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ラグビーワールドカップ2019 日本大会開幕まであと1年！
TM

2019年を皮切りに、ラグビーワールドカップ2019、オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズ
2021関西とスポーツに関連するイベントが 次々と開催されます。神戸 市では、さまざまな形でこれらを応 援し、
開催に向けて市全体で盛り上げていく予定です。

4年に一度じゃない。一生に一度だ。

神戸市では、市内各地の装飾やイベントなどで、ラグビーワールドカップ2019のPRをしています。
今後もさまざまな場所で行っていきますので、応援をぜひお願いいたします。
●5月に開幕500日前イベントの一環として実施した「ストリートラグビー」で、ド
リームサポーターの織田信成さんや、神戸製鋼コベルコスティーラーズの選手が
ステージゲストとして出演。ラグビーの楽しいお話を聞かせていただきました

−ONCE IN A LIFETIME−

●5月に元町駅南側の広場に、開幕までの残日数を表示するカウントダウンボー
ドを設置

ラグビーワールドカップは、ワールドラグビー（World Rugby）が主催する4年に一度開かれるラグ
ビーの世界大会。オリンピック、サッカーワールドカップと並ぶ大規模スポーツイベントで、9回目となる

●6月の神戸市御崎公園球技場で開催された日本代表戦の際、スタジアムに隣
接する芝生広場でラグビーワールドカップ2019の他の開催都市や公式スポン
サーと一緒に大会PRを実施

今回がアジアで初めての開催となります。期間は2019年9月20日（金）から11月2日（土）まで。ラグ
ビーワールドカップ2015 の各プール上位3位までの12チームと、世界各地の予選を勝ち抜いてきた8
チームの合計20チームが、優勝チームに与えられる「ウェブ・エリス・カップ」をかけて、国内12会場で全

●9月にはイベント「ポップアップミュージアム」を、また10月6日（土）には開幕
1年前イベントを開催

48試合を戦います。

●Facebookではイベントで撮影させていただいた神戸開催を応援してくださる
みなさんの素敵な笑顔の写真を紹介中

神戸では4試合を開催
神戸ではプール戦の4試合が予定されています。会場は、

市内のあちこちでPR中！

●街を彩るバナーや横断幕、さまざまなポスターを市内各所に掲出

〔神戸開催試合日程〕
日

2002年にサッカーワールドカップが開催された神戸市御崎
公園球技場。観客席とピッチの距離が近く、ゲームの臨場感、
ピッチとスタンドの一体感に溢れた球技専用スタジアムです。
神戸で行われる試合の出場チームは全部で8チーム。イン
グランドをはじめとした7チームがすでに決定、最後の1チー
ムは、11月にフランス・マルセイユで行われる敗者復活予選で
決まる予定です。なお、これら8チームのうち、アイルランド、
イングランド、スコットランド、南アフリカ、敗者復活予選優
勝チームの5チームについては、神戸が公認チームキャンプ地
にもなっています。

程

対戦カード

2019年9月26日（木） イングランド
アメリカ
V
19:45 〜
（4位）
（15位）

●メリケンパークや有馬温泉などの観光地のほか、商店街など神戸らしい風景を
バックに、市民のみなさんが歓迎のラグビーボールをつないでいくというストー
リー仕立てのプロモーションビデオを作成。神戸市内の街中ビジョンで放映す
るほか、神戸市のホームページにも掲載します

そのほか、神戸まつりやルミナリエなどの大規模イベントにブース
を出展し、大会やチケット販売のPRもしています。

2019年9月30日（月） スコットランド
サモア
V
19:15 〜
（6位）
（16位）
2019年10月3日（木） アイルランド
ロシア
V
19:15 〜
（2位）
（19位）
2019年10月8日（火）
19:15 〜

南アフリカ
（7位）

V

敗者復活予選
優勝チーム

※カッコ内はワールドラグビー世界ランキング（2018年9月3日付）

2019年の
大会本番に向けて
本大会では、国内外からたくさんの方々に神戸にお越しいただきます。神戸市では、選手・チーム
関係者だけでなく、観客のみなさんが安全に、安心して試合を楽しんでいただけるよう、現在準備を
進めています。また、チケットをお持ちの方が試合観戦の前に、チケットがない方も試合の雰囲気を
楽しんでいただけるよう、神戸での試合開催日にはファンゾーンも出現します。具体的なコンテンツ

チケットの第一次
まで
一般販売（抽選）は11月12日

はこれからですが、みなさんに楽しんでいただきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。
TM ⓒ Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved.

9月から大会チケットの一般販売（抽選）がスタートしています！
誰でも国内12会場で行われるすべての試合に申し込むことがで

神戸コンベンションビューローでの取り組み

きますが、申し込みはホームページからのみで、抽選制。落選の場合
は、2019年1月19日（土）から、先着順での販売も始まりますので、
そちらもご利用ください。

海と山に囲まれた神戸では、さまざまなスポーツを気軽に楽しめることも魅力。多くの観光客
が訪れるゴールデン・スポーツイヤーズの機会をとらえ、六甲山の登山やトレッキング、マリンス

