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岡山県 倉敷市
教 育 大 臣 会 合

富山県 富山市
環 境 大 臣 会 合

新　潟　市
農 業 大 臣 会 合

北 九 州 市
エネルギー大臣会合

広　島　市
外 務 大 臣 会 合

香川県 高松市
情報通信大臣会合

神　戸　市
保 健 大 臣 会 合

仙　台　市
財 務 大 臣 会 合

長野県 軽井沢町
交 通 大 臣 会 合

茨城県 つくば市
科学技術大臣会合

三重県 志摩市
伊勢志摩サミット

来年5月に開催が予定されている主要国首脳会議（伊勢志摩サ
ミット）に関連して開かれる関係閣僚会合として、保健大臣会合
（G7神戸保健大臣会合）が平成28年9月11日（日）、12日（月）に
神戸市で開催されることが決定しました。神戸市においては、平
成20年のG8環境大臣会合に続く、2回目の関係閣僚会合の開催
となります。G7神戸保健大臣会合では、「ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ」(※1)の実現に向けた、「グローバル・ヘルス・ガバナ
ンス」(※2)及び「高齢化」などをテーマに、各国大臣が一同に集
まり、議論していくことが予定されています。

■ 保健大臣会合とは

保健大臣会合は、G7（日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ）の保健担当大臣他関係者
がサミットの開催に合わせて一堂に会し、保健分野における様々な国際的な課題について議論を行うものです。
本年6月にドイツで開催されたG7エルマウ・サミットでは、保健分野についてエボラ出血熱など国際的に懸念さ
れる健康への脅威に関して議論されているなど、保健大臣会合は今後重要な役割を担っていくと考えられます。
サミットに関連して開催される保健大臣会合は、平成18年4月27日・28日にモスクワで初めて開催された以降しば

らく開催されていませんでしたが、本年10月8日・9日にベルリンで2回目の保健大臣会合が開催される予定です。
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G7神戸保健大臣会合の開催
各国大臣が来神
保健分野における国際的な課題について議論

■ 開催都市として

保健大臣会合の開催地に神戸市が選ばれるにあたり、阪神・淡路大震災から復興を成し遂げたことや、最先端の
医療分野について盛んであり、医療産業都市として発展している神戸の取り組みが高く評価されています。
神戸医療産業都市は、神戸経済の活性化、市民福祉の向上、国
際社会への貢献を目的に、阪神・淡路大震災の復興プロジェクトと
してスタートし、現在では日本最大の医療クラスターとして発展して
きました。
サミットや関係閣僚会合が開かれる都市には、G7各国の大臣や
EU（欧州連合）に加え、国際機関や各国報道機関等多くの方が集ま
るため、世界に向けてその地域を発信する絶好の機会となります。
神戸市は、これまでにG8環境大臣会合や国連防災世界会議をはじ
め、4,500件を超える国際会議の開催を支援した実績があります。
開催都市として、会合の開催を成功に導くとともに、この機会を捉
え、神戸市の取り組みを国内外に発信するなど、神戸市の魅力を
世界にPRする取り組みを進めていきたいと考えています。

ホームページ 神戸市企画調整局政策企画部企画課保健大臣会合推進室
 （http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/2016summit/）

写真．平成20年G8環境大臣会合

図．伊勢志摩サミットに関連する関係閣僚会合
※１　ライフサイクルを通じて基礎的な保健サービスに対するアクセスをすべての人々に確保すること
※２　国際的な公衆衛生危機に対して国家、国際機関及び非国家組織が相互に連携し、危機を未然に防いだりその拡大を防止したりする

国際的なマネジメント

●サミットとは

G7サミットは、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの７カ国の首脳、及びEU（欧
州連合）の委員長が年1回集まり、経済・社会問題をはじめ、環境やエネルギー等の地球規模での課題、地
域紛争や軍縮、人権等の政治的課題など、国際的な課題について議論する会議です。（平成25年まではロシ
アを加えた8ヵ国（G8）でしたが、平成26年以降ロシアは参加停止となっています。）
サミットの開催国が議長国となり、サミット開催に向けた事前の準備会合や、首脳会合とその関係閣僚会
合の開催のための諸準備及び議事進行を行います。日本が6回目の議長国となる平成28年は三重県志摩市
で「伊勢志摩サミット」が開催されます。

●関係閣僚会合とは

関係閣僚会合は、サミット
に関連して開催される、各国
の大臣が出席する会合です。
それぞれの分野の課題につい
て一堂に会して議論を行い、
サミットの議題につなげること
や、具体的な取り組みの実現
に向け、内容をさらに深める
役割を担います。
平成28年の伊勢志摩サミッ

トでは、全国10カ所で関係閣
僚会合が開催されます。



ラグビーワールドカップは、ワールドラグビーが主催する4
年に1度開催される、オリンピック、サッカーワールドカップに
次ぐ世界三大スポーツイベントで、2019年9月から10月に開催
される第９回大会が日本で開催されます。
2019年のラグビーワールドカップ日本大会は、ラグビー伝統
国以外で初めてのワールドカップ開催であり、アジア地域に
おいても初の開催となります。また、７人制ラグビー（セブン
ズ）が2016年のリオデジャネイロ五輪で初めてオリンピックに
採用されてから最初の大会です。
この大会を、「ぜひ神戸で開催したい」と願う多くの方々の
強い思いが大きな実を結び、2015年3月2日、アイルランド・
ダブリンで開催のラグビーワールドカップリミテッドの理事会
で、神戸（「御崎公園球技場」神戸市兵庫区）を含む国内12都
市が、ラグビーワールドカップ2019の開催都市に選ばれまし
た。
　　
ぜひ神戸でラグビーワールドカップを開催したい
立候補した背景には、
●神戸市は、社会人ラグビーの名門「神戸製鋼コベルコス
ティーラーズ」を有するなど、ラグビー文化が根付いている
ため多くの集客が見込まれること。
●試合開催会場となる御崎公園球技場は、サッカーワールド
カップを開催するなど、国際規格の球技専用スタジアムで
あること。
●ラグビーワールドカップ2019組織委員会は、大会の経済効
果を全国で9.9 ～ 16.4億ポンド（1,680 ～ 2,780億円）と想
定しており、開催期間中は海外から多数の大会関係者や旅
行者等の来日が見込まれ、大きな経済効果が期待できるこ
と。
●阪神淡路大震災から20年となる2015年に開催されるイン
グランド大会において、次期大会の開催都市として、復興
を遂げた神戸のまちを世界に発信する絶好の機会となるこ
と。
●神戸市民及び兵庫県民等に世界トップレベルのプレーを間
近に「みる」機会を創出できること。
などの理由が挙げられ、開催都市立候補直後の平成26年
11月1日に御崎公園球技場で開催された「日本代表」と強豪
ニュージーランドの先住民族マオリの代表チーム「マオリ・
オールブラックス」の試合では、2万人を超える観客がスタジ
アムを埋め尽くし、会場が湧きあがりました。
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ラグビーワールドカップ2019が
神戸で開催されます

