
 

 

 

東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 

趣意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表幹事：東京ベイ・浦安市川医療センター 渡辺 弘之  



2020 年 3 月吉日 

 

ご挨拶 

 

拝啓 

 時下、益々ご清栄のことと心からお慶びを申し上げます。現在、新型コロナ

ウイルスが猛威をふるっておりますが、ハートチームの灯火を消すことは許さ

れず、ここに御挨拶申し上げます。 

 

貴社におかれましては、平素より医療、医学研究と医学教育に多大なご理解・

ご協力を賜り誠にありがとう御座います。心より感謝申し上げます。 

  

 さて私どもは、2006 年から毎年“東京エコーラボ”改め“東京ハートラボ”

を開催しております。2014 年より夏の 1日コース、2016 年より秋の１日コー

ス、2017 年には春の１日コース講習会を立ち上げました。  

専門医から研修医、学生、検査技師や看護師まで、ハートチームのメンバー

とその卵を対象としています。私達のゴールは、よりよいハートチームの成長

を助けることです。診療科が専門性の垣根を越えて教育的セッションを通じて

実際の臨床的な流れを提示し、断片的になりがちな知識を有機的に結びつける

ことが目的です。おかげさまで昨年は大変好評を博し、今年も沖縄にて同様の

主旨で開催を予定しております。 

 心エコー図検査は臨床の流れを繋ぐツールでありメディアでもあります。そ

のため循環器の臨床レベルを向上させるためには、心エコー図の知識ととも

に、その周辺の最先端の臨床的知識を十分に理解していることが必要です。 

 またウエットラボは、心臓（処理済みブタ）の解剖を通じて、その三次元的

構造を深く学ぶ絶好の機会を提供します。特に最前線の心臓血管外科医による

機能解剖は、今後の Structural heart disease に的確に対応するために必須

の体験です。 

 

 今回のサマーキャンプは、友愛医療センターで開催する運びとなりました。

つきましては、当講習会の運営にあたり、是非とも貴社に多くのご協力を賜り

たく、ここにお願い申し上げる次第で御座います。 

 末筆では御座いますが貴社の今後益々のご繁栄を心より祈念致します。 

敬具 
 

東京ハートラボ  

代表幹事 渡辺 弘之 



 

会則は東京ハートラボ会則に準じる。 

 

平成 29年 2月 13 日改正 

平成 27年 4月 22 日改正 

 

東京ハートラボ 会則 

 

 

第１章 総則 

 

第１条 本会は東京ハートラボと称する。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

第２条 本会は循環器疾患の最先端の知識、技術、検査法を共有し、教育、普及を図るこ

とにより、心エコー図学の発展に寄与し、国民の健康と福祉の向上に資すること

を目的とする。 

 

 

第３章 幹事 

 

第３条 代表幹事 １名 

幹事    10 名前後 

第４条  代表幹事は幹事会で推薦し、幹事会の賛同を得て決定する。 

第５条  代表幹事は本会を代表し、研究会を主催する。 

第６条  幹事会は代表幹事を補佐し、会務を遂行する。 

第７条  幹事の任期は 3年とし、再任は妨げない。 

 

 

第４章  会議 

 

第８条  本会、幹事会は原則として毎年 1回以上開催する。 

 

 

第５章  会計 

 

第９条  本会の資産は全て財産目録に登記して代表幹事が管理する。 

第１０条  本会の事業年度は毎年 1 月 1日より同年 12 月 31 日とする。 

第１１条  本会の収支決算は毎事業年度終了後に代表幹事が作成し、幹事会に報告する。 



 

第６章 情報公開 

 

第１２条 本会への協賛金、共催セミナーの支払いに関する情報公開に同意する。 

 

 

第７章  会則改正 

 

第１３条  本会の会則変更には幹事の過半数をもって決定する。 

 

 

第８章  附則 

 

第１４条  その他、本会の運営に関する事項は細則で定める。 

第１５条 事務および会計実務を株式会社ヴァイタリー（代表取締役 竹田 陽介）に委託

する。 

 