■申込期間

ポーツなど、スポーツコンテンツを中心とした神戸の魅力も今後、国内外へ周知していくことが

11月12日（月）まで

必須となっています。そこで、神戸コンベンションビューローでは、スポーツツーリズムの要素を

■抽選結果の発表 11月26日（月）予定
＜公式チケットサイト＞
http://www.tickets.rugbyworldcup.com
※はじめにID登録が必要です
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含んだ映像を日本語・英語にて制作。出来上がった映像は、神戸市内のホテルおよび交通機関、
世界最高峰のプレーを間近で見て、感じることができる絶
好の機会です。迫力あるプレーを上質のスタジアムで観戦し
て、一生に一度の感動を味わってください！

主要ターミナルなどで上映していきます。また、海外メディアに対しても発信し、身近で、手軽に
人気のスポーツが楽しめる都市・神戸を、積極的にプロモーション。来神を促し、神戸の活性化へ
とつなげていきます。

CONVENTION KOBE
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Event Calendar

2018.10-2019.3 KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR
会 期

名 称

2018年10月
6日（土）
〜7日（日）

第70回近畿北陸地区歯科医学大会／
ポートピアデンタルショー

神戸国際展示場

7日（日）
〜9日（火）

第39回日本肥満学会学術集会／
アジア太平洋糖尿病肥満研究シンポジウム2018

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

11日（木）
〜13日（土） 日本臨床検査自動化学会 第50回大会
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会 場

参加者数（人）
（内外国人）

1,500

会長・主催者または事務局

分類

兵庫県歯科医師会／近畿歯科用品商協同組合兵庫県支部

○

２３日（金・祝）〜２５日（日） 第28回日本医療薬学会年会

●

２６日（月）
〜2７日（火）

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

○

２６日（月）
〜2７日（火） みんなねっと兵庫大会

神戸ポートピアホテル
神戸国際会議場

2,000

JACLaS EXPO 2018事務局

○

２９日（木）
〜３０日（金） 第69回全国学校給食研究協議大会

神戸芸術センター
神戸国際会議場
神戸商工会議所

900

主催／日本ケミカルシューズ工業組合
共催／全日本ケミカルサンダル工業協同組合連合会

◎

2018年12月
６日（木）
〜７日（金）

第42回日本高次脳機能障害学会学術総会

神戸国際展示場

1,600

内藤 泰
（神戸市立医療センター中央市民病院 副院長・耳鼻咽喉科部長）

○

６日（木）
〜７日（金）

環境と新冷媒 国際シンポジウム2018

神戸国際会議場

第22回日本ワクチン学会学術集会

神戸国際会議場

800
（20）

神戸国際会議場

1,800
日本肥満学会
（200）

神戸国際会議場
神戸国際展示場

3,000

○国内 ●国際 ◎その他イベント

会 期

名 称

アジア物流フォーラム
Asian Ports Business Forum in KOBE

11日（木）
〜13日（土）

JACLaS EXPO 2018

神戸国際展示場

10,000
（60）

１７日（水）
〜１８日（木）

第161回 2019春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

神戸国際展示場

2,500

１７日（水）
〜１９日（金）

第63回日本聴覚医学会総会・学術講演会

神戸国際会議場

800

２０日（土）

日本超音波医学会
第45回関西地方会学術集会

神戸国際会議場

1,000

杉之下 与志樹
（神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科）

○

８日（土）
〜９日（日）

２１日（日）

第30回兵庫県透析合同研究会
第38回兵庫県透析研究会
第42回兵庫県透析従事者研究会

神戸国際会議場

300

中西 健（兵庫県医科大学内科学 腎・透析科 名誉教授）

○

１４日（金）
〜１５日（土） 第56回日本神経眼科学会総会

２５日（木）
〜２７日（土）

Complex Cardiovascular Therapeutics 2018

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

Complex Cardiovascular Therapeutics

●

２２日（土）〜２３日（日・祝）

２７日（土）

第55回日本糖尿病学会近畿地方会・
第54回日本糖尿病協会近畿地方会

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

小川 渉（神戸大学大学院医学研究科
内科学講座 糖尿病･内分泌内科学部門 教授）
大原 毅（姫路循環器病センター 副院長・糖尿病センター長）

○

5,000
（1,000）

1,500

参加者数（人）

会 場

（内外国人）

8,800
一般社団法人日本医療薬学会
（100）

●

神戸ポートピアホテル
神戸国際会議場

300
神戸市みなと総局
（150）

●

公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）／
公益社団法人 兵庫県精神福祉家族会連合会（ひょうかれん）

○

文部科学省、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、
全国学校給食会連合会、公益財団法人 兵庫県体育協会

