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はじめに  

この冊子は、北海道大学病院循環器内科において行われている「最先端技術

を駆使した心不全における新規高精度予後予測モデルの開発」という臨床研究

について説明したものです。担当医師からこの研究についての説明をお聞きに

なり、研究の内容を十分にご理解いただいた上で、あなたの自由意思でこの研

究に参加していただけるかどうか、お決めください。ご参加いただける場合は、

別紙の「同意文書」にご署名のうえ、担当医師にお渡しください。 

 

1. 臨床研究について  

それぞれの病気の診断や治療は、長い期間をかけて進歩・発展してきて現在

の方法になっています。また、より効果的で安全な治療を患者さんにお届けす

るためには、これからも医療の進歩・発展は重要なことです。このような診断

や治療の方法の進歩・発展のためには多くの研究が必要ですが、その中には健

康な人や患者さんの方々を対象に実施しなければならないものがあります。こ

れを「臨床研究」といいます。臨床研究は患者さんのご理解とご協力によって

成り立つものです。 

北海道大学病院では、大学病院としての使命である医療の発展に貢献するた

め、各診療科の医師が積極的に臨床研究に取り組んでいます。これを「自主臨

床研究」といいます。しかし、これらの研究を実施するにあたっては、患者さ

んの人権や安全への配慮が最も大切です。このため、それぞれの臨床研究につ

いて厳密な審査を行っています。この臨床研究は、北海道大野記念病院に設置

された倫理審査委員会の承認を受け、病院長の許可のもとに実施するものです。 

 

2. この研究の意義と目的  

あなたには現在心不全の症状がある（以下、心不全患者さん）、もしくは将来

心不全の症状が進行する可能性がある状態（以下、心房細動患者さん）で、心

不全に対する標準的な治療や、定期的な通院による健康状態の確認が必要です。

しかし、標準的な治療を行った場合でも、人によって治療効果や、副作用の現

れ方が違うのが現状です。なぜこのような違いが出るのかはまだ良く分かって

いないことが多く、現在も多くの研究が行われていますが、最近の研究で、治

療効果や副作用の現れ方の違いは、個人個人の遺伝子や体を巡っている生体物

質の違いが原因で起こっていることがわかってきました。また、心不全の症状

がある方の検査データの変化や歩行時の特徴が、その後の治療効果の経過を予

想する指標となるのではないかということも最近の研究でわかってきました。 

しかし、日本においては心不全の分野での遺伝子・生体物質解析の研究や、
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検査データ、歩行データの解析がまだ大規模に行われておらず、人種も医療文

化も異なる、主に欧米人の研究データを参考にして治療方針を立てているのが

現状です。このため本研究では、心不全患者さん個人個人に合った治療法を確

立することを目的として、研究参加に同意していただいた方の治療経過や検査

データを定期的に観察し、データを集めて解析を行います。研究のスケジュー

ルや調査項目は、「３．研究の方法」に記載したスケジュール表（5 ページ）の

とおりです。 

また、同意していただいた方のうち、血液の提供や歩行動画の撮影にもご協

力いただける方には、通常の診察で実施する採血・検査に上乗せする形で、研

究用の採血（研究期間中 1 回）と歩行動画の撮影（研究期間中 1 回）を行いま

す。提供していただいた血液は、治療効果や副作用の現れ方の個人差を明らか

にすることを目的に、バイオマーカー※測定やゲノム※解析を行います。歩行動

画は、歩き方の特徴といった数字では評価出来ないデータを、心不全の治療効

果の予測に活用することを目的に、人工知能解析を行います。 

※バイオマーカー 

血液や尿や体の組織に含まれる生体内の物質で、病気の状態を把握す

る指標となるものをバイオマーカーといいます。バイオマーカーの量

を測定することで、病気の存在や進行度、治療の効果を予測すること

ができます。例えば腫瘍マーカーもバイオマーカーの一種です。 

※ゲノム 

ゲノムとは、人がもつすべての遺伝情報のことです。一人一人がもつ

遺伝情報には少しずつ違いがあり、このため目の色が違っていたり、

体の特徴が違っていたりします。体の細胞の中で遺伝情報を伝える役

割を担っているのが遺伝子です。親の特徴が子供に伝わるのは、親の

遺伝子と同じ特徴が子どもに伝わるためです。例えば、ある病気にか

かりやすいなどの特徴も伝わることがあります。 

 

