温湿度改定条件の捷和概略図
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囲5. 4. 20に夏期における一次エネルギー消費量およびSCOPを示

すo夏期において, case9の緩和条件(24℃,60%RH)では,冷却熱

蘇(空冷ヒートポンプチラー)と再熱熱源(ボイラー)にかかる~

次エネルギー消費量は,それぞれ約1%,約24%低減された｡これに

伴い,ポンプ動力も釣12%低減され,システム全体で約8%の低減と

なった｡また, caselOの緩和条件(27℃,CO脚)では,冷却熱源と

再熱熱源にかかる一次エネルギー消費量はそれぞれ約34%,約41%,

ポンプ動力は約47%削減され,システム全体で約35%の削減であっ

た｡ただし,室設定緩和によって処理した負荷が減少するため,

caselOではSCOPがo.43と, case2の0.45に比べて低くなった｡

図5.4. 21,図5.4. 22に夏期における室内湿度衆境の発生頻度分

布について示す｡ c8Se9の緩和条件において.絶対湿度は

(24℃, 60%RH)に相当する11. 18g/kg'となる時間数が最も多いた

め, ll-12g/kg'となる時間数が全体の約89%を占めている｡設定

湿度を援和することにより室内潜熱負荷が減少するため, 12g/kg'

以上となる時間数は, case2に比べて少なくなっている｡ caselOの

緩和条件においても,絶対湿度は(27℃,60%RJl)に相当する

13.41g/kg'となる時間数が最も多くなった｡国7.22において,

case9が高湿側に偏っているのは,設定温度が低いためである｡

6) まとめ

室内ドレンレス空調を行うことで,外調枚運転時よりもエネルギ

ー性能は低下するが,董の温湿度環境は大きく改善された｡
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また,仝熱交換器を設置することにより,システム全体で年間約

8-16%のエネルギー消費量低減効果が見られ,それは特に内外温度

差の大きい冬期での改善効果が大きく影響している｡

さらに, AJTUの吹出温度を制御することで,システム全体での夏

期における一次エネルギー消費量は約20%低減された｡

夏期において,過冷却･再熱過程での冷熱･温熱供給をA肌に内

蔵させた小型熱回収ヒートポンプを用いて行うことで,システム全

体で約27%の一次エネルギー削減効果が得られた｡またSCOPも0. 45

から0.61と大きく向上した｡

室の温湿度設定を(27℃,60%RH)に緩和することで,夏期一次エ

ネルギー消費量はシステム全体で約35!蛸Ij漉された｡ただし,室設

定緩和によって処理した熱負荷が減少するため, SCOPは低下する｡

5.4.2 乾式デシカント方式

1) 外調機運転と室内ドレンレス運転
●

ここでは,冷却除湿方式と同様に,乾式デシカント空調機によっ

て外気負荷(Qos十恥1)を, FCロによって室内負荷(Qrs+Qrl)を処理す

る｢外調機運転(caseO)｣と,乾式デシカント空調機によって外気

負荷(Qos叫わ1)および室内潜熱負荷(Qrl)を, FCUによって室内顕熱

負荷(Qrs)を処理する｢室内ドレンレス運転(easel)｣の違いについ

て検討する｡

乾球温度【℃】

国5.4. 23 稔式ヂシカント方式の冷B[特典理空気状せ*化書念fg (再拝)
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図5. 4. 23に乾式デシカント方式の冷房時処理空気状態変化概念

図(再掲)を示す｡室内ドレンレス運転では,潜熱負荷に合わせて

吹出絶対湿度をコントロールするため,室内の潜熱負荷があるとき

には外調機運転時よりも除湿量は大きくなる(図5.4.24)｡

除湿量の増叫(-再生量の増加)に伴い,再生温度(デシカント

ロ一夕一再生側入口温度)は高くなる(図5.4.25)｡図5.4.26に外

胡機運転および室内ドレンレス運転時における再生温度の頻度分

布を示す｡外嗣機運転に比べて,室内ドレンレス運転では再生温度

域が高温側に偏っている｡外詞機運転時において再生温度が80℃以

上となる時間数は全体の約6%であるのに対し,室内ドレンレス運転

では約49%を占めており,再生温度の上限である95℃となる時間数

も637時間(約24%)あった｡この時間は潜熱負荷の処理不足を生

じた時間である｡

図5.4.27に夏期における二次側装置熱負荷を示す｡室内ドレン

レス運転を行うことにより除湿量が増加するため,再生コイル負荷

が大きくなり(約1.8倍),全体で約57%の増加となる｡

図5. 4. 28に夏期における一次エネルギー消費量およびSCOPの比

較を示す｡室内ドレンレス運転においては,デシカントロ一夕-の

再生熱源(ボイラー)にかかる一次エネルギー消費量が,外訴機運
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転時のそれに比べて約1.7倍となっている｡これは,前述したよ

