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Kobe Portisland Topics

神戸市「平成」のあゆみ

平成元年
（1989）

平成2年
（1990）

平成3年
（1991）

平成4年
（1992）

平成5年
（1993）

平成6年
（1994）
平成7年
（1995）

平成8年
（1996）

平成9年
（1997）

平成10年
（1998）

平成11年
（1999）

平成12年
（2000）

平成13年
（2001）

平成14年
（2002）

2019年5月からスタートする新元号。「平成」の時代から、新しい時代へと移り変わる節目に、
神戸市と、神戸MICEの30年間を振り返ってみました。

・神戸市誕生100年
・「しあわせの村」オープン（福祉コンベンション元年）
・「フェスピック神戸大会」開催
・「第10回アジア医学生国際会議」開催（日本初）

・日本一の美港に神戸港が選出
・神戸コンベンションセンター　入場者が1000万人を突破
・国際建材・住宅総合展「’90KOBEインターナショナルホームフェア」開催（日本初）
・世界から6000人が集う神戸初の大規模学会「第22回国際助産婦連盟学術大会」開催

・オリックス・ブルーウェーブ、本拠地を神戸に移転
・神戸国際展示場2号館　完成（コンベンションホールに4000人収容）
・「MTNS－91/回路網とシステムの数学的理論に関する国際シンポジウム」開催（アジア初）
・「第30回国際社会学機構世界会議」開催（アジア・太平洋地域で初）
・「第13回国際消化管運動シンポジウム」開催（アジア初）

・ハーバーランドまちびらき
・神戸市　人口150万人を突破
・「IEEEシステム工学に関する国際会議」開催（米国外で初）

・バルセロナと姉妹都市締結
・「アーバンリゾートフェア神戸'93」開催

・「第1回日本消化器関連学会週間（JDDW’93　KOBE）」開催
・HGMとしては初会議となる「国際ヒトゲノム会議93」を開催
・「第8回地殻変動国際シンポジウム」開催（アジア初）

・「第7回微粒子と無機クラスターに関する国際シンポジウム」開催（アジア初）

・阪神・淡路大震災（1月17日 5時46分）
・オリックス・ブルーウェーブがパ・リーグ優勝
・「神戸ルミナリエ」を初開催

・ヴィッセル神戸Jリーグ昇格決定
・「第1回国際養殖技術展’96」開催（日本初）
・「第35回IEEE決定と制御に関する会議」開催（アジア初）

・「インフィオラータこうべ」初開催
・会議開催時のサポートサービスをパッケージにした、国際会議誘致プロモーション
 「MEET IN KOBE2000」始動（日本初）

・明石海峡大橋開通
・世界保健機関（WHO）の健康開発総合研究センターである「WHO神戸センター」本格稼働
・「第1回神戸国際宝飾展」開催

・神戸空港着工
・「財団法人 神戸国際観光コンベンション協会」を発足（神戸国際観光協会と神戸国際交流協会が合併）

・復興推進プログラム策定
・ジャイアントパンダ2頭による日中共同飼育繁殖研究開始（10年間）

・阪神・淡路大震災　21世紀・復興記念事業を開始（神戸市内各地にて）
・地下鉄海岸線夢かもめ開通（新長田～三宮・花時計）
・「神戸ウイングスタジアム」オープン

・「ASEM財務大臣会議」開催〈参加国：アジア（10ヶ国）、欧州（15ヶ国+欧州委）〉

・2002FIFAワールドカップ3試合を神戸で開催
 （ロシア対チュニジア／スウェーデン対ナイジェリア／ブラジル対ベルギー）

・震災復興目指し「医療産業都市構想」を発表。ライフサイエンスのクラスターを形成（日本初）

・可動屋根をもった全天候型スポーツスタジアムとして整備された「神戸ウイングスタジアム」グランドオープン

・世界のカードゲームのトッププレイヤーが集結 「マジック：ザ・ギャザリング　プロツアー神戸　2004」開催
・世界中から頂いた多くの支援への感謝をこめて「震災10年神戸からの発信」事業実施（平成16年12月～平成17年12月）

・世界最大の規模の震動台実験施設「実大三次元震動破壊実験施設（E－ディフェンス）」完成
・国連公式会議「国連防災世界会議（兵庫・神戸）」開催
・「第7回アジア・太平洋地域エイズ国際会議」開催

・神戸空港マリンエア開港
・神戸国際展示場3号館完成
・新海上アクセス「神戸–関空ベイ・シャトル」就航

・「第1回神戸ビエンナーレ」開催
・神戸開港140年記念式典
・「第9回世界華商大会」開催（日本初）

・神戸市がユネスコのデザイン都市に認定（アジア初）
・「G8環境大臣会合」開催　
・「世界観光機関大都市観光国際会議」開催（日本初）
・「日本麻酔科学会事務局」神戸ポートアイランドにオープン

・新長田に「鉄人28号」実物大モニュメント完成
・「麻酔資料館」が神戸ポートアイランドにオープン

・次世代スーパーコンピュータ「京」運用開始
・ポートアイランドまちびらき30周年記念式典開催
・「第1回世界災害看護学会」開催
・「阪神・淡路大震災15周年フォーラム」実施
・神戸フィルムオフィス設立10周年 

・スーパーコンピュータ「京」が計算速度世界一に
・神戸コンベンションセンター（国際会議場・展示場・神戸ポートピアホテル）30周年
・「第1回神戸マラソン」開催

・NHK大河ドラマにちなみ神戸で「平清盛」に関連するイベント「神戸de清盛」などを開催
・世界最高性能スーパーコンピュータ「京」完成・共有開始
・神戸で過去最大の展示イベント「下水道展’12神戸 第49回下水道研究発表会」開催　　
・「JDDW2012」が神戸で20周年目の学会開催

・神戸ポートタワー開業50周年
・神戸市が観光庁によりグローバルMICE戦略5都市に選定される（東京・横浜・京都・神戸・福岡）

・阪神・淡路大震災20年をむかえて「メモリアル・コンファレンス・イン神戸2015」開催
・こうべWエコ発電プロジェクトの実施（日本初）
・神戸ポートタワーが国の登録有形文化財に認定
・神戸灘の酒による乾杯を推進する条例施行

・神戸空港開港10周年

・「第29回日本医学会総会2015関西」で神戸初のエキスポ展示を実施

・「G7神戸保健大臣会合」開催

・神戸開港150年
・「神戸国際港湾会議」開催
・「第17回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉会合」開催
・神戸市・シアトル市姉妹都市提携 60 周年
・神戸国際観光コンベンション協会を改組し、日本版DMO「神戸観光局」を発足

・兵庫県政150年
・南京町生誕150年
・神戸市が国際会議開催件数において国内第2位の快挙を達成！（JNTO統計）
・神戸医療産業都市 20 周年
・デザイン都市・神戸 10 周年
・神戸市・バルセロナ市姉妹都市提携 25 周年

・2000人以上が海外から来神する「第64回ICANN会議」開催
平成15年
（2003）

平成16年
（2004）

平成17年
（2005）

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）
平成22年
（2010）

震災10年

平成23年
（2011）

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

震災20年

平成27年
（2015）

平成28年
（2016）
平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

平成31年
（2019）

「第64回ICANN会議」

「第29回日本医学会総会2015関西」でのエキスポの様子

©Kobe Luminarie O.C.

写真提供 神戸市
「第9回世界華商大会」

「第7回アジア・太平洋地域エイズ国際会議」

インターネット業界のトップが集結！

これまで個別開催されていた消化器関連学会のうち6学会が初めて合同開催

議長国日本が提案した「神戸リサーチプロジェクト」合意

29万人来場
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22日（水）～23日（木）

24日（金）～25日（土）

30日（木）～6月1日（土）
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リードエグジビションジャパン

第25回日本保育保健学会

神戸大学皮膚科学教室

公益社団法人 日本麻酔科学会

脳血管内治療技術と機器研究会

日本臨床整形外科学会

日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ

公益社団法人 日本栄養士会

日本インターフェロン・サイトカイン学会

日本包括歯科臨床学会

国際フロンティア産業メッセ2019実行委員会

日本会計研究学会第７８回大会準備委員会
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神戸国際会議場
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会　期 名　称 会　場 分類会長・主催者または事務局会　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 参加者数（人）

（内外国人）

11日（木）～13日（土）

14日（日）～15日（月・祝）

16日（火）～17日（水）

24日（水）～26日（金）

27日（土）～28日（日）
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大会長／寺師浩人
（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学　教授）

