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編集
後記

今、紙おむつは多くの商品が販売されています。特集「聞くに聞けない おむつのい・ろ・は」
では新たな発見がありましたか？何を使ったらいいのか迷っている方、おむつはどれも皆
一緒と思っている方、この機会に当センターの介護講座で学んでみませんか。

お問い合わせ：福岡市消防局救急課 市民啓発係 TEL092-725-6574
福岡市消防局ホームページはこちら http://119.city.fukuoka.lg.jp/

冬場に多発！！ ヒートショックにご用心

福岡市消防局からのお知らせ

ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化により血圧が上下に大
きく変動することなどが原因で起こります。（例：風呂場やトイレ、廊下など）
気温が下がる冬場に多く見られ、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こし、死に至ることもあります。

予防のポイント
・入浴前に脱衣所や浴室を暖めるなど、温度変化を小さくすることを心がけましょう。
・お風呂の温度は41°C以下、浴槽につかる時間は10分までを目安にしましょう。
・浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
・飲酒後や、食後すぐ（1時間程度）の入浴は血圧の変動が大きくなるため控えましょう。
・入浴前に同居者に一声掛けて、見回ってもらいましょう。

救急車を呼ぶか迷った時は…
緊急の場合は迷わず119番！！
救急車を呼ぶか迷った時は、福岡県救急医療電話相談『♯7119』に電話すると、
救急車の利用や最寄りの医療機関について24時間アドバイスがもらえます。



１．鶏もも肉は一口大のぶつ切りにする。 
２．野菜も肉と同じ大きさに切る。干し椎茸は、水で戻しておく。 
３．こんにゃくはゆでて、ちぎりこんにゃくにする。 
４．大鍋にだしと日本酒、全体の1/3量の砂糖・しょうゆに、里芋以外の材料を入れ、始めは薄味から煮る。 
５．全体に色づいたら里芋を入れ、残りの砂糖・しょうゆを2～3回に分けて全て加え、汁気がなくなるまで 
　　煮込む。 
６．彩りに青味を散らす（青味は別にゆでて準備しておく）。 
７．お好みでしょうがの千切りを散らす（鶏の臭み消し）。 

聞くに聞けない
おむつのいおむつのい・・ろ・・は
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　履き心地の柔らかい不織布で作られ、布パンツのように上げ下ろ

しができます。最近は、薄型で下着感覚で着用できるものも増えて

います。 

◎ベッドから離れて生活する方（立つ・座る・歩く動作ができる） 

◎トイレやポータブルトイレ、尿器で排泄をする方 

【紙おむつ】
●パンツタイプ

対象と考えられる方

　パンツタイプよりも吸収体が広範囲にあり、4本のテープで体型に

合わせた調整が可能です。 

◎主にベッドで寝て過ごす方 

◎ベッドからの移動・移乗が困難な方 

●テープタイプ

対象と考えられる方

　見た目はパンツタイプですが、前身頃にあるミシン目を切り開く

とテープがあらわれ、テープタイプとして使うこともできます。 

◎日中はトイレで、夜間はおむつに排泄をする方 

● 2ウェイタイプ

対象と考えられる方

吸収量は商品によって 

約1～8回分と様々だって！ 
※1回分＝約150菅

聞くに聞けない
おむつのいおむつのい・・ろ・・は
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自助具製作相談＆自助具製作ボランティア募集
　福岡市介護実習普及センターでは、市販されている日用品に工夫を加えたり、その方に合
わせた自助具を作る相談を行っています。 
　木工や縫製・電気通信など様々な技術をもった方々が、平成10年11月からボランティア
として毎月第2・4土曜日に活動されています。ボランティアは随時、募集を行っています。
モノづくりに興味のある方、ご自身の技術や知識を役立てたい方など、一緒に自助具ボラン
ティアとして活動してみませんか？ 
　自助具に関するお問合せは、当センターまでお願いします。 

