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実施概要

項 目 内 容

応募用件
TENAをご使用で、TENAマイスター認定制度を開始されている
ご施設・病院様

表彰内容 最優秀賞 優秀賞 奨励賞

応募期間 2019年8月～2020年4月

審査項目

・組織全体の巻込み度
・具体的改善成果の大きさ
・工夫点の独創性
・組織文化の進化度
・次なる改善テーマの明確さ
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TENAマイスターコンテスト2020 最優秀事例集 発行にあたって

「TENAのオムツはかなりメリットがある。
でも、きちんとあてることができなければ、意味がない」

患者さまが退院し療養の場が変わってもケアをつないでいくため、オムツのあて方指導者を育成することを目

的として、TENAマイスター認定制度を作った茨城県の医療法人博仁会志村大宮病院 髙宮看護部長は

こうおっしゃいました。

その後、「TENA製品の特性を活かし手順に沿ってあてることができる方を認定する制度」としてユニ・チャー

ム メンリッケ公認として全国展開をスタートしたTENAマイスター認定は2020年6月現在、全国で534軒の

お客様で12,377人の認定者が誕生しました。

あて方という基礎の浸透・徹底は、とてもシンプルなものであるがゆえ、その制度を取り入れていただいた病

院・ご施設にとって、534軒それぞれ個々の目的・意義があり、変化に導いたご努力・工夫があります。その

具体的内容を全国で共有させていただきたい。そう考えて本コンテストを開催させていただきました。

今回、31軒のお客様から、思いと工夫に満ちた事例をご応募いただきました。

本事例集では最優秀賞を受賞された4軒のTENAユーザー様の事例をご紹介させていただきます。

これらのお取組を参考にさせていただき、すべてのご利用者に適切なあて方・製品選びがお届けできることを

目指し、皆さまと協働できれば幸いです。

2020年7月

TENAマイスターコンテスト2020 事務局



TENAマイスターコンテスト2020 受賞病院・施設
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最優秀賞

日本赤十字社 釧路赤十字病院 様

医療法人永島会 永井病院 様

病院部門

社会福祉法人アパティア福祉会
特別養護老人ホームアパティア長島苑 様

医療法人浩治会
介護老人保健施設大今里ケアホーム 様

施設部門



病院部門 最優秀賞
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日本赤十字社 釧路赤十字病院 様

所在地：北海道 平均在院日数：一般8.4日 精神61.8日
病床数（一般377床,地域包括ケア54床,精神58床）

「想い」×「技術」の両輪で双方同時に高めるアプローチ

ご推薦コメント 看護部長 西村 由美様（コンテストご応募当時）

TENAマイスター導入の背景・ねらい

• 病院理念・看護部理念とリンクさせた「CST活動方針」を明文化し、全員が理解納得共感できる

• 【初級ー中級ー上級】と進化のステップを置くことで、組織全体としてのスキル向上を見える化

• スコアカードによって取組目的と一致した浸透基準（KPI）を明確化し着実な改善へ導く仕組み

2017年TENAの理念に共感し、質の高い排泄ケアの実践を目指してTENAを導入、高橋師長をリーダ－とするコンチネンスサ
ポートチームを立ち上げた。排泄ケアは人間の尊厳に深く関わるケアで排泄ケアの本質を理解し院内で統一した排泄ケアの確立を
目標に高橋師長がリーダとなり委員会活動を開始した。委員会ではリーダーシップを発揮しリンクナースの活用やＣＳＴ新聞を発行
する等熱心に活動している。何か問題があれば原因を追究し、改善するための方策を考え実践できる人材である。
今回看護スタッフの排泄ケアに対する意識や知識の低さが明らかとなったが、TENAマイスター制度を導入する事で患者さんの尊

厳を大切に考え、ケアを提供できる人材を育成できるチャンスと捉え、マイスター制度の導入に取り組んだ。根拠があり個別性のある
排泄ケアを実践できる人材の育成を目指し、どんなに忙しく時間がなくても看護の質向上を目指して前向きに取り組んでいる。

2040年42.7%の高齢化率予測の中、退院支援調整には排泄課題が重要
• 北海道東部の広い医療圏における拠点病院として、退院支援調整に力を入れている

• 排泄に関する問題はナイーブで、かつ退院支援調整が困難となることがある

• 高い高齢化率が予測される中、「高齢者に対し、質の高い看護実践ができる看護師の育成」は看護部重点課題

TENA導入初年度、コンチネンススコアカードでケア定着と標準化度合を調査
• 調査の結果、「TENA製品の特性を活かした手順に沿ってあてること」を徹底する必要性が明らかに