会長／石藏礼一
（兵庫医科大学　放射線医学教室）

会長／小谷穣治
（神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野教授）

2019年4月
7日（日）～10日（水）

2019年5月
16日（木）～18日（土）

2019年6月
6日（木）

2019年8月
2日（金）～3日（土）

2019年9月
5日（木）～6日（金）

2019年7月
4日（木）～6日（土）

第32回日本臨床整形外科学会学術集会・
まほろば関西

国際航路協会2019年年次総会
（PIANC 2019 AGA in KOBE）技術セミナー

第13回国際リハビリテーション医学会世界会議（ISPRM2019）
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日本外科代謝栄養学会第56回学術集会・
第26回外科侵襲とサイトカイン研究会

The International Conference on Machine Learning and Cybernetics & 
The International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition 2019

第23回神戸国際宝飾展

第25回日本保育保健学会 in 神戸
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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

国際航路協会2019年年次総会実行委員会
国際港湾協会

International Society for Transgenic Technologies (ISTT)
理化学研究所・生命機能科学研究センター (RIKEN BDR)

International Society of Physical and Rehabilitation Medicine（ISPRM）
公益社団法人　日本リハビリテーション医学会

一般社団法人 日本蛋白質科学会
一般社団法人 日本細胞生物学会

主　催／ ICMLC & ICWAPR 2019 実行委員会
大会長／畑 豊（兵庫県立大学 教授）

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2019

第40回日本炎症・再生医学会

JANOG44 Meeting

2019年度全国栄養士大会・全国栄養改善大会

第84回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会

第6回国際選択モデル会議（ICMC）

第8回日本包括歯科臨床学会学術大会・総会
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佐田政隆
（徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野 教授）

山本俊行（名古屋大学未来材料・システム研究所 教授）
張 峻屹（広島大学大学院国際協力研究科 教授）
三古展弘（神戸大学大学院経営学研究科 教授）

山田秀人
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（近畿大学医学部整形外科学教室 主任教授）
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第15回トランスジェニックテクノロジー会議
The 15th Transgenic Technology Meeting
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ホームページ ▶ http://www.tt2019.org/

ホームページ ▶ https://www.ijk-fair.jp/　

ホームページ ▶ web.apollon.nta.co.jp/nhhk25/

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

〒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）

（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

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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Conference & Exhibition

第15回トランスジェニックテクノロジー会議 The 15th Transgenic Technology Meeting （TT2019）

トランスジェニックテクノロジー会議（TT Meeting）は、国際トランスジェニックテクノロ
ジー学会（International Society for Transgenic Technologies（ISTT））を母体とする国
際学術会合で、今回で15回目となる記念大会において初めて日本での招致が実現しまし
た。本国際会議は、現代の生命科学において幅広い分野で欠かせない研究対象である遺
伝子組換え動物、特にその作製技術の発展を支える世界各国からの研究者、技術者が一
堂に会し、先端の研究成果のみならず、それを支える基盤技術、動物実験倫理や教育に至
る幅広い課題に関して国際的議論を交わす場となっています。このユニークな機会に、皆
様の多数のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2019年5月16日（木）～18日（土）　　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）

第23回神戸国際宝飾展

「震災復興の一助に」が開催のきっかけとなった、西日本最大の宝飾展。
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。本展はそんな中、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ヶ国640社が出展する、西日本最大の宝飾見本市に成
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。
本展には神戸ならではの真珠はもちろん、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。
展示会招待券は、ホームページからお申し込みいただけます（無料）。

会　期／ 2019年4月7日（日）～10日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 古田 泰秀（大会組織委員長：理化学研究所）
主　催／ International Society for Transgenic Technologies （ISTT）
 理化学研究所・生命機能科学研究センター（RIKEN BDR） 

第25回日本保育保健学会 in 神戸

2019年5月18、19日に、神戸国際会議場で「第25回日本保育保健学会」を開催いたしま
す。日本保育保健協議会は、医師、保育士、看護師らで、保育所（こども園）に通う子どもの
健康を守ることを活動の目的としています。
今回の学会のテーマは「守ろう　育てよう　子どもは未来のメッセージ」です。子どもは宝
であり、夢でもあります。子どもたちに私たち大人はどんなメッセージを贈ることができるで
しょうか。メッセージは言葉だけではありません。私たちが起こした行動も子どもたちへの
メッセージになります。今回の学会では、子どもたちの健全な発達を促すためのコミュニケ－
ションづくりを考えていきます。保育保健に興味ある方々はぜひ事前登録による学会参加を
お願いします。事前参加登録は学会のHPよりお願いします。

会　期／ 2019年5月22日（水）～23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　　　 　共　催／全日本ケミカルサンダル工業協同組合連合会

第163回2019秋冬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

神戸の靴の展示会として、半世紀以上にわた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163回目を迎えることになりました。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まで成長しています。
新たな元号で開催される今回の展示会では、会場内の展示装飾を大きくリニューアルし、まさ
にファッション都市・神戸にふさわしい展示会となります。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出展し、多くのバイヤーが全国各地より商談に訪れ
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ご登録をお願いします。

会　期／ 2019年5月18日（土）～19日（日）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 藤田 位（日本保育保健協議会 副会長／藤田小児科医院 院長）
主　催／ 第25回日本保育保健学会
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ホームページ ▶ http://www.tt2019.org/

ホームページ ▶ https://www.ijk-fair.jp/　

ホームページ ▶ web.apollon.nta.co.jp/nhhk25/

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

〒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）

（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

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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Conference & Exhibition

第15回トランスジェニックテクノロジー会議 The 15th Transgenic Technology Meeting （TT2019）

トランスジェニックテクノロジー会議（TT Meeting）は、国際トランスジェニックテクノロ
ジー学会（International Society for Transgenic Technologies（ISTT））を母体とする国
際学術会合で、今回で15回目となる記念大会において初めて日本での招致が実現しまし
た。本国際会議は、現代の生命科学において幅広い分野で欠かせない研究対象である遺
伝子組換え動物、特にその作製技術の発展を支える世界各国からの研究者、技術者が一
堂に会し、先端の研究成果のみならず、それを支える基盤技術、動物実験倫理や教育に至
る幅広い課題に関して国際的議論を交わす場となっています。このユニークな機会に、皆
様の多数のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2019年5月16日（木）～18日（土）　　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）

第23回神戸国際宝飾展

「震災復興の一助に」が開催のきっかけとなった、西日本最大の宝飾展。
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。本展はそんな中、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ヶ国640社が出展する、西日本最大の宝飾見本市に成
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。
本展には神戸ならではの真珠はもちろん、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。
展示会招待券は、ホームページからお申し込みいただけます（無料）。

会　期／ 2019年4月7日（日）～10日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 古田 泰秀（大会組織委員長：理化学研究所）
主　催／ International Society for Transgenic Technologies （ISTT）
 理化学研究所・生命機能科学研究センター（RIKEN BDR） 

第25回日本保育保健学会 in 神戸

2019年5月18、19日に、神戸国際会議場で「第25回日本保育保健学会」を開催いたしま
す。日本保育保健協議会は、医師、保育士、看護師らで、保育所（こども園）に通う子どもの
健康を守ることを活動の目的としています。
今回の学会のテーマは「守ろう　育てよう　子どもは未来のメッセージ」です。子どもは宝
であり、夢でもあります。子どもたちに私たち大人はどんなメッセージを贈ることができるで
しょうか。メッセージは言葉だけではありません。私たちが起こした行動も子どもたちへの
メッセージになります。今回の学会では、子どもたちの健全な発達を促すためのコミュニケ－
ションづくりを考えていきます。保育保健に興味ある方々はぜひ事前登録による学会参加を
お願いします。事前参加登録は学会のHPよりお願いします。

会　期／ 2019年5月22日（水）～23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　　　 　共　催／全日本ケミカルサンダル工業協同組合連合会

第163回2019秋冬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

神戸の靴の展示会として、半世紀以上にわた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163回目を迎えることになりました。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まで成長しています。
新たな元号で開催される今回の展示会では、会場内の展示装飾を大きくリニューアルし、まさ
にファッション都市・神戸にふさわしい展示会となります。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出展し、多くのバイヤーが全国各地より商談に訪れ
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ご登録をお願いします。

会　期／ 2019年5月18日（土）～19日（日）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 藤田 位（日本保育保健協議会 副会長／藤田小児科医院 院長）
主　催／ 第25回日本保育保健学会
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ホームページ ▶ http://jscs35.umin.jp

ホームページ ▶ http://www.congre.co.jp/jsa66/

神戸国際会議場
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

会　 場

会　 長

2019. FRI5 24 SAT25

神戸大学皮膚科学教室
〒650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1（外来棟6F）
TEL 078-382-6134　FAX 078-382-6149

事　務　局

株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業部
〒112-0012 東京都文京区大塚3-5-10 住友成泉小石川ビル6Ｆ
TEL 03-5940-2614   FAX 03-3942-6396
E-mail jscs35@sunpla-mcv.com

運営事務局

演題募集期間 1 16 水2018. 2019.11 21 水
h t t p : / / j s c s 3 5 . u m i n . j p

日本皮膚悪性腫瘍学会
学術大会

The 35th
Annual Meeting of
the Japanese Skin Cancer Society

第35回

皮
膚
が
ん
の
先
制
医
療
と

高
齢
者
で
の
治
療
の
限
界
の
ギ
ャッ
プ
を
埋
め
る ホームページ ▶ http://pianc2019.com/

ホームページ ▶ http://www.isprm2019.com/jp　http://www.congre.co.jp/56jarm2019/jp

2019年1月7日（月）迄延長しました
2018年11月30日（金）
早割  2019年4月15日（月） 72,000 円 (会員) 
事前  2019年5月15日（水） 78,000 円 (会員)
当日  　　　　　　　      84,000 円 (会員)

ISPRM/JARM in 2019 Schedule

2019年6 月9 日（日）～13 日（木）

第13回
国際リハビリテーション医学会
世界会議
Rehabilitation as the Cutting Edge of Medicine 
!最先端医学としてのリハビリテーション医学!

