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着々と進む「神戸医療産業都市」
ヒト･モノ･情報が集う神戸ポートアイランド

取材

神戸国際フロンティアメディカルセンター（KIFMEC）が
2014年度に開業！
神戸メディカルクラスターの中で大きな役割を果たすことになる「医療法人社団神戸国際フロンティア
メディカルセンター（ＫＩＦＭＥＣ）」が2014年度開業に向け動き始めました。開業を前に、理事長の田中
紘一さんにお話をうかがいました。

神戸の医療産業の活性化を目的として、平成10年に始まった神戸医療産業都市。この取り組みは国家的プロジェクトに
も位置付けられ、神戸医療産業都市の研究基盤や成果を神戸の「健康・福祉」の分野に活用する取り組みが進められてき
ました。
現在、
「先端医療センター（IBRI）」や「理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター（CDB）」などの中核施設を拠点と
して、ポートアイランドに集積する企業・団体は265社（平成26年2月末）にまで増加し、今後の更なる広がりが期待されて
います。

の医療の基本は絶対に欠かせ
ないものです。日本ではお金
をたくさん持って来た患者さん
が優先されるということは決し
てないのと同じように、海外か
ら患者さんが来られても、きち
んと日本のルールは守ってい
ただきます。
−海外に向けて開かれる医療
のメリットはありますか。

クラスタ ー の 拠 点

神戸学院大学

神戸ポートアイランド地区

兵庫医療大学

（IBRI）
❶ 先端医療センター
●

神戸夙川学院大学
神戸女子短期大学

（TRI）
❷ 神戸臨床研究情報センター
●

市民広場駅

（コンベンションセンター駅）

神戸国際展示場

神戸国際会議場

（BMA）
❸ 神戸バイオメディカル創造センター
●

ポートピアホテル

❹ 神戸バイオテクノロジー
●
研究・人材育成センター
（BTセンター）
／
神戸大学インキュベーションセンター

神戸低侵襲がん医療センター
西記念ポートアイランドリハビリテーション病院
チャイルド・ケモ・ハウス

神戸市立医療センター中央市民病院

●
⓮
❺ ●
●
❶

医療センター駅

（市民病院前駅） ●
❿

県立こども病院（平成27年度

⓭
●

❻●
●
❼
⓬
●

⓫
●

京コンピュータ前駅
神戸大学

甲南大学
高度計算科学研究支援センター
兵庫県立大学
理化学研究所
計算科学研究機構
（AICS）
けい

（スーパーコンピュータ
「京」）

田中 紘一さん

膵臓疾患に特化して診断・治療を行う120床の専門病院です。この

各国からやって来る患者さんに手を差し伸べることで日本の評価が

うち20床は、今まで特に力を入れてきた生体肝移植に当てる予定

高まり、それが日本の活性化につながるはずです。医療機器も然

です。

りです。ＫＩＦＭＥＣでは日本製の機器を主に使う予定です。海外

−メディカルクラスターの中で担うＫＩＦＭＥＣの役割は。
神戸市立医療センター中央市民病院を中心に、先端医療セン

から来る人達に、日本にも素晴らしい医療機器があることを知って
もらえます。日本の医療機関は、もっと日本の医療企業を育ててい

ター、その他専門病院が相互に連携を取りながらメディカルクラス

く努力をしなくてはいけませんね。

ターを構成する中の一つとして位置付けられています。近隣には、

−神戸にとってのメリットは。

神戸低侵襲がん医療センター、西記念ポートアイランドリハビリ

メディカルクラスターへ海外から研究者や患者さんが来ることに
よって異文化の人達が交流し、国際都市神戸の新たな良さがつく

端医療センターが臨床応用へのトライアルの役目を担い、高度専

上げてきていて、神戸はちょっと遅れつつあります。これは由々し

❻ 理化学研究所
●
ライフサイエンス技術基盤研究センター
（CLST）

門医病院での臨床が可能になります。私達もその一翼を担いましょ

き問題です。
「国際都市神戸をつくろう」という市民皆の高い意識が

う！というものです。

必要です。

−田中先生の長年の実績の結果ですね。

−思い描く将来像は。

（MEDDEC）
❽ 神戸医療機器開発センター
●
（KIMEC）
❾ 神戸キメックセンタービル
●

（KHBC）
⓬ 神戸ハイブリッドビジネスセンター
●
（IMDA）
⓭ 国際医療開発センター
●
⓮ 市民病院前ビル
●
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理事長

られるのではないでしょうか。東京、愛知、大阪など他都市も追い

（KIO）
⓫ 神戸インキュベーションオフィス
●
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ターンを得られます。同時に、

