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研究計画書 

1. 題目 

小児便秘外来受診患児のご家族の便秘症の有無と小児便秘外来受診患児

の保護者の「小児便秘外来」についての満足度の検討 

① 研究責任者：    小児外科  部長    秋山 卓士 

② 研究実施担当者： 小児外科  部長    秋山 卓士 

小児外科外来担当看護師  横路 聖加 

島田 万里子 

千神 裕子 

2. 研究目的 

小児便秘外来受診患児のご家族の便秘症の現状把握と小児便秘外来

受診患児の保護者の便秘治療における満足度について検討することを

目的とする。 

3. 研究の背景と意義 

① 1 週間の排便回数が 3回未満を便秘症とすると、小児便秘症の頻度は

0.7～29.6%と言われている。また小学生に限ると 5.7～18.5%と言われて

いる。また家族の便秘の頻度については、母親が便秘症の時に子供が

便秘症である頻度は 46.4%で、逆に母親が便秘症ではないときには子供

が便秘症である頻度は 27.9%である。さらに便秘症患児の両親や兄弟が

便秘症である頻度は 30～62%と言われている。当院小児便秘症外来受

診患児のご家族の便秘症の現状を把握して、ご希望があればご家族も

含めての便秘症治療を考えていく資料となる。（説明文中の頻度のデー

タは「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」から引用。） 

② また現在の当院小児便秘症外来の治療は、排便・便秘について冊子を

使って説明して、便秘の治療についてご理解をいただき、そのうえで溜

っている便塊を極力外来で除去し、溜っているのが多い時にはご家庭で

も便塊除去をしていただき、直腸が空虚の状態にして、その状態を維持

するように指導している。直腸が空虚な状態を維持するために、最初は

下剤などの薬物を使用し、徐々に排便習慣をつけて、下剤などの薬物

治療を終了するようにしている。ご家族と話をして、相談はしているが、

基本的にこの治療方針は、医療者側からの一方的な提案であり、この

治療方針をご家族がどのように考えているかを知ることで、今後の小児

便秘外来治療を、よりご家族の方にご満足いただけるようにするための

資料となる。 
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4. アンケートの対象 

対象人数 50 人 

(ア) 当院小児便秘外来受診患児のご家族を対象とする。 

(イ) 除外基準：対象患児あるいはご家族が、この研究に参加することを拒否され

た場合。 

5. 研究方法 

小児便秘外来受診時に、便秘に関してのアンケート調査研究について説明し、

同意を得た患児のご家族にアンケート（４問）に答えていただき、アンケートのデ

ータについて統計的な処理を行う。対象患児の氏名、カルテ番号や住所などは

特定できないようにされている。 

6. スケジュールあるいは研究期間 

研究期間は承認日より 6 か月間とする。 

7. 予期される利益と不利益 

・利益 

① 小児便秘症外来で治療中の患児のご家族が，便秘症で困ら

れているときに，患児と一緒に治療を受けることができる可能

性がある。 

② また，小児便秘症外来で治療中の患児の治療について，ご家

族のご意見をお聞きして，患児の治療をご家族にとってより満

足のいくものにできる可能性がある。 

・不利益 

アンケートの記載内容が，患児の個人情報と結びつく可能性があ

る。 

8. 評価項目 

小児便秘外来受診のご家族に実施した便秘に関してのアンケート

情報のデータ 

9. 統計的事項 

アンケート調査のデータについて統計学的処理を行い、小児便秘外

来治療中患児のご家族における便秘症の頻度・治療の必要度や患

児の便秘症治療における満足度について検討する。 

10. 倫理的事項：同意書に関すること 

(ア) 研究担当者は本研究について、対象患児様およびその保護者に、

外来受診時に口頭で、対象患児およびその保護者の社会生活に

関するデータの利用について説明する。データ利用において個人

が特定されることはなく、他の情報や個人情報に十分配慮して行う

ことを説明する。本研究への同意は対象患児および保護者の自由



3 

意思による。同意の有無により、対象患児の治療について利益ま

たは不利益になることはなく、またいったん同意したのちに同意を

取り消すことも可能であり、同意を取り消したことによって、対象患

児に不利益になることがないことも十分に説明したうえで、対象患

児および保護者のデータを使用することへの同意の可否について

十分な時間と質問の機会を与えたり、当院ホームページに掲載す

る「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」

を閲覧していただいたのちに、ご返答いただく機会を与える。以上

の方法で、対象患児および保護者のデータ利用の同意を取得する。

本研究によって得られたデータは、対象患児のカルテに記載する。 

(イ) （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） 

11. 個人情報の保護 

患児の情報は匿名化して管理を行う。患児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特になし。 

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や今

後外来診療および外来診療範囲拡大の資料として利用する以外の二

