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特集

「第15回神戸ルミナリエ」開催期間 平成２１年１２月３日
（木）
〜１４日
（月）

「麻醉資料館」
神戸ポートアイランドにオープンしました
1

行こう
！神戸キャンペーン
「神戸スウィング・オブ・ライツ」
実施しました

1

Greetings from Organizers
2
第１１３回 中部日本整形外科災害外科学会・学術集会
第２０回 日本臨床スポーツ医学会学術集会
第１２回 加速器と大型物理実験制御システムに関する国際会議
第８２回 日本生化学会大会
第２５回 日本義肢装具学会学術大会
日本国際政治学会・２００９年度研究大会
動力エネルギー国際会議
第４９回 近畿理学療法学術大会
第９回 アジア太平洋生物化学工学会議
Event＆Exhibition
6
技能グランプリ＆フェスタ２００９
りぶ・らぶ・あにまるず 神戸アニマルケア国際会議２００９併設展示会

特集
「麻醉資料館」神戸ポートアイランドにオープン
麻酔関連の資料７千点以上を集めた「麻醉資料館」が８月１６日、神戸ポートアイランドにオープ
ンいたしました。日本では近代的な麻酔が１９５０年代から大きく進歩したとされ、黎明（れいめい）
期に使用された麻酔器から最新のものまで、機器７点を
年代順に展示。
１８８１年、米国で発行された世界初の麻
酔教科書など貴重な資料もあります。

第113回 中部日本整形外科災害外科学会・学術集会
The 113th Biannual Meeting of the Central Japan Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology

平成21年10月2日
（金）
・3日
（土） 神戸国際展示場

第20回 日本臨床スポーツ医学会学術集会
The 20th Annual Meeting of the Japanese Society of Clinical Sports Medicine

平成21年11月14日
（土）
・15日
（日） 神戸国際展示場
会長

黒坂 昌弘
神戸大学大学院
医学研究科外科系講座
整形外科学
教授

《 開 館 時 間 》午前１０時〜午後５時（入館は午後４時まで）
《 休 館 日 》土、日、年末年始
《入場無料》

行こう！神戸キャンペーン

このたびの新型インフルエンザによる風評
被害からの脱却、神戸のイメージ回復と観光
客の増加に寄与することを目的として、
「行こ
う！神戸」キャンペーンの一環で開催された、
光とジャズのイベント「神戸スウィング・オブ・
ライツ」が、予想を大きく上回る約２４万６千
人の方々にご来場いただき、
８月２３日終了い
たしました。
（当協会も主催団体に参画）
神戸は引き続き、神戸ならではの「明るさ」
や「心地よさ」を、全国に発信してまいります。

1

TOPICS

KOBE CONVENTION

第113回 中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

この度、第113回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会「次世代の整形外科治
療戦略」
を主催させていただくことになり、誠に光栄に存じております。本学術集会は整形
外科の分野では非常に伝統のある学会であり、
日本の整形外科学の進歩と発展に大き
な貢献を果たしてきました。近年の医療現場ではそれぞれの疾患に対して高いレベルの医
療技術が要求されており、整形外科の分野でも、最小侵襲手術、
ナビゲーション手術、新
しい生体材料の開発など様々な医療技術の進歩があります。本学術集会はそれらを体得
する貴重な機会を提供するものであり、
わが国の整形外科学及び災害外科学の向上と
発展に大きく寄与すると確信しております。
１０月の神戸は、六甲山の山並と神戸港の輝き
で非常に素晴らしい季節です。是非多くの先生方がご参加頂き、思い出多い学会になり
ますよう祈念いたします。

この度、第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会を主催させていただくことになり、誠
に光栄に存じております。
日本臨床スポーツ医学会は、
スポーツ医学領域における研究の
促進と情報交換を図り、
スポーツ医学の進歩・普及とスポーツの発展に寄与することを目
的として設立されました。本学術集会では、整形外科、内科、小児科、脳神経外科、産婦
人科、
リハビリテーション科の医師と、
スポーツ指導者や体育教員、薬剤師、看護師、栄養
士などスポーツ全般に関わる方々が参加し、栄養管理、薬物問題、体力増強、健康増進な
どスポーツ医学に関与する諸問題の活発な議論が展開されます。今回は、
「エビデンスに
基づいたスポーツ医学 -Evidence Based Sports Medicine-」
をメインテーマに、
これま
で積み上げてきた成果を踏まえ、
スポーツにおける経験則の正当性や理論に基づいた基
礎研究がどのようにスポーツ現場にフィードバックできるかなどをEvidenceに基づいて検
証を行いたいと考えております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

