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1 ．講話 「おむつの種類と当て方 ～ご家族の疑問を解決します～」 

 ●平成28年度 ケア向上改善部会長 岡田 ゆうこ      

2 ．家族介護体験談 

 ●ご自宅でお父さまを介護されている、石坂さまにお話を 

       お伺いしました 

3 ．意見交換会 

 ●利用されている療養棟・サービス別にグループを作り、ご家族 

  同士でお互いの抱えている介護の悩みについて話し合いました 

プログラム 

開催日 ：平成29年1月27日（金） 

開催場所：美原記念病院1階 講堂 

参加人数：24名（男性：4名 女性20名） 

（2階：8名 3階：8名 ユニット：1名 通所リハ：7名） 

介護老人保健施設アルボース  
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おむつの種類と当て方 ～ご家族の疑問を解決します～ 

平成28年度  ケア向上改善部会長 岡田 ゆうこ 

市販されているものにはいろいろな種類があり、時間や量によって使い方はさまざまです。 

おむつの種類を把握して、その方にあったものを見つけ、上手に活用しましょう。 

外側のおむつ テープタイプ・パンツタイプ 

パット  レギュラータイプ 排尿約2回分 

       ワイドタイプ   排尿約5回分 

  長時間用   排尿約6～８回分 

■おむつの種類と当て方について 

●種類（市販されているものでは下記のような種類があります） 

※当施設では白十字社製を使用 

・排泄パターンを知る 

 交換した時間・量を約1週間記録するとおよその排尿パターンがわかります 

・メーカーを選ぶ 

 各メーカーによってサイズや形が違います。また、かぶれてしまう場合は、他の  

 メーカーに変更してみてください 

・外側のおむつのサイズを選ぶ 

 体、お尻の大きさ、足の付け根の太さなども重要になります 

・パットを選ぶ 

 尿量や使用する時間帯によっても種類があります 

●おむつとパットの選び方 

●おむつ交換の時に用意しておくもの 

・手袋、おしり拭き、新聞紙、ゴミ袋  

 ※あると便利な物 

 防水シーツ、食器用洗剤の空容器（洗浄用） 

 肌の乾燥を防ぐためのワセリンやクリームなど  
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尿量の多い方、褥瘡のある方には 
ジャバラ当てがオススメ 