次利用を行う予定はない。 

15. 研究組織 

(ア) 研究責任者： 小児外科 部長 秋山 卓士 

(イ) 研究実施担当者： 小児外科 部長 秋山 卓士 

            小児外科外来看護師 横路 聖加 

                           島田 万里子 

                           千神 裕子 

(ウ)電話： （082）241-8221（代表） 

(エ) E-mail: 729102@pnet.energia.co.jp 

16. 研究成果の発表方法 

日本小児科学会など小児科分野の学会にて発表また論文作成を計画

している。 
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現在、当院小児外科で実施している小児便秘外来における便秘につい

てのアンケート調査研究へのご協力 

１． 研究課題 

小児便秘外来受診患児のご家族の便秘症の有無と小児便秘外来受診患児の保護者の

「小児便秘外来」についての満足度の検討 

２． 対象となる患児 

当院小児便秘外来受診患児のご家族 

３． 研究目的 

小児便秘外来受診患児のご家族の便秘症の現状把握と小児便秘外来受診患児の保護

者の便秘治療における満足度について検討することを目的とする。 

４． 研究期間 

2020 年 7 月（倫理審査委員会承認後）～2020 年 12 月（6 か月間の予定） 

５． 研究に用いる情報 

・小児便秘外来受診のご家族に実施した便秘に関してのアンケート情報 

６． 実施方法 

小児便秘外来受診時に、便秘に関してのアンケート調査研究について説明し、同意を得

た患児のご家族にアンケート（４問）に答えていただき、アンケートのデータについて統計

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審査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
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（小児便秘外来受診のお子様のご家族へ）

アンケート調査の目的

① 1週間の排便回数が 3回未満を便秘症とすると、小児便秘症の頻度は 0.7
～29.6%と言われている。また小学生に限ると 5.7～18.5%と言われてい
る。また家族の便秘の頻度については、母親が便秘症の時に子供が便秘

症である頻度は 46.4%で、逆に母親が便秘症ではないときには子供が便
秘症である頻度は 27.9%である。さらに便秘症患児の両親や兄弟が便秘
症である頻度は 30～62%と言われている。当院小児便秘症外来受診患
児のご家族の便秘症の現状を把握して、ご希望があればご家族も含めて

の便秘症治療を考える上での参考資料とする。（頻度についてのデータは

「小児機能性便秘症診療ガイドライン」より引用）

② 現在の当院小児便秘症外来の治療は、排便・便秘について冊子を使って

説明して、便秘の治療についてご理解をいただき、そのうえで溜っている

便塊を極力外来で除去し、溜っているのが多い時にはご家庭でも便塊除

去をしていただき、直腸が空虚の状態にして、その状態を維持するように

指導している。直腸が空虚な状態を維持するために、最初は下剤などの

薬物を使用し、徐々に排便習慣をつけて、下剤などの薬物治療を終了す

るようにしている。ご家族と話をして、相談はしているが、基本的にこの治

療方針は、医療者側からの一方的な提案であり、この治療方針をご家族

がどのように考えているかを知ることで、今後の小児便秘外来治療を、よ

りご家族の方にご満足いただけるようにするための参考資料とする。

アンケート記載について

  この小児便秘外来アンケートに協力されるかどうかは、患児のご家族の自由意思

でお願いいたします。

  ご家族の自由意思で、小児便秘外来のアンケートにご協力いただけなくても、今

後の治療に影響が及ぶことはありません。このことは確実にお約束させていただきま

す。

  また、ご家族の自由意思で、小児便秘外来のアンケートにご協力いただいた、ア

ンケート内容について、絶対に個人情報がわからないように処理します。

  万が一、アンケート内容と個人情報が結びつくことがあっても、そのことによって今
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後の治療に影響が及ぶことはありません。このことは確実にお約束させていただきま

す。アンケートの記載内容を真摯に検討させていただき、極力、患児のご家族の思い

に沿った治療が実践できるように努力していきます。

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、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



小児外科便秘外来の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「小児外科便秘外来の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. 小児外科便秘外来の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. 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「小児便秘外来における便秘についての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。 



