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博覧会」をコンセプトに、健康社会をつくる最新の医学・医療の成果と未来
を体験できる参加型イベントを、2015年春に史上初となる神戸で開催しま
す。メイン会場となる神戸国際展示場では4つの「アイランド」を巡りながら、

1

3

4

ポートアイランドサイエンスツアー
ミュージアムツアー

スマートアイランド
〜未来社会のしくみときずな〜

中公園

《科学館、博物館》

北埠頭

①バンドー神戸青少年科学館

神戸国際展示場
3号館

1

みなとじま

③アシックス スポーツ ミュージアム
( 日時限定 )

中埠頭

3

⑤神戸市消防局航空機動隊
( 神戸ヘリポート )

3

4

1

2

市民広場

学や科学技術に触れること

南公園

Future Lab

7

フューチャーラボツアー

Academy

《医療・テクノロジー》

5

アカデミーツアー

①先端医療センター
②理化学研究所計算科学研究機構

3

《教育機関》

1

医療センター

①神戸学院大学
②兵庫医療大学
③神戸夙川学院大学・夙川学院短期大学
8

④神戸女子大学・神戸女子短期大学

京コンピュータ前

③理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
④兵庫県立大学大学院
⑤神戸大学統合研究拠点
⑥甲南大学フロンティアサイエンス学部
⑦神戸低侵襲がん医療センター
⑧ミナトケアステーション
(ミナト医科学株式会社 )

5
6

メディカルアイランド
〜人にやさしい最新医療〜

最新の手術室が展示会場内に出現！ドクター

様々な研究施設や展示施設
を 巡り、最 先 端 の 医 療・医

④フジッコ食育ミュージアム

4

2

方々が垣根をこえて議論できる多種多様なプロ
グラムをご用意しています。

ポ ートアイランド に ある

② UCC コーヒー博物館

開催。専門家や一般市民などさまざまな立場の

4
2

Academy
アカデミーツアー

Museum

ぴったりの、未 来 医XPOだ
からできる見学・体験ツアー
をご用意しています。
※プログラムは予定であり、変更の可能

Future Lab

ミュージアムツアー

ポートアイランド内の４大学が連携し

アシックス スポーツ ミュージアムでは、
スポーツの進化を体感いた

ここポートアイランドで世界を

が最先端手術のデモンストレーションを行いま

教育機関独自の視点で健康・医療に関す

だき、
バンドー神戸青少年科学館では人体と生命の仕組みを体験

リ ー ド す る 医 学 や 医 療 、科 学 の 最

る体験展示を行います。親子３世代で理

できます。
UCCコーヒー博物館では
「コーヒーをもっとおいしく健康

先端研究の実験や研究が行われて

す。また、医療体験ができる「ドクターチャレン
ジ」イベントも実施され、人にやさしい最新の医

解を深められるツアーが満載です。

に」
をテーマに皆様をおもてなしします。
フジッコ食育ミュージアム

いる施設を巡りその最先端を体

では見て、
さわって、
楽しみながら食の大切さを実感することができ

感・実 感 で き る ツ ア ー で す 。

3

ができます。もっと深く、もっ
と 広 く学 び た い 方 向 け に

性があります。

神戸国際展示場
1・2号館1Ｆ

ます。
神戸市消防局航空機動隊(神戸へリポート)では消防防災ヘリコ
プターを間近で見学することができます。

療について理解・体感いただけます。

災害・救急医療展示

サイエンスアイランド
〜最先端の医学がひらく未来〜

サイエンスアイランドの目玉は「iPSラボ」
と
「先
制医療ラボ」。iPS細胞とは何か？をわかりやすく
解説するとともに、生きたiPS細胞を顕微鏡で観
察。研究プロセスも疑似体験でき、サイエンス
アイランドでは驚きと発見が詰まった展示となり
ます。
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ポートアイランド
一帯

2

Museum

世界で活躍する日本人スーパーサイエンティ
ストによる「未来医XPO オープンフォーラム」を

2

神戸国際展示場
1号館2Ｆ

〜健康をつくるライフスタイル〜

ます。

1

最新の医学・医療・健康に触れることができます。また、ポートアイランド
にある様々な研究施設をめぐるツアーや、市民広場での災害・救急医療展
示など、様々なプログラムを用意して皆様のお越しをお待ちしております。

ヘルスケアアイランド

CONVENTION KOBE

市民広場
神戸国際展示場
1号館1Ｆ

お問い合わせ先
第29回日本医学会総会 2015 関西 展示担当事務局
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1

災害・救急医療車
両 の 展 示、デ モ ン
ストレ ーション、体
験プログラムを通じ

神戸国際交流会館6階
日本コンベンションサービス株式会社内
Tel : 078-302-0961 / Fax : 078-302-0962
E-mail : 29isoukai@convention.co.jp
HP : http://isoukai2015.jp

て、最新の災害・救
急医療を紹介します。
CONVENTION KOBE
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阪神・淡路大震災20年をむかえて−

阪神・淡路大震災から20年の取り組みを改めて振り返り、今後発生が懸念される「国難」災害にいかに備えるかを議論する。

2015年1月17日、神戸は阪神・淡路大震災から20年をむかえます。
震災20年を機に、神戸国際会議場では、
「メモリアル・コンファレンス・イン神戸2015」および「第8回災害対策セミナー
in神戸」が開催されます。この2つにご講演予定で、この20年間、防災・減災に取り組んできた人と防災未来センター
長（超巨大災害対策総合シンポジウム運営会議会長）の河田
かわた

惠昭先生にお話を伺いました。

会

期 / 2015年1月20日（火）〜 21日（水）

会

場 / 神戸国際会議場

主

催 / メモリアル・コンファレンス・イン神戸実行委員会＜委員長：牧紀男京都大学防災研究所教授＞、
ひょうご安全の日推進県民会議、読売新聞社

私は今、
「ひょうご安全の日推進県民会議」の企画委員

よし あ き

河田 惠昭
プロフィ
ィール
ル

メモリアル・コンファレンス・イン神戸2015

Profile

関西大学社会安全学部・社会安全研究
センター長・教授。工学博士。専門は
防災・減災。現在、阪神・淡路大震災
記念 人と防災未来センター長（兼務）
のほか、京大防災研究所長を歴任。京
都 大 学 名 誉 教 授。2007年 国 連
SASAKAWA防災賞、09年防災功労者内閣総理大臣表彰、10年兵
庫県社会賞受賞、14年兵庫県県勢高揚功労者表彰。現在、中央
防災会議防災対策実行会議委員。日本自然災害学会および日本災
害情報学会会長を歴任。