●おむつの当て方 

●おむつの当て方Q＆A 

Q1：おむつを取り扱う時に注意することはありますか？ 

A：おむつ・パットには吸収ポリマーが敷いてあります。広げるときに強く振ると 

ポリマーが片寄ってしまうため、振らずに開いてください 

Q2：パットの入れ方のポイントはありますか？ 

A：外側のおむつのギャザ－を立てて、パットを差し入れると漏れ防止になります 

  （下図左参照） 

Q3：パットを当てるときのポイントはありますか？ 

A：女性の場合 １枚当てが基本です。しかし、おしりに傷がある場合や尿が勢い 

  よく出て漏れてしまう方には、小さいパットをジャバラにしたものを尿道に 

  当てるとよいでしょう（下図右参照） 

  男性の場合 1枚はおしりへ当て、もう１枚は男性器に巻きつける方法が主流で 

  すが、パットの吸収する面が少なくなるため、漏れることが多い方には、女性と 

  同じように１枚当てのほうが漏れが少ないです。その際は、大きめのパットを 

  オススメします 

 おむつのことでお困りでしたら、いつでもスタッフへお声かけください。その方に合った
当て方などを詳しくご説明させていただきます。 

①ご利用者に横になってもらい、外側のおむつの中心と 

 ご利用者の背骨が合うように敷きます 

②反対側に横になってもらい、外側のおむつの中心が背骨に 

 あっているか確認します 

③仰向けになってもらい、太ももの内側からおむつを引き 

 出しながら左右対称になっているか確認します 

④太ももの付け根にそって、お腹に当てます テープを 

 つける時はきつすぎないように注意しましょう 

おむつのギャザーの中に 
パットを差し入れる 

Point：テープを右図のように 

対角線上に交差するように 

とめるとしっかりフィットします 

① 

④ 

Q2 Q3 
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家族介護体験談 石坂 芳江さま  

               私は、小学6年生の頃から、祖母のおむつ交換や夕食の世話を 

              少しですが手伝っていました。母は、NTTに勤務し電話の交換手 

              をしていました。遅番があり、夜8時までの勤務の時は母に代 

              わって寝たきりの祖母の面倒を見ていました。母の後ろ姿を見て 

              育った私は、いつか母の面倒を見てあげようと思っていました。  

               母は50代後半頃から徐々にリュウマチの痛みが出て、痛くて 

              靴が履けなくなり、父も勤めを休むわけにもいかずスリッパを履 

              いて、1人で電車やバスに乗り、前橋の病院へ検査に行ったそう

です。結局原因は、わかりませんでした。その後母は、手足の変形や膝が大きく腫れベッド生活

を送るようになりました。父は定年後、母に代わって食事作りなど家事をするようになりました。

私は実家から2時間ほど離れた所に住んでいたので、時折2歳の娘の手を引いて、もう片方の手に

は、手提げ袋を、背中にはリュックを背負い、手作りの料理を詰められるだけ詰めて、母の喜ぶ

顔を見に、父が少しでも楽ができるようにと電車やバスに乗って会いに行きました。時折席を

譲ってくださる方がいて、その暖かさが心に染みました。母がリュウマチと診断されたのは、だ

いぶ月日が過ぎてからでした。膝は骨と骨を擦り合わせて、動かしていましたから、医師から

「それで動けるのが不思議だ」とよく言われました。変形に至るまでも、その後も痛みがあるよ

うでした。自分でできることは、一生懸命にやる人でしたから、朝はベッドの上で、自分で考え

たリハビリ体操から始まり、身体によいことはすぐに実行していました。1日のスケジュールは、

自分で決めていましたし、自己管理がしっかりとできた人でした。そんな母がレビー小体型認知

症とわかったのは、母が亡くなって数年たってからでした。当時はまだ知られていない認知症で

した。いるはずのない人が見えたり、ないはずの料理の匂いがしたりと、それを訴えても、誰に

も理解してもらえないことでとても苦しんでいました。病院では、被害妄想と診断され入院する

ように促されました。記憶力もよく、認知症とはとてもとても思えませんでした。私は、思い

切って入院ではなく孫もいる私の家で一緒に暮らすことを決心しました。環境を変えてあげたこ

とで、徐々に、以前の母に戻って、穏やかになっていきました。私の娘も優しく接してくれまし

た。妄想は消えませんでしたが、仕方がないことと割切ったようです。83歳の時、底冷えのする

朝、心臓疾患で突然亡くなりました。母と暮らせた10年間に悔いは残りませんでした。その少し

前に1度だけ病院の帰り道、母から誘われて喫茶店で飲んだ最初で最後のコーヒーは、思い出の

味になりました。その後父は、1度行ってみたいという会津の磐越線西線ローカル線の旅へ、私

の夫が連れて行ってくれました。申し込みに行った私に、旅行会社の 

女性が「おいしいお弁当が駅に着いたら用意してありますから楽しみに 

していてくださいね。おいしですよー」と聞き、期待して2人は出かけ 

たのですが、着いた駅にはお弁当どころか何もなくローカルすぎて、 

お昼を食べる所すらなかったそうです。善かれ悪しかれ思い出に残る旅 

だったようです。これが父にとって最後の旅行になりました。 

2階一般棟を定期利用しながら、ご自宅でお父さまの介護されている、 
石坂さまにお話をお伺いしました 
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 父は4年半前、私の家に遊びに来た晩に多発性脳梗塞を 