テーション病院、チャイルド・ケモ・ハウス、県立こども病院もやっ

（KIBC）
❿ 神戸国際ビジネスセンター
●

関西国際空港へ
（神戸−関空ベイ・シャトル）

ンにすることで、海外からはリ

役割を担う病院です。胃、腸、大腸等の消化器系疾患、肝臓・胆のう・

医療法人社団
神戸国際フロンティアメディカルセンター

てきました。医療機器開発や再生医療も成果を上げ始めると、先

（HI-DEC）
❼ 神戸健康産業開発センター
●
❽
●

現在、日本の医療の中心となっている総合病院とは少し違った

日本の優れた医療をオープ

❺ 理化学研究所
●
発生・再生科学総合研究センター
（CDB）

開設予定）

神戸国際フロンティア
❹●
●
❸ メディカルセンター
（KIFMEC）
❷●
●
❾ （平成26年度 開設予定）

−ＫＩＦＭＥＣはどんな病院ですか。

小児外科が専門の私は、生まれながらにハンディキャップをもっ

新しい病院は、病院担当とイノベーション担当、国際部担当とい

た子供たちの手術をしていましたが、肝臓移植以外に治療法がな

う3つの組織を置き、その間で橋渡しをするファシリテーション部

い胆道閉鎖症の患者さんは、海外に送り出さざるをえませんでし

が、常に双方の調整役になるという仕組みをつくっています。また

た。関係する人達にとってそれは並大抵の苦労でなく、
「日本の医

年１回、正しい方向に進んでいるかを外部評価委員会で検証して

療はこれではいけない」という思いをもち、生体肝移植を新しい治

いただきます。働く人がワクワクできる環境づくりも大切です。
「患

療学の一つとして確立させました。

者のニーズを第一に、チーム医療に徹し、学び成長し、イノベーショ

−当時から、海外各国との連携も考えておられたのですか。

ンを創出する」。新しいものを立ち上げる今の思いを、組織の中に

京都大学へはアジア、中東、欧米各国からたくさんの医師達が
学びに来ました。こちらからも出かけて行き、生体肝移植導入を

染み込ませておきたいと思っています。後に続く人たちが受け継い
でいけるように…。

応援しました。長年の国際医療交流の実績というバックグランドが

−今まで に は 無

あるからこそ、海外の医療機関と連携ができました。シンガポール

かった 病 院で

のマウント・エリザベス病院との連携もその一つです。医療のノウ

す ね。ぜ ひ、

ハウを共有してお互いに医療の質を高めることが、ひいては患者

良い病 院に育

さんのためになると考えています。

てていってくだ

−日本にも海外からの患者さんが治療にやって来ることになるの

さ い。期 待 し

ですか。少し不安もありますが…。
そうです。しかし、
「いつでも、どこでも、だれでも」という日本

ています。
ポートアイランドを拠点とするメディカルクラスターの一翼を担う
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Event Calendar
○国内 ●国際
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期