安武さん 
ボランティア歴：20年 
モットー：相手に合わせていかようにも 
　　　　　作る物を考えていくこと 

がめ煮 
　根菜がおいしくなる季節がやってき
ました。昔から作られているがめ煮には、
食物繊維豊富な根菜類やこんにゃく、
タンパク質源として肉も入っています。
バランスの取れたおかずの一品として
作ってみましょう。 

　ところによっては、筑前煮の名で親しまれているがめ煮の煮方は、
各家庭で色々あります。サラダ油で炒めてから煮る、根菜を先にゆ
でておく、調味料にみりんを使う…など。 
　今回は昔ながらの作り方を紹介します。厚手の大鍋で作りましょう。 

お料理
やさしい

栄養士：岩津 慶子 氏

【材 料】5人分 
■鶏もも肉　　・・・300ｇ 

■こんにゃく　・・・1枚（300g程度） 

■干し椎茸　　・・・20g 

■レンコン　　・・・200g 

■ゆでタケノコ・・・150g 

■ニンジン　　・・・150g 

■ごぼう　　　・・・150g 

■里芋　　　　・・・300ｇ 

■青味　　　　・・・適量 
　（絹さや、さやいんげん、グリンピース等） 

■だしまたは水・・・3～4カップ 

■日本酒　　　・・・1/2～1/3カップ 

■砂糖　　　　・・・大さじ5～6 

■しょうゆ　　・・・大さじ5～6 

 

　排泄に関する悩みはなかなか周囲に話しにくいものです。また、介護をされる側もする側
もお互いに気を使うケアのひとつではないでしょうか？ 
　当センターへも「おむつの種類が多くてどれを選んだらいいかわからない」「いろんなお
むつを試すけどいつも漏れてしまう」など、数多くの相談が寄せられています。 
　そこで今回は、紙おむつとパッドの基本的な知識とその種類についてご紹介します！ 

ボランティアさんより一言！ 

せつ 

せつ 

せつ 

　依頼者のご希望にそえる自助具ができあがった
時は、製作の喜びと充実感を覚えます。 
　新しくボランティアに加わってくれる人を待っ
ています。 
　作業場に色々な道具があるので、モノづくりが
好きな方は楽しいですよ。 
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『自助具』 ～自らを助ける道具～ それってどんなもの？
　『自助具』とは、日常の生活動作をより便利に、より容易にできるよう工夫された道具のこと
です。加齢や病気、事故などでおこる身体的変化や障がいによって、日常生活で不便になったり、
できなくなってしまったことを自分でできるよう助けてくれます。 

【自助具の例】 

＜スイッチ押し棒＞ 
リウマチや手指の変形などで、指先に負担がかけられな
い方が使うことで、スイッチを楽に押すことができます。 

　おむつは、身体に合ったサイズを選ぶのもポイントです。普段の洋服のサイズと同じ感覚

で選んでしまうと、サイズが合わず漏れの原因にもなりかねません。また、メーカーや商品

毎にサイズの適応範囲も異なるため表示をしっかり確認して選びましょう！ 

　下着のように履いて着用するため、多くの製品がウエストサイズで表示されています。目
安として、ウエストのゴムがお腹に食い込まない程度のものを選ぶと良いでしょう。“大は

