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大人用紙おむつは大きく分けて、ア

ウターとインナーの２種類がある。前

者は、乳幼児用紙おむつでイメージす

るような、パンツタイプやテープ止め

タイプなどのお尻を包み込む形のも

の。一方、後者はパッド型で、アウター

の内側に重ねて使う。

アウターのみでも使用することがで

きるが、インナーだけを換えるほうが

手間も少なく経済的なため、組み合わ

せて使うのが一般的だ。個人差もある

が、インナーは１日に４～６回の交換

が必要とされる。

「さまざまな病院や施設でお手伝い

していますが、どの現場でも、女性よ

りも男性のほうが紙おむつからの尿漏

れが多いという声がありました。実際、

介護されている多くの男性は、性器に

おむつがぐるぐる巻かれていました」

男性は女性の1.5倍漏れやすいとい

うデータもあり、男性器に被せる袋型

の紙おむつも売られているほど。男性

の尿漏れは、介護現場において切実な

問題になっていた。

「おむつフィッター１級を取る際に、

男性は、自分の性器に紙おむつを巻い

た状態で排尿し、その感想を発表する

課題があるのですが、正直言って気持

ち悪かったんです。身をもって知って

いたので、なんとか改善したいと考え

ていました」

西浦氏の現場に密着した想いが、大

手メーカーと大学を動かしたのだ。

肌で感じたおむつの問題点
10年ほど前までは建設業で現場監督

をしていたという西浦伸忠氏。現在の

福祉事業にシフトチェンジした際、排

泄ケアのスペシャリストである「おむ

つフィッター１級」を取得。これがきっ

かけとなり、2010年に鳥大病院が開催

した床ずれのセミナーに講師として招

かれた。そこで出会ったのが、昨年７

月に亡くなった、当時の鳥大病院 次世

代高度医療推進センター 副センター

長（形成外科長）中山敏氏である。

「セミナー後の懇親会で、中山先生

と紙おむつからの尿漏れ、特に以前か

ら気になっていた男性の漏れの話をし

ました。『原因はやはり男性器にある

んじゃないか？』と。それが、陰茎の

向きなのか位置なのか、何が問題なん

だろうといった話をしているうちに、

『面白そうだから研究してみよう！』

ということになりました」

そして、製品化まで結びつけるため

にメーカーも巻き込むことになり、西

浦氏が取引のあった大王製紙に打診

し、プロジェクトをスタートさせた。

平成27年度の中国地方発明表彰において、鳥取県発明協会会長賞を受賞した「介

護に適した漏れ難い紙おむつ」。この開発には、鳥取大学と大手メーカー大王製紙、

それに、地元福祉関連企業のニシウラという異色の三者が関わっている。

なぜこの組み合わせだったのか。また、いったいどのように開発は進められて

いったのか。鳥取大学医学部附属病院（以下、鳥大病院）にて、開発チームの皆

さんに話を聞くことで、現代の介護現場の問題点も浮き彫りになってきた。

File 44 新アテント

西浦　伸忠 氏
株式会社ニシウラ 代表取締役社長

株式会社ニシウラ

1977年創業の西浦組（1980年に株式会社西
浦組として法人化）は、長年にわたり、鳥
取市で建設業を営んできた。同社が介護リ
フォームを手掛け始めたことをきっかけと
して2000年代に福祉事業へ参入。
2007年、西浦伸忠氏の代表取締役就任に
伴って現社名に改称し、福祉事業分野を
メーンに据えた。
現在は、介護製品の販売、開発などを手掛
ける。主な自社開発製品は、車いす用クッ
ション「ヨッコイショクッション」など。

【所在地・連絡先】
〒680-1243 
鳥取県鳥取市河原町佐貫1093-8 
TEL 0858-85-0601
http://nishiura.jp/
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細かな調査と斬新なアイデア
「初めは当然、陰茎の向きが尿漏れ