○

一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

○

500
一般社団法人 日本冷凍空調工業会
（100）

●

森 康子（神戸大学大学院医学研究科 教授）

○

500

神戸大学大学院医学研究科外科系講座眼科学分野

○

神戸国際会議場

300

兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター、
兵庫県リハビリテーション協議会

○

2019年1月
10日（木）
〜12日（土） 院内感染症講習会

神戸国際会議場

800

神戸国際展示場

10,000

第20回兵庫県総合リハビリテーション・
ケア研究大会

神戸国際展示場

20,000

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

◎

2019年2月
１０日（日）

2018年11月
１日（木）
〜４日（日）

第26回日本消化器関連学会週間

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
（400）

一般社団法人 日本消化器関連学会機構

●

２２日（金）
〜２３日（土） 第34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

９日（金）
〜１０日（土）

第72回国立病院総合医学会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

6,500

小西 郁生
（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 院長）

○

2019年3月
１日（金）
〜4日（月）

第30回技能グランプリ

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル
ほか

500

１２日（月）
〜１３日（火）

第40回日本バイオマテリアル学会大会

神戸国際会議場

1,200

山岡 哲二
（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 部長）

○

９日（土）
〜１４日（木）

第64回ICANN会議

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

2,000
（1,800）

１６日（金）
〜１７日（土）

第46回日本頭痛学会総会

神戸国際会議場

1,000
（20）

立花 久大（西宮協立脳神経外科病院 名誉院長）

○

１５日（金）
〜１９日（火） 第66回日本生態学会神戸大会

神戸国際会議場
神戸国際展示場

１８日（日）

第8回神戸マラソン

神戸国際会議場
神戸国際展示場

50,000

兵庫県、神戸市、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、
（一財）兵庫陸上競技協会

◎

２１日（木・祝）〜２３日（土） 第18回日本再生医療学会総会

１９日（月）
〜２１日（水）

2018年日本表面真空学会学術講演会

神戸国際会議場

600

○

２８日（木）
〜３１日（日） 第9回アジア・オセアニア生理学会連合大会

CONVENTION KOBE

分類

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

２７日（土）
〜２８日（日） 技能グランプリ＆フェスタ2018
きて、
みて、
ふれて、
みんなで楽しむものづくり

公益社団法人 日本表面真空学会

会長・主催者または事務局

2019ユニセフカップ神戸バレンタイン・ラブラン

日本感染症学会

○

サンケイスポーツ、産経新聞社

◎

日本環境感染学会

●

厚生労働省、中央職業能力開発協会、
一般社団法人 全国技能士会連合会

◎

Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers（ICANN）

●

2,500
（100）

一般社団法人 日本生態学会

○

神戸国際会議場
神戸国際展示場

5,000
（100）

日本再生医療学会

○

神戸国際会議場
神戸国際展示場

2,000
（500）

一般社団法人 日本生理学会

●

CONVENTION KOBE
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Conference & Exhibition
2018年10月〜2019年3月 神戸開催の国内、国際会議・展示イベント
第39回日本肥満学会学術集会／アジア太平洋糖尿病肥満研究（APDO）シンポジウム2018
会 期／ 2018年10月7（日）〜 8日（月・祝）
（第39回日本肥満学会学術集会）
2018年10月8（月・祝）〜 9日（火）
（APDOシンポジウム2018）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 小川 渉（神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 糖尿病・内分泌内科学部門 教授）
主 催／ 日本肥満学会
第39回日本肥満学会学術集会のテーマは「肥満症学−新たなステージへ−」とさ
せていただきました。肥満症は、日本肥満学会が中心となり2000年に提唱された考
え方でありますが、その疾患概念としての重要性が広く認識されはじめています。この
ような流れを受け、日本医学会連合においても、22学会が参加する「領域横断的な
肥満症対策の推進に向けたワーキンググループ」が発足し、医学会全体として肥満
症の克服に向け機運が高まっています。本学術集会が、肥満症学を更なる高みへと
充実・創造していく契機になればと考えております。肥満症の克服には、医師や研究
者のみならず多くの職種の連携が不可欠であり、本学術集会においてもさまざまな
領域の方にご参加いただけるよう企画を準備しています。特別講演や基調講演では、
国内外の第一人者をお招きし、肥満症に関する最先端の研究をご講演いただく予定
です。
また、今回、アジア太平洋糖尿病肥満研究（APDO）シンポジウム2018を日本肥
満学会と併催いたします。APDOは、糖尿病・肥満 症のアジア・太平洋地 域におけ
る研究の発展や人材交流・共同研究の推進などを目的として設立された学術団体で
あり、日本、オーストラリア、台湾、中国、シンガポール、韓国、香港、ニュージーラン
ドのOrganizing Committeeにより構成されています。これまでの学術集会におい
て、最 先 端 の 研 究 成 果 が 活 発 に発 表・討 議されて参りましたが、第13 回となる
APDOシンポジウム2018が、より一層活気溢れる国際集会となることを期待してお
ります。
是非、この機 会に、神戸に足をお運びいただき、学会とともに神戸の街や文化を
満喫いただければと思います。多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。

ホームページ ▶ http://www.jtbw-mice.com/jasso39/
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日本臨床検査自動化学会 第50回大会
会 期／ 2018年10月11日（木）〜 13日（土）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
大会長／ 通山 薫（川崎医科大学検査診断学・同附属病院中央検査部・ 川崎医療福祉大学臨床検査学科）
主 催／ 一般社団法人 日本臨床検査自動化学会
現代医療を支える臨床検査の重要性は申すまでもありません。日本臨床検査自動化学会は今年設
立50年という節目を迎えることとなり、この年月はまさに臨床検査の近代化・自動化の進歩そのもの
であります。臨床検査に関わってこられた先人の方々と、我が国のみならず世界の検査関連団体・産業
界における英知と科学技術力を結集して、臨床検査の自動化・システム化が発展してまいりました。
そこで今回は、従来の研究成果発表に加えて、神戸医療産業都市に相応しい数々の講演・シンポジ
ウムを企画。さらに、
（一社）日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS）との共同により、
臨床検査の発展の歴史を体感できる記念講演、歴史的機器展示やパネル紹介、拡大会員交流会など
も企画しております。ぜひ臨床検査50周年の歩みを相互に共有し、新たなる発展に資する機会として
いただければ幸いです。多数の皆さまのご参加をお待ちしております。