3. 研究の方法   

（1）対象となる患者さん 

北海道大野記念病院循環器内科に通院中または入院中の心不全症状がある

２０歳以上の患者さんを対象とします。ただし、その他の合併症や治療経過に

より、担当医師が不適切と判断した患者さんは除きます。 

（２）研究の方法 

この研究の対象となる患者さんで、研究へのご協力に同意いただいた方か

ら、以下の「① 検体」をご提供いただき、「② 診療情報」を利用させていた
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だきます。なお、この研究にご協力いただけるか否かによって、治療方法が変

わることは全くありません。 

① 検体  

血液 2３ml   

通常の血液検査の際に、同時に採血させていただきます。研究用の採血は、

本研究への参加に同意していただいた方のうち、検体の提供にご協力いただ

ける方のみを対象として実施します。ご提供いただいた検体は心不全の治療

効果や副作用の現れ方に関係する遺伝子・生体物質を調べることを目的にバ

イオマーカー測定やゲノム解析を行います。ゲノム解析を行うことで、あな

たの個人識別符号※に該当するゲノムデータを取得します。 

※個人識別符号 

  個人の身体の一部の特徴から、それが誰であるのかを特定できる情報

のことを個人識別符号といいます。声の特徴や骨格の特徴のほか、個

人を特定可能な遺伝子の情報も個人識別符号に該当します。 

② 診療情報  

この研究期間中に、以下の検査および観察を行います。これらのうち、下線

で示した項目は、この研究を実施するために行うものですので、ご協力をお願

いします。それ以外の項目はすべて通常の診療で行うものです。 

 

1） 患者さんの背景情報 

年齢、性別、病歴、診断名、治療歴など 

2） 心不全に対して保険診療内で測定可能な各種検査データ 

身長、体重、血圧、心拍数、採血検査、尿検査、各種画像診断（MRI、

PET、シンチグラムなど）、ホルター心電図、心エコー、運動負荷試

験のデータなど 

3） 歩行動画 

歩行時の姿勢や特徴を記録します。所要時間は約10分間です。動画デ

ータにはあなたの歩き方の特徴が記録されるため個人識別符号に該当

します。このため、個人を特定できないようにデータを加工した上で、

動画データの保管と解析を行います。動画撮影は、本研究への参加に

同意していただいた方のうち、ご協力いただける方のみを対象として

実施します。 

4） 追跡調査 

       調査項目は、生存確認、心不全による再入院の有無、心エコー検査デ

ータ、補助人工心臓の装着有無、心臓移植実施の有無、大出血による

入院の有無、心房細動・脳卒中・全身塞栓・急性心筋梗塞・心室性不
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整脈の発症有無です。追跡調査は、本研究への参加に同意していただ

いた方のうち、ご協力いただける方のみを対象として実施します。ま

た、この調査はあなたが転居や転院等の理由により、本院に通院しな

くなった後も継続して実施する調査です。この場合、担当医師または

研究事務局（北海道大学大学院医学研究院循環病態内科学教室の研究

分担者・研究協力者）が、あなたに直接連絡し、追跡調査を行います。

追跡調査にご協力いただける方は、都合のよい連絡先と連絡手段を同

意取得時に確認しますので、同意書内の該当の箇所に記載をお願いい

たします。 

 

研究期間中のスケジュールを5ページに記載しました。心不全患者の方のスケ

ジュールは【表１】を、心房細動患者の方のスケジュールは【表2】をご参照く

ださい。 

 

【表１】心不全患者さんスケジュール表 

 
調査期間 （24 か月） 

追跡調査期間 

(中止時/終了

時まで) 