＊事務局：阪神・淡路大震災記念

長をしています。毎年、兵庫県において、各種団体が実
施する防災のいろいろな試みを支援するための補助金審
査をする立場です。例えば、自主防災組織の避難訓練と

概

人と防災未来センター

要 / ＜1日目午前＞
基調講演：

河田

惠昭（人と防災未来センター長）

「これからの「国難」災害（仮題）
」 他

か、子供会の防災施設見学のサポートなど、いろいろな

＜1日目午後＞

防災・減災にかかわる事業が補助対象です。来年1月で
震災から20年ですから、例年以上の多くの応募をいただ

分科会
〇第１分科会：国土のグランドデザイン

いており、被災地での防災・減災への取り組みを心強く
思っています。

〇第２分科会：ハード整備による被害抑止
〇第３分科会：情報マネジメントによる被害軽減

一方、そういう中で私がとても心配なのは、来年20年

〇第４分科会：レジリエント社会と兵庫行動枠組み（HFA）

をむかえる1月17日前後に、テレビ、ラジオ、新聞等のメ
ディアで阪神・淡路大震災が一斉に取り上げられ、その後は何も報道されなくなるという状況です。防災・減災の取り

〇第５分科会：企業の事業継続と連携

組みが、その時だけ脚光をあびて、その後は何も報道されなくなるというような、そのような状況にしてはいけないと

＜2日目＞

思っています。
私も阪神・淡路大震災から20年間ずっと、この防災・減災に取り組んで参りました。もう今までのように、元気に動く

〇基調講演： David Mammen（デビット・マメン）

〇第６分科会：復興とまちづくり

（元ニューヨーク行政研究所所長、阪神・淡路大震災５年検証国外検証委員）
「〜阪神・淡路大震災、9.11から3.11へ〜（仮題）
」 他

ことが長く続くわけがないと自分では思っています。ただ、体が、いうことを聞かなくなる前に、専門家として言うべき
ことは言っておかなければいけないと考えています。したがって、自分の責任においてきちんとしたことを社会に伝え
たいということで、震災から20年目に臨んでいます。
具体的には、神戸国際会議場において、来年1月20日、21日に、
「超巨大災害対策総合シンポジウム」の一環として「メ

〇各分科会・報告と全体会議
〇リゾリューション
参加申込方法
/ 11月下旬頃に人と防災未来センターホームページ（http://www.dri.ne.jp/wordpress/index.php）にて案内予定。

モリアル・コンファレンス・イン神戸2015」を開催します。この20年の取り組みを改めて振り返り、今後発生が懸念され
る「国難」につながる災害にいかに備えるかについて、決議文（Resolution）を国内外、とくに2015年3月14日から始ま

＊この事業は、
「阪神淡路20年事業」として、ひょうご安全の日推進県民会議の助成を受けて実施します。

る第3回国連世界防災会議を意識して、発信するシンポジウムです。私も主催者を代表して基調講演を予定しています
が、各防災分野において第一線で活躍されている研究者、専門家、防災担当行政職員および実務家にも各分科会に
参加いただきます。まだ企画段階ですが、とくに、これからの時代を見据え、若手の研究者や防災担当行政職員が自
ら考えて、スキルを磨く場を提供したいと考えています。もちろん、防災・減災事業の推進に志のある市民の方々の参
加もお待ちしています。
さらに、1月22日、23日には、第8回目となる「災害対策セミナー in 神戸」が同じく神戸国際会議場で開催され、その
セミナーにも私は参加します。そこでも、国難プロジェクトの研究成果が報告される予定です。
阪 神・淡 路 大 震 災 から
20年をむかえて、この日本

第8回災害対策セミナー in 神戸
会

期 / 2015年1月22日（木）〜 23日（金）

会

場 / 神戸国際会議場

開催内容 / 1月22日（木）
「地域防災シンポジウム」

の 防 災・減 災を本 当 に長
期にわたって考え実践する

までのまちの復興の経験を国の内外にお知らせしていくため、防災功労者などの表彰式や「人と防災未来セン

に はどうするかというの

ター」の河田惠昭センター長による基調講演などを行います。

阪神・淡路大震災から学んだ多くの教訓を忘れることなく、次世代に引き継いでいくため、そして、震災と今日

は、次を担う世代を育て、
彼ら自らの行動がなけれ

1月23日（金）
「防災関係団体シンポジウム・セミナー」

ば実現はできないと思って
おります。

防災関係者、学識関係者、市民、事業者のみなさまがご一緒に地域の減災対策について学んでいただける場
として防災関係団体主催の各種セミナーを開催します。
1995.1.17阪神・淡路大震災
（人と防災未来センター提供）
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2011.3.11東日本大震災
（岩手県宮古市提供）

CONVENTION KOBE
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Event Calendar

2014.10-2015.03 KOBE CONVENTION ＆ EVENT CALENDAR
会 期
2014年10月
2日（木）〜 4日（土）
3日（金）〜 4日（土）
5日（日）

