
伝統の格式、洗練されたおもてなしで、
ひとクラス上のくつろぎをお届けいたします。
また、インターナショナルなホテルとして、客室と宴会場の全室に
高速インターネット回線を設置し、
国内外を結んだテレビ会議やライブ映像配信など、
次世代ニーズに対応しております。

KOBECONVENTION

（一財）神戸国際観光コンベンション協会

Conference & Exhibition
国内、国際会議＆展示イベント05

Kobe Portisland Topics
トピックス01
◆特集
　いよいよ神戸から発信開始！ 最先端の研究開発
　切らないがん治療の拠点「神戸低侵襲がん医療センター」
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神戸低侵襲がん医療センター　理事長・病院長

藤井　正彦さん

神戸低侵襲がん医療センターには、
脳腫瘍への高精度治療や、呼吸で動く肺
や肝臓の腫瘍をロボット技術で追尾し照
射する定位放射線治療装置のサイバー
ナイフＧ４、ＣＴのように360度方向から
腫瘍を狙い撃つように照射する強度変
調放射線治療装置のトモセラピーＨＤ、
照射効率を高めて治療時間を短縮した
最新の高精度放射線治療装置トゥルービームというタイプの違う３
つの治療機器を備えています。高度な治療ですが保険適用ですので
患者さんは最大で３割負担、更に高額療養費支給申請も可能です
から「敷居が高い治療」と考えないで下さい。また、当センターは民
間医療機関の一つですから、大学病院に限らず一般病院やクリニッ
クからの紹介、患者さん自身の意思での受診も可能です。人間ドッ
クや検診でがんの疑いを指摘された場合の相談窓口も設けます。
放射線治療では抗がん剤との併用が非常に有効な手段です。副
作用を心配されるかも知れませんが、体力を落とすことなく治療で
きる副作用対策もどんどん進歩していますし、腫瘍内科医も勤務し
て万全の体制を整えています。どの場所のどのようながんが放射
線治療に適しているかは、ケースバイケースです。患者さんの意
思を尊重しながら、最も適した治療法を考えて選択します。先端医
療都市の中心という立地条件を生かし、神戸市立医療センター中
央市民病院や先端医療センターとも連携して患者さんにとって最も
良い治療を選択できる体制を取っています。
また、安全に放射線治療や薬物治療を受けていただけるよう、
歯科口腔外科の専門医も配置し、事前に口腔ケアを行います。入
院中の体力低下を防ぐため治療と並行して、リハビリの専門医や
理学療法士、管理栄養士などのスタッフがチームとなってがんリハ
ビリを行います。
今後は稼働状況に応じてスタッフの増員や診療時間の延長など

を検討していく予定です。ただし、高精度の放射線治療は効果が
高い反面、がんの部位だけに正確に当てなくては有害事象が出る
危険性があります。まず安全を第一に、段階的に進めていかなく
てはならないと考えています。

矢田　神戸が目指すライフサイ
エンスの都市づくりの足掛かりと
なったのがスパコン京です。い
よいよ共用が開始され、医療産
業都市構想をベースにして大活
躍してくれると期待しています。
また今後は、スプリング８や
SACLAとも連携し「関西イノベー
ション総合戦略特区」として兵庫
県とともに、日本の将来に貢献す
る責任の重大さを痛感していると
ころです。
平尾　京は昨年秋、実際の科学計算におけるスパコンの能力を測
るＨＰＣチャレンジ賞４部門のうち３部門で１位、成果を評価す
るゴードンベル賞にも２年連続で選ばれました。平和目的での科
学的成果を上げるスパコンとして世界の注目を集めています。
矢田　成果が一般の目に触れる日も遠くないですね。
平尾　創薬では既に、あるガンに対する２種類のリード化合物を
見つけています。今後、有効な薬の開発につながると思います。
生命科学の分野では、心臓シミュレータを使って遺伝子レベルの
異常が心臓疾患にどのように影響しているかを解明しつつありま
す。ほかにも、小児麻痺のウィルスの研究も始まっています。
矢田　京があることを前提に製薬企業が神戸にやって来ています。
ポーアイ２期に形成されつつある大きなメディカルクラスターで連
携し新薬を開発し、成果事例がどんどん増えていくといいですね。
注目されているｉＰＳ細胞の分野では、網膜再生が臨床段階に
入っています。
平尾　高橋政代先生らの網膜再生の臨床研究は世界初ということ
です。本格的に再生医療の研究を進めるにあたっては、京による
シミュレーションが重要になってくると思っています。
矢田　その他の分野での利用状況はどうですか。
平尾　産業関連では次世代半導体として注目されているシリコンナ
ノワイヤの研究、更に全地球の気候変動のシミュレーションでは従
来、１週間程度しか予測できなかったものが、京を使うと１カ月近
く先まで予測できるようになっています。
矢田　様々な分野で先端技術の成果を神戸から発信することで、

新たな企業にも神戸に来ていた
だけるのではないでしょうか。ど
んなに実験を重ねても、京のシ
ミュレーションには及びません。
優れた技術を求めている中小企
業も多くありますから、まずはＦ
ＯＣＵＳスパコンを使い、そこ
から京へと進んでいただけたらと
思います。
平尾　日本ではまだ企業がスパ
コンを持つというところまで進ん
でいません。京ができたことでシ