開始前※1 登録時※1 9 か月後 18 か月後 24 か月後 12 か月毎※2 

許容範囲 - - ±30 日 ±60 日 ±90 日 ±90 日 

文書による

同意 
○      

臨床情報の

収集 
 ○ ○ ○ ○  

各種検査  ○ ○ ○ ○  

研究用採血

（任意） 
 

△ 

（採血量

2３ml） 

    

歩行動画

（任意） 
 △（撮影時

間 約10分） 
    

追跡調査

（任意） 
     △ 

 ※1：開始前と登録時は同日も可とする。 

   ※2：登録時から36か月後(3年後)、48か月後(4年後)、60か月後(5年後)、以後も研

究の中止/終了時まで12か月毎に実施する。 
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【表 2】心房細動患者さんスケジュール表 

 
調査期間 （60 か月） 

追跡調査期間 

(中止時/終了

時まで) 

開始前※1 登録時※1 12 か月後 36 か月後 60 か月後 12 か月毎※2 

許容範囲 - - ±90 日 ±90 日 ±90 ±90 

文書による

同意 
○  

  
  

臨床情報の

収集 
 ○ ○ ○ ○  

各種検査  ○ ○ ○ ○  

研究用採血

（任意） 
 

△ 

（採血量

2３ml） 

  

  

追跡調査

（任意） 
  

  
 △ 

※1：開始前と登録時は同日も可とする。 

※2：登録時から72か月後(6年後)、84か月後(7年後)、以後も研究の中止/終了時ま

で12か月毎に実施する。 

（3）研究の内容 

心不全に対して行われている治療法は、あなたの現在の病状に対して標準的

な方法で、この臨床研究に参加する、しないに関係なく、担当医師はこの治療

をおこないます。 

研究用にご提供いただいた血液は、心不全の治療効果や副作用の現れ方に関

係する遺伝子・生体物質を調べることを目的に、「14．研究組織」の中に記載

のある共同研究施設で各種解析を行い、診療情報と合わせて、個人個人に合っ

た心不全の治療方法について検討します。 

歩行動画及び通常の診療内で実施される心電図のデータは心不全の治療経

過と関連する所見を調べることを目的に、人工知能解析を行います。 

追跡調査は、治療経過を確認することを目的に行います。治療経過の個人差

を調べ、本研究で実施する各種解析と合わせて検討することで、将来的に、個

人個人に合った治療法を実施できるようになる可能性があります。 

これらの研究項目は専門的でやや難しいですが、詳しくお知りになりたい方

は、担当医師におたずねください。さらに詳しい内容について説明を受けたい

場合や、不明な点がある場合は、「14．研究組織」の中に記載のある【研究事

務局・相談窓口】におたずねください。 

 

（４）研究へのご協力をお願いする期間 

心不全患者さんは同意後、24 か月（2 年）調査に参加し、追跡調査に同意
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してくださった方は、その後、研究中止/終了時まで追跡調査を実施します。 

心房細動患者さんは同意後、60 か月（5 年）調査に参加し、追跡調査に同

意してくださった方は、その後、研究中止/終了時まで追跡調査を実施します。 

 

（５）研究終了後の対応 

この研究が終了した後は、この研究で得られた成果も含めて、担当医師は責

任をもって最も適切と考える医療を提供いたします。 

 