名

称

会

場

Techno-Oceaｎ2014

神戸国際展示場

第44回日本腎臓学会西部学術大会

神戸国際会議場
神戸商工会議所

第26回兵庫県透析合同研究会

神戸国際会議場
神戸国際会議場
神戸国際展示場

参加者数（人）

会長・主催者または事務局

（内外国人）

テクノオーシャン・ネットワーク
10,000
（100） （（一財）神戸国際観光コンベンション協会内）
2,000
200

大会長 中西 健
（兵庫医科大学内科学 腎・透析科 主任教授）
兵庫県透析研究会

分類

期

名 称

会

20日（木）〜 21日（金） 環境と新冷媒国際シンポジウム2014

●

26日（水）〜 28日（金） 第32回メディシナルケミストリーシンポジウム

○

2014年12月
6日（土）〜 7日（日）

○

大会長 石井 潤一
（藤田保健衛生大学医学部臨床検査科）

○国内 ●国際 ◎その他イベント

会

日本性感染症学会第27回学術大会

13日（土）

日本神経学会第101回近畿地方会

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

参加者数（人）
（内外国人）

700
600
500

○

14日（日）

8,000

一般社団法人 日本臨床検査機器・試薬・
システム振興協会

◎

15日（月）

1,000

神戸商工会議所

◎

23日（火）

神戸国際展示場

3,000

日本ケミカルシューズ工業組合

◎

17日（水）〜 19日（金）

15日（水）〜 16日（木） 2015 春もの シューズ産業見本市

神戸国際展示場

3,000

日本シューズ産業協同組合

◎

2015年1月
第3回日本公衆衛生看護学会学術集会
10日（土）〜 11日（日）

神戸国際会議場

700

16日（木）〜 17日（金） 第48回全日本聾教育研究大会兵庫大会

神戸国際会議場

600

○

11日（日）

神戸国際展示場

1,000

9日（木）〜 11日（土）

JACLaS EXPO 2014
臨床検査機器・試薬・システム展示会

神戸国際展示場

15日（水）

第9回The商談・販路開拓市 in KOBE

神戸国際展示場

15日（水）〜 16日（木） 2015

19日（日）

春 日本グランドシューズコレクション

第57回秋季日本歯周病学会学術大会

23日（木）〜 26日（日） JDDW2014（第22回日本消化器関連学会週間）

神戸国際展示場

2,000

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

20,000

30日（木）〜 31日（金） 第5回アジア地域接着剤会議（ARAC2014）

神戸国際会議場

CCT（Complex Cardiovascular
30日（木）〜 11月1日（土）
Therapeutics）2014

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

2014年11月
1日（土）〜 2日（日）

第20回日本HDF研究会学術集会・総会

2,500

神戸国際会議場

全日本聾教育研究会 会長 梶川
（横浜市立ろう特別支援学校長）

合同シンポジウム2014
−放射光とレーザーの協働による新産業創成−

16日（日）〜 17日（月） 第62回日本職業・災害医学会学術大会
ICPT2014（International Conference on
19日（水）〜 21日（金）
Planarization / CMP Technology）

神戸国際会議場

150

●

大会長 松田 宣子（神戸大学大学院保健学研究科） ○
◎

公益財団法人日本習字教育財団

◎
○

許

永勝（草津ハートセンター）

大会長 政金 生人（矢吹病院）、友 雅司（大分大学）、
土田 健司（川島病院）
トレジャーフェスタ実行委員会
（（株）グリフォンエンタープライズ内）

神戸国際展示場

14日（金）

200
ICNME組織委員会
（50）

日本ケミカルシューズ工業組合

ナース専科

7,000

○

3,000

日本教育心理学会第56回総会

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

◎

千人クロスロード実行委員会

神戸国際展示場

8日（土）

13日（木）〜 16日（日） 第68回日本臨床眼科学会

第15回日本習字全国書席大会

株式会社さんぽう

21日（水）〜 22日（木） 2015

7日（金）〜 9日（日）

23,000

神戸国際会議場

●

○

第56回総会準備委員会委員長
2,000
（10） 森岡 正芳（神戸大学）

神戸国際展示場

第11回ナノ分子エレクトロニクスに関する
国際会議（ICNME2014）

○

特定非営利活動法人秀明インターナショナル、
スロースモールスクール

JDDW事務局

1,500

技能グランプリ＆フェスタ2014

700

○

500

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

8日（土）〜 9日（日）

1,500

神戸国際展示場

会長 幸原 伸夫
（神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科）

○

神戸国際会議場

5,000
代表理事
（1,000）

500

神戸国際展示場

一千人クロスロード2014

総合研究所）

創一（神戸大学大学院医学研究科
腎泌尿器科学分野 特命教授）

20日（火）〜 21日（水） メモリアル・コンファレンス・イン神戸2015

神戸国際展示場

看護適職フェア

進路発見広場 進路フェスタ2014 神戸会場

会長 荒川
外科系講座

○

300
実行委員長 野川 隆幸（日本接着剤工業会 会長）
（150）

2,000

700

●
実行委員長 藤田 一司
（大日本住友製薬株式会社

大会長 和泉 雄一（東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科歯周病学分野）

トレジャーフェスタin神戸6

2日（日）

純

神戸国際会議場

2014

分類

550
（100）

SEED FREEDOM
未来へつなぐ 種・土・食

9日（木）〜 11日（土） 日本臨床検査自動化学会第46回大会

会長・主催者または事務局

株式会社エス・エム・エス

夏 日本グランドシューズコレクション

●

22日（木）〜 23日（金） 第8回災害対策セミナー in神戸

神戸国際会議場

1,500

●

2015年2月
1日（日）

第7回サイエンスフェアin兵庫

神戸国際展示場

1,500

兵庫「咲いテク」事業推進委員会

◎

○

8日（日）

2015ユニセフカップ 神戸バレンタイン・ラブラン

神戸国際展示場

10,000

サンケイスポーツ／産経新聞社

◎

10,000

会長 井上 善文（大阪大学臨床医工学融合研究教育センター
栄養ディバイス未来医工学共同研究部門 特任教授）

○

◎

12日（木）〜 13日（金） 第30回日本静脈経腸栄養学会学術集会

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

○

14日（土）

ナース専科 就職ナビ 合同就職説明会2016

神戸国際展示場

500

株式会社エス・エム・エス

◎

◎

15日（日）

平成26年度JAバンク兵庫
小学生の環境チャレンジ発表大会

神戸国際会議場

600

JAバンク兵庫/兵庫信連

◎

20日（金）〜 21日（土） 第30回日本環境感染学会総会・学術集会

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

7,000

会長 荒川
感染制御部

○

文部科学省

◎

会長 白神

○

28日（土）〜 3月1日（日） 第4回サイエンス・インカレ

神戸国際会議場

400

○

2015年3月
5日（木）〜 7日（土）

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

2,500

○

第120回日本解剖学会総会・全国学術集会
21日（土）〜 23日（月）
第92回日本生理学会大会 合同大会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

2,500

●

第29回日本医学会総会2015関西
28日（土）〜 4月5日（日）
未来医XPO 15

神戸国際展示場
神戸国際会議場他

250,000

史雄（岡山大学医学部眼科学教室）

会長
機構

林 紀夫（独立行政法人労働者健康福祉
関西労災病院病院長）

神戸国際会議場

1,000

神戸国際会議場

300
実行委員長
（100）

檜山

浩国（㈱荏原製作所）

●

神戸市、一般財団法人神戸国際観光コンベンション
協会、公益財団法人神戸都市問題研究所

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

立命館大学、兵庫県立大学、
大阪大学、東京理科大学

メモリアル・コンファレンス・イン神戸2015
（人と防災未来センター内）

第37回日本造血細胞移植学会総会

創一（神戸大学医学部附属病院
特命教授）

◎

会長 小川 啓恭
（兵庫医科大学内科学講座血液内科 教授）

○

会 頭 河田 光博（京都府立医科大学・生体構造科学）
○
大会長 岡村 康司（大阪大学大学院・医・統合生理学）
会 頭 井村 裕夫（京都大学名誉教授・公益財団法人 先端医療振興財団 理事長）
展示委員長 杉村 和朗（神戸大学）

◎

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）
各線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

