
排泄用具の情報館「むつき庵」がオープンしてもうすぐ６年が経ちます。この間、多くの相談を受

けたり、研究会を重ねたりするなかで、あれこれ考えさせられることがあります。一つは、まだまだ

その人に合った排泄ケアが行われていないこと。もうひとつは身体ケアという視点で捉えることの限

界です。「個人へのいいケアは存在するのか」というと言い過ぎかもしれませんが、その人の暮らしに

関わるいろいろな視点も含めて考えねばいけないと強く思うようになりました。私は常々、介護は技

術や制度論のみで行えるものではないと思ってきました。にもかかわらず現状はそのハウツーばかり

です。 
人の生はその人が暮らす「場」とともにあります。そこで人は暮らし、老いていつかは亡くなりま

す。その背景となる地域のあり方や、老いとともにある暮らしについても考える必要があります。 
そんなことを考える集いを１２月１２，１３日に京都で行います。オムツフィッター同窓会やミニ

むつき庵の集まりも兼ねたもので、事例や地域の取り組みなど、発表は大歓迎です！是非京都にいら

してください。（詳しくは別紙を参照のほど）加えてオムティックラバーズバージョンでおむつのミニ

ファッションショーも開催します。事例のエントリーやモデルさん、ボランティアさんを募ります。

実はしばらくはおむつのファッションショーはやらないと思っていたのですが、このバージョンなら

見ていただきたいと思いました。 
12月、京都で皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。 

むつき庵 代表 浜田きよ子 

     

通信Ｎｏ．１３

◆  オムツフィッター研修のご案内 

    ☆平成２１年度３級研修 

☆平成２１年度後期２級研修 

☆平成２２年度１級研修開催予定 

◆ 特集「介護・暮らし・いのちを考える集い」開催 

・フォローアップ研修 ・オムツフィッター事例報告 

   ・シンポジウム ・同窓会 etc 

◆  新しいミニむつき庵のご紹介 

◆  メーカーイチ押し情報  

 「リフレ・秋の新商品」から 

◆  “北陸オムツフィッターの会”誕生！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

日時：２００９年１２月１２・１３日（土･日）        

      参加費  両日：2.500 円  12 日：1.000 円  13 日：2.000 円 

    共催：排泄用具情報館 むつき庵   京都市長寿すこやかセンター                            

 

 １２日（土） １３時～１６時３０分  定員 300 名          １３日（日） １０時～１６時３０分  定員 400 名 

会場：ひと・まち交流館 京都                   会場：京都アスニー 

    １３：00 講演                               １０：００ 特別養護老人ホーム「真盛園」 

         「地域で高齢者の暮らしを支える」                    ～その人に寄り添うケア～ 

              ～泌尿器科医として～                １１：００ 「高齢者の暮らしを支える地域金融の可能性」 

         講師 市川 晋一 氏                            吉澤 保幸 氏  

         秋田県仙北市西明寺診療所 所長                   場所フォーラム代表幹事  ぴあ顧問  

    １４：３０ オムツフィターからの実践報告                 １１：３０ 「結び合う社会への想像力」 

    １５：３０ 施設からの報告（仮）                            中井 徳太郎 氏  

    １６：３０ 終演                                     財務省・NPO 健康医療開発機構理事 

                                            １２：００ 昼食休憩 

☆「オムツフィッター」とはむつき庵が、排泄ケアのスペシャリストを      １３：００ 「介護を巡る諸問題」     
養成するための研修を実施し、研修を修了された方の認定資格です        浜田 きよ子 

   ※進行の状況により時間が前後することがあります                   高齢生活研究所 排泄用具情報館 むつき庵 

   ※１２日は１１：００より紙おむつメーカーの展示ブースを       １３：３０ 講演  

ご覧いただけます                                「いのちと風土」 

   ＊市川氏のプロフィール                                講師 内山 節 氏  哲学者 

    泌尿器科専門医として３０年間地域医療現場で高齢者      １４：４０ シンポジウム  「高齢者の生きる場を支える」 

    や要介護者の診断に従事。 東京スポーツに連載中               ～求められる協生の思想～                 

＊内山氏のプロフィール                          １６：１０ 「おむつのミニファッションショー」     

ＮＯＰ法人「森づくりフォーラム」 代表理事                      ～オムティックラバーズ・バージョン～   

    東京と上野村を往復。自然とともに暮らす人間の視点から、 

労働を思考軸に据えた実践的な哲学理論を展開し幅広く活動。 お問い合わせは 排泄用具情報館 むつき庵まで 
    著書に「怯えの時代」「戦争という仕事」など多数。          TEL：075-803-1122  E –mail：info@mutsukian.com 