• 排泄の自立を目指したケアを実現するには、まず排泄ケアに対する「意識」と「正しい知識」が必要

“排泄ケアを通して患者様の尊厳を守りたい” 実現手段としてマイスター活用

TENA製品の特長を活かし
手順に沿ってあてる

技術

パッド交換手順の一つひとつ
に込められた意味や思いを伝授

患者・家族を思う心

TENAマイスター認定制度＝スキル向上にとどまらず、オムツ交換を通して尊厳を守るケアについて再確認する良い機会
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お取組内容

生まれた変化・成果

今後に向けて

「根拠に基づき個別性のある排泄ケアを実践できる人材を段階的に育成」
するため、初級・中級・上級の三段階の制度として設計

• 初級は患者役・看護師役両方を体験。患者の立場にたった排

泄ケアのあり方を考える機会に

• 当初一般急性期病棟看護師を対象に初級170名合格を目

標としていたが、訪問看護ステーション、外来看護スタッフも参

加希望。結果として、初級330名、中級37名が2年間で誕生

• 中級では実際に使用している排泄日誌を試験問題に活用

コンチネンススコアカード活用、排泄ケアラウンド実施による意識の低下予防

• 一部カスタマイズしたスコアカード8項目の指標で定期アセスメント。排泄ケアラウンドも実施し、部署ごとの課題に対応

尊厳を守る排泄ケアを考える機会が増え
根拠に基づいた個別ケアが進んだ

• 排泄ケアに込められた意味や思いを考え、語り合う機会を持ち

技術＋患者・家族を思う心の双方が育まれた

• 患者の活動能力や栄養状態を考慮したケアの実践が増加

→ 排泄の自立を促すケアが提供されるようになった

• 排泄指導パンフの作成・活用を行い、患者,ご家族が安心して

望む生活に戻ることができる活動を実施

【目指す姿】
様々な背景のある患者に対して、「患者様の尊厳を守るケア」を提供できる組織

• 上級コースの開催、定期的な部署監査や研修会開催などにより、さらに高い排泄ケアを実践できる人材育成を目指す



病院部門 最優秀賞
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医療法人永島会 永井病院 様

所在地：高知県 平均在院日数：約36日 在宅復帰率 90.1%
病床数 (医療療養病床40床、介護療養病床52床

2020.4.1~地域包括ケア病床15床、介護医療院52床 ）

「基礎の徹底」とCSTを核とした「考えるケア」への病院改革

ご推薦コメント 医療法人永島会理事長 市川 素子様

TENAマイスター導入の背景・ねらい

• 組織活性のためのリーダーシップ力を発揮していただく観点でCSTメンバーを人選

• 看護部長の「楽しくやりがいのある病院にしたい」という強い思いが、CST主体性喚起と【共通目的】明確化

• 職員全員が一から取組み、組織の垣根を超えた同志としてのチームワーク＝土台が形成

• 土台が整ったことで、夜間安眠、離床促進、排便サポートへと取組みを進化

テーナの見直しをきっかけに安井看護部長が招集、排泄委員会を発足しました。排泄委員会にはTENAアドバイザーも参加してく
ださり、排泄の重要性や患者様とのかかわり、より良いオムツの当て方など、多職種で話し合う機会が増え、情報の共有ができ、職
員のおむつ交換の意識の変化を感じています。それまで介護職員のみの業務だったオムツ交換に看護師が入るようになりましたのも
安井看護部長の職員への意識改革の働きの賜物だと思います。オムツ交換の講習も部長がテーナさんにお願いし、継続しているこ
とで、排泄委員だけでなく、職員全体のオムツ交換の技術も上がっています。
当委員長は、栄養補給と排泄が、生きる上で大切なことだと常に言っています。その趣旨を理解し実行している安井看護部長を

支援してくださっているテーナさんにも感謝しております。

2011年からTENAを使用しているが、真の目的を見つめなおす必要があった
• 1日あたり3回のオムツ交換と、交換回数を抑えることができていたが、「患者様のために考えたケア」が