発症しました。入院中にも血管が細いためか、再び発症し、 

1年以内に3回発症しました。左の手足が一時まったく動か 

なくなりましたが、リハビリのおかげで、身体的ダメージは 

少なくてすみました。在宅介護中に、トイレ介助をしている 

と「悪いな迷惑かけて」と謝るので、私も「子供の時、面倒 

見てもらったからそのお返し、気にしないで」と言うと、 

「すまないな、そう言ってもらえるとありがたいよ」と少し 

は気持ちが軽くなったようでした。その後、在宅介護中に 

急性大動脈解離を発症。最初の緊急搬送では、軽い肺炎と診断されました。不整脈と背中の痛み

を説明したのにもかかわらず、家に帰ることになってしまいました。フラフラの父を、夫と2人

で抱え、やっとのことでベッドに戻りました。翌日、再び緊急搬送をお願いした別の病院でも、

軽い肺炎と診断されました。「先生、様子がおかしいんです。入院させてよく調べてください」

と必死にお願いしたところ、しばらく迷っていた医師の口から「私も家族が同じ立場になったら、

放っておけないと思いますよ。入院させましょう。家では見られませんよね」と温かい言葉をか

けていただきました。翌日、急性大動脈解離とわかり命拾いしました。今も在宅介護中は、父の

部屋で寝て、様子がわかるよう毎日気が抜けませんが、訪問医師、看護師さんにお願いして、何

かあれば来ていただけるので安心です。父が戻ってくると、さすがの私も忙しくて体重が少し落

ちます。そんな時、「ダイエットできたのは、お父さんのおかげだね。ありがとう」と言うと

笑ってくれます。 

 アルボース入所中にも、胆のう炎を発症し内視鏡処置をしたり、誤飲性肺炎もありました。

91歳になった今では、笑うことも少なくなり、涙をよくこぼします。認知機能の低下、体力、

筋力も低下し飲み込む力も、めっきり弱くなってしまいました。私も介助しますが、それでも自

分で、頑張って口に運んで食べています。お世話になって3年半、2階のエレベーターを降りる

と、聞こえてくるスタッフ皆さまの明るい声が、心地よく響いてきます。何かあれば、利用者と

家族に寄り添い、些細なお願いも受け止めてくれます。対応の早さには驚きます。そんな皆さま

に支えられて、日々を送れていることに感謝しています。他の施設に行くことは考えられません。 

 私も、2年前から膝が悪くなりました。膝に軟骨のかけらが挟まり曲がらなくなったり、今で

は階段を昇るたびに、ポキポキと音がします。医師の診断では、膝が老化しているそうです。医

師から「今から大事にしないと、いずれ人工関節の手術になるから。今無理すると、手術が早く

なるだけだよ。お父さんの面倒は無理だよ」と言われました。私あっての父ですから、私も体調 

              に気をつけて、できるところまで頑張ってみようと思います。 

               今も父は、私がアルボースから帰ろうとすると、「ありがとう。  

              気をつけて帰りな」と気遣って声をかけてくれます。昔から優し 

              い父です。いつまでも父でいてくれることを願って、私は、これ 

              からも介護を続けていきたいと思います。 
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アンケート集計 