の原因だろうと思っていたので、パッ

ドの左右の厚みを変える案もありまし

た。パッケージに、右向き用、左向き

用と表記して商品展開しようと……。

今となっては笑い話ですけどね」

そこで、陰嚢がパッドに密着するこ

とによって、尿が後ろ側に流れるのを

ダムのようにせき止めているのではな

いかという仮説が立てられ、「いかに

尿を後ろに流すか」が研究開発のテー

マとなった。

目標は見えたが、試作を進めていく

うちに問題点が浮上する。被験者に試

着してもらっても、使用後の尿とりパッ

ドの状況が見られるだけで、排尿時の

尿の流れる様子までは分からない。

そこで中山氏がひらめいたのが、

MRIやCTの活用だ。斬新な提案に周

囲は驚いたが、放射線部の協力を得て、

動画のように撮影できる最新のCT装

置を使うことができた。

専用のダミー人形に紙おむつを装着

し、実際に排尿させる過程を記録する

ことで、外からは確認できない排尿時

の状況が見えてきた。

中山氏と共に紙おむつの開発に尽力

した陶山淑子氏は笑顔を見せる。

2010年にプロジェクトが動き出し、

まず始めたのは体形調査。鳥大病院の

患者に協力してもらい、腹囲や大腿部

の太さ、痩せているか太っているか、

拘
こう

縮
しゅく

があるか否か、そして陰茎の向き

やサイズなどを徹底的に調査した。

「パッドを装着するときと外すときの陰

茎の向きを記録しましたが、陰茎の位置

はおむつの中で変わることもありました。

そして、陰茎が移動しても漏れるとは限

らず、下向きで安定していても漏れる

ケースが確認されたので、尿漏れの原因

は陰茎の向き以外にあると考えました」

さらにこの調査から意外な事実が判

明する。

「使用後のパッドを確認すると、濡

れているのは前ばかりで、後ろ側には

尿が流れていなかったのです」

陶山　淑子 氏
鳥取大学医学部附属病院　形成外科　助教

研究を主導した中山氏がダミー人形をCT撮影

鳥取大学医学部附属病院

1893年に設立された鳥取県立病院米子支部
病院を起源とし、1951年に鳥取大学医学部
附属病院として開設。
2012年には次世代高度医療推進センターを
設け、高度医療、現場直結型の医療機器開
発などの分野においても実績を挙げている

（同センターの詳細については、本誌2015
年６月号p.p ７～ 13を参照）。
現在では39診療科、約1700人のスタッフを
擁し、地域の医療を支えている。

【所在地・連絡先】
〒683-8504
鳥取県米子市西町36番地１ 
TEL 0859-33-1111
http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/
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「紙おむつの中で尿がどのように流