《 ア ク セ ス 》JR・阪神・阪急「三宮」駅からポートライナーで
約10分。
「先端医療センター前」駅下車、
徒歩で約2分

「神戸スウィング・オブ・ライツ」実施

http://20rinspo.jtbcom.co.jp/

第20回 日本臨床スポーツ医学会学術集会

《お問合わせ》社団法人 日本麻酔科学会
ＴＥＬ
：０５０−８８８３−７００８

http://feel-kobe.jp

http://113chubuseisai.jtbcom.co.jp/

第１２回 加速器と大型物理実験制御システムに関する国際会議
The 12th International Conference on Accelerator and Large
Experimental Physics Control Systems（ICALEPCS2009）

平成21年10月12日
（月）〜16日
（金）
神戸国際会議場
ICALEPCS2009 議長

田中 良太郎
財団法人
高輝度光科学研究センター
制御・情報部門
部門長

http://icalepcs2009.spring8.or.jp/

第１２回加速器と大型物理実験制御システムに関する国際会議
（ICALEPCS2009）
は、
ヨーロッパ物理学会の制御システム部会を中心に、大規模施設を支える制御システム
の学術的発展および啓蒙も含めて、国際社会の場で推進するために運営する会議として
始まりました。会議は2年に1度、
ヨーロッパ大陸、
アメリカ大陸、
アジア大陸の順で開催す
る規約になっています。第1回は1987年に欧州原子核研究機構
（CERN）
が主催しスイ
スで開催されました。
１２回目となる今回の神戸開催は２年前に投票で決まり、1991年つく
ば市に次いで２度目の日本開催となります。
ICALEPCSは科学施設の制御に関する会議として、加速器、核融合、宇宙など学術領
域を広く網羅する最大規模のもので、
日本物理学会、
ヨーロッパ物理学会、
アメリカ物理
学会、
アジア太平洋物理学会連合、IEEE電気電子学会などの後援を受けています。神
戸での会議参加者は世界２０カ国から約400人が見込まれ、4１0件の発表があります。日
本からの参加は約２割で、
まさに国際的な会議であり神戸は適した開催地です。
会議の学術領域は制御システム要素技術全般に及び、計算機を中心に基盤である電
子・情報分野の学術発表は勿論のこと、進行中の大型科学施設の建設状況も報告され
ます。
また、大規模施設の建設に必要なプロジェクト管理技術、研究機関の国際共同研
究を支援する遠隔制御・情報共有システムなど幅広く発表・討議され、多くの制御・情報分
野をカバーする先端的な制御技術に関する研究発表の場になっています。
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日本国際政治学会・２００９年度研究大会