ミュレーションに興味を持ち、多くのＦＯＣＵＳ利用の希望をいた
だき、京へとステップアップしています。今後もこういう形で京の
利用が広がればいいですね。
矢田　自動車などの騒音対策にも役立つのでしょうか。
平尾　最も得意とするところです。車、新幹線、航空機などはシミュ
レーションによる空力設計です。京を使うと、通常の風洞実験をは
るかに超える結果を得ることができます。
矢田　地震などの災害防止につながるシミュレーションも可能です
ね。
平尾　残念ながら、大地震がいつ起きるかを予測することは今の
サイエンスでは難しいことです。しかし、地震や津波のシミュレー
ションは防災に大きな力を発揮すると思います。最も心配されてい
る東海・東南海・南海地震に対して、東大地震研究所の堀宗朗先
生に協力いただき、兵庫県、関西圏での被害をシミュレーションし、
更に都市の構造も影響しますので、神戸市さんからもデータをい
ただきハザードマップを作成したいと思っています。
矢田　いろいろな分野で、期待がふくらみます！　今後、重要になっ
てくることは優秀な人材に集まってもらえる街の形成だと思ってい
ます。
平尾　科学技術を体験してもらえる施設、例えば家族連れで訪ね
られるサイエンスミュージアムなどがクラスター内にできれば素晴
らしいですね。社会全体で教育力を持つことも重要だと思います。
矢田　未来を委ねられている若い人たちや子供たちが目標や夢を
持てる社会をつくりたいですね。
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神戸大学医学部附属病院　院長

杉村 和朗さん

　日本では、放射線によるがん治療の
認知度はまだまだ低く、手術が主流で
す。欧米では同じ治療効果であれば、
切らずに治す放射線治療が選択される
ことが多いのです。放射線治療専門医
とそれを支える医学物理士や治療に精
通した放射線技師の不足という大きな
問題もあり、腫瘍の部分だけに放射線

を当てるＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）や定位放射線治療などを
受けられる病院が少ないのが日本の現状です。副作用の少ない優
れた治療の選択肢がありながら受けられないということは、患者さ
んにとって極めて不幸なことだと考えています。
そこで、誰もが「あったらいいのに…」と思っている施設開設を
目指し準備を進めてきましたが、この度、第一号として神戸低侵襲
がん医療センターのオープンに至りました。神戸大学や大阪大学、
国立がんセンター中央病院をはじめ全国の医療機関から放射線治
療のスペシャリストが治療に携わりたいと集まってくれました。看
護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、社会福
祉士など、80床という規模に対して十分な専門スタッフが揃いまし
た。
異なるタイプの放射線治療機器を３台導入し高度治療に対応し、
抗がん剤も併用しながら治療を進めます。その他の低侵襲治療と
して、内視鏡治療やＩＶＲといったカテーテル治療も行ないます。
もちろん手術が最適な治療法である患者さんには、大学病院や中
央市民病院をはじめ、地域の拠点病院で受けていただくことが可
能です。患者さんにとって最良の治療を選択できる施設になるも
のと期待しています。

2012年9月28日、スーパーコンピュータ「京」の共用開始に伴い、ポートアイランドから最先端の研究開発が発信
され始めた。「京はやっぱりスゴイ」というユーザーからの声が既に届いていると話す平尾機構長。震災後のあたら
しい都市づくりの象徴ともいえる京を、「神戸だけでなく日本の誇り」という矢田市長。今後への期待がふくらむ。

〝小さく見つけやさしく治す〟がん治療が、ポートアイランドで始まった。日本の放射線科治療をリードする神戸大学
医学部附属病院の杉村和朗院長が中心になり進めてきた「神戸低侵襲がん医療センター」。藤井正彦病院長のもと、
様々な分野のスペシャリストたちが集まった。「どんな病院？」「どんな治療が受けられるの？」。両先生にお聞きした。

取材対談

世界トップクラスの計算速度を誇るスパコン「京」（提供：理化学研究所） スパコン「京」のある計算科学研究機構（提供：理化学研究所）

矢田 立郎さん

神戸市長

平尾 公彦さん

独立行政法人理化学研究所
計算科学研究機構　機構長

藤井 正彦さん

トモセラピーＨＤ
360度方向から腫瘍を包みこむように照
射することで、がんに厳しく体にやさしい

定位放射線治療装置
トゥルービーム
脳・頭頸部だけではなく、
脊髄や肺、肝臓、前立腺
などの体幹部に適応可能

サイバーナイフＧ4
理論上は1200本のビーム
が可能
複雑な形状の照射野にも
対応可能

杉村 和朗さん

平成25年度4月1日神戸ポートアイランドに最新の医療を提供するがん専門病院がオープンする
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18日（木）～19日（金）

20日（土）～21日（日）

25日（木）

11日（土）

19日（日）～23日（木）

22日（水）～24日（金）

25日（土）～26日（日）

28日（火）～6月1日（土）

29日（水）～30日（木）

8日（土）

15日（土）

15日（土）

23日（日）

28日（金）～29日（土）

第56回日本手外科学会学術集会

第25回日本ハンドセラピィ学会学術集会

2013リクナビ進学　進路発見相談フェスタ

アート＆てづくりバザール in KOBE　Vol.2

第36回日本呼吸療法医学会セミナー

Compound Semiconductor Week 2013

第17回神戸国際宝飾展　ＩＪＫ2013

第15回こどもの心研修会　前期

2013秋冬日本グランドシューズコレクション

第200回日本内科学会近畿地方会

2013神戸太極拳カーニバル交流大会

第52回日本小児股関節研究会
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会長　髙本　眞一（三井記念病院　院長）

(株)リクルートホールディングス

テレビ大阪(株)

日本呼吸療法医学会セミナー委員会事務局

公益社団法人 応用物理学会

リードエグジビションジャパン(株)

一般社団法人 日本小児科医会

日本ケミカルシューズ工業組合

脳血管内治療技術と機器研究会事務局

会長　秋田　穂束（神戸大学）

夢ナビライブ事務局

夢ナビライブ事務局

NPO法人　神戸太極拳協会

2013年4月
4日（木）～7日（日）

2013年5月
3日（金・祝）～4日（土・祝）

2013年6月
6日（木）～9日（日）

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

会　期 名　称 会　場 参加者数（人）
（内外国人） 分類

2013.4—2013.9 KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR
会長・主催者または事務局

