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正しいオムツの当て方が実践で学べて大変勉
強になりました。できれば退院指導の時、家族
の方にも指導して一般の方も自宅で利用でき
るようにしてあげたらいいのではないかと思
いました。（医師） 

目からうろこ、オムツのあて方が良くわかり勉
強になりました。今回は職員研修会ということ
で利用させて頂きました。ありがとうございま
す。介護教室などで先生に来て頂き介護者の方
の勉強会をしたら良いなと感じました。又、よ
ろしくお願いします。（介護福祉士） 

実技があり、楽しみながら勉強できました。知
らないことが多く、オムツの奥の深さを感じま
した。（？） 

細かいことまで確認できて良かった。（看護師） 

効果的排泄ケアの実践に役立つ情報などが学
べて非常に意義のある時間でした。（介護員） 

初めてオムツを装着してもらったが、難しいも
のだと思った。オムツはずっとつけるものなの
で大切なことだと思った。（保健師） 

とてもわかりやすく、実際に体験することもで
きたのでとても良かったです。訪問なので明日
から実際にあてたいと思います。ありがとうご
ざいました。（訪問介護員） 

オムツを自分があてる事により違和感等を体
感出来て良かったです。（訪問介護員） 

利用者の体型・希望に合ったオムツ・パッドの
あて方、ストーマの方の折り返しのあて方、量
の多いときのパッドの種類…。ありがとうござ
いました。（訪問介護員） 

大変勉強になりました。参考にさせて頂きます。
（介護福祉士） 

初めての講習だったので驚くことばかりでし
た。今日の体験をしっかり頭に入れ介護にあた

りたい。（看護師） 

普通なかなか職員同士でも確認しづらい事が
わかった（今さら聞けないような事）。ギャザ
ーの立て方など。（介護員） 

新しいオムツに感動です。上手に選び正しくあ
てて、褥瘡予防と利用者の安心を手にしたい。
（介護福祉士・介護支援専門員） 

オムツのあて方を再度見直すことできました。
明日から実践していきたいと思います。ご利用
者様に快適に履いていただきたいと思います。
ありがとうございました。（介護福祉士） 

とても勉強になりました。ありがとうございま
す。（薬剤師） 

参加者が 100 名以上、オムツに関心がある介
護関係の人が多いのに少々驚く。日々の仕事の
中でオムツ、リハパン交換には特に実技が参考
になった。新たに知ったこともあり、今後の仕
事に役立てていきます。（介護員） 

在宅褥瘡セミナーに参加しさらに深めようと
参加しました。（看護師） 

オシメのタイプの違いや良いあて方、良くない
あて方等、その理由から解説していただき良く
わかりました。これまでの誤った知識を修正す
ることができ、感謝です。（介護支援専門員） 

このような体験が出来、とても勉強になりまし
た。ありがとうございました。（薬剤師） 

オムツのあて方、ギャザーの伸ばし方が役に立
った。体が硬く股を拡げれない人は今までは一
人が拡げて一人がオムツをあてていたが、いけ
ないことがわかった。サイズ、つけ方がすごく
大切だと思いました。（介護福祉士） 

昨年、オムツフィッター１級を取得しましたが
新しいオムツの情報を聞きたくて参加させて
頂きました。勉強させて頂きました。ありがと
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うございます。（介護福祉士） 

今までわかりにくかったことが実践できて良
かった。（医師） 

現場職員研修や在宅介護者の研修に実践でき
る内容でした。（その他） 

現場で実践してみたいオムツのあて方を学ぶ
事ができました。実際に実践し、またそれを他
職員に広めていきたいと思います。（介護福祉
士） 

介護経験のない自分でもわかりやすい講義で
した。大変参考になり、今後の業務においても
違う視野で物事を考えられそうです。ありがと
うございました。（薬剤師） 

胃ろう、ストーマの方のあて方が参考になった。
（介護支援専門員） 

身近にあるものですが知らないこともありと
ても為になるお話でした。実際のオムツをはい
たり、フィッティングする機会は貴重でいい体
験ができました。（薬剤師） 

オムツを実際にはく機会は無いが履いてみて、
履いた人の気持ちを知ることができた。履かせ
方も知ることができ、貴重な体験ができた。（学
生） 

本当に目からうろこが落ちました。（薬剤師） 

「指をひっかけてギャザーを立てる」これは今
はやっていませんでした。今後、ぜひ行いたい
と思います。（介護福祉士） 

普段行うことがなく、見るだけの行為ですが、
奥が深いと感じました。何かで役立つときがあ
ると思いつつ（親もそろそろ）学させてもらい
ました。（ST） 

オムツのあて方について、目からウロコに事ば
かりでとても勉強になりました。在宅の方に自
信を持って相談に乗ることができると思いま
す。ありがとうございました。（介護支援専門
員） 