 

細則 

 

第１条  本会の事務局は東京ベイ・浦安市川医療センター循環器内科におく。 

第２条  本会の経費はセミナーの講習会費、補助金、寄付金をもってこれに充てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

組 織 委 員 名 

 

 

代表幹事： 東京ベイ・浦安市川医療センター 渡辺 弘之 

 

幹 事： 東京女子医科大学 芦原 京美 

     聖路加国際病院 阿部 恒平 

高槻病院 大北 裕 

倫生会 みどり病院 岡田 行功 

東京慈恵会医科大学附属病院 國原 孝 

帝京大学 下川 智樹 

東京大学 大門 雅夫  

埼玉県済生会川口総合病院 高木 厚 

川崎幸病院 高梨 秀一郎 

東京医科大学八王子医療センター 田中 信大 

東京ベイ・浦安市川医療センター 田端 実 

日本医科大学付属病院 中田 淳 

慶應義塾大学 林田 健太郎 

熊本大学 福井 寿啓  

東北大学病院 三木 俊 

京都府立医科大学 夜久 均 

帝京大学 渡辺 雄介 

 

（五十音順 敬称略） 

      



東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 開催概要 

 

 

１．会議の名称：東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 

 

２．主催機関等の名称および代表者 

主催機関：一般社団法人東京ハートラボ 

代表者：渡辺 弘之  

 

３．開催期日：2020 年 7 月 5日（日） 

 

４．開催場所：友愛医療センター 

住所：豊見城市与根西原 50 

電話：098-850-3811 

 

５．参加者数：60名（ウエットラボ：30名 エコーラボ：30名） 

 

６．開催趣旨と目的 

本講習会は、東京ハートラボ本会の支援を受けて開催する心臓病講習会です。

循環器診療を効率的かつ安全に実践するために、基礎的および最新の知識を共

有し、臨床レベルを高く保つことが極めて重要です。特に内科医は手術室の中の

こと、すなわち外科的手法についてよりよく理解する必要があります。この講習

会では、実際の心臓に触れるウエットラボ、エコーハンズオン、ランチョン、デ

ィベートというプログラムを組んでおります。 

私どもはこのような知識共有のための費用は、すべてを聴衆の参加費でまかな

うべきと考えております。しかし、残念ながら個人で支払える額には制限があ

り、協賛各社に資金的援助を頼らざるを得ません。誠に恐縮では御座いますが、

医療を支えるためとお考えいただき、ご理解いただければ幸いで御座います。 
    

7. プログラム予定 

ウエットラボ、エコーラボ、ランチョンセミナー、レクチャー、ディベート 

  



東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 収支予算案 

 

     ＜収 入＞ 

摘 要 金 額 

1. 参加費収入 ※ 

2. 寄付金収入 

3. ランチョンセミナー共催費 

5. 広告掲載料 

   ¥700,000 

    ¥500,000 

   ¥250,000 

      ¥500,000 

合 計    \1,950,000 

※ 参加費詳細 医師：15,000円×20名 コメディカルスタッフ：10,000 円×40名 

 

     ＜支 出＞ 

摘 要 金 額 

1. 会場関連費 

2. 運営関連費 

3. 制作・印刷費 

4. 謝礼・交通費など 

   ¥150,000 

     ¥650,000 

 ¥600,000 

   ¥550,000 

合 計              \1,950,000 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 寄付金募集要項 

 

趣旨にご賛同くださり、ご協力いただけます場合は以下の方法にてお申し込み 

お願い申し上げます。 

 

 

１．申込み方法 

  次ページにあるお申し込み用紙にご記入いただき、 

  PDF 形式にて以下の宛先へお送り下さい。 

  送信先：株式会社ヴァイタリー 東京ハートラボ事務局 宛 

E-MAIL：sponsorship@tokyoheartlab.com 

  

２．申込締切：2020 年 6月 5日（金） 

 

