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泄総合 ります 

ら午後 5 時 30 分まで 

修会、勉強会、見学会等 

談日 

館日 

 

別相談は有料となっております。

問い合わせください。 

「オムツレンジャーを結成しました！」 
伊神敬人（2007 年 10～12 月 2 月研修受講）

  

こんにちは。排泄ケアが大好きな看護師の伊神敬人で

す。オムツフィッター2 級を終了して思うことは、自分の中での

おむつのことや排泄ケアについての考え方が大きく変わったこと

です。排泄ケアについて考える視点が大きく広がったことが大

いに看護に役立っていることを日々実感しています。オムツフィ

ッターになることで、多くの方々に排泄ケアについての理解やお

むつについてのことを気軽に相談できる場所をつくることが大

切であると感じています。その中で、排泄ケアに関心のある仲

間とオムツレンジャーを結成し、おむつ着用での排尿体験や

勉強会の活動をしています。むつき庵でのオムツフィッターで知

り合った仲間達との出会いは大切であり、今後も排泄ケアに

ついての情報交換を行いたいと思っています。 

第 2回オムツフィッター勉強同窓会ご報告 
2007 年 12 月１日（土） ホテルルビノ堀川において、吉田先生を講師にお迎えし開催

いたしました。約 50 名の方が参加されました。 

吉田先生の講義をとても熱心に聞き入られ、懇親会では近況報告や情報交換などさ

れ、終始和やかな雰囲気の中で無事に終了いたしました。 

＜オムツフィッター掲示板＞を開設しました！ 
かねてより皆様からご要望がありました掲示板を、2 月１日に開設しました。 

掲示板への投稿はオムツフィッター研修を受講された方だけでなく、一般の方からの投稿も可能です。 

投稿を希望される方は「むつき庵」までご連絡をいただきましたら、ログインに必要なパスワードをお伝えいたします。 

この掲示板が皆さんの意見交換の場所として、活発に利用されることをスタッフ一同願っています！ 

「おむつフィッター２級を終了して」  
児玉陽子（2007 年 10～12 月 2 級研修受講）

 

これまで｢男性の排尿は尿取りパッドを三角に｣｢夜間

などにはテープ式紙おむつと、切込みを入れた尿取りパッ

ドを重ねれば、尿は下へと広がり万全｣とされていたことが

ことごとく崩されていく。ショックを覚えながら、宿題で｢排尿

体験｣として配布されたテープ式紙おむつ（パンツ型紙お

むつ）と尿取りパッド、防水シート。重ねたパッドの違和

感。出したくても出ない苦しさ。冷や汗をかきながら踏ん

張ってやっと出しても残る残尿感。余儀なくおむつを着け

る方の心中は想像することしかできません。尊厳ある生

活を送っていただくためには、｢排泄ケアは介護の原点｣。

快適な排泄環境作りに｢オムツフィッター｣の役割の重要

性を痛感した研修でした。 

来る 4月 25日(金)～27日(日)、インテックス大阪で｢バリアフリー2008｣が開催されます。この期間中、

本展企画コーナーにむつき庵主催の「おむつコーナー」を開設します！紙おむつをはじめ排泄用具メー

カー様のご協力により、新製品などを含めて展示いたします。一人でも多くの方々にこのコーナーへお

越しいただきましたら幸いです。また、最終日の 27 日にはむつき庵代表の浜田きよ子が特別講演をい

たします。そして本展には、オムツフィッター２級の稲村吉則さんのブースもあります。皆様お誘い合わせ

のうえ、この｢バリアフリー2008｣へお出かけください。詳細のお問い合わせはむつき庵へ！ 

     

通信Ｎｏ．１０

 
今年に入って寒い毎日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。むつき庵のスタッフ一同は年

齢にも負けず？元気にしております。 

「むつき庵の開設にあたって、この場所で何ができるのだろうと思ったものだ。しかし思えばむつ

き庵はいろんなふうに広がっている。広がりに意味があるのではない。私たちの思いに共感してくだ

さる方々に出会い、『人の暮らしを支える排泄ケア』をともに考える人がいるのが大きな力である。そ

れを素直に感謝したい。研修を受けてくださり、地域でオムツフィッターとして活動している人や研究

会をしている特別養護老人ホームの方たち、相談のため、むつき庵に足を運んでくださる方々、支

えてくださるメーカーさんたち、いろいろな方のおかげでむつき庵はかたちを作っていっている。そ

んなことが嬉しい」。 
これはやっとできあがりつつある「排泄ケアが暮らしを変える」（ミネルウ゛ァ書房２月末発行予定）のあとが

きです。むつき庵を舞台にした本で、私の排泄ケアに対する思いを書いているもので、読んでいただければ

幸いです。むつき庵５周年の今年、やはりこの文章のようなことを思っています。 

１級研修の開始、４月のバリアフリー展への出展、東京でのおむつのファッションショーなど、することがたく

さんあります。今年も精進を重ねて行きますので、よろしくお付き合いくださいますよう。 

 