通山 薫

ホームページ ▶ http://www.jscla.com/

JACLaS EXPO 2018
会 期／ 2018年10月11日（木）
〜13日（土）
会 場／ 神戸国際展示場
主 催／ JACLaS EXPO 2018事務局
一般社団法人日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS：ジャクラス）では、毎年
秋に臨床検査機器・試薬・システム関連の日本最大の展示会“JACLaS EXPO”を開催しております。
近年は1万人以上の方にご来場いただいており、2016年からは来場者数の把握やスムーズな入
場を目的に『事前参加登録』を開始いたしました。
2018年は4年に一度の神戸開催となり、出展社数103社、出展小間数703小間、小間面積
5,967㎡と過去最大規模となっております。
同じ期間と場所を共有して日本臨床検査自動化学会が併催されており、最新・最先端の科学
技術を搭載した臨床検査機器、試薬、システムを見ることができる展示会と学会、それぞれの場を
環流しながら双方から情報を収集できるメリットがあります。
多くの皆様にJACLaS EXPO 2018にご来場いただけますよう、お願い申し上げます。

ホームページ ▶ http://jaclas.or.jp
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Conference & Exhibition
第161回2019春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

Complex Cardiovascular Therapeutics（CCT）2018

会
会
主
共

会 期／ 2018年10月25日(木) 〜 27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）

期／ 2018年10月17日（水）〜 18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
催／全日本ケミカルサンダル工業協同組合連合会

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161回目を迎えることになり、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。
今回も地元神戸の靴メーカーはもちろんのこと、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、
多くのバイヤーが全国各地より商談に訪れる予定となっております。
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。
当会場の招待状をご希望のバイヤーの方は、当組合ホームペー
ジより登録をお願いします。

ホームページ ▶ http://csia.or.jp/tenjikai/index.htm

第63回日本聴覚医学会総会･学術講演会
会 期／ 2018年10月17日（水）〜 19日（金）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 内藤 泰（神戸市立医療センター中央市民病院 副院長・耳鼻咽喉科 部長）
本学会は聴覚とその障害に関する研究の進歩と発展を図ることを目的としており、
従来から総会・学術講演会の前年に主題を指定して聴覚医学が取り組むべき課題と
方向性を示してきました。今学会では主題として以下の2題をあげております。
主題１は「超高齢社会における聴覚医学の課題と使命」です。超高齢社会となった本邦
において聴覚医学が何を求められ、その専門性を通じてどのような貢献ができるか、などに
ついて議論します。
主題2は「小児および成人人工内耳のマッピングとリハビリテーションの体系化」
としました。マッピングとリハビリテーションの標準的手法や体系化について議論し、
本邦の様々な地域や施設において適切に人工内耳医療が行われることを目指したい
と思います。
現在、期待に応える充実した内容にするべく、当科の総力を挙げて準備に取り組んで
おりますので、皆様には、奮ってご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://audiology63.umin.jp/
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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5,416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。
皆さまのご参加をお待ちしております。

ホームページ ▶ http://www.cct.gr.jp/

技能グランプリ＆フェスタ2018“きて、みて、ふれて、みんなで楽しむものづくり”
会 期／ 2018年10月27日（土）１０：００〜１６：３０
2018年10月28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
「技能グランプリ&フェスタ2018」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た、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
技能者の実演を見ていただくだけでなく、実際にものづくりも体験していた
だくことにより、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、ご家族で、またお友達を誘ってご来場下さい。
（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

ホームページ ▶ http://www.noukai-hyogo.jp/ginouren/
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Conference & Exhibition
第26回日本消化器関連学会週間（JDDW 2018）

第40回日本バイオマテリアル学会大会

会 期／ 2018年11月1日（木）〜 4日（日）
主 催／一般社団法人 日本消化器関連学会機構
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 期／ 2018年11月12日（月）
〜13日（火） 大会長／山岡 哲二（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 部長）
会 場／ 神戸国際会議場

第26回日本消化器関連学会週間
（JDDW2018）
は、2018年11月1日
（木）
から4日
（日）
まで、
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・
日本消化器がん検診学会の5学会合同で開催されます。国内最大級の学術集会として毎
年2万人を超える参加者をお迎えし、
ますます充実したものになりつつあります。
JDDW 2018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、動画発表だけでなく、発表内容の閲覧も可能となり
ます。今回は講演を聴講するだけでなく、参加型のセッションとして携帯アナライザーを導入し
たセッションも開催予定ですので、
ご自身の携帯電話・スマートフォンからも参加できます。
国内外の参加者にご満足していただけるよう、
これまで以上に努力してまいります。皆様の
ご参加を心よりお待ち申しあげます。

バイオマテリアル
（生体材料）
は、生体に直接接触させて使用する材料を意味し、人工血管、
人工関節、眼内レンズ、補助人工心臓、人工透析、冠動脈ステントなどの医療機器を実現し
てきました。日本バイオマテリアル学会は、会員数1,300人の世界で最も大きなバイオマテリ
アル関連の学会で、
アジアのみならず世界の医療関連材料研究のリーダーシップをとってきて
おります。
これまでの金属・セラミックス・高分子に加えて、iPSなどの幹細胞を治療用の材料と
して利用する再生医療との融合によりさらに大きな発展を遂げました。本年、学会設立40周
年を迎え、
これまでの研究を大いに議論し、
さらなる時代へとはばたくために、充実した学会大
会にすべくスタッフ一同精いっぱい準備しております。産官学さまざまなご専門の方々のご参
加をお待ちしております。