4. 予想される利益および不利益（負担およびリスク） 

（1）予想される利益  

この研究にご参加いただいても、あなた自身へは直接の利益はありませんが、

研究の成果により、将来的に治療方法が改善し、利益を受ける可能性がありま

す。また、同じ病気の患者さんに貢献できる可能性があります。 

（2）予想される不利益（負担およびリスク）  

この研究にご参加いただいた方のうち、研究用採血の実施に同意していただ

いた場合、2３ml の血液のご提供をお願いしています。これは、通常診療の血

液検査と同時に行いますので採血回数は増えませんが、１回分の採血量が 2３

ml 増加します（研究期間中、研究用採血は 1 回のみです）。この量は、あなた

の体にとって医学的には問題のない量ですので、ご理解ください。 

また、この研究では、研究目的として歩行動画の撮影と、追跡調査を実施しま

す。歩行動画の撮影は約10分の時間を要し、あなたに緊張、不安等を与える可

能性がありますが、動画撮影は同意していただいた方のみを対象として実施し、

撮影時には担当医師があなたの状態を観察しながら行いますので、あなたの症

状や治療経過には影響を与えないものと考えております。 

追跡調査はあなたが転居等の理由により通院をしなくなった場合にも継続し

て行う調査であり、調査時点におけるあなたの健康状態及び生活状況を把握で

きていない状況で連絡をすることも想定されます。このため、あなたに緊張、

不安等を与える可能性がありますが、追跡調査は同意していただいた方のみを

対象として実施し、あなたにとって都合のよい連絡方法を確認した上で行いま

す。また、追跡調査を実施することを目的に、あなたの連絡先情報（お名前・

住所・電話番号等）を研究事務局で保管させていただきますが、データを研究

用に使用する場合は、個人情報を削除し、個人を特定できない形式に記号化し

た上でデータベースを構築して解析を行いますので、あなたの連絡先情報が外

部に漏れることはありません。 
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5. ご協力をお願いすること  

この研究への参加に同意いただけた場合にご協力をお願いすることは次の

5 点です。 

① 同意文書に署名し提出していただくこと 

② あなたのカルテの記録を研究結果の分析に利用させていただくこと 

③ 研究用の検体を提供していただくこと（ご協力いただける方のみ） 

④ 歩行動画の撮影（ご協力いただける方のみ） 

⑤ 追跡調査の実施と連絡先情報の同意書への記載、及び研究事務局で連絡

先情報を保管させていただくこと（ご協力いただける方のみ） 

 

6. 研究実施予定期間と参加予定者数   

（1）実施予定期間 

この研究は、研究許可日から 2035 年 3 月まで行われます。 

（2）参加予定者数 

この研究では、全体で 1２,000 名（心不全患者さん７,000 名、心房細動

患者さん 5,000 名）の参加、本院では 4,500 名（心不全患者さん 3,000 名、

心房細動患者さん 1,500 名）の患者さんの参加を予定しております。 

 

7. 研究への参加とその撤回について   

あなたがこの研究に参加されるかどうかは、あなたご自身の自由な意思でお

決めください。たとえ参加に同意されない場合でも、あなたは一切不利益を受

けませんし、これからの治療に影響することもありません。また、あなたが研

究の参加に同意した場合であっても、いつでも研究への参加をとりやめること

ができます。 

 

8. 研究への参加を中止する場合について   

あなたがこの研究へ参加されても、次の場合は参加を中止していただくこと

となります。あなたの意思に反して中止せざるをえない場合もありますが、あ

らかじめご了承ください。中止する場合は、その理由およびそれまでのデータ

の活用方法などを担当医師からご説明いたします。また、中止後も担当医師が

誠意をもってあなたの治療にあたりますので、ご安心ください。 

① あなたが研究への参加の中止を希望された場合 

② 追跡調査期間中にあなたと連絡が取れず、追跡不能となった場合 
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③ この臨床研究全体が中止となった場合 

④ その他、担当医師が中止したほうがよいと判断した場合 

 