名

称

会

2014年4月
24日（木）〜 27日（日） 第102回日本泌尿器科学会総会
30日（水）

リクナビ進学 進路発見相談フェスタ2014

2014年5月
アート＆てづくりバザール in KOBE Vol.3
3日（土・祝）〜 4日（日・祝）
7日（水）〜 9日（金）

宇宙光学システムと応用に関する国際会議
（ICSOS2014）

参加者数（人）

会長・主催者または事務局

（内外国人）

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

5,300

神戸国際展示場

1,000

神戸国際展示場

12,000

神戸国際会議場

70

会長

筧

（株）
リクルートホールディングス

テレビ大阪（株）

参加者数（人）

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

7,000

27日（金）〜 28日（土） 第50回日本小児放射線学会学術集会

神戸国際会議場

300

◎

2014年7月
2日（水）〜 4日（金）

神戸国際会議場
神戸国際展示場

1,500

◎

3日（木）〜 5日（土）

神戸国際展示場

800

●

6日（日）

神戸国際展示場

○

12日（土）〜 13日（日） 第20回日本看護診断学会学術大会

◎

第41回日本毒性学会学術年会
脳血管内治療ブラッシュアップセミナー 2014
（BSNET 2014）

会長・主催者または事務局

分類

大会長 齊藤 洋司
（島根大学医学部 麻酔科学・緩和ケアセンター）

○

（内外国人）

会長 窪田 昭男（和歌山県立医科大学 第二外科）
年会長 中村 和市
（塩野義製薬（株）開発薬事部）

●

○

◎

神戸国際会議場

1,700

大会長

小平

京子（関西看護医療大学）

○

日本家族研究・家族療法学会
19日（土）〜 21日（月・祝） 第31回神戸大会

神戸国際会議場
神戸商工会議所

700

大会長

植村

太郎（神戸労災病院）

○

◎

第39回国際ヘルペスワークショップ
19日（土）〜 23日（水）（IHW 2014）

神戸国際展示場

600

会長

山西 弘一（大阪大学医学部 名誉教授）
川口 寧（東京大学医科学研究所 教授）
森 康子（神戸大学医学部 教授）

●

会長 柴原 浩章
（兵庫医科大学産科婦人科学講座）

○

2014年8月
2日（土）〜 3日（日）

第5回日本アプライド・セラピューティクス
学会学術大会

神戸国際会議場

600

会長

藤垣

○

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）

○

2014年9月
4日（木）〜 5日（金）

国際フロンティア産業メッセ2014

神戸国際展示場

24,000

日本ケミカルシューズ工業組合

◎

７日（日）〜 8日（月）

全日本民医連第12回共同組織活動交流集会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

3,000

◎

11日（木）〜 12日（金） 第34回農薬製剤・施用法シンポジウム

副院長）

○

13日（土）

教授）

○

20日（土）〜 21日（日） 第54回日臨技近畿支部医学検査学会

会長 山田 秀人
（神戸大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座）

○

第15回アジア・オセアニア放射線学会
24日（水）〜 28日（日） （AOCR2014）

日本呼吸療法医学会セミナー委員会事務局

第3回歯科甲子園D-1グランプリ決勝大会

神戸国際会議場

600

神戸国際展示場

12,000

17日（土）〜 18日（日） 第55回日本卵子学会学術集会

神戸国際会議場

700

22日（木）〜 25日（日） 第87回日本整形外科学会学術総会

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

10,000

28日（水）〜 29日（木） 2014秋冬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

2014年6月
1日（日）

2014神戸太極拳カーニバル交流大会

神戸国際会議場

800

NPO法人神戸太極拳協会

1日（日）

第14回新生児栄養フォーラム

神戸国際会議場

230

会長

5日（木）〜 6日（金）

日本人間工学会第55回大会

神戸国際会議場

600

大会長

7日（土）〜 8日（日）

第31回日本産婦人科感染症研究会

神戸国際会議場

400
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場

兵庫県社会福祉協議会

11日（日）

17,000

会

1,000

（独）情報通信研究機構

270

12日（木）〜 15日（日） 第59回日本透析医学会学術集会・総会

称

○

神戸国際会議場

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル
ワールド記念ホール
クオリティホテル神戸

名

脳血管内治療技術と機器研究会事務局

第38回日本呼吸療法医学会セミナー

IJK2014

期

19日（木）〜 21日（土） 第19回日本緩和医療学会学術大会

分類

善行（香川大学医学部泌尿器科学講座） ○

10日（土）

14日（水）〜 16日（金） 第18回神戸国際宝飾展

03

場

会

◎その他イベント

（一社）歯科甲子園事務局

リードエグジビションジャパン（株）

上谷 良行（兵庫県立こども病院

川野

常夫（摂南大学理工学部

会長 椿原 美治
（大阪大学大学院医学系研究科
腎疾患統合医療学 寄附講座教授）

平成26年度第1回福祉の就職総合フェア

第27回近畿内視鏡外科研究会

26日（金）〜 28日（日） 第50回日本医学放射線学会秋季臨床大会
○

4th International Conference on
28日（日）〜 10月1日（水） Metal-Organic Frameworks and Open
Framework Compounds（MOF2014）

神戸国際会議場

哲彦（（公社）日本薬剤師会副会長）

国際フロンティア産業メッセ2014実行委員会

◎

全日本民主医療機関連合会

○

250
（20） 日本農薬学会農薬製剤・施用法研究会

神戸国際会議場

300

神戸国際会議場

1,500

当番世話人 冨田 尚裕（兵庫医科大学
外科学講座下部消化管外科 主任教授）
学会長 中町 祐司
（神戸大学医学部附属病院

●

○

○

検査部）

会長 杉村 和朗（神戸大学大学院医学研究科
内科系講座放射線医学分野）

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

3,000

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

500
（250） 会長

●
大会長 廣田 省三
（兵庫医科大学放射線医学講座）
北川

進（京都大学）

●
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Conference & Exhibition
2014年4月〜9月 神戸開催の国内、国際会議・展示イベント
第102回日本泌尿器科学会総会
会
会
会

期／ 2014年4月24日（木）〜 27日（日）
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
長／ 筧 善行（香川大学医学部 泌尿器科学講座）

会
会
会

期／ 2014年5月22日（木）〜 25日（日）
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
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）

他に例を見ない超高齢化社会を迎えつつある我が国において、泌尿器科医療はそのまっただ中に身を置いている
と言えます。目の前の患者を治すだけではなく、国家的視点に立った泌尿器科医療が求められていると思われます。
今回の総会では、テーマを「 今日 を見つめ 明日 を創る〜良医は国を癒す〜」とし、泌尿器科医療はどのように
変革していくべきかを会員の皆様と考える機会にしたいと思います。
また、会場受付ブース横に「讃岐ミュージアム」を設営し、瀬戸内国際芸術祭で注目されるようになりました香川の
アートや名産品などを展示・販売するほか、高松市の丸亀町商店街の再開発で大きな貢献をされた奈良県の喫茶
店「くるみの木」が喫茶コーナーを出店します。もちろん讃岐うどんは、香川から大黒屋が出張してくれることになって
おります。会員の皆様の活発な討論と明るい笑顔が溢れた交流の場としての4日間となりますように期待しております。