神戸全体でラグビーを盛り上げよう
開催が決定した今、市としては、ラグビーワールドカップ2019の神戸での開催を、より多くの方々に知っていただ
ける活動を展開していきたいと、PR活動を進めているところです。開催決定時より、神戸市内の各所にバナーや横断
幕を設置するなど、街中に装飾を行ってきています。まだ、知名度が高いとは言えない「ラグビー」を人々の、より身
近に、生活の中に感じていただけるような工夫が必要と考えています。神戸市民の方々はもとより、神戸を訪れる方々
にも、「今度（４年後）はラグビーを見に神戸に来よう！」と思っていただけるよう、神戸空港の玄関ロビーでは、ラグビー
ワールドカップ2019神戸開催の横断幕を掲げ、市外から訪れる人々をお迎えしています。
また、10月3日（土）には、地元の方々等のご協力のもと、ラグビーワールドカップ2015イングランド（９月18日～
10月31日）の1試合、サモア代表VS日本代表を、神戸の中心地、神戸・三宮センター街においてパブリックビューイン
グにより観戦します。試合開始が22時半と、遅い時間の開催となりますが、多くの方にご来場いただき、2019年の神
戸開催への道のりにおいて、神戸市民が一体となり、またラグビーの面白さに触れることのできるこの絶好のチャン
スを4年後の大会成功に向けたきっかけとしていきたいと思います。
　
2019年に向けて
2019年の大会期間中には、多くの観戦客、観光客等で神戸が賑わうことが期待されます。神戸市は、国際スポー

ツ大会において今日まで培った経験と知識を活かし、プレーヤーはもちろん国内外から訪れる観客（観戦者）にとって
最大限に満足いただける試合・都市環境を提供できるように準備を進めています。
神戸が一体となり、積極的に広報・プロモーション活動を実施するなど、大会成功に向け国内外における機運醸成
に向けた取り組みを引き続き行っていきたいと考えています。　
神戸全体でスクラムを組んでラグビーワールドカップ2019神戸開催を成功させ、国際スポーツ都市神戸を世界に
発信していきましょう。

御崎公園球技場外観

久元市長がRWC2019組織委員会に神戸開催をアピール

2014年11月1日マオリ・オールブラックス戦

ラグビー開催
成功させようロゴ

神戸市では、各団体と連携し、神戸開催をPRするイベントを開催しています。
平成27年6月14日（日）には、兵庫県ラグビーフットボール協会
が開催する「第43回兵庫県フェニックスラグビーフェスティバル」の
中で、「ラグビーワールドカップ2019」神戸開催決定イベントを、神
戸総合運動公園ユニバー記念競技場で開催しました。
このイベントでは、ラグビーワールドカップ2019大会アンバサ
ダーの 増保 輝則 氏、大畑 大介 氏 をお迎えし、ラグビージャーナ
リストの 村上 晃一 氏による司会のもと、ラグビーの面白さが伝わ
るトークショーを開催し、会場が賑わいました。また、ラグビーワー
ルドカップ2019組織委員会が実施する「夢プロジェクト」（2019年
の大会に向けて、ラグビーワールドカップや日本代表、また、自身
の夢などをラグビーボール型のボードに書いていただき、そのメッ
セージと共に写真を撮影してお渡しする無料のイベント）のブース

を展開し実施したところ、たくさ
んの学生さんや子供たちにご参
加いただくことができ、「ラグビー選手になりたい」とのメッセージも多く寄せ
られ、ラグビーを2019年のワールドカップ開催に留まらせることなく、次世代
につながる強い想いが感じられるイベントとなりました。
また、兵庫県警察本部の「犯罪の起きにくい社会づくり広報啓発イベント」

（平成27年6月7日実施）では、「犯罪のないまちへトライ！！」をキャッチフレー
ズにポスターがお披露目され、神戸のまちの安全とコラボレーションしたPR
活動が実現しました。

試合開催会場

札幌ドーム

釜石市鵜住居復興スタジアム（仮称）

熊谷ラグビー場

未定

横浜国際総合競技場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム

豊田スタジアム

花園ラグビー場

御崎公園球技場

東平尾公園博多の森球技場

熊本県民総合運動公園陸上競技場

大分スポーツ公園総合競技場

開催都市

札幌市

岩手県・釜石市※

埼玉県・熊谷市※

東京都

神奈川県・横浜市※

静岡県

愛知県・豊田市※

大阪府・東大阪市※

神戸市

福岡市

熊本県・熊本市※

大分県

開催都市一覧

※は連名での立候補。

ラグビーフェスティバル

犯罪の起きにくい社会づくり
広報啓発イベント



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

・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

●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

●リーズナブルな価格も魅力

access
メインホール ■ 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

観光庁が定める〝グローバルMICE都市"である神戸は、産学官連携により21世紀の成長産業である医療関連産業
の集積を図る〝医療産業都市"として、特に医学系の国際会議を中心に、誘致に取り組んできました。
東京オリンピック・パラリンピックの開催前年となる2019年に、パラリンピックにも関連の深い医療分野の大型会
議が連続して開催されることで、海外に「医療先進都市・神戸」、「医療先進国・日本」のイメージを強く印象づけると
ともに、国内でのパラリンピックへの関心を高める効果も期待されます。
今後も、大型国際会議の誘致を継続して行っていきます。
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2019年 オリンピック・パラリンピック前年、２つの大型国際会議が神戸に！

平成27年（2015年）8月、日本政府観光局（JNTO）は、コンベンション推進機関から推薦された候補者から8名の方々
を、「MICE誘致アンバサダー」として認定しました。
その1人として、神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科部長　坂井　信幸先生が選ばれました。今後、
観光庁とJNTOとともに、坂井先生の国際会議の誘致活動に対して支援を行い、日本・神戸に誘致していきます。

MICE誘致アンバサダーに 神戸市民病院 坂井先生がご決定！

国際リハビリテーション医学会
（ISPRM） 2019

国際義肢装具協会世界大会
（ISPO） 2019

平成31（2019）年6月9日（日）から13日（木）

１．開催日時

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・
 神戸ポートピアホテル）

２．開催場所

参加予定人数　7,000人
 　  （海外：3,000人　国内4,000人）
予定参加国数　26カ国

３．規　　模

日本リハビリテーション医学会

４．主　　催

５．誘致の経緯

日本開催に向けて、観光庁との連携のもと、厚生
労働大臣、JNTO理事長、神戸市長名の招請状を
発出し、2015年1月に、JNTO、日本リハビリテー
ション学会、神戸国際観光コンベンション協会が協
力し、国際本部事務局による国内候補地視察を実施。
視察者に対し、オールジャパン体制で、神戸開催の
熱意を訴え、視察後も事務局に対して情報提供を行っ
てきました。
2015年6月にベルリンで開催された総会におい

て、各候補者による最終プレゼンテーションが行わ
れ、その後の理事による投票の結果、オーストラリア
（シドニー）及びインド（ニューデリー）を大きく引き離
し、圧倒的な支持を得て日本（神戸）開催が決定しま
した。