The 82nd Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society

平成21年10月21日
（水）〜24日
（土）
神戸国際会議場・神戸国際展示場・神戸ポートピアホテル

会頭

西田 栄介
京都大学大学院
生命科学研究科
教授

http://www.aeplan.co.jp/jbs2009/

このたび、第82回日本生化学会大会を2009年10月21日
（水）
より24日
（土）
まで開催いたします。生化学とは、
生物医化学の略称で、
人間の体が機能する時
の仕組みや、
その異常によって起こる病気の原因を生物学的、医学的、
そして化
学的に調べようとする研究分野です。医学、薬学、歯学、理学、農学、工学、獣医
学、生命科学、
自然科学などの視点から研究が行われており、医療・創薬の飛躍
的な発展や、
食料・環境問題の解決などに大きく寄与するものとして注目を浴びて
いるライフサイエンス分野の中心となる学問です。
日本生化学会大会は、2006年以来、
日本分子生物学会との合同大会として
開催されて参りましたが、本大会は4年ぶりに、
日本生化学会が単独で開催する
大会として、
約3,000件の研究報告と5,000名程度の参加者を予定しています。
今回の神戸大会は、
「若い力で切り拓く未来の生化学」
をテーマとして、30代
〜40代の独創的な成果を上げて第一線で活躍されている新進気鋭の先生方
に、特別講演およびトップランナーズレクチャーとしてお願いいたしました。
また、生
命科学、生化学の重要な問題、会員の興味あるテーマを採り上げたシンポジウム
を102テーマ621題開催いたします。会員による一般講演は、
ポスター発表およ
び口頭発表の形で約2,200題採択いたしました。
本大会では、
「日本生化学会大会優秀プレゼンテーション賞」
を設立し授賞を
行うほか、学生参加費を大幅に安くするとともに、大学学部生の参加を無料とい
たしました。会員の方はもちろんのこと、
初めて学会に参加する学生の方は、
ぜひ、
生化学会大会で学会デビューをしていただきたいと考えております。
レベルも高い
が裾野も広い生化学会大会となるよう鋭意準備を進めておりますので、
皆様のご
参加をお待ちしております。

第２５回 日本義肢装具学会学術大会

The Japan Association of International Relations,
Annual Convention 2009

平成21年11月6日
（金）〜8日
（日）
神戸国際会議場

理事長

田中 明彦
東京大学大学院
情報学環・東洋文化研究所
教授

http://www.soc.nii.ac.jp/jair/

日本国際政治学会では２００９年度研究大会を２００９年１１月６日
（金）
から８日
（日）
の３日間にわたって神戸国際会議場にて開催することとなりました。国際色豊
かで歴史のある神戸の地にて国際会議を開催できることを大変喜ばしく存じます。
本学会は１９５６年の設立以来、半世紀以上にわたって日本の国際政治学分
野の研究において主導的役割を果たしてきました。現在では会員数も２,０００人を
超え、
和文誌・英文誌の編集・発行のほか、
さまざまな研究・出版活動を行っていま
す。
また毎年数多くの研究者を世界各地の国際会議に派遣し、
日本の国際政治
研究成果の発信にも努めております。
また学会の研究大会は毎年日本各地の主
要都市で年１回行われており、
今回も７００名以上の参加が見込まれています。
今回の大会では冷戦終結２０周年という歴史の節目に関する考察・討論が行
われるほか、
英文誌創刊１０周年を記念して、
米国とアジアから著名な学者をお招
きいたしました。
また本学会で昨年度より一般の方々にもご観覧いただける市民
講座を開催しておりますが、今回も１１月８日
（日）
の午後に「国際関係と子どもの
安全保障」
と題した講座を用意しております。
「子ども」
という身近な観点から国際
政治についての理解を深めていただければ幸いです。
（参加方法については学会
ホームページをご参照ください。）
それでは皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

Greetings from Organizers

第82回 日本生化学会大会

動力エネルギー国際会議
International Conference on Power Engineering
ICOPE-09

平成21年10月31日
（土）
・11月1日
（日）
神戸国際展示場

大会長

陳

隆明

兵庫県立
総合リハビリテーション
センター

http://25jspo.jtbcom.co.jp/

本学会のルーツを辿りますと、
１９６８年に日本義肢装具研究同好会として
神戸の地で第１回大会として開催されました。
また、
１９８９年には澤村先生の
素晴らしいリーダーシップのもと第６回Ｉ
ＳＰＯ世界会議を神戸市で開催し、大き
な成功を収めました。
まさに神戸は日本における義肢装具学発祥の地であり、
世界の舞台に日本が踏み出すきっかけとなった地であります。本学会は、障が
いを持った方の診療や治療に当たる医師や義肢装具士をはじめ、
エンジニア、
セラピスト、看護師など多領域・多職種の専門学会であります。義肢装具学
は、
これらの多くの職種が臨床と研究において英知を集結することにより発展
する学問であります。障がいを持った方が良質な医療と義肢装具サービスを通
じて、
より良い機能を獲得するためには、義肢装具のテクノロジーの進歩とそれ
を有効に活用できる診療体制が重要であります。
そのような意味から、今回は
学術集会のテーマとして、
「ハードウェアとソフトウェアの融合」
を取り上げまし
た。アメリカ、
カナダ、中国、
そして日本国内からこのテーマにふさわしい著名な
先生方を講師としてお招きしています。本学術集会が会員の皆様のさらなる飛
躍へ向けた一助となることを願っております。ぜひ多くの皆様方のご参加をお
待ちしております。

