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開催日 平成 26 年９月 1８日（木） 

参加者 ２８名（男性：６名 女性 2２名 

2 階：11 名 3 階：８名 通所リハ：８名 ユニット：１名） 

プログラム 

1．講話＆実技 「オムツの選び方・当て方」 

介護サービス改善部会 大塚 綾 

2．家族介護体験談 

アルボースを利用しながら在宅介護をされているご家族より、お話をしていた

だきました。 

3．意見交換会 

利用されているサービス別にグループを作り、ご家族同士でおたがいの抱えて

いる介護の悩みについて話し合いました。 
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介護サービス改善部会 大塚 綾 

 

「オムツ」といっても、リハビリパンツやパッドなど種類がたくさんあります。また各メーカーによ

っても様々な種類があるので、何を選んだらよいのか分からなくなってしまうと思います。そこで今

回はアルボースで使用しているオムツを用いて種類と選び方について説明をします。 

 

 

大きく分けると、オムツ・リハビリパンツ・パッドの 3 つになりますが、その中にもサイズや種類

がたくさんあります。アルボースで使用しているのは以下になります。 

・オムツ S・S～M・M・M～L・L 

・リハビリパンツ（履くタイプ） M・L  

・パッド R パッド・ワイドパッド・デイロング・ナイトロング 

 

各メーカーによってサイズにも多少の変化があるので、選ぶ時は確認をしてみてください。 

またパッドにも女性用・男性用・共用、吸収量の違いがあったり、リハビリパンツには歩きやすさ

に特性を生かしたスリムタイプや、吸収量が多い物があったりと薬局などに並ぶオムツを見ていると、

何がよい物なのか分からなくなってしまうと思います。 

 

 

たくさんある種類の中から本人にあったオムツを選ぶにはどうしたらよいのでしょうか？ 

①身体、お尻の大きさと、足の付け根の太さで選ぶ 

高齢者ではお腹は大きいけれど、足は細いという方もいます。そのような方にお腹で選んだ L

サイズを当てると、足が細いのでそけい部が緩くなり尿漏れの原因となってしまいます。オムツは

足の太さも考えながら選ぶことがポイントです。 

 

②尿量や時間帯、性別によって選ぶ 

パッドの袋に「夜用」「5 回吸収」「男女共用」「男性用」などと記載されているものがあります。

オムツを使用する方の特徴に合わせて選ぶことが大切です。 

 

③メーカーを選ぶ 

各メーカーによってサイズや特性が違います。使いやすいものを選

ぶとよいと思います。 

 

④お尻の状態によって選ぶ 

お尻に傷があったり、敏感肌であったり、人によって様々ですので、

お尻の状態を見てパッドの特性を利用することもよいと思います。

オムツの選び方・当て方 

オムツの種類 

サイズ選びのポイント 
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当て方のポイント 
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母は平成 8 年 68 歳の時に夫を亡くし、3 年間一人暮らしをし

ていました。平成 11 年から私の家族が同居しています。 

70 歳を過ぎて、足腰の痛みがひどくなり、月に一度整形外科へ

連れて行っていました。膝や腰の痛みがますますひどくなり 1 年

か 2 年間くらいは週に一度、ヒアルロン酸注射をしていました。

それからあまり歩かなくなってしまったので、家の中で座ってい

ることが多くなりました。もっと外へ連れ出さなくてはと思い、

私の仕事が休みの時は、市民の森公園へ連れて行き、手押し車で

歩くようにしていました。 

 

 

3 年くらい経ってから日常生活でもの忘れが多くなって、台所へ何を取り

に来たのか覚えてないなど、ちょっと様子がおかしいかなーと思っていまし

た。心配になったので美原院長の診察を受け、認知症と診断されました。そ

れからデイサービスの利用を考えたのですが、控えめな性格なので「あまり

行きたくない」と言われ、半日デイサービスから始めることにしました。「行

かないよりは、行ってみてから自分で決めてはどう？」と無理なく勧めると、

マッサージがあったりリハビリがあったりして結構楽しく過ごしている様子

でした。少しずつ 1 日デイサービスに変わって今でもお世話になっています。 

 

 