本学術総会のテーマは「夢の実現： The Soul and Spirit of Orthopaedics」といたしました。我々は整形外科医であるとともに、科学者です。知的好奇心を持ち続けて、新
たな発見や発明をし、医療に貢献することが使命です。本学術総会では、夢を実現した先輩方、夢を実現しようと努力している先生方にご講演いただき、我々整形外科医が今や
らなければならないこと、そして進むべき未来を示していただきたいと考えております。特別講演として本学会理事長の岩本幸英先生に、
「Present Status and Future
Perspectives of the Japanese Orthopaedic Association」と題して、現在の日本整形外科学会が直面する課題と将来の展望について、ご講演いただきます。また、夢の実
現のためには、師と仰ぐリーダーに巡り合うことも非常に重要です。本学会元理事長の山内裕雄先生には、
「夢のリーダー像」についてご講演いただきます。また、ノーベル医学生
理学賞の受賞を達成された山中伸弥先生にはiPS細胞の再生医学への応用について、
「Recent Progress in Induced Pluripotent Stem Cells（iPSCs）Research Towards
Medical Applications」と題してご講演を頂きます。プログラム全体では、種々の専門分野を網羅し、今後の整形外科の発展性に繋がるように演題の構成を考えております。
多くの皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。

ホームページ http://www2.convention.co.jp/102jua/

ホームページ http://www.joa2014.jp/

宇宙光学システムと応用に関する国際会議（ICSOS2014）
会
会
主

期／ 2014年5月7日（水）〜 9日（金）
場／ 神戸国際会議場
催／（独）情報通信研究機構

日本人間工学会

第55回大会（学会設立50周年記念大会）

会 期／ 2014年6月5日（木）〜 6日（金）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 川野 常夫（摂南大学理工学部 教授）

「宇 宙 光 学 シ ス テ ムと 応 用 に 関 す る 国 際 会 議」
（International Conference on Space Optical
Systems and Applications； ICSOS）は、宇宙光学分野の国内外のコミュニティーを形成し、将来、宇宙
に応用可能な技術（光通信、量子、光学観測、ミリ波、テラヘルツ波等）の宇宙実証や、アプリケーション
応用を目指した議論の場を提供することを目的として開催されている。世界的な視野での場の形成のために、
アジア、アメリカ、欧州で開催しており、宇宙光通信分野を主導的な立場で牽引する国際会議である。第4
回にあたるICSOS 2014は、2014年5月7日〜 9日の3日間、兵庫県神戸市で開催する。

日本人間工学会（JES）は、働きやすい職場や安全で快適な生活環境を求めて、各種イベ
ントを各地で展開しておりますが、その中でも最大イベントである全国大会を、本年は神戸で開
催いたします。今年は第55回を迎えるとともに、学会設立50周年の記念の年でもあります。そ
こで50周年の記念シンポジウムとして「人間工学の過去・現在・未来」、
「JESの国際貢献とこ
れからの国際ネットワーク」を企画しております。また、特別講演として未来の次期スーパーコン
ピュータをテーマとして講師をお招きします。
その他、一般講演やポスター講演を予定しております。
本会は私たちの身近な生活のテーマが多くございますので、会費制ではありますが、非会員
の方でもご参加いただけます。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

ホームページ http://icsos2014.nict.go.jp/

ホームページ http://jes2014.jp/

第55回日本卵子学会学術集会
会
会
会
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第87回日本整形外科学会学術総会

期／ 2014年5月17日（土）〜 18日（日）
場／ 神戸国際会議場
長／ 柴原 浩章（兵庫医科大学産科婦人科学講座主任教授）

第31回日本産婦人科感染症研究会
会
会
会

期／ 2014年6月7日（土）〜 8日（日）
場／ 神戸国際会議場
長／ 山田 秀人（神戸大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座）

日本卵子学会の使命は、卵子に関する研究のみならず、同じ配偶子である精子、あるいは受精卵に関する研
究の発展をも見守りサポートすることです。そこで今回の学術集会のメインテーマを「生命をひきつぐしくみと生殖
医療の融合を目指して」と定め、生殖細胞から生命が継承されていく過程を、改めて見つめ直すことと致しました。
招請講演、教育講演、シンポジウム等、国内外の著名な先生方にご講演をいただく予定となっております。
本学会では生殖医療胚培養士認定制度を開始して以来、既に1,000名を超える胚培養士を認定し、各施設
で御活躍中です。そのような皆様方のblush upの機会として是非ご参加いただき、日頃のラボワークや御研究に
お役立ていただくことを期待しています。