れ、拡散し、吸収されていくのかを動

画で見られたのは画期的でした。この

撮影によって、実際に尿が陰嚢に阻ま

れて前から漏れてしまうという仮説も

立証できました」

陶山氏はそう語りながらCTで撮影

した実際の画像を見せてくれた（下図

参照）。

白く写っているのは、体を縦方向に

切った断面である（右が腹側、左が背

側）。矢印で示した部分が尿で、その

周りを包んでいるのがおむつだ。

従来品はダミー人形の陰嚢でせき止

められた尿が前に広がっている（赤矢

印で示す尿が上のほうまできている）。

一方、開発品は、尿が後ろに流れてしっ

かり吸収されており（従来品よりも青

矢印が背側に移動）、前にあふれてい

ないことが見て取れる。

「排泄ケアのプロ」の意見
医師ならではの画期的な発想や最新

のCT装置とともに、今回の開発にお

いて重要な役割を果たしたのが、介護

現場のリアルな意見や地道な調査だ。

看護師の藤井香織氏は陶山氏も絶大

な信頼を置く、皮膚や排泄ケアのプロ

フェッショナルであり、プロジェクト

開始時から参画してきた。細かな体形

調査や試着などに携わった藤井氏は、

本プロジェクトにおける縁の下の力持

ちといったところだ。

「普段は患者の尿量や時間帯に応じ

て紙おむつを使い分けています。昼は

頻繁に交換できるので吸収量の少ない

ものを選択し、夜は交換の間隔が空い

てしまうため、吸収量の多いもので対

応します。あとはやはり、男性と女性

で使い分けていましたが、男性の漏れ

の問題は切実でした」

個々の体型や体質、生活サイクルま

でをきちんと把握し、適切な種類を選

択してきたプロの紙おむつを見る目は

厳しく、こうした現場の意見も商品開

発に欠かせない。

日々の業務で紙おむつを使用する藤

井氏としては、自ら開発に携わった紙

おむつには思い入れがある。

「この新しい紙おむつは本当に漏れ

にくくなったので、私も積極的に使っ

ていますし、入院患者が一時帰宅する

ときなどにも勧めています。この病院

で開発されたことを知った方からお礼

状をいただくこともありました。おむ

つの交換は毎日のことですから、１日

に１回でも回数が減れば、介護ストレ

スはかなり軽減されると思います」

この商品を使って喜ぶ顔がたくさん

見られるのは、現場で働く藤井氏の役

得かもしれない。

藤井　香織 氏
鳥取大学医学部附属病院

皮膚・排泄ケア認定看護師

CT撮影で明らかになった尿の拡散する様子



8 The lnvention  2016 No.7

従来品とダブルブロックタイプ（開発品）の構造の違い

専門家と現場の声を形に
こうして得た貴重な研究結果を的確

に商品へと落とし込んだのは、大人用

紙おむつ「アテント」シリーズを展開

する大王製紙だ。

実は同社でも、大人用紙おむつに関

して３つの課題を抱えていた。

① 軟便の漏れ

② 拘縮のある人の漏れ

③ 男性の漏れ

①と②は専用商品を開発したが、③

は未解決の課題として残っていた。そ

んな矢先に西浦氏から男性の漏れを解

決したいとの打診があったのだ。

信田浩治氏は、「その意味でも、非

常に良いタイミングでした。ただし、

我々も男性の漏れは陰茎の向きに原因

があると思い込んでいたので、『尿とり

パッドなどをあてがえばいいだろう』

と考えていました。鳥大病院の調査が

進み、陰嚢による尿のせき止めが原因

だと分かったときには驚きました」

プロジェクトが動き出すと、多いと

きは１カ月に１回、鳥大病院に関係者

が集まった。それぞれ立場は異なるが、

プロジェクトに懸ける想いは同じ。尿

漏れの原因の特定や改良のアイデアを

出し合い、議論を重ねていった。

以前から紙おむつの開発を専門に担

当してきた大島彩氏は、「鳥大病院の

メンバーからは、私たちの思いつかな

いような提案が幾つもありました。今

回の商品は新しいアイデアにあふれて

います」と胸を張る。

信田　浩治 氏 大島　彩 氏
大王製紙株式会社　H＆PC事業部

ヘルスケアBMD　業務用商品グループ
課長代理

エリエールプロダクト株式会社
商品開発部　商品開発課

【従来品】 【ダブルブロックタイプ】

大王製紙株式会社

大王製紙グループの中核をなす大王製紙株
式会社は、1943年に設立された総合製紙
メーカー。
大王製紙とその連結子会社29社で構成され
る同グループは、紙・パルプ製品および紙
加工製品の製造販売をはじめ、原材料の調
達、物流などの事業を展開している。
介護用品「アテント」、ベビー用品「GOO.
N」などの製造は、グループ会社のエリエー
ルプロダクト株式会社が担っている。

【所在地・連絡先】
〒102-0071　
東京都千代田区富士見2丁目10番2号　
飯田橋グラン･ブルーム 
TEL 03-6856-7500
http://www.daio-paper.co.jp/

スリット（拡散ポケット）
と立体ギャザー

従来品は
フラット状態
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初めは陰嚢を収める場所を分かりや