                                                                       

 
「老い」や「高齢者」という言葉から多くの人が連想するのは「介護」。しかもそこで議論されるのは介護保険制

度や介護技術の向上といった内容が中心です。 

確かに「高齢者の暮らし」を考えようとすれば、そこには自ずと介護も問題となりす。 

しかしそれは単に介護の専門家育成や介護保険制度の問題ではなく、そこには「老いとともに生きる」という視

点を欠かすことはできません。 

高齢者はかつて地域の力であったはずですが、今はもっぱら「介護される人、あるいはその予備軍」と思われ

ているのが現状です。「人が健やかに生きて、そしてごく自然な暮らしのなかでいつか亡くなっていく」という当たり

前のことが、今は困難な時代です。 

介護・暮らし・いのちはどれもが関係しあっていることなのに、これらをつなぐ思想はほとんどありません。介護に

ついては制度や技術ばかり、暮らしといえば元気な人たちの暮らししかイメージされず、いのちの問題も臓器移

植のような個体のいのちのレベルでしか語られません。 

そのようしてバラバラにしか論じられない各論ではなく、全体を見通す議論をしっかり行うことがいま求められて

いるのではないでしょうか。 

そこでこれらの問題を一つにつないで考え、多くの方々とともに語り合いたく、集いを企画いたしました。 

是非ご参集ください。                                 むつき庵 浜田 きよ子 



      

      オムツフィッター研修のご案内   

 
                                                       

                                                   
                            

                               

 

 

 

★研修会場：京都社会福祉会館他 

★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、会場等は変更することがあります。ご了承ください 

 

フォローアップ研修が始まります！             

排泄に何らかのトラブルが生じたとき、医療や食事、住環境、福祉用具などの幅広い視点から排泄について提案できる｢排泄の専

門員｣が各地にいて、気軽に相談ができたら暮らしはもっと変わる・・・との思いから、２００４年の９月に初めてオムツフィッター研修をむ

つき庵の２階で開催し、今年で５年目を迎えます。排泄ケアに対する考え方や方法、モノの情報は常に変化し続けています。 

オムツフィッターとして活動していただくにあたり、さまざまな新しい情報を持っていることは必要です。 オムツフィッター研修を受講して５

年になる方に、スキルアップの意味も含めてフォローアップ研修を開催いたします。（上位資格での更新をお知らせします・修了者には

認定証をお渡しいたします）  今年度は１２月１２日（土） 市川晋一先生の講演が研修となります。(右のページをご参照ください) 

ミニむつき庵  ゆうほう                    ミニむつき庵   福ろう 

お茶を飲みながら排泄に関するお悩みに対し様々な提案をし、毎     今年９月１日に「ケアプラン そう福（居宅介護支援事業所）」 

日の生活が楽しくなるお手伝いをさせていただきます。            に併設して、“快適おむつで笑顔の介護”を合言葉に「ミニむつ 

福祉用具、おむつや下着など常時 100 種類以上展示しています。    き庵 福ろう」をオープンしました。 

ちょっとした尿漏れから排泄障害、床ずれ、排泄用具・福祉用具の     北信越第一号のミニむつき庵です。 

選定やポジショニングなどのご相談にも応じております。           住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことができるような排泄ケ 

ご本人・ご家族・介護者・施設や病院のスタッフ、どなたでもお気      アを提案させていただくとともに、地域の人々が集い、共に考え 

軽にご来店ください。                               ていく「場」を目指しています。 

高齢の方はもちろん、若い方、脊髄損傷者を応援しています。        

                                            〒950-3341 新潟県新潟市北区川西４－１３９ 

〒652-0015 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町１－１１           担当者：早福 由美子 

