
東京ハートラボ 2.0
2020年 11月オンラインセミナー

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 10月吉日

拝啓

　時下、ますますご清栄のことと心からお喜びを申し上げます。

御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ございます。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。毎回、約300名の参加者からご好評を得てまいりました。

そのコンセプトは、多職種が知識と経験を共有し、多様な病態を持つ個別の患

者さんにあわせて最適化された治療を提供することであり、近年求められる

「ハートチーム」の考えに完全に一致しています。東京ハートラボの特徴は、

治療のTipsだけに特化することなく、問診や画像診断に始まる臨床の流れを尊

重し、それを手術現場に結びつけ、プラクティカルかつ最適化された医療を目

指す流れを生み出すことです。

　2020年からは、新型コロナウィルスの感染拡大の観点からあり方を再検討し、

オンラインでの知と場の提供を探ってきました。7月にはすぷさまキャンプと

して、2時間のオンラインキャンプに850名の方がご参加くださいました。8月

以降は毎月オンラインセミナーを開催してきました。

循環器医療に関わる企業におかれましては、製品ならびに最新技術、ソリュー

ションをプログラムに反映させることで、ハートチームに強いインパクトを与

え、効率的な広報を実現します。さらに、参加者からの反応を解析すれば、よ

りよい製品開発、一歩すすんだ広報活動の資料にすることが可能です。

東京ハートラボ2.0オンライン11月のテーマは「大動脈弁狭窄症治療の到達

点」です。2時間のオンラインプログラムで、心臓外科医からのウェットラボ、

心エコーを実施するエコー医からの講演に加え、TAVRと SAVRそれぞれの術者

からの症例検討を行うことで大動脈弁狭窄症治療と心エコー評価のすべてを学

びます。

私達のような勉強会は財務が最大の課題です。常にコストパフォーマンスを

考え、持続性のある機会を提供すべきです。本来全ての財源は参加者の費用で

まかなわれるべきですが、営利団体ではない我々が全てを会費のみで賄うこと

は困難です。そこで、東京ハートラボの運営にあたり、是非とも御社に多くの

ご協力を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。

　末筆ではございますが御社の今後ますますのご繁栄を心より祈念いたします。

　 　　 

敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人東京ハートラボ

代表幹事　渡辺　弘之



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      2.0 2020      年      11      月オンラインセミナー開催概要

1. 会議の名称：東京ハートラボ2.0 2020年 11月オンラインセミナー

2. 主催機関等の名称および代表者

代表機関：東京ベイ・浦安市川医療センター

代表幹事：渡辺　弘之

　　　　　〒279-0001　千葉県浦安市当代島 3-4-32 

　　　　　TEL：047-351-3101

3. 開催期日：2020年 11月 21日（土）15:00～17:00

4. 開催場所：zoomを用いたウェビナー

5.  開催趣旨と目的

循環器診療を効率的かつ安全に実践するためには、臨床検査技師、放射線技師、

内科医および外科医、麻酔科医、看護師等がともに最新の知識を共有し、一つの

チームとして緊密に連携しチームとして臨床レベルを高く保つことが極めて重要

です。特に内科医および心エコー図技師は手術室の中のこと、すなわち外科的手

法について、また外科医は手術室の外のこと、すなわち心臓の聴診に始まる診断

の流れと価値をよりよく理解する必要があります。しかしながら、国内外で催さ

れている学会では、専門性の深化に重きを置き、このような目的において改善の

余地があります。そこで私たちのセミナーでは、治療を提供する多様な立場のプ

ロフェッショナルが一同に会し、お互い学びあい、共通言語をもって議論をする

ことを柱としてプログラムを組んでいます。

私たちはこのような知識共有のための費用は、本来は、すべてを聴衆の参加費

でまかなうべきと考えています。しかし、残念ながら個人で支払える額には限界

があり、協賛各社に資金的援助を頼らざるを得ません。誠に恐縮に存じますが、

医療を支えるためとお考えいただき、ご理解いただきたく存じます。

6. 会議の概要

（１）日程：2020年 11月 21日（土）15:00～17:00

（２）参加予定者数：600名予定

　　　

7. プログラム（予定）

テーマ：「大動脈弁狭窄症治療の到達点」

「ペースメーカーを避けるためのウェットラボ」熊本大学　福井寿啓先生 

「ASで知っておくべき新ガイドライン」東京ベイ・浦安市川医療センター　渡辺弘

之先生

「ドブタミン負荷・運動負荷」聖マリアンナ医科大学　出雲昌樹先生
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「CTによる石灰化診断」帝京大学　渡邊雄介先生