会場: 神戸コンベンションセンター

ISPRM 2019 JARM 2019

第56回
日本リハビリテーション医学会
学術集会
Cutting-Edge Trends of Rehabilitation Medicine 
!最先端リハビリテーション医学の今とこれから!

会長: 才藤 栄一
藤田医科大学医学部リハビリテーション医学"講座

2019年6 月12 日（水）～16日（日）
会  場: 神戸コンベンションセンター
大会長: 道免 和久

兵庫医科大学リハビリテーション医学教室

演題登録締切 :

セッション／ワークショップ登録締切 :

参加登録締切 :

2019年1月7日（月）迄延長しました
早割  2019年4月15日（月）  23,000円（会員）
事前  2019年5月15日（水）  24,000円（会員）
当日　　　　　　　　　　 25,000円（会員）

演題登録締切：

参加登録締切：

June 9
日

10
月

11
火

12
水

13
木

14
金

15
土

16
日

ISPRM ISPRM
DAY 0

ISPRM
DAY 1

ISPRM
DAY 2

ISPRM
DAY 3

ISPRM
DAY 4

ISPR
M/

JARM
合同

プログラム1
合同 

プログラム 2

JARM JARM
DAY 0

JARM
DAY 1

JARM
DAY 2

JARM
DAY 3

JARM
DAY 4

展示 ISPRM/JARM展示

国際航路協会（PIANC）2019年 年次総会
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Conference & Exhibition

会　期／ 2019年5月24日（金）～25日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 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 教授）
主　催／神戸大学皮膚科学教室

第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会

2019年5月24日（金）・25日（土）に、神戸国際会議場に於いて、第35回日本皮
膚悪性腫瘍学会学術大会を開催させていただくことになりました。高齢化社会を迎
えて皮膚がんは増加傾向にあります。それを踏まえて、学会のテーマは“皮膚がんの
先制医療と高齢者での治療の限界のギャップを埋める”としました。高齢化社会で
は避けて通れない皮膚がん対策を、“予防・攻めの先制医療”“個々のがんの特徴をと
らえたオーダーメイド医療”を念頭に、一方で、合併症や全身症状に応じて対応せざ
るを得ない“高齢者医療の限界をどう切り開くか”といった観点を盛り込んで、症例
を深く掘り下げて検討する機会を持てればと思います。
神戸の5月は爽やかな新緑の六甲山をバックに、山風と浜風が吹いて大変清々し
い季節です。一人でも多くの学会員が神戸の地で熱くdiscussionできることを願って
おります。

会　期／ 2019年5月30日（木）～6月1日（土）
会　場／ 神戸ポートピアホテル、神戸国際展示場、神戸国際会議場
大会長／ 西脇 公俊（名古屋大学大学院医学系研究科 麻酔・蘇生学 教授）
主　催／公益社団法人 日本麻酔科学会

このたび第66回学術集会を開催させていただくこととなりました。本学術集会は、
麻酔に携わる医師が一堂に会して、麻酔科学に関する様々な問題点を討議できる、我
が国での唯一の学会として重要な位置を占めております。
今回の学術集会のテーマは、「Professionalism」とさせていただきました。麻酔科領
域の様々なissueについてprofessionalismという観点から考えてみて、我々はどうすべき
か、どこに向かうべきかについて考える機会とさせていただけたら幸いです。
本学会でも、海外演者の発表に対する同時通訳サービスを継続します。言葉の壁を
低くしておりますので、海外演者の講演に積極的に参加いただき、最新の知見に触れる
と共に、国際交流の輪を広げる機会としていただけたら幸いです。
皆様の積極的なご参加を、是非ともよろしくお願い申しあげます。

公益社団法人日本麻酔科学会 第66回学術集会

会　期／ 2019年6月6日（木）　9：00～15：00
会　場／ 神戸ポートピアホテル
主　催／ 国際航路協会2019年年次総会実行委員会
 国際港湾協会

国際航路協会2019年年次総会（PIANC 2019 AGA in KOBE）技術セミナー

国際航路協会（PIANC:ピアンク）とは、1885年に設立された国際的
な港湾・内陸水路に関する技術基準を定める国際機関です。港湾・航路
等の技術的課題に関する調査研究を行い、水上交通の維持・発展の促
進を目的としています。
国際航路協会の2019年年次総会が神戸で開催されるにあたり、国際
航路協会の活動や研究に触れられる「技術セミナー」を開催します。セミ
ナーは、午前の部はアジア各国の港湾開発に関する事例を報告する「ア
ジアンセッション」、午後の部は世界的に多発する大規模自然災害に関
する知見の共有のため、「沿岸地域における防災・減災」をテーマとする
「テクニカルセッション」の2部構成となっております。
どなたでも聴講が可能ですので、参加をご希望の方は、公式ホームペー
ジの専用登録フォームよりお申し込みください。また、講演者等の詳細に
ついても、同ホームページにてご案内しておりますので、ご参照ください。

会　期／ 2019年6月9日（日）～16日（日）
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
第13回国際リハビリテーション医学会世界会議 会長／才藤 栄一（藤田医科大学 医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座 教授）
第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 大会長／道免 和久（兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室 教授）
主　催／ International Society of Physical and Rehabilitation Medicine （ISPRM） および公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

ISPRM2019の開催テーマは『Rehabilitation as the Cutting Edge of Medicine
（最先端医学としてのリハビリテーション医学）』とし、世界各国からリハビリテー
ション関係者が参加し、最先端の基礎研究、臨床経験、科学技術、さらにはリハビ
リテーション医学の理念や健康政策に至るまで、多くの学術講演や研究発表、討
論、学術交流を通じて、その成果と発展を広く提供することを目的としております。
本国際学会の開催は、会員のみならず広く世界中の人々の健康と福祉に役立つも
のと確信しております。
また、JARM2019の開催テーマは『最先端リハビリテーション医学の今とこれか
ら』（Cutting-edge Trends of Rehabilitation Medicine）として、最先端のリハビリ
テーション医学研究、医療技術の総結集を予定しており、ロボット・最先端リハビ
リテーション機器普及元年にしたいと考えております。さらに、最先端の分野は機
器に限らず、再生医療、ニューロリハビリテーション、運動器疾患、チーム医療、医
療制度、地域医療、災害対応、心理、パラスポーツなど多岐に渡ります。広がり続け
るリハビリテーション医療の今の最先端を知り、これからの最先端を築くきっかけ
になれば幸いです。
『すべてが学べるリハビリ医学会』～『最先端』をテーマに開催準備に邁進して
おります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

第13回国際リハビリテーション医学会世界会議（ISPRM2019）／第56回日本リハビリテーション医学会学術集会（JARM2019）
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ホームページ ▶ http://jscs35.umin.jp

ホームページ ▶ http://www.congre.co.jp/jsa66/

神戸国際会議場
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

会　 場

会　 長

2019. FRI5 24 SAT25

神戸大学皮膚科学教室
〒650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1（外来棟6F）
TEL 078-382-6134　FAX 078-382-6149

事　務　局

株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業部
〒112-0012 東京都文京区大塚3-5-10 住友成泉小石川ビル6Ｆ
TEL 03-5940-2614   FAX 03-3942-6396
E-mail jscs35@sunpla-mcv.com

運営事務局

演題募集期間 1 16 水2018. 2019.11 21 水
h t t p : / / j s c s 3 5 . u m i n . j p

日本皮膚悪性腫瘍学会
学術大会

The 35th
Annual Meeting of
the Japanese Skin Cancer Society

第35回
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ホームページ ▶ http://www.isprm2019.com/jp　http://www.congre.co.jp/56jarm2019/jp

2019年1月7日（月）迄延長しました
2018年11月30日（金）
早割  2019年4月15日（月） 72,000 円 (会員) 
事前  2019年5月15日（水） 78,000 円 (会員)
当日  　　　　　　　      84,000 円 (会員)

ISPRM/JARM in 2019 Schedule

2019年6 月9 日（日）～13 日（木）

第13回
国際リハビリテーション医学会
世界会議
Rehabilitation as the Cutting Edge of Medicine 
!最先端医学としてのリハビリテーション医学!