利 益 相 反 報 告 書 

（宛先）                        令和 2年７月９日

中国電力株式会社中電病院 病院長 

研究課題名  小児便秘外来受診患児のご家族の便秘症の有無と小児便秘外来受診患児の保護者

の「小児便秘外来」についての満足度の検討

研究責任者名  秋山 卓士 印 

部 署 名    小児外科  

職名    医師 

当該臨床研究等に係る利害関係が想定されるものについて、次のとおり報告します。 

１ 企業・団体での活動（診療報酬を除く）の有無 

 無 （該当に○をつけ、有の場合には下表に記入）

区分 研究者 
研究者と生計を一にする配偶者及

び一親等の者（両親及び子ども） 

企業・団体名   

役職(役員・顧問等)   

活動内容(兼業内容等)   

活動時間 時間／月 時間／月 

＊同一企業からの年間の合計収入金額が100万円を超える場合は、以下に記入してください。 

報酬・給与 万円／年 万円／年 

個人特許実施関連収入 万円／年 万円／年 

その他の収入 万円／年 万円／年 

＊その他の収入には、指導助言、原稿料、顧問料、講演料等を含む。 

 2 相手先のエクイティの有無（家族保有分も） 

 無 （該当に○をつけ、有の場合には下表に記入）

企業・団体名    

エクイティ    

＊エクイティ（equity）とは、公開・非公開を問わず、株式、出資金、ストックオプション、受益権を言う。 

3 申告研究者の産学連携活動の有無 

 無 （該当に○をつけ、有の場合には下表に記入）

  申告者または所属が関与した共同研究、受託研究、研究助成金、寄付金等で、同一企業からの年

間受入金額の合計が200万円を超える場合 

企業・団体名    

活動内容    

受入金額 万円／年 万円／年 万円／年 

４ 企業からの無償での機材等の提供の有無 

 無 （該当に○をつけ、有の場合には下表に記入）

企業名 
具体的な内

容 
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便秘に関するアンケート 

アンケート調査の目的 

① 外来でお子さんの便秘症の治療を行っていますが、お子さん以外にもお父さん、お母さ

んや他のご家族が、もし便秘でお困りなら、診療の範囲を少し拡大して、便秘でお困りの

お父さん、お母さんやご家族の便秘について診療していくべきかどうか考えています。診

療範囲を拡大する必要性について考える資料にするため。 

② お子さんの便秘症の治療をより効果的にするために、お父さん、お母さんが、お子さんの

便秘症について考えていらっしゃることをお聞きして、今後の診療に役立てるため。 

質問 

お父さん、お母さんの年齢を教えてください。お父さん（       ） お母さん（       ） 

通院中のお子様の年齢を教えてください。（      ）その他の便秘症の方の年齢を教えて 

ください。（                      ） 

①今外来で治療を受けていらっしゃるお子様以外に、お父さん、お母さんは便秘ではないで

すか？ 

（１）お父さんが便秘 

（２）お母さんが便秘 

（３）お父さんもお母さんも便秘 

（４）他のお子さんも便秘 

（５）その他 （たとえば，母方祖母  ） 

②①で便秘症とお答えになった方にお聞きします。 

（１） 1 週間に何回排便がありますか。 

（２） 排便後すっきりしますか。 

（３） 便秘症について治療されていますか。 

１） はい   

具体的に教えてください。 
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２） いいえ 

治療されていない理由をお教えください。 

③ お子様の便秘症の治療についてお聞きします。 

（１）満足している 

（２）だいたい満足している 

（３）どちらとも言えない。 

（４）少し不満である。 

（５）不満である。 

（４）、（５）とお答えの方にお聞きします。大変申し訳ないのですが、今後の診療の参考に

して、よりお父さん、お母さんの気持ちに沿った診療をしていきたいと考えていますので、

ご不満の内容についてお教えください。 

④ お子様の便秘治療のゴールについてお聞きします。ゴールはお子様の排便状態がどの

ような状態になった時だとお考えですか。 

（１）排便習慣ができて、ほぼ毎日、だいたい決まった時間に排便できる。（薬なしで） 

例えば、「夕食後に排便する」とか「入浴前に排便する」など 

（２）排便時間帯は決まっていないが、ほぼ毎日排便する習慣ができた。（薬なしで） 

（３）何とか、1 週間に 3 回は苦痛なく、硬くない便を自力で排便できる。（薬なしで） 

（４）その他 （すみませんが、お父さん、お母さんのお考えを具体的に書いてください） 