たかがオムツ、されどオムツ、まずは「下着」
という概念なく…そこからの衝撃でした。明日
からすぐに実践につながるような良いお話、ア
ドバイスをありがとうございました。（社会福
祉士） 

講義・実技と両方ありより分かりやすかった。
オムツのあて方に色々あることが教えて頂き
良かった。ギャザーの立て方がわかって良かっ
た。（介護福祉士） 

あて方の実技があって良かった。講義も CTや
わかりやすい写真があって良かった。（介護福
祉士） 

最新のオムツのあて方の勉強ができて良かっ
た。実際オムツをあてる体験をしてみて、股の
ところのギャザーをきれいにしないととても
気持ち悪いのだということがわかった。（？） 

体験を通して学ぶ事が出来て良かった。ご本人、
ご家族さんは何をどのように使ったらいいの
かわからない人も多いので私達が知識・技術を
高めていく必要性を感じた。（OT） 

新型オムツ・パッドの良質な機能の情報を習得
することができて良かった。拘縮の方の装着の
仕方のコツを習得できました。胃ろうのある方
のオムツのあて方を習得できた。（介護福祉
士・介護支援専門員） 

あらためてオシメ・リハビリパンツのあて方を
学べた。（介護福祉士） 

とても参考になった（看護師） 

知らないことだらけでとても勉強になりまし
た。（看護師） 

今まで自己流でやっていたように思います。基
本を詳しく教えて頂きました。明日からの業務
に役立てます。（介護福祉士） 

ダブルブロックの仕方が良く分かり勉強にな
りました。尿量の多い人が期待したハートです。
折ることで調整できるのでいいと思います。
（介護員） 
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紙パンツ・オムツの種類や使い方を実際に見る
事、使ってみることができて大変良かった。店
で買う時の参考になる。自分もあててみること
で体験できるのが良かった。（介護員） 

初めて聞くお話で大変興味深く聞かせていた
だきました。これをまた機会に参加させていた
だきます。（薬剤師） 

オムツのサイズの大切さがわかり最低限でも
まずその方のサイズを測ることをやってみよ
うと思いました。カバータイプ、パットタイプ
のセットの仕方、合わせ方、基本的な動作も確
認できて良かったです。実践したいと思います。
（介護福祉士） 

全く知らない話ばかりでとても刺激的でした。
薬局でもオムツのことで相談にのれるよう、本
日の内容をしっかり頭に叩き込んでおきます。
本日はありがとうございました。（薬剤師） 

オムツ装着方法について、詳しく学べて良かっ
たです。今後、法人でも少しずつ勉強していけ
たらと思いました。オムツ・パットの選び方に
も気を付け、家族様にも伝えていけたらと思い
ます。（介護員） 

オムツのあて方、選び方の基礎がわかった。実
際にオムツをあててみて、不快さが実感できて
よかった。（看護師） 

オムツの機能性が変わっているので利用者に
フィットした使用方法やあて方がとても勉強
になりました。（介護福祉士） 

大変参考になりました。今現在、大変大きな方
（80㎏以上）、又、逆に小さな方にオムツやパ
ットをあててます。小さな方は、安楽尿器を付
けた上からオムツをされるのでオムツが大き
くてテープがきちんと止められない状況です
が、本人さんが納得されるので仕方ない感じで
す。そういう極端なパターンも教えて頂ければ
幸いです。（介護福祉士） 

普段のオムツのあて方だと失敗される方があ
るので本日話を聞いてオムツのあて方の重要
性がとてもよくわかったのでこれから実践し
ていきたい。（介護福祉士） 

オムツ・パットのあて方、とても勉強になりま
した。やってみたいと思います。（訪問介護員・
介護福祉士） 

おむつ自体をあまり観察することなくしてい
たため、まずはオムツをよく観察してみようと
思いました。明日から現場で実践していきます。
（介護員） 

オムツのあて方一つで全然違いとてもいい勉
強になりました。（看護師） 

紙オムツ・パットの選び方によって、かなりモ
レを防ぐことが出来ることがよくわかりまし
た。パット・オムツのあて方も参考になり、こ
れから実行していこうと思います。又、このよ
うな研修があれば参加したいと思います。（介
護員） 