会場: 神戸コンベンションセンター

ISPRM 2019 JARM 2019

第56回
日本リハビリテーション医学会
学術集会
Cutting-Edge Trends of Rehabilitation Medicine 
!最先端リハビリテーション医学の今とこれから!

会長: 才藤 栄一
藤田医科大学医学部リハビリテーション医学"講座

2019年6 月12 日（水）～16日（日）
会  場: 神戸コンベンションセンター
大会長: 道免 和久

兵庫医科大学リハビリテーション医学教室

演題登録締切 :

セッション／ワークショップ登録締切 :

参加登録締切 :

2019年1月7日（月）迄延長しました
早割  2019年4月15日（月）  23,000円（会員）
事前  2019年5月15日（水）  24,000円（会員）
当日　　　　　　　　　　 25,000円（会員）

演題登録締切：

参加登録締切：
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DAY 4

展示 ISPRM/JARM展示

国際航路協会（PIANC）2019年 年次総会
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Conference & Exhibition

会　期／ 2019年5月24日（金）～25日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 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 教授）
主　催／神戸大学皮膚科学教室

第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会

2019年5月24日（金）・25日（土）に、神戸国際会議場に於いて、第35回日本皮
膚悪性腫瘍学会学術大会を開催させていただくことになりました。高齢化社会を迎
えて皮膚がんは増加傾向にあります。それを踏まえて、学会のテーマは“皮膚がんの
先制医療と高齢者での治療の限界のギャップを埋める”としました。高齢化社会で
は避けて通れない皮膚がん対策を、“予防・攻めの先制医療”“個々のがんの特徴をと
らえたオーダーメイド医療”を念頭に、一方で、合併症や全身症状に応じて対応せざ
るを得ない“高齢者医療の限界をどう切り開くか”といった観点を盛り込んで、症例
を深く掘り下げて検討する機会を持てればと思います。
神戸の5月は爽やかな新緑の六甲山をバックに、山風と浜風が吹いて大変清々し
い季節です。一人でも多くの学会員が神戸の地で熱くdiscussionできることを願って
おります。

会　期／ 2019年5月30日（木）～6月1日（土）
会　場／ 神戸ポートピアホテル、神戸国際展示場、神戸国際会議場
大会長／ 西脇 公俊（名古屋大学大学院医学系研究科 麻酔・蘇生学 教授）
主　催／公益社団法人 日本麻酔科学会

このたび第66回学術集会を開催させていただくこととなりました。本学術集会は、
麻酔に携わる医師が一堂に会して、麻酔科学に関する様々な問題点を討議できる、我
が国での唯一の学会として重要な位置を占めております。
今回の学術集会のテーマは、「Professionalism」とさせていただきました。麻酔科領
域の様々なissueについてprofessionalismという観点から考えてみて、我々はどうすべき
か、どこに向かうべきかについて考える機会とさせていただけたら幸いです。
本学会でも、海外演者の発表に対する同時通訳サービスを継続します。言葉の壁を
低くしておりますので、海外演者の講演に積極的に参加いただき、最新の知見に触れる
と共に、国際交流の輪を広げる機会としていただけたら幸いです。
皆様の積極的なご参加を、是非ともよろしくお願い申しあげます。

公益社団法人日本麻酔科学会 第66回学術集会

会　期／ 2019年6月6日（木）　9：00～15：00
会　場／ 神戸ポートピアホテル
主　催／ 国際航路協会2019年年次総会実行委員会
 国際港湾協会

国際航路協会2019年年次総会（PIANC 2019 AGA in KOBE）技術セミナー

国際航路協会（PIANC:ピアンク）とは、1885年に設立された国際的
な港湾・内陸水路に関する技術基準を定める国際機関です。港湾・航路
等の技術的課題に関する調査研究を行い、水上交通の維持・発展の促
進を目的としています。
国際航路協会の2019年年次総会が神戸で開催されるにあたり、国際
航路協会の活動や研究に触れられる「技術セミナー」を開催します。セミ
ナーは、午前の部はアジア各国の港湾開発に関する事例を報告する「ア
ジアンセッション」、午後の部は世界的に多発する大規模自然災害に関
する知見の共有のため、「沿岸地域における防災・減災」をテーマとする
「テクニカルセッション」の2部構成となっております。
どなたでも聴講が可能ですので、参加をご希望の方は、公式ホームペー
ジの専用登録フォームよりお申し込みください。また、講演者等の詳細に
ついても、同ホームページにてご案内しておりますので、ご参照ください。

会　期／ 2019年6月9日（日）～16日（日）
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
第13回国際リハビリテーション医学会世界会議 会長／才藤 栄一（藤田医科大学 医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座 教授）
第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 大会長／道免 和久（兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室 教授）
主　催／ International Society of Physical and Rehabilitation Medicine （ISPRM） および公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

ISPRM2019の開催テーマは『Rehabilitation as the Cutting Edge of Medicine
（最先端医学としてのリハビリテーション医学）』とし、世界各国からリハビリテー
ション関係者が参加し、最先端の基礎研究、臨床経験、科学技術、さらにはリハビ
リテーション医学の理念や健康政策に至るまで、多くの学術講演や研究発表、討
論、学術交流を通じて、その成果と発展を広く提供することを目的としております。
本国際学会の開催は、会員のみならず広く世界中の人々の健康と福祉に役立つも
のと確信しております。
また、JARM2019の開催テーマは『最先端リハビリテーション医学の今とこれか
ら』（Cutting-edge Trends of Rehabilitation Medicine）として、最先端のリハビリ
テーション医学研究、医療技術の総結集を予定しており、ロボット・最先端リハビ
リテーション機器普及元年にしたいと考えております。さらに、最先端の分野は機
器に限らず、再生医療、ニューロリハビリテーション、運動器疾患、チーム医療、医
療制度、地域医療、災害対応、心理、パラスポーツなど多岐に渡ります。広がり続け
るリハビリテーション医療の今の最先端を知り、これからの最先端を築くきっかけ
になれば幸いです。
『すべてが学べるリハビリ医学会』～『最先端』をテーマに開催準備に邁進して
おります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

第13回国際リハビリテーション医学会世界会議（ISPRM2019）／第56回日本リハビリテーション医学会学術集会（JARM2019）
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主催校： 神戸大学大学院医学研究科　形成外科学

【事務局】 神戸大学大学院医学研究科　形成外科学
〒650-0017　神戸市中央区楠町7-5-2

[ 会場 ]  神戸国際会議場 3F 国際会議室
[会長 ]  石藏 礼一 / 兵庫医科大学 放射線医学教室

[ 事務局 ]　兵庫医科大学 放射線医学教室

第
五
五
回

6/21  222019.

Annual Meeting of Japanese Society of Pedeiatric Radilogy

Go! Go! Pediatric Radiology

〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町 1番 1号
E-Mail : jspr55@jspr-net.jp
HP : http://jspr-net.jp/55jspr/
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会　期／2019年6月21日（金）～22日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 石藏 礼一（兵庫医科大学放射線科 准教授）
主　催／ 第55回日本小児放射線学会学術集会

第55回日本小児放射線学会学術集会

この度、第55回日本小児放射線学会学術集会を開催させていただくことになりまし
た。本学会は小児放射線医学の発展と小児の健康増進に寄与する学会として、研究、
教育だけでなく、小児の画像検査を安全に行うための活動を国内外で行っております。
特徴として、放射線科医、小児科医、小児外科医、脳外科医、病理医など小児放射線
に関わる多岐にわたる分野の医師が参加する点があげられます。今回は、小児放射線
の今と未来をメインテーマとしてあげ、国内外の方々による講演、学術発表討論を行う
他、シンポジウムでは近年発展のめざましい、Ai （Autopsy Imaging）とAI （Artificial 
Intelligence）をとりあげました。また、日本に3名しかいない酵素欠損症の患者に遺伝
子治療がおこなわれた物語「奇跡の子どもたち」の映画監督・稲塚秀孝さんを特別講演
にお招きしており、映画上映も行う予定です。多数の皆様のご参加を心からお待ちして
おります。

会　期／ 2019年6月24日（月）～26日（水）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
第19回日本蛋白質科学会年会 年会長／城 宜嗣（兵庫県立大学）
第71回日本細胞生物学会大会 会長／遠藤 斗志也（京都産業大学）
主　催／ 一般社団法人 日本蛋白質科学会、一般社団法人 日本細胞生物学会

