
 Medtronic Business Restricted 056-F324, Rev. C 

Informed Consent Template for Japan 

SOP-0823-F02-RevB 

 

 

 

 

 

 

説明文書・同意文書 

「Cryo AF グローバルレジストリ研究」について 

 

 

 

 

 

機密
き み つ

保持
ほ じ

に関する事項 

この文書に記載されている情報の一部は、臨床研究依頼者である日本メドトロニック株

式会社、Medtronic
メ ド ト ロ ニ ッ ク

 p l c
ピーエルシー

および Medtronic plc の関係会社の機密情報にあたります。

ご家族やご友人にこの臨床研究への参加をご相談される場合を除いて、日本メドトロニ

ック株式会社の書面による承諾なしでこの文書を第三者に配布、複写または開示しない

でください。 

 

 

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 
第 1.0 版 

作成日：2021 年 2 月 26 日 
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説明文書 

1. はじめに 

当院では、「Arctic
アークティック

 Front
フ ロ ン ト

™心臓冷凍アブレーションカテーテルシステム」という

医療機器に関する臨床
りんしょう

研究
けんきゅう

を行っています。 

この冊子で、あなたにご参加いただきたい臨床研究についてご説明いたします。こ

の研究に参加されるかどうかは、あなたが自由に決めることができます。この冊子を

ゆっくりとお読みいただき、内容を十分にご理解された上で、この研究に参加される

かどうかをあなたの自由意思でお決めください。この冊子には、あなたの権利、この

研究の詳しい内容（目的、参加期間、方法、相談窓口など）が記載されています。お

返事は今すぐでなくても構いません。ご家族やご友人、または担当医師と相談されて

も結構です。ご質問がございましたら、担当医師や看護師に遠慮なくお尋ねください。 

この冊子をお読みになり、ご質問の回答などにご納得された上で、この研究に参加

してもよいと思われた場合には、この冊子の最後にある同意文書にご署名をお願いし

ます。署名された時点で、この研究に登録されたことになります。なお、署名後であ

っても、あなたはいつでもこの研究への参加を取りやめることができます。 

 

 