できているとはいいがたいという課題認識

• 終日ベッド上でお過ごしの患者様が多く、職員のモチベーションも決して高いとは言えない

排泄ケアを変えるだけでなく、「楽しくやりがいのある病院」へ組織改革を目指す

• TENAアドバイザーより「患者様のためにを考えるケア」「コンチネンスケア」を目指した取組として

【CST立ち上げ】 【TENAマイスター制度】 【現場の立ち合い】 の提案

組織改革につなげるため、コアとなるCSTメンバー人選にこだわり

CST人選 重視したポイント

年齢・経験は関係なく
①明るくポジティブな人 ②協調性があり周りに良い影響を与えてくれる人 ③リーダーとして育成したい人
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お取組内容

生まれた変化・成果

今後に向けて

CSTが主体性を発揮し、全体でTENAマイスターに取組む機運へ。
排泄ケアの基礎【心・技術・知識】ができ、波及効果が広がった。

• CST自ら「自分たちで他の職員の認

定を行いましょう！」と発案

• CSTが中心となり推進したことで排

泄ケアの基礎【心・技術・知識】の徹

底がされた

TENAマイスターでケアに変化 ～ 離床・夜間安眠・排便サポートにチャレンジ ～

• あて方によるモレが減少 → ケアワーカーとリハビリスタッフ協働により

TENAスリップから、より稼働域の広いTENAフレックスを使用した離床

に向けた取組みへ。患者様のQOL向上に加え、コストダウンにも効果

基礎【心・技術・知識】が浸透・継承できる“より楽しくやりがいある職場”へ

• 今年4月から介護病棟が介護医療院となるが、TENAマイスターから始まった多職種連携で進めていける自信

• 数名からスタートした離床、排便サポートを全体へ広げることに加え、トイレ誘導にもチャレンジしていく

CST組成～3か月程度 CSTメンバー主体性発揮 全体変化へ

• CST会議運営はTENAアドバイザー
(TA)が実施

• TAがCSTメンバー全員のTENAマイス
ターを認定

TENA
アドバイザー

CSTメンバー

マイスター
認定

職員に変化

∟前向きな発言、積極的な行動が

見られるように【心の側面】

∟患者様毎のパッド見直し案作成や

スキントラブル対応へ【知識・技術の側面】

組織に変化

∟多職種コミュニケーションが増え、

皆が一つになったと実感【組織の一体感】

TENAスリップ TENAフレックス

• あて方によるモレが減少 → 次の目標として、水様便の課題解決に向け、薬剤師・管理栄養士と連携し排便サポート実施

患者様にとって 職員にとって CSTにとって 経営貢献

• モレが減り、快適性向上
• 夜間安眠、快適な排便サ

ポート等によるQOL向上

• 介護・看護・リハ含めたコミュニ
ケーション活性、組織の一体感

• 製品理解→知識・技術向上

• CSTとしての責任感・
やりがい

• リーダーシップ力向上

• 組織の一体感と活性化に
より病院改革の着実な一歩

• コストダウン

マイスター
認定

スタッフ



施設部門 最優秀賞
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社会福祉法人アパティア福祉会 特別養護老人ホームアパティア長島苑 様

所在地：三重県 ベッド数：70床

取組意義をご利用者還元視点で深堀りし
毎月2名ずつインプット・アウトプットを行う「全員参加型」へこだわり

ご推薦コメント 施設長 松岡 弘起様

TENAマイスター導入の背景・ねらい

• TENAマイスター開始にあたり「ご利用者に何を還元するのか」 を軸に徹底的に取組む意義を話し合い

→施設理念と照らし合わせた【共通の目標】形成

• 毎月2名ずつ確実に認定し翌月認定者の役割→全職員参加・職員が心の余裕を持ち進行【協働意欲】

今回 ‶考える”をテーマに、二つのプロジェクトを立ち上げ、その活動を通してより強いチーム作りに取り組んできました。その一つが排
泄プロジェクトであり、今回の活動では、職員全員がTENAマイスターの資格取得に挑戦しました。
TENAアドバイザーとプロジェクトメンバーとの話し合いでは、どのように進めていくかを職員が考え抜いて進めていくことを繰り返しまし

た。その中で、目標や方法などすべてを、職員が答えをだして決めていきました。
また、その活動のプロセスにおいては、プロジェクトメンバーだけが関わるのではなく、職員一人ひとりが順番に関わりながら全職員で

取り組みを進めました。そのことが、取り組みを成功へと導いてくれた大きな要因となったのだと考えます。この取り組みを通して、職員
一人ひとりが考えて行動できる強いチームへと成長できたことが、私にとって何より嬉しいことでした。
今回の活動は、ご利用者の快適な暮らしにも、職員のスキルの向上や職場環境の改善にも、そして経費削減にもつながるような