洗練されたサービスと心温まるおもてなしで
国際都市・神戸を代表するホテルとして、
国内はもとより海外のお客様にもご好評いただ
いております。
また、
ビジネス・観光の拠点として快適な
ホテルライフがお楽しみいただけます。
〒650-0046
兵庫県神戸市中央区港島中町7-5-1
TEL. 078-303-0100（代表）
http://www.pearlcity.co.jp/kobe/
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無料シャトルバス運行
【ホテル〜三宮〜新幹線新神戸駅】

国際会議場(約5分）
国際展示場（約7分）徒歩圏内

会議室

客室381室、
全室無線ＬＡＮ
インターネット接続

和洋レストラン、喫茶、宴会場
結婚式場、
駐車場

ライブラリー、キッズルーム
インターネットアクセスコーナー

平成21年11月16日
（月）〜20日
（金）
神戸国際会議場

実行委員長

小澤

守

関西大学
システム理工学部
教授

http://www.jsme.or.jp/pes/ICOPE-09/

このたび動力エネルギー国際会議（ICOPE-09）
を開催させていただきま
す。世界各国から２５０編を超える論文の発表と、
４００人を超える参加者を予
定しております。
動力・発電工学分野における日本の技術レベルは世界最高水準にあること
は自他共に認めるところであり、特に、高効率を目指した超高温高圧火力プラ
ントの実用化、
ガスタービン技術と大型コンバインドサイクルプラント、発電プラ
ントの余寿命評価技術、系統全体を考えた高効率運用、
さらには集塵・脱硫・
脱硝技術、新材料の実用化、
石炭の高効率利用を目指したIGCCなど世界各
国から大きな期待と注目を集めております。このような背景をもとに平成5年
（1993年）
に第1回の動力エネルギー国際会議ICOPE-93が東京で開催さ
れて以来、通算9回目の会議となります。
今日、
エネルギーの安定供給、
有効利用、
多様化および地球環境問題への
対応はわが国のみならず世界の喫緊の重要課題であり、
その中心に位置する
動力エネルギー工学・技術の内外の研究者や技術者が、研究や技術開発の
成果発表や討論、機器展示および技術展示を通じて情報交換し、学術・技術
の交流を深めることは、極めて有意義なものであると考えられます。同時に、世
界に誇るわが国の技術を広く知らしめる絶好の機会であり、
わが国の動力エネ
ルギー関連の研究者や技術者が国際的な相互理解を深めることは、今後の
わが国における技術発展にとりましても極めて重要であると確信しております。
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The 49th Congress of the Kinki Physical Therapy

平成21年11月22日
（日）
神戸国際展示場２号館

大会長

棏平 司
関西労災病院

http://www.hyogo-pt.or.jp/̃kinki49th/

このたび第49回近畿理学療法学術大会「理学療法士の明日を考える PART
Ⅲ」
を開催させて頂きます。
本学会は、近畿2府4県の理学療法士約10,000名により構成された学術研
修会です。
近年のリハビリテーション医療は、予想をはるかに超えた危機に立たされていま
す。診療報酬の減額や疾患別分類における担当者のボーダーレス化そして対象
疾患のDPC導入など理学療法士にとっては、
まさに厳しい状況にあります。
こう
いった情勢の中で、我々理学療法士がどのように変化し、
そして、
どのような方向
性を目指すべきであるのかを検証するためテーマを
「理学療法士の明日を考える
PART Ⅲ」
としました。
その中で、特別講演として日本理学療法士協会会長の半
田一登氏に
「日本における理学療法士の明日を考える」
というテーマでご講演を
いただき、将来へ向けた新しい理学療法・理学療法士について考えたいと思いま
す。
また、
シンポジウムとして
「私の考える理学療法の展望」
というテーマで骨関節
系では市橋則明氏
（京都大学）
に、
心臓リハビリテーションでは高橋哲也氏
（兵庫
医療大学）
に、
脳科学では森岡周氏
（畿央大学）
にご講演をいただき、
それぞれの
領域から学術的な側面を通し将来を展望したいと考えています。特別企画として
のSIG
（Special Iｎterest Group）
は、
教育講演の役割にと考えています。
理学療法士及び作業療法士法が施行されて半世紀を迎える中、今一度、理
学療法を再考し、将来へ向けた新しい理学療法・理学療法士の可能性を模索し
た上で、
より一層市民・県民そして国民の皆様へ貢献できればと考えています。