「TAVRは SAVRに影響を与えている」東京ベイ・浦安市川医療センター　田端実先生

「【症例提示】ペースメーカーリスクを下げるTAVR」東海大学　大野洋平先生

「【症例提示】ペースメーカーリスクを下げる SAVR」東京ベイ・浦安市川医療セン

ター　田端実先生

8. 企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて

　　各種共催申込に関しまして日本製薬工業協会ならびに日本医療機器産業連合会

の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業と

医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合

開催にかかる費用を公開することに同意いたします。
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東京ハートラボ      2.0 2020      年      11      月オンラインセミナー 収支予算案

　　　　＜収 入＞

摘　要 金　額

参加費収入（1,000円×600名見込み） ¥600,000 

共催収入 ¥600,000 

合　計 ¥1,200,000 

　　　　＜支 出＞

摘　要 金　額

配信関係費 ¥300,000 

運営関係費 ¥500,000 

制作費 ¥200,000 

手数料・雑費 ¥200,000 

合　計 ¥1,200,000 
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*オンラインセミナーの形態に移行をして日が浅く実績が少ないため、以前の会場を

借りて実施をした内容でご参考までご報告させていただきます。
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東京ハートラボ      2.0 2020      年      11      月オンラインセミナー

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：東京ハートラボ運営事務局　宛

E-MAIL：tokyoheartl@gmail.com

　

２．申込締切：2020年 10月 31日(土)

３．費用のお支払い

　　2020      年      11      月      30      日  (  月  )  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. 申込の取消

2020年 10月 31日(土)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。

５．問い合わせ先

　　東京ハートラボ運営事務局

　　TEL：03-6757-0838

　　E-MAIL：tokyoheartl@gmail.com
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東京ハートラボ運営事務局　宛 　
E-MAIL：tokyoheartl@gmail.com

東京ハートラボ2.0 2020年 11月オンラインセミナー

寄付金申込書

東京ハートラボ 2.0 2020 年 11 月オンラインセミナーの趣旨に賛同し、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 11月 30日(月)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
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東京ハートラボ      2.0 2020      年      11      月オンラインセミナー

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． プログラム共催募集内容（予定）

テーマ 演者 共催費

ペースメーカーを避けるためのウェッ

トラボ

熊本大学　福井寿啓先生 ¥200,000

ASで知っておくべき新ガイドライン 東京ベイ・浦安市川医療センター

渡辺弘之先生

¥200,000

ドブタミン負荷・運動負荷 聖マリアンナ医科大学　出雲昌樹先

生

¥200,000

CTによる石灰化診断 帝京大学　渡邊雄介先生 ¥200,000

TAVRは SAVRに影響を与えている 東京ベイ・浦安市川医療センター

田端実先生

¥200,000

【症例提示】ペースメーカーリスクを

下げるTAVI

東海大学　大野洋平先生 ¥200,000

【症例提示】ペースメーカーリスクを

下げる SAVR

東京ベイ・浦安市川医療センター

田端実先生

¥200,000

２．共催費に含まれるもの

オンライン配信費、聴講チケット（配信 URLをお知らせいたします）
※講師謝礼に関しましては、協賛各社様で演者の先生とご契約を頂けますと幸いです。

２．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：東京ハートラボ運営事務局　宛

　　E-MAIL：tokyoheartl@gmail.com

３．申込締切：2020年 10月 31日（土）
※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

４．費用のお支払い

　　2020      年      11      月      30      日  (  月  )  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

５. 申込の取消
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2020年 10月 31日(土)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。

６．問い合わせ先

　　東京ハートラボ運営事務局

　　TEL：03-6757-0838

　　E-MAIL：tokyoheartl@gmail.com
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東京ハートラボ運営事務局　宛 　
E-MAIL：tokyoheartl@gmail.com

東京ハートラボ      2.0 2020      年      11      月オンラインセミナー

共催申込書

東京ハートラボ2.0 2020年 11月オンラインセミナーの趣旨に賛同し、共催に申し込みます。

ご希望の項目の□に✓をお入れください。

テーマ 演者 共催費 お申込み

ペースメーカーを避けるための

ウェットラボ

熊本大学　福井寿啓先生 ¥200,000 □

ASで知っておくべき新ガイドライン 東京ベイ・浦安市川医療セン

ター　渡辺弘之先生

¥200,000 □

ドブ負荷・運動負荷 聖マリアンナ医科大学　出雲

昌樹先生

¥200,000 □

CTによる石灰化診断 帝京大学　渡邊雄介先生 ¥200,000 □

TAVRは SAVRに影響を与えている 東京ベイ・浦安市川医療セン

ター　田端実先生

¥200,000 □

【症例提示】ペースメーカーリスク

を下げるTAVI

東海大学　大野洋平先生 ¥200,000 □

【症例提示】ペースメーカーリスク

を下げる SAVR

東京ベイ・浦安市川医療セン

ター　田端実先生

¥200,000 □

2020年　　月　　日

貴　社　名    ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　　　　　　

ご担当部課名  ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者氏名  ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご　住　所    ： 〒　    -　　　　　

                 　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL           ： 　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 11月 30日(月)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
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