平成31（2019）年10月7日（月）から10日（木）

１．開催日時

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）

２．開催場所

参加予定人数　5,000人
 　  （海外：3,000人　国内2,000人）
予定参加国数　70カ国

３．規　　模

国際義肢装具協会　日本支部

４．主　　催

５．誘致の経緯

観光庁・日本政府観光局（JNTO）が任命するMI 
CE誘致アンバサダーである兵庫県立リハビリテー
ション中央病院、ロボットリハビリテーションセンター
長、県立福祉のまちづくり研究所長、陳隆明　先生
が熱心な誘致活動を展開されてきました。
今回の30年ぶりのISPO日本開催に向けて、観光
庁・JNTOとの連携のもと、内閣総理大臣、副総理・
財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交
通大臣、観光庁長官、JNTO理事長名の招請状を
発出しました。それに併せて、神戸市と兵庫県も市長・
知事名の招請状の発出や、その他全面誘致支援を
行いました。

MICE誘致アンバサダーとは
関連分野の学会・協会に対して国内外で強い影響力を有し、当該
分野の代表的存在かつ国際的なネットワークを有する方々。JNTOに
より認定され、日本の国際会議開催件数の増加や日本国内における
国際会議開催の意義に対する理解度の向上、並びに海外における日
本のプレゼンス向上を目的として、日本の広報活動や国際会議の誘致
活動を行う。
昨年度（平成26年度）は、兵庫県立リハビリテーション中央病院、ロボットリハビリテーションセンター長、県立福祉のまちづ

くり研究所長　陳　隆明　先生が選出され、観光庁・JNTOからの支援のもと、ISPO 2019の日本・神戸開催が決定した。

MICE誘致アンバサダー

坂井 信幸 先生

これまでに7,000例以上の脳血管内治療を手がけ、その
スピード・正確性・安定性は日本でもトップレベルと称され
て い る。 2016年 のInternational Intracranial Stent 
Meeting（参加者：300名 開催地：神戸）の誘致に成功。

毎年50カ国以上の国々から500名
以上の医師、関係者が参加される
脳神経血管内治療領域で世界で
最大規模のライブ教育学会。
会期中には、全世界を中継で結んで
のライブデモンストレーションが行
われ、最新の治療と臨床研究  の進歩が発表される。本国際会議
の日本開催は、同領域における国内の若手医師の治療技術、研
究の促進をはかり、全世界に日本の先進性をアピールする絶好
の機会となる。

神戸市立医療センター
中央市民病院 脳神経外科部長、
脳卒中センター長

誘 致
案 件

WORLD LIVE NEUROVASCULAR
CONFERENCE（WLNC）
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9日（金）～10日（土）

11日（日）～13日（火）

16日（金）～18日（日）

17日（土）～20日（火）

21日（水）～22日（木）

22日（木）～24日（土）

26日（月）～28日（水）

29日（木）～31日（土）

31日（土）～11月1日（日）

7日（土）～8日（日）

7日（土）～8日（日）

8日（日）

9日（月）～13日（金）

10日（火）～11日（水）

11日（水）～13日（金）

18日（水）～20日（金）

21日（土）～22日（日）

きょうされん第38回全国大会inひょうご

第68回日本胸部外科学会定期学術集会

第152回2016春日本グランドシューズコレクション

第43回日本臨床免疫学会総会

日本地震学会2015年度秋季大会

第66回日本皮膚科学会中部支部学術大会

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会

トレジャーフェスタin神戸7

ISO/TC21神戸会議

第17回商工会青年部全国大会（兵庫大会）

第30回日本臨床リウマチ学会
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1,000

2,500

1,000

1,000

1,300

21,000

1,500

3,500

1,200
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○

●

○

◎
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○
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○
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○
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〇

●

●

〇

実行委員長　澤村 誠志

日本ケミカルシューズ工業組合

公益社団法人日本地震学会

Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）

会長　北村 喜文（東北大学 電気通信研究所） 

会長　吉矢 晋一（兵庫医科大学整形外科）

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

全国商工会青年部連合会

会長　村井 康二（神戸大学大学院海事科学研究科）

公益社団法人 日本理学療法士協会 近畿ブロック

会長　小川 啓恭（兵庫医科大学血液内科学）

株式会社さんぽう

公益財団法人日本習字教育財団

日本ケミカルシューズ工業組合

兵庫「咲いテク」事業推進委員会

サンケイスポーツ、産経新聞社

廣川 満良　（医療法人神甲会 隈病院）

JAバンク兵庫／兵庫信連

文部科学省

2015年11月
2日（月）～5日（木）

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

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

分類

2015.10-2016.3  KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR
会　期 名　称 会　場 参加者数（人）

（内外国人） 会長・主催者または事務局

○国内　●国際　◎その他イベント

Event Calendar

会長　宗圓 聰
（近畿大学医学部奈良病院整形外科・リウマチ科）

第50回日本アルコール・薬物医学会 会長 西口 修平
第37回日本アルコール関連問題学会 会長 堀井 茂男
第27回日本依存神経精神科学会 会長 曽良 一郎

会長　大北 裕　
（神戸大学大学院医学研究科心臓血管外科学 教授）

会長　佐野 統
（兵庫医科大学内科学講座リウマチ・膠原病科）

第41回日本体外循環技術医学会大会 会長
加納 寛也（神戸大学医学部附属病院）
President of FAPS
南 茂（東京女子医科大学病院）

会長　錦織 千佳子
（神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野）

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）

ISO/TC21協議会（Secretariat of Japanese 
Committee for ISO/TC21）

会長　新野 宏
（東京大学大気海洋研究所 海洋大気力学分野 教授）

神戸国際会議場
神戸国際展示場他

神戸国際会議場
神戸国際展示場

2015年10月
1日（木）～3日（土）

神戸国際会議場
神戸国際展示場

リハビリテーション・ケア合同研究大会 
神戸2015

大会長　大村 武久
（医療法人社団 甲友会理事長）

神戸国際会議場
神戸国際展示場

神戸国際会議場
神戸商工会議所

神戸国際展示場
神戸国際ホール

神戸国際会議場
神戸大学

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸ポートピアホテル
神戸国際展示場

平成27年度アルコール・薬物依存関連学会
合同学術総会

第41回日本体外循環技術医学会大会
（41JaSECT）
2nd Meeting of Federation of 
Asian Perfusion Societies（2nd FAPS）

アジアにおけるコンピュータグラフィックスと
インタラクティブ技術に関する国際会議
（SIGGRAPH Asia 2015）

Complex Cardiovascular Therapeutics
（CCT）2015

The international conference on the 
Atmospheric Sciences and Applications 
to Air Quality（ASAAQ）

技能グランプリ＆フェスタ2015
“きて みて ふれて みんなで楽しむものづくり”

ICETET-15
（7th International Conference on 
Emerging Trends in Engineering & 
Technology）