うに,除湿量の増加に伴って再生温度が高温となる時間が多くあっ

たことが要因である｡また,ポンプ動力も約1.6倍となり,システ

ム全体では約42%のエネルギー増となった｡処理した熱負荷皇は,

外嗣機運転時が2028GJ,室内ドレンレス運転が2690GJであり, SCOP

はそれぞれ0.55, 0.51であった｡

図5.4.29,図5.4.30に夏期における室内絶対湿度乗境および室

内相対湿度乗境について示す｡絶対湿度については重役定通りに制

御できた時間(Ⅹ=10.5g/kg')も示した｡外調機運転時(c8SeO)に

比べ,室内ドレンレス運転(easel)では,絶対湿度,相対湿度とも

低く維持されていた｡室内ドレンレス運転時において, HEAS-02で

の推奨域内(相対湿度50～60%RH)に維持されたのは1039時間であ

り,これは全体の約70%を占めている｡一方,外嗣機運転において

上記推奨域内に維持されたのは78時間で,全体のわずか6%の時間

であった｡
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2) 再生方法に関する検討

ここではデシカントロ一夕-の再生空気として外気(OA)を用い

るOA再生(easel,図5. 4, 31)と,運気(RA)を用いるRA再生(case2.

図5. 4. 32)について比較する.再生空気の入口条件(Tral, Xral)は,

oA再生が外気(To,Xo :気象条件より)で. RA再生は塞設定温湿度

(Troom,Xrooln)とした｡図7. 33にデシカント空調機の概略図(再掲)

杏,図5.4.34に代表日代義時閉(8/6,ll:00)における処理空気お

よび再生空気の状榛変化を示す｡

この時刻において, OA再生およびRA再生における除湿量は,そ

れぞれ36. 9, 37. 17kg/hであったo両者に除湿量の差が生じている

のは, (RA4)での温度すなわち再生温度が, oA再生は95℃, RA再生

は90.2℃となっており. OA再生において処理不足が起きたためで

ある.再生温度に差が生じた理由昧.デシカントロ一夕-の特性に

ある.デシカントロ一夕-の除湿性能は処理空気および再生空気の

状態により変動する｡水分の移動はデシカントロ一夕一入口におけ

る処理空気(PAl)および再生空気(RA4)の水蒸気圧差によって起こ

る｡また,デシカントロ一夕-の特性として,処理空気の相対湿度

が高いほど,再生空気の相対湿度が低いほど,除湿皇は大きくなる｡

よって同じ処理空気出口状態を得ようとするならば,再生空気の絶

対湿度が低いほど再生温度は低く抑えることが可能である｡夏期に
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おいては室の絶対湿度の方が外気のそれよりも低いため,RA再生の

方がより再生温度が低くすることができ,効率的に除湿が行える｡

なお, (PA3)-(PA4)間は冷水コイルによる冷却過程であり,この時

刻での冷水コイル負荷は, OA再生が14.4HJ/h, RA再生が13.0町/

hであった｡また, (RA3)-(RA斗)間は再生コイルによる加熱過程で

あり,この時刻での再生コイル負荷は, OA再生が142.6町/h, RA

再生が123. 6班J/hであった｡

図5.4.35に夏期における二次側装置熱負荷を示す｡ RA再生とす

ることにより,再生コイル負荷が約11%削減され,全体で約8%の

削減効果が得られた｡

図5. 4. 36に夏期における一次エネルギー消費量およびSCOPの比

較を示す｡先に述べた理由により, RA再生ではデシカントロ一夕-

の再生熱源(ボイラー)にかかる一次エネルギー消費量を抑えるこ

とができており,その低減率は約10%であった｡ OA再生に比べ, RA

搬送用ダクトが必要な分フアン動力が大きくなる(約10%増)もの

の,ポンプ動力は約5%の削減ができ,システム全体では約5%の一

次エネルギー消費量が削減できた｡ SCOPはOA再生, RA再生それぞ

れ0.51, 0.55であった｡

図5.4.37,図5.4. 38に夏期における室内絶対湿度環境および室

内相対湿度衆境について示す｡絶対湿度については室設定通りに制

御できた時間(Ⅹ=10.5g/kg')も示した｡ OA再生(easel)に比べ,

RA再生(c'ase2)では,絶対湿度,相対湿度とも低く維持されていた｡

HEAS-02での推奨域内(相対湿度50～60%RH)に維持されたのは,そ

れぞれ1039時間(約70%), 1154時間(約83%)であった｡
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3) プレクーラーおよび全熱交換器利用に関する検討

ここでは,デシカントロ一夕-での除湿不足を改善するために,

ローターを通る前に空気の処理を行うプレクーラーについて検討

する｡

図5.4.39にデシカントロ一夕-の特性曲線(再掲)を示す｡5.3.3.