⚫ 臨床研究とは 

患者さんを対象にした医学における試験（研究）のことをいいます。病気の予防方

法、診断方法、治療方法を改善すること、病気の原因および病態
びょうたい

を理解すること、

患者さんの生活の質を向上させることを目的として行われます。今回の臨床研究は

「Cryo AF グローバルレジストリ研究」という臨床研究です。医療
いりょう

機器
き き

メーカーの

日本メドトロニック株式会社からの委託を受けて当院が実施するものです。 

なお、研究の内容は、研究に参加される方の権利を守るため、当院の倫理審査委員

会で審議され、承認された後に病院長が研究実施を許可し、研究を開始することにな

っています。今回の研究もすでに倫理審査委員会の審議を受け承認され、さらに病院

長の許可を得ています。 
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2. あなたの病気について 

心臓は体全体に血液を送りだすポンプの役目をしています。心臓は４つの部屋から

できており、上の二つの部屋は“心房
しんぼう

”、下の二つの部屋は“心室
しんしつ

”といいます。こ

れら４つの部屋が電気信号によりリズミカルに拍動を繰り返すことによって、心臓は

効率的に血液を送り出すことができます。 

しかし、リズムを作り出している電気信号が不規則になり、心房が震えてうまく血

液を送り出せなくなる病気があります。心房細動
しんぼうさいどう

です。心房細動は、加齢、高血圧、

心疾患、不規則な生活などが原因といわれています。心房細動は心房の震えている時

間の長さによっていくつかに分類されますが、7 日以内に自然に停止する心房細動を

発作性心房細動といいます。一方、7 日を超えて持続する、または停止するのにお薬

や電気的な刺激が必要な心房細動を持続性心房細動といいます。 

発作性心房細動と持続性心房細動に対しては、これまでお薬による治療やアブレー

ション治療がおこなわれてきました。アブレーション治療とは、足の付け根などの太

い血管からカテーテルを入れて、心臓内部の不規則な電気信号の原因となっている部

分を高周波電流で焼き切る手術のことです。今回あなたが受ける“冷凍アブレーショ

ン治療”は、電流ではなく、冷たいガスを使用して心臓内部の不規則な電気信号の原

因となる回路を遮断
しゃだん

する治療方法です。 
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3. 機器の説明 

この研究で使用する「Arctic
アークティック

 Front
フ ロ ン ト

 Advance
ア ド バ ン ス

™」は、心房細動の根治を目的とし

た医療機器であり、不規則な電気信号の原因となっている肺静脈の入口部に電気的な

絶縁部
ぜつえんぶ

（隔離）を形成する手術に使用されます。 

これまでの手術では高周波電流で点状あるいは線状で 

心筋を焼き切ることで不要な電気信号の回路を遮断して 

いましたが、「Arctic
アークティック

 Front
フ ロ ン ト

 Advance
ア ド バ ン ス

™」 

を用いた冷凍アブレーションは風船のような形 

（バルーンといいます）のアブレーションカテーテルにより 

円状に遮断できるため、手術時間が短くなります。 

また、これまでの高周波電流を用いた治療法と比較し、 

合併症（血栓
けっせん

形成
けいせい

：血管内に血の塊ができること）のリスクが低く、合併症発生の 

軽減につながると期待されています。そして、冷却に用いられるガスは亜酸化窒素ガ

スというガスで、肺静脈の周辺組織とバルーンが密着します。それにより医師が安定

してカテーテルを固定できるので、手術をより容易に行うことができます。ヨーロッ

パでは 2005 年、アメリカでは 2011 年より１つ前の機器である「Arctic Front™」

が使用されており、世界ではこれまでに 15 万人以上の患者さんに冷凍アブレーショ

ン治療が行われております。「Arctic Front Advance™」は１つ前の機器と比べ、よ

り均一で広い範囲の冷却治療が可能となったことが特徴です。 

 

4. 研究の目的と意義 

この研究の目的は、Arctic Front™心臓冷凍アブレーションカテーテルを用いて治

療した様々な患者さんにおける“治療効果”と“安全性”を調査することです。 

 

5. 研究への参加予定期間および参加予定人数 

この研究には、Arctic Front™心臓冷凍アブレーションカテーテルシステムが市販

されている様々な国・地域の病院約 150 施設から 4500 人以上の患者さんに参加し
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ていただく予定です。日本からは発作性心房細動の患者さん約 300 人、持続性心房

細動の患者さん約 1000 人の参加を予定しています。 

この研究へのあなたの参加期間はあなたが登録された時期により、通常 12 カ月、

最大 24 カ月と予定されています。また、この研究は 2023 年 3 月まで実施される

予定です。なお、研究の実施期間は変わる可能性があります。 

 

6. 日本の研究機関 

この研究には、2020年12月22日時点で、日本から下記の病院が参加予定です。

こちらに記載した以外の、外国の病院も参加しています。また、今後も新たな病院が

参加する可能性があります。研究の途中でこの研究に参加している病院をご確認され

たい場合は、いつでも担当医師や看護師に申し出てください。 

病院名 研究責任医師 

社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 古山 准二郎 

京都大学医学部附属病院 静田 聡 

近畿大学病院 栗田 隆志 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 

神戸市立医療センター中央市民病院 
小堀 敦志 

一般社団法人 平成紫川会 小倉記念病院 安藤 献児 

日本赤十字社 さいたま赤十字病院 稲葉 理 

東京医科歯科大学医学部附属病院 合屋 雅彦 

弘前大学医学部附属病院 木村 正臣 

福岡山王病院 熊谷 浩一郎 

日本赤十字社 横浜市立みなと赤十字病院 山内 康照 

社会医療法人社団 カレスサッポロ 北光記念病院 四倉 昭彦 

社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院 三山 博史 

仙台市立病院 八木 哲夫 

山形大学医学部附属病院 有本 貴範 

茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院 蜂谷 仁 

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku/
http://chuo.kcho.jp/
http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/
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病院名 研究責任医師 