ホームページ ▶ http://www.kokuhoken.jp/jsb40

ホームページ ▶ http://www.jddw.jp/jddw2018/

第72回国立病院総合医学会

第46回日本頭痛学会総会

会 期／ 2018年11月9日（金）〜 10日（土）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
会 長／小西 郁生（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 院長）

会 期／ 2018年11月16日（金）〜 17日（土）
会 場／ 神戸国際会議場

会 長／ 立花 久大（西宮協立脳神経外科病院 名誉院長）

この度、第46回日本頭痛学会総会を2018年11月16日
（金）
・17日
（土）
の2日間、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。本学会は頭痛診療・研究に関わる全ての医師・研究者およびコメ
ディカルスタッフが一堂に会し、頭痛診療・研究をさらに発達させ、国民の健康増進と疾病の治療・予防に
貢献することを目的としております。
本総会では各種頭痛疾患の発症機序解明などの基礎的・臨床的研究のさらなる発展を目指します。
ま
た、
“頭痛診療と医療連携”をメインテーマとして掲げ、
診療所や病院での頭痛診療においてたびたび遭遇す
る片頭痛、
緊張型頭痛、
群発頭痛などの一次性頭痛からクモ膜下出血、
脳出血をはじめとする二次性頭痛
までを幅広く取り上げ、
医療連携の重要性を認識するとともに、
実践的な診断と治療およびマネージメントに
ついて総合的な頭痛診療の向上を目指したいと思っております。
多数の皆様のご参加を心からお待ちいたしております。

学会のメインテーマとして
「多様性のなかに個が輝く−私たちの医療を推進します−」
を掲
げ、
（1）
救急医療の推進とキャリア形成、
（2）
がん個別化医療の新たな展開、
（3）
女性ヘルス
ケアのさらなる向上、
（4）
セーフティーネットの障害児
（者）
支援、
（5）
高齢者医療と在宅ケア
のこれからの5つのテーマを中心に、基調講演やシンポジウムを行います。
また、11月10日
（土）
10時から神戸国際展示場2号館で市民公開講座を開催します。①国立がん研究セン
ター研究所所長 間野博行先生「いよいよ始まるゲノム医療」、②華道家元池坊次期家元
池坊専好先生「いのちをいかす いけばなの美と心」
にご講演をいただきます。当日受付の
みですので、直接会場にお越し下さい。多数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.c-linkage.co.jp/46jhs/

ホームページ ▶ http://www2.convention.co.jp/72nms

立花 久大

国際会議場・国際展示場
徒歩約７〜10分

神戸空港

会議・宴会の後は、神戸六甲温泉「濱泉」で源泉かけ流し
のお湯をお楽しみください。シェラトン・シグネチャー・
ベッドを完備した客室で、天使に抱かれるような心地よい
眠りを。

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
2018年日本表面真空学会学術講演会

アジア物流フォーラム

会
会
会
主

会 期／ 2018年11月26日（月）〜 27日（火）
会 場／ 神戸ポートピアホテル・神戸国際会議場
主 催／ 神戸市みなと総局

期／ 2018年11月19日（月）〜 21日（水）
場／ 神戸国際会議場
長／大門 寛（奈良先端科学技術大学院大学）
催／公益社団法人 日本表面真空学会

公益社団法人日本表面真空学会は、表面と真空に関する科学・技術とその応用に
ついての研究発表、知識の交換、表面科学・真空科学の進歩と人材育成、一般社会へ
の普及・利用促進を図り、
もって我が国の学術、産業及び社会の発展と公益の増進に
貢献することを目的としています。本学会では、
「 2018年日本表面真空学会学術講演
会」
を、2018年11月19日
（月）
〜21日
（水）
までの3日間、神戸国際会議場において開
催いたします。日本表面科学会と日本真空学会の合併による新学会発足後の第一回
目の学術講演会として、一般講演・ポスター発表に加え、基調講演・部会セッション、企
画シンポジウムとともに、国際シンポジウムの併催が予定されています。
また、本学術講
演会におきまして
「企業展示会」
を併設・開催いたしますので是非お立ち寄りください。