9. この研究に関する情報の提供について   

この研究は、標準的な治療を行いながらデータを利用させていただき、検体

の提供をうけて実施するものですが、あなたの安全性や研究への参加の意思に

影響を与えるような新たな情報が得られた場合にはすみやかにお伝えします。 

標準的な治療の中で行われる検査データについては、通常の診療と同様に、

結果がわかり次第お知らせいたします。この研究用に行った研究用採血、歩行

動画、追跡調査の解析結果は、あなたの診療には直接関係がないため結果はお

知らせいたしませんが、ご希望がありましたら、解析の内容や経過をご説明い

たしますので、担当医師までお申し出ください。 

本研究では、一塩基多型ゲノム解析ツールであるジャポニカアレイ®を用い

て約 66 万箇所の一塩基多型を解析します。健常人と比較して一塩基多型にど

のような変化がある患者さんが薬物療法の恩恵が得にくい（すなわち予後が悪

い）のか調査して、将来の先制／精密医療に役立てることを目的としています。

また、研究用採血から行ったゲノム解析の結果、あなた自身の健康だけではな

く、お子さんやお孫さんにも健康に影響を与える遺伝的特徴が見つかる可能性

があります。しかし、本研究における解析は研究目的であり、現時点ではどの

遺伝子が心不全に特徴的な遺伝子なのか、また、薬剤の有効性・安全性に関係

するのかが判明しておらず、かつ、解析にはかなりの時間がかかることが予想

されることから、結果をお知らせする予定はありません。ただし、本研究を実

施した結果、将来心不全に特徴的な遺伝子が判明し、その結果をお知らせしな

いことであなたや、あなたの親族の健康に重大な影響を与えることが予想され

る場合は、担当医師と研究代表者、研究事務局とで協議し、倫理審査委員会で

審査の上、お知らせするかどうかを判断します。この場合でも、あなたに結果

を必ず伝えるわけではなく、結果を知りたいか、知りたくないかについて、担

当医師もしくは研究事務局からお伺いしますので、あなたの自由な意思でお決

めください。これらの点について、さらに詳しい内容について説明を受けたい

場合や、遺伝に関することで不安な点や不明な点があり遺伝カウンセリングを

受けたい場合は、担当医師または「14．研究組織」の中に記載のある【研究

事務局・相談窓口】におたずねください。 

また、この研究に関して、研究計画や関係する資料をお知りになりたい場合

は、他の患者さんの個人情報や研究全体に支障となる事項以外はお知らせする

ことができます。研究全体の成果につきましては、ご希望があればお知らせい

たします。いずれの場合も担当医師にお申し出ください。 
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なお、この研究は、大学病院医療情報ネットワーク（UMIN-CTR）で公開

されていますので、研究の内容や進捗状況、結果等についてご覧いただくこと

もできます。 

 

10.  この研究で得られたデータや検体の取り扱いについて 

（1）個人情報の取扱いについて 

この研究にご参加いただいた場合、あなたから提供された検体や診療情報な

どのこの研究に関するデータは、個人を特定できない形式に記号化した番号に

より管理（この過程を匿名（とくめい）化処理といいます）され、図１に示す

流れで、「14. 研究組織」に記載されている研究事務局（北海道大学大学院医

学研究院循環病態内科学教室）、共同研究施設（岩手医科大学いわて東北メデ

ィカル・メガバンク機構、東北大学東北メディカル・メガバンク機構、北海道

大学大学院医学研究院医学統計学教室、北海道大学大学院医学研究院画像診断

学教室）に提出されます。血液検体の一部はエスアールエル株式会社が匿名化

処理後の血液検体の提供を受け、DNA 抽出、代謝物解析用血漿抽出の処理を

行ったうえで匿名化されたまま図１に示す流れで共同研究施設に送付されま

す。 

追跡調査にご協力いただける方については、あなたの連絡先情報を研究事務

局で保管させていただきますが、データの管理、保管は本院の個人情報管理に

関する規定に従い、厳重に管理、保管されます。また追跡調査のデータを研究

用に使用する場合は、個人情報を削除し、個人を特定できない形式に記号化し

た上でデータベースを構築して解析を行いますので、あなたの連絡先情報が外

部に漏れることはありません。 

また、この研究が正しく行われているかどうかを確認するために、倫理審査

委員会や研究事務局の担当者などが、あなたのカルテや研究の記録などを見る

ことがあります。このような場合でも、これらの関係者には、記録内容を外部

に漏らさないことが法律などで義務付けられているため、あなたの個人情報は

守られます。 

この研究から得られた結果が、学会や医学雑誌などで公表されることはあり

ます。このような場合にも、あなたのお名前などが外部に漏れることは一切あ

りません。 
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【図１】提供された検体や診療情報など、研究に関するデータの 

管理・処理・保管の流れ 

 

 
 