第19回日本蛋白質科学会年会・第71回日本細胞生物学会大会 合同年次大会

蛋白質科学会と細胞生物学会の合同での年次大会開催は、初めての試みです。生命機能の担い手
の主役である蛋白質が生きた細胞という場でいかに働くかが近年分かるようになり、さらに従来は手が出な
かった大きな蛋白質複合体や膜タンパク質の詳細な構造情報が得られるようにもなりました。また、計算科
学により蛋白質が働く様子や構造変化を高い精度で予測、研究できるようにもなってきました。こうした生
命科学の急速な進展を背景として、蛋白質科学の研究者と細胞生物学の研究者が一堂に会し、情報を
共有し人的に交流する場を持つ機が熟したと考え、両学会の合同年次大会を開催する運びとなりました。
本大会には国内外から約1,500名の参加者が見込まれ、特別講演、シンポジウム、ワークショップ、一般演
題などのプログラムを企画しております。また、蛋白質科学・細胞生物に関連する企業による附設展示会も
同時に開催いたします。皆様のご参加をお待ちしてます。

会　期／ 2019年7月4日（木）～6日（土）
 第26回外科侵襲とサイトカイン研究会は7月4日（木）開催　　　　
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 小谷 穣治（神戸大学大学院医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野 教授）

日本外科代謝栄養学会第56回学術集会・第26回外科侵襲とサイトカイン研究会

2019年7月4日（木）～6日（土）の3日間、神戸国際会議場にて日本外科代謝栄
養学会第56回学術集会を開催いたします。『エビデンスを超えてゆけ！』をテーマに、
基礎的な研究や臨床的なエビデンスの発表に加えて、さらにエビデンスを超えてどの
ように治療方針を決定するか、治療を進めるか、結果をどう捉えるかというテーマの発
表もしていただき、医療者としての心構えなども含めて活発な議論ができるようなプロ
グラムにしたいと考えています。また、同時開催として『エビデンスを掘り下げろ！』を
テーマとした第26回外科侵襲とサイトカイン研究会を7月4日（木）に開催予定です。
韓国外科代謝栄養学会とのジョイントシンポジウムやアジア各国からの演題を募集
するTravel Grantセッション、体液代謝管理研究会・日本輸血細胞治療学会、アミノ
酸学会とのジョイントシンポジウムも予定しておりますので、多くの皆様のご参加を心
よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2019年6月28日（金）～29日（土）
会　場／ 神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場ほか
大会長／寺師 浩人（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学 教授）

第11回日本下肢救済・足病学会学術集会

神戸は、一つのチーム医療として全国に先駆けて多科・多職種で足を救う運動を始
めた日本のフットケア・救肢の「メッカ」と自負しています。もともと靴文化の宿る地域であ
り、異文化交流の歴史が根底にあったことも関係していたのかもしれません。
本学術集会のテーマは「歩行を守り、生活を護る」。日本フットケア学会と日本下肢救
済・足病学会は、今回の学会を最後に統合することが決まりましたので、本学会が、日本
下肢救済・足病学会の名称で行われる最後の学術集会となります。私たちはこの学術
集会を、あらゆる職種が自身の足の分野を基盤に、それぞれが「歩行と生活」のために
何ができるのかを問うための場と位置付けたいと考えております。神戸の地はそのことを
語るに相応しい街です。私たちはそれをサポートする場を設け、皆様とともに実りある学
術集会を作り上げたいと祈念いたします。
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TEL: 06-4964-8869　FAX: 06-4964-8804　E-mail: 11jlspm@jtbcom.co.jp
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主催校： 神戸大学大学院医学研究科　形成外科学

【事務局】 神戸大学大学院医学研究科　形成外科学
〒650-0017　神戸市中央区楠町7-5-2

[ 会場 ]  神戸国際会議場 3F 国際会議室
[会長 ]  石藏 礼一 / 兵庫医科大学 放射線医学教室

[ 事務局 ]　兵庫医科大学 放射線医学教室
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会　期／2019年6月21日（金）～22日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 石藏 礼一（兵庫医科大学放射線科 准教授）
主　催／ 第55回日本小児放射線学会学術集会

第55回日本小児放射線学会学術集会

この度、第55回日本小児放射線学会学術集会を開催させていただくことになりまし
た。本学会は小児放射線医学の発展と小児の健康増進に寄与する学会として、研究、
教育だけでなく、小児の画像検査を安全に行うための活動を国内外で行っております。
特徴として、放射線科医、小児科医、小児外科医、脳外科医、病理医など小児放射線
に関わる多岐にわたる分野の医師が参加する点があげられます。今回は、小児放射線
の今と未来をメインテーマとしてあげ、国内外の方々による講演、学術発表討論を行う
他、シンポジウムでは近年発展のめざましい、Ai （Autopsy Imaging）とAI （Artificial 
Intelligence）をとりあげました。また、日本に3名しかいない酵素欠損症の患者に遺伝
子治療がおこなわれた物語「奇跡の子どもたち」の映画監督・稲塚秀孝さんを特別講演
にお招きしており、映画上映も行う予定です。多数の皆様のご参加を心からお待ちして
おります。

会　期／ 2019年6月24日（月）～26日（水）
会　場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場
第19回日本蛋白質科学会年会 年会長／城 宜嗣（兵庫県立大学）
第71回日本細胞生物学会大会 会長／遠藤 斗志也（京都産業大学）
主　催／ 一般社団法人 日本蛋白質科学会、一般社団法人 日本細胞生物学会

第19回日本蛋白質科学会年会・第71回日本細胞生物学会大会 合同年次大会

蛋白質科学会と細胞生物学会の合同での年次大会開催は、初めての試みです。生命機能の担い手
の主役である蛋白質が生きた細胞という場でいかに働くかが近年分かるようになり、さらに従来は手が出な
かった大きな蛋白質複合体や膜タンパク質の詳細な構造情報が得られるようにもなりました。また、計算科
学により蛋白質が働く様子や構造変化を高い精度で予測、研究できるようにもなってきました。こうした生
命科学の急速な進展を背景として、蛋白質科学の研究者と細胞生物学の研究者が一堂に会し、情報を
共有し人的に交流する場を持つ機が熟したと考え、両学会の合同年次大会を開催する運びとなりました。
本大会には国内外から約1,500名の参加者が見込まれ、特別講演、シンポジウム、ワークショップ、一般演
題などのプログラムを企画しております。また、蛋白質科学・細胞生物に関連する企業による附設展示会も
同時に開催いたします。皆様のご参加をお待ちしてます。

会　期／ 2019年7月4日（木）～6日（土）
 第26回外科侵襲とサイトカイン研究会は7月4日（木）開催　　　　
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 小谷 穣治（神戸大学大学院医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野 教授）

日本外科代謝栄養学会第56回学術集会・第26回外科侵襲とサイトカイン研究会

2019年7月4日（木）～6日（土）の3日間、神戸国際会議場にて日本外科代謝栄
養学会第56回学術集会を開催いたします。『エビデンスを超えてゆけ！』をテーマに、
基礎的な研究や臨床的なエビデンスの発表に加えて、さらにエビデンスを超えてどの
ように治療方針を決定するか、治療を進めるか、結果をどう捉えるかというテーマの発
表もしていただき、医療者としての心構えなども含めて活発な議論ができるようなプロ
グラムにしたいと考えています。また、同時開催として『エビデンスを掘り下げろ！』を
テーマとした第26回外科侵襲とサイトカイン研究会を7月4日（木）に開催予定です。
韓国外科代謝栄養学会とのジョイントシンポジウムやアジア各国からの演題を募集
するTravel Grantセッション、体液代謝管理研究会・日本輸血細胞治療学会、アミノ
酸学会とのジョイントシンポジウムも予定しておりますので、多くの皆様のご参加を心
よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2019年6月28日（金）～29日（土）
会　場／ 神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場ほか
大会長／寺師 浩人（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学 教授）

第11回日本下肢救済・足病学会学術集会

神戸は、一つのチーム医療として全国に先駆けて多科・多職種で足を救う運動を始
めた日本のフットケア・救肢の「メッカ」と自負しています。もともと靴文化の宿る地域であ
り、異文化交流の歴史が根底にあったことも関係していたのかもしれません。
本学術集会のテーマは「歩行を守り、生活を護る」。日本フットケア学会と日本下肢救
済・足病学会は、今回の学会を最後に統合することが決まりましたので、本学会が、日本
下肢救済・足病学会の名称で行われる最後の学術集会となります。私たちはこの学術
集会を、あらゆる職種が自身の足の分野を基盤に、それぞれが「歩行と生活」のために
何ができるのかを問うための場と位置付けたいと考えております。神戸の地はそのことを
語るに相応しい街です。私たちはそれをサポートする場を設け、皆様とともに実りある学
術集会を作り上げたいと祈念いたします。
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会　期／ 2019年7月7日（日）～10日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／畑 豊（兵庫県立大学 教授）
主　催／ ICMLC & ICWAPR 2019 実行委員会