３．費用のお支払い 

  2020年6月19日(金)までにお振込みをお願い致します 

  取扱銀行 みずほ銀行 新宿中央支店 066 普通預金 4194015 

       東京ハートラボ（ﾄｳｷｮｳﾊｰﾄﾗﾎﾞ） 

 ※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います 

 

４．問い合わせ先 

  株式会社ヴァイタリー 東京ハートラボ事務局 

  TEL・FAX：03-6885-7202 

  E-MAIL：sponsorship@tokyoheartlab.com 

 

  



東京ハートラボ事務局 宛   

E-mai l：sponsorship@tokyoheartlab.com 

 

東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 

寄付金申込書 

 

 

東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 の趣旨に賛同し、下記金額を助成資金として寄付い

たします。 

 

 

金              円也 

 

 

   2020 年  月  日 

 

 

貴 社 名    ：                                 

 

ご担当部課名  ：                        

 

ご担当者氏名  ：                        

 

ご 住 所    ： 〒     -      

 

                                          

 

                                          

 

TEL           ：                          

 

FAX           ：                          

 

E-Mail        ：                          

 

 
振込先のご案内： 取扱銀行 みずほ銀行 新宿中央支店 066  

       普通預金 4194015 

       東京ハートラボ（ﾄｳｷｮｳﾊｰﾄﾗﾎﾞ） 

 ※2020年6月19日(金)までにお振込みをお願い致します 

 ※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います 

 

お申し込み期日 

2020 年 6 月 5 日（金） 

）） 



東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 

ランチョンセミナー共催募集要項 

 

趣旨にご賛同くださり、ご協力いただけます場合は以下の方法でお申し込み 

お願い申し上げます。 

 

１．テーマ・講師 

  テーマ：心臓血管外科と循環器内科が垣根を取り払い、お互いの専門性を 

      共有する場を以下のように提供し、ハートチームの強化に貢献する 

② ウエットラボ 

      ②エコーラボ 

      ③ディベート 

  講 師：渡辺 弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

 

２．セミナー共催費： 250,000 円（税別） 

 

３．共催費に含まれるもの 

  座長・講師の謝金、交通費、お弁当および飲み物代 
    

４．申込み方法 

  次ページにあるお申し込み用紙にご記入いただき、 

  PDF 形式にて以下の宛先へお送り下さい。 

  送信先：株式会社ヴァイタリー 東京ハートラボ事務局 宛 

E-MAIL：sponsorship@tokyoheartlab.com 

 

５．申込締切：2020 年 5 月 27 日（水） 

※但し、募集枠数に達し次第、申込を締め切ります 

※申込内容確認後、請求書を発行いたします 

※消費税を加算した合計金額をご請求いたします 

 

６．費用のお支払い 

  2020年6月19日(金)までにお振込みをお願い致します。 

  取扱銀行 みずほ銀行 新宿中央支店 066 普通預金 4194015 

       東京ハートラボ（ﾄｳｷｮｳﾊｰﾄﾗﾎﾞ） 

※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います 

 

７. 申込の取消 

2020 年 5 月 28 日(木)以降の取り消しについては一切お受けできません。 

予めご了承下さい。 

 

８．問い合わせ先 

  株式会社ヴァイタリー 東京ハートラボ事務局 

  TEL・FAX：03-6885-7202 

  E-MAIL：sponsorship@tokyoheartlab.com 



東京ハートラボ事務局 宛   

E-mai l：sponsorship@tokyoheartlab.com 

 

 

東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 

ランチョンセミナー共催申込書 

 

東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 の趣旨に賛同し、ランチョンセミナー共催に申し

込みます。 

 

 

金  250,000  円也 

 

 

   2020 年  月  日 

 

 

貴 社 名    ：                                 

 

ご担当部課名  ：                        

 

ご担当者氏名  ：                        

 

ご 住 所    ： 〒     -      

 

                                          

 

                                          

 

TEL           ：                          

 

FAX           ：                          

 

E-Mail        ：                          

 

 