小を兼ねる”といって、体型より大きなサイズを選ぶと、股ぐりに隙間ができ漏れの原因に

つながるのでご注意ください。 

●パンツタイプ

Ｍ 
ウエスト 
○○～○○㎝ 

A 社  
サイズ 

S 

M 

L 

LL

55～75 

65～90 

80～105 

95～125

B 社  

52～75 

60～95 

80～125
M～L 

L～LL

C 社  

50～75 

60～95 

85～125 

100～140

　テープを腰骨の辺りで留めるため、一般的にヒップサイズで表示されています。留めた後、
ウエスト部分に指が2本入る程度のゆとりがあるとよいでしょう。 

●テープタイプ

Ｍ 
ヒップ 

○○～○○㎝ 

A 社  
サイズ 

S 

M 

L 

LL

50～75 

70～95 

90～125 

90～144

B 社  

57～92 

77～110 

92～130 

92～142

C 社  

50～90 

55～105 

70～125 

80～140

（cm） 

（cm） 

＜読書台＞ 
腕や手の力が弱い方、まひのある方などが本を読む時に
使います。横になったまま使えるタイプもあります。ペ
ージ押さえと角度調整ができます。 

『“自助具ってこんなに便利なんだ！”と自分で作ってみて実感していただきたい』そんな
気持ちで、自助具ボランティアさんが講師となり、自助具製作教室を開催しています。 
ぜひお気軽にご参加ください。 
　会　場：ふくふくプラザ３階　福祉用具展示場 
　日　程：毎月第2土曜日（10月はフェスタ開催日）　 
　時　間：14～16時　　 
お申込み・お問合せ　福岡市介護実習普及センター　【TEL：092-731-8100】 
※材料費が必要です。 

＜ループ付きネクタイ＞ 
片まひの方、手の変形や握力の低下などでネク
タイを結ぶことが難しい方におすすめです。 
ヒモを軽く左右に振りながら引っ張ればネクタ
イを締めることができます。 

『自助具製作教室』 毎月第２土曜日に開催中！！

サイズの選び方
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吸収量別パッド （1回分＝約150菅） 

　吸収量が極少量～大容量まで、さまざまな種類があります。布パンツに当てて使用
できる軽失禁（軽い漏れ）パッドと、紙おむつと併用するパッドがあります。 

　これらの質問は一例です。その人に合ったおむつを選ぶには、おむつの種類や特徴を知るだけ
でなく、身体状況や生活環境、介護が必要かどうか、認知症の有無なども考慮することが大切です。 
　お悩みの際は、周りの医療・福祉の専門職、地域包括支援センター、当センターなどにご相談
ください。 

　いずれも事前予約（先着申込順）が必要で、受付は開催日の前月1日からです。実技があるため動きやす
い服装でお越しください。お申込み・お問合せは当センターまで。 

参考・引用文献 
2015年　もっと介護力！シリーズ　高齢者のQOLを高めて介護者の悩みも解決！ 
おむつトラブル110番　／　株式会社メディカ出版　 
2012年　プロの排泄ケア入門　おむつマスター　／　日総研出版 

特徴的なパッド 
　性別・体型・排泄物の形状などを考慮して作られたパッドです。 

【パッド】 【よくある質問 Q＆A】

布パンツと併用

軽失禁パッド
2cc～300cc程度 

両面吸収パッド
表裏共に吸水するため隙間 
埋めなどに活用できるパッド 

横漏れ防止として陰茎を覆える 
幅広のギャザーが付いたパッド 

陰茎を通す穴が付いた 
袋状のパッド 

男性専用パッド

小パッド 
約2回分程度 

紙おむつと併用

中パッド 
約3～6回分程度 

大パッド 
～約12回分程度 

 