2013年7月
6日（土）

2013年8月
10日（土）～11日（日）

2013年9月
5日（木）～6日（金）

○国内　●国際　◎その他イベント

30日（日）

30日（日）～4日（木）

11日（木）～12日（金）

11日（木）～13日（土）

１9日（金）～20日（土）

26日（金）～28日（日）

27日（土）～28日（日）

23日（金）～25日（日）

25日（日）～30日（金）

8日（日）

12日（木）～14日（土）

14日（土）～16日（月・祝）

22日（日）～23日（月・祝）

28日（土）～29日（日）

平成25年度第1回福祉の就職総合フェア

第32回熱電変換国際会議（ICT2013）

第25回日本運動器科学会

第15回日本褥瘡学会学術集会

第15回 こどもの心研修会　後期

第31回日本美容皮膚科学会総会・学術大会 

第19回日本糖尿病眼学会総会

先端振動分光学国際会議（ICAVS7）

国際フロンティア産業メッセ2013

JSS関西第20回関西地方会学術集会

第60回日本栄養改善学会学術総会

日本歯科衛生学会 第8回学術大会

日本小児麻酔学会　第19回大会

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場
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兵庫県社会福祉協議会

会長　吉矢　晋一（兵庫医科大学 整形外科）

会長　阪上　雅史（兵庫医科大学　耳鼻咽喉科）

会長　宮崎 俊一（近畿大学 医学部 循環器内科）

一般社団法人 日本小児科医会

会頭　森脇　真一（大阪医科大学皮膚科）

会長　池田　誠宏(兵庫医科大学眼科学教室)

国際フロンティア産業メッセ2013実行委員会

会長　奥野　敏隆（神戸アーバン乳腺クリニック）

会　期 名　称 会　場 参加者数（人）
（内外国人） 分類会長・主催者または事務局

Event Calendar

2013年国際骨代謝学会・日本骨代謝学会
第2回合同国際会議

第21回アジア心臓血管胸部外科学会
（ASCVTS2013）

会長　藤原　英子
（第一東和会病院　リハビリテーション室）

会長　田中　寿一
（兵庫医科大学 整形外科学教室）

2013年国際骨代謝学会・日本骨代謝学会
第2回合同国際会議事務局

会長　薩摩　眞一
（兵庫県立こども病院　整形外科）

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

組織委員長　尾崎　幸洋
（関西学院大学　理工学部）

日本歯科衛生学会
公益社団法人日本歯科衛生士会

会長　前川　信博
（神戸大学大学院医学研究科 麻酔科学 教授）

会長　伊達　ちぐさ
（兵庫県立大学　環境人間学部　教授）

JSS関西地方会・一般社団法人日本超音波検査学会
実行委員長 河谷　浩
 （姫路赤十字病院　検査技術部）

500
（200）

会長　舟橋　良次（産業技術総合研究所
　　　ユビキタスエネルギー研究部門）

会長　田中　マキ子
　　　（山口県立大学　看護栄養学部）

組織委員長　國部　克彦
　　　　　　（神戸大学大学院経営学研究科教授）

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸商工会議所

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2013
BSNET & EACoN 2013

大学進学のための学問発見イベント
「夢ナビライブ2013」 

国公立大学・私立大学 合同進学相談会
「テレメール進学ガイダンス2013」 

第75回耳鼻咽喉科臨床学会総会・
学術講演会

第22回日本心血管インターベンション
治療学会学術集会（ＣＶＩＴ2013）

第7回アジア太平洋学際的会計研究学会
（APIRA2013）

第31回日本乳腺甲状腺超音波医学会
学術集会

神戸国際展示場
神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸商工会議所

〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-12-2
Tel （078）302-8781　Fax （078）303-4006
URL http://www.world-kobe.jp
アクセス 神戸空港からポートライナーで8分（市民広場駅下車）
 JR三宮駅からポートライナーで10分（市民広場駅下車）

（公財）神戸市スポーツ教育協会・（株）神戸国際会館共同企画

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）

500
（150）



神戸市（ポートピア81記念基金）

（一財）神戸国際観光コンベンション協会
ＴＥＬ　０７８‐３０３‐００９０　ＦＡＸ　０７８‐３０２‐６４７５

〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1

（公財）中内力コンベンション振興財団

（公財）中内力コンベンション振興財団
ＴＥＬ　０７８‐３０３‐８１１１　ＦＡＸ　０７８‐３０３‐４８００
〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-10-1　神戸ポートピアホテル内

補助金についてのご案内
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ASCVTS2013

アジア心臓血管胸部外科学会（ASCVTS）は、国際心臓血管外科学会のアジア支部として1993年に発足した後、
2007年より欧米の胸部心臓外科学会とも協調するため胸部外科（呼吸器外科・食道外科）も活動範囲に追加し、現在、
アジア地域で唯一会員制のある胸部心臓外科学会として活動しております。第21回を迎える今学会は、東日本大震災から
の回復の兆しを国内外に示すため、また復興支援の一助となることも考慮し、回復のシンボル都市である神戸を選びました。
プログラムは、心臓外科、胸部外科の専門領域はもちろんのこと、看護師、検査師、コメディカルを対象としたセッションに
も力を入れています。また、若手医師の活動成果を示す場の提供と経験豊富な医師との交流を目的にしたアカデミーランチ
なども企画しております。欧米各学会の重鎮の参加も決定し、国際的にもレベルの高い学会になることが期待されます。

会　期／ 2013年4月4日（木）～7日（日）
会　場／ 神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル
会　長／ 髙本　眞一（三井記念病院　院長）

ホームページ　http://www.ascvts2013.com/

第５６回日本手外科学会学術集会

日本手外科学会は会員数３０００余名（内手外科専門医：約７００名）を数え、整形外科の分科会としては最古の
１つである由緒ある学会です。手は人間精神の肉体的表象であり、あらゆる道具を使うために、神が与えてくれた身
体の中で最も高貴で精密な器官であります。これが障害された時に治療に当たるのが我々の使命です。この専門
性を通して国民の上肢(肩から手指まで)の健康に寄与する目的で、毎年各地で年次学術集会を開催いたしています。
我が国はもとより世界からも著名な手外科医を招き、新しい知見を交流しております。今回のメインテーマは、「手外
科-確かな技術の伝承」です。副テーマに「スポーツ傷害手の治療」と「高齢化社会の手外科診療」をあげました。
これら共に日常診療で多く関わる手の疾患に対して、これまでに築かれた確かな技術を駆使した治療がなされ、それ
をいかに伝承してゆくかを考えることが、本学会の意義となります。本学会は、神戸になじみの深い学会です（第1・５・
２８回開催）、今回も当地で開催され約2000名の参加者を予定しており、有意義なものになると確信しています。