2)で述べたように,デシカントロ一夕-は処理空気の温度が低い

ほど除湿性能が高くなる｡そのため,除湿不足が発生する場合には,

デシカントロ一夕一入口における空気温度を調整することで,ロー

ターの除湿能力向上が可能である｡

プレクーラーは,冷水コイル(cases,図5.4.40),全熱交換器

(case4,図5.4.41),全熱交換器+冷水コイル(cases,図5.4.42)

の3種類を検討対象とした｡全熱交換器をプレクーラーとして用い

る場合,宝達気は熱交換に用いるため,再生空気は外気を使うもの

とする｡冷水コイルは空調機の冷温水コイルおよびFCUと同系統で

14℃送水とした｡なお,プレクーラーの運転制御は,全熱交換器を

健先的に用いるものとし,冷水コイルは湿度の処理不足が生じたと

きにのみ補助的に用いるものとした｡

図5.4.43に再生温度頻度分布の比較を示す｡プレクーラーとし

て冷水コイル(cases),全熱交換券(case4)および全熱交換器+コイ

ル(cases)を用いた結果,再生温度が95℃ (上限)となる時間数が

低減され,それは特に全熱交換帯,全熱交換器+コイルを用いたシ

ステムにおいて顕著であった｡再生温度が80℃以上となる時間数は,

プレクーラーなし(case2)で1301時間(約49%), PC冷水コイル

(cases)で1083時間(約41%), PC全熱交換器(case4)およびPC全

熱交換器+冷水コイル(cases)で646時間(約25%)であった｡
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図5. 4. 44に夏期における二次側装置熱負荷を示す｡全熱交換器

をプレクーラに用いること(case4,5)で,処理空気の冷却と除湿が

同時に行われるため,再生コイル負荷が約3%削減され,全体で約

5-6%の削減効果が得られた｡冷水コイルのみをプレクーラーに用

いたcase3では,約4%の増加となった｡

図5.4. 45に夏期における一次エネルギー消費量およびSCOPの比

較を示す｡プレクーラーなしのcase2に比べ, PC冷水コイル, PC

全熱交換器, PC全熱交換器+冷水コイルにおいて,冷却熱源(空冷

ヒートポンプチラー)にかかる一次エネルギー消費量は,それぞれ

約13%増,約12%減,約!梯減であった｡再生熱源(ボイラー)では,

pc冷水コイルでは約1%増, PC全熱交換器, PC全熱交換器+冷水コ

イルではそれぞれ約一班減,釣2%減であった｡フアン動力はプレク

ーラーによる圧力娘失の増加により,それぞれ約6%増,釣22%増,

約23%増となった｡システム全体のエネルギー消費量では,それぞ

れ約4%増, ±0%, l%増,であり,プレクーラーの違いによる差はそ

れほど大きくなかった｡これはRA再生による利点と,熱源の必要

ない全熱交換器の利点が互いに相殺された結果と考えられる｡また,

scopはそれぞれ約0.53, 0.56, 0.55であった｡

図5. 4. 46に年間一次エネルギー消費量およびSCOPの比較を示す｡

なお,夏期においてプレクーラーとして全熱交換器を用いないシス

テムであっても,冬期および中間期には利用するものとした｡熱源

(冷却熱源+再生熱源+加勲熱源)に対しては, PC全熱交換器およ

びPC全熱交換器+冷水コイルが良い性能を示し, PCなしに比べて

ともに約3%,約2%の低減であった.一方で,フアンの増台,圧力

損失の増加に伴い,フアン動力は増加した｡システム全体では, PC

全勲交換券がもっとも良いエネルギー性能を示し,続いてPCなし,

pc全熱交換器+冷水コイル, PC冷水コイルであった｡しかし,こ

れらに大差はなく, PCなしに対して最大でも2繊度の増加であっ

た｡
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図5. 4. 47,図5. 4. 48に夏期における室内湿度環境について示す｡

絶対湿度については室設定通りに制御できた時間(Ⅹ=10. 5g/kg')

も示した｡プレクーラーありのいずれのケースにおいても相対湿度

を60%以下に維持できているo PC冷水コイル(cases)とPC全熱交換

器(case4)では, PC冷水コイルの方が湿度制御性が高い｡これは,

14℃送水の冷水コイルを用いるPC冷水コイルの方が,室空気(26℃)

と熱交換するPC全熱交換器よりも空気の冷却能力が高いためであ

る｡ PC全熱交換器+冷水コイル(cases)は,絶対湿度,相対湿度と

も,ほぼ設定通りに制御できていた｡

4) 圭設定緩和に関する検討

ここでは,冷却除湿方式と同様に,夏期における室の温湿度設定

緩和の効果についての検討を行う｡室設定緩和条件として

(27℃, 60%RH) (case6)を設定した(図5. 4. 49)｡

図5. 4. 50における二次側装置熱負荷を示す｡室の温湿度設定緩

和をすることで, case5の基本条件に比べて,冷水コイル,再生コ

イル, FCロでそれぞれ約88%, 61%, 18%の装置熱負荷が削減され,

全体で約52%の低減効果が得られた｡また, PC冷水コイルでの冷却

負荷はゼロとなり,プレクーラーは全熱交換器のみで十分という結

果となった｡
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乾球温度【℃】

fg 5. 4.49 主星湿度投定条件の牡和8E梅園
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図5.4.52,図5.4.53に夏期における室内湿度衆境の発生頻度分