紙おむつと併用する場合、パンツタイプ用とテープタイプ用が
あります。ご注意ください。 
他にも色々な種類のパッドがありますよ！ 

軟便用パッド
水分が多い下痢便を 
吸収する軟便用パッド 

漏れないおむつはありませんか？ 

「絶対に漏れないおむつ」はありませんが、身体に合ったサイズや尿

量に合う吸収量を選び、交換回数や当て方を適切にすることで漏れの

防止や軽減につなげることは可能です。 
 

おむつを経済的に使うにはどうしたらいいですか？

一般的に、おむつだけを使うよりも、パッドを併用する方がパッドのみの交換ですむ場合

があるため、価格を抑えることができます。 
 

パンツタイプと併用してパッドを使っていますが、認知症があり、汚れたパッドを

トイレに流して詰まらせてしまいます。 

パッドの併用を続ける場合は、パッドを流す前にトイレ内外での声かけ見守りや介助をす

るとよいでしょう。お手伝いが難しい場合は、パンツタイプ1枚での使用をおすすめします。

その場合、尿量や交換回数に応じた吸収量のおむつに選び直すとよいでしょう。 

1人で悩まないで 
相談しましょう！ 

心地よい排泄のために 
排泄のしくみと本人の身体状況や目的に
応じた排泄用具の選び方・使い方 

おむつを知って上手に当てよう 
紙おむつ・尿とりパッドの種類と特徴、
ベッド上でのおむつ交換のポイント 

日　時　令和2年2月15日（土） 11:00～13:00 
　　　　令和2年2月27日（木） 10:00～12:00 
会　場　ふくふくプラザ　3階福祉用具展示場 

日　時　令和2年3月  7日（土） 11:00～13:00 
　　　　令和2年3月12日（木） 10:00～12:00 
会　場　ふくふくプラザ　3階福祉用具展示場 

～　当センターの講座でもポイントを詳しくご紹介します！　～ 

Ｑ：1

Ａ：1

Ｑ：2

Ａ：2

 

Ｑ：3

Ａ：3
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～　当センターの講座でもポイントを詳しくご紹介します！　～ 

Ｑ：1

Ａ：1

Ｑ：2

Ａ：2

 

Ｑ：3

Ａ：3
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『自助具』 ～自らを助ける道具～ それってどんなもの？
　『自助具』とは、日常の生活動作をより便利に、より容易にできるよう工夫された道具のこと
です。加齢や病気、事故などでおこる身体的変化や障がいによって、日常生活で不便になったり、
できなくなってしまったことを自分でできるよう助けてくれます。 

【自助具の例】 

＜スイッチ押し棒＞ 
リウマチや手指の変形などで、指先に負担がかけられな
い方が使うことで、スイッチを楽に押すことができます。 

　おむつは、身体に合ったサイズを選ぶのもポイントです。普段の洋服のサイズと同じ感覚

で選んでしまうと、サイズが合わず漏れの原因にもなりかねません。また、メーカーや商品

毎にサイズの適応範囲も異なるため表示をしっかり確認して選びましょう！ 

　下着のように履いて着用するため、多くの製品がウエストサイズで表示されています。目
安として、ウエストのゴムがお腹に食い込まない程度のものを選ぶと良いでしょう。“大は

小を兼ねる”といって、体型より大きなサイズを選ぶと、股ぐりに隙間ができ漏れの原因に

つながるのでご注意ください。 

●パンツタイプ

Ｍ 
ウエスト 
○○～○○㎝ 

A 社  
サイズ 

S 

M 

L 

LL

55～75 

65～90 

80～105 

95～125

B 社  

52～75 

60～95 

80～125
M～L 

L～LL

C 社  

50～75 

60～95 

85～125 

100～140

　テープを腰骨の辺りで留めるため、一般的にヒップサイズで表示されています。留めた後、
ウエスト部分に指が2本入る程度のゆとりがあるとよいでしょう。 

●テープタイプ

Ｍ 
ヒップ 

○○～○○㎝ 

A 社  
サイズ 

S 

M 

L 

LL

50～75 

70～95 

90～125 

90～144

B 社  

57～92 

77～110 

92～130 

92～142

C 社  

50～90 

55～105 

70～125 

80～140

（cm） 

（cm） 

＜読書台＞ 
腕や手の力が弱い方、まひのある方などが本を読む時に
使います。横になったまま使えるタイプもあります。ペ
ージ押さえと角度調整ができます。 

『“自助具ってこんなに便利なんだ！”と自分で作ってみて実感していただきたい』そんな
気持ちで、自助具ボランティアさんが講師となり、自助具製作教室を開催しています。 
ぜひお気軽にご参加ください。 
　会　場：ふくふくプラザ３階　福祉用具展示場 
　日　程：毎月第2土曜日（10月はフェスタ開催日）　 
　時　間：14～16時　　 
お申込み・お問合せ　福岡市介護実習普及センター　【TEL：092-731-8100】 
※材料費が必要です。 