（2）得られたデータや検体の保管について 

この研究で得られたデータや検体は、少なくとも、研究の終了について報告

された日から 5 年が経過した日まで、または研究結果が最後に報告された日

から 3 年が経過した日のいずれか遅い日までの期間、適切に保管します。 

（3）この研究以外の利用について 

あなたから提供された検体や診療情報などのこの研究に関するデータは、同

意を受ける時点では特定されない将来の研究のために用いる可能性があります。

その場合には、改めて研究計画書を作成又は変更し、必要に応じて倫理審査委

員会の承認を受け、病院長の許可を得たうえで使用させていただきます。 

また、新たな共同研究施設に試料・情報を提供する場合、あるいは研究参加

施設(注：現時点での参加施設は後述)の追加についても同様に倫理審査委員会

の承認と病院長の許可を受け、個人を特定できない形式にした上で提供します。 

 

11. 健康被害が発生した場合の対応と補償について  

この研究は、新たに検体をご提供いただく患者さんには、保険適用が認めら

れた標準的な治療を行いながら実施されます。検体の採取や動画撮影の際に何

らかの健康被害が発生した場合は、担当医師は速やかに適切な処置を行います。

その際、通常の保険診療と同様に、あなたの健康保険を用いて治療を行います。
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予めご了承ください。 

 

12.  費用負担、研究資金などについて  

この研究に関する経費は、研究責任者が所属する診療科の研究費で賄われま

す。したがいまして、ご参加いただくにあたって、あなたの費用負担が通常の

診療より増えることはありません。また、ご参加いただくにあたっての謝金な

どのお支払いもありません。 

なお、この研究の研究責任者と研究分担者は、関連する企業や団体などと研

究の信頼性を損ねるような利害関係を有しておりません。 

また、本研究は長期にわたる研究計画であり、研究費の継続的確保が重要と

なりますが、万が一その確保が困難になることが予想された場合は、心不全や

心房細動がより重症な患者さんの解析を優先させ、患者さんの目標登録数を少

なくすることで試験の早期終了を目指すなど、研究計画を変更する可能性もあ

ります。 

 

13. 知的財産権の帰属について  

この研究から成果が得られ、知的財産権などが生じる可能性がありますが、

その権利は発明者の所属する研究組織に帰属します。なお、他の研究機関に提

供した試料・情報を用いた研究成果として知的財産権などが生じる可能性があ

りますが、その権利は当該他の研究機関に帰属します。 

 

14. 研究組織  

この研究は以下の組織で行います。 

【研究代表者】  

北海道大学大学院医学研究院循環病態内科学教室 教授 安斉俊久  

【研究事務局・相談窓口】及び【データマネジメント実施】 

北海道大学大学院医学研究院循環病態内科学教室 講師 永井利幸 

住所：〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

電話： 011-706-6973 

【研究事務局・追跡調査実施・臨床研究コーディネーター業務】 

北海道大学大学院医学研究院循環病態内科学教室 研究分担者・研究協力者 

住所：〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

電話： 011-706-6973 

  

事務局体制は多施設共同臨床研究に十分対応できるよう、北海道大学大学院
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医学研究院循環病態内科学教室および北海道大学病院所属の研究分担者（２６

名）、研究協力者（実験補助員 1 名、臨床研究コーディネーター2 名）により

行います。 

また、本研究は長期にわたる研究計画であり、事務局体制の継続的安定性が

重要となりますが、万が一その維持が困難になることが予想された場合は、心

不全や心房細動がより重症な患者さんの解析を優先させ、患者さんの目標登録

数を少なくすることで試験の早期終了を目指すなど、研究計画を変更する可能

性もあります。 

 