むつき庵代表 浜田 きよ子

◆オムツフィッター研修のご案内 
★ １級研修を開催します！ 

★ ３級研修を高知で開催！ 

 

◆ ファッションショーｉｎ東京公演

開催のご案内 
 
◆ミニむつき庵コーナー 

◆メーカーイチ押し情報 
◆オムツフィッター受講者の広場 

◆バリアフリー2008 に 

    「おむつコーナー」を開設します 
◆オムツフィッター同窓会のご報告 

◆ホームページでの掲示板を開始します 
丸太町駅下車 徒歩 15 分 

立売バス停下車 西へ徒歩 3分 

ら市バス 9番  西賀茂車庫行き 

ら市バス 50 番 立命館大学行き 

ら市バス 12 番 立命館大学行き 

ら市バス 12 番 立命館大学行き 

約 15 分（1,500 円程度） 

㈱排泄
〒602-8123 京都市上

Ｔｅｌ：０７５-８０３-１
ＵＲＬ ｈｔｔｐ://www.m

むつき庵は㈱排

午前 10 時か

月～水 予約の研

水 個別相

木～土 一般来

日・祝 休館日

月～水の予約研修・個

詳しくはむつき庵までお
研究所が運営してお



一昨年の秋に、むつき庵は 3 周年記念イベントとして「おむつのファッションショー」を京都で開催。500 人にものぼる方々にご観覧

をいただき、盛況のうちに終えることができました。それ以降、次のファッションショーの開催を期待する多くのお声をいただきました。 

今秋、むつき庵は 5 周年を迎えます。そこで、第 2 回「おむつのファッションショー」を東京で開催することに決定しました。今回は、

前回ご覧になっていただけなかった方々にもぜひご観覧していただきたく、広い会場を用意しました。内容もさらにアップしてお見せし

ようと、協賛のメーカーさんと一丸になり、開催へ向けて発進しています。 

 なお、一般に先駆けて、前売り予約をお受けいたします。ご希望の人数を FAXかメールにてむつき庵へご連絡ください（前売り 800
円、当日売り 1,000 円の予定）。 

 

 

 

昨年のオムツフィッターには、北海道・稚内や沖縄など、遠くからも研修を受講してくださいました。２級研修では、50 人

以上の方々が資格を取得されました。そして、２級資格修了者の方々からたくさんのご要望があった１級研修を、いよいよ

今秋から開催の予定です。詳細等は、むつきあん通信やホームページで順次、ご案内いたします。 

3 級研修は 11 月までの日程が下記のとおり決定していますので、お知らせいたします。 

 
★研修会場：京都社会福祉会館 

★受講費：各講座 20，000 円 

※交通費･ご宿泊費は含まれません 

★お申込は各講座とも定員になり次第締め切ら

せていただきます。なお、日程・会場等は変更する

ことがあります。ご了承ください。 

 

★3 級東京研修は、   

                     ４月以降に決定します！                               

                                                

 

 

 

オムツフィッター３級研修を各地で開催してほしいと多くの方々から声があり、昨年は東京で開催しました。そこで今年もご要

望にお応えするべく４月に高知で３級研修を開催することが決定しました。会場は、高知市でミニむつき庵を展開しています

「ａｉｃｏ［あいこ］」さんからご提供をいただきました。排泄ケアについて広く学びたい方でしたら、どなたでも受講できます。 

 

開催日時：平成 20 年 4 月 10 日（木）～12 日（土）の 3 日間 
       1 日目／13：30～17：00、2 日目／9：30～17：00、3 日目／9：00～12：00 

研修会場：土佐ガス㈱「ａｉｃｏ［あいこ］」 
       高知市朝倉西町１丁目 10-16  TEL：088-828-8580 FAX：088-828-8570 

受講料：20，000 円（お一人様）※交通費・宿泊費は含まれません。 

 

★☆★京都研修、高知研修のお問い合わせ・お申し込みは、 

★                むつき庵ホームページ／お電話／FAX のいずれかでお願いいたします★☆★ 

【3 級研修】（いずれも月・火･水の 3 日間） 

3 月 17～19 日／4 月 21～23 日／7月 14～16 日 

10 月 20～22 日／11 月 17～19 日 

【2 級研修】（いずれも月･火の 2 日間） 

Ａ講座：5 月 12、13 日／Ｂ講座：6 月 9、10 日／Ｃ講座：7 月 7、8 日 

【1 級研修】 

Ａ講座：11 月 10、11 日／Ｂ講座：12 月 1、2 日 

Ｃ講座：平成 21年 1月開催予定／Ｄ講座：平成 21年 2月開催予定

※3級・2 級研修のお申込受付は開始しています。 

このショーのモデルさん、当日の受付や会場案

内など、お手伝いしてくださるボランティアの

方々を広く募集しています。参加したい！ と

思われる方は、むつき庵へお申し出ください。 

一人でも多くの方と「おむつのファッションショー」

を盛り上げたく、応援をお待ちしています！！

 

 