産科婦人科学の領域におきましては、性感染症のみならず骨盤内炎症や不妊不育、TORCH症候群に代表
される母子感染、流早産に関わる周産期感染、HPV発癌とワクチン、子宮頸癌手術と周産期予後、周術期感染、
自己免疫や自然免疫異常による産婦人科疾患など、感染が関わる幅広い病態、疾患と解決すべき多くの課題
が存在しております。
そこで、疫学、基礎医学、周産期、婦人科腫瘍、生殖等の領域を越えて、横断的な見地から産科婦人科学
の感染症の諸課題を議論し新展開への糸口を見つける時宜と思い、学術集会を企図させていただきます。
本学術集会の開催は、兵庫県では初めての事です。梅雨入り前の、新緑あふれ青葉爽やかな神戸で、皆様
のご参加を心からお待ちしております。

ホームページ http://www.macc.jp/55jsmor/

ホームページ http://www.med.kobe-u.ac.jp/idog31/

CONVENTION KOBE
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Conference & Exhibition
第59回日本透析医学会学術集会・総会
会
会
会

第50回日本小児放射線学会学術集会

期／ 2014年6月12日（木）〜 15日（日）
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・ワールド記念ホール・クオリティホテル神戸
長／ 椿原 美治（大阪大学大学院医学系研究科 腎疾患統合医療学 寄附講座教授）

会
会
会

期／ 2014年6月27日（金）〜 28日（土）
場／ 神戸国際会議場
長／ 窪田 昭男（和歌山県立医科大学 第二外科）

この度、第59回日本透析医学会学術集会・総会を神戸で開催させて頂きます。
本学術集会のテーマとして『考える透析』
を掲げました。ガイドラインやマニュアルが普及するグローバル化の中で、
さらに優れた透析を考え、新たなエビデンスの創成を願っています。
考える拠り所 の１つに日本透析医学会が毎年行う統計調査のデータや、これを基にした解析結果があり、従
事者全員に本調査の意義について考える企画を練っています。
また未曾有の被害を経験した東日本大震災、既に約20年前に本医学会の開催地で経験した阪神大震災の教
訓を再検証し、今後想定されている東海・東南海・南海地震に備え、震災を含めた災害に強い透析医療を共に考
えて頂くために、災害テーマ館を開設し、口演、ポスター、展示を始め、市民公開講座も企画しています。
勉強の合間には、写真展などの息抜きコーナーも予定しています。
実りの多い大会にしたいと思っていますので、是非ともご参加の程、宜しくお願い申し上げます！

本学術集会は日本小児放射線学会創設50周年の記念すべき学術集会です。メインテーマを「温故知新」とし、大いに趣向を凝らしました。
テーマに因んだ特別講演を2題用意しました。1題は元本学会理事長の平松慶博先生に日本の小児放射線医学の半世紀にわたる歴史を振り返っ
ていただきます。もう1題は、アイオワ大学の佐藤豊先生が急性腹症の画像診断についてパンドラの箱にたとえて話して下さいます。
シンポジウムでは、最近めざましく発展した重要な6領域それぞれについて、Expertによる基調講演と、
公募、一部指定したシンポジストによる徹底討論を企画しました。
Film Reading Sessionも趣向を変え、 Pediatric Radiology in Action 2014 と題して、日米の
放射線科医と小児外科医による読影室での画像カンファレンスを再現します。ランチョンセミナーでは、
今、話題となっているCTによる被曝の問題とMRI検査時の鎮静のガイドラインについてわかりやすく話
していただきます。
一般演題は全て示説とし、若い研修医でもon the spotで熱い討論ができるようにいたします。
故きを温ね、新しきを知る旅へ！

ホームページ http://www.jsdt2014.jp/

ホームページ http://www.medicaldata.jp/50jspr/

第19回日本緩和医療学会学術大会

第41回日本毒性学会学術年会

会 期／ 2014年6月19日（木）〜 21日（土）
会 場／ 神戸国際展示場・神戸ポートピアホテル
大会長／ 齊藤 洋司（島根大学医学部 麻酔科学・緩和ケアセンター）
日本における緩和ケアの普及、充実は急速な勢いで進んでおり、日本緩和医療学会への期待はますます大きな
ものとなっています。この中で、学術大会は、最新の科学、ケア、教育、社会の情報を収集、交換、議論し、課
題と方向性を導き出すという重要な役割を担っています。20年を迎えるにあたり、第19回学術大会は「今を知り、
明日に活かす」学術大会を目指したいと考えます。学会のこれまでの活動を振り返り、今を見つめる節目の時期でも
あると考えます。
「今」を的確に見つめることで、私達の目指すべき方向性を共に考え、短期、長期の臨床、研究、
教育の明日からの実践に繋げたいと思います。
「これでいいのだ！」というテーマは、患者さんや家族がその一瞬、その日、その月、その年をこれでよかった（これ
でいいのだ！）と思える、その人らしい生活を支えることが緩和ケアであるという思いを込めたものです。医療者は日々
の緩和ケアを振り返り、これでいいのだ！
と思える緩和ケアを提供していく、これもこのテーマに込められたものです。
プログラム等、詳細は大会HPにて情報を随時更新しております。
皆様のご参加をお待ちしております。
運営事務局（有限会社 あゆみコーポレーション内）