【統計解析責任者】 

北海道大学大学院医学研究院医学統計学教室 准教授 横田勲 

【研究参加施設】 

病院 診療科 研究責任者 

北海道大学病院 循環器内科 診療科長 

教授 

安斉俊久 

独立行政法人国立病院機構 

函館病院 

循環器科 副院長 

臨床研究部長 

米澤一也 

市立函館病院 循環器内科 医療部長 

科長 

蒔田泰宏 

社会福祉法人函館厚生院 

函館中央病院 

循環器内科 診療部長 

浅島弘志 

日本赤十字社 

伊達赤十字病院 

循環器科 院長 

循環器科部長 

武智茂 

苫小牧市立病院 循環器内科 副院長 

町田正晴 

独立行政法人国立病院機構 

北海道医療センター 

循環器内科 内科系診療部長 

竹中孝 

市立札幌病院 循環器内科 部長 

横式尚司 

 

NTT 東日本札幌病院 循環器内科 内科診療部長 

宮本憲行 

社会医療法人孝仁会 心臓血管センター 副院長 
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北海道大野記念病院 循環器内科 心臓血管センター長 

山下武廣 

社会医療法人 

社団カレスサッポロ 

北光記念病院 

循環器内科 院長 

櫻井正之 

社会福祉法人 

北海道社会事業協会 

小樽病院 

循環器科 院長 

柿木滋夫 

独立行政法人 

労働者健康安全機構 

北海道中央労災病院 

循環器科 副院長 

酒井寛人 

 

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 

循環器科 副院長 

循環器科部長 

佐藤功 

砂川市立病院 循環器内科 病院事業管理者 

平林高之 

日本赤十字社 

北見赤十字病院 

循環器内科 副院長 

第一循環器内科部長 

斉藤高彦 

市立釧路総合病院 心臓血管内科 

 

統括診療部長 

坂井英世 

社会福祉法人 

北海道社会事業協会 

帯広病院 

循環器内科 副院長 

心臓リハビリテーション

センター長 

吉田一郎 

医療法人大地 

小笠原記念札幌病院 

循環器内科 

 

副院長 

今村英一郎 

医療法人渓和会 

江別病院 

循環器内科 

 

副院長 

松尾尚志 

社会医療法人 

社団カレスサッポロ 

時計台記念病院 

循環器内科 副院長 

循環器センター長 

浦澤一史 

国家公務員共済組合連合会 

斗南病院 

循環器内科  科長 

松井裕 

東京医科大学病院 循環器内科 主任教授 

近森大志郎 

群馬大学医学部付属病院 循環器内科 教授 
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倉林正彦 

 

【Web 症例登録：Electronic Data Capture（EDC）システムの構築】 

クリンクラウド株式会社により構築されます。 

EDC システムは、Web を用いたシステムで、クラウド上で稼働し、Web

ブラウザで動作するシステムで、パソコン、スマホ、タブレット等のいずれの端

末からでもアクセスすることができる臨床試験データ登録システムです。 

 

試料解析は本研究院及び以下の共同研究施設で実施します。 

【心不全バイオマーカー測定、ジェノタイピング解析、人工知能解析】 

北海道大学大学院医学研究院循環病態内科学教室 講師 永井利幸 

住所：〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

電話：011-706-6973 

【ゲノムワイド関連解析、ジェノタイピング解析】 

・岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバンク機構 

生体情報解析部門 特命教授 清水厚史 

住所：〒028-3693 紫波郡矢巾町西徳田 2-1-1 

電話：019-651-5111（代表） 

・岩手医科大学内科学講座循環器内科分野 教授 森野禎浩 

   住所：〒020-8505 岩手県盛岡市内丸 19-1 

電話：019-651-5111（内線 7315） 

・東北大学東北メディカル・メガバンク機構 

基盤解析事業部 准教授（アレイ解析室長）櫻井美佳 

住所：〒980-8573 宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1 

電話：022-717-8078（代表） 

【オミックス解析】 

・東北大学東北メディカル・メガバンク機構 

ゲノム解析部門 教授（オミックス解析室長）小柴生造 

住所：〒980-8573 宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1 

電話：022-717-8078（代表） 

【人工知能解析】 

北海道大学大学院医学研究院画像診断学教室助教 平田健司 

住所：〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

電話：011-706-5152 

【統計解析】 

北海道大学大学院医学研究院医学統計学教室 准教授 横田勲 

住所：〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

電話： 011-706-5896 
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15. 研究担当者と連絡先（相談窓口） 