 デイサービスの生活に慣れてきてよかったと思っていた矢先の去年の 4 月、肺炎で医師会病院へ

入院しました。1 ヶ月の入院により、歩けなくなり、リハビリのために 5 月に美原記念病院へ入院

し、1 ヶ月ちょっとお世話になり 6 月に退院できることになりました。家に帰ってからもいつも介

護するのは私だけなので不安でした。美原記念病院のリハビリでお世話になっていた時に、同じ階に

入院されていた方でアルボースを利用されている方から「きめ細かい介護をしていただいた」とお聞

きしました。私もアルボースにお願いができたらいいなあと思っていました。

少しすると、相談員さんからショートステイを利用できます、と連絡があり、

去年の 6 月からアルボースにお世話になっています。こちらの都合に合わせて

いただいているし、具合が悪くなっても、すぐに対応していただけています。

母がみなさんと笑顔で過ごしている様子なので、私の気持ちも楽になり、きめ

細かい介護をしていただいて、安心できてとてもありがたいです。感謝してい

ます。 

 

家族介護体験談 

今回は３階を利用しながらお母さまの介護をされている、 

石原さまにお話をうかがいました。 
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色々と振り返ってみると、主人の母が 7 年間他の介護施設にお世話になっていましたが、3 年前

に亡くなりました。その後、自分の母の介護をしています。家ではこれといって特別なことはしてい

ませんが、基本的には車椅子での生活でバリアフリーにはまだしていないので、段差のところにはス

ロープを設けたり、トイレの中に手すりを付けたり、入浴用の介護椅子を購入し、体調のよい時はシ

ャワー浴をしたりしています。できる限りの声かけをして、なるべくトイレ

までの距離等少しの距離ですが、歩行器での移動もさせています。週末には

車に乗せて、車椅子が常備されてあるお店やスーパーなどに夫と連れて行く

ので気分転換になるみたいでにこやかな顔をされて喜んでいます。年末年始

はできるだけ家に連れて帰って、孫たちと新年を迎えられるようにしていま

す。なるべく家族と一緒に楽しいひと時を過ごせるように頑張っていけたら

と思います。 

 

 

介護は大変なことだと思います。私のようにほとんど一人で介護をしている人もいるかと思います。

一人で動いているので、あれもこれもつい忙しく過ごしてしまいがちです。もう少し余裕を持って接

してあげたり、そばに居てあげることが大切なことだと感じていますが、やっぱり家事をしながら、

そしてデイサービスに行っている時は半日仕事を入れたりしながらの介護は、とても慌ただしく疲れ

を感じています。もっとできることはしてあげようと頑張りすぎても、私自身が動けなくなってしま

ったら生活が変わって家族が大変になってしまいます。今の状態、今の生

活がこれからも続けられるようにデイサービスやアルボースの方々に支え

られながら、無理のないペースで過ごしていきたいです。 

アルボースに出会えてよかったです。皆さんに助けられながら、いつも

母が笑顔でいられるように、心がけたいと思っています。これからもよろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人脳血管研究所 

介護老人保健施設アルボース 

 住所：群馬県伊勢崎市太田町 427-3 

 TEL/FAX：0270-21-2700/0270-21-2704 

 Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos 

発行： 広報部会 

mailto:arbos@mihara-ibbv.jp
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性別 男性：８名  女性：17 名 

住所 伊勢崎佐波：16 名  その他県内：6 名  県外：2 名  記載なし：1 名 

年齢 40 代：1 名  50 代：5 名  60代：9 名  70 代：7名  80 代：３名 

アルボースをご利用されている方はどなたですか？ 

 夫：9 名  妻：3名  母：10 名  父：3名 

 

 

講話 「オムツの選び方・当て方」について   介護サービス改善部会 大塚 綾 

・オムツ交換のポイントを教えていただきとても参考になりました。 

・今までオムツを取替えることのみに気をとられ、臀部の様子を  

見る余裕がなかったことに気づかされました。 

・とても参考になりました。毎日の事なので役立ちます。 

・手に取って説明を受けられよくわかりました。 

・オムツの夜用昼用があることを知り、よかったです。 

・この話については自宅においての使用の仕方に大変参考になり 

ました。 

・まだ実感がわいていませんが入所中に経験したいと思います。 

・いつもはリハパンですが体調が悪い時などテープ式を利用します。 

 オムツの選び方・当て方など改めて勉強になりました。 

・もっと詳しく実例をビデオなどで教えて欲しい。 

・種類の多さ、使い分けもよく考えて使うことが大切だと感じました。 

・現物を使ってのお話で大変参考になりました。 

・オムツは下のテープを止めておけば大丈夫。 

 尿量の多さで選ぶ、パッドは丁寧に開きギャザーをきちんと立てるなど、 

参考になった。 

 

