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研究計画書 

0. 題目 

採血、静脈注射や、点滴が必要な患者様における鎮痛貼布剤の使用効果につい

ての検討 

 研究責任者：    小児外科  部長    秋山 卓士 

 研究実施担当者： 小児外科  部長    秋山 卓士 

研究目的 

採血、静脈注射や、点滴が必要な患者様に、鎮痛貼布剤を使用して処置をした

時の患者様における鎮痛効果について検討することを目的とする。 

1. 研究の背景と意義 

基礎に慢性疾患を患っていたり、急な脱水症などの時には成人に比べて、小児

では採血、静脈注射や点滴の頻度が多くなる。また痛みを伴う処置に対して、患

児は“痛い”ということで恐怖心を覚え、精神的につらい体験をすることになる。こ

にたび鎮痛貼布剤を採血、静脈注射や点滴の時に使用することが保険で認めら

れたことを受けて、採血、静脈注射や点滴の時の患者様の痛みに対する精神的

な負担をなくすことで、患者様の社会生活の向上に寄与することできる。 

2. 被験者の対象 

症例数 20 例 

当院小児外科外来受診の患者様の内、採血、静脈注射や点滴を必要とする症例

を対象とする。 

除外基準：被験者あるいはご家族が、この研究に参加することを拒否された場

合。 

3. 研究方法 

採血、静脈注射や点滴が必要な患者様および保護者に外来受診時に研究につ

いて説明し、承諾された患者様に対して、採血、静脈注射や点滴の予定部位に、

保険で定められた鎮痛貼布剤使用方法に従って、鎮痛貼布剤を貼布し、約 1 時

間後に採血、静脈注射や点滴を行い、鎮痛貼布剤使用後のアンケートに回答し

ていただく。鎮痛貼布剤の副作用とアンケート調査のデータについて統計学的な

検討を行う。 

4. スケジュールあるいは研究期間 

     研究期間は承認日より 1 年間とする。 

5. 予期される利益と不利益 

・利益 

 採血、静脈注射や点滴の時の患者様の痛みに対する精神的な負担

をなくすことで、患者様の社会生活の向上に寄与することできる。 
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・不利益 

 本研究に使用する鎮痛貼布剤は保険適応になっているとはいえ、副

作用が全くないわけではない。本研究は原則、外来にて施行し、使用用

量を遵守して投与し、投与開始後は患者様の状態を十分に注意深く観

察する。また患者様に何らかの異常を認めるときには、鎮痛貼布剤に

関連があるなしに関わらず適切な処置を行うように最善を尽くす。 

7.評価項目 

鎮痛貼布剤の副作用と鎮痛貼布剤使用後のアンケート調査のデータ 

8. 統計的事項 

鎮痛貼布剤の副作用と鎮痛貼布剤使用後のアンケート調査のデータにつ

いて統計学的処理を行い、採血、静脈注射や点滴の時の患者様の痛みに

対する鎮痛貼布剤使用効果について検討する。 

9. 倫理的事項：同意に関すること 

（１）医学研究および医療行為の対象となる人権の擁護 

  研究担当者は本研究について，対象患者様およびその保護

者に対して，外来受診時に 佐藤製薬株式会社作成の患者様用

パンフレット，研究内容の書面（ホームページから）および患者様

説明用書面にて当研究について説明し，承諾書にて本研究に参

加することへの同意を得る。本研究への同意は患者様またはそ

の保護者の自由意思による。またいったん同意を得たのち同意を

取り消すことは可能であり，同意を取り消すことによって患者様の

診療に不利益になることがないことも十分に説明する。          

本研究については倫理委員会承認後，ホームページに公開す

る。           

本研究の成果について学会発表や論文発表するときには，患者

様の個人情報に十分に 配慮する。                         

（別紙、参考資料「現在、当院小児外科で実施している研究への

ご協力のお願い」を当院ホームページに掲載して閲覧可能にす

る. 