「オムツ」の中の事を考えるとても良い時間で
した。専門的な事柄等を分かりやすく教えて頂
き、実践できることから行動していきたいと思
います。（介護員） 

介護員になって日が浅く、少しでも仕事に生か
せればと思い参加しました。時間におされがち
な仕事の中でオムツ交換にかける時間は短く、
ほとんど意識していませんでしたが、少しのズ
レが気持ち悪かったり、モレにもつながるとい
うことがよくわかりました。（介護員） 

正しいオムツのあて方を初めて勉強でき良か
ったです。（保健師） 

現在、行っている仕方の再確認が出来た。段々
と尿取りパッド・オムツが新しくなり、改良さ
れ、自宅での尿漏れに対応出来る品物を提案出
来る様近づいたと思う。（介護福祉士） 

段々にオシメやパット等、進化していることに
驚きました。本当にいい物だとは思いますが、
ご家族にしてみればコスト面が優先されてし
まいます。でも、サンプルを提供し、指導する
ことで考えも変わってくるかもしれません。介
護教室を開催していこうと思います。実際に自
分があててみることで、理解していただければ
嬉しいですね。排泄記録表は一目で分かり、い
いものですね。（介護士） 
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今、現在、行っているオムツのあて方が間違っ
ていないと改めて思った。新しいタイプのオム
ツ・パンツを知ることができて良かったです。
（介護福祉士） 

すごく勉強になりました。わかっていても忙し
さに手抜きをしていたと思います。利用者の方
にやさしいあて方をします。ありがとうござい
ます。（介護員） 

現在の介護の現場が分かって大変勉強になり
ました。ちょっとしたコツで不快の軽減につな
がることが分かりました。実際自分が体験出来
て良かったです。（看護師） 

パットの２枚重ねはダメ等、ためになることが
多くとても良い講習でした。ありがとうござい
ました。（介護福祉士） 

ギャザーを立てる事、男性のオムツのあて方、
参考になりました。（訪問介護員） 

実践があって楽しかったし、勉強になりました。
（その他） 

オムツの正しいあて方を実践にしてみながら
教えてもらい良かったです。今までギャザーを
ちゃんとたててなかったので、これから実践し
てみたいです。（介護員） 

法人内で排泄委員として日々取り組んでいく
中で毎日に課題に悩まされています。今回の研
修で基本を振り返る事が出来、とても良かった
です。あて方のポイントも伝えて頂いたので現
場で試してみようと思います。在宅復帰される
方への助言の参考にもさせて頂きます。（介護
福祉士） 

オムツをあてている人は沢山いますので、今回
教えて頂いた事を取り入れて実践していこう
と思います。ギャザーの扱い方が参考になりま
した。あてる位置に苦労していましたが、今日
の講義でよく分かりました。（看護師） 

実践に生かせる内容でとても参考になりまし
た。（看護師） 

アウターの数字の意味、クロスとめ、あてる前

のなじませ方、正しいあて方等知ることが出来
て良かった。（看護師） 

目からうろこ。利用者さんの立場になって快適
な紙オムツの仕方を勉強しました。（介護福祉
士） 

今までやってきた事がまったく違っていた感
じがします。（介護福祉士） 

オムツの選び方でもいろいろと確認する事が
ある。実践してみて本当に奥が深い事が分かり
ました。利用者さんの気持ちになって仕事をし
たいと思いました。（訪問介護員） 

今までより紙オムツの事に対し感じ方が深ま
りました。もっと興味を持ってオムツの種類に
関わっていきたいと思います。（介護福祉士） 

利用者さんの紙パンツ・紙オムツは、何も考え
ずつけていたように思います。大きさ選びなど
から大変勉強になりました。さっそく試してみ
たいと思います。（訪問介護員） 

オムツの止め方ひとつでこんなに違うものだ
とは思ってもなかったです。とても勉強になり
ました。現場で試してみようと思います。（介
護福祉士） 

知らない事が沢山ありとても勉強になりまし
た。楽しく学ばせて頂き、有意義な時間を過ご
す事ができました。有難うございました。（介
護員） 

かじりでしかしてこなかったオムツ交換でし
たので本当に目からウロコでした。尿漏れの原
因もよくわかりました。とても勉強になりまし
た。（訪問介護員） 

とても楽しく参考になりました。やはり男性の
M さいず、L サイズ選びが難しかったです。
色々な応用が見れ良かったです。（介護福祉士） 

とても参考になりました。仕事の中で今回学ん
だことが生かせるようにしっかり復習してい
きたいと思います。その方のサイズに合ったオ
ムツをあてられる様にサイズも気をつけよう
と思います。（介護員） 