布について示す｡ cases,6ともに設定条件どおりに制御され, case6

での絶対湿度は常に(27℃,60%RH)に当たる13.41g/kg'に制御さ

れた｡

5) まとめ

室内ドレンレス空所を行うことで,外嗣機運転時よりもエネルギ

ー性能は低下するが,室の温湿度衆矧ま大きく改善された｡
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デシカントロ一夕-の再生空気には,外気よりもRAを用いた方

が,エネルギー性能に対しても,室の湿度環境制御性能に対しても

有利となる｡これは,絶対湿度の低いRAの方が低い温度でロータ

ーの再生が可能となるためである｡

プレクーラーを設置することで,エネルギー性能を維持したまま

室内湿度環境の改善ができる｡特にプレクーラーに全熱交換器と冷

水コイルを用いるケース(cases)では,期間中ほとんどの時間に

おいて設定通りの室環境が維持された｡

室の温湿度設定を(27℃,60%RH)に緩和することで,夏期一次エ

ネルギー消費量はシステム全体で約40%削減された.
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5.5 検討システム間の性能比較

前章での結果に基づいて,本章では,冷却除湿方式,乾式デシカ

ント方式による室内ドレンレス空調の性能評価を行う｡比較するシ

ステムの概要を表8. 1に示す｡

条件a一条件cまでの3種類の条件下において,乾式デシカント

方式の性能評価を行った｡条件aは中央熱源のみで個別熱源を持た

ない条件,条件bは冷却除湿方式に対して小型熱回収ヒートポンプ

を個別熱源として採用した条件(乾式ヂシカント方式は冷却除湿方

式に比べて必要温水温度が高いため熱回収ヒートポンプ利用の検

討対象外とした),条件cは条件bにおいて童の温湿度設定を緩和

(27℃,6脚)した条件である｡

表5.5.1秩肘システム故事

*&*&I プレクーうー I生玉益 d■■J( TJIt*IJJ(

I一ー
■■■Iなし

沌JI■■*ZEb一●出 ▲りChJW 全■女■暮 2●℃.60LFM

■JEナシおント方丈b一一一) JN血■伽 *■文■暮+**コイル ○▲■生 Em

暮ーb
■J■■あL)

*ー■JL*j((○■●●7) JmCh■鵬 *■交■暮+**コイル I-二ニー■;■
Em

k&ヂシカント方tGBd ▲L)ChJM ▲■文■I+7t水コイル ○▲■生 Em

*h *JI■土方*b■●●1Z) JN血JM *■文■I+**コイル ■8*MP 27t.仰I

IJL*I和 k式ナシカント方式由一一) JLI)血蜘 *■女■暮+*よコイル ○〟■生 27ltL仰

5.5.1エネルギー性能評価

図5. 5. 1-5.5.3に各システムにおける夏期の二次側装置熱負荷

を示す｡要求される冷却量および加熱量をプラス側に,熱回収ヒー

トポンプによる冷却量および加熱量をマイナス側に示した｡両者の

差がバックアップ機器の装置熱負荷となる｡
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条件aにおいては,冷却減湿方式における二次側装置熱負荷が

4601GJであるのに対し,乾式デシカント方式は3011GJであった｡

乾式デシカント方式では,再生用装置熱負荷の占める割合(約7割)

が多く,過冷却を行う冷却除湿方式では冷却用装置勲負荷が占める

割合(約54%)が大きい｡

条件bでは,冷却除湿方式において熱回収ヒートポンプにより冷

却負荷･加熱(再熱)負荷の一部が低減され,中央熱源による冷却･

加熱負荷は,冷却除湿方式において2105GJ (条件aに対して約54%

低減)となった｡

条件cでは,乾式デシカント方式において条件bに対する低減率

が高く, 52% (1439GJ)であり,冷却除湿方式では33%の低減(1414GJ)

となった｡

図5. 5.4-5. 5. 6に各システムにおける夏期一次エネルギー消費

量およぴSCOPを示す｡

条件aにおいては,乾式デシカント方式が良い性能を示し,冷却

除湿方式に対して約14%の一次エネルギー消費量低減効果が得ら

れた.乾式デシカント方式は,再生熱源が消費する一次エネルギー

が冷却除湿方式の再熱熱源のそれに比べて大きく(約1.7倍),こ

れがシステム全体の一次エネルギー消費量の多く(約53%)を占め

ている｡また,補機動力(フアン,ポンプ,ローター)が占める割

合は,それぞれ約24%, 31%であった｡フアン動力は,空調機1

台に付き3台のフアン(給気フアン,再生空気フアン,遭気フアン)
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を搭載した乾式デシカント方式で大きく,ポンプ動力は,熱源系統