21日（土）～22日（日）

28日（土）

10日（木）～12日（土）

14日（月）

10日（日）

20日（水）～21日（木）

21日（木）～22日（金）

23日（土）～24日（日）

31日（日）

7日（日）

11日（木・祝）～14日（日）

13日（土）

20日（土）

27日（土）～28日（日）

第55回近畿理学療法学術大会

日本内科学会第210回近畿地方会

第20回日本生殖内分泌学会学術集会

第16回日本習字全国席書大会

第9回災害対策セミナー　in神戸

第37回日本病院薬剤師会近畿学術大会

第8回サイエンスフェアin兵庫

第43回日本集中治療医学会学術集会

第10回神戸甲状腺診断セミナー

第３回慢性期リハビリテーション学会

第5回サイエンス・インカレ
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10,000
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○
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○

2015年12月
1日（火）～4日（金）

2016年1月
9日（土）

2016年2月
5日（金）～6日（土）

2016年3月
5日（土）～6日（日）

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

神戸国際会議場

神戸国際会議場

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） 分類会長・主催者または事務局

第38回日本分子生物学会年会
年会長　影山 龍一郎 （京都大学 ウイルス研究所）
第88回日本生化学会大会
会頭　遠藤 斗志也 （京都産業大学 総合生命科学部）

会長　藤澤 正人　
（神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野）

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

大会会長　橋田 亨
（一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 会長）

学術集会長　中尾 秀人
（兵庫県立こども病院 周産期医療センター）

会長　西村 匡司
（徳島大学大学院救急集中治療医学 教授）

学会長　木戸 保秀
（松山リハビリテーション病院 院長、
慢性期リハビリテーション協会 副会長）

第23回日本血管生物医学会学術集会
会長　室原 豊明 （名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授）
第19回日本心血管内分泌代謝学会学術総会
会長　北村 和雄（宮崎大学医学部 内科学講座循環体液制御学分野 教授）
第32回国際心臓研究学会日本部会
会長　齊藤 能彦（奈良県立医科大学 第1内科学教室 教授）
第37回心筋生検研究会
会長　筒井 裕之（北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学 教授）

神戸国際会議場
神戸国際展示場他

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

2016 ユニセフカップ 
神戸バレンタイン・ラブラン

平成27年度　JAバンク兵庫小学生の
環境チャレンジ発表大会

日本周産期・新生児医学会　
第34回周産期学シンポジウム

BMB2015（第38回日本分子生物学会年会・
第88回日本生化学会大会 合同大会）

CVMW
（Cardiovascular and Metaboric Week）
2015 -心血管代謝週間-

進路発見広場　
進路フェスタ2015　神戸会場

2016夏　日本グランドシューズコレクション＆
全国サンダルフェア2016
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Conference & Exhibition

リハビリテーション・ケア合同研究大会　神戸2015

2015年10月～2016年3月　神戸開催の国内、国際会議・展示イベント 平成27年度アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会

平成27年度アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会(第50回日本アルコール・薬物医学会、
第37回日本アルコール関連問題学会、第27回日本依存神経精神科学会)を神戸にて開催いたします。
日本アルコール・薬物医学会は第50回の記念大会であり、一昨年にはアルコール健康障害対策基本
法が成立したことから、テーマを「温故知新：アルコール・薬物研究　50年の歩みと未来への展望」と
させて頂きました。本学会では、温故知新をテーマに、3学会が合同してアルコール・薬物依存研究の
全般を網羅する数多くの企画を用意させていただきました。
基礎医学、臨床医学、心理学、精神保健、リハビリテーション、地域や自助グループの支援者など
多くの領域の専門家が一堂に会して、活発な討議を行っていただきたいと思います。
神戸で開催される50周年記念合同学術総会に、是非ご参加を賜りたいと存じます。

会　期／ 2015年10月11日（日）～13日（火）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 第50回日本アルコール・薬物医学会 会長　西口 修平
 第37回日本アルコール関連問題学会 会長　堀井 茂男
 第27回日本依存神経精神科学会 会長　曽良 一郎

ホームページ　http://www.convention-w.jp/j-andac2015/

この度、平成27年10月1日（木）から3日（土）までの3日間、リハビリテーション・ケア合同研究大
会神戸を、神戸国際会議場・神戸国際展示場2号館で開催させていただきます。この合同研究大会
は、医師、看護師、リハビリテーション・ケア職種、社会福祉士、管理栄養士、ケアマネジャーなど、
多職種が参加する全国規模の大会です。北海道から沖縄までの人々が、ここ神戸で色々な職種の
人と出会い、コミュニケーションをとっていただく事がこの大会の大きな趣旨のひとつでもあります。
今回の研究大会のテーマを「ふたたび自分らしくいきいきと暮らせるように -2025年に向けてそれぞ

れの立場から一緒に考えよう-」とさせていただきました。
『９００』を超える一般演題が集まっており、多数の方々のお越しを心よりお待ち致しております。

会　期／ ２０１５年１０月1日（木）～3日（土）
会　場／ 神戸国際会議場 全館・神戸国際展示場 ２号館 全館
会　長／ 大村 武久（医療法人社団 甲友会理事長）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/rc2015/

第41回日本体外循環技術医学会大会を10月17日（土）、18日（日）の2日間、神戸国際会議場・神戸国際展示
場で開催します。当大会は兵庫県での開催は初めての試みとなります。そして、2nd FAPS （Federation of Asian 
Perfusion Societies）との合同開催です。また、企業展示におきましては、隣接する神戸ポートピアホテル及び神戸
国際展示場にて開催されます第68回日本胸部外科学会定期学術集会とも同時期開催となります。
今回の当大会テーマは“融合”-One for all, All for one-です。日本の体外循環技術は、世界トップレベルです。
本大会では、知識・技術の更なる向上を求めて若手技士から指導者、研究者など幅広い層でディスカッションの場を
設け、世代や専門分野などの壁を払拭し、参加者の方々に“融合”していただき満足して頂ける大会を準備しています。
2015年は阪神淡路大震災から20年の節目を迎えました。復興の姿、未だに復興できていない姿など様々です。災害
は忘れた時におとずれ被害をもたらします。経験者である我 も々様々な経験を風化させることなく教訓とし少しでも震災
の備えになるよう、全国各地から同士を募り“大会特別企画”として震災体験を予定しています。

第41回日本体外循環技術医学会大会 （41JaSECT）

会　期／ 2015年10月17日（土）～18日（日）
会　場／ 神戸国際会議場・神戸国際展示場
会　長／ 加納 寛也（神戸大学医学部附属病院）
主　催／ 日本体外循環技術医学会（JaSECT）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/41jasect/registration.html

きょうされんは、1977年に、障がいのある人が働く場である共同作業所16か所が集まって結成した
のが始まりです。今では、働く場だけでなくグループホームや相談支援センターなど多様な事業所をふ
くめて約2000か所が加盟しています。障害のある人たちの暮らしを豊かにする上で、個々の力だけで
は変えることができないことがあります。きょうされんは、そうした願いや困りごとを社会に発信することで、
関連する法律や制度の制定や改正につなげて、障がいのある人のゆたかな暮らしを実現することを目
的としています。
今年は兵庫で全国大会を開催することとなりました。大会テーマは「とどけたい20年のありがとうわ