ホームページ http://jspm2014.umin.jp/index.html

（お問い合わせ） TEL：06-6441-5860

FAX：06-6441-2055
E-mail： 19congress@jspm.ne.jp

会 期／ 2014年7月2日（水）〜 4日（金）
会 場／ 神戸国際会議場・神戸国際展示場
年会長／ 中村 和市（塩野義製薬株式会社）
事務局長／ 石塚真由美（北海道大学大学院獣医学研究科）
日本毒性学会は、産・官・学の約2,600名の会員から構成され、化学物質、医薬品、農薬、食物
等の安全性を科学的に評価、これらの物質のヒトの健康と環境・生態系への影響を予測し、毒性の発
現を未然に防止することに貢献することを目的としております。近年は、レギュラトリーサイエンスの観点
からも、新たな科学技術を取り込みつつ、これまで以上にベネフィット・リスク評価に供する予測性の高
い安全性評価データが社会から求められております。
この度、第41回日本毒性学会学術年会を神戸で開催させていただくことになりました。当学術年会
では、
「基礎研究から応用研究へのトランスレーション」というテーマを掲げました。基礎研究はどのように
社会が必要としていることに向かっていくべきなのかを意識しながら様々な議論を進めたいと考えておりま
す。7月5日（土）には市民公開セミナー（無料）の開催も予定しております。皆様のご参加を心からお
待ち申し上げます。

ホームページ www.jsot2014.com

国際会議場・国際展示場
徒歩約７〜10分

神戸空港
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

新神戸・三宮

無料シャトルバス運行

新神戸〜ホテル… 約25分
三 宮〜ホテル… 約15分
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Conference & Exhibition
脳血管内治療ブラッシュアップセミナー 2014
会
会
主

期／ 2014年7月3日（木）〜 5日（土）
場／ 神戸国際展示場
催／ 脳血管内治療技術と機器研究会事務局

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開催し、
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名を越えました。
今年のブラッシュアップセミナー（BSNET2014）は、2014年7月3日（木）
〜5日（土）の3日間、神戸国際展
示場で開催します。今年は「ステント型血栓回収機器は急性再開通療法をどう変えるか？」というテーマで脳梗塞
急性期に使用する新しい機器についての討論会を盛り込み、日常診療に役立つセミナーになると期待されます。

ホームページ http://www.bsnet.umin.jp/

第20回日本看護診断学会学術大会
会 期／ 2014年7月12日（土）〜 13日（日）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 小平 京子（関西看護医療大学）
第20回日本看護診断学会学術大会を2014年7月12日（土）
・13日（日）の両日に神戸国際会議場（兵庫
県神戸市）で開催させて頂きます。学術大会のテーマは、
「看護診断を軸とした教育・実践・研究の展望」です。
このテーマは、記念すべき20回を迎えた本大会で、これまで教育や臨床あるいは研究分野で看護診断について
研鑽を重ねてこられた諸氏の成果をふまえつつ、教育・実践・研究という3つの視点から、看護診断をさらに発展
させるための展望につながる議論ができる大会を目指していることを表しています。
本大会を通して、参加される皆様が看護診断をより深く理解し、教育や実践、研究を充実させるためのきっか
けをつかんでいただけることを願っています。皆様のご発表・ご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。

ホームページ http://www.c-linkage.co.jp/jsnd20/

第39回国際ヘルペスワークショップ（IHW 2014）
会
会
会

期／ 2014年7月19日（土）〜 23日（水）
場／ 神戸国際展示場
長／ 山西 弘一（大阪大学医学部 名誉教授）
川口 寧（東京大学医科学研究所 教授）
森 康子（神戸大学医学部 教授）

国際ヘルペスワークショップ（IHW）は、年に一度、世界中のヘルペスウイルス研究者が一堂に会し、ヘル
ペスウイルスの感染機構、病態発現機構、宿主応答機構、新しい感染制御法に関する最先端の研究成果
を発表・議論する国際学会です。これまでに38回開催され、ヘルペスウイルス研究分野において、最も歴史
が古く、権威あるものです。
このたびの日本開催は、初めてアジアで開催される意義深い大会であり、世界における我が国のヘルペス
ウイルス研究のプレゼンスを高め、我が国独自の研究成果を広く世界に発信できる絶好の機会となります。
「ヘルペスウイルス研究の発展―病態解明と制御法の開発―」をテーマとしており、300名以上の海外から
の研究者と活発な議論が繰り広げられると期待しています。多くの方々の参加を心よりお待ちしております。