回答数：19名（回答率 79％） 

性別 男性：4名  女性：13名  無回答：2名 

住所 市内：11名 県内その他：5名 県外：2名 無回答：1名 

年齢 40代：1名 50代：3名 60代：8名 70代：3名 80代：4名   

利用者との関係（ご家族の続柄） 

   夫：3名 妻：3名 妹：1名 息子：2名 娘：6名 義母：3名 知人：1名 

Ⅰ. アンケートに回答された方について 

Ⅱ. 話を聞いてのご感想をお聞かせください  

おむつの種類と当て方 ～ご家族の疑問を解決します～  ケア向上改善部会長 岡田 ゆうこ 

 
・パットのジャバラ折りやハイレグの様に当てるなどの、コツを教えていただき大変参考に 

 なりました 

・おむつの当て方はその人それぞれで難しいようです。多少でも動ける人はよいでしょうが、寝た 

 きりで半身麻痺している人などは、とても大変だと思いました 

・おむつの使い方が大変参考になりました 

・男性と女性のおむつの当て方の違い、参考になりました 

・以前、介護をしていた時より、おむつの種類の多さに驚き使い方もいろいろあるのでとても参考 

 になりました 

・参考になりました。わからないことが発生した場合は、質問したいと思います 

・実生活で、ぜひ生かしたいと思いました 

家族介護体験談  石坂 芳江さま 

 
・すばらしいですね。つらい日々でしょうが頑張ってほしいです。ありがとうございました 

・わかっていなくてはいけない所がわかっていなかった。もっと勉強が必要なことに気付きました 

・家族のあり方で介護の内容も大変さも変わるのでしょう。前向きに受け止め明るくすばらしいと 

 思いました 

・介護している方も疲れて体が悪くなって大変ですね 

・介護を前向きに、明るく接してすばらしいと思いました 

・私も最後までやさしくしてあげようと思いました 

・心温まるお話でした。頑張ってもらいたいと思いました 

・皆さま頑張っていらっしゃるなぁと思いました 

・感動いたしました 
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Ⅲ. 家族会に参加されて、ご自身の介護に参考になりましたか  

・とても参考になった：15名 ・少し参考になった：2名 ・無回答：2名  

ご家族同士の意見交換会 

 
・大変参考になりました 

・やはり最終的にはトイレの問題だと感じました 

・十人十色とは言いますが、家族の考え方や接し方で変わるのでしょう。みなさまの話を 

 聞くのはとてもよいことだと思います 

・いろいろ聞くことができ参考になりました 

・大変よかったです 

・制度についての講話 

    後期高齢者医療制度：1名  

・病気についての講話 

    脳血管障害：6名 認知症：8名 高血圧：5名 糖尿病：4名  

・介護方法についての講話 

    おむつ介助：1名 食事介助：1名   

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：7名   

・実技をともなう講話 

    介護教室：2名 治療食の作り方：2名 会話の仕方：3名  

・その他、ご提案をお願いいたします 

    寝ている姿勢から、立つ時の介助の仕方 

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  

Ⅴ. 介護についてのお悩み  

・昼夜逆転状態になってしまった時の対応 

・重度の母を、たとえ１週間でも家につれて帰り見ることができるのかとても不安 

・今まであまり大きな声とか命令するような言い方とかしなかったのですが、やっぱり 

 認知症が進んでしまったのかと、とても辛いです 

・トイレ介助の仕方 
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時間帯はいつ頃がよろしいですか（複数回答可） 

午前：2名  午後：13名  無回答：5名  

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：0270-21-2700 

 FAX：0270-21-2704 

 Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos 
発行：地域交流広報部会 

曜日はいつがよろしいですか（複数回答可） 

日曜日：1名  月曜日：3名  火曜日：4名  水曜日：5名   

木曜日：3名  金曜日：7名  土曜日：1名  無回答：8名  

Ⅶ. アルボースに対するご意見・ご要望  

Ⅵ. 開催時期についてご意見・ご提案  

・とても有意義な時間をありがとうございました 

・ベッドで寝たきりなのに、たくさんの人に声をかけられ、手をかしてくださり、口の中も 

 とてもきれいにしてくださり、感謝あるのみです 

・大変満足しています 

・皆さまとてもあいさつがよくできていると思います 

 洗濯物などが他の方のお荷物に混入してしまったり紛失してしまったりすることがあり、 

アルボースご利用者、ご家族の皆さまにご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳なく、再発 

防止に努めているところでございます。 

 なお、当施設をご利用いただく際には、衣類、その他すべてのお持ち物にお名前を明記して

いただくようお願いいたしておりますが、時々記入のないものが見受けられます。皆さまには

大変お手数をおかけいたしますが、混入や紛失を防ぐため、お持ち込みの際毎回お名前のある

ことをご確認いただきたくお願い申し上げます。同姓・同名のかたもいらっしゃいますため、

フルネームでご記入ください。また、漢字は不鮮明になりやすいので、必ずひらがなかカタカ

ナでわかりやすくご記入ください。新しく追加されたものや字が薄くなってしまったものに 

つきましても、あらためてお名前のご記入をお願いいたします。 

 お名前のないもの、ハッキリ読めないものにつきましてはスタッフが記入させていただく 

ことがございますのでご了承ください。 

 皆さまのご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

                           看護介護師長 滝原 典子   
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