会　期／ 2013年4月18日（木）～19日（金）
会　場／ 神戸国際会議場・神戸商工会議所
会　長／ 田中　寿一（兵庫医科大学 整形外科学教室）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/56jssh2013

Compound Semiconductor Week 2013 (2013年化合物半導体週間)

半導体は、社会のインフラを支える役割を果たしています。コンピュータや家電製品の基盤が
シリコン半導体で営まれている一方で、光通信、無線通信、固体照明、ディスプレイ等はさまざ
まな種類の化合物半導体で実現されています。本国際会議は新しい応用を拓く化合物半導体
の育成や応用に関わる最新成果を議論することを目的とする世界最大規模の研究集会です。
従来、ガリウム砒素（GaAs）系半導体をベースとしたInt. Symp. Compound Semiconductors

とインジウム燐（InP）系半導体をベースとしたInt. Conf. Indium Phosphide and Related 
Materialsとがそれぞれ1966年、1989年をルーツに独立に開催されてきましたが、半導体材料
の多様化を受け、2010年に初めて日本でCompound Semiconductor Weekとして両国際会
議の共同開催に至りました。
その後ドイツ、米国で同様の形式で開催され、今回もそれを引き継いで広い視点から将来の
新しい半導体応用を議論することが計画されています。広い分野にわたる最先端の研究者が一
堂に会して議論を行うことで、次の世代の環境、エネルギー、情報通信の進展に寄与する成果
が期待されています。

会　期／ 2013年５月１９日（日）～２３日（木）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 公益社団法人 応用物理学会

ホームページ　http://www.csw-jpn.org/

2013年国際骨代謝学会・日本骨代謝学会　第2回合同国際会議

現在の我が国に高齢化の急激な進展とこれに伴う運動器疾患としての骨代謝ならびに骨関節疾患は益々多くの国民の健康にとり重要性を
増しつつあります。新たな骨粗鬆症メカニズムの解明、新薬の開発研究、骨再構築の課題への取り組み、関節疾患へのアプローチはいずれ
も我が国における基盤研究が世界に発信されて高い評価を得ております。従って、世界の本領域の先端的研究者との情報交換がこの領域の
学術を進展させる上で大きな意義を持ち我が国のみならず世界的なレベルでこの領域の疾患にかか
る患者様の新規の更に有効な治療の確立に必須となります。特に我が国における骨代謝・骨関節
疾患治療に関わる医療の最前線では常に新たな疾患研究の情報と治療方法、診断法の適切な評
価に基づく理解が不可欠です。そこで、この度、国際骨代謝学会（IBMS）・日本骨代謝学会
（JSBMR）第2回合同国際会議として「新時代の骨代謝・骨関節疾患への挑戦」をテーマに学会を
開催致します。
Japanese dayでは、例年の日本骨代謝学会学術集会に準じ、オーラルセッション、シンポジウム、

ワークショップ、受賞講演などを企画しており、日本語での活発な討論を期待しております。
骨代謝ならびに骨関節疾患はその経過が年単位と長期にわたることや患者数が代表的な骨代謝
疾患である骨粗鬆症だけでも一千万人を超えることからも、現時点の研究者、医療従事者を一層増
加させる必要性が高く、また将来を担う若手研究者の育成が急務です。我が国の国民の健康向上
と国際的な研究発展のために尽力したいと考えておりますので多数の先生方のご参加をお待ちしてい
ます。

会　期／ 2013年5月28日（火）～6月1日（土）　※5月30日（木）のみJapanese Day
会　場／ 神戸ポートピアホテル・神戸国際会議場・神戸国際展示場
会　長／ 合同国際会議 Henry Kronenberg （ハーバード大学）
  野田　政樹 （東京医科歯科大学　難治疾患研究所　分子薬理学）
 第31回日本骨代謝学会学術集会 吉川　秀樹 （大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形外科））

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/ibms-jsbmr2013/

第25回日本ハンドセラピィ学会学術集会
会　期／4月20日（土）～21日（日）　会　長／藤原　英子（第一東和会病院リハビリテーション室）
ホームページ　http://meeting25.jhts-web.org/index.html

併催

2013年4月～9月　神戸開催の国内、国際会議・展示イベント
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脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2013

我々は、脳血管内治療の安全な普及を図ることを目的に2003年より脳血管内治療ライブセミナー
を行ってきました。2010年からは「脳血管内治療ブラッシュアップセミナー」と改め、脳動脈瘤塞栓
術や頚動脈ステント留置術などの血管内治療をライブ中継し、その治療戦略や各種医療機器の使用
法などの解説を加えることにより、医師・コメディカルスタッフ・その他の医療関係者に脳血管内治療
の実際を学ぶ機会を提供しています。参加者は年々増加しており、昨年は800名を越えています。
今年のブラッシュアップセミナー（BSNET2013）は、2013年6月6日（木）～9日（日）の4日間、
神戸国際展示場で開催します。最終日には、前回2010年に開催した日本・中国・韓国の3カ国で
行うEast Asian Conference of Neurointerventionを併催しますが、2010年の開催時には、海
外からの参会が200名を越え大いに盛りあがりました。今年も多数の参加者を見込んでおり、年々進
歩する脳血管内治療分野における東アジアの現状と今後について、熱いディスカッションが期待され
ます。

会　期／ 2013年6月6日（木）～9日（日）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 脳血管内治療技術と機器研究会事務局