すくするためにギャザーのゴムを青く

していた。しかし、デリケートな部分

だけに色が目立つと、「ゴムが当たっ

て違和感がありそうだ」と、ネガティ

ブな印象を与えかねないため、白に切

り替えた。紙おむつ開発にはこうした

使用者のメンタルへの配慮も必要だ。

「二つ目は、陰嚢が尿をせき止めて

しまう問題を解決するために、尿の通

り道を確保する拡散ポケットと呼ばれ

る構造を設けたことです」

現物を見せてもらうと、中央に１本

大きく溝が作られており、この部分だ

けが非常に薄い。よく見ると、なんと

ここには吸収体が入っていないではな

いか！　普通に考えると、最も尿が集

まる中央部分はより厚くしたくなって

しまいそうなものだが、あえてそのよ

うにはしなかった。

柔軟な発想と妥協なき想い
大島氏は、陰嚢に尿の流れを邪魔さ

れることなく、正確に後ろ側に流すた

めの工夫として、大きなポイントを２

つ挙げた。

「一つ目は、ダブル立体ギャザーで

す。外側のギャザーに加え、陰嚢の位

置を固定することによって尿がパッド

の中心を流れていくよう、ある程度

しっかりと、でも違和感のない程度に

ホールドさせるため、内側にもギャ

ザーを作りました」

従来品もサイドからの尿漏れを防ぐ

ため、外側のギャザーが付いているが、

開発品はさらにその内側にも大きめの

ギャザーが立体的に付けられている。

このギャザーが尿をしっかりキャッチ

し、後ろ側へと誘導する。なるべく違

和感を軽減するため、生地も柔らかい

ものに変更した。

しかも、前から漏れるというのに、

吸収体は後ろが厚くなっている。きち

んと後ろに尿が流れる構造だからこそ

できる強気の改良だ。これらの大胆な

発想が今回の開発のキモとなった。

「一部に集中して吸収力をもたせる

商品もありますが、結局、何度も同じ

位置に排尿することになるので、吸収

速度も落ち、吸収する前に尿がパッド

の表面を流れてしまいます。そのため、

今回は、ただ後ろに流すというより、

後ろに流すことで紙おむつ全体をうま

く有効利用できるような構造にしまし

た」という大島氏の説明に紙おむつの

奥深さを感じた。

なるほど。そうすれば広範囲の吸収

体を活用することができて着用感はよ

り快適になるし、交換回数も少なくて

済むというわけだ。

だが、この形に行き着くまでは、試

行錯誤の繰り返しだった。試作品は工

場の担当者が一つひとつ手作りしてい

る。細かい要望を出して何度も作り直

し、試着調査やCT撮影で確認した。

「CT撮影に使用したのは、当社が社

内で試験に使っていたダミー人形を改

良した物です。当初の人形では、人間

と同じような漏れが再現できなかった

のですが、陰茎や陰嚢の形、サイズが

実際と異なることを鳥大病院からご指

摘いただき、何度も調整しました。ま

さか人形から作り直すことになるとは

思いませんでした」と大島氏。

従来品とダブルブロックタイプ（開発品）の吸収メカニズム

【従来品】 【ダブルブロックタイプ】

ギャザー

スリット
（拡散ポケット）

前方から漏れる

背側

腹側
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見えてきた次なる課題
これらの技術は、「アテントＳケア