The International Conference on Machine Learning and Cybernetics & The International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition 2019

現在、人工知能（AI）は、ロボット技術・制御技術、工業生産技術、医療情報技術、製造業
における高度な物作り技術に欠かせない要素技術となっています。本国際会議では、AI・機
械学習と生物を模倣するサイバネティクス、その上に周波数解析パターン認識技術を高度に
使用して、将来のAIの科学技術の方向性を決定し、Society5.0を推進します。ここでは、国際
的な最先端研究開発に関する情報交換会議を行うことによって、この分野における新しい理
論と応用の議論の場を与えることを目的としています。今回初めて日本での開催となり、開催
場所は、先端医療開発特区を持ち、かつ次世代スパコンが導入され今後の日本の経済発展
と雇用を牽引する国際都市・神戸に決定しました。日本での開催により、現在のAI使用による
Society5.0推進の起爆剤となることがその性格の一つです。
国内外の参加者の皆様に満足頂けるよう、スタッフ一同、精一杯準備しておりますので、多
数のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2019年7月11日（木）～ 13日（土）　　会　場／神戸国際展示場
主　催／脳血管内治療技術と機器研究会

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2019

我々は、脳血管内治療の安全な普及を図ることを目的に2003年より脳血管内治療ライ
ブセミナーを行ってきました。2010年からは「脳血管内治療ブラッシュアップセミナー」と改め、
患者さんの協力の下、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、脳血管内治療のエキスパートが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、昨年も1000名を越えました。
今年のブラッシュアップセミナー（BSNET 2019）は、2019年7月11日（木）～13日（土）の
3日間、神戸国際展示場で開催します。今年も脳梗塞急性期の再開通療法を主題に据え、
院内体制を含めて、より早く確実に治療する方策について熱いディスカッションが期待されま
す。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2019年7月16日（火）～17日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 佐田 政隆（徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野 教授）

第40回日本炎症・再生医学会

炎症は、傷害後の感染防御、組織修復、再生に必須です。一方で、炎症の異常が自己
免疫疾患の原因となります。また、動脈硬化は生活習慣病によっておこる慢性炎症が原因
です。炎症制御に関わるいくつもの分子が同定され、無菌的な慢性炎症が持続するメカニ
ズムも少しずつ明らかにされています。しかし、慢性炎症を制御する有効な治療法が開発さ
れているとは限りません。また、再生医学においては、ES細胞、iPS細胞、体性幹細胞、増殖
因子研究などに著しい進歩がありましたが、再生医療が臨床における一般的な治療になる
ためには、まだまだ超えないといけないハードルがあるのが現実です。
本学会は、基礎、臨床の様々な領域の研究者が「炎症」と「再生」をキーワードに一堂に
会する学際的な大変意義のある学会です。夏の神戸で、全国の多くの炎症、再生研究者
に熱いディスカッションをしていただけることを楽しみにしております。

会　期／ 2019年7月14日（日）～15日（月・祝）　　会　場／神戸国際会議場、神戸商工会議所
会　長／ 田中 幸博（医療法人田中医院 院長）
主　催／ 日本臨床整形外科学会

第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西

第32回日本臨床整形外科学会学術集会を、2019年7月14日（日）、15日（月・祝）に、神
戸国際会議場、神戸商工会議所において開催いたします。日本臨床整形外科学会は、整
形外科開業医を中心とした、地域に密着した医療を目指した学会です。
今回のテーマは「Never stop learning―原点回帰、臨床医は一例に学ぶ―」であり、常

に学び続ける姿勢を内外に示したいと考えています。プログラムは主要シンポジウムとして
「超音波診断装置の今後の利用」「ロコモティブシンドローム」「交通事故診療」を取り上げ
ました。主題には、整形外科の代表的疾患への取り組み、整形外科の永遠のテーマ（保存
療法か手術療法か）、災害・検診・患者啓発等の外に出る医療、患者さんの円滑な移行を
進める病診連携、成長期のスポーツ障害とその対応等、を選んでおります。
整形外科の先生方をはじめ、病院の先生、メディカルスタッフの方々の多数のご参加をお
待ちしております。
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会　期／ 2019年7月7日（日）～10日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／畑 豊（兵庫県立大学 教授）
主　催／ ICMLC & ICWAPR 2019 実行委員会

The International Conference on Machine Learning and Cybernetics & The International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition 2019

現在、人工知能（AI）は、ロボット技術・制御技術、工業生産技術、医療情報技術、製造業
における高度な物作り技術に欠かせない要素技術となっています。本国際会議では、AI・機
械学習と生物を模倣するサイバネティクス、その上に周波数解析パターン認識技術を高度に
使用して、将来のAIの科学技術の方向性を決定し、Society5.0を推進します。ここでは、国際
的な最先端研究開発に関する情報交換会議を行うことによって、この分野における新しい理
論と応用の議論の場を与えることを目的としています。今回初めて日本での開催となり、開催
場所は、先端医療開発特区を持ち、かつ次世代スパコンが導入され今後の日本の経済発展
と雇用を牽引する国際都市・神戸に決定しました。日本での開催により、現在のAI使用による
Society5.0推進の起爆剤となることがその性格の一つです。
国内外の参加者の皆様に満足頂けるよう、スタッフ一同、精一杯準備しておりますので、多
数のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2019年7月11日（木）～ 13日（土）　　会　場／神戸国際展示場
主　催／脳血管内治療技術と機器研究会

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2019

我々は、脳血管内治療の安全な普及を図ることを目的に2003年より脳血管内治療ライ
ブセミナーを行ってきました。2010年からは「脳血管内治療ブラッシュアップセミナー」と改め、
患者さんの協力の下、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、脳血管内治療のエキスパートが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、昨年も1000名を越えました。
今年のブラッシュアップセミナー（BSNET 2019）は、2019年7月11日（木）～13日（土）の
3日間、神戸国際展示場で開催します。今年も脳梗塞急性期の再開通療法を主題に据え、
院内体制を含めて、より早く確実に治療する方策について熱いディスカッションが期待されま
す。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2019年7月16日（火）～17日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 佐田 政隆（徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野 教授）

第40回日本炎症・再生医学会

炎症は、傷害後の感染防御、組織修復、再生に必須です。一方で、炎症の異常が自己
免疫疾患の原因となります。また、動脈硬化は生活習慣病によっておこる慢性炎症が原因
です。炎症制御に関わるいくつもの分子が同定され、無菌的な慢性炎症が持続するメカニ
ズムも少しずつ明らかにされています。しかし、慢性炎症を制御する有効な治療法が開発さ
れているとは限りません。また、再生医学においては、ES細胞、iPS細胞、体性幹細胞、増殖
因子研究などに著しい進歩がありましたが、再生医療が臨床における一般的な治療になる
ためには、まだまだ超えないといけないハードルがあるのが現実です。
本学会は、基礎、臨床の様々な領域の研究者が「炎症」と「再生」をキーワードに一堂に
会する学際的な大変意義のある学会です。夏の神戸で、全国の多くの炎症、再生研究者
に熱いディスカッションをしていただけることを楽しみにしております。

会　期／ 2019年7月14日（日）～15日（月・祝）　　会　場／神戸国際会議場、神戸商工会議所
会　長／ 田中 幸博（医療法人田中医院 院長）
主　催／ 日本臨床整形外科学会

第32回日本臨床整形外科学会学術集会・まほろば関西

第32回日本臨床整形外科学会学術集会を、2019年7月14日（日）、15日（月・祝）に、神
戸国際会議場、神戸商工会議所において開催いたします。日本臨床整形外科学会は、整
形外科開業医を中心とした、地域に密着した医療を目指した学会です。
今回のテーマは「Never stop learning―原点回帰、臨床医は一例に学ぶ―」であり、常

に学び続ける姿勢を内外に示したいと考えています。プログラムは主要シンポジウムとして
「超音波診断装置の今後の利用」「ロコモティブシンドローム」「交通事故診療」を取り上げ
ました。主題には、整形外科の代表的疾患への取り組み、整形外科の永遠のテーマ（保存
療法か手術療法か）、災害・検診・患者啓発等の外に出る医療、患者さんの円滑な移行を
進める病診連携、成長期のスポーツ障害とその対応等、を選んでおります。
整形外科の先生方をはじめ、病院の先生、メディカルスタッフの方々の多数のご参加をお
待ちしております。

125484_CONVE_P11_P12

19.022101辻→022201辻→022601辻→022701辻→031101辻→032001辻→



ホームページ ▶ https://www.janog.gr.jp/

ホームページ ▶ https://www.dietitian.or.jp/84/2019/2.html ホームページ ▶ http://www.icmconference.org.uk/index.php/icmc/ICMC2019