ホームページ http://www.congre.co.jp/ihw2014/index.html

第5回日本アプライド・セラピューティクス学会学術大会
会
会
会

期／ ２０１４年８月２日（土）
〜３（日）
場／ 神戸国際会議場
長／ 藤垣 哲彦（公益社団法人 日本薬剤師会 副会長）

日本アプライド・セラピューティクス学会は、医療を受ける者に対して安心・安全かつ良質な薬物治
療を提供することを目的に2009年４月に発足し、薬物治療に関する評価、研究、普及、教育などの
具体的な活動を行っております。
今回は、科学的で合理的なエビデンスのみならず、患者の価値観に基づいた薬物治療の推進とそ
の薬物治療を担う医療者の確立を目指して、
「安心・安全かつ良質な薬物治療を提供する〜シームレ
スにバトンを繋いで〜」
をテーマに掲げ、初めて関西の地・神戸国際会議場で開催することになりました。
多くの方々のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日本家族研究・家族療法学会 第31回神戸大会
会 期／ 2014年7月19日（土）〜 21日（月・祝）
会 場／ 神戸国際会議場・神戸商工会議所
大会長／ 植村 太郎（神戸労災病院）
日本家族研究・家族療法学会は、家族療法や家族支援に関して学術的に研究し、応用・実践することに
30年来取り組んできた学術団体です。領域は、精神医学、臨床心理学、教育、社会福祉学などと多岐に
わたり、学会員も医師やその他の医療従事者、臨床心理士、ソーシャルワーカー、教員などと多彩です。さま
ざまな分野における対人援助では、家族という視点を欠かすことができません。本大会では、特別講演にひき
こもりの研究で高名な斎藤環先生をお招きする他、多彩な講演やシンポジウム、ワークショップなど入門者から
実践家まで、様々なレベルで家族支援について学べる企画を準備しています。対人援助に関わる皆様の多
数のご参加をお待ちしております。

ホームページ http://www.jsat05.org/index.html

補助金についてのご案内
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
ホームページ http://www.jaft-kobe2014.com/
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〒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
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Conference & Exhibition
第15回アジア・オセアニア放射線学会（AOCR 2014）
会
会
会

期／ 2014年9月24日（水）〜 28日（日）
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
長／ 杉村 和朗（神戸大学大学院医学研究科内科系講座放射線医学分野）

The Asian Oceanian Society of Radiology (AOSR)は1969年設立後、今日では23以上の加盟団体から約12,000人の会員を擁していま
す。AOCRは2年に1度、AOSR加盟国で開催される放射線医学全般の学術集会であり、放射線科医のみならず、放射線技師、物理学者など
多岐に亘る研究者が一堂に会します。日本では1998年から16年ぶり2度目の開催となります。医療産業都市構想を掲げる国内屈指の医療クラ
スター都市、神戸での開催は、世界へ「日本の医療」を発信するまたとない機会と考えます。今大会は「Borderless Alliance-Education and
Friendship」をテーマに掲げました。アジア・オセアニア地域の研究者のさらなる交流と、北米、欧州と並ぶ放射線会議の拠点として確立すべく、
世界で活躍されている最先端の研究者、指導的立場にある研究者を招聘し、基礎的な教育から最先端の放射線医学まで網羅します。

ホームページ http://www2.convention.co.jp/aocr2014/

同時
開催

第50回日本医学放射線学会秋季臨床大会
会 期：9月26日（金）〜 28日（日）
大会長：廣田 省三（兵庫医科大学放射線医学講座）

4th International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds（MOF2014）
会
会
主

期／ 2014年9月２８日（日）〜 10月1日（水）
場／ 神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル「ポートピアホール」
催／ MOF2014委員会（委員長：京都大学 物質−細胞統合システム拠点 拠点長／教授 北川 進）

多孔性材料としては、古くから活性炭・ゼオライト・アルミナ・シリカゲルなど多くのものが知られている。一方、こ
の20年の新しい多孔性材料に目を向けると、メソポーラスシリカ・カーボンナノチューブ・多孔性配位高分子などの
発展が目覚ましい。
なかでも、本研究会の対象分野である有機-金属骨格体（Metal -Organic Framework; MOF）または多孔性
配位高分子（Porous Coordination Polymer；PCP)は、産業応用研究も活発に行われ、顕著な研究開発競争
の中にある。MOFは自動車の燃料となる天然ガス（メタン）の貯蔵タンク材料、空気、排ガス、バイオガスからの
二酸化炭素、メタンの分離材、二酸化炭素を有用な化学物質に変換する触媒などに応用されつつあり、多方面で
の産業界からの期待が大きい材料である。学術的発展および産業応用を見据え急速に発展している当該分野の
研究者を一堂に会し、最先端の研究成果を共有することを目的とする。

ホームページ http://www.kitagawa.icems.kyoto-u.ac.jp/mof2014/

アート＆てづくりバザール in KOBE Vol.3
会
会
主
後

期／ ２０１４年５月３日（土・祝）
〜４日（日・祝） １０：００〜１７：００
場／ 神戸国際展示場3号館
催／ テレビ大阪
援／ 神戸市

神戸での開催は昨年に続き３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。

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

第18回

神戸国際宝飾展

IJK2014

会 期／ 2014年5月14日（水）〜 16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）
特別後援／ 一般社団法人日本真珠振興会
西日本最大のジュエリー展