長時間安心パッド ダブルブロックタ

イプ」（業務用）、「アテント男性に１

枚安心 巻かずに使えるパッド」（一般

用）に用いられ、2014年に発売された。

一般向けには、男性の尿漏れ防止効

果を前面に押し出したネーミングを採

用した。しかし、クオリティーの高い

商品を開発しても、装着の仕方が間

違っていれば意味がないという。

「この商品の開発以前から藤井さん

が紙おむつを付けると漏れないのに、

他の人だと漏れてしまうこともありま

した。付け方ってすごく大事なんです

よね」と陶山氏。しかし、介護の現場

でも正しい装着方法を理解している人

が少ない現状がある。

看護学校や看護大学でも紙おむつの

付け方を指導している西浦氏は「学校

できちんと習っていないため、看護師

の資格を取得したとしても、あらため

て教えていかなければならないのが現

状なんです」と嘆く。

「学校でも習いますが、少しポイン

トがずれているというか、実地に即し

ていないのではないかと思います」と

言う藤井氏も、西浦氏に教わって初め

て理解できたことも多いとのこと。

「最近は男性が介護するケースも多

いようで、やはりおむつ交換が大変だ

という話を聞きます。男性が女性を介

護するとなると、力任せにされる方も

しかし、苦労のかいあって、結果を

出すことができた。鳥大病院以外の３

施設で改良品を使用してもらったとこ

ろ、尿漏れは従来品に比べて女性は半

減、男性は３分の１に減ったという大

きな効果が確認された。女性でもお尻

や太ももでパッドを圧迫し、尿の流れ

をせき止めてしまうことがあったが、

改良品の使用で解決されたのだ。

尿漏れが減ることにより、紙おむつ

の使用枚数が減り、トータルコストの

削減にもつながったという。

着用感についても評判は上々。「陰

嚢のように敏感な部分をギャザーで覆

うと、『ゴワゴワした感覚があるので

は？』と思うでしょう。しかし、私が

ヒアリングした範囲では、ほぼ全員が

『触れているかどうかも分からない』

とのこと。ギャザーのテンションなど

にも配慮していますし、心配するほど

陰嚢は敏感な器官ではないのです」と

西浦氏が説明する。

ただ、ふと考えると大島氏は若き女

性。男性向け商品に携わることに抵抗

はなかったのだろうか。

「最初は私にないものが邪魔してい

るという話なので、ピンときませんで

した（笑）。でも、先入観がなかったか

らこそ、デリケートな所に陰嚢を包み

込むような形で内側ギャザーを付ける

発想が生まれたのかもしれませんね」

そう語る大島氏の目に、商品への自

信が垣間見えた。

いらっしゃいます。赤ちゃんのおむつ

替えのように相手の足を自分の肩に掛

けて交換されている方もいました」

現場の様子を藤井氏が話すと、全員

の表情が少し曇った。

おむつが話しづらい話題だからか、

イベントの相談ブースなどでも一般の

人からの相談は極めて少ないという。

大王製紙では大人用紙おむつのメー

カーとして、病院、施設、ドラッグス

トアなどに対しては、商品の特性や適

切な使用方法を説明する勉強会を開い

ているものの、一般の人を対象として

開催するまでには至っていないとのこ

とだ。

「紙おむつは、商品の特徴を理解し

たうえで選択し、その商品に合った付

け方をすることが重要だという認識を

広めていきたい」と信田氏も西浦氏も

異口同音に語る。明るみになった次な

る課題をかみしめているようだった。

共同開発の可能性と未来
今回の商品開発の特徴は、なんと

いっても、大学と大企業、地方の中小

企業の三者がタッグを組んだ点だろ

う。ただ、共同開発であるが故に、さ

まざまな知識や技術を持ち寄れるメ

リットがある半面、権利関係のもめ事

が起こるおそれもある。そこで、本プ

ロジェクトでは、法務トラブルを未然

に防ぐため、当初から鳥取大学と大王

製紙の知財担当者が参画していた。
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三者とも今回の成果を今後いろいろ

なところに展開していくにあたって、

積極的な広報活動が重要であるとの認

識があったそうだ。

地方発明表彰は足掛かりにすぎず、

今後も外部の公的機関が実施する表彰

事業などを活用し、研究者を鼓舞する

とともに対外的に成果をPRしていく

方針だという。

研究者たちが導いた成果はさらなる

広がりを見せながら、挑戦はまだまだ

続くようだ。

大王製紙の今後の展望について信田

氏に聞くと、「まずは今回の商品を必要

とされている方に確実に使っていただ

くことに注力します。そうすると、現

場からサイズや形のことなどさまざま

な意見が寄せられると思うので、それ

らをきちんと整理していきたいです」

と堅実な答えが返ってきた。

開発会議にはしばしば知財担当者も

出席しており、幾度となく顔を合わせ

ていくうちに、双方の知財部門の間に

も強固な信頼関係が生まれていった。

その結果、開発と同様に知財活動も

チームワークを発揮し、紙おむつの特

許に関して豊富な経験を有する大王製

紙が出願手続き等を担当した。

一方、西浦氏は共同開発の成果につ

いて次のように語った。

「今思えば、開発の場に４年間入れ

たことが、自分にとって大きな財産に

なっています。漏れの原因などをかな

り掘り下げて研究してきたわけですか

ら、例えば、紙おむつに関するセミ

ナーの講師として話す際も、これまで

よりも正確に分かりやすく伝えられる

ようになりました」

なお、中国地方発明表彰の応募は鳥

取大学が中心となって行った。

これまでも同社が利用者や介護者の

要望に耳を傾けてきたことは、一般向

けに販売されている商品の多様さから

もうかがえる。なお、業務用ともなる

とさらに多くの種類がある。

また、西浦氏は、「紙おむつの種類

やサイズにはいろいろなものがあっ

て、自分に合ったものを上手に選べば、

介護する側もされる側も楽になること

をきちんと伝えていきたいですね」と、

熱っぽく語った。

大学病院の専門知識、メーカーの専

門技術、そして現場の声と、３拍子そ

ろったこのチームはまさに無敵。今後

も三者で化学反応を起こしながら、技

術の進歩や普及・啓発活動など、まだ

まだ課題も伸び代も多い介護事業を活

性化させてくれることを期待したい。

 （文責：土屋 朋代）

紙おむつを着用するさまざまなユーザーのニーズに応える多様な製品ラインアップ