の多い冷却除湿方式(7℃冷水, 14℃冷水および再熱用の温水系統)

で大きくなった｡ SCOPはそれぞれ0.45, 0.55であった｡

条件bにおいては,小型熱回収ヒートポンプを持たない乾式デシ

カント方式は,冷却除湿方式に対して約18%の増加となった｡小型

熱回収ヒートポンプによる熱回収を行うことで,冷却除湿方式では

再熱熱源にかかるエネルギーのほとんど(約99%)を削減した｡再

生温度が高いため,乾式デシカント方式では熱回収ヒートポンプの

利用は困難であるが,コージェネレーションなどの排熱が得られる

状況であれば,これを再生熱源として用いることで,より良い性能

を発揮することも十分に考えられる｡補機動力(フアン,ポンプ,

ローター)が占める割合は,それぞれ約39%, 31%であった｡冷却

除湿方式において,熱源(中央冷却熱源,個別冷却熱源,再熱熱源)

にかかる一次エネルギー消費量が,条件aよりも低減された(鍋

41%減)にもかかわらず,ポンプ動力が増加(約30%増)している

のは,個別熱源である勲回収ヒートポンプからの熱搬送用のポンプ

を増設したためである｡ S00Pはそれぞれ0.61, 0.55であった｡

条件cにおいては,乾式デシカント方式は冷却除湿方式に対して

約2%の増加となった｡除湿量がシステム効率に大きく影響するデ

シカント方式において,設定緩和効果が大きく現れ,乾式デシカン

ト方式では条件bに対して約40%の緩和効果が見られた｡それに対

して冷却除湿方式では約31%であった｡SCOPはそれぞれ0. 57, 0･ 56

であった｡

図5.5. 7-5.5.9に各システムにおける年間一次エネルギー消費

量およびSCOPを示す｡

条件aにおいては,乾式デシカント方式が良い性能を示し,冷却

除湿方式に対して約7%の一次エネルギー消費量低減効果が得られ

た｡ SCOPはそれぞれ0.60, 0.66であった｡

条件bにおいては,乾式デシカント方式は冷却除湿方式に対して

約4%の増加となった｡ SCOPはそれぞれ0.68, 0.66であった｡

条件cでは,乾式デシカント方式が良い性能を示し,冷却除湿方

式に対して約2%の一次エネルギー消費量低減効果が得られた｡ SCOP

はそれぞれ0.67, 0.69であった｡
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5.5.2 熟環境制御性能評価

図5.5. 10に夏期(条件b)における室の温湿度状態を示す｡ポイ

ントはそれぞれのシステムにおける期間中の平均値を,エラーバー

は最大値および最小値を表す｡冷却除湿方式では絶対湿度の振れ幅

が大きい｡それに対し乾式デシカント方式では小さく,安定した温

湿度舞境を提供できるシステムと言える｡温度の振れ幅はいずれの

システムにおいても計算の誤差範囲であり,ほぼ適切に制御されて

いた｡

図5.5. ll,図5.5. 12に夏期における室の絶対湿度および相対湿

度の頻度分布を示す｡冷却除湿方式では,目標10. 5g/kg'に対して

除湿不足が生じた時間数は1055時間(約86%)であった｡それに対

し,乾式デシカント方式は0時間であり,夏期において室の絶対湿

度は常に11g/kg'以下に維持されていた｡また,相対湿度について
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も同様の結果であり,乾式デシカント方式は湿度コントロールの面

で優れたシステムと言える｡冷却除湿方式においては, HE人S-02で

の推奨域(50～60%RH)を上まわる時間が110時間(約9%)存在し

た｡

5.5.3 環境保全性能評価

図5.5. 13-5. 5. 15に夏期における各システムのCO2排出量を,図

5. 5. 16-5. 6. 18に年間CO2排出量を示す｡

条件aでは,夏期において乾式デシカント方式が良い性能を示し,

冷却除湿方式に対して約21%のCO2排出量低減効果があった｡年間

co2排出量においても同様の侯向であり,乾式デシカント方式は約

11%の低減であった｡

条件bでは,夏期において乾式デシカント方式は冷却除湿方式と

ほぼ同じで約1%の低減であった｡年間CO2排出量においては,約3%

のCO2排出量低減効果が得られた｡

条件cでは,夏期において乾式デシカント方式が良い性能を示し,

冷却除湿方式に対して約9%のCO2排出量低減効果が得られた｡年

間CO2排出量においても同様の便向であり,約6%の低減であった｡
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5.5.4 異なる気象条件での比較検討