すれない震災を　つたえよう私たちの今を　未来につなぐ権利条約と平和」です。ぜひ多くの方にご
参加いただき、私たちのエネルギーを感じていただければと思います。よろしくお願いします。

きょうされん第38回全国大会inひょうご

会　期／ 2015年10月9日（金）～10日（土）
会　場／ 神戸国際展示場2号館・神戸国際会議場 他
実行委員長／澤村 誠志

ホームページ　http://www.kyosaren.com/

合同
開催

2nd Meeting of Federation of Asian Perfusion Societies
会　期／2015年10月16日（金）～18日（日）
会　長／南 茂（東京女子医科大学病院）
主　催／ Federation of Asian Perfusion Societies（FAPS）



〒650-0046　神戸市中央区港島中町7-5-1 
TEL：078-303-0100㈹
FAX：078-303-0211
URL  htttp://www.pearlcity.co.jp/kobe/
E-mail  kobe@pearlcity.co.jp

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43回日本臨床免疫学会総会

第43回日本臨床免疫学会を神戸市のポートアイランドで開催致します。
本学会の使命はHuman Immunologyの理解とそれに基づく診断・予防・治療法の開発、さらに基礎や臨床各診療科を超えて討論する場の提
供であります。近年、高度に進化した基礎免疫学の成果をヒトの疾患に応用することにより、病因・病態解明、新規治療法の開発により、多くの
免疫疾患を克服できるようになりました。また、逆に臨床の知見から基礎研究が発展することも多 ご々ざいます。そこで、今回のテーマは、「臨床免
疫のイノベーション～基礎・臨床・分野を超えて～」と致しました。
今回、特別講演は兵庫医科大学学長 中西憲司先生にお願いしております。IL-18研究で世界をリードされている研究者です。また、一般演題（ポ

スター発表）が145題と過去最高です。シンポジウム3セッション、ワークショップ4セッション、学会特別企画、専門スタデイ3セッション、ビギナーズ
セミナー6セッション、Rising Star Workshop、モーニングセミナー、ランチョンセミナー3セッション、ランチタイム特別企画を2企画、スイーツセミナー
4セッションなどすべて最高の演者、座長の先生にお願い致しました。
充実した内容の学術集会にし、御出席の先生が全員満足して頂けるように全力で準備しております。多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2015年10月22日（木）～24日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 佐野 統（兵庫医科大学内科学講座 リウマチ・膠原病科）
主　催／ 日本臨床免疫学会

ホームページ　http://www.aeplan.co.jp/jsci2015/

日本地震学会は1880年（明治13年）に創設された世界最初の地震学会で、発足当時の会員数
は117名（うち日本人37名）でした。現在の会員数は約2,000名となり、毎年秋に開催される秋季大
会は、地震学およびその応用について研究発表、意見交換の場として学問の発展に寄与しています。 
今年は1995年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）から20年の節目の年であることから、秋
季大会を神戸の地で開催することにしました。阪神・淡路大震災は我が国の地震研究や防災対策に
多くの課題を提起し、その後の地震研究の方向性に大きな影響を与えました。
本大会では、地震学・地震災害・地震教育などに関して活発な議論がなされると期待します。
25日（日）には、「兵庫県民会館パルテホール」にて一般向け講演会も開催されます。皆様のご来
場をお待ちしております。

日本地震学会2015年度秋季大会

会　期／ 2015年10月26日（月）～28日（水）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 公益社団法人日本地震学会

ホームページ　http://www.zisin.or.jp

第68回日本胸部外科学会定期学術集会

このたび第68回日本胸部外科学会定期学術集会を開催させていただくこととなりました。
私はじめ、神戸大学外科学講座にとりましては、大変光栄なことであり厚く御礼申し上げます。 
会期は2015年（平成27年）10月17日から20日の4日間、会場は 神戸ポートピアホテル、
神戸国際展示場を使用します。
テーマは“あれから20年… ”とし、阪神淡路大震災からの来し方を眺め、東北大震災に共
鳴し、日本胸部外科学会の行く末を考えたいと思います。
心臓、肺、食道の３領域の外科を統合した学会として、日本胸部外科学会は我国の胸部
外科の発展に大きく寄与してきましたが、社会・経済状況、医療情勢の大きな変革の中で、
現在、そのアイデンティティが問われています。かかる状況において、約8,000人の会員が一堂に会する学術集会
で、会員同士が3領域の連帯を深め、有益な討論を交わすことによって、医療の質をさらに向上させること、また次
世代の優秀な胸部外科医を育成することが、極めて重要と考えています。

会　期／ 2015年10月17日（土）～20日（火）
会　場／ 神戸ポートピアホテル・神戸国際展示場
会　長／ 大北 裕（神戸大学大学院医学研究科心臓血管外科学 教授）

ホームページ　http://www.congre.co.jp/jats68/

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１５２
回目を迎えることとなり、今や西日本最大級の靴の展示会として、なくてはならないイベン
トに成長してきました。
今回も地元の靴メーカーはもちろん、全国各地のメーカーやアパレル企業も含めた全国
規模の展示会となっており、こちらも全国各地から多くのバイヤーが商談に訪れる予定と
なっています。
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。

第１５２回２０１６ 春 日本グランドシューズコレクション

会　期／ 2015年10月21日（水）～22日（木）
会　場／ 神戸国際展示場２号館
主　催／ 日本ケミカルシューズ工業組合

ホームページ　http://www.csia.or.jp
（お問い合わせ）

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
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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4,700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。

会　期／ 2015年10月29日（木）～31日（土）
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）

ホームページ　http://www.cct.gr.jp/

Complex Cardiovascular Therapeutics （CCT） 2015

6 年ぶりに日本で開催されるSIGGRAPH Asia を神戸で開催します。
これは、コンピュータグラフィックスやインタラクティブ技術といったコンテンツ関連技術を中心とする最新の研究
成果や、それらの応用に貢献する国際的な学術会議・展示会です。厳しい査読を経て採択された論文の口頭発
表だけではなく、最新技術をわかりやすく紹介するデモンストレーション、これらを活かした完成度の高いメディア・
アート作品、創意工夫が凝らされたアニメーションやビジュアルエフェクト（VFX）をショーケースするプログラム、企
業からの製品やサービスの展示会など、大学・企業の研究者、学生、専門学校生、アーティスト、クリエーター
などが集結する一大イベントです。最新技術や作品を日本から世界に向けて発信する場にしたいと思っています。

会　期／ 2015年11月2日（月）～5日（木）
会　場／ 神戸国際会議場・神戸国際展示場
会　長／ 北村 喜文（東北大学 電気通信研究所）
主　催／ ACM SIGGRAPH

ホームページ　http://sa2015.siggraph.org/

アジアにおけるコンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術に関する国際会議（SIGGRAPH Asia 2015）