＜ループ付きネクタイ＞ 
片まひの方、手の変形や握力の低下などでネク
タイを結ぶことが難しい方におすすめです。 
ヒモを軽く左右に振りながら引っ張ればネクタ
イを締めることができます。 

『自助具製作教室』 毎月第２土曜日に開催中！！

サイズの選び方



１．鶏もも肉は一口大のぶつ切りにする。 
２．野菜も肉と同じ大きさに切る。干し椎茸は、水で戻しておく。 
３．こんにゃくはゆでて、ちぎりこんにゃくにする。 
４．大鍋にだしと日本酒、全体の1/3量の砂糖・しょうゆに、里芋以外の材料を入れ、始めは薄味から煮る。 
５．全体に色づいたら里芋を入れ、残りの砂糖・しょうゆを2～3回に分けて全て加え、汁気がなくなるまで 
　　煮込む。 
６．彩りに青味を散らす（青味は別にゆでて準備しておく）。 
７．お好みでしょうがの千切りを散らす（鶏の臭み消し）。 

聞くに聞けない
おむつのいおむつのい・・ろ・・は
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聞くに聞けない
おむつのいおむつのい・・ろ・・は

聞くに聞けない
おむつのいおむつのい・・ろ・・は

　履き心地の柔らかい不織布で作られ、布パンツのように上げ下ろ

しができます。最近は、薄型で下着感覚で着用できるものも増えて

います。 

◎ベッドから離れて生活する方（立つ・座る・歩く動作ができる） 

◎トイレやポータブルトイレ、尿器で排泄をする方 

【紙おむつ】
●パンツタイプ

対象と考えられる方

　パンツタイプよりも吸収体が広範囲にあり、4本のテープで体型に

合わせた調整が可能です。 

◎主にベッドで寝て過ごす方 

◎ベッドからの移動・移乗が困難な方 

●テープタイプ

対象と考えられる方

　見た目はパンツタイプですが、前身頃にあるミシン目を切り開く

とテープがあらわれ、テープタイプとして使うこともできます。 

◎日中はトイレで、夜間はおむつに排泄をする方 

● 2ウェイタイプ

対象と考えられる方

吸収量は商品によって 

約1～8回分と様々だって！ 
※1回分＝約150菅

聞くに聞けない
おむつのいおむつのい・・ろ・・は

聞くに聞けない
おむつのい・ろ・は

自助具製作相談＆自助具製作ボランティア募集
　福岡市介護実習普及センターでは、市販されている日用品に工夫を加えたり、その方に合
わせた自助具を作る相談を行っています。 
　木工や縫製・電気通信など様々な技術をもった方々が、平成10年11月からボランティア
として毎月第2・4土曜日に活動されています。ボランティアは随時、募集を行っています。
モノづくりに興味のある方、ご自身の技術や知識を役立てたい方など、一緒に自助具ボラン
ティアとして活動してみませんか？ 
　自助具に関するお問合せは、当センターまでお願いします。 

安武さん 
ボランティア歴：20年 
モットー：相手に合わせていかようにも 
　　　　　作る物を考えていくこと 

がめ煮 
　根菜がおいしくなる季節がやってき
ました。昔から作られているがめ煮には、
食物繊維豊富な根菜類やこんにゃく、
タンパク質源として肉も入っています。
バランスの取れたおかずの一品として
作ってみましょう。 

　ところによっては、筑前煮の名で親しまれているがめ煮の煮方は、
各家庭で色々あります。サラダ油で炒めてから煮る、根菜を先にゆ
でておく、調味料にみりんを使う…など。 
　今回は昔ながらの作り方を紹介します。厚手の大鍋で作りましょう。 