2014年10月〜2015年3月 神戸開催の国内、国際会議・展示イベント
Techno-Ocean 2014

日本臨床検査自動化学会第46回大会

会

期／ 2014年10月2日(木) 〜 4日(土)

会

期／ 2014年10月9日（木）〜 11日（土）

会

場／ 神戸国際展示場2号館

会

場／ 神戸国際会議場・神戸国際展示場

実行委員長／大塚 耕司（大阪府立大学大学院
主 催／ テクノオーシャン・ネットワーク

工学研究科

教授）

Techno-Ocean 2014では、
「生命（いのち）の源、海〜 Mother Oceans 〜」
をテー
マに開催します。前回（2012年）に引き続き、より多くの方々にご参加いただけるよう
参加費を無料とし、
「海洋」にかかわる日本を代表する6つの独立行政法人によるオーガ
ナイズドセッションを実施いたします。このセッションでは、資源・エネルギー・水産・防災などをテーマに最新の研究発表を行います。また、展示会
においては、64の企業・大学・独立行政法人等が、海洋に関する最新の製品や技術、研究内容について出展予定です。
基調講演では、開催テーマに沿って4件の講演を予定しています。
その他、子どもたちによる
「海」
をテーマにした絵画展や
「新発見！海のせかい教室」
など次代を担う子供たちの「海」への関心を高めるプログラムも盛り込みました。
このようにTechno-Oceanは、海洋に関する広汎な分野の研究機関・企業・団体の研究者が一堂に会し、情報交換をする場であるとともに、
一般の皆様にも最新の研究成果や技術に関して知っていただく良い機会でもあります。皆様のご参加をお待ちしております。

ホームページ www.techno-ocean2014.com
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期／ 2014年10月3日（金）〜 4日（土）
場／ 神戸国際会議場・神戸商工会議所

会

長／ 中西

健（兵庫医科大学

内科学

腎・透析科

潤一（藤田保健衛生大学医学部 臨床検査科）

この度、日本臨床検査自動化学会第46回大会を神戸で開催させて頂きます。本大会のテーマは「次世
代臨床検査の創成」といたしました。医療の高度化、超高齢社会の到来と医療政策の変換に伴い、臨
床検査はさらなる進化を求められております。臨床検査の進むべき未来を提示し、その進化に対応できる、
さらにはその未来を創るような若い人材の育成に貢献できる大会にしたいと考えております。特別講演1題、
教育講演3題、シンポジウムと技術セミナー各4題、機器・試薬セミナー 13題、ランチョンセミナー 22題、
サテライトセミナー 6題に加え、多くの一般演題（口演）を予定しております。
一方、展示ホールでは、臨床検査機器・試薬・システム展示会（JACLaS EXPO 2014）が同時開催
されます。例年通り、大会プログラムにおいては時間配慮を充分しておりますので、本大会と合わせて展示
会にぜひお立ち寄りください。皆様の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.jscla.com/taikai01

第44回日本腎臓学会西部学術大会
会
会

大会長／ 石井

JACLaS EXPO 2014 −臨床検査機器・試薬・システム展示会−

主任教授）

会
会

期／ 2014年10月9日（木）
〜11日（土）
場／ 神戸国際展示場 1号館・2号館・3号館

会

長／ 髙木

由充（一般社団法人日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会）

この度、第44回日本腎臓学会西部学術大会を神戸国際会議場・神戸商工会議所にて開催させていただ
きます。
慢性腎臓病(CKD)は、腎障害が進行すると透析療法を必要とする末期腎不全に陥るだけでなく、軽度の
腎障害でも心筋梗塞や脳梗塞をはじめとする心血管病を起こしやすいことが明らかになってきました。また、
腎機能の低下が加齢の原因となることも指摘されています。そこで、腎臓は体内環境を一定に保つことで生
命を生き存らえさせているとの考えに基づいて、一生を通して腎臓を護っていきたいとの願望をこめて本学術
大会のテーマを 腎生貫徹 とさせていただきました。腎臓の機能保持と腎機能障害に伴う多くの合併症の抑
制を目指した企画を考えております。海外からは Picardie Jules Verne 大学 Ziad A. Massy 教授による
招請講演を予定しております。
是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

JACLaS EXPO 2014は、
「臨床検査機器・試薬・システムの情報を医療機関、医療関係者に適
切に提供し、臨床検査分野の発展と国民の医療と福祉に貢献すること」を目的に設立された、一般社
団法人日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会が主催する、臨床検査関連の機器・試薬・システ
ムに関する展示会です。
当法人は、設立3年目ですが、展示会自体は、今回で通算46回目となり、臨床検査分野では日本
最大の規模を誇り、今回も約100社が出展します。昨年の横浜では、入場者数は約8,000名で、日
本国内の臨床検査に携わるキーパーソンが必ず参加する展示会ですので、皆様にも是非ご来場いただ
きたく、お願い申し上げます。

ホームページ http://web.apollon.nta.co.jp/jsnseibu44/

ホームページ http://jaclas.or.jp/

CONVENTION KOBE

CONVENTION KOBE
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第149回２０１５ 春 日本グランドシューズコレクション

JDDW2014（第22回日本消化器関連学会週間）

会
会

期／ 2014年10月15日（水）〜 16日（木）
場／ 神戸国際展示場 ２号館

会
会

期／ 2014年10月23日（木）〜 26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

主

催／ 日本ケミカルシューズ工業組合

主

催／ 一般社団法人 日本消化器関連学会機構

西日本最大級の靴の展示会として、今回で１４９回目を迎えることに
なった「日本グランドシューズコレクション」
。今や神戸になくてはならない
イベントにまで成長してきました。
「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
となり、今回も多くのバイヤーの方々が商談に訪れる予定です。
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。

ホームページ http://www.csia.or.jp

（お問い合わせ）

同時
開催

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

2015 春もの シューズ産業見本市
主

催：日本シューズ産業協同組合

第４８回全日本聾教育研究大会（兵庫大会）
会
会

期／ 2014年10月16日（木）〜 17日（金）
場／ 神戸国際会議場

会 長／ 梶川 純（横浜市立ろう特別支援学校長）
大会実行委員長／矢野 博（兵庫県立神戸聴覚特別支援学校長）
全日本聾教育研究会は、教育実践上の成果や研究発表をもとに、これからの聾教育（聴覚障害教育）のあり方や課題等について考え、その具現化を
図るために、毎年１回、大会を開催してきました。今年は、その４８回目の大会が、この兵庫県において開催されます。
大会のテーマは「聾教育における言語活動の充実を図る指導実践を探求する〜学力を伸ばし、豊かな心を育む授業づくり〜」です。新学習指導要領で
その重要性が謳われ、聴覚障害教育においても以前から重視されてきた言語活動を授業実践の中にどう取り入れていくか。兵庫大会では、神戸国際会議
場での講演会、分科会の他、１日目の午前中には、神戸聴覚特別支援学校をはじめ兵庫県の３つの聴覚特別支援学校で研究授業を行います。１０月16日、
１７日の２日間を通して、参加された皆様が聴覚障害教育における今日的な課題や今後のあり方等について議論を深め、明日の聴覚障害教育のさらなる充実につながればと願ってやみません。
（右のポスターは、神戸聴覚特別支援学校IT部の生徒たちが制作しました。）