このたび、神戸の地で第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会を開催させていただくことになりました。本学会は、
スポーツ医学に関わる内科、整形外科、脳神経外科、眼科、小児科、産婦人科、リハビリテーション科、歯科などの
各領域、そしてトレーニング、栄養、心理など、広い範囲にわたる会員で構成されています。
今年の学術集会では「スポーツとスポーツ医学－過去から未来へ－」というテーマのもと、講演、シンポジウム、一般
発表、また2日目の8日（午後2－4時）には神戸市教育委員会との共催で、毎年この時期に開催される「神戸マラソン
シンポジウム」を市民公開講座として行います。
スポーツ医学に関わる多くの皆様のご参加をお待ちしています。

会　期／ 2015年11月7日（土）～8日（日）
会　場／ 神戸国際会議場・神戸商工会議所
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/26rinspo/

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会

「技能グランプリ＆フェスタ２０１５」 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 な々職人の技が一堂に会するイベントです。
「きて、見て、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。

○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、即売ブース、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）
○併設イベント　ものづくり体験コーナー（兵庫県職業能力開発協会）
ひょうご特産品フェアー（兵庫県中小企業団体中央会）

会　期／ ２０１５年１１月７日（土）１０：００～１６：３０、８日（日）１０：００～１６：００ 
会　場／ 神戸国際展示場 ３号館
主　催／ 技能グランプリ＆フェスタ　実行委員会

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

技能グランプリ＆フェスタ２０１５ “きて みて ふれて みんなで楽しむものづくり”

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7回目となりました。
当日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い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。
ホビーファンが集い、一体となっ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、お時間の許す限りお楽しみ下さい！！

会　期／ 2015年11月8日（日）
会　場／ 神戸国際展示場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）

ホームページ　http://www.treasure-festa.com/pages/event_kobe7/index.html

トレジャーフェスタ in 神戸 7

ISO（国際標準化機構）TC21（消防器具技術委員会）は神戸国際会議場で国際規格（ISO）策定の国
際会議を開催します。
ISO/TC21国際会議は1973年に英国ロンドンで第１回の会議が開催されて以来、2年に1回各国の持ち
回りで会議が開催されており、本年は日本が国際会議のホスト国で、神戸国際会議場で開催されます。
TC21では携帯消火器、火災感知及び警報システム、水を使用する固定消火設備、泡と粉末消火剤及び
泡と粉末消火剤を使用する消火設備、ガス消火剤及びガスを使用する固定消火設備、排煙設備等の国際
規格を各国代表のエキスパートが議論をし、策定します。魅力あふれる神戸の地にて、熱心かつ活発な議論
になるものと確信しています。

会　期／ 2015年11月9日（月）～13日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ ISO/TC21協議会（Secretariat of Japanese Committee for ISO/TC21）

ISO/TC21神戸会議

（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　０７８-３７１-２１０１　ＦＡＸ　０７８-３７１-２０９５

入場無料



〒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）

（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

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）
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ICETET-15（7th International Conference on Emerging Trends in Engineering & Technology）

ICETET-15を神戸で開催することとなりました。
本国際会議は、インド G. H. Raisoni College of Engineering, GHR Labs & Research Centerのメンバー

が中心となり、2008年に知識ベースを中心とした工学システム分野における最先端の進捗と、今後の方向性を議
論するために、工学、技術、科学に関する幅広い分野をカバーする国内外の研究者同士の交流を目的として発足
しました。
今回、日本での開催は2回目（2012年、姫路にて開催）となり、本会では、畑豊教授（兵庫県立大学）、大須
賀美恵子教授（大阪工業大学）、U. B. Desai教授（IIT, Hyderabad）、小橋昌司教授（兵庫県立大学）、
Tomasz M. Rutkowski教授（筑波大学）など、各専門分野を代表する研究者が基調講演をする予定です。
多くの方々の参加をお待ちしております。

会　期／ 2015年11月18日（水）～20日（金）
会　場／ 神戸国際会議場（18～19日）・神戸大学（20日）
会　長／ 村井 康二（神戸大学大学院 海事科学研究科）

ホームページ　http://icetet.org/

本学会は臨床に重点をおいた学会として発展してまいりましたが、特に関節リウマチ治療薬の進歩
もあって多くの演題が関節リウマチ治療薬に関連したものとなってきました。
一方で若い先生方の参加も増加しておりますので、今回のテーマは「リウマチ性疾患の診療スキル

アップを目指して」とさせて頂きました。関節リウマチのみならずリウマチ性疾患全般に関する若手の
診療技術向上に役立つような企画を盛り込みながら、医師以外のメディカルスタッフの方々のスキル
アップも図れればと考えております。
実際、看護師、薬剤師などのメディカルスタッフの方から多くの演題を頂戴し、医師からも関節リウ

マチの薬物治療以外のバラエティに富む演題が集まっております。
土日の二日間神戸で開催させて頂きますが、翌日23日月曜日は祝日となっておりますので、是非観
光もかねて神戸に足を運んで頂ければと存じます。
多くの方のご参加をお待ち申し上げております。 

第30回日本臨床リウマチ学会

会　期／ 2015年11月21日（土）～22日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 宗圓 聰（近畿大学 医学部 奈良病院 整形外科・リウマチ科）

ホームページ　http://www2.convention.co.jp/jcra30

第17回商工会青年部全国大会（兵庫大会）

今年度の大会は兵庫県がホストとなり、阪神・淡路大震災から２０年、節目の
年に神戸で開催いたします。
商工会青年部は、商工会活動の一翼を担い、地域商工業の振興発展と地
域福祉の増進を目指し、各種の活動を展開しています。
本大会は全国の商工会青年部の代表が一堂に会し、青年部活動や青年部

員としての活動を発表し、相互に研鑚することにより、青年部への帰属意識を
高め、地域のリーダーとしての意識の高揚をはじめ、若手経営者・後継者として
の資質の向上を図り、今後の青年部活動の活性化・地域活性化に資すること
を目的に実施しています。
また、兵庫県内各地域の特色を生かした特産品やご当地グルメを一堂に集め
た「兵庫ご当地グルメ展・物産展」を開催いたします。

会　期／ 2015年11月10日（火）～11日（水）
会　場／ １日目：神戸国際展示場／2日目：神戸国際ホール
主　催／ 全国商工会青年部連合会

ホームページ　http://21impulse.jp/

International Conference on the Atmospheric Sciences and Application to Air Quality
（「大気科学と大気質への応用」に関する国際会議、略してASAAQ）は、1985年に第1回会議を
ソウルで開催後、東京、上海、ソウル、シアトル、北京、台北、つくば、サンフランシスコ、香港、済南、
ソウルを経て、第13回会議を神戸市で開催するものです。
過去数十年間にわたり、環太平洋地域、特にアジア地域における急速な工業化および都市化に
伴い、都市域を中心に大気汚染が激化してきました。
本会議は、PM2.5などの大気汚染や越境汚染、さらには地球温暖化などの地球環境問題などに
関する国際的な情報交換や共同研究を促進すると共に、各国の大気汚染対策とよりよい大気環境
の創出を学術的な立場から支援することを目的としており、アジア地域で、大気科学とその環境問題
への応用の発展分野で活躍する研究者が一同に集まります。
多くの皆様の参加をお待ちしています。

