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はじめに  

この冊子は、当院において行われている「カルニチンを用いた心臓弁膜症術

後の心房細動予防―ランダム化介入試験―」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方々のご理解とご協力に

よって成り立つものです。 

当院では、医療の発展に貢献するため、積極的に臨床研究に取り組んでいま

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。この研究は、国立大学法人北海道大学が設置し厚生労

働省に認定されている「国立大学法人北海道大学臨床研究審査委員会」の承認

と病院長の許可を受け、厚生労働大臣に実施計画を提出したうえで行います。

試験の計画に際しては、この試験を実施することの妥当性や方法について、外

部の専門医を含め十分検討されています。また、試験内容の科学性、倫理性に

ついて審査され承認を受けています。 
 

2. あなたの病気に対する手術方法と術後心房細動について 

あなたの病気は「弁膜症」と呼ばれ、心臓の中にある血液の逆流防止弁がなん

らかの原因で壊れることで逆流したり、硬くなって狭窄したりするものです。主

な弁膜症は左側の心臓に存在する大動脈弁と僧帽弁に発生しますが、右側の心臓

に存在する三尖弁や肺動脈弁が逆流したり、硬くなって狭窄したりすることもあ

ります。弁膜症は重症になると息切れ、胸の痛み、動悸、疲れやすさ、下肢のむ

くみなどのいわゆる心不全症状をきたします。薬物治療で症状が一時的に良くな

る場合もありますが、根本的には手術で弁を取り替えたり（置換）、修復したり（形

成）することで心不全を予防あるいは治療することが必要です。あなたは今回上

記のいずれか、あるいは複数の弁膜症に対する手術を予定しています。 



2 （第 1.4 版） 

 心臓弁膜症の手術は心臓を心筋保護液という特殊な液体で心臓を停止した状態

で施行する必要があります。心停止の間は人工心肺という器械で全身の循環が保

たれます。数時間の心停止での手術は近年安全に施行できるようになっています

が、心停止や人工心肺の使用は術後の心機能や全身の炎症反応などに少なからず

影響します。心機能の低下や炎症反応の上昇などは術後の不整脈のリスクになる

といわれています。心臓弁膜症の術後の約半数に発生する合併症が「心房細動」

という不整脈です（左図：正常洞調律；右図：心房細動時の心電図）。 

 

 

 

    正常洞調律               心房細動 

（基線が細かい波となり、脈が不整） 

手術後 5 日以内は心房細動を中心とする不整脈が非常にでやすい時期です。心

房細動になると胸がドキドキしたり、血圧が下がってめまいがすることがありま

す。自然にもとの脈に戻ることもありますが、持続する場合は何らかの治療が必

要です。お薬で治療出来る場合もありますが、電気的除細動を要する場合も少な

くありません。また、不整脈による脳梗塞などの合併症も懸念されます。現時点

では術後の心房細動の予防に有効とされる薬剤には唯一β遮断薬というものがあ

りますが、その有効率は 50％未満であり、低血圧や徐脈などの副作用のために

使用できない場合も多いため、一般的に使用されていません。術後の心房細動の

予防方法は未だに研究段階です。一般的には体内のイオンのバランスを整えたり、

点滴で脱水症状を予防したりすることでのみ術後の心房細動を予防しています。 

そこで今回の研究は、すでに心筋梗塞後の不整脈予防効果があるとされている

体内微量成分の一種である「カルニチン」という成分が術後心房細動を予防でき

るかどうかを検証するものであります。研究への参加に同意をいただけた患者さ

んを対象として、無作為にカルニチンを内服する患者さん（投与群）とカルニチ

ンを内服しない患者さん（非投与群）に分けて、術後心房細動の発生の有無を観

察させていただきます。 

 

3. 研究の目的 

この研究の目的は、カルニチンを手術の前後に内服することが弁膜症手術の術

後心房細動を予防できるかどうかを検証することです。 
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4.  研究で使用する薬剤について 