ホームページ　http://www.bsnet.umin.jp/

第32回熱電変換国際会議（ICT2013）

原油資源の枯渇に加え、不安定な中東情勢と原油価格の高騰はエネルギーの安定供給を脅かしています。さらに地
球温暖化による環境問題も深刻であり、人類は存亡の危機に立っています。これを回避するためにはエネルギーの高効
率かつ低環境負荷利用が必要です。人類は日々莫大なエネルギーを消費していますが、その70％は未利用熱として自
動車、工場、焼却場から大気中に棄てられています。この莫大な廃熱の有効利用が危機回避への重要な鍵となります。
第32回熱電変換国際会議（ICT2013）では廃熱から直接発電ができる熱電変換技術の実用化を目指し、高性
能を持つ新素材から画期的な発電システムまで多くの研究成果が議論されます。熱電変換は地熱、太陽熱発電、
火星探査車の電源としても使われています。ICTは年一回、アメリカ、ヨーロッパ、アジア・オセアニア地域で順番
に行われています。日本開催は1998年以来15年ぶりです。約500名の参加者を見込んでおり、講演やポスター
発表、企業展示を行います。日本は省エネ、環境技術では世界的なリーダーであります。国際都市神戸から新たな
エネルギーの息吹を世界に発信します。皆様とお会いできることを楽しみにしています。

会　期／ 2013年6月30日（日）～7月4日（木）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 第32回熱電変換国際会議（ICT2013）実行委員会
会　長／ 舟橋　良次（独立行政法人産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門）

ホームページ　http://www.ict2013.its.org/

第25回日本運動器科学会

“運動器科”という名前にはなじみが薄いかもしれませんので、まず、その説明をさせていただきます。
人間が、歩くことを含めいろいろな日常生活動作やスポーツなどを行うために必要とされるのは骨・軟
骨・関節・脊椎・神経などですが、これらの組織を合わせて“運動器”と呼びます。この運動器に関わ
る医療を対象とする学会がこの“運動器科学会”です。整形外科の領域と重複しますが、この学会は、
手術を除く診療がその対象です。運動器のリハビリテーション、なかでも手術以外の治療（装具療法
や運動療法）、外傷や障害予防のための運動療法やトレーニングなどに関する講演、シンポジウム、
パネルディスカッションなどが企画されています。近年、老化に伴う運動機能の低下に伴い、転倒や
日常生活動作の障害発生のリスクが高まった状態を“ロコモティブシンドローム”と呼んで、早い段階
からの積極的な運動やトレーニング（ロコトレ）で、転倒による骨折や障害の進行を予防しようとする
試みがなされています。今回の学会では午後3時半から5時半まで、ロコモティブシンドロームに関す
る市民公開講座（無料）も併せて開催します。

会　期／ 2013年7月6日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 吉矢　晋一（兵庫医科大学 整形外科）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/25jsmm

第75回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会

第75回耳鼻咽喉科臨床学会を7月11日と12日に開催させていただきます。本学会の開催にご協力いただいており
ます皆様に心より感謝申し上げます。兵庫医科大学が本学会を担当するのは、第39回以来2回目となります。同門会
一同大変光栄に存じ、鋭意準備している所存です。
今回のテ－マは「耳鼻咽喉科臨床の実践と教育」とし、耳鼻咽喉科全般にわたり実践的で日常診療のレベルアップ

に役立つ特別企画を設けました。シンポジウムで、日本と米国の卒後教育の現状と課題について討論します。招聘講
演で、The Laryngoscopeの編集長の米国Weill Cornell UniversityのMichael G. Stewart教授をお招きし、学
術論文の編集方針など紹介していただきます。教育セミナ－は、EBM、臨床統計、感染対策、内耳生理、頭頸部画
像診断を取り上げます。パネルは、めまい、嚥下障害、中耳炎、耳手術、鼻手術、頭頸部手術の6領域において、
判断に迷う場面の「Decision Making」シリ－ズで、聴衆の皆様もレスポンスアナライザ－で参加していただきます。
一般演題は優秀ポスタ－賞を選定します。懇親会は明石大橋を巡るクル－ジングで、船上から眺める格別な神戸の夜
景をお楽しみいただけます。医局員一同、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会　期／ 2013年7月11日（木）～12日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 阪上　雅史（兵庫医科大学　耳鼻咽喉科）

ホームページ　http://porl75.umin.jp/
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第22回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（ＣＶＩＴ2013）

第22回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2013）を神戸市にて開催します。
経皮的冠動脈形成術（PTCA）は急速に広がり、冠動脈バイパス術と比肩し得る治療法として確立されました。その後、
冠動脈インターベンション（PCI）と呼ばれるようになり、PCIとしての治療手技へも概ねコンセンサスが得られ、標準的
手技・考え方が確立してきたように思われます。現在も治療手技の開発は進んではいますが、PTCAが登場した1980
年からの20年間を比べると、多方面で標準的治療手技として確立されたように思うのです。
そこでCVIT2013では、インターベンションの標準的な考え方を身に付けていただくように企画しています。特に、短期的
な予後でなく長期予後を重視した評価が大事と考えていますので、国内外の先生方を交え実務的な立場からの企画を予定
しています。テーマは「心血管インターベンションの標準化と進化」です。皆様のCVIT2013へのご参加をお待ち申し上げます。

会　期／ 2013年7月11日（木）～13日（土）
会　場／ 神戸国際展示場・神戸ポートピアホテル
会　長／ 宮崎 俊一（近畿大学 医学部 循環器内科）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/cvit2013/

第15回日本褥瘡学会学術集会

第15回日本褥瘡学会学術集会を神戸の地で開催することとなりました。褥瘡（じょくそう）は、「床ずれ」の一般
名において多くの方々に知られる疾患です。寝たきりの高齢者には必発する疾患として褥瘡は位置づき、発生を
予防できず・治すことが難しいとして、永く受け止められてきました。しかし昨今では、調査・研究が進む他、種々
の医療用具や薬剤等の開発も相まって、発生の予防や治療と、褥瘡は作らない・治せる疾患へ変化しています。
本学会は、こうした褥瘡に関する治療・ケア方法について、医師をはじめコ・メディカルスタッフが一同に会し、ディ