この研究について、何か聞きたいことやわからないこと、心配なことがあり

ましたら、以下の研究担当者におたずねください。 

【本院における研究責任者】 

北海道大学病院 循環器内科・教授・診療科長 安斉俊久 

 

【研究担当者】 

 

所   属：北海道大野記念病院 循環器内科 

 

担当医師名：                 

 

【連絡先】 

北海道大野記念病院 循環器内科 

住 所：札幌市西区宮の沢２条１丁目１６－１ 

電 話：011-６６５-００２０（代表） 

 

【研究事務局・相談窓口】 

北海道大学大学院医学研究院 循環器病態内科学教室・講師 永井利幸 

電 話：011-706-6973 

 

【追跡調査の実施・臨床研究コーディネーター業務】 

北海道大学大学院医学研究院 循環器病態内科学教室・研究分担者 

     及び研究協力者 

電 話：011-706-6973 
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 本研究院保存用、（写）患者さん用 
 

同 意 文 書 
 

北海道大野記念病院長 殿 
 

臨床研究課題名：「最先端技術を駆使した心不全における新規高精度予後予測モデル

の開発」 

 
1. 臨床研究について 11. 健康被害が発生した場合の対応と補償について  

2. この研究の意義と目的 12. 費用負担、研究資金などについて 

3. 研究の方法 13. 知的財産権の帰属について 

4. 予想される利益および不利益 14. 研究組織 

5. ご協力をお願いすること 15. 研究担当者と連絡先 

6. 研究実施予定期間と参加予定者数    

7. 研究への参加とその撤回について    

8. 研究への参加を中止する場合について 

9. この研究に関する情報の提供について  

10. この研究で得られたデータや検体の取扱いについて 

 

【患者さんの署名欄】 

私はこの研究に参加するにあたり、以上の内容について十分な説明を受けました。

研究の内容を理解いたしましたので、この研究に参加することについて同意します。

任意の研究用検査・調査については、以下の項目への参加に同意します。 

□ 研究用採血 

□ 歩行動画撮影 

□ 追跡調査 ※以下の四角で囲った枠内は追跡調査にご協力いただける方のみ 

ご記載ください。ご記載いただいた連絡先情報は研究事務局にて 

適切に保管し、追跡調査実施の目的のみに使用いたします※ 

 

 

 

 

 

 

また、説明文書「患者さんへ」と本同意文書の写しを受け取ります。 

同意日：西暦   年   月   日 

 

患者さん氏名：              （自署） 

 

【担当医師の署名欄】 

私は、上記の患者さんに本研究について十分に説明した上で同意を得ました。 

説明日：西暦   年   月   日 

 

説明者氏名：              （自署） 

連絡先 □ 本人 

□ 本人以外（お名前           続柄：   ） 

連絡手段 □ 電話（番号：                   ） 

□ 郵便（宛先：                   ） 
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本研究院保存用、（写）患者さん用 
 

同 意 撤 回 書 

 
 

北海道大野記念病院長 殿 

 

 

臨床研究課題名：「最先端技術を駆使した心不全における新規高精度予後予測モデル

の開発」 
 

 

 

【患者さんの署名欄】 

私は、上記臨床研究について担当医師より説明を受け、この研究に参加することに

ついて同意をいたしましたが、これを撤回します。 

なお、同意を撤回する項目は以下のとおりです。 

□ 臨床研究への参加 

□ 臨床研究への参加は継続しますが、研究用採血は同意を撤回します 

□ 臨床研究への参加は継続しますが、歩行動画撮影は同意を撤回します。 

□ 臨床研究への参加は継続しますが、追跡調査は同意を撤回します。 

 

 

同意撤回日：西暦   年   月   日 

 

患者さん氏名：              （自署） 

 

 

 

 

【担当医師の署名欄】 

私は、上記の患者さんが、同意を撤回されたことを確認しました。 

 

確認日：西暦   年   月   日 

 

担当医師氏名：              （自署） 

              