この研究では、次の薬剤を使用します。 

●レボカルニチン（商品名：エルカルチン® FF 内用液 10％分包 10ml） 

 

この薬剤の使用方法や副作用などは本冊子の別のところ[ 5 ページ目 5（４）]

で説明してあります。また、この研究で使用する薬剤は、厚生労働省の認可を受

けて販売されていますが、この研究の対象となる疾患に対しての使用は認められ

ておりません。 

レボカルニチンは２つのアミノ酸から肝臓や腎臓で作られる生体微量成分の一

種で、脂肪酸がエネルギーとして使われるのを助ける働きがあります。食事から

も摂取されますが加齢とともに低下するためサプリメントとしても広く市販され

ています。今回使用するエルカルチン®は先天的なカルニチン欠乏症や、肝臓や腎

臓の病気、薬物の副作用で二次的にカルニチンが欠乏する状態が適応症となって

います。また、体の負担が大きい手術の後にはカルニチンが欠乏しやすいといわ

れています。カルニチンが欠乏すると細胞のエネルギー代謝が低下したり有害な

脂肪酸が蓄積したりすることで、全身の筋肉のけいれんや筋肉痛が出現したり、

心臓の収縮力が低下し心筋肥大をきたすことがあります。また、赤血球の寿命が

短縮し貧血をきたすこともあります。 

 

5. 研究の方法 

（1）対象となる患者さん 

当院に入院中の患者さんで、弁膜症手術が必要と判断された方で 20 歳以上 90

歳未満の患者さん 

（２）この研究で行う治療方法 

下記の図（4 ページ目）のように同意をいただいたのちに、研究への適格性を

確認したうえで、研究事務局において対象者として登録し、以下の 2 群のいずれ

かに 1:1 に振り分けられます。 

１） 投与群：エルカルチンを 7 日間内服していただきます。 

２） 非投与群：エルカルチンの内服を行いません。 

投与群に割り付けられた患者さんには術前2日間および術後1日目から５日間 

の計７日間、エルカルチン® FF内用液10%を1日3回（朝後10 ml、昼後10 ml、

夕後10 ml）内服していただきます。（非投与群に割り当てられた患者さんには

エルカルチンを内服していただきませんが、前述の一般的な点滴などの心房細動

予防が行われますので治療上の不利益を被ることはありません）経口摂取が不可



4 （第 1.4 版） 

能な場合は、胃管チューブより投与します。この研究に参加されることに伴い、

手術の内容が変わることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）検査および観察項目 

治療前および治療中、終了後には以下の患者さんの観察、診察および検査を

実施し、この研究のデータとして活用します。検査内容は、研究に参加せずに

弁膜症手術を受ける場合と同等です。 

① 患者の基本情報：年齢、性別、診断名、病歴、治療歴（対象疾患以外の既往歴を 

含む）、併用薬 

② ・術前血液学的検査：白血球数、CRP、血清クレアチニン、尿素窒素、HbA1c、

総コレステロール、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪、脳

性ナトリウム利尿ペプチド、空腹時血糖値 

・手術日および術後 1 日目・3 日目の血液学的検査：白血球数、CRP、血清ク

レアチニン、尿素窒素、空腹時血糖値 

③ 血圧、脈拍 

④ 心エコーデータ：左室拡張末期径、左室収縮末期径、左房径、左室駆出率、 

弁逆  流と狭窄の程度、左室壁運動；収集方法：診療録（画像参照） 

⑤ 手術から 5 日間の心電図： 3 点誘導心電図（術後に一般的につける 3 誘導で携

帯式のもの）による心房細動発生の有無（判別が困難な場合のみ 12 誘導心電図

を用いる：通常診療内）、持続時間、必要とした処置 

⑥ 投与方法（経口または経管栄養チューブ） 

⑦ 手術術式、人工心肺時間、大動脈遮断時間 

⑧ 術後イベントの有無（感染症、脳梗塞、再手術、心不全、心筋梗塞） 

⑨ 術後入院期間  
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※観察及び検査スケジュール表 

  観察期間 （退院日まで） 

評価時期 投与前 投与～手

術 

手術 手術後 5 日間 退院日 

投与開始からの日数 -28～-1 0～1 2 3～6  

同意 ●     

基本情報 ○    〇 

血液学的検査 ○  ○ ○  

血圧・脈拍 ○ ○ ○ ○  

心エコー検査 ○    〇 

（1 か月以内） 

心電図 ○(12 誘導)  ○(3 誘導) ○(3 誘導)  