ここでは,これまで同様の検討を鹿児島,仙台を対象に行い,名

古屋を合わせた3都市で比較を行う｡なお,検討は表5.5.1で示

した条件a, bに対して行う｡

1) エネルギー性能評価

図5.5. 19, 5.5.20に, 3都市における各システムの夏期一次エネ

ルギー消費量およぴSCOPを示す｡

条件aにおいては,いずれの地域においても乾式デシカント方式

が良い性能を示し,冷却除湿方式に対して約5-20%の一次エネル

ギー消費量低減効果があった｡緯度の低い鹿児島,名古屋,仙台の

順に,夏期における一次エネルギー消着生が大きく,これはいずれ

のシステムについても同様であった｡

鹿児島では,乾式デシカントによる削減率が約5%と3都市中最も

小さい債となった(名古屋:約14%,仙台:約20%).デシカントロ

一夕-は処理空気入口温度が高いほど,そして再生空気の入口絶対

湿度が高いほど,除湿能力が低下する｡そのため,より高い再生温

度が要求される,あるいはプレク｣ラーによる冷却負荷が増加する｡

鹿児島は3都市中最も外気の湿度が高く,かつ温度も名古屋と並ん
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で高い気候となっており,OA再生の乾式デシカント方式に対しては

不利となる要素が多くあった｡このため,乾式デシカント方式での

削減率が低かったものと考えられる｡また,冷却除湿方式において

処理不足が最も多く発生している(この場合エネルギー消費量は頭

打ちとなる)ことも,デシカント方式による削減率が低下した要因

の一つである(5.4.4.2)参照)｡

一方で,乾式デシカント方式による削減率が最も高かった仙台は,

除湿負荷は発生するものの,外気温が低い気候となっている｡鹿児

島の気象条件とは対照的に,乾式デシカント方式はより低い再生温

度でローターの再生が可能となるため,ローター再生にかかるエネ

ルギーが他都市に比べて小さくなった｡

条件bでは,いずれの地域においても乾式デシカント方式による

一次エネルギー削減効果は罷められなかった｡しかしながら,冷却

除湿方式では再熱負荷のほとんどを勲回収ヒートポンプによって

処理しているのに対し,乾式デシカント方式では再生負荷が多く残

っていることから,コージェネレーションなどの排熱が利用できる

状況であれば,一層のエネルギー消費削減が期待できる｡

冷却除湿方式に個別熱源を設置することによる一次エネルギー

削減率を見ると,条件aに対して,名古屋ではそれぞれ約27%,鹿

児島では約25%,仙台では約29%であった.

図5.5.22, 5.5.23に3都市における各システムの年間一次エネ

ルギー消費量および∝OPを示す｡

条件aにおいては,乾式デシカント方式が良い性能を示し,冷却

除湿方式に対して約4-7%の一次エネルギー消費量低減効果が得

られた｡

条件bにおいては,乾式デシカント方式は約3-9%の増加となっ

た｡
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2) 熟環境制御性能評価

図5.5.24,図5.5.25に3都市での夏期における室の絶対湿度お

よび相対湿度の顔度分布を示す｡冷却除湿方式は,いずれの地域に

おいても処理不足が発生しており,それは特に外気の湿度が高い鹿

児島において顕著であった｡それに対し,乾式デシカント方式はい

ずれの地域においても処理不足はなく,夏期において室の絶対湿度

は常に11g/kg'以下に維持されていた｡また,相対湿度についても,

同様の結果であり,湿度コントロールの面で康れたシステムと言え

る｡冷却除湿方式においては, HEAS-02での推奨域(50～60%RH)を

上まわる時間が,名古屋において110時間(約9%),鹿児島におい

て320時間(約21%),仙台において44時間(約12%)それぞれ存

在した｡

3) 環境保全性能評価

図5.5.26,5.5.27に夏期における002排出量を,図5.5.28,5.5.29

に年間CP2排出量を示す｡

条件aでは,いずれの地域においても,夏期において乾式デシカ

ント方式が良い性能を示し,冷却除湿方式に対して約14-25%CO2

排出量低減効果があった｡年間CO2排出量においても同様の傾向で

あり,乾式ヂシカント方式は約9-11%の低減であった｡
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条件bでは,夏期において乾式デシカント方式は,鹿児島を除く

2地域で約l-4%のCO2排出量削減効果が見られた｡鹿児島では約

6%の増加となった｡年間CO2排出量においては,乾式デシカント方

式で約1-3%のCO2排出量低減効果が得られた｡

5.5.5 まとめ

個別熱源なしの条件(条件a)においては,乾式デシカント方式

が最も康れたエネルギー性能,および希境保全性能を示した｡

個別熱源ありの条件(条件b)では,再生温度が高いために熱回

収ヒートポンプの排熱を有効に利用できない乾式デシカント方式

においても環境保全性の効果は現れた｡乾式デシカント方式におい

ては,再生負荷に対してコージェネレーションなどの排熱の利用が

可能であるならば,さらなる性能向上が見込まれる｡

室の温湿度設定緩和の条件(条件c)では,乾式デシカント方式

が康れたエネルギー性能,および衆境保全性能を示し,緩和効果の

高いシステムと青える｡

冷却除湿方式では,除湿不足により室の湿度が上昇する時間があ

るが,乾式デシカント方式では,除湿不足は発生せず,常に要求湿
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度を達成することができた｡