高く評価のできる活動であり、他の事業所においても参考にしていただける内容が多く含まれている成功事例であったと思います。ぜ
ひ今回の活動を多くの方々に知っていただければと思います。
活動を成し遂げてくれた職員に感謝するとともに、活動をサポートしてくださったTENAアドバイザーの方々に感謝します。

2018年排泄プロジェクト発足。活動目的をTENAアドバイザーと話合いを重ね
“何のためにTENAマイスターを始めるのか”意義を深掘り

• 「モレがなくなれば・・・」とTENAマイスターを開始しようとしたが、TAとのやりとりで目的・目標を徹底的に考え・

言葉にして・深く知る機会を重ね、思い入れを持つ目標が誕生
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お取組内容

生まれた変化・成果

今後に向けて

「スモールステップの法則」「インプット・アウトプット」で全員が主体となる

排泄ケアとターミナルケアのビジョン作成・・・ビジョンは全員で向かうための羅針盤

• ビジョン作成（羅針盤）とそれに向かい着実に進めるための小さな成功の積み重ねで達成感を得る

• アパティア福祉会で働いている「誇り」を伝え、会社と職員をつなぎ、発展しつづける組織へ

スモールステップ インプット・アウトプット

まずは排泄プロジェクトメンバーが
TENAマイスター認定取得

↓
毎月2名ずつ募集し、着実に増やす

マイスター認定取得した職員は、
翌月次の職員2名の認定を行う
教わる(インプット)→教える(アウトプット)

↓
1年かけて全介護職員が認定

• スムーズなことばかりではなく、意識の共有ができていないことで職員が重荷に感じることや、

認識のズレ（例：快適性とは？羞恥心に配慮した早い交換？しっかり声をかけ安心いただくこと？など）も発生。

これらも一気に進めようとせず「スモールステップ」「インプット・アウトプット」で進めながら解決へ

「見えない部分」の変化

●職員の負担削減 → 職場環境改善

●利用者目線で考える職員の増加
→ ご利用者のQOL向上

●排泄ケア用品のコスト削減 → 経営効率向上

「見える部分」の変化

19名がコットンスペシャルへ

→紙パンツ760枚/月削減
アイテム見直し等により
1年で約46万円削減

●職員一人ひとりの成長 → 現場力向上

●前向き・積極性に変化 → 人財のチカラ

●仕事が楽しい！ → やる気スイッチ

良い部分に気づく → 口に出して伝えられる

共通の目的を持ち、協力し合う組織となり
”仕事が楽しい”と感じられるように

多角的な視点で、根拠阿あるケアができるように



施設部門 最優秀賞
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医療法人浩治会 介護老人保健施設大今里ケアホーム様

所在地：大阪府 ベッド数：136床 平均介護度3.6

正しいあて方が出来る”土台”を早期に作り上げ
介護・看護協働でTENA導入3か月で大きな成果につなげた事例

ご推薦コメント 事務長 西林 周平 様

TENAマイスター導入の背景・ねらい

• TENA導入5か月前にCSTメンバー15名がTENAマイスター取得。自信を備え、役割も明確化

• 「利用者を笑顔に、職員も笑顔に」をスローガンに分かりやすい【共通の目標】として、進む方向を明示

• 介護・看護連携で【良いコミュニケーション】活性により取組の質とスピード両方を実現

医療法人浩治会 大今里ケアホームは、大阪市東成区の中心にある今里交差点（今里ロータリー）からすぐ近くに位置します。
当施設は、平成17年11月に開設、入所定員136名・通所定員40名、同じ建物にグループホームと訪問看護ステーション、居宅
介護支援事業所を併設しています。
TENA導入のきっかけとして、①開設より14年が経過し、医療的な対応も出来る施設として認識頂いた結果、平均介護度が

3.6となり、今後も上昇し、より介護が必要な方が入所される可能性が高い。②今後、介護職不足が将来的に発生することが予
測される為、先行して業務の改革が必須であると考え、検討致しました。
TENAの導入に関しては、事前に充分に準備を行い、導入しましたが、導入～１ヶ月の期間においては、当初の計画にはなかっ