（２）対象者（本人または家族）の理解を求め同意を得る方法 

  ・本研究についてホームページに公開する。                    

  ・佐藤製薬株式会社作成の患者様用パンフレット，研究内容の書面（ホームペ

ージから）および患者様説明用書面にて当研究について説明して理解を求め

る。        

・相談窓口を設けて，患者様およびその保護者の理解および同意の

手助けとする。 
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10. 健康被害の発生時の対処方法 

患者様に何らかの異常を認めるときには、鎮痛貼布剤に関連があるな

しに関わらず適切な処置を行うように最善を尽くす。 

11. 個人情報の保護 

患者様の情報は匿名化して管理を行う。患者様のデータは外部と接続

できない当院内のパスワード設定されたパソコンで行う。 

12. 研究費とその由来 

特になし。 

13. 利益相反の有無 

本研究の実施に関して佐藤製薬から鎮痛貼布剤 20 枚の提供を受けて

いる。 

14. データの二次利用について 

本研究により得られたデータを当科からの学会発表や論文報告以外の

二次利用を行う予定はない。 

15. 研究組織 

研究責任者： 小児外科 部長 秋山 卓士 

研究実施担当者： 小児外科 部長 秋山 卓士 

電話： 2261（内線） 

E-mail: 729102@pnet.energia.co.jp 

16. 研究成果の発表方法 

日本小児外科学会など小児外科分野の学会にて発表また論文作成を

計画している。 



現在、当院小児外科で実施している患者様の採血時などの疼痛緩和に

関する研究へのご協力 

 
１． 研究課題 

採血や点滴などが必要な患児における鎮痛貼布剤の使用効果の検討 

２． 対象となる患児 

当院小児外科受診患児のうち採血、静脈注射や点滴治療を必要とする患児（20 症例） 

３． 研究目的 

採血、静脈注射や、点滴治療が必要な患児に、鎮痛貼布剤を使用したときの患児における

鎮痛効果について検討することを目的としています。 

４． 研究期間 

2019 年 3 月（倫理委員会承認後）～2020 年 3 月（1 年間の予定） 

５． 研究に用いる情報 

・鎮痛貼布剤使用した処置後のアンケートの情報 

・鎮痛貼布剤使用後の副作用の有無 

６． 実施方法 

原則、外来にて鎮痛貼布剤を採血、静脈注射や、点滴治療の予定部位に貼布し、約 1 時間

後に鎮痛貼布剤を除去して、採血、静脈注射や、点滴治療を行い、処置が終了後アンケート

（5 問）に記載していただく。また診察して、副作用についてチェックする。アンケートのデータ

および副作用について統計的な処理を行う。患者様の氏名、カルテ番号や住所などは特定

できないようにされています。 

７． 研究代表者 

研究代表者 ： 中国電力株式会社中電病院小児外科 秋山 卓士 

８． 相談窓口およびお問い合わせ先 

この研究は、中国電力株式会社中電病院倫理委員会の承認を得て実施しています。 

この研究に使用する情報は匿名処理を行い、患者様が特定できないように配慮したうえで使

用します。 

また、この研究の成果を公表するときにも、患者様を特定できないように配慮したうえで、学

会発表や論文発表する予定です。 

 