筑波大学附属病院 五十嵐 都 

自治医科大学附属病院 今井 靖 

獨協医科大学 埼玉医療センター 中原 志朗 

埼玉医科大学国際医療センター 加藤 律史 

千葉大学医学部附属病院 近藤 祐介 

東京慈恵会医科大学附属病院 山根 禎一 

東京医科大学病院 里見 和弘 

東京大学医学部附属病院 藤生 克人 

日本医科大学付属病院 岩崎 雄樹 

昭和大学江東豊洲病院 丹野 郁 

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 谷本 耕司郎 

東邦大学医療センター大森病院 池田 隆徳 

東京都立広尾病院 深水 誠二 

日本大学医学部附属板橋病院 奥村 恭男 

東海大学医学部付属八王子病院 森田 典成 

杏林大学医学部付属病院 副島 京子 

公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 新田 順一 

北里大学病院 深谷 英平 

医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 村上 正人 

東海大学医学部付属病院 柳下 敦彦 

富山県立中央病院 臼田 和生 

金沢大学附属病院 加藤 武史 

福井大学医学部附属病院 夛田 浩 

大垣市民病院 森島 逸郎 

名古屋市立東部医療センター 村上 善正 

名古屋大学医学部附属病院 因田 恭也 

日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 吉田 幸彦 
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病院名 研究責任医師 

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 石川 真司 

藤田医科大学病院 原田 将英 

市立四日市病院 水谷 吉晶 

医療法人 三重ハートセンター 加藤 真史 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 

大阪急性期・総合医療センター 渡部 徹也 

特定医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院 井上 耕一 

独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院 江神 康之 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 草野 研吾 

独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 増田 正晴 

兵庫県立尼崎総合医療センター 吉谷 和泰 

公益財団法人 天理よろづ相談所病院 西内 英 

日本赤十字社和歌山医療センター 花澤 康司 

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 田坂 浩嗣 

地方独立行政法人 広島市立病院機構 

広島市立広島市民病院 末成 和義 

県立広島病院 三浦 史晴 

広島大学病院 中野 由紀子 

高知大学医学部附属病院 弘田 隆省 

宮崎市郡医師会病院 柴田 剛徳 

独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター 塗木 徳人 

 

順不同 

この研究は、下記の臨床研究依頼者の依頼を受けて実施しています。 

臨床研究依頼者 研究責任者 個人情報管理者 

日本メドトロニック株式会社 岡井 千恵 安原 大喜 
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7. 研究の方法 

この研究への参加に同意していただいた場合、担当医師や看護師があなたに関する

情報や、使用されている薬を含む病歴に関する情報、研究の参加に関連があると思わ

れる健康状態や治療に関する情報を収集します。 

 

この研究に参加していただけるのは、以下の条件を満たす方です。 

 20 歳以上の方 

 同意書に署名し、この研究への参加に同意される方 

 市販の Arctic Front™心臓冷凍アブレーションカテーテルを使用する手術が予

定された方 

 

なお、以下の条件に該当する方はご参加いただけません。 

 12 ヵ月フォローアップの来院ができない方 

 各国の法規制によって定められた、参加ができない基準に該当される方 

 この研究の結果に影響を与える可能性のある他の臨床試験に参加されている方 

 

あなたはこれらの条件に適合しているため、今回この研究への参加をお願いするこ

とになりました。 

 

【研究の流れ】 

この研究に登録された方は、アブレーション治療前（登録時）と治療後に情報を収

集のために来院していただきます。その後、当院の通常の来院間隔で来院していただ

きますが、治療から 12 ヵ月後に経過観察をしていただく必要がありますので、予定

通りに来院が可能かどうかご確認ください。その他の期間における受診（経過観察）

については、すべて担当医師の指示に従ってください。 
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この研究では、次の表の予定で来院し、検査などを受けていただきます。 

項目 
登録時/ベー

スライン 

手術時(再手

術含む) 

経過観察 

(3、6 ヵ月)

※適宜 

経過観察 

(12、24 ヵ月) 
中止時 

同意説明/データ公開*  ○     

適格性基準の確認(選択/除外基準)  ○     

人口統計学的データ/既往歴** ○     

妊娠スクリーニング(該当する場合) ○     

身体検査 ○     

心血管薬物療法の評価  ○ ○ ○ ○  

QOL (EQ-5D)*** ○   ○  

アブレーション治療のデータ/ツール  ○    

不整脈症状の評価 ○  ○ ○  

不整脈再発の評価    ○ ○ ○ 

有害事象の評価  ○ ○ ○ ○ 

退院の要約情報   ○    

報告義務のある有害事象 

発生した場合のみ 
逸脱  

被験者の死亡 

研究中止 

* 必須手順 

** 患者様のこれまでにかかったことのある病気などの検査をさせて頂きます。 

*** 心理的な状態に関し、かんたんな５つの項目で調査させて頂きます。 

 

なお、この研究の評価方法は、既に厚生労働省によって承認された方法に従ってい

るものであり、すべて保険診療の範囲内で実施されます。 
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8. この研究で予測される危険性について 