た思ってもいなかったトラブルもあり、大きな試練となりました。しかしそこであきらめずに、介護長の北吉を中心に、介護、看護、そして
TENAのアドバイザーが共に取り組んだ結果、試練を乗り越え、定着に繋がったと考えます。
現在も導入出来たことで満足することなく、CST活動を中心に継続的に取り組んだ結果、コスト削減等のさまざまな相乗効果を生
み出しています。

TENA導入から3か月以内で成果を出すことを目標に準備開始。
製品特性を活かした正しいあて方を全員できるよう、TENAマイスターを取入れ

「導入準備段階に何かできることは？」

「導入直後からスムーズな定着を図るにはどうしたら良いか？」

「全員正しいあて方ができる」状態＝土台 と考え

CSTメンバー（介護士12名・看護師3名）15名が、導入5か月

前にTENAマイスター認定取得
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お取組内容

生まれた変化・成果

今後に向けて

TENA導入3日目には計24名のTENAマイスター認定取得者誕生。
早期のあて方定着により、導入3か月で「発展期」へと進めたスピード感

TENAマイスターの意義を一段高め、よりご利用者に寄り添った排泄ケアへ

• 認定後さまざまなことに介護看護連携で取り組む中で、ご利用者に寄り添った排泄ケアの提案ができてこそ真のTENA

マイスターではないか？と視点が変化。さらなる成長を促すツールとしてTENAマイスター制度を活用したい。

• 尿モレ、便モレが激減し、混乱収束

• あて方工夫によるモレ改善も

• アセスメントシートを工夫し、個別ケア

推進

導入~1か月
混乱期

1か月～2か月

成長期
2か月～3か月

発展期

• モレが多発して混乱

• TENAマイスター認定者24名お

り、あて方の混乱はほとんどなし

• マイスター認定者により失禁者の

個別アセスメント開始

• 便性状改善取組を開始。ニュー

スキンクリーンコットン使用開始

個別ケアへの完全移行

• 軽度失禁者を対象に、TENAフィックス

の使用開始

ご利用者の笑顔・スタッフの笑顔と自信・コスト削減と職場の風土改善を同時実現

定量成果

オムツ交換時間

221分/日

削減

人件費,備品コスト

215万円/年

削減

ご利用者が前向きにトイレットトレーニングに取り組
んでくれるのが嬉しい

フレックスを使用する事で昼夜問わずご利用者の
希望に添うことができるようになった

スタッフの声

個別ケアを目指しアセスメントを行う事で自分の成
長を感じている

経営効率改善

介護看護協働に
より3か月で成果

職員の自信 ・
職場の風土改善

職員負担

軽減

働きやす

い職場

人財

定着
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医療法人 宏和会 あさい病院 様

特定医療法人 杏林会 新生翠病院 様

鶴岡市立荘内病院 様

医療法人 再生会 くまもと心療病院 様

医療法人 弘善会 矢木脳神経外科病院 様

社会医療法人 信愛会 交野病院 様

下関市立豊田中央病院 様

医療法人社団 函館脳神経外科病院 様

医療法人 積仁会 旭ヶ丘病院 様

独立行政法人労働者健康安全機構
北海道せき損センター 様

宮崎医療生活協同組合 宮崎生協病院 様

社会福祉法人 健美会
地域密着型特別養護老人ホーム ふる里えにわ 様

社会福祉法人 阿仁ふくし会
特別養護老人ホーム 山水荘 様

社会福祉法人 清水福祉会
特別養護老人ホーム 城東さくら苑 様

社会福祉法人 杏樹会
特別養護老人ホーム 杏樹苑爽風館 様

社会福祉法人 小樽北勉会
特別養護老人ホーム 東小樽 様

株式会社創生事業団
介護付有料老人ホームグッドタイムホーム・桔梗 様

社会福祉法人 函館共愛会
介護老人福祉施設 愛泉寮 様

株式会社 さわやか倶楽部
介護付有料老人ホーム さわやか桜館 様

社会福祉法人 みのり福祉会
特別養護老人ホーム ソラーナ 様

社会福祉法人 八森峰浜ふくし会
特別養護老人ホーム 海光苑 様

社会福祉法人 遊佐厚生会
特別養護老人ホーム ゆうすい 様

社会福祉法人 八森峰浜ふくし会
特別養護老人ホーム松波苑・特養松波苑ユニット 様

優秀賞

日本赤十字社 浦河赤十字病院 様

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
海老名総合病院 様

社会福祉法人くだまつ平成会
特別養護老人ホームほしのさと 様

社会福祉法人会幸尋会
特別養護老人ホームようとく園 様

奨励賞
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