ホームページ ▶ https://www2.aeplan.co.jp/jsicr84/

13 CONVENTION KOBE 14CONVENTION KOBE

Conference & Exhibition

会　期／ 2019年7月24日（水）～26日（金）
会　場／神戸国際展示場2号館
主　催／日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ
ホスト／株式会社アット東京

JANOG44 Meeting

JANOG（JApan Network Operators' Group）はインターネットの技術や運用に関する情報
交換や議論を通じて、日本のインターネットをより良くしていくことを目的とした技術者交流団体
です。全国各地で1000名の参加者が集まるミーティングを定期開催しており、その44回目のミ
ーティングを神戸の地で開催することになりました。JANOGの活動やミーティングプログラム等
詳細はJANOGウェブサイトをご覧ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会　期／ 2019年7月27日（土）～28日（日）　　会　場／神戸国際会議場
主　催／ 公益社団法人 日本栄養士会

2019年度全国栄養士大会・全国栄養改善大会

全国栄養士大会は、全国の管理栄養士・栄養士が一堂に会し、管理栄養士・栄養士が一
致して取り組むべき課題を協議、対応や実践の方法を共有することを目的とし、「栄養障害の
二重負荷（Double burden of malnutrition）の解決をめざす」をテーマに開催します。
臨床栄養、学校栄養、健康・スポーツ栄養、給食管理、公衆栄養、地域栄養、福祉栄養な

ど、各分野の現場で使える最新情報が学べる講演、各分野の最新事例に触れられる示説、
食品、栄養業界における新製品と最新サービスなど、業界動向を知ることのできる展示会と、
今年も盛りだくさんの内容でお届けします。
また、全国栄養改善大会では、栄養改善活動に功績のあった方 を々表彰し、後進の励みと
活動目標としていただくために、厚生労働大臣表彰並びに日本栄養士会表彰を執り行います。
多数の皆様のご参加、心よりお待ちしております。

会　期／ 2019年8月19日（月）～21日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会運営委員会委員／ 山本 俊行（名古屋大学未来材料・システム研究所 教授）
 　　　　　　 張 峻屹（広島大学大学院国際協力研究科 教授）
 　　　　　　 三古 展弘（神戸大学大学院経営学研究科 教授）

第6回国際選択モデル会議（ICMC）

国際選択モデル会議（ICMC）は、様々な学問分野において開発・適用されている選択モ
デルに関する最も影響力のある国際会議で、2年に1回開催されます。第1回会議では、
ノーベル経済学賞を受賞したDaniel L. McFadden教授に基調講演をしていただきました。
選択モデルとは、いくつかの選択肢から1つを選ぶこと（例えば、東京から神戸へ来るときに、
飛行機、新幹線、高速バスから1つの移動手段を選ぶこと）を分析するのに適した手法で
す。選択モデルは、交通分野に限らず、マーケティング、環境・エネルギー、健康・医療、観光
などの分野でも広く使われており、学問領域を超えた議論が展開されるのがこの会議の大き
な特徴です。2009年に第1回会議がイギリスで開催されてからちょうど10年にあたる2019
年の第6回会議が、アジアで初めて神戸で開催されます。詳しくは、ホームページをご参照く
ださい。

会　期／2019年8月2日（金） ～ 3日（土）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 佐野 統（京都岡本記念病院 院長／兵庫医科大学 名誉教授）
主　催／ 日本インターフェロン・サイトカイン学会

第84回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会

この学術集会では、「サイトカインを標的とした次世代治療薬への展望」をテーマに、5つ
のシンポジウム、7つのセミナー、審良静男先生（大阪大学免疫学フロンティア研究センター
拠点長）の特別講演を予定しています。そこでは、近年、臨床への応用が著しく発展してきた
サイトカインの基礎的研究分野で、先導的研究を展開している国内の研究者による発表と
学会員との熱い討論が行われます。このようなシンポジウムや教育講演の開催により、基礎
と臨床の両分野でのインターフェロン・サイトカイン研究の発展を促進したいと考えています。

レストラン＆バー：９店

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。

〒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.jp/kobe

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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ホームページ ▶ https://www.janog.gr.jp/

ホームページ ▶ https://www.dietitian.or.jp/84/2019/2.html ホームページ ▶ http://www.icmconference.org.uk/index.php/icmc/ICMC2019

ホームページ ▶ https://www2.aeplan.co.jp/jsicr84/
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会　期／ 2019年7月24日（水）～26日（金）
会　場／神戸国際展示場2号館
主　催／日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ
ホスト／株式会社アット東京

JANOG44 Meeting

JANOG（JApan Network Operators' Group）はインターネットの技術や運用に関する情報
交換や議論を通じて、日本のインターネットをより良くしていくことを目的とした技術者交流団体
です。全国各地で1000名の参加者が集まるミーティングを定期開催しており、その44回目のミ
ーティングを神戸の地で開催することになりました。JANOGの活動やミーティングプログラム等
詳細はJANOGウェブサイトをご覧ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会　期／ 2019年7月27日（土）～28日（日）　　会　場／神戸国際会議場
主　催／ 公益社団法人 日本栄養士会

2019年度全国栄養士大会・全国栄養改善大会

全国栄養士大会は、全国の管理栄養士・栄養士が一堂に会し、管理栄養士・栄養士が一
致して取り組むべき課題を協議、対応や実践の方法を共有することを目的とし、「栄養障害の
二重負荷（Double burden of malnutrition）の解決をめざす」をテーマに開催します。
臨床栄養、学校栄養、健康・スポーツ栄養、給食管理、公衆栄養、地域栄養、福祉栄養な

ど、各分野の現場で使える最新情報が学べる講演、各分野の最新事例に触れられる示説、
食品、栄養業界における新製品と最新サービスなど、業界動向を知ることのできる展示会と、
今年も盛りだくさんの内容でお届けします。
また、全国栄養改善大会では、栄養改善活動に功績のあった方 を々表彰し、後進の励みと
活動目標としていただくために、厚生労働大臣表彰並びに日本栄養士会表彰を執り行います。
多数の皆様のご参加、心よりお待ちしております。

会　期／ 2019年8月19日（月）～21日（水）　　会　場／神戸国際会議場
大会運営委員会委員／ 山本 俊行（名古屋大学未来材料・システム研究所 教授）
 　　　　　　 張 峻屹（広島大学大学院国際協力研究科 教授）
 　　　　　　 三古 展弘（神戸大学大学院経営学研究科 教授）

第6回国際選択モデル会議（ICMC）

国際選択モデル会議（ICMC）は、様々な学問分野において開発・適用されている選択モ
デルに関する最も影響力のある国際会議で、2年に1回開催されます。第1回会議では、
ノーベル経済学賞を受賞したDaniel L. McFadden教授に基調講演をしていただきました。
選択モデルとは、いくつかの選択肢から1つを選ぶこと（例えば、東京から神戸へ来るときに、
飛行機、新幹線、高速バスから1つの移動手段を選ぶこと）を分析するのに適した手法で
す。選択モデルは、交通分野に限らず、マーケティング、環境・エネルギー、健康・医療、観光
などの分野でも広く使われており、学問領域を超えた議論が展開されるのがこの会議の大き
な特徴です。2009年に第1回会議がイギリスで開催されてからちょうど10年にあたる2019
年の第6回会議が、アジアで初めて神戸で開催されます。詳しくは、ホームページをご参照く
ださい。

会　期／2019年8月2日（金） ～ 3日（土）　　会　場／神戸国際会議場
大会長／ 佐野 統（京都岡本記念病院 院長／兵庫医科大学 名誉教授）
主　催／ 日本インターフェロン・サイトカイン学会

第84回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会

この学術集会では、「サイトカインを標的とした次世代治療薬への展望」をテーマに、5つ
のシンポジウム、7つのセミナー、審良静男先生（大阪大学免疫学フロンティア研究センター
拠点長）の特別講演を予定しています。そこでは、近年、臨床への応用が著しく発展してきた
サイトカインの基礎的研究分野で、先導的研究を展開している国内の研究者による発表と
学会員との熱い討論が行われます。このようなシンポジウムや教育講演の開催により、基礎
と臨床の両分野でのインターフェロン・サイトカイン研究の発展を促進したいと考えています。

レストラン＆バー：９店

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。

〒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.jp/kobe

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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ホームページ ▶ http://www.med.kobe-u.ac.jp/jsswnm43/
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神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