この研究に関するご質問などがありましたら下記連絡先までお問合せ下さい。 

また、この研究に関するご相談も下記連絡先にご連絡ください。 

相談窓口およびお問い合わせ先 

  730-8562 

広島市中区大手町 3 丁目４番 27 号 

電話(082) 241-8221 (代表) 
中国電力株式会社中電病院小児外科 秋山 卓士 



（採血や点滴を受けるお子様のご家族へ） 

エムラパッチについて 

エムラパッチは採血の部位、点滴の注射予定部位や皮膚レーザー照射予定部位

に貼ることで麻酔効果が得られ、採血、静脈注射、点滴注射やレーザー治療の

痛みを和らげるお薬です。 

エムラパッチの使用について 

  エムラパッチはすで乳児にも使用することを厚生労働省が認めた薬です。 

  エムラパッチを張る時間は 1 時間です。貼っている時間が短いとパッチの痛みを

和らげる効果が十分に認められないと言われています。 

中電病院小児外科では、採血、静脈注射や点滴注射が必要なお子様にエムラパ

ッチを使用して、少しでもお子様の採血や注射対するストレスや恐怖感を軽減できれ

ばと考えています。 

ただ、薬ですので、まったく副作用がゼロではありません。 

きわめて稀ではありますが、息苦しさ、めまい、嘔気やけいれんを起こすことがあり

ます。万が一そのような症状が現れましたら、適切に対処させていただきます。 

エムラパッチをご希望のお子様には、採血や点滴処置の前にエムラパッチを貼っ

て、約 1 時間後に採血や点滴の処置をさせていただこうと思います。 

また、エムラパッチを使用した感触について、5 問ほどのアンケートにご協力いただ

きたいと思っています。 

エムラパッチ使用のご希望のご家族の方は、お申し出ください。 

同意書の内容をご理解していただいたうえで、同意書にご署名をお願いいたしま

す。 

また、エムラパッチ使用について、ご質問のある方はお申し出ください。 

また、この研究に不参加でも今後の診療に不利益になることはありません。 

同意は途中からでも取り消しすることは可能です。 

この研究に関するご質問などがありましたら下記連絡先までお問合せ下さい。 

また、この研究に関するご相談も下記連絡先にご連絡ください。 

 

相談窓口およびお問い合わせ先 

  730-8562 

広島市中区大手町 3 丁目４番 27 号 

電話(082) 241-8221 (代表) 

中国電力株式会社中電病院小児外科 秋山 卓士 

 

                      中国電力株式会社 中電病院 小児外科 

                                    部長 秋山 卓士 



 

エムラパッチ使用およびアンケート調査研究への同意書 

中国電力株式会社中電病院小児外科部長 秋山 卓士 殿 

 

私は「エムラパッチ使用およびアンケート調査研究」について以下の説明を受けまし

た。 

（ご自分でチェックしてください） 

□1.  エムラパッチ使用およびアンケート調査研究について 

□2. あなたに協力していただきたい理由 

□3. 研究の目的や意義 

□4. 研究の方法について 

□5. 研究に関する利益と稀ではあるが予想される不利益について 

□6. 不利益が生じた場合の対応について 

□7. 研究への参加とその撤回について 

□8. 個人情報の取り扱いについて 

□9. 利益相反と研究に関する情報公開について 

□10. 相談窓口について 

 

上記に関する説明を十分に理解したうえで、研究に参加することに同意します。 

             はい             いいえ 

 

同意年月日           年      月       日 

 

ご署名                             （年齢     歳） 

 

代諾者署名                          （続柄        ） 

 

上記の研究について私が説明しました。 

説明年月日           年       月      日 

 

同意取得医師 職・氏名                          

       



 

同意取り消し依頼書 

 

中国電力株式会社中電病院小児外科部長 秋山 卓士 殿 

 

私は「エムラパッチ使用およびアンケート調査研究」への参加協力の同意を取り消し

たいので通知いたします。 

 

 

 

同意取り消し年月日           年        月        日 

 

同意取り消し者  氏名                               

 

同意取り消し依頼者 氏名                      （続柄         ） 

 

※ この同意の取り消しの依頼ができる方は、「本人」、「代諾人」であります。続柄についてはこのい

づれかをご記入してください。 

※ 同意を取り消されましても、今後の診療に不利益になることはありません。 

 



注射の痛みに関するアンケート 

注射の痛みを緩和する目的で使用した「エムラパッチ」について下記のアンケートにご協力いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

 

 

お子さんの年齢    歳    か月     性別   男  女 

 

 

保護者の方 

Q1 エムラパッチを使用することでお子さんの注射の痛みをやわらげることができたと思います

か。 

  □強くそのように思う。 

  □そのように思う。 

  □どちらともいえない。 

  □そのようには思わない。 

  □まったくそのようには思わない。 

Q2 注射のときのお子さんの反応はいかがでしたか。 

  □泣かなかった。 

  □注射の途中から泣いた。 

  □注射の前から泣いていた。 

Q3 エムラパッチを使用することを今後の注射のときにも希望しますか。 

  □強く希望する。 

  □どちらかと言えば希望する。 

  □どちらともいえない。 

  □どちらかと言えば希望しない。 

  □絶対に希望しない。 

Q4 エムラパッチを使用することを他のお子さんにも勧めたいと思いますか。 

  □強く勧めたい。 

  □勧めたい。 

  □どちらともいえない。 

  □勧めない。 

  □絶対に勧めない。 

 

 

 



 

お子様に対して 

Q5 注射の痛みはどうでしたか。 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 