ホームページ ▶ http://www.jvss.jp/annual/mtg2018/

第28回日本医療薬学会年会
会
会
会
主

Asian Ports Business Forum in KOBE

2017年2月、神戸開港150年記念事業として、
「神戸国際港湾会議」を開
催しました。世界から18の国と地域、28港の港湾管理者を招聘し、物流、ク
ルーズ振興、環境対策、ウォーターフロントの再開発について、各港からの
報告、意見交換がなされ、アジアの港湾と神戸港との間で、今後の連携に関
する覚書が締結されました。
この会議で培われたアジアの港湾とのネットワークを活用し、神戸港を起
点にアジア、さらには世界へと広がる港湾・物流ビジネスをサポートするフォ
ーラム、
「アジア物流フォーラム Asian Ports Business Forum in KOBE」
を開催します。
今回のフォーラムでは、神戸国際港湾会議に参加した港湾管理者のほか、
フォワーダー企業、荷主企業、船社などの港湾・物流にかかる国内外の民間
企業に広く参加を呼び掛け、港湾管理者と企業、または企業同士によるビジ
ネス交流の促進を目的としています。オーシャンネットワークエクスプレスジ
ャパン株式会社の木戸貴文代表取締役社長による基調講演、国際海上物
流やアジアの経済・貿易に精通する専門家、物流企業等を講演者に迎えた
セミナーを開催するほか、アジアの港湾・企業のPR展示会場も併設します。
フォーラムに参加する海外の港湾は、
シンガポール、ポートクラン
（マレーシア）、
タンジュンペラック（インドネシア）、マニラ（フィリピン）、ハイフォン（ヴェトナム）、
シアヌークヴィル（カンボジア）、コロンボ（スリランカ）、高雄（台湾）などのほか、
シアトルや天津など、神戸港の姉妹港・友好港を予定しています。
フォーラムについての詳細な情報は、ホームページをご参照ください。

期／ 2018年11月23日（金・祝）
〜 11月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／千堂 年昭（岡山大学病院薬剤部）
催／一般社団法人日本医療薬学会

日本医療薬学会は会員数が1万人を越える我が国有数の医療系学術団体です。
医療が高度化する中、薬剤師は医療現場の一員として薬物療法の安全性・有効性
に寄与しながらも医療薬学領域での研究成果を上げていく必要を求められています。
こ
れらの状況を踏まえ、第28回年会のテーマを
「医療薬学の持続的進化のための新たな
パラダイム構築〜教育・臨床業務・研究」
とさせていただきました。
本年会では、最先端の医療や研究でご活躍されている先生を特別講演にお招きする
予定です。
また、特別企画シンポジウムも企画し、近年のニーズに即した最新のテーマを
中心に開催を予定しております。公募シンポジウム、一般演題にも多く登録いただいて
おり、薬剤師が未来に飛躍するべく、活発な議論を行う場になることを願ってやみません。
秋の港町・神戸において、薬剤師や薬学関係者の未来を築く絆を深めていただく機会と
なれば幸いです。皆様方のご参加をお待ち申し上げております。

※写真は「神戸国際港湾会議」の様子

ホームページ ▶ http://www2.convention.co.jp/apbf-kobe

想い出に残る会議の舞台 神戸コンベンションセンター
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

メインホール

ホームページ ▶ http://convention.jtbcom.co.jp/28jsphcs/
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・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

■ ご予約はこちらまで

TEL ：０７８−３０２−５２００
（代）
E-mail ：kobe.conf-exb@kcva.or.jp

（一財）神戸観光局
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1
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Conference & Exhibition
みんなねっと兵庫大会

第42回日本高次脳機能障害学会学術総会

会 期／ ２０１８年１１月２６日（月）〜２７日（火）
会 場／ 神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場
主 催／ 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）
公益社団法人 兵庫県精神福祉家族会連合会（ひょうかれん）
大会長／ 米 靖弘（兵庫県精神福祉家族会連合会会長）

会 期／ 2018年12月6日（木）
〜7日（金）
会 場／ 神戸国際展示場
大会長／ 種村 留美（神戸大学生命・医学系保健学域 教授）
主 催／ 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

詳細お問合せは、兵庫県精神福祉家族会連合会へ。
☎078-891-3871、メール：hyokaren@citrus.ocn.ne.jp

第６９回全国学校給食研究協議大会
会 期／ ２０１８年１１月２９日（木）〜３０日（金）
会 場／ 神戸芸術センター、神戸国際会議場、神戸商工会議所
実行委員長／ 西上 三鶴（兵庫県教育長）
主 催／ 文部科学省、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、全国学校給食会連合会、公益財団法人兵庫県体育協会
本大会のテーマは「『生きる力』を育む食育の推進と学校給食の充実
〜未来につなごう 食で育む こころ豊かな人〜」です。
近年、食を取り巻く社会環境が大きく変化する中で、食に関する価値
観やライフスタイル等の多様化が進み、食の海外への依存、伝統的な
食文化の危機、食の安全等様々な問題が生じています。
学校給食は、成長期にある子供たちにとって、健康な心身を育むため
に欠かせないものであると同時に、生涯にわたって健全な食生活を営む
ことができるよう、学校教育活動全体を通じて、児童生徒が食に関する
正しい知識の習得と望ましい食習慣の定着、生産者や食品に対する感
謝の心を育むなど「食育の場」としても重要な役割を担っています。
この大会の開催を契機に、学校給食の在り方についての研究が一層
深められ、食育の推進と学校給食の充実に大きな進展がもたらされる
ものと期待します。

ホームページ ▶ https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/zenkyu69/
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ʼ

11月26日
（月）
、27日
（火）
に神戸ポートピアホテルと神戸国際会議場にて
『心の病
とはなにか−物質と物質でないもの−』や『薬だけに頼らない精神疾患との向き合い
方』等を学ぶことができる
「みんなねっと兵庫大会」
を開催します。対象は
「こころの病に
苦しむ」方々やその御家族、支援者。東京以外では、
お話を聞くことが中々できない方々
を神戸にお呼びします。
『 精神疾患の本人と家族の明日を切り拓くために』
をスローガン
に、心に病を持ちながらも頑張っている方々のために、
『 精神疾患を正しく理解するため
の教育の必要性』
について等も紹介します。
兵庫県県政150周年記念にもあたり、県からの助成金や神戸コンベンションビュー
ローからの助成金等も活用して2,000人の参加者を目指して取り組んでいます。皆様の
ご参加をお願い致します。