ホームページ http://www.hyogo-c.ed.jp/〜kobe-shn/

第57回秋季日本歯周病学会学術大会

ホームページ http://www.jddw.jp/jddw2014/

第5回アジア地域接着剤会議（ARAC2014）
会
会

期／ 2014年10月30日（木）〜 31日（金）
場／ 神戸国際会議場

実行委員長／野川 隆幸（日本接着剤工業会

会長）

日本 接 着 剤 工 業 会は、この 度、第５回 アジア 地 域 接 着 剤 会 議（The 5th Conference of Asia Regional
Adhesive Council : ARAC 2014）を１０月３０日、３１日の二日間、神戸国際会議場で開催いたします。当会として
は２００１年の第１回開催以来、２回目となります。今回のテーマは「接着剤で一歩先の未来へ」とし、分科会を「原料
と環境」
「用途と技術」の二つに分けました。それぞれの分科会で先端的な研究が披露されるものと期待しております。
また、会議には中国、韓国、台湾を中心としたアジア諸国と米国、欧州より多数の参加が見込まれており国際色豊
かな会議になると思います。開催地の神戸は１９９５年１月に巨大地震に襲われ大変な被害を受けましたが、現在、見
事に復興しております。会議に参加される皆さんが交流を深められ、新たな発展へのチャンスを獲得されることを望むと
ともに、復興なった神戸を是非、ご堪能いただきたいと思います。

ホームページ http://www.arac2014.org/ja/

CCT2014

会

期／ 2014年10月19日（日）

会

期／ 2014年10月30日（木）〜 11月1日（土）

会

場／ 神戸国際展示場

会

場／ 神戸国際展示場 ・神戸ポートピアホテル

主

催／ Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）

大会長／ 和泉
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日本消化器関連学会機構（JDDW）は、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本肝臓学会、日
本消化器外科学会を構成学会とし、日本消化器がん検診学会の参加のもと合同の学術集会を開催しており、
参加者は2万人を突破し、ますます充実したものになりつつあります。
今回の集会では国際化を推進し、International Sessionで連日英語発表を行うだけでなく、主な主題演題
は日本語発表の場合も英語スライドを用いることにしております。また、一般演題は全面的にデジタルポスターと
し、動画発表が可能となるだけでなく、発表内容の閲覧もできます。
JDDWが与えられた使命を果たすよう、今後とも努力を尽くしていく所存です。多数の方々と神戸でお会いで
きることを楽しみにしております。

雄一（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野）

近年、口腔の健康が全身の健康において重要な役割を果たすことが明らかにされつつあります。超高齢社会を
迎えた現在、
「日々の生きる力を支える生活の医療」として歯を保存することが強く認識されています。歯を失う最大
の原因は歯周病であり、健康で文化的な毎日を送るために歯周病を克服することが急務です。
本学術大会では「歯周病学 温故知新」をメインテーマとし、本邦における歯周治療の創成期の治療から最新の
研究や臨床の知見まで様々なトピックを取り上げます。特別講演では、東京大学の高柳 広教授に歯周病と関係
の深い「骨免疫学」について、また、米国コロンビア大学のPanos N. Papapanou教授に「歯周炎の新しい分類」
についてお話をいただきます。さらに、４つのシンポジウム、一般演題・症例の多数のポスター発表、6つのランチョ
ンセミナー、企業展示などの多彩なプログラムを組みました。ぜひとも多数の皆様のご参加をお待ちしております。

Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）は、心血管インターベンション治療と外科的血行再建について
の最新の知識、技術の交換、取得を目的として、世界規模でライブデモンストレーションによる治療手技を公開、討
論するライブコースです。2004年には従来の冠動脈インターベンション治療および外科治療に加え、末梢血管治療
などのコースも併設され、昨年は世界各国より約4,100名の医師や専門家にご参加いただきました。
本ライブコースは、安全で効果的なインターベンション治療及び手術治療を普及させ、医療の向上を通して医学の
発展に寄与することを目的としております。世界に対して発信しつつ、成長してきた本研究会の充実は、治療法の開
発等の研究関連分野にも寄与するものと確信致しております。
皆さまのご参加を是非お待ちしております。

ホームページ http://www.c-linkage.co.jp/jspf57/

ホームページ http://www.cct.gr.jp/

CONVENTION KOBE

CONVENTION KOBE

10

Conference & Exhibition

第20回日本HDF研究会学術集会・総会
会
会

技能グランプリ＆フェスタ2014 〜きて、みて、ふれて みんなで楽しむものづくり〜

期／ 2014年11月1日（土）〜 2日（日）
場／ 神戸国際会議場

大会長／ 政金

生人（矢吹病院） 友

雅司（大分大学） 土田

会
会
健司（川島病院）

2014年秋、日本HDF研究会は20回の記念大会を迎える。メインテーマは「日本流HDFを世界のトレンドに」と掲げ、エビデンスの発信という
点ではヨーロッパ勢に押されている現状を変えていこうという強い決意の表明である。
日本のHDFとヨーロッパを中心とした諸外国のHDFとの最も大きな違いはなにか？ それは希釈方法の差か、血流量の差か、使用するヘモダ
イアフィルタの差か、否それらは技術的な軽微な差でしかない。
日本のオンラインHDFでは、多くの透析医が前希釈の方が透析患者の愁訴を改善させるのに有効であると考えているが、それを支える日本発
のエビデンスはきわめて乏しい。一方諸外国では、後希釈オンラインHDFの生存率改善に対するエビデンスは確立しつつある。
今回のHDF研究会では日本流HDFの根底にあるコンセプトが世界のトレンドとして通用する真実をもつのか、それを明らかにして世界に発信し
て行くにはどのようなエビデンスの構築が必要なのかを会場の皆で考えたいと思う。

「技能グランプリ＆フェスタ２０１４」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、一
流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。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下さい。

