
よろしくお願いします。
【はじめに】当院の医療型療養病棟（以下6病棟）
は、入院患者18名全員がオムツを使用しています。
6病棟ではオムツを、テープタイプオムツカバー（以
下アウター）とフラットと尿取りパット（以下パッ
ト）という重ね当てをしてきました。
今回スタッフがオムツの当て方の研修に行き、オム
ツの着用体験を通じ、知識不足や尿漏れに対する不
安感から誤った当て方を行っていたことを学びまし
た。男性職員がオムツでの排尿を体験し、尿漏れの
原因はオムツの数ではなく、当て方にあるのではな
いかということが明らかになりました。
今回、オムツの当て方の知識を深め、正しいオムツ
の当て方を学ぶ目的で病棟内において研修を行い、

新しく学んだ方法に変更しました。その後の尿漏れ
の状況を調査し、どのような改善がみられたかを検
証しました。その効果と今後の課題が見出せたので
ここに報告します。

【研究方法】

・フラットをなくし、アウターとパットでの漏れの
調査を行いました。

（パットの種類や個々の排尿パターンを記録し、皮
膚の観察を行いました。）

・男性職員のオムツ内排尿体験を基に当て方を工夫
しました。

・病棟内で研修会を行いスタッフが漏れないオムツ
の当て方を習得しました。

調査期間は
平成24年6月22日～平成24年7月22日
対象は
6病棟の入院患者18名のうち15名

（男性5名　女性10名）
方法は
15名全員が、アウターとパットのみを使用し、男
性はパットを女性当てにしてみました。女性当てと
は、ペニスを下に向け、尿道口に沿ってナプキンを
あてるように当てるやり方をいいます。
オムツ交換は1日8回を基本としました。

第６病棟 清原 道子 
     槙田 るみ 
     林 弘文 

～漏れない当て方への取り組み～ 

効果的な 
オムツの当て方 

・いままでのオムツの当て方 

  アウター＋フラット＋パット 

・研修でのオムツの当て方 

  アウター＋パット 

排尿体験などの 
研修受講 

しばしば 
漏れが発生！ 
病衣やシーツが 

汚損！ 

・アウター＋パットでの漏れの調査 

・オムツ内の排尿体験を基に工夫した 
 当て方 

・スタッフの漏れない当て方の習得 
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漏れないオムツの当て方への取り組み
～効果的なオムツの当て方～

発　表　者 清原　道子 広島県　公立みつぎ総合病院

共同研究者 槙田　るみ、林　弘文、沖　千代里
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漏れのあった患者を把握するため、オムツ交換時に
自作の調査票に記入してもらいました。
・尿漏れか便漏れかどうか ?
・尿・便が、パットからはみで、アウターが濡れて

いたかどうか ?
・アウターまでの濡れか、衣服までの濡れかどうか ?
・パットのギャザーは立っていたかどうか ?
・時間帯、便の性状、皮膚のただれ、発赤はあるか

どうか ? を調査しました。

研修会を実施しました。
6病棟のスタッフ15名のうち3名が「生き活きサ
ポートセンターうぇるぱ高知」の｛オムツの当て
方｝の研修を受け、オムツの構造、排泄ケア、オ
ムツの選び方について学び、フラットにはギャザー
がなく、尿漏れの原因になりやすい。オムツを多く
当てることによる、不快感があり、また蒸れて皮膚
トラブルの原因になることを知りました。効果的な
オムツの当て方の伝達講習を行うことで、スタッフ
の理解を得られ、フラットをなくしアウターとパッ
トのみを使用することになりました。

男性職員にオムツでの排尿体験をしてもらい、男性
でもパットは女性当てにするほうが吸収率が高いの
ではないかという感想をもらい、実施しました。
研修で学んだ方法でオムツ交換を実施しました。ア
ウターとパットを使用し、パットはアウターのギャ
ザーにはめ込み、体の中心にオムツの中心を当て、
アウター・パットを山折りにして密着させ、ギャ
ザーを立てました。

テープは下のテープから留め、大腿の隙間をなくす
ように下から上斜め方向へ、上のテープは腸骨に
引っ掛けるように上から下斜め方向へ留める、とい
う方法を実践しました。
男性はアウターとパット2枚を使用し、1枚はギャ
ザーを立てて女性当てにし、もう1枚はそのパット
を覆うように左右の体位変換時、体が下になる方の
下腹部に当てました。
家族にも、漏れないオムツの当て方の方法や、オム
ツの種類やサイズの説明をし、個々に合った尿量の
パットを購入してもいました。