神戸は、水墨画画家、土屋秋恆（つちやしゅうこう）氏の本総会ポスター及びHP
デザイン（右図）のような美しい海と山の景色、坂道や商店街など、故郷を彷彿とさ
せる大 変 居 心 地 のよい 街 で す。そん な 神 戸 で 開 催 する 本 総 会 の テ ーマは
「Neuropsychological rehabilitationの原点とトピック」といたしました。特別講演
にGlasgow 大 学 教 授 のJohnathanEvans 先 生をお招きし Neuropsychological
rehabilitation: The Origins of Contemporary Practiceʼを、最旬講演では「コミュニ
ティにおける認知症のリハビリテーション」を大阪大学の池田学先生にお話しいただ
きます。また、教育講演では1）社会行動障害のリハビリテーションの原点とトピック、
2）我が国における全人的認知リハビリテーション−実践から見た現状と課題−、3）
半側無視のリハビリテーションの原点とトピック、4）生活に結びついた遂行機能障
害のリハビリテーションの4講演を予定しております。そのほか、シンポジウム3題、
特別講習会、サンドイッチセミナー、特別企画（コーヒーブレイクセミナー、日本酒
を楽しむ夕べ）など多種の企画があり、開催を楽しみにしています。

ホームページ ▶ http://jshbd42.umin.jp

第22回日本ワクチン学会学術集会
会 期／ 2018年12月8日（土）
〜9日（日）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 森 康子（神戸大学大学院医学研究科 教授）
2018年（平成30年）12月8日（土）、9日（日）の2日間、神戸国際会議場におきま
して第22回日本ワクチン学会学術集会を開催させて頂きます。
学会メインテーマを「−ワクチンの今。そして、未来への出航−」とさせて頂きました。
現在のワクチン情勢、解決しなければならない問題点、そして新たなワクチン開発
などをテーマとし、皆様に議論して頂きたいと考えております。一般口演のほかに、特
別講演、シンポジウムを行います。
本学術集会は、ワクチンに関する基礎研究者、疫学研究者、臨床医、行政担当者、
ワクチン製造および開発担当者など産官学からの関係者が一堂に会し、共に議論で
きる日本国内での唯一無二の場であると認識しております。2日間と短い期間ではご
ざいますが、皆様の議論が効率よくすすめられ、ご参加頂いたすべての皆様に納得し
て頂けますよう、尽力したいと考えております。
皆様のご参加をお待ちしております。

ホームページ ▶ http://www.c-linkage.co.jp/jsvac22/index.html

森 康子
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Conference & Exhibition
第56回日本神経眼科学会総会

第64回ICANN会議(ICANN64)

会 期／ 2018年12月14日（金）〜 15日（土）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 中村 誠（神戸大学大学院医学研究科 外科系講座眼科学分野 教授）
主 催／ 神戸大学大学院医学研究科 外科系講座眼科学分野

会 期／ 2019年3月9日（土）
〜14日（木）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ Cherine Chalaby（ICANN理事会議長）、Göran Marby（ICANN事務総長＆CEO）
主 催／ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

神経眼科は視覚経路障害や眼球運動障害を対象とする眼科のサブスペシャリテイ分
野です。神経眼科学会は眼科医だけでなく、神経内科、脳神経外科、耳鼻咽喉科など幅
広い分野から構成されています。
今回の学会のテーマは
「神経眼科を楽しもう」
です。眼科の中ではかなり特殊で若手の
先生には苦手な領域と言われていますが、今回は徹底的にinstructiveな内容にこだわり、
次世代の眼科医に神経眼科の面白さ、重要性を伝えていくことをモットーとしております。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。

ICANNは、世界の異なる地域で毎年3回公開会議を開催しています。その公開会議
は、ICANNのマルチステークホルダーモデル
（複数の利害関係者が参画するオープンな
プロセスでルール策定を実施）
の中核となっています。通常、会議は400以上の異なる
セッションで構成されており、
これらの会議では、個人およびさまざまな利害関係者グルー
プ
（事業者、政府、市民社会、技術者等）
の代表者を中心として、
インターネット資源
（主に
ドメイン名）
分配ポリシーに関して議論されます。誰でも会議に現地参加またはリモート参
加でき、
登録は無料です。
ICANN64開催地として神戸市が選定される前の日本開催は、2000年に横浜で開催
されたICANN06でした。
日本開催に当たっては、
ドメイン名事業者、通信事業者、
インター
ネット関連団体などからなるローカルホスト委員会
［日本政府
（総務省）
はオブザーバーとし
て参画予定］
を設立のうえ、開催します。