技能グランプリ＆フェスタ２００９

〜きて、みて、ふれて

みんなで楽しむものづくり〜 （入場無料）

（土）10:00〜17:00
■会期 2009年11月14日
■会場 神戸国際展示場３号館

15日
（日）10:00〜16:00

「技能グランプリ＆フェスタ２００９」
が今年も開催されます。
たくさんの方に職人の仕事や技能への理解を深めていただくことを目的として、衣食住など日
常の生活を支える様々な職人の技が一堂に会するイベントです。
「きて、
みて、
ふれて みんなで楽しむものづくり」
をテーマとして、熟練の技能者の実演を見る
ことに加えて、実際にものづくりを体験することで、技能の素晴らしさを発信していきます。
○イベント内容
【ものづくり体験教室】 シルバーリング製作、洋裁小物製作、親子木工教室、万華鏡製作など
【匠の技の実演】 丸太切り、黒松剪定、
ケーキ作り、包丁式 など
【ファッションショー】 県内服飾関係団体によるファッションショー
【展示・販売ブース】 技能グランプリ入賞作品など匠の技が光る作品の展示・販売
【ものづくり子供絵画展】子供たちが描いた
「ものづくりをして働いている人の姿」の絵画展
○ 同時開催 第１４回産業企画展「ひょうごじばさん広場」
【体験教室】 杞柳製品、三木金物など
【実演・物販】播州織、淡路瓦など
大人も子供も一日楽しめますので、是非ご家族で、
またお友達を誘ってご来場ください。

入場無料

お問い合わせ
技能グランプリ＆フェスタ実行委員会 事務局（兵庫県職業能力開発協会内）
ＴＥＬ 078-371-2091 FAX 078-371-2095 http://www.noukai-hyogo.jp

表紙デザイン／(有)ハタヤ 松見達矢

りぶ・らぶ・あにまるず 神戸アニマルケア国際会議2009併設展示会

Event&Exhibition

第４９回 近畿理学療法学術大会

神戸からアニマルケアの情報を発信します。動物への「責任」について一緒に考えましょう。

平成21年11月24日
（火）〜28日
（土）
神戸国際会議場

組織委員長

長棟 輝行
東京大学大学院
工学系研究科
バイオエンジニアリング専攻
教授

http://www.apbiochec.jp/

アジア太平洋生物化学工学会議
（APBioChEC）
は、
１９９０年に韓国の慶州
で第１回目の会議が開かれて以来、
原則的に２年毎にアジア太平洋地域の国々
の持ち回りで開催されてきました。
このたび、
日本としては横浜での第２回会議開
催後１７年ぶりに神戸で開催することになりました。アジア太平洋地域を中心とす
る各国から５１０件の論文の発表と、
約５００名の参加者を予定しています。
本会議は、
バイオテクノロジーおよびこれを工業レベルで利用するためのバイオ
プロセスエンジニアリングなどの分野の教育・研究・開発に携わるアジア太平洋地
域の研究者が発表、討論、意見や情報の交換を通じて研究者相互の交流を深
める場を提供することを目的としております。今回の会議では、細胞培養工学、代
謝工学、生物分離工学などの生物化学工学分野のみならず、生物製剤の生産
技術、
バイオマスエネルギー生産技術、環境バイオテクノロジー、酵素工学、蛋白
質工学、
バイオメディカル工学、
バイオセンサー・バイオデバイス技術、
バイオインフォ
マティクスなど幅広いテーマについて討議を行う予定です。
今回の会議のテーマは
「Biotechnology for Sustainable Development」
と
いたしました。本会議での討論や情報交換、共同研究などを通じて、環境・エネル
ギー・食糧問題の解決、
健康の増進、
安心・豊かなくらしの実現といった持続的発
展や経済的発展に大きく貢献する成果が生まれることを期待しています。多くの
皆様のご参加をお待ちしております。