名古屋,鹿児島,仙台での試算において,乾式デシカント方式は,

いずれの都市においても,冷却除湿方式よりも5～25%程度(条件a)

の年間一次エネルギー消費量の削減を,同様に, 14-25%の年間CO2

排出量の削減を達成した｡

乾式デシカント方式は,外気温の低い地域においてより高いエネ

ルギー性能を発揮する｡

室内ドレンレス空静を行う上では高い除湿能力が要求されるた

め,冷却除湿方式においては7℃の冷水温度でも除湿不足が発生す

る｡除湿不足を改善するためには冷水温度をもっと下げる必要があ

るが,その場合冷凍機の効率は低下し,エネルギー性能はさらに悪

化する｡デシカント方式により,エネルギー性能を維持しながら,

あるいはより高いエネルギー性能で,室の温湿度衆境を改善できる

可能性が示唆された｡
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おわりに

研究のまとめ

研究は,大きく以下のようにまとめられる｡

1) F.ナイチンゲールが近代病院の基礎を築いたことは周知のことであり,その根本的理念は感染の制

御であり,病院は感敷こより患者に書を与えてはいけないというものであったoすなわち接触による感染

の制御については当然としても,建築的には空気を介した感染の制御が,近代病院の中心的課題となるの

である｡空調技術の登場から発展に至る過程では,空気の流れそのものを完全にコントロールすることが

目標とされ,手術部などの一部の部門においてはこの目標がより高いレベルで発展してゆくものの,患者

の生活領域である病棟部門においては,如何にして新鮮外気を導入し,かつ温度調整を省エネルギー下で

行うかが空気衆境計画の課麿になってくる｡

2)しかし近年､ 2つの考え方が登場し､こうした状況を変化させるべき状況となる｡すなわちひとつは､

省エネルギーに対する取り組みの強化であり､もうひとつはEBM (根拠に基づく医療の提供)であるo

前者にあっては､いかに病院であっても無尽蔵にエネルギーを消費して良いというものではない､という

考え方であり､ここが科学的･工学的な研究･技術の目を病院の空気環境のあり方に向ける必要に迫られ

た所以である｡また後者にあっては､ CDCを中心とした医学分野での研究の蓄積により感染の仕組みが

解明されてきたことで､今まで漠然と恐れられていた空気感染が日常的には主として4つの菌でしか起こ

らないことが明らかになり,過度の清浄を要する空気環境は不要であるという考えが定着しつつある状況

になったことである｡しかし､こうした状況の中で､では空気はどのように病原菌を運ぶ流れを作ってい

て､その影執まどの毎度のものであるのか,その医学的根拠に基づく評価が次に求められることになった

訳である｡ここに本研究が求められたもう一つの側面がある｡

3)一方､国内外の法律やガイドラインを比較することにより,我が国における空調設備機器の設置や運

用に関する概要を把握した結果,適正な空気乗境の提供は､適正な機器の選択とそれらの適正な運用にあ

ることが理解できた｡特に医療施設においては,医療サービスを適正に提供するための特殊事情が多々あ

り,それらをすべて克服することによってはじめて有効な空調設備となる｡そのためには､建築･設備の

専門知敢を有した専門家と院内感染に専門知戟を有する医療職とが共同して空調設備の計画にあたる必

要が,あらためて藩簸できた｡この点､オーストラリアのニューサウスウェールズ州の医療施設の新築･

改築･増築･改修などにあたって書かれた図面が当該病院のInfection Control Nurse(ICN:感染管理者講

節)のappr｡,e (承欝)無しでは工事出来ないようになっている例に見られるように､また日本においても

Infecti.n C.ntr.1 D.ct.r (ICD)やICNによるInfection Control Team(ICT)が各病院で構成されるよう

になってきた事実を見ても､このように適切なFacility Managerが関与することの重要性の落識は高ま

っている｡
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こうした先行研究の概念整理および社会状況の変化の謬殊に基づき､医療施設の設計者-のアンケート,