ホームページ ▶ http://www.n-practice.co.jp/56thJNOS/

第34回日本環境感染学会総会、学術集会
会 期／ 2019年 2月22日（金）
〜23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
大会長／ 竹末 芳生 (兵庫医科大学感染制御学 主任教授)
主 催／ 日本環境感染学会
現在国を挙げて、
AMR
（薬剤耐性）
に取り組んでいることもあり、
本学術集会のテーマは、
「皆でAMR時代に臨む」
としました。
これはカルバペネム耐性腸内細菌科細菌など新たな
AMRが問題となっている時代において、
多職種で立ち向かっていこうという意気込みを表し
ています。ポスターは感染制御部で六甲山に登った時の写真を絵にいたしました。内容は
「手術部位感染
（SSI）
」
や
「抗菌薬適正使用」
に関する主題プログラムを例年より多くし、
ま
たビデオセッションとして
「ICTが見ておきたい手技」
シリーズも企画いたしました。学会の成
功は多くの先生方に発表いただき、
ホットなディスカッションを行うことにかかっています。来て
よかったと満足していただけるような学会になるよう鋭意努力いたしますので、多くの皆様の
ご参加を期待しています。

ホームページ ▶ http://www.med-gakkai.org/jsipc34

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）

ホームページ ▶ https://www.icann64.jp/ https://meetings.icann.org/

第66回日本生態学会神戸大会
会 期／ 2019年3月15日（金）〜 19日（火） 大会長／ 角野 康郎（神戸大学 名誉教授）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場2号館 主 催／一般社団法人 日本生態学会
生態学とは、生物と環境の関わりをマクロな視点から研究する分野です。生態学会は、
この分野では国
内最大の学会であり、
自然環境の保全や再生、環境教育など幅広い社会課題にも取り組んでいます。
この日本生態学会の全国大会
（第66回大会）
が、今回はじめて神戸の地で開かれることになりました。学
会には、研究者だけでなく、
民間企業、公官庁の行政担当者や市民団体、高校生など幅広い層からの参加
があり、他には類を見ない開かれた学会でもあります。1,000件以上の学術発表やテーマを絞った集会、高
校生の発表コーナーなどがあるほか、公開講演会では、外来生物をテーマとして、最近話題となったヒアリの
問題をはじめ、外来生物が引き起こす社会課題について分かりやすく解説いたします。環境や生物の暮らし
に関心を持つあらゆる人々のお越しをお待ちしております。
なお、大会の詳細については、下記ホームページ
を参照ください。

ホームページ ▶ http://www.esj.ne.jp/meeting/66/jp/

角野 康郎

広告スペース
ワールド・国際

（公財）神戸市スポーツ教育協会・
（株）神戸国際会館・アシックスジャパン㈱ 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 https://www.kobe-spokyo.jp/world-kobe/
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）

15

CONVENTION KOBE

CONVENTION KOBE

16

Conference & Exhibition
第18回日本再生医療学会総会
会 期／ 2019年3月21日（木・祝）〜 23日（土） 大会長／ 汐田 剛史（鳥取大学大学院医学系研究科 遺伝子医療学部門 教授）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
主 催／ 日本再生医療学会
本学会総会のテーマは「再生医療発祥の地よりのメッセージ」です。古事記より伝わる大国主命
（おおくにぬしのみこと）が傷ついた白兎の皮膚を治療し再生させた因幡の白兎の物語に因み、再
生医療により患者を救うとのメッセージを込めています。
本学会総会の特徴は3点ございます。一つは、総会のテーマに沿って、
「治療」にフォーカスし、臓
器別、或いは横断的なプログラムを行うこと。近年の目覚ましい再生医療の治療に関する研究成果
を発表していただきます。二つには、再生医療の実用化に向けた学術、産業、行政、経済の各界の
取り組みをあげ、産官学民の力が統合される会を目指すこと。三つにはインターナショナルセッショ
ンを企画し、日本の再生医療が世界の再生医療と連携する総会にすることです。再生医療の進歩を
実感し、将来の再生医療を確信できるマイルストンになるような総会を目指しています。多数のご参
加をお待ちしております。

ホームページ ▶ http://www2.convention.co.jp/18jsrm/

汐田 剛史

第9回アジア・オセアニア生理学会連合大会
会 期／ 2019年3月28日（木）〜 31日（日）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
大会長／ 鍋倉 淳一（自然科学機構・生理学研究所）
主 催／ 一般社団法人 日本生理学会
生理学は、生命が働いている仕組み、すなわち命の理（ことわり）を明らかにする学際
的研究領域であり、医歯薬学だけではなく、生命科学全般を網羅する領域です。アジア・
オセアニア生理学会連合（FAOPS）は、アジア・オセアニア地域における医学・生理学
の振興を目的に1990年に設立され、現在は約20カ国で構成されています。
本年はFAOPS創設30周年を迎えるにあたり、4年毎に開かれるFAOPS学術大会を日
本で初めてとなる神戸の地で開催。第9回大会の今回は、第96回日本生理学会との合
同大会となります。
「Philosophy of Life：Function and Mechanisms」をメインテーマに、
脳・心臓循環などの各種臓器機能、代謝やその生体における統合調節、これらの異常に
よる病態などについて、分子・細胞生理から組織・システム生理までの幅広い最先端研
究と教育の向上を目指すとともに、国内外の若手研究者の交流を推進します。

ホームページ ▶ http://www.nips.ac.jp/faops2019/

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）神戸観光局

ＴＥＬ ０７８
‐
３０３
‐
００９０ ＦＡＸ ０７８
‐
３０２
‐
６４７５
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1
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（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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（ 一 財 ）神 戸 観 光 局
〒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/https://kobe-cc.jp E-mail/kobe.conf-exb@kcva.or.jp