アブレーション治療を実施する前に、医師からアブレーション治療に伴う危険性の

説明をします。 

この研究で使用される医療機器やその設定は、厚生労働省の承認を受けており、承

認された使用方法に従って行われます。この研究に参加しなかった場合の危険性と変

わりません。 

この研究に関連した、現在ではまだ分かっていない危険性がある可能性もあります。 

あなたが妊娠している場合、または妊娠した場合、すぐに担当医師に申し出てくだ

さい。現在は分かっていない、あなたや胎児への危険性があるかもしれません。 

 

9. この研究で予測される利益について 

この研究に参加することで、あなたに直接的な利益はありません。 

この研究結果から得られる情報は、将来この医療機器を使用される他の患者さんの

利益につながる可能性があります。 

 

10. その他の治療法について 

この研究に参加することは、義務ではありません。この研究で行われる治療は、通

常の治療と同じです。この研究に参加されない場合でも、使用される医療機器に変更

はありません。 

 

11. あなたに守っていただきたいこと 

この研究に参加されている間は、担当医師の指示に従ってください。また、以下の

事項にご注意ください。 

 担当医師に、あなたの病歴や薬を飲まれている場合はその内容をご連絡ください。 

 予定された受診日に来院してください。 

 予定していた受診日に来院できない場合には、なるべく早く担当医師に連絡し、

来院予定日を変更してください。なお、予定していた受診日に来院されなかった

場合には、担当医師などがあなたの健康状態を確認するために連絡することがあ
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ります。 

 けがをしたり、他の医療機関や診療科を受診したり、入院したり、またはいつも

とは違う症状などがある場合は、なるべく早く担当医師または看護師にご相談く

ださい。 

 

12. 費用負担について 

この研究で使用する医療機器および治療行為はすでに保険適用になっています。し

たがって、あなたには通常の治療と同様に患者さん負担分の費用をお支払いいただく

ことになります。 

 

13. 健康
けんこう

被害
ひ が い

の対応について 

この研究に参加することで万が一あなたに健康被害が生じた場合は、すぐに適切な

診断と治療を行います。担当医師までご連絡ください。 

万が一、この研究で使用される日本メドトロニック株式会社製の医療機器の欠陥に

よりあなたに健康被害が生じた場合は、日本メドトロニック株式会社から賠償
ばいしょう

を受

けることができます。 

 

14. 研究への参加および同意撤回の自由 

この研究に参加するかどうかは、あなたが自由に決めることができます。この研究

に参加しないことを選択することもできます。また研究参加に同意した後であっても、

いつでも辞退することができます。参加に同意されない場合や、参加後に辞退された

場合、もしくは研究自体が中止された場合にも、あなたが不利益を受けることは一切

ありません。その後の治療やあなたと病院・医師との関係にも何も影響ありません。 

同意を辞退される場合は担当医師にご連絡いただくだけで結構です。 

参加後に辞退された場合、または研究が中止された場合、あなたが研究を終了する

前に追加で行う検査などはありません。 

 

この研究に参加されている間に、あなたがこの研究への参加を考え直す可能性のあ
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る新しい情報が得られた場合には速やかにお知らせします。その場合、新しい説明文

書を用いて、この研究への参加を継続されるか確認させていただきます。 

 

また、研究への参加を同意していただいた後でも、次のような場合には、担当医師

の判断で参加を中止させていただく場合がありますのでご了承ください。 

 あなたの健康状態を考慮して担当医師が決定した場合 

 あなたが担当医師の指示に従わなかった場合 

 臨床研究依頼者である日本メドトロニック株式会社がこの研究を中止した場合 

このような場合には、担当医師よりご説明します。 

あなたが研究への参加を辞退された場合または研究が中止された場合でも、それま

でにこの研究のために集められたあなたの医療記録は削除することはできません。ご

提供いただいた医療記録は引き続き使用させていただきますのでご了承ください。 

 

15. 研究終了後の対応 

この研究終了後は、担当医師の判断で、あなたに適した診療が継続されます。 

 

16. 研究依頼者（日本メドトロニック株式会社）の担当者の立会いに

ついて 

 手術/手技やその後の来院時の診療に日本メドトロニック株式会社の担当者が立ち

会うことがあります。日本メドトロニック株式会社は、研究が正しく安全に行われる

よう必要に応じて情報提供を行う目的で、担当医師の適切な指示のもと立ち会います。 

 