The international conference on the Atmospheric Sciences and Application to Air Quality （ASAAQ）

会　期／ 2015年11月11日（水）～13日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 新野 宏（東京大学大気海洋研究所 海洋大気力学分野 教授）

ホームページ　http://www.metsoc.jp/asaaq13/ 
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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

第８回サイエンスフェアin兵庫

「サイエンスフェアin兵庫」は、県内の高等学校・高等専門学校の他、大学・企業・研究機
関から科学技術に関心を持つ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。様々
な出会いから、参加者は多くのことを学び、また感動し、大盛況でした。
内容は、ポスター発表を中心に、大学・企業・研究機関によるブース展示に加えて、口頭
発表も行われます。また、SSH卒業生など理系大学院生によるカフェがあり、ざっくばらんな
話が聞かれることでしょう。入場無料、事前申込も不要です。中高生・保護者、学校関係
者はもちろん、科学技術に関心のある方のご来場をお待ちしております。
出展申込等、詳しくは事務局WEBページをご覧願います。

会　期／ ２０１６年１月３１日（日）
会　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）
参加者数／ 約1500人（昨年度のポスター発表は高校98、
 ブース展示は大学･企業･研究機関60。）

WEBページ（事務局）　http://www.hyogo-c.ed.jp/～kobe-hs/

第34回　周産期学シンポジウムの開催にあたって

来る2016年2月5日（金）、6日（土）に、神戸国際会議場において第34回周産期学シンポジウムを開催さ
せていただきます。新しい兵庫県立こども病院総合周産期医療センターの開院せまるポートアイランドの地で、
本シンポジウムを開催できることを誠に光栄に存じます。
本シンポジウムは、日本の周産期医療に携わる関係者が一堂に会し、現在、日本の周産期医療が直面し

ている課題を共有し、その解決の方向を探るホットな議論を交わすべく企図されています。今回は、“母児の
予後から見た娩出のタイミングと方法”がメインテーマです。この領域に熱心に取り組んでおられる、新進気鋭
の11人の演者による講演を中心に、活発な意見効果が行われ、ご来場の方々に本シンポジウムに参加して
よかったと思っていただけるように、関係者一同で鋭意準備を進めております。ご来場をお待ちしております。

兵庫県立こども病院　　中尾　秀人

日本周産期・新生児医学会 第34回周産期学シンポジウム

会　期／ 2016年2月5日（金）～6日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 中尾 秀人（兵庫県立こども病院周産期医療センター）

ホームページ　http://www.jspnm.com/topics/oshirase.aspx

生命科学を代表する二つの大きな学会（日本分子生物学会、日本生化学会）による合同大会
BMB2015を5年ぶりに開催いたします。本大会は医学、薬学、理学など、多岐に亘る分野の若手
研究者から世界的に著名な研究者にいたるまで、およそ10,000名の研究者が一堂に会し、国内外か
らお招きした講演者によるプレナリーレクチャーや大会企画シンポジウム、公募ワークショップなどの他
に、4,000題を超えるポスター発表を行います。また、特別企画として日本の科学を考える「ガチ議論」
や大会最終日の夕方には市民公開講座を開催いたします。サイエンスワンダーランドのBMB2015、ど
うぞ奮ってご参加ください。

会　期／ 2015年12月1日（火）～4日（金）
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・神戸商工会議所
会　長／ 日本分子生物学会年会 影山 龍一郎（京都大学 ウイルス研究所）、
 日本生化学会大会 遠藤 斗志也（京都産業大学 総合生命科学部）

ホームページ　http://www.aeplan.co.jp/bmb2015/

BMB2015（第３８回日本分子生物学会年会・第８８回日本生化学会大会 合同大会）

過去約四半世紀に循環器系の研究は著しい進歩を遂げましたが、一時のエポックメイキングな比較的特化した研究テーマからボーダレスかつ成熟した研究テーマにその主流が移行している現在、
関連学会が同時同一会場で開催されることのメリットを鑑み、第23回日本血管生物医学会学術集会、第19回日本心血管内分泌代謝学会学術総会、第32回国際心臓研究学会日本部会、第37
回心筋生検研究会の2015年度年次集会 の4学会大会長は、当該年度学術集会を、心血管代謝週間（CVMW）と称し12月10日～12日の3日間、神戸国際会議場で共同開催することを決定い
たしました。4学会を同時同一会場で共同開催することで、４学会の独自性も十分担保しつつ、より充実した重複のないプログラムを構成することができたと思っております。このような合同開催により、
より多数の研究者が効率的に最新の関連科学情報を収集することも可能になると信じております。新しい学会開催の一つの形としての取り組みです。是非、皆さまのご参加を心よりお待ちいたします。

会　期／ 2015年12月10日（木）～12日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 第23回日本血管生物医学会学術集会 室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授）
 第19回日本心血管内分泌代謝学会学術総会 北村 和雄（宮崎大学医学部 内科学講座循環体液制御学分野 教授）
 第32回国際心臓研究学会日本部会（ISHR2015） 齊藤 能彦（奈良県立医科大学 第１内科学教室 教授）
 第37回心筋生検研究会 筒井 裕之（北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学 教授）

ホームページ　http://www.c-linkage.co.jp/cvmw2015/index.html

CVMW（Cardiovascular and Metaboric Week） 2015 －心血管代謝週間－

第20回日本生殖内分泌学会学術集会を神戸国際会議場で開催することとなりました。
本学術集会は、産婦人科、泌尿器科、内科、小児科をはじめとする生殖内分泌に関わる臨床家と基
礎研究者が一堂に会して情報交換する大変学術的な集会となっております。近年の生殖医学の進歩は目
覚ましいものがありますが、このような生殖医学の発展には基礎研究者と臨床家の横断的な交流が不可
欠であると思われます。
本学術集会は生殖医学の基礎的な研究のみならず、社会的・倫理的な問題点等を広く討議し、生殖
医療の発展に積極的に関与する内容を予定しております。

会　期／ 2016年1月9日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 藤澤 正人（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野）

ホームページ　http://www.seishoku.org/shuukai.htm

第20回日本生殖内分泌学会学術集会

影山 龍一郎 遠藤 斗志也
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重症患者の治療に集中治療医学は必要不可欠です。専門医が患者予後を改善することが証明されているのが
集中治療医（intensivist）だけです。Intensivistは決して医師を意味するものではありません。集中治療室で働く
多職種のエキスパートを意味します。わが国のintensivistの能力は非常に高いものです。Intensivistは365日、
24時間、重症患者とともに手強い疾患と闘っています。その日々の格闘の素晴らし結果を発表していただき、より
良い医療を目指す一助になる学会を開催します。学会のテーマはずばり「Be an intensivist」です。
来る2016年2月11日（木・祝）～14日（日）、神戸国際展示場、神戸ポートピアホテルにおきまして、｢第43回