有害事象  ← ○ → 

○日常診療で行われる観察・検査； ●本研究で行われる観察・検査 

（４）この治療法で予想される副作用 

エルカルチン投与によって起きうる副作用には、１％未満で食欲不振、下痢、

軟便、腹部膨満などの消化器症状や顔面浮腫、血尿、貧血があります。糖尿病薬

を使用している場合は併用により低血糖をおこすことがあります。本研究と同量

のエルカルチンを使用した当科における前段階の研究では、15 例の対象患者さ

んのうち副作用を発症した患者さんは 0 例でした。 

 症状の程度によっては試験薬投与を中止する場合があります。また、2012 年

からこれまでの市販後調査において数例の上記の副作用が報告されていますが、

エルカルチンを中止すればすみやかに改善し、副作用の持続はなかったとされて

います。点滴などの治療まで要することは非常にまれと考えられますが、症状に

応じて点滴などの対処療法を行います。 

（５）研究への参加期間 

それぞれの患者さんにご参加いただく期間は、術前 2 日から～術後退院日まで

（最長 1 か月を限度）です。 

（6）研究終了後の対応 

この研究が終了した後は、この研究でいずれの群に割り付けられたかによら

ず、担当医師は責任をもって最も適切と考える術後の心不全治療や不整脈治療 

を提供いたします。 
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6. 予想される利益と不利益（負担およびリスク） 

（1）予想される利益  

本研究へ参加することにより術後心房細動の予防方法の確立に貢献できる可能

性があります。 

（2）予想される不利益（負担およびリスク） 

この研究でエルカルチン「投与群」に割り付けられた場合、「5. 研究の方法（４）

この治療法で予想される副作用」に記載した副作用が起きる可能性があります。 

１％未満で食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満などの消化器症状や顔面浮腫、血

尿、貧血があります。これまでの市販後調査において頻度は不明ですが、数例の

消化器症状が報告されています。いずれもエルカルチンを中止すればすみやかに

改善し、副作用の持続はなかったとされています。また、添付文書において「糖

尿病薬を使用している場合はエルカルチンの併用により低血糖をおこすことがあ

るため注意を要する」とされています。これまでの市販後調査では頻度は不明で

すが、糖尿病薬投与中の糖尿病患者さんでの低血糖が報告されています。この例

ではエルカルチンとの因果関係は否定的で、糖尿病薬の調整のみで対処され、そ

の後もエルカルチンを問題なく継続しています。糖尿病薬を使用している患者さ

んではエルカルチンを投与中には１日 3 回の血糖測定を行って、低血糖の有無を

注意深く観察するようにします。 

 

7. この研究に参加しない場合の治療法・検査法について 

この研究に参加するかしないかで患者さんの手術方法や検査法が変わることは

ありません。今回の試験薬であるエルカルチンは適応外使用の薬剤ですので、こ

の研究に参加されない場合あるいは弁膜症患者さんで「非投与群：エルカルチン

投与なし」となった患者さんには、エルカルチンは内服できません。その場合で

も、通常の治療や術後の心房細動の一般的なリスクの軽減策（体内水分バランス

の適正化やイオンの異常の是正）はとられます。また、研究に参加するしないに

かかわらず、術後心房細動が発症した場合には通常診療通りの治療（抗不整脈薬

や抗凝固薬の使用）が行われます。 

 

8. お守りいただきたいこと 

この研究に参加していただける場合には、次のことをお守りください。 

① 研究に参加されている間は、担当医師の指示にしたがってください。 

② 他の病院を受診したい場合や、市販薬を服用したい場合は、必ず事前
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に担当医師に相談してください。緊急受診のために事前の相談が困難