ホームページ http://plaza.umin.ac.jp/˜jshdf20-office/

ホームページ http://www.noukai-hyogo.jp/ginouren/jigyo.html

トレジャーフェスタ in 神戸 6

○イベント内容 ものづくり体験教室、匠の技の実演、ファッション
ショー、展示・販売ブース、ものづくり子供絵画展、プロの職人による
技の競演（フラワー装飾、バーテンダー）
○併催イベント ひょうご特産品フェアー（兵庫県中小企業団体中央会）
（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
TEL 078-371-2047 FAX 078-371-2095

第68回日本臨床眼科学会

会

期／ 2014年11月2日（日）

会

期／ 2014年11月13日（木）〜 16日（日）

会

場／ 神戸国際展示場

会

場／ 神戸ポートピアホテル・神戸国際展示場

会

長／ 白神

2号館1F

入場料／ 1,500円
主 催／ トレジャーフェスタ実行委員会（株式会社グリフォンエンタープライズ内）

史雄（岡山大学医学部眼科学教室）

フィギュア・ドール・トイの展示即売会「トレジャーフェスタ」神戸での開催は今年で6回目となりました。当
は会場でしか手に入らないガレージキットをはじめ、トイやドールなどが集合！普段はなかなか見ることのできな
個人ディーラーの力作フィギュアも会場でご覧いただけます。また、グリフォンブースでは、今回も開発中のフ
ギュア原型や彩色見本の展示に加え、イベント限定商品も販売予定です。ホビーファンが集い、一体とな
て楽しむことができる「トレジャーフェスタ」へこの機会に是非会場へ足をお運びいただき。お時間の許す限
お楽しみ下さい！
！

この度、第68回日本臨床眼科学会を岡山大学眼科学教室と岡山県眼科医会の共催で開催させて戴くことになりました。
今回のテーマは Academism としました。眼科学、眼科医療の新知見の発表の場であるはずの学会本来の姿から技術や知識の習得に主体
が流れやすい最近の傾向を鑑み、このテーマとしました。
一般演題のほか、聴きごたえのあるシンポジウム、Robert Weinreb 先生（緑内障）
、Joan Miller 先生（網膜）の招待講演、東範行（網膜）、
西田幸二（角膜）両先生の特別講演があります。なお、英語で行われる講演には同時通訳を用意しております。勿論、従来通り多くのインストラクショ
ンコース、SIG（special interest group）meeting、企業セミナーも行われます。知識や技術の習得のみならず、多くの研究者の新知見に触れて
いただき、そして活発な討論がなされることを期待しています。
全ての眼科医が眼科学、眼科医療の明るい未来を感じられる学会となりますよう、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://www.treasure-festa.com/pages/event̲kobe6/event

ホームページ http://68ringan.jtbcom.co.jp/

日本教育心理学会第56回総会
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主

期／ 2014年１１月８日（土）10:00 〜 16:30、９日（日）10:00 〜 16:00
場／ 神戸国際展示場 ３号館
催／ 技能グランプリ＆フェスタ実行委員会 入場無料

第62回日本職業・災害医学会学術大会

会

期／ 2014年11月7日（金）〜 11月9日（日）

会

期／ 2014年11月16日（日）〜 17日（月）

会

場／ 神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル

会

場／ 神戸国際会議場

会

長／ 第56回総会準備委員長

会

長／ 林

森岡

正芳（神戸大学）

紀夫（独立行政法人労働者健康福祉機構

関西労災病院病院長）

日本教育心理学会は、広く教育に資する心理学的な研究や実践を促進することを目的に1959年に設立
された全国的な学術団体で、会員数は約7,000名です。機関誌『教育心理学研究』
『教育心理学年報』は、
科学技術振興機構のJ-STAGEで閲覧することができます。
今 年 度の総 会は、神 戸 大 学を開 催 担 当 校として、
「学びの場を共に創る」をメインテーマに、Lois
Holzman氏や佐伯 胖氏の講演のほか、多くのシンポジウムやポスター発表が行われます。学校や家庭を含
むあらゆる環境において多様なレベルで進んでいく
「学び」と、人々の相互理解の道筋をともに創っていくこと
を目指しています。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日本職業・災害医学会は、災害医学のみならず、産業医学分野にも広く教育、研究活動を行い、医学の発展と勤労者の福祉
に寄与しております。会員には医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、放射線技師、薬剤師など多職種 2,100名が在籍
しており、毎年一回学術大会を開催する学際華やかな学術団体です。
今回はその第62回の学術大会であり、11月16日（日）、17日（月）の2日間にわたり、神戸国際会議場
にて開催いたします。本大会では「勤労者医療・災害医療の新たな展開」をテーマといたしました。勤労者
が抱える生活習慣病、がん、慢性疾患やメンタルヘルスの問題など様々な疾病への対策や就労支援をはじ
め、労働災害を含む災害医療など幅広い領域において、医学・医療の進歩をふまえて、最新の話題や今
後の課題を多職種の視点から検討したいと考えています。是非多くの皆様のご参加をお待ちしております。

ホームページ https://confit.atlas.jp/guide/event/edupsych2014/top

ホームページ http://www2.convention.co.jp/jsomt62/
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ICPT2014（International Conference on Planarization / CMP Technology)
会
会

期／ 2014年11月19日（水）〜 21日（金）
場／ 神戸国際会議場

実行委員長／檜山

第11回ナノ分子エレクトロニクスに関する国際会議
会
会

浩国（㈱荏原製作所）

超精密研磨プロセス・CMP は今や半導体製造になくてはならないキーテクノロジーです。
ICPT2014は唯一のCMPとその関連技術に関する国際会議であり、世界中のCMPエキスパートが集い最
新の技術についてハイレベルなディスカッションが行われる場として全世界のCMP研究者、エンジニアに支持
されています。プレナリー形式によるオーラルセッション、参加者との対話により成果をアピールできるポスター
セッション、最新の関連技術に関する情報交換を行っていただく企業展示を企画しています。
第11回目となる今回は日本で3回目の開催となります。この貴重な機会に多くの皆様のご参加をお待ちして
おります。

ホームページ http://www.icpt2014.org/

ICNME2014

期／ 2014年12月17日（水）〜 19日（金）
場／ 神戸国際会議場

委員長／ 岩本 光正（東京工業大学）
問い合わせ先／ ICNME2014事務局 小野田

光宣（兵庫県立大学）、山田

俊樹（情報通信研究機構）

この国際会議は有機分子機能材料の開発と応用に関連した有機分子エレクト
ロニクス研究の現状について、物理、化学、電気、電子、生物など様々な分野
で活躍している研究者が最近の研究成果の情報を交換すること目的としていま
す。未来のエレクトロニクスの実現に向けたナノ分子エレクトロニクスの現状と課
題について様々な観点、視点から自由に討議し、有機分子素子工学の発展に
寄与します。また有機新素材の物性、誘電現象、応用などに関する研究結果、
実際的取り組みについて様々な観点から自由に討議するとともに、有益な情報を
交換する学際的な集会となることを目指しております。皆様のご参加を心よりお待
ち申しあげます。