■主催 NPO法人Knots
（社）兵庫県獣医師会、
■共催 大震災動物救護メモリアル協議会（構成団体：兵庫県、神戸市、
（社）神戸市獣医師会、
（社）日本動物福祉協会 阪神支部）/神戸市動物愛護協会
動物に関わる産業は、
ペット業界の隆盛で注目される伴侶動物の分野のみならず、例えば畜産動物の分
野での食の安心・安全に繋がる動物福祉の概念に基づいた飼育方法、旭山動物園で話題となった行動展
示や動物園を中心とする環境エンリッチメントによる手法等が、新たな産業の方向性を模索するところにあり
ます。
また、環境事業においても、様々な環境の指標となる野生動物の動向から目が離せない状況です。
このような情勢の中、
「動物への責任」
をテーマとした
「りぶ・らぶ・あにまるず 神戸アニマルケア国際会議2009」
が神戸で立ち上ること
になりました。
この国際会議と併設で行なわれる本展示会は、
アニマルケアに関して高い意識を持ったユーザー、専門家、
メーカーの三者がダイレクト
に交流できる
「場の創出」
を目的としており、
そこから、素晴らしい発想、商品が生まれることに大きな期待を寄せています。
会場内にはステージを設け、動物に関わるイベントや大学、専門学校の学生の皆さんの発表の場を創り、広く一般の情報交流の場とす
ると共に教育機会も提供したいと存じます。
また、本展示会は、2年に1度の開催を目指しており、
アニマルケア事業において神戸から情報発信し、今後アジアでの伸長が予測され
るこの業界において、神戸がオピニオンリーダーとなるべく展開して参ります。
是非、私共とご一緒に、
アニマルケア業界活性化のため、
ご出展のご協力をよろしくお願い申し上げます。
尚、会場はペット同伴可
（但し、
マナーパンツ着用）
となっております。皆様方のご来場を心よりお待ちいたしております。
出展申込み及び詳細につきましては、下記WEBサイトをご覧ください。

C O N V E N T I O N

The 9th Asian-Pacific Biochemical Engineering Conference
（APBioChEC’09）

（入場料無料・ペット同伴可）
■会場 神戸国際展示場3号館

K O B E

第９回 アジア太平洋生物化学工学会議

（土）
・13日
（日）9:00〜16：00
■会期 2009年12月12日

お問い合わせ
神戸アニマルケア国際会議事務局（NPO法人Knots内）
ＴＥＬ/FAX 078-341-5884 http://knots.or.jp e-mail：info@knots.or.jp
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コンベンション