な場合は、事後できるだけ早く担当医師に報告してください。 

 

9. 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、jRCT 公開日から 2024 年３月まで行われます。 

＊jRCT（Japan Registry of Clinical Trials）とは厚生労働省が整備するデー

タベース「臨床研究実施計画・研究概要公開システム」のことです。 

（2）参加予定者数 

この研究では、全体で１４５名の患者さんの参加を予定しております。 

 

10. 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。 

 

11. 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

責任をもってその後の弁膜症治療および一般的な術後心房細動予防にあたり

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 あなたの病気の状態や治療経過などから、担当医師が研究を中止した

ほうがよいと判断した場合 

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 
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12. この研究に関する情報の提供について   

この研究の実施中に、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。 

本研究で使用するあなた個人の検査データは、通常の診療と同様ですので、

結果がわかり次第、必要に応じてお知らせいたします。 

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で、資料のご提

供や閲覧をしていただくことができます。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。 

なお、この研究は、上記の jRCT (https://jrct.niph.go.jp/)で公開されてい

ますので、研究の内容や進捗状況、結果についてご覧いただくこともできます。 

 

13. この研究で得られたデータ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、あなたの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されます。

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、認定臨床研

究審査委員会や研究代表医師から指名された品質管理の担当者（研究で得られ

たデータが正確なものであるかどうかを確認する者）、厚生労働省などが、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。 

この同意文書にご署名いただくことで、あなたのカルテや研究の記録などの

閲覧にもご承諾をいただけたものとさせていただきます。 

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。 

（2）得られたデータの保管について 

この研究で得られたデータは可能な限り長期間保管し、少なくとも、当該研

究の終了について報告された日から 5 年間、適切に保管します。廃棄する際

は、匿名化し個人情報の取り扱いに注意して行います。 

（3）この研究以外の利用について 

あなたから提供された診療情報などのこの研究に関するデータは、将来にわ

たって様々な研究に利用させていただく可能性があります。それらを利用した

研究を実施する際には、研究毎に臨床研究審査委員会の審査とそれに基づく施

https://jrct.niph.go.jp/
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設の長の許可を受けます。その際に対象者がデータの利用を拒否される場合は、

その意思を尊重し研究には使用しません。 

 

14. 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、科学的に計画され慎重に行われますが、この研究への参加中に

いつもと違う症状または身体の不調がありましたら、すぐに担当医師にお知ら

せください。ただちに適切な処置および治療を行います。その際、検査や治療

などが必要となった場合の費用は、通常の診療と同様に、あなたにお支払いい

ただくこととなります。 

また、この研究では、臨床研究に起因して発生した一定水準を超える健康被

害（死亡または後遺障害）に対して補償を行います。詳しくは別紙の「臨床研

究に伴う健康被害に対する補償について」をご覧ください。 

  

15. 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、研究代表医師が所属する診療科の研究費で賄われ

ます。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。ただし、エルカルチンによる副作用が発生し治療を要した

り、入院期間がそのために延長した場合には、あなたの費用負担が通常の診療

より増える可能性があります。また、ご参加いただくにあたっての謝金などの

お支払いはありません。 

この研究の研究責任医師、研究分担医師、統計的な解析を行うことに責任を

有する者、研究計画書に記載されている者であって、当該臨床研究を実施する

ことによって利益を得ることが明白な者は、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いないことが、実施医療機関の管理者

又は所属機関の長によって確認されております。 

 