ホームページ http://www.icnme2014.org/

日本性感染症学会第27回学術大会

第3回日本公衆衛生看護学会学術集会

会
会

期／ 2014年12月6日（土）〜 7日（日）
場／ 神戸国際会議場

会

長／ 荒川 創一（神戸大学大学院医学研究科外科系講座

腎泌尿器科学分野

特命教授）

会
会

期／ 2015年1月10日（土）
〜11日（日）
場／ 神戸国際会議場

主

催／ 第3回日本公衆衛生看護学会学術集会企画委員会

日本性感染症学会第27回学術大会を12月6日（土）〜 7日（日）に神戸国際会議場におきまして、
「予防教
育・検査・治療の標準化」というテーマのもとに開催いたします。
本邦における性感染症は増加傾向にあり、医学上、大きな問題の一つとして改めてその取り組みの再構築
を要する状況にあります。性感染症は的確な診断・治療を要することは無論でありますが、治癒後であっても
男女問わず不妊症をもたらすことがあり、現代の少子化社会にあって、次世代にわたる問題をはらんでおります。
その学術研究に基づく新規検査・耐性菌を克服した治療法の開発、そして若者への予防教育の普及は極め
て重要な課題です。
本会ではテーマに沿った市民公開講座を兼ねたシンポジウム、教育講演などを企画し、最新の情報をお伝
えしたいと考えております。

「実践・研究・教育の協働で創り出す公衆衛生看護の知」をメインテーマとする当学
術集会では、
「コミュニティのグループダイナミックス」の基調講演をはじめ、実践知につ
いての教育講演、そして、シンポジウムでは「公衆衛生看護における経験知・理論知の
融合」をテーマに行政・産業・学校・教育機関の協働から生み出された様々な成果を報
告していただきます。
また、
「震災と健康危機管理への取り組み」をテーマに、阪神淡路大震災から復興を
遂げた神戸・兵庫と復興に向けて取り組まれている東北からの報告とともに、
「被災地
ひょうごからの発信」をテーマとした兵庫県知事による特別講演などを計画しています。
どうぞ多くの皆様方が参加くださいますようお願い申し上げます。

ホームページ http://www2.convention.co.jp/27jssti/

ホームページ http://www3.nacos.com/japhn3/

松田 宣子

大会長
（神戸大学大学院
保健学研究科）

朽木 悦子

副大会長
（社会医療法人景岳会・
全国保健師長会）

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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第７回サイエンスフェアin兵庫

第４回サイエンス・インカレ

会
会

期／ ２０１５年２月１日（日）
場／ 神戸国際展示場 ２号館

主

催／ 兵庫「咲いテク」事業推進委員会（事務局

兵庫県立神戸高等学校）

期／ 2015年２月２８日（土）
〜３月１日（日）
場／ 神戸国際会議場

主

催／ 文部科学省

サイエンスフェアin兵庫は県内の高等学校、高等専門学校や大学、企業、研究機関からサイエンスやテ
クノロジーに関心がある人が世代を超えて交流するユニークかつ画期的な企画です。昨年は総勢１４００名を
超える参加者が集い、発表や学び、様々な出会いがあり盛況でした。
○イベント内容 高校生によるポスター発表（昨年度実績１０３本）
、大学・企業・研究機関によるブース展
示（昨年度実績５０ブース）に加えて、口頭発表を新設します。
○出展申込 事務局WEBページをご覧ください。
○見学 入場無料、事前申込不要。当日会場で受け付けます。中学生、高校生やその保護者、学校関
係者はもちろん、兵庫の理数教育や大学・企業・研究機関に関心のある方のご来場をお待ちしております。

「サイエンス・インカレ」は、自然科学を学ぶ全国の大学生、高等専門学校生を対象として行われる、文部科学
省主催の研究発表会です。この大会は、自主研究の発表の場を提供することで、学生の研究意欲を高めるとと
もに、課題設定・探究能力、独創性、プレゼンテーション能力などを備えた創造性豊かな科学技術人材を育成することを目的としています。学生にとって、
自分の研究が全国でどのくらい評価されるのか、全国にはどんな研究をしている学生がいるのかといったことを知る意味でも、絶好の機会と言える大会です。
第４回を迎える今回は、平成２７年２月２８日（土）
・３月１日（日）に神戸国際会議場にて開催。書類審査を通過した個人またはチームが、口頭発表や
ポスター発表を行い、優秀な発表者には、
「文部科学大臣表彰」、
「独立行政法人科学技術振興機構理事長賞」、
「サイエンス・インカレ奨励表彰」など
が授与されます。
学生だけでなく、市民の方、企業関係者の方など、多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。

事務局ホームページ http://www.hyogo-c.ed.jp/˜kobe-hs/

ホームページ http://www.science-i.jp

第30回日本静脈経腸栄養学会学術集会

第37回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT2015）

会

期／ 2015年2月12日（木）〜 13日（金）

会

期／ 2015年3月5日（木）
〜7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

場／ 神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル

会

長／ 井上 善文（大阪大学臨床医工学融合研究教育センター 栄養ディバイス未来医工学共同研究部門 特任教授）

会

長／ 小川 啓恭（兵庫医科大学

内科学講座血液内科

教授）

この度、第30回日本静脈経腸栄養学会学術集会を、2015年2月12日（木）、13日（金）の2日間、神戸で開催させていただくこととなりました。
一般社団法人日本静脈経腸栄養学会としては、2013年に「静脈経腸栄養ガイドライン第3版−静脈・経腸栄養を適正に実施するためのガイ
ドライン−」を出版いたしましたが、これは学会として栄養療法の基盤が完成したことを意味するものと考えております。
そこで、今回は、基本に立ち返る意味もこめ、
「臨床栄養の最前線−エビデンスとガイドラインに基づいた臨床経験の
共有−」をメインテーマとし、ガイドラインとエビデンスに基づいて実施されている臨床経験を発表し、共有することを目的と
いたしました。臨床栄養は実に地味な領域ですが、すべての医療の基本となる領域です。今大会では、ぜひ、ご自身の
臨床経験を報告していただくとともに、いろいろな方と交流していただき、実りあるものにしていただきたいと思っております。
多くの方のご参加をお待ちしております。