17. 個人情報およびプライバシーの保護について 

この研究において、あなたの個人情報は、個人情報の保護に関する法律などに従っ

て適切に取り扱われます。 

この研究が正しく行われていることを確認するために、日本メドトロニック株式会

社のモニターや監査担当者、当院の職員、倫理審査委員会委員、厚生労働省その他の

規制当局の関係者などが、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守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

（記録内容を外部に漏らさないこ
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と）が課せられていますので、あなたのお名前などの個人情報が外部に知らされるこ

とはありません。 

検査結果からあなたのお名前を消去できないなどの場合を除いて、この研究におい

て収集されたあなたに関する情報は、当院にて記号変換などの処理がされ、研究依頼

者である日本メドトロニック株式会社およびその親会社であるアイルランド法人

Medtronic plc と Medtronic plc の関係会社（海外の関係会社を含みます。以下同

じです）、この研究に参加している機関（海外の機関を含みます。以下同じです）な

らびにそれらの委託先（海外の委託先を含みます。以下同じです）に送られ、保管・

処理されます。 

また、日本メドトロニック株式会社、Medtronic plc および Medtronic plc の関

係会社、ならびに当院およびこの研究を実施する他の医療機関に所属する医療関係者

は、単独で又は共同してこの研究で得られた結果などについて、国内外において学会

や論文などで公表することがありますし、規制当局、学会及び医療関係者などから本

研究のデータを用いて新たに研究を行いたいなどの要請があった場合には、あなたの

データを提供することもありますが、いずれの場合も、あなたのお名前やご住所など

の個人情報が公表されることはなく、プライバシーは保護されます。 

あなたがこの研究の同意文書に署名されることで、この研究の関係者があなたのカ

ルテや研究の記録などを見ること、日本メドトロニック株式会社、Medtronic plc お

よび Medtronic plc の関係会社などが研究に必要なあなたに関する情報を入手し、

互いに共有すること、また日本メドトロニック株式会社の担当者があなたの診療に立

ち会うことについても認めていただいたことになります。 

 

18. 将来の研究のために情報を用いる可能性 

日本メドトロニック株式会社、Medtronic plc および Medtronic plc の関係会社、

この研究に参加している機関ならびにそれらの委託先は、あなたの記号変換などの処

理がされた情報をこの研究の目的のために利用するほか、医療機器の機能向上や、新

しい医療機器や治療方法の開発などのために用いる可能性があります。将来、この研

究のデータを、Arctic Front™心臓冷凍アブレーションカテーテルシステムの性能や、

患者さん、手術の更なる情報や知見を得るために、Arctic Front™心臓冷凍アブレー
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ションカテーテルシステムを使用した別の研究などのデータと合わせて分析、評価、

公表をする可能性もあります。この研究の実施期間に集めたデータのみを使用するた

め、追加でデータを集める予定はなく、あなたに負担やリスクが生じることはありま

せん。また、直接的な利益もありません。この分析／評価が実施される場合は、日本

メドトロニック株式会社、Medtronic plc または Medtronic plc の関係会社の研究

者によって、またそれらの資金によって実施されますが、その場合も、病院や医師の

利益相反は、適切に管理されます。将来この研究のデータを用い別の研究が行われる

場合は、研究の実施者により方法は異なりますが、あなたのデータの使用に関してあ

なたが拒否できる機会が設けられます。 

 

19. 試料・情報の保管および廃棄の方法 

この研究で用いられる情報は、全て電子データ管理システムで管理されます。電子

データ管理システムは、許可された者だけが使用することができる仕組みになってい

ます。 

日本メドトロニック株式会社、Medtronic plc および Medtronic plc の関係会社

においては、この研究で集められた情報は、現在廃棄の予定はありませんが、廃棄す

る場合はあなたの個人情報が分からないように廃棄します。また電子情報は完全に消

去します。 

 