 昨年 11月に開設しました“ミニむつき庵 伊豆しもだ”です。今

まで介護保険サービスの貸与事業所として運営してきて、多くの

排泄の問題に直面してきました。どれも難しい問題ばかりで、い

ろいろと思案した結果今回の開業に至りました。 

 排泄問題を単に身体にあったおむつを紹介するのではなく、今

までの経験を生かし最も快適に過ごせる問題解消の方法を提

案できるようにがんばっていきます。どんなお悩みでもお気軽にご

相談ください。 

 

開館日：毎週水曜日 10 時から 17 時まで 

（ご連絡をいただければほかの曜日も対応可能です） 

住 所：〒415-0022 静岡県下田市２丁目 11-25 

ＴＥＬ ：0120－277－062 

「ミニむつき庵」は、さまざまな地域に暮らす人々に寄り添いながら、おむつを含めた排泄用具や、衣・食・住・医の広い視点

に立って、排泄の悩みの相談、排泄用具などの購入ができる場所です。ただ今、9 つの地域でオムツフィッターがミニむつき庵の

活動を展開しています。今回は、昨年 11 月に静岡県下田市に、12 月に京都府京丹後市にオープンしたミニむつき庵をご紹

介いたします。お近くにお住いの方々は、ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。 

2007 年 12 月にオープン  

「京丹後市 ミニむつき庵 丹後」

 
2007 年 11 月にオープン 

｢下田市 ミニむつき庵 伊豆下田｣

 
京丹後市網野町の街中、ライフサポート丹後園敷地内、「高

齢者専用賃貸住宅ほほえみ」の１階「デイサービスセンター住の

江」（定員 15 名、時間延長可能、夕食後の送り可能）の一角

に、平成 19 年末にオープンしました。 

 街中の特性を十分活かし、地域との密着、情報発信を目指

し、自分に適した排泄用品を見つけていただくことができる情報コ

ーナーとして、ご本人、介護者、支援者等のさまざまな立場から

利用していただけるような場所にしたいと考えています。 

 

開館日：元旦を除く毎日 8 時 30 分から 17 時 30 分 

住所：〒6２9－3101 京都府京丹後市網野町網野 390－10

TEL：0772－72－6660 

FAX：0772－72－5551 

 
※ライフサポート丹後園敷地内には、ほかに小規模多機能型居宅介護事

業所、「ふれあいホームあみの」と認知症対応型協同生活介護事業所「グ

ループホームあみの」(平成２０年４月オープン)を併設しています。 

紙おむつパッドホルダー「ソ・フィット ガード」誕生！ 
この「ソ・フット ガード」は、「おむつは下着です」をコンセプトに開発されました。利用者・介護者、どちらの負担（機能・快

適・経済）も軽減する有効な方法として考案されたもので紙の尿パッド用の専用ホルダーです。 

紙の尿パッドがもつ吸収力とコンパクトさを有効に活用するもので、布のもつ通気性やファッション性、繰り返し使える経済性

などが特徴です。 

ソ・フィットガードは伸縮力があるホルダーで、紙パッドをしっかり固定できます。パッドのズレを防ぐ構造が特許として認定され

ています。両サイドが開閉できるので、寝た状態でもパッド交換が楽にできますし、面ファスナーを閉じればパンツとしてそのまま

上げ下げできます。これは、今求められている排泄スタイルの「機能性・快適性・経済性」の３つの要素を満たしてくれます。 

このコーナーでは、排泄に関連のあるメーカーか

ら、新製品や豆知識などを紹介していただきま

す。第１回目は、布おむつメーカーの「ニシキ

(株)」から新製品のご紹介です。 

 

パッドの

とで尿パ

また、寝

状態でも

きる。 

「快適性」 
 

軽くて通気性がよいため肌

トラブルが大変少なくなる。

デザインも普通の下着と変

わらない工夫をしている。 

｢経済性｣ 
 

使い捨て商品ではないため、

何回も繰り返し洗濯して使

用できるので、経済的で環

境に優しい商品。

【利用者の声】 

・パッドがフィットしモレが改善で った。・費用も軽減でき、排泄スタイルが変った。（滋賀県 特養 115 床） 

・かぶれが改善し軽装になった フィットし当てやすかった。・立位での交換ができ、介護が楽になった。・日中夜間と

使用できパッドの大きさを変え

尿量などに

た紙パッド

入れて使用

日 時：平成 20 年 9 月 25 日（木） 
第１回目公演 10：30～13：30  

第 2 回目公演 16：30～19：30 

場 所：「きゅりあん」 
（品川区立総合区民会館） ＪＲ大井町駅に隣接 

対象者：一般の方、施設の方ほか 
排泄ケアに広く関心のある方 

（１公演：900～1000 人） 
「機能性」
 

体に優しくフィットし紙

ズレを防止し、そのこ

ッドからのモレを防ぐ。

た状態でも、立った

パンツとしても使用で

きた。・肌ﾄﾗﾌﾞﾙが少なくな

。・硬縮がある方にも体に

合わせ

１枚を

 

ることでモレの改善ができた。（京都 特養 80 床） 