15か国 450社※が出展！

今年で１８回目を迎える神戸国際宝飾展Ｉ
ＪＫ２０１４は、日本全国、世界各国から
450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。）

●「震災復興の一助に」が開催のきっかけ

阪神・淡路大震災は、神戸を拠点とする多くの真珠メーカーにも大きなダメージを与え
ました。IJKは、そんな中、神戸の宝飾関係者から「震災復興の意味でも、ぜひ神戸で
宝飾展を開催してほしい」という強い要望を受け、1997年に第１回目を開催した展示会
です。現在では世界15か国 450社が出展する、西日本最大の見本市に成長しました。
会期中は世界中からバイヤーが訪れ、毎年、会場周辺の全てのホテルが満杯になり、
神戸市へ大きな経済効果をもたらしています。

●素材・高品質なジュエリーからトレンド商品まで豊富に

今や西日本のジュエリーマーケットになくてはならない存在となっているＩ
ＪＫには、真珠・
ダイヤモンドなどの素材、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、
12,000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。

（お問い合わせ）

Ｉ
ＪＫ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

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）

（公財）神戸市スポーツ教育協会・
（株）神戸国際会館・
（株）アシックス 共同企画
〒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）
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Conference & Exhibition
第１４８回２０１４ 秋冬 日本グランドシューズコレクション
会
会
主

期／ 2014年5月28日（水）〜 29日（木）
場／ 神戸国際展示場２号館
催／ 日本ケミカルシューズ工業組合

半世紀以上に亘って開催されてきた「日本グランドシューズコレクショ
ン」も今回で、１４８回目を迎えることになり、今や神戸になくてはならな
いイベントへと成長してきました。
神戸を代表する地場産業として、
「シューズの街神戸」として親しまれ
てきた地元企業を中心に、現在では全国各地の企業も出展する一大事
業へとなり、全国各地から多くのバイヤーの方々が商談に訪れています。
出展企業はこの展示会を
「売上拡大の場」、
「新規取引先開拓の場」、
「新商品発表（提案）の場」と捉えており、これまでに培ってきた技術とノ

ウハウが凝縮された商品を発表致します。また、当会場は神戸空港から
も近く、交通アクセスも大変便利となっています。
当展示会の招待状をご希望のバイヤーの方は、当組合ホームページ
よりご登録お願いします。
（お問い合わせ）

ホームページ http://www.csia.or.jp

日本ケミカルシューズ工業組合 担当 橋角
TEL：078-641-2525 FAX：078-641-2529

ポートライナー「三宮駅」⇔「神戸空港駅」
【所要時間】快速 約17分（普通 約18分）
【片道運賃】大人330円、小児160円

国際フロンティア産業メッセ2014
会
会
主

期／ 2014年9月4日（木）〜 5日（金） 10：00〜17：00
場／ 神戸国際展示場1号館・2号館
催／ 国際フロンティア産業メッセ2014実行委員会

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、航空・宇宙、
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、グループ出展、産学連携・支援機関
テーマ 「ひらめき」を「キラメキ」に！オンリーワン企業・機関が集結

（ロボットテ
内容 ⑴開会式 ⑵展示会 ⑶基調講演・特別講演 ⑷ＲＴ
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 2013年実績320社・団体（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（ひょうごエコタウン推進会議）、
みなと元気メッセ２０１4（㈱みなと銀行）、こうべしんきんビジネスメッセ
2014（神戸信用金庫）、たんぎん産業メッセ２０１4（㈱但馬銀行） 等

ホームページ http://www.kobemesse.com

（お問い合わせ）

事務局 日刊工業新聞社 イベントグループ
TEL：06-6946-3384 E-mail：info@kobemesse.com

（一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会）

想い出に残る会議の舞台 神戸コンベンションセンター
■ 神戸国際会議場・神戸国際展示場
バラエティに富んだ会場
国際会議場
692名から10名まで
ご利用可能な21の会議室
国際展示場
総展示面積13,600㎡
2号館1階コンベンションホールは
シアター使用で4,000名収容可能
経験豊かなスタッフが運営をサポート

●
「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。

日本コンベンションサービス

リーズナブルな価格も魅力
メインホール

access
13

・神戸空港から8分、日本一空港に近いコンベンションセンター
・東京から新幹線で約2時間47分 飛行機で約1時間

CONVENTION KOBE

■ ご予約はこちらまで
TEL ：０７８−３０２−５２００
（代）
（一財）神戸国際観光コンベンション協会
E-mail：kobe.conf-exb@kcva.or.jp 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1

神戸支社

海外ネットワーク：MCIグループ
（27カ国55拠点）、INCONパートナー（世界36カ国131都市）

CONVENTION KOBE
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（一財）神戸国際観光コンベンション協会

KOBE
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目 9-1
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