スカッションする場です。８０００人に近い学会員を有し、学術集会参加人数も増加傾向にあり、活気に満ちた学
会です。高齢社会の進展がとどまるところを知らない今日、本学会が果たす役割は、社会的に重要な意味を持つ
でしょう。熱い議論が、風光明媚な神戸において繰り広げられると期待します。

会　期／ 2013年7月１9日（金）～20日（土）
会　場／ 神戸国際展示場・神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル
会　長／ 田中　マキ子（山口県立大学　看護栄養学部）

ホームページ　http://jspu15.jtbcom.co.jp/

第7回アジア太平洋学際的会計研究学会

アジア太平洋学際的会計研究学会（Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, APIRA）は、3年に1度
アジア太平洋地域で開催される、学際的な会計学の国際大会です。本学会は、学際的会計研究のトップジャーナルのひとつ、Accounting, 
Auditing and Accountability Journalと共催で実施されるもので、日本学術振興会および神戸大学大学院経営学研究科SESAMIプログラ
ムの支援を受けています。学際的会計研究とは、主に社会学や哲学などの方法論を会計研究に取り入れて、会計実践の意義をより深く分析
することを目的としています。研究領域も非常に幅広く、経済危機を克服するための管理会計、会計基準の設定責任の社会学的分析、環境
管理会計による環境保全の推進、会計と倫理、新パブリックマネジメントなどは、本学会で積極的に取りあげられる予定のテーマです。
本学会では、藤本隆宏東京大学教授、J.ウナーマン・ロンドン大学教授、王立彦北京大学教授など、各国を代表する研究者が基調講演す

る予定です。多くの皆様の参加をお待ちしています。

会　期／ 2013年7月26日（金）～28日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
組織委員長／ 國部　克彦（神戸大学大学院経営学研究科教授）

ホームページ　http://www.apira2013.org/

第31回日本美容皮膚科学会総会・学術大会

日本美容皮膚科学会は「健全な美容皮膚科学の発展」をポリシーに，美容皮膚科学に関連する研究，研究成
果の応用・普及，会員交流を目的として1987年に設立されました。現在会員数は約1800名を数え、毎年一回開
催される学術大会は美容皮膚科医療に携る全国の専門家が日頃の研鑽の成果を発表、意見交換し切磋琢磨する
集会であります。この度、第31回日本美容皮膚科学会総会・学術大会を平成25年8月10日～ 11日、2日間の日
程で神戸国際会議場において大阪医科大学の主催（会頭　森脇真一皮膚科学教授）で開催させていただくことに
なりました。本大会は「この肌と生きる～分子から心まで～」をテーマに 特別講演、教育講演、シンポジウム、一般
演題などを予定しています。美容皮膚科医療に興味のある皮膚科医、形成外科医、基礎研究者、化粧品・医療
機器関係者など多くの皆様に、海、山ともに風光明媚な夏の神戸に足を運んでいただければ幸甚です。

会　期／ 2013年8月10日（土）～11日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　頭／ 森脇　真一（大阪医科大学皮膚科）

ホームページ　http://bihifu31.com/index.html/

第19回日本糖尿病眼学会総会

この度、第19回日本糖尿病眼学会総会を来る平成25年（2013年）8月23日（金）～ 25日（日）の3日間、神戸
国際会議場において開催させていただくこととなりました。
日本糖尿病眼学会は、1995年3月11日に設立されました。故福田雅俊先生を中心にグループディスカッション「糖
尿病網膜症」として日本臨床眼科学会に加わったのが1961年で、1993年までに33回が開催されました。一方、堀
貞夫先生を中心に東京女子医科大学糖尿病センターにおいて「糖尿病網膜症臨床研究会」が行われていました。こ
の両者を発展的に解消し、「日本糖尿病眼学会」が誕生しました。本学会は、糖尿病の眼合併症を扱う眼科医の為
の一専門学会ではなく、内科医、眼科医、そして医療スタッフも含めた、いわば学際的な学会を目指しています。
今総会も魅力的なプログラムを多数企画しておりますので、多くの方々の参加を心よりお待ちしております。

会　期／ 2013年8月23日（金）～25日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 池田　誠宏（兵庫医科大学眼科学教室）

ホームページ　http://19jsod.jtbcom.co.jp/

ICAVS7（7th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy）

先端振動分光学国際会議（ICAVS7）は赤外分光学、近赤外分光学、ラマン分光学、テラヘルツ分光学を
テーマとした、世界中から集まった参加者を魅了している国際会議です。隔年で開催される本学会は過去にはギ
リシャ、オーストラリア、アメリカで開催され、本年はここ神戸で開催されるに
至りました。
本学会は科学者や研究者たちに異なった分野の振動分光学とも交流す

る機会を与え、またその分野の発展のために意見交換をする場としても役
立っています。本学会には国内外から約500名の参加者が見込まれ、熱心
かつ活発な会議になるものと確信しております。

会　期／ 2013年8月25日（日）～30日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 先端振動分光学国際会議（ICAVS7）組織委員会

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/icavs7/
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徒歩約７～10分

国際会議場・国際展示場

ポートライナーで約15分
市民広場駅乗り換え『中埠頭駅』下車徒歩3分

神戸空港

新神戸～ホテル…約25分
三　宮～ホテル…約15分

新神戸・三宮 無料シャトルバス運行
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第60回日本栄養改善学会学術総会