16. 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

の権利は研究グループに帰属します。 
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17. 研究組織  

この研究は以下の組織で行います。 

【研究代表医師】 

新宮 康栄   北海道大学病院 循環器・呼吸器外科・講師 

【研究事務局】 

北海道大学病院 8-2 循環器・呼吸器外科カンファレンスルーム 

所在地：札幌市北区北 14 条西 5 丁目 連絡先：011-706-6043 

責任者：新宮 康栄 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 講師 

【共同研究実施施設研究責任医師】 

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院  

心臓血管外科 大川 洋平 （院長） 

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院  

心臓血管外科 山田 陽 （部長） 

【認定臨床研究審査委員会】 

国立大学法人北海道大学臨床研究審査委員会 

〒060-8648 北海道札幌市北区北 14 条西 5 丁目 

TEL:011-706-7934 FAX:011-706-7924 

メール：madoguchi＠huhp.hokudai.ac.jp 

審査する事項：研究の内容、健康被害等の報告、実施の状況の報告など 

【データマネジメント実施施設】 

    北海道大学病院 011-706-6042 札幌市北区北 14 条西 5 丁目 

循環器・呼吸器外科 講師 新宮 康栄  

【統計解析責任者】 

      横田 勲 北海道大学大学院医学研究院 医学統計学 准教授 

     住 所：札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

     電 話：011-706-5896  

【モニタリング実施施設】 

北海道大学病院 011-706-5810 札幌市北区北 14 条西 5 丁目 

担当者：内科 I 病院准教授 渡部 拓  
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18. 研究担当医師と連絡先（苦情・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、心配なことや体調

の変化、また苦情がありましたら、以下の各担当者におたずねください。 

＜この研究について＞ 

上記研究代表者、事務局 

＜北海道大学病院で行っている臨床研究に関する疑問や不安、相談について＞ 

北海道大学病院  臨床研究支援部門  被験者保護室  

臨床研究コーディネーター（CRC）がご相談をお受けします。 

○面談での相談：北大病院・総合案内横のカウンター 

受付時間：月～金曜日（祝日除く）8:30～16:00 

○お電話での相談：011-706-7600  

電話受付時間：月～金曜日（祝日除く）8:30～17:00 

○メールでの相談：hcrmics@huhp.hokudai.ac.jp 

ホームページ：https://crmic.huhp.hokudai.ac.jp/page/?content=34 

＜審査委員会について＞ 

国立大学法人北海道大学臨床研究審査委員会 特定臨床研究相談窓口 

電 話：011-706-7934 ＦＡＸ：011-706-7924 

メール：madoguchi@huhp.hokudai.ac.jp 

  

tel:011-706-7600
mailto:hcrmics@huhp.hokudai.ac.jp
https://crmic.huhp.hokudai.ac.jp/page/?content=34
mailto:madoguchi@huhp.hokudai.ac.jp
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 本院保存用、（写）患者さん用 
 

 

同 意 文 書 
 

北海道大野記念病院 病院長 殿 
 

臨床研究課題名：「カルニチンを用いた心臓弁膜症術後の心房細動予防―ランダム化

介入試験―」 

研究実施期間：ｊRCT 公開日～2024 年 3 月 31 日（登録期間：2023 年 4 月 1 日）  

 

 
1. 臨床研究について 12. この研究に関する情報の提供について 

2. あなたの病気について        13. この研究で得られたデータの取り扱い 

3. 研究の目的                について 

4. 研究で使用する薬剤・医療機器について 14. 健康被害が発生した場合の対応と補償について 

5. 研究の方法 15. 費用負担、研究資金などについて 

6. 予想される利益と不利益 16. 知的財産権の帰属について 

7. この研究に参加しない場合の治療法 17. 研究組織 

・検査法について          18. 研究担当者の連絡先（苦情・相談窓口） 

8. お守りいただきたいこと 

9. 研究実施予定期間と参加予定者数 

10. 研究への参加とその撤回について 

11. 研究への参加を中止する場合について 

 

【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。

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：令和   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：令和   年   月   日 

 

説明者氏名：              （自署）   
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 本院保存用、（写）患者さん用 
 

同 意 撤 回 書 

 
 

北海道大野記念病院 病院長 殿 

 

 

臨床研究課題名：「カルニチンを用いた心臓弁膜症術後の心房細動予防―ランダム化

介入試験―」 

 

 
 

 

 

【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。 

 

同意撤回日：令和   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：令和   年   月   日 

 

担当医師氏名：              （自署）              