この度、第37回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT2015）を、神戸で初めて開催させていただきます。
造血幹細胞移植には、まだ移植後再発、移植合併症などの多くの課題が残されています。今後、本邦における若い移植医、研究
者には、造血幹細胞移植という狭い領域に留まらず、もっと広い視野で、臓器移植など関連/境界領域の知見にも注意を払っていただきたい。もっと大きな自由な
発想で、この移植という細胞療法を捉え、本邦発の新たな移植技術の開発とともに、世界に向けて、新しい移植コンセプト、新しい知見を発信していただきたいと願っ
ています。このような主旨から、学会のテーマを「もっと自由な発想で」といたしました。EBMで代表される確実性、安全性を求めるコンセプトとは対称軸にある、根本
的に異なる発想の未来型細胞療法を生み出すための契機に、本学会総会がなれましたら、幸甚です。
このようなconceptから、今ブームになっているHLA半合致移植のシンポジウムに加えて、mixed chimerismで治療可能な移植、mesenchymal stem cellの応用、
facial transplantation、xenotransplantationなどの専門家を海外から招き、シンポジウムを組む予定にしております。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。

ホームページ http://jspen.jp/jspen2015/

ホームページ http://jshct37.umin.jp/

第120回日本解剖学会総会・全国学術集会 第92回日本生理学会大会 合同大会

第30回日本環境感染学会総会・学術集会
会
会

期／ 2015年2月20日（金）〜 21日（土）
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

期／ 2015年 3月21日（土）〜 23日（月）

会

場／ 神戸国際会議場・神戸国際展示場

会

長／ 荒川 創一（神戸大学医学部附属病院

会 頭／ 河田
大会長／ 岡村

感染制御部

特命教授）

第30回日本環境感染学会総会・学術集会を2015年2月20日（金）、21日（土）神戸国際展示場・会議場・ポート
ピアホテルで開催いたします。医療関連感染に取り組む本学会の今回の学術集会テーマは、
「感染制御のさらなる推
進―教育・啓発・人材育成―」とし、30回という一世代が巡った本学会の次なる前進を展望するべく、いかに感染制
御の概念を広く普及させ、それを担う人の層を厚くするかという目標に力点を置きました。
精選したシンポジウム10本、教育講演10本をはじめ、海外からの招待演者は4名、国内演者の特別講演2本としま
した。そして、1000題を超える一般演題をいただきました。若手演者によるFuture Generation Lecture24題にも期
待しております。展示は神戸国際展示場3号館（広さ3,800㎡）を専用会場にし、多くの企業にご出展いただきます。
多数の皆様のご参加をお待ち申し上げております。

ホームページ http://www2.convention.co.jp/30jsipc/
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光博（京都府立医科大学・生体構造科学）
康司（大阪大学大学院・医・統合生理学）

解剖学と生理学は、身体の構造と機能を扱う生命科学で、その歴史も古く医学・歯学の草創期より発展
してきた学問です。どちらの学問領域も今日においては、分子からシステムまでをカバーしており、お互いに
補完的な関係にあります。この度、長い歴史を持つ日本解剖学会と日本生理学会が手を携えて、合同大会
を神戸にて開催いたします。合同大会開催は、創生的な企画、プログラムをもとに、21世紀の科学を模索し、
「からだ」という未知の世界へフロンティアを発揮し、知り、深め、極める第一歩です。
市民公開講座（3月20日）、合同懇親会（3月22日）も企画しております。皆様のご発表・ご参加を事務
局一同心よりお待ち申し上げます。

ホームページ http://psj92-jaa120.umin.jp/

CONVENTION KOBE
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Information

第４回神戸マラソン
大会テーマは、
「感謝と友情」
11月23日（日）に開催する「第４回神戸マラソン」。当日は、２
万人のランナーが約60万人の温かい声援を受けて神戸のまちを駆
け抜けます。今年は、阪神・淡路大震災から20年目を迎える節目
の年。みなさんに、阪神・淡路大震災から復興した神戸のまちを
見てもらい、国内外に感謝の気持ちと兵庫・神戸の魅力を発信し
ます。また、東日本大震災の被災地へエールを送ります。

日

程

２０１４年１１月２３日（日）

開 催 種 目

フルマラソン（併催種目：クォーターマラソン）

制 限 時 間

７時間（クォーターは１時間32分）

大 会 規 模

約２０,０００人

コ

神戸市役所前〜明石海峡大橋（舞子公園付近）〜ポートアイランド（市民広場付
近）。クォーターは神戸市役所前〜須磨浦公園。

ー

ス

問い合わせ先

神戸マラソン実行委員会事務局（℡：078-325-1430）

ホームページ http://www.kobe-marathon.net/

●
「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。

第20回神戸ルミナリエ

日本コンベンションサービス

神戸支社

神戸ルミナリエは、1995年1月に兵庫県南部地方を襲った阪神・淡路大震災の犠牲
者への鎮魂の意を込めるとともに、神戸のまちの復興・再生への夢と希望を託して、この
年の12月に初めて開催されました。
以来、多くの皆様のご理解・ご支援に支えられ、震災の記憶を語り継ぐメモリアル行事
として開催されるとともに、毎年300万人以上の人々が訪れる神戸の冬の風物詩としても
全国に広く知られるようになりました。20回目を迎える本年は昨年に引き続き、開催趣旨
に「様々な自然災害による被災地域との絆と交流を深める」ことを加え、12月4日から15
日までの12日間にわたって開催し、神戸のまちにあたたかい光を灯します。

海外ネットワーク：MCIグループ
（30カ国57都市）、INCONパートナー（世界36カ国131都市）

※神戸ルミナリエ開催のため、募金活動を行なっています。開催期間中は会場内で一人
100円募金のご協力を呼び掛けてまいります。
また、公式ホームページからはクレジットカー
ドによるＷＥＢ募金も受け付けています。皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

会

期

2014年12月4日（木）〜 15日（月）

会

場

旧外国人居留地および東遊園地

主

催

神戸ルミナリエ組織委員会（兵庫県／神戸市／神戸商工会議所他）

ホームページ http://kobe-luminarie.jp
©Kobe Luminarie O.C.

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

（公財）中内力コンベンション振興財団

ＴＥＬ ０７８
‐
３０３
‐
００９０ ＦＡＸ ０７８
‐
３０２
‐
６４７５

ＴＥＬ ０７８
‐
３０３
‐
８１１１ ＦＡＸ ０７８
‐
３０３
‐
４８００

〒650-0046
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（公財）中内力コンベンション振興財団

CONVENTION KOBE

神戸市中央区港島中町6-9-1

〒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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N

（一財）
神戸国際観光コンベンション協会

KOBE
BE
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目 9-1

TEL.078-302-5200 FAX.078-302-6485 URL/http://kobe-cc.jp E-mail/kobe.conf-exb@kcva.or.jp