日本栄養改善学会は、国民が健康で長寿を全うするために、一次予防・二次予防・三次予防とい
う疾病予防の各段階において、栄養・食の面から支えるための研究とそれに基づいた実践活動を行っ
ています。本学会は、栄養・食生活を中心とした生活習慣改善が健康長寿に寄与するという科学的
根拠の蓄積を目指して学術総会を開催してまいりました。第60回学術総会を開催するにあたり、実践
栄養活動において栄養学、食品学、医学、教育学等の他分野の科学も含めて新しい情報を取り入れ、
実践栄養活動をより一層推進させるため、開催テーマを「伝統と革新の近畿から加速する実践栄養学
～生涯にわたる健康づくりのエビデンス蓄積とその活用～」といたしました。
研究者はもとより、国民の健康・長寿を支える専門職として臨床栄養、公衆栄養、給食経営管理
分野の実践現場において、日々栄養改善に従事されている皆様のご参加を心よりお待ちいたしており
ます。

会　期／ 2013年9月12日（木）～14日（土）
会　場／ 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　長／ 伊達 ちぐさ（兵庫県立大学 環境人間学部 教授）
主　催／ 特定非営利活動法人　日本栄養改善学会

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/kaizen60/

日本歯科衛生学会 第８回学術大会

日本歯科衛生学会は国民の皆様の健康と福祉の増進に貢献することを目的に、歯科衛生の向上と実践に根ざし
た学術研究を推進しています。その研究成果を日常の活動に活かすために、毎年全国規模の学術大会を開催して
います。今年度は、９月１４日から１６日の３日間、神戸国際会議場および神戸商工会議所にて開催いたします。
日本は超高齢社会を迎え、健康寿命の延伸が大きな課題となっています。一方、近年ではお口の健康と全身の健

康との関連性が明らかになり、健康寿命延伸へのお口の健康の重要性が高まっています。こうした背景のもと、平成
23年8月に歯科口腔保健法が公布・施行され、歯科衛生士に対しても生活習慣病の予防や食べ方支援、口腔機能
の向上、高齢者・要介護者・療養者、さらには周術期の患者さんへの口腔ケア等の推進が期待されています。そこで、
今年度の学術大会はこれらの社会ニーズを踏まえ、「歯科口腔保健の新たな展開－歯と口の健康を守り、生きる力を支
えよう－」をメインテーマに開催します。また、県民の皆様にも参加可能な県民フォーラムも企画し、フリーアナウンサー
の桑原征平氏に「粋も甘いも、口から始まる」をご講演いただく予定です。皆様のご参加をお待ちしています。

会　期／ 2013年９月１４日（土）～１６日（月・祝）
会　場／ 神戸国際会議場・神戸商工会議所
主　催／ 日本歯科衛生学会・公益社団法人日本歯科衛生士会
共　催／ 公益社団法人兵庫県歯科衛生士会

ホームページ　http://www.jdha.or.jp/jsdh/meeting.html

第31回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

日本乳腺甲状腺超音波医学会（JABTS）第３１回学術集会を神戸にて開催致します。乳がんは日本人
女性が罹るもっとも多いがんです。その乳がんの診断の第一選択が超音波検査です。甲状腺がんは比較
的まれながんですが、やはり診断の第一選択は超音波です。また、福島の原発事故を受け、小児に対し
て超音波による甲状腺スクリーニングが行われています。JABTSはこのような乳腺・甲状腺に対する超音
波検査について医師、検査技師、放射線技師、エンジニアが一同に会して議論する場です。
ピンクリボンキャンペーンなどにより乳がんに対する関心が高まり、乳房超音波に対するニーズは急増し
ております。それに呼応して超音波診断装置も目覚ましく進歩しております。今回のメインテーマは
“naturally and simply”と致しました。病変の「ありのままをわかりやすく」表現したい、「自然に、シンプルに」
検査をしたいといった思いを理念として会を企画、運営したいと考えております。
初秋の神戸は海も山も楽しめるシーズンです。有意義な会議が開催できるよう、そして神戸の街を満喫し

ていただくよう鋭意準備中です。皆様のお越しをお待ちしております。

会　期／ 2013年9月22日（日）～23日（月・祝）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 奥野　敏隆（神戸アーバン乳腺クリニック）

ホームページ　http://www.jabts31.jtbcom.co.jp

日本小児麻酔学会　第19回大会

日本小児麻酔学会第19回大会は、「港町」神戸の神戸国際会議場で開催させていただくことになりました。今大
会ではテーマを「みんなで!!」とかかげ、将来を担う子供たちのために「それぞれが奮起すること」、そのうえで「皆が助
け合うこと」という当たり前で重要なことを再認識できる機会をつくり上げたいと考えています。
プログラムとして招待講演、特別講演、シンポジウムをはじめとして、一般演題や若手講師による教育講演を企画し
ており、医師だけでなく他のメディカルスタッフも加え、いろいろな視点から考えられる内容にしていく予定です。
同じ志をもった仲間たちが集まって、それぞれの力を出しきり、お互いを助けあう。この

ような努力で目の前の尊いこどもの命を救うことは、皆の幸せ、国家の幸せに通じます。
今大会を通して、「みんなで!!」行う小児医療を今一度考えようではありませんか。
神戸国際会議場までのアクセスは陸からも空からも利便性に恵まれています。会場か

ら神戸市街地まではポートライナーで10分程度です。ぜひとも、趣のある神戸も味わって
ください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。

会　期／ 2013年9月28日（土）～29日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 神戸大学大学院医学研究科 麻酔科（会長：前川 信博 教授）

ホームページ　http://www.ped-anesth.com/jspa2013/

学会長　武井　典子
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神戸支社

日本コンベンションサービス

（一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会）

●「神戸コンベンションコンソーシアム」は、（一財）神戸国際観光コンベンション協会が代表を務める、神戸国際会議場・展示場の管理・運営団体です。

アート＆てづくりバザール ｉｎ ＫＯＢＥ Ｖｏｌ.２

神戸での開催は昨年に続き２回目となる本イベント。イラスト、手芸品、
アクセサリー、革製品、陶芸、木工、クラフトなどなど、あらゆるジャンルのアー
トやハンドメイドが集結する会場は、プロ・アマ問わずオリジナルデザインを
制作される方の作品展・発表・販売の場として毎回賑わっています。
今回も兵庫・大阪など関西地区を中心に、全国各地から集まった作家・