エアーサンプラ-を用いた実態調査,ドレンレス空調のエネルギー性能を考察するシミュレーションによ

り,以下の点を明らかにした｡

1)アンケート調査により得られた結果では､ダクト式空調やFCUに代わりビルマルの採用件数が増え

ており,これは特に300床以下の私的病院で顕著であった｡また約3割の病院においては,病室の湿度設

定が行われておらず,さらに冷却減湿による除湿の際に,再勲を行っていない病院が81%と数多く見られ

た｡そしてこれらの病院では,実質的に湿度は成り行きになっているものと考えられる,などが明らかに

なった｡

2)アンケート調査では,さらに, FCU送水温度設定を7℃としている病院がほとんどであり,結膏に伴

う菌の発生･繁殖の可能性が懸念される結果も得ることができた｡第4章に示した空調システムにおける

菌の発生･拡散による病室空気乗境が著しく悪化する時期があることを考えると,これを回避するために

は,外嗣機による十分な湿度処理とFCU-の送水温度緩和によって病室での結轟抑制を図るなど,湿度

管理に対する設計的配慮が求められる｡

3) 2002年度から2003年度にかけて,運用中の病室を対象に室内環境調査を行った結果では,以下の知

見を得ることができた｡すなわち,

①病室の温湿度寮境は,設計時の設定と実際の運用との間に格差がある

②AHUでの除湿が不十分であるとFCUで結鼻が生じる

③夏期における除湿および冬期における加湿という湿度制御に対して不安がある

⑥FCU吹出空気および病室の菌数が著しく増大する時期がある

⑤夏期にFCU内で繁殖した菌が,夏期明けの乾燥に伴って病室内に飛散することが示唆された

⑥中間期･冬期において, FCU稼働率が低下すると,稼動時に急激に粉塵および菌が吹き出す恐れが

ある

従って,このような危険を回避するために,夏期においては外調機により十分な湿度処理を行い, FCU

-の送水温度を緩和することで,結青防止に努め,それに伴う菌の発生･繁殖を抑制すること,さらに粒

径5FLm以上の粉塵に対し40%程度の捕集効果があった最終フィルタを設置することにより, FCUから

室内-の菌の拡散を抑制することが重要となる｡冬期においては, FCUの稼働率を確保するためにも,

AHUとFCUの熱負荷分担が重要となる｡

一方,こうした調査･分析の結果と共に､省エネルギーおよび空調システムの視点から並行して行った

シミュレーションの結果から,

1 )湿度希境を適切に保つためにはドレンレスの環境を構築する必要があるが,その有効性を検討するた

めに行ったシミュレーションの結果をまとめる｡デシカント空調機のエネルギー特性は､再生用空気(以

下､再生空気)に外気を用いる場合(oA再生)と運気を用いる場合(RA再生)で差があり､シミュレーシ

ョンの結果では､ RA再生の方がエネルギー消費量を少なくすることができることがわかった｡しかし､デ
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シカント空調機のみでは室設定条件まで絶対湿度を下げられない時間がかなり存在するということも明

らかになった.そこで､ドレンレス空調を達成するために､プレクーラー(PC)システムについて検討し

たが､同じ入口絶対湿度でも入口温度が低ければ､出口絶対湿度をより低くできることがわかった｡つま

り潜熱交換ローターに導入される外気を一度プレクールすることによって､再生温度を上げられない分を

補えるということである｡さらに,プレクーラー(以下PC)による3システムを検討した｡各システムに

おけるFCU稼動時の室内絶対湿度域時間数比率からは､ PCcoilのみが､墓地対湿度を設定通りに維持で

き､室内ドレンレスを達成できるが､その他のシステムでは(送水温度14℃のドライコイ/レ仕様のFCU) ､

室湿度が高い時間において､ FCU内で結蕗が起こっており､室内ドレンレスを達成できない時間が生じて

いることがわかった｡が､夏期におけるPCシステムー次エネルギー消費量比較の結果､室条件

26℃, 10. 5g/kg(50%RH)のPCシステムでは, PCexで最もエネルギー消費量を削減でき､またPCcoilに対

して室内設定温荘度を緩和することで約50%のエネルギー削減効果があることがわかった｡

2)夏期における空調方式の違いによる性能比較を行った結果では､同じ室温湿度衆境を達成するにあ

たって､負荷の内訳は大きく異なっており､デシカント方式にすることで冷却負荷は1/3にでき､従来型

方式に比べて夏期に多くの温熱需要があることが分かる｡また従来型方式に比べて､デシカント方式で~

次エネルギー消費量を15%削減でき､病室ドレンレス空調においてデシカント方式は有効であ畠ことが示

された｡

今後の課塩

本研究をまとめるにあたり､まずその学際性について以下の点で評価したい｡

1)分野の違う研究者が､一つの現象に対して,種々の側面から議論を重ねることで､お互いの分野の特

質を理解し合えたこと｡勿論､ここには相反する義論(本研究の場合には省エネルギーと清潔管理という

課題であったが)があるが､その矛盾こそがある意味､新しい研究テーマを見いだすきっかけになること｡

2)こうした分野の異なる研究者の議論と相互理解は,その本質として､お互いにとっての外部評価にな

り得ること｡つまり本研究の場合,実際の現場(病院病室において)の空調システムが当初の想定設計ど

おりには稼働しておらず､鄭削こおいてもその管理･運営システムが確立していなければ十分な機能を果

たせないこと｡また一方で,こうした現場の状況を十分理解したシステムを確立しなければならないこと､

を相互で理解しまた次なる課唐-と導くことができるのである｡

最後に､研究を進めるに当たって､エアーサンプリングなどの面倒な調査に協力下さった3病院の関係

者のみなさん,さらには,アンケート調査にご協力下さった石器事務所の皆様に,末筆ながら感謝申し上

げます｡

平成17年3月

山下哲郎
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