レスパス下祇園１階 （神戸大学附属病院、５軒隣）     TEL：025-388-2195  FAX：025-388-2197 

担当者：堺谷 珠乃                               開館日：不定期 

TEL：078-362-0078   携帯：090-5065-0078              ※不定期開館のため、ご見学、ご相談の方は、事前にご連絡 

E-MAIL：mini-m@you-hoh.com  URL：http://you-hoh.com        のうえお越しください。 

開館時間： 午後から  午前中は予約制                   

定休日：不定期                                   

※留守にすることがありますので、事前にご連絡をお願いいたします。        新しいミニむつき庵の仲間です 

【3 級研修】（いずれも月・火･水の 3 日間） 

11 月 16～18 日  平成 22 年 2 月 1～3日 

高知10月8～9日（木･金曜日）／東京11月6～7日（金･土曜日）

【2 級研修】（いずれも月･火の 2 日間） 

後期 Ａ講座：12 月 7､8 日／Ｂ講座：22 年 1 月 12､13 日 

Ｃ講座：22 年 3 月 15､16 日 

【1 級研修】         

A 講座：5 月 B 講座：6 月 C 講座：7 月 D 講座：8 月 開催予定

平成２１年３月に初めてのオムツフィッター１級、４９名が誕生しました。その後、オムツフィッター２級研修を修了された皆様

から「１級研修はまだですか？いつ開催されますか？」と多くのお問い合わせをいただきました。 

１級研修を心待ちにしていただいている皆様に朗報です。  平成２２年５月（A 講座）６月（B 講座）７月（C 講座） 

８月（D 講座）の予定で開催いたします。 詳細はむつき庵ホームページにてお知らせいたします。 



地下鉄 
京都駅から 

地下鉄烏丸線で丸太町駅下車 徒歩 15 分 

 

バス 
いずれも堀川下立売バス停下車 西へ徒歩 3分 

●ＪＲ京都駅から市バス9番  西賀茂車庫行き

●ＪＲ京都駅から市バス50番 立命館大学行き

●京阪三条駅から市バス12番 立命館大学行き

●阪急烏丸駅から市バス12番 立命館大学行き

 

タクシー 
ＪＲ京都駅から約 15 分（1,500 円程度） 

㈱排泄総合研究所 むつき庵 
〒602-8123 京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目 648 

Ｔｅｌ：０７５-８０３-１１２２ Ｆａｘ：０７５-８０３-１１２３ 
ＵＲＬ ｈｔｔｐ://www.mutsukian.com e-mail info@mutsukian.com

むつき庵は㈱排泄総合研究所が運営しております 

 
    

  メーカーイチ押し情報    
   
 「自分らしい暮らし 心と技術で支えます」をスローガンに、介護現場の声や思いを商品作りに反映させ、誠実真摯なものづくりで確かな 
品質を追究するリフレの「はくパンツ®シリーズ」が 2009年秋にリニューアルします！ 
病院・施設の介護現場で働く方を対象に、「現在使用しているパンツタイプについて、どのような部分に不満を感じていますか？」とアン 
ケート調査を実施したところ、｢ムレて、かゆくなる･･･｣といったお声や「上げるとき破れてしまう･･･」「サイズが見分けにくい」といったお声が 
多く寄せられました。 そこで、この度リブドゥコーポレーションは、リフレ「はくパンツ®シリーズ」を、ふんわりやわらかさアップで、さらにお肌に 
やさしい商品に改良しました！やわらかな素材なのに破れにくい構造。たたんだ状態でもサイズ確認ができるように、前後の見分け表示 
の位置を変更しました。 
    

 

【北陸オムツフィッターの会が誕生！！】 
この度、富山県・石川県・福井県の３県のオムツフィッター１級・２級・３級の認定者を対象に「北陸オムツフィッターの会」を立ち上げました。   

今後の活動として、紙おむつメーカーや福祉用具などの最新情報の共有。オムツフィッター研修で習得した内容の復習に加え、困りごと相 

談など、参加会員同士のネットワークの構築や連携を図っていきます。 

当日（８月２９日）の参加者は富山県から１名、石川県から１名福井県から５名の７名でした。特別参加でむつき庵の浜田所長にも来て 

いただきました。始めに自己紹介をしていただき、次にこの会の趣旨やこれからの活動についての説明をさせていただきました。 

そしてこれからの活動内容については、３ヶ月に一度位で、各県持ち回りで行う事とし、次回は１１月に福井で「おむつの消臭とトイレの改修 

工事について」をテーマに開催することになりました。後半は会員同士の交流や浜田所長への相談等で盛り上がって終わることができました。 

 

♪♪５月から大坪麻理さんがスタッフとしてむつき庵の仲間入りをしました。よろしくお願いいたします。♪♪ 

                                               

 

午前 10 時から午後 5 時 30 分まで 

月～水 予約の研修会、勉強会、見学会等 

水 個別相談日 

木～土 一般来館日 

日・祝 休館日 

月～水の予約研修・個別相談は有料となっております。詳しく

はむつき庵までお問い合わせください。 

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。今回は

『リフレから秋の新商品』のご紹介です。 