アーティストが６００名以上参加。それぞれの個性が表現された作品を１つ１
つ見て回ると時間はいくらあっても足りないくらいです。そのうえ初日と２日目で
作家が入れ替わるブースもあるため、２日間来場する人も増えています。
来場者がハンドメイドを体験できるワークショップブースもあり「自分で何か
作ってみたい！」と思っている人も楽しめるようになっています。

会　期／ ２０１３年５月３日（金・祝）、４日（土・祝） １０：００～１７：００
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ テレビ大阪株式会社
後　援／ 神戸市

ホームページ　http://www.tv-osaka.co.jp/event/makingbazaar_kobe/

西日本最大の国際ジュエリー展 ４２０社※が出展！
今年で１７回目を迎える 神戸 国際宝飾展 ＩＪＫ２０１３は、日本全国、世界各国から420社

が出展し、西日本最大の宝飾展として開催いたします。（※出展社数は最終的な見込み数です。）
ＩＪＫは、神戸大震災２年後の1997年に第１回目を開催。開催の目的の一つは、震災に
よって大きな打撃を被った神戸の復興にありました。神戸は古くから真珠の集積地として世
界的にも有名で、多くの企業が真珠ビジネスを営んでいま
す。そのような中、神戸の宝飾関係者からも「震災復興のた
めに、大規模な国際宝飾展を神戸で開催して欲しい」という
強い要望があり開催を決定したことがＩＪＫのはじまりです。
それ以降、西日本のジュエリーマーケットでなくてはならな

い存在となっているＩＪＫには、真珠・ダイヤモンドなどの素材
や高品質なジュエリーからトレンド商品までが揃い、国内外
の宝飾小売店・卸商をはじめとするバイヤーの宝飾品買い
付けの場として高い評価を得ております。今回も、日本各
地、また中国・韓国・台湾・香港をはじめとした海外から、１４,
０００名の来場者を見込んでいます。展示会招待券は、IJK
のホームページから申し込みが可能です。
※本展は業界関係者のための商談展につき、一般の方のご入場はお断りしております。

会　　期／ ２０１３年５月２２日（水）～２４日（金）
会　　場／ 神戸国際展示場
主　　催／ リード エグジビション ジャパン株式会社
特別後援／ 社団法人日本真珠振興会

（問合せ先）
ＩＪＫ事務局　リード エグジビション ジャパン（株）内　
ＴＥＬ：03-3349-8503　ＦＡＸ：03-3349-8523
ホームページ　www.ijk－fair.jp

大学進学のための学問発見イベント「夢ナビライブ」

大学進学を目指す高校生が学びたい学問や学べる大学と出会えるイベント
『夢ナビライブ』。その最大の特長である「講義ライブ」では、大学で研究されて
いるバラエティ豊かな学問のおもしろさを、全国の大学から集まった大学教授が
実際にミニ講義を行って教えてくれるので、大学で学びたい学問がきっと見つか
ります。また、「大学個別説明ブース」では、学部・学科の特色や入試制度、学
費、奨学金、取得できる資格や留学制度等々、知りたいこと、関心のあることを
大学の担当者が丁寧に教えてくれます。そのほか、各大学の担当者が自学の
特徴や入試制度などについて30分でわかりやすく説明する「大学説明会」や、
大学案内パンフが無料で手に入る「資料配付コーナー」等も実施します。

会　期／ ２０１３年6月15日（土）
会　場／ 神戸国際展示場
主　催／ 株式会社フロムページ

ホームページ　http://yumenavi.info/live/

国際フロンティア産業メッセ２０１3

第１７回  神戸 国際宝飾展 ＩＪＫ２０１３

兵庫経済を牽引する新産業の創出を推進するとともに、兵庫を中心とした
国際的な技術・ビジネス交流の基盤形成を一層加速させるため、国内外の
企業・研究機関が一堂に会する次世代戦略技術を中心とした国際総合展
示会を開催します。
出展分野　環境・エネルギー、情報通信・エレクトロニクス、オフィス関連、
ロボット、材料・製造技術、健康・医療、生活関連（食品・住宅など）、地
域振興・地場産業、産学連携・支援機関、グループ出展
テーマ　BE COOL・BE SMART～兵庫・神戸から広がるエコものづくり～
内容　⑴開会式　⑵展示会　⑶基調講演・特別講演　⑷ＲＴ（ロボットテ
クノロジー）イベント　⑸出展者プレゼン
テーション　⑹出展者交流会　⑺ベスト展
示賞表彰　⑻特別企画「東北復興支援」
⑼マッチング・商談支援
出展規模　２００小間（予定・同時開催事
業を含む）
入場料　無料
同時開催　ひょうご環境ビジネス展（（財）
ひょうご環境創造協会）、みなと元気メッセ
２０１3（㈱みなと銀行）、こうべしんきんビジ
ネスメッセ２０１3（神戸信用金庫）、たんぎ
ん産業メッセ２０１3（㈱但馬銀行）　等

会　期／ ２０１３年9月5日（木）～6日（金）
会　場／ 神戸国際展示場２号館
主　催／ 国際フロンティア産業メッセ2013実行委員会

国公立大学・私立大学 合同進学相談会
「テレメール進学ガイダンス」
ホームページ　http://event.telemail.jp

同時
開催



伝統の格式、洗練されたおもてなしで、
ひとクラス上のくつろぎをお届けいたします。
また、インターナショナルなホテルとして、客室と宴会場の全室に
高速インターネット回線を設置し、
国内外を結んだテレビ会議やライブ映像配信など、
次世代ニーズに対応しております。

KOBECONVENTION

（一財）神戸国際観光コンベンション協会

Conference & Exhibition
国内、国際会議＆展示イベント05

Kobe Portisland Topics
トピックス01
◆特集
　いよいよ神戸から発信開始！ 最先端の研究開発
　切らないがん治療の拠点「神戸低侵襲がん医療センター」

Event Calendar
イベントカレンダー03
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