20. 研究に関する情報公開の方法 

この研究の最終的な結果は学会や学術雑誌で公表される予定ですが、結果は研究に

参加いただいた患者さんの情報をまとめた形で報告されますので、あなたのお名前な

どの個人を特定できる情報が公開されることはありません。この研究の最終的な結果

が出た際には、あなたと、ご要望があればあなたのご家族に、担当医師より結果をご

説明いたします。また、この研究は、公開データベース（UMIN-CTR：大学病院医

療情報ネットワーク研究センター（http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm）に登

録をしていますので、研究の内容や進捗状況、結果などについて誰でもウェブより確

認することが可能です。 
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21. 知的
ち て き

財産権
ざいさんけん

について 

研究結果の学会あるいは論文発表にともない、著作権等の知的財産権が生じる可能

性が考えられます。しかしながら、その権利は研究を実施する研究機関や研究者に属

し、研究に参加していただくあなたがその権利をもつことはないことをご了承くださ

い。 

22. 研究資金および企業と病院との関わり 

研究を行うに際し、企業の利益のために公正で適正な判断が妨げられている状態、

または損なわれるのではないかと第三者に疑われる状態になることがあります。この

ような状態を「利益相
りえきそう

反
はん

」と呼びます。 

この研究の実施にあたり、日本メドトロニック株式会社から当院に受託研究費が支

払われますが、これにより公正かつ適正な判断が妨げられたり、恣意的
し い て き

な介入を行う

ことはありません。このことは当院の臨床研究倫理委員会で審議され、利益相反が生

じないことが確認されています。 

 

23. 資料の閲覧 

ご希望により、個人情報の保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研

究の研究計画書や研究に関する資料を入手したり閲覧したりできますのでお申し出

ください。また、あなたご自身の検査結果について報告を受けたい場合は、担当医師

よりご説明いたしますのでお申し出ください。 

 

24. 連絡先および相談窓口 

この研究について知りたいこと、ご心配なこと、また研究中に健康被害などがあり

ましたら、いつでも下記までご相談ください。 

[医療機関名]  社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 

[住所] 〒063-0052 札幌市西区宮の沢 2 条 1 丁目 16 番 1 号 

連絡先 ：[電話番号]011-665-0020 

この研究の責任医師 ：[研究責任医師氏名]（診療科・職名） 

三山 博史 循環器内科・主任医長 
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【医療機関用】 
  同意文書 

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 病院長 殿 

私は、「Cryo AF グローバルレジストリ研究」に参加するにあたり、以下の内容について

十分に説明を受け、内容を理解しました。私は、自らの自由意思によりこの研究に参加する

ことに同意します。なお、私が署名した同意文書の写しおよび説明文書を受け取りました。 

1. はじめに 

2. あなたの病気について 

3. 機器の説明 

4. 研究の目的と意義 

5. 研究への参加予定期間および参加予定人数 

6. 日本の研究機関 

7. 研究の方法 

8. この研究で予測される危険性について 

9. この研究で予測される利益について 

10. その他の治療法について 

11. あなたに守っていただきたいこと 

12. 費用負担について 

13.健 康

けんこう

被害

ひがい

の対応について 

14. 研究への参加および同意撤回の自由 

15. 研究終了後の対応 

16. 研究依頼者（日本メドトロニック株式会社）の

担当者の立会いについて 

17. 個人情報およびプライバシーの保護について 

18. 将来の研究のために情報を用いる可能性 

19. 試料・情報の保管および廃棄の方法 

20. 研究に関する情報公開の方法 

21.知的

ちてき

財 産 権

ざいさんけん

について 

22. 研究資金および企業と病院との関わり 

23. 資料の閲覧 

24. 連絡先および相談窓口 

 
【患者さん署名欄】 

ご本人：（必ず患者さんご本人がご記入ください。） 

同意日：（西暦）     年   月   日 
 

氏名：                   

【医療機関署名欄】私は患者さんにこの研究について十分な説明を行いました。 

説明担当医師： 

説明日：（西暦）     年   月   日 
 

氏名：                   

 

説明補助者（該当する場合）：  

同意日：（西暦）     年   月   日 
 

氏名：                   
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同 意 撤 回 書 
 

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 病院長 殿 

 

研究課題名：Cryo AF グローバルレジストリ研究 

 

 

私は、「Cryo AF グローバルレジストリ研究」に参加することに同意をいたしまし

たが、この同意を撤回いたします。 

また、同意撤回以前に収集された情報や検査データを使用することを承諾いたしま

す。 

 

 

 

同意撤回日：西暦     年   月   日 

 

 

患者氏名：               （自署） 

 

 

代理撤回者氏名：               （自署） 

 

ご本人との続柄：           

 

 

 

上記の確認を行った医師 

 

日付：西暦     年   月   日 

 

説明医師：       科（部）             （自署） 

 