家族介護体験談 

・自分のお母さまの介護を親身になって取り組んでおられる姿、自分も参考

にします。 

・頑張り過ぎないことの大切さを実感しました。 

・体験談は毎回身に染みる思いで聞かせていただいています。とても大変なことなのに明るく語って

くださる姿に頭が下がる思いです。感動！！ 

・無理なく自分のペースで！！よかった。 

・無理のない介護ができている様子に偉いと思いました。 

・石原さんの話を聞いて家の夫も毎日足が痛いと叫んでいます。 

Ⅱ．話を聞いてのご感想 

Ⅰ．アンケートに回答された方について 

 

 

アンケート集計   アンケート回答数 25 名（回答率 89.3％） 
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・体験の話は本当に参考になり介護体験者は強いと思いました。 

 介護者自身のゆとり時間の取り方が大切だと思いました。 

・色々工夫されて介護されていると思いました。 

 介護を無理し過ぎないことも大事だということで参考にしたいです。 

・ご夫婦でご本人をよく外に連れ出し、それが気分転換にもなっている様子とのことでよくやってい

らっしゃいますね。 

・一人での介護大変でしょうがサービスを上手に使って、自分の時間も大切に穏やかな日々を送れま

すように。 

・一人での介護は大変だと思います。 

 

ご家族同士の意見交換会 

・初めての参加でしたが、色々と聞かせていただきありがとうございました。 

・とても大変なことなのに明るく語って下さり、常に頭が下がる思いです。感動しました。 

・さまざまな体験談を聞かせていただきました。 

・認知症への対応のアドバイスをいただき勉強になりました。 

・家族会に参加して皆さまのお話が聞けてよかったです。 

・皆さん頑張っている様子ですごいと思います。 

・オムツの数の多さにびっくりしました。 

・それぞれ、思い思いのおしゃべりができて、皆さん安心してお話しさ

れていたようです。 

・皆さんの話の中に介護のヒントや心構えを教えてもらうことができてよかったです。 

・それぞれの方、同じような悩みと全く違った悩み、それぞれに・・・大変な思いをなさっているの

ですね。 

・この会ではいろいろな話を皆さんに聞いていただいたり、聞かせていただいたり本当に貴重な時間

です。 

 

 

とても参考になった 22 名、少し参考になった 2 名、記載なし 1 名 

 

 

「家族会でやって欲しいこと」 

介護保険制度３名  後期高齢者医療制度４名  

脳血管性障害５名  認知症 6 名  高血圧３名  糖尿病 4 名 

オムツ介助４名  入浴介助 2 名  食事介助 3 名 

自宅でできるリハビリについて 8 名 

介護教室 6名  治療食の作り方 4 名  会話の仕方７名 

Ⅲ．家族会に参加されてのご感想 

Ⅳ．今後の家族会に対するご意見・ご感想 
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・在宅介護に不安を感じている。 

・これから始まります。そんな時はお願いします。 

・なかなか優しい介護ができず･･･皆さんを参考に優しく接することができるように頑張りたいと思

います。 

・自分が体調悪くなってしまった。どうしようと思っている。 

・終の棲家について。 

・自宅に帰った時の食事内容（切り方、味付け）。 

・私の妻は寝たきりなので悩んでいます。 

・夜間のオムツ外し。 

・在宅でいつまで見られるか、状況が変わってきている。 

・主人の弟が「ショートステイに預けることはない」というので困ります。 

 

 

曜 日 ： 月曜 1 名  火曜１名  水曜 2 名  木曜 8 名  金曜 2名  土曜 2 名 

時間帯 ： 午前 1 名  午後 11 名  夕方 1名  夜１名 

 

 

・夜間のオムツ交換のことで本人が希望したら交換して欲しいです。 

 気持ちが悪くて休めないそうです。リハビリの時間を多くとってください。 

・｢何かあればいつでも相談してください｣の言葉で大変救われました。あったかいなー。 

・利用者が日々安心して暮らしている様子がとても嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。 

・大変お世話になっています。ありがとうございます。 

・とても丁寧にしていただいています。 

・介護士の方が大変親切なのでありがたいです。3 ヶ月以上入所がお願いできればありがたいですが、

法律があるのですか? 

・本人はもちろん家族にも温かく対応してくださり、感謝しています。 

・いつもご厄介になり感謝しています。 

・本人に合っているのだと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 

Ⅴ．介護における悩み 

Ⅵ．家族会開催時期について 

 

Ⅶ．アルボースに対するご意見・ご要望 