お料理
やさしい

栄養士：岩津 慶子 氏

【材 料】5人分 
■鶏もも肉　　・・・300ｇ 

■こんにゃく　・・・1枚（300g程度） 

■干し椎茸　　・・・20g 

■レンコン　　・・・200g 

■ゆでタケノコ・・・150g 

■ニンジン　　・・・150g 

■ごぼう　　　・・・150g 

■里芋　　　　・・・300ｇ 

■青味　　　　・・・適量 
　（絹さや、さやいんげん、グリンピース等） 

■だしまたは水・・・3～4カップ 

■日本酒　　　・・・1/2～1/3カップ 

■砂糖　　　　・・・大さじ5～6 

■しょうゆ　　・・・大さじ5～6 

 

　排泄に関する悩みはなかなか周囲に話しにくいものです。また、介護をされる側もする側
もお互いに気を使うケアのひとつではないでしょうか？ 
　当センターへも「おむつの種類が多くてどれを選んだらいいかわからない」「いろんなお
むつを試すけどいつも漏れてしまう」など、数多くの相談が寄せられています。 
　そこで今回は、紙おむつとパッドの基本的な知識とその種類についてご紹介します！ 

ボランティアさんより一言！ 

せつ 

せつ 

せつ 

　依頼者のご希望にそえる自助具ができあがった
時は、製作の喜びと充実感を覚えます。 
　新しくボランティアに加わってくれる人を待っ
ています。 
　作業場に色々な道具があるので、モノづくりが
好きな方は楽しいですよ。 



介護のこと●もっと知りたいあなたの●ハートフル情報誌

特集 聞くに聞けない おむつのい・ろ・は
●『自助具』～自らを助ける道具～ それってどんなもの？

●やさしいお料理レシピ
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福岡市介護実習普及センター
●「黒門」バス停から徒歩約5分
●「福大若葉高校前」バス停からすぐ西鉄バス福岡市営

地 下 鉄
交通の
ご案内

●「唐人町」駅から徒歩約7分
●「大濠公園」駅から徒歩約10分

←西新 天神→唐人町
バス停 黒門バス停

地下鉄

黒門橋

当仁
小学校前

福浜団地入口

福大若葉高校前
バス停

明治通り

那の津通り

よかトピア通り

K
05

K
06

西公園

菰

川

Ｎ 
西公園ランプ

都市高速

唐人町駅 大濠公園駅

大濠公園
バス停

福岡市
市民福祉プラザ
（ふくふくプラザ）

大濠公園

福岡市介護実習普及センター
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3丁目3-39
福岡市市民福祉プラザ（愛称：ふくふくプラザ）3階

092-731-8100T E L

092-731-5361F A X
f_kaigon@fukuwel.or.jpE-mail
毎月第3火曜日・12月28日～1月3日休館日
午前10時～午後6時開館時間

編集
後記

今、紙おむつは多くの商品が販売されています。特集「聞くに聞けない おむつのい・ろ・は」
では新たな発見がありましたか？何を使ったらいいのか迷っている方、おむつはどれも皆
一緒と思っている方、この機会に当センターの介護講座で学んでみませんか。

お問い合わせ：福岡市消防局救急課 市民啓発係 TEL092-725-6574
福岡市消防局ホームページはこちら http://119.city.fukuoka.lg.jp/

冬場に多発！！ ヒートショックにご用心

福岡市消防局からのお知らせ

ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化により血圧が上下に大
きく変動することなどが原因で起こります。（例：風呂場やトイレ、廊下など）
気温が下がる冬場に多く見られ、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こし、死に至ることもあります。

予防のポイント
・入浴前に脱衣所や浴室を暖めるなど、温度変化を小さくすることを心がけましょう。
・お風呂の温度は41°C以下、浴槽につかる時間は10分までを目安にしましょう。
・浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
・飲酒後や、食後すぐ（1時間程度）の入浴は血圧の変動が大きくなるため控えましょう。
・入浴前に同居者に一声掛けて、見回ってもらいましょう。

救急車を呼ぶか迷った時は…
緊急の場合は迷わず119番！！
救急車を呼ぶか迷った時は、福岡県救急医療電話相談『♯7119』に電話すると、
救急車の利用や最寄りの医療機関について24時間アドバイスがもらえます。