日本集中治療医学会学術集会｣を開催させていただきます。多くの皆様の参加をお待ちしています。

会　期／ 2016年2月11日（木・祝）～14日（日）
会　場／ 神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル
会　長／ 西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学 教授）
主　催／ 日本集中治療医学会 会　期／ 2015年12月4日（金）～13日（日）

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://square.umin.ac.jp/jsicm2016/

第43回日本集中治療医学会学術集会

第３回慢性期リハビリテーション学会を神戸国際会議場にて開催いたします。
本学会は、「地域に活きる～徹底的な予防リハビリテーションに取り組む」を学会テーマとし、急性期から回
復期までの与えられるリハビリではない、介護予防や生活習慣病予防などの予防リハビリ、社会参加を推進し
ていくための生活リハビリといった継続的なリハビリの視点に立ち、患者様が自ら求めるリハビリのあり方を提示
していきたいと存じております。
これからリハビリに取り組む皆様も含め共にリハビリを学び、患者様やそのご家族に適切なリハビリの機会や
情報を提供できる学会を目指しておりますので、多数のご参加を心よりお待ちいたしております。

会　期／ 2016年2月27日（土）～28日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
学会長／ 木戸 保秀（松山リハビリテーション病院 院長、慢性期リハビリテーション協会 副会長）
主　催／ 日本慢性期医療協会

ホームページ　http://gakkai.co.jp/manseikiriha3/

第３回慢性期リハビリテーション学会

文部科学省では、自然科学系の分野を学ぶ大学学部段階の学生に、自主研究の成
果を発表する場として、「サイエンス・インカレ」を開催しています。この大会は、参加学
生自らが設定した課題に対してプレゼンテーションを行うことや、大学の研究者や企業関
係者等との交流を通じて、創造性豊かな科学技術人材を育成し、科学技術の振興に
寄与することを目的としています。学生たちにとっては、全国の他の学生の様々な研究を目の当たりにできる、絶好の機会とも言える大会です。
大会当日は、書類審査を通過した約170組の学生たちが発表を行い、優秀な発表者には、「文部科学大臣表彰」や「国立研究開発法人科学技
術振興機構理事長賞」、また、各協賛企業からの「企業賞」などの授与が予定されています。
学生だけでなく、市民の方、企業の方など、多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。

会　期／ 2016年3月5日（土）～6日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 文部科学省

ホームページ　http://www.science-i.jp/
ホームページ　http://kobe-luminarie.jp

第5回サイエンス・インカレ

EVENT INFORMATION

第21回神戸ルミナリエ

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。
昨年の第20回という節目を終え、今年は第21回という神戸ルミナリエにとって新

たな出発の年となります。今回は、これまでの神戸ルミナリエでは見られなかった新
しい形の作品を展示し、来場者の皆様に新しいルミナリエをご覧いただきます。

［今年の作品の特徴］

１． 屋根付きの回廊「ガレリアコペルタ」（日本初公開）
例年、直線道路上にアーチ状の作品「ガレリア」を設置していますが、今年は

「ガレリア」に加えて、日本初公開となる屋根付きの回廊「ガレリアコペルタ」を
スタート地点から約16ｍに渡って設置します。天井（高さ約15ｍ）及び左右の壁
で構成される「光のトンネル」の中では、前方を含めた4方向が光に囲まれ、これ
までにない迫力を感じていただけます。

２． ＬＥＤ電球の本格採用（神戸ルミナリエ初）
過去20回の神戸ルミナリエでは一部の小作品を除き、白熱電球を100％
使用してきました。本年は、21回目からの新しい「神戸ルミナリエ」をご覧いただ
きたいとの思いから、ルミナリエ通りおよび東遊園地の大型作品も含めたすべて
の作品にＬＥＤ電球を100％使用します。

また、会場ゴール地点となる公園（東遊園地）の南側に位置する「噴水広場」に
は新たにルミナリエ作品を設置し、賑わいのゾーンを新設します。神戸ルミナリエは
12月4日から13日までの10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。

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。

※神戸ルミナリエの開催資金に充てるため、開催期間中、会場内でピンバッジ
やボールペンなどの公式グッズを販売いたします。（インターネットでの通信販
売、神戸市総合インフォメーションセンター等での先行販売は11月4日（水）か
ら）。

ご協力のお願い

神戸ルミナリエ　公式グッズ

©Kobe Luminarie O. C.
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神戸の主な観光イベント

KOBE観光の日・KOBE観光ウィーク
■開催時期：KOBE観光の日（10/3）
 を含む前後1週間程度
■開催場所：市内全域

神戸ジャズストリート
■開催時期：10月10日（土）～11日（日）
■開催場所：北野 他

神戸菊花展覧会
■開催時期：10月20日（火）～11月23日（月・祝）
■開催場所：相楽園

有馬大茶会
■開催時期：11月2日（月）～3日（火・祝）
■開催場所：有馬温泉

北野坂・異人館ライトアップ
■開催時期：12月1日（火）～2016年3月31日（木）
■開催場所：北野

有馬温泉入初式
■開催時期：2016年1月2日（土）
■開催場所：有馬温泉

いりぞめしき

六甲山牧場スプリングフェア
■開催時期：2016年3月中旬～5月上旬
■開催場所：六甲山牧場

第5回神戸マラソン
■開催時期：11月15日（日）
■開催場所：市内

第21回神戸ルミナリエ
■開催時期：12月4日（金）～13日（日）
■開催場所：旧外国人居留地・東遊園地

南京町春節祭
■開催時期：2016年1月下旬～2月下旬
■開催場所：南京町

古式　追難式
■開催時期：2016年2月3日（水）頃
■開催場所：長田神社

ついなしき

その他イベントは
神戸公式観光サイト
「Feel KOBE」をチェック！
http://feel-kobe.jp

Pickup

Pickup

第5回神戸マラソン

『感謝と友情』をテーマにした神戸マラソンは今年で第５回を迎
え、11月15日（日）に開催します。震災復興への感謝の気持ちを
伝え、オンリーワンの都市型市民マラソンを目指し、つぎの一歩へ
踏み出すために未来へ向かう節目となる大会です。
今大会では、ランナー・沿道応援者・ボランティア・大会関係者、
関わる全ての人たちでコース沿道を震災復興の象徴である“ひまわ
り”の黄色で彩り、“感謝と友情”の花と笑顔を咲かせます。神戸
の街を駆け抜ける2万人のランナーに、ひまわり色の応援グッズを
持ち寄ってエールを送りましょう！

ホームページ　http://www.kobe-marathon.net/

みんなで咲かせる“感謝と友情”のひまわり

２０15年11月15日（日）日 程
マラソン（併催種目：クォーターマラソン）開 催 種 目
７時間（クォーターは１時間32分）制 限 時 間
約２０,０００人大 会 規 模
神戸市役所前～明石海峡大橋（県立舞子公園
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。

コ ー ス

神戸マラソン実行委員会事務局
（℡：078-325-1430）

問い合わせ先



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。

海外ネットワーク：MCIグループ（31カ国61オフィス）、INCONパートナー（世界36カ国）
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