KOBE CONVENTION CALENDAR
2009 10-12

10月 October
会期

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

２日
（金）
・
３日
（土）

第１１３回 中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会

神戸国際展示場

２,３００人

第113回 中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会事務局

学会

４日
（日）

第１６回 ＱＯＬ 輪唱 兵庫講演会

神戸国際会議場

５００人

ＱＯＬ 輪唱 兵庫事務局

講演会

５日
（月）

第１８回「技」ヘアーコンテスト

神戸国際会議場

５００人

理美容総合研究会「技」

コンテスト

国際会議

第１２回 加速器と大型物理実験制御
システムに関する国際会議

神戸国際会議場

３１０人

１４日
（水）
・
１５日
（木）

2010春日本グランドシューズコレクション

神戸国際展示場

３,５００人

日本ケミカルシューズ工業組合

展示商談会

１７日
（土）

兵庫県呼吸不全懇話会 第２１回研究会

神戸国際会議場

２００人

主催者：兵庫県呼吸不全懇話会
連絡先：帝人在宅医療株式会社

研究会

２１日
（水）
〜２４日
（土）

第８２回 日本生化学会大会

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

８,０００人

第８２回 日本生化学会大会事務局

学会

２５日
（日）

肝がん撲滅フォーラム２００９−肝臓病死を
防ぐために
「放っておけないＣ型肝炎−
ここまで進んだ最新治療」

神戸国際会議場

７００人

神戸新聞社

市民公開講座

２６日
（月）
〜３０日
（金）

第１０回 音楽情報検索国際会議

神戸国際会議場

３００人

Ｉ
ＳＭＩ
Ｒ２００９実行委員会

国際会議

３０日
（金）

第１０回 近畿ブロック介護老人保健施設
大会ｉ
ｎ 兵庫

神戸国際会議場

６００人

社団法人兵庫県介護老人保健施設協会

研究発表会

３１日
（土）
・
１１月１日
（日）

第２５回 日本義肢装具学会学術大会

神戸国際展示場

１,８００人

兵庫県立総合リハビリテーションセンター

学会

会期

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

１日
（日）

第１２１回 近畿産科婦人科学会総会・学術集会

神戸国際会議場

１,０００人

神戸大学大学院医学研究科産科婦人科学

学会

２日
（月）
〜４日
（水）

愛知大学東亜同文書院大学の神戸資料
展示会・講演会
（11月3日）

神戸国際会議場

１,0００人

愛知大学東亜同文書院大学記念センター

講演会
展示会

６日
（金）
〜８日
（日）

日本国際政治学会・
２００９年度研究大会

神戸国際会議場

７８０人

財団法人 日本国際政治学会

国際会議

１２日
（木）

平成21年度
第2回 兵庫県肝疾患診療連携フォーラム

神戸国際会議場

２００人

兵庫県肝疾患診療連携拠点病院

フォーラム

１４日
（土）
・
１５日
（日）

第１２回 日本腎不全看護学会学術集会・総会

神戸国際会議場

１,３００人

日本腎不全看護学会事務局

学会

１４日
（土）
・
１５日
（日）

第２０回 日本臨床スポーツ医学会学術集会

神戸国際展示場

２,０００人

第20回 日本臨床スポーツ医学会
学術集会事務局

学会

１４日
（土）
・
１５日
（日）

技能グランプリ＆フェスタ2009

神戸国際展示場

２６,０００人

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

イベント

１６日
（月）
〜２０日
（金）

動力エネルギー国際会議

神戸国際会議場

５００人

日本機械学会

国際会議

２２日
（日）

第４９回 近畿理学療法学術大会

神戸国際展示場

２,０００人

２２日
（日）

兵庫教育大学 教育・社会調査研究センター
国際シンポジウム

神戸国際会議場

１００人

国立大学法人 兵庫教育大学
教育・社会調査研究センター

シンポジウム

２４日
（火）
〜２８日
（土）

第９回 アジア太平洋生物化学工学会議

神戸国際会議場

４５０人

ＡＰＢ
ｉ
ｏＣｈＥＣ２００９組織委員会

国際会議

２８日
（土）
・
２９日
（日）

産業カウンセリング第３９回全国研究大会
関西大会

神戸国際展示場
神戸国際会議場

１,８００人

社団法人 日本産業カウンセラー協会

会議

12月 December

社団法人 日本理学療法士協会
近畿ブロック

学会

会期

名称

会場

参加予定総数

主催者または事務局

分類

５日
（土）

第７回 日本乳癌学会 近畿地方会

神戸国際会議場

５００人

財団法人 甲南病院

学会

１２日
（土）
・
１３日
（日）

りぶ・らぶ・あにまるず
神戸アニマルケア国際会議2009

神戸国際会議場
神戸国際展示場

３０,０００人

ＮＰＯ法人 Ｋｎｏ
ｔ
ｓ

国際会議
展示会

１９日
（土）

日本内科学会 第１９０回近畿地方会

神戸国際会議場

1,1００人

日本内科学会近畿支部事務局

医学会
（内科）

〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目9-1（神戸国際交流会館内） TEL.078-302-5200 FAX.078-302-6485 URL/http://www.kobe-cc.jp E-mail/kobe.conf-exb@kcva.or.jp

11月 November

（財）
神戸国際観光コンベンション協会

１２日
（月）
〜１６日
（金）

ICALEPCS組織委員会
独立行政法人 理化学研究所
財団法人 高輝度光科学研究センター