*

日付 時 間 パット アウター 病衣 シーツ 

○
月×

日 

9：00 なし 
11：00 ○ 
14：00 なし 
17：00 ○ 
21：00 
23：00 
2：00 
5：00 

○ ○  様 

漏れのあった
ところに○印 

４ 研修会 

オムツの中心線を
患者の背骨に 
合わせる 

患者
背中 

患者
下肢 

このように 
ギャザーを立て 
陰部を覆います 

ギャザー 

*

①オムツ下部の 
テープを斜め 
上方に貼る 

②オムツ上部の
テープを斜め 
下方に貼る 
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調査を行った結果、物品の使用枚数からコスト比較
を行ったところ、4－3の表のような結果となりま
した。
この時、アウターは M、L、のサイズを使用してい
ますが、最も使用頻度の高い L サイズの単価で集
計しました。
その結果、15人の患者1週間当たりで約580円程度
の物品コストが削減されました。

【結果として】

偏った漏れの時間帯はなく、便の漏れ以外はほぼあ
りませんでした。
下痢便もパットから漏れていても、アウターのギャ
ザーでガードされていました。尿量の多い患者は他
の患者より1回多くオムツ交換を行うか、その時間
帯にビッグパットを使用しました。男性の尿量の多
い患者もビッグパットを女性当てにすることにより
漏れることはありませんでした。
発赤等皮膚の状態の変化はみられませんでした。
他の病棟でも伝達講習を行い、フラットをなくすこ
とができました。これにより、コストの軽減につな

がり、家族の負担も減ったと思われます。また、オ
ムツを交換する枚数が減ったため、ケアの時間の短
縮にもつながりました。

【考察として】

スタッフが効果的なオムツの当て方を習得しアウ
ターとパットのみでも尿漏れがないため、患者への
負担、不快感を軽減できたと思われます。
これによりスタッフの自信につながりモチベーショ
ンも上がりました。また、家族にも種類・サイズ・
控除の説明することにより理解が得られ、オムツへ
の関心が高まり、個々に合った種類やサイズを購入
してもらうことができました。
今回実践したオムツの当て方は漏れに対して非常に
効果が大きいといえます。
一部のスタッフが講義と実技の研修に参加すること
により、6病棟全スタッフに技術を伝達することが
できました。
これにより効果的なオムツの当て方を理解すること
ができ、同時に重ね当てのデメリットを知ることで、
重ね当てをしないというスタッフの意思統一ができ
たと考えられます。

4-3 サイクルコスト比較 
従 来 方 式 今 回 方 式 

使用物品名 
使用数

(枚) 
単価

（円） 
金額

（円） 
使用数

(枚) 
単価

（円） 
金額

（円） 
アウター
（Ｌ） 

2.8  116 324.8  3.4  116 394.4  

フラット 14.0  15 210.0        

パット 31.0  26 806.0        

ビッグパット       7.2  51 367.2  

合計     1,340.8      761.6  

1週間当たりの差額 579.2円 

※15人/1週間当たりの使用枚数。アウターはＬサイズで集計。 

・漏れやすい時間帯 

・漏れの程度・状況 

・皮膚の変化 

偏った時間帯なし 

ギャザーでガード 

なし 

・アウター＋パット 尿漏れなし 

・患者の負担，不快感を軽減 
・家族の理解も得られた 
・スタッフの意思統一ができた 
・スタッフのモチベーションが 
 向上した 
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【今後の課題として】

個々に合ったオムツの種類やサイズの購入を、病院
全体としても家族に説明し、依頼していく必要があ
ります。
また、今後も研修には積極的に参加し、高度な技術
を習得すべきです。このような技術研鑽から職員全
体のボトムアップを計画的に図り、意識向上に努め
る必要があります。
これで発表を終わります。
ご静聴ありがとうございました。

・さまざまな研修への積極的な参加 

 による職員のボトムアップ 
・病院全体としても家族にオムツの 

 サイズや種類の説明ができるよう 

 になる 

 

【目的】愛知県設楽町津具地区は県の北東部、奥三
河と呼ばれる地域にある。今回地域で住民主導の健

康教室が活動を始めたので報告する。

【方法および経過】津具地区は人口1400人弱、高
齢化率45% 以上の山間僻地である。平成17年10月
に隣の旧設楽町と合併した。地区内には入所入院が
できる施設はない。
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住民主導で動き出したロコモ予防教室の取り組み

発　表　者 高木　健太郎 愛知県　設楽町つぐ診療所

住民主導で動き出した 
ロコモ予防教室の取り組み 

設楽町つぐ診療所（愛知県） 
所長 髙木 健太郎 

支える医療研究所愛知支部 第9回発表 

設楽町津具地区（旧津具村） 
•平成24年4月人口 1392人。 
高齢化率45.1％（町全体で42.5％）。 
•平成17年10月、旧設楽町と合併。 
•地域の医療介護資源 
診療所、デイサービス、 
社会福祉協議会（ケアマネ・ヘルパー）、 
訪問看護・訪問入浴は隣地区より来訪。 
ショートや入所・入院は地区外へ。 

地域で住民が動き出した！ 
•愛知奥三河山間部に、住民主導による 
健康教室が活動を始めたので報告する。 
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