振込先のご案内： 取扱銀行 みずほ銀行 新宿中央支店 066  

       普通預金 4194015 

       東京ハートラボ（ﾄｳｷｮｳﾊｰﾄﾗﾎﾞ） 

 ※2020年6月19日(金)までにお振込みをお願い致します 

 ※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います  

お申し込み期日 

2020 年 5 月 27 日（水） 



東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 

抄録集広告掲載御依頼の件 

拝啓 時下、益々ご清栄のことと心からお慶びを申し上げます。 

貴社におかれましては、平素より医療、医学研究と医学教育に多大なご理解・ご協力を賜

り誠にありがとう御座います。心より感謝申し上げます。 

さて、今回は１日コースの講習会を下記の日程にて開催致すことになり、現在諸般の準備を

進めております。 

つきましては、抄録集を発行し、これに関係各社の広告を掲載致したく存じます。時節柄誠

に恐縮とは存じますが、宜しくご協力下さいますよう、ご案内旁々ご依頼申し上げます。 

敬具 

東京ハートラボ代表幹事 渡辺 弘之 

  （東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科）  
 

― 記 ― 

１．開催期日：2020 年 7月 5日（日） 

２．開催場所：東京ベイ・浦安市川医療センター 〒279-0001 千葉県浦安市当代島 3-4-32 

３．掲載誌名：東京ハートラボ・サマーキャンプ2020 抄録集 

４．配布対象：参加者および協賛企業 

５．本のサイズ：A4サイズ 

６．発行部数：150 部 

７．発行日：2020 年 7月 5日（日） 

８．媒体作成総費用：500,000 円（税別） 

９．広告掲載料・募集数：A4サイズ 1ページ 50,000 円（税別）、10口募集 
※広告の配置につきましては、会長にご一任くださいますようお願い申し上げます 

10．印刷方式：オフセット フルカラー印刷 

11．広告申し込み締切り：2020 年 5月 27 日（水） 

12．広告原稿締め切り：2020 年 5月 29 日（金） 

  ※原稿は PDF 形式にてご提出をお願いいたします 

13．申込先および原稿送付先：次ページにあるお申し込み用紙にご記入いただき、 

  PDF 形式にて以下の宛先へお送り下さい。 

送信先：株式会社ヴァイタリー 東京ハートラボ事務局 宛 

E-MAIL：sponsorship@tokyoheartlab.com 

※但し、募集枠数に達し次第、申込を締め切ります 

※申込内容確認後、請求書を発行いたします 

※消費税を加算した合計金額をご請求いたします 

14．費用のお支払い：2020年6月19日(金)までにお振込みをお願い致します。 

   取扱銀行 みずほ銀行 新宿中央支店 066 普通預金 4194015 

        東京ハートラボ（ﾄｳｷｮｳﾊｰﾄﾗﾎﾞ） 

  ※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います 

15．申込の取消：2020年5月28日(木)以降の取り消しについては一切お受けできません。 

予めご了承下さい。 

16．問い合わせ先：株式会社ヴァイタリー 東京ハートラボ事務局 

              TEL・FAX：03-6885-7202 

              E-MAIL：sponsorship@tokyoheartlab.com          以上 



東京ハートラボ事務局 宛   

E-mai l：sponsorship@tokyoheartlab.com 

 

 

東京ハートラボ・サマーキャンプ 2020 

抄録集広告掲載申込書 

 

抄録集広告掲載を申し込みます。 

 

金   50,000   円也 

 

   2020 年  月  日 

 

 

貴 社 名    ：                                 

 

ご担当部課名  ：                        

 

ご担当者氏名  ：                        

 

ご 住 所    ： 〒     -      

 

                                          

 

                                          

 

TEL           ：                          

 

FAX           ：                          

 

E-Mail        ：                          

 

 
振込先のご案内： 取扱銀行 みずほ銀行 新宿中央支店 066  

       普通預金 4194015 

       東京ハートラボ（ﾄｳｷｮｳﾊｰﾄﾗﾎﾞ） 

 ※2020年6月19日(金)までにお振込みをお願い致します 

 ※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います 

お申し込み期日 

2020 年 5 月 27 日（水） 

日（水） 