2019年 
9月7日（土）

神戸学院大学
ポートアイランドキャンパス

大会ウェブサイト http://www.jaa-net.jp/jaa2019/

9月8日（日）
9月9日（月）

「会計学研究の将来を考える」
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会　期／ 2019年9月5日（木）～6日（金）　　会　場／神戸国際展示場
主　催／ 国際フロンティア産業メッセ2019実行委員会〈事務局：（公財）新産業創造研究機構（NIRO）〉

国際フロンティア産業メッセ2019

会　期／ 2019年9月5日（木）～6日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 山田 秀人
 （神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 産科婦人科学分野 教授）

第43回日本女性栄養・代謝学会学術集会

この度、第43回日本女性栄養・代謝学会学術集会を2019年9月5日（木）と6日
（金）に神戸国際会議場で開催させていただくこととなりました。学会化最初の記念す
べき学術集会であり、産婦人科や内科の医師のみならず、助産師、看護師、栄養管
理士などのメディカルスタッフの方々にもお気軽にご参加頂けますように、メインテー
マを糖代謝、内分泌、腎臓、自己免疫疾患などを含んだ「合併症妊娠」といたしまし
た。さらに、職種ごとの研修単位付与セミナーを多数企画しております。本学会へのご
参加と演題のご応募〈一般演題募集期間：2019年4月1日 （月）～5月10日 （金）〉を
心よりお待ち申し上げております。

この度、第8回日本包括歯科臨床学会学術大会・総会を2019年8月31日（土）・9
月1日（日）の2日間、神戸国際会議場で開催させていただく事になりました。
本学会は、歯科の日常臨床における総合的な知識の向上と技術の研鑽を行い、よ

り良い歯科医療を提供する事により、国民の健康に貢献する事を目的としております。
本総会・学術大会では、「健やかなエイジングの探求～成長発育と加齢～　ライフス

テージに応じた包括歯科臨床」をテーマに、これからの日本の100年人生時代に対し
て、我々歯科医療従事者が、一生涯のライフステージに応じて歯科医療の関わりおよ
び重要性について、講演及びシンポジウムを行います。
多数の皆様のご参加を心からお待ち致しております。

会　期／ 2019年9月7日（土）～9日（月）
会　場／ 神戸学院大学ポートアイランドキャンパス、神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 安井 一浩（神戸学院大学経営学部 教授）
主　催／日本会計研究学会第78回大会準備委員会

日本会計研究学会第78回大会

このたび日本会計研究学会第78回大会を、神戸学院大学ポートアイランドキャン
パスを主な会場として開催することとなりました。
日本会計研究学会は、あらゆる会計学の分野の研究者を網羅した学会であり、ま
た大会が第78回を迎えるという伝統のある学会でもあります。
近年の技術の進歩は、グローバル化とそれに伴う社会環境の変化をもたらし、会
計学の研究対象である会計の構造、性質その他の面に多大な影響を与えているこ
とは疑いようがありません。一方で会計学の研究方法自体も大きく変化していること
も見逃せない点であります。このような変化の激しい時代であるという認識のもとに、
統一論題テーマを「会計学研究の将来を考える」とさせて頂きました。活発な議論が
展開されることを祈っております。また多数の皆様のご参加をお待ち申し上げておりま
す。

「ふみだす未来　つながる技術」と題して、西日本最大級の産業総合展示会を開催します。今回の特別テーマは「ロボット・AI・IoT」。
これらに関連した特別展示や講演を実施する予定です。また、学生の企業研究の場としても活用できるように、学生対象のセミナーなど
も予定。本メッセへのたくさんのご出展並びにご来場をお待ちしております。

○出展分野
　（成長産業／先端技術として）ロボット・AI・IoT、ICT・クラウド、環境・エネルギー、健
康・医療、航空・宇宙、ものづくり、電気・電子、ライフスタイル（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、特別企画　他

○出展申込締切日　2019年5月17日（金）

○出展規模　前回実績　512社・団体、568小間（同時開催事業含む）

○入場料　無料

○同時開催（予定）
　ひょうご環境ビジネス展、みなと元気メッセ2019、こうべしんきんビジネスメッセ2019、
　たんぎん産業メッセ2019、にっしん輝きメッセ2019

会　期／ 2019年8月31日（土）～9月1日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 上谷 智哉（日本包括歯科臨床学会 理事）
主　催／ 日本包括歯科臨床学会

第8回日本包括歯科臨床学会学術大会・総会
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神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル
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9月7日（土）

神戸学院大学
ポートアイランドキャンパス

大会ウェブサイト http://www.jaa-net.jp/jaa2019/

9月8日（日）
9月9日（月）

「会計学研究の将来を考える」
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会　期／ 2019年9月5日（木）～6日（金）　　会　場／神戸国際展示場
主　催／ 国際フロンティア産業メッセ2019実行委員会〈事務局：（公財）新産業創造研究機構（NIRO）〉

国際フロンティア産業メッセ2019

会　期／ 2019年9月5日（木）～6日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 山田 秀人
 （神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 産科婦人科学分野 教授）

第43回日本女性栄養・代謝学会学術集会

この度、第43回日本女性栄養・代謝学会学術集会を2019年9月5日（木）と6日
（金）に神戸国際会議場で開催させていただくこととなりました。学会化最初の記念す
べき学術集会であり、産婦人科や内科の医師のみならず、助産師、看護師、栄養管
理士などのメディカルスタッフの方々にもお気軽にご参加頂けますように、メインテー
マを糖代謝、内分泌、腎臓、自己免疫疾患などを含んだ「合併症妊娠」といたしまし
た。さらに、職種ごとの研修単位付与セミナーを多数企画しております。本学会へのご
参加と演題のご応募〈一般演題募集期間：2019年4月1日 （月）～5月10日 （金）〉を
心よりお待ち申し上げております。

この度、第8回日本包括歯科臨床学会学術大会・総会を2019年8月31日（土）・9
月1日（日）の2日間、神戸国際会議場で開催させていただく事になりました。
本学会は、歯科の日常臨床における総合的な知識の向上と技術の研鑽を行い、よ

り良い歯科医療を提供する事により、国民の健康に貢献する事を目的としております。
本総会・学術大会では、「健やかなエイジングの探求～成長発育と加齢～　ライフス

テージに応じた包括歯科臨床」をテーマに、これからの日本の100年人生時代に対し
て、我々歯科医療従事者が、一生涯のライフステージに応じて歯科医療の関わりおよ
び重要性について、講演及びシンポジウムを行います。
多数の皆様のご参加を心からお待ち致しております。

会　期／ 2019年9月7日（土）～9日（月）
会　場／ 神戸学院大学ポートアイランドキャンパス、神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 安井 一浩（神戸学院大学経営学部 教授）
主　催／日本会計研究学会第78回大会準備委員会

日本会計研究学会第78回大会

このたび日本会計研究学会第78回大会を、神戸学院大学ポートアイランドキャン
パスを主な会場として開催することとなりました。
日本会計研究学会は、あらゆる会計学の分野の研究者を網羅した学会であり、ま
た大会が第78回を迎えるという伝統のある学会でもあります。
近年の技術の進歩は、グローバル化とそれに伴う社会環境の変化をもたらし、会
計学の研究対象である会計の構造、性質その他の面に多大な影響を与えているこ
とは疑いようがありません。一方で会計学の研究方法自体も大きく変化していること
も見逃せない点であります。このような変化の激しい時代であるという認識のもとに、
統一論題テーマを「会計学研究の将来を考える」とさせて頂きました。活発な議論が
展開されることを祈っております。また多数の皆様のご参加をお待ち申し上げておりま
す。

「ふみだす未来　つながる技術」と題して、西日本最大級の産業総合展示会を開催します。今回の特別テーマは「ロボット・AI・IoT」。
これらに関連した特別展示や講演を実施する予定です。また、学生の企業研究の場としても活用できるように、学生対象のセミナーなど
も予定。本メッセへのたくさんのご出展並びにご来場をお待ちしております。

○出展分野
　（成長産業／先端技術として）ロボット・AI・IoT、ICT・クラウド、環境・エネルギー、健
康・医療、航空・宇宙、ものづくり、電気・電子、ライフスタイル（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、特別企画　他

○出展申込締切日　2019年5月17日（金）

○出展規模　前回実績　512社・団体、568小間（同時開催事業含む）

○入場料　無料

○同時開催（予定）
　ひょうご環境ビジネス展、みなと元気メッセ2019、こうべしんきんビジネスメッセ2019、
　たんぎん産業メッセ2019、にっしん輝きメッセ2019

会　期／ 2019年8月31日（土）～9月1日（日）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 上谷 智哉（日本包括歯科臨床学会 理事）
主　催／ 日本包括歯科臨床学会

第8回日本包括歯科臨床学会学術大会・総会
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会　期／ 2019年9月20日（金）～21日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
会　長／ 赤木 將男（近畿大学医学部 整形外科学教室 主任教授）

第133回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

日本腰痛学会は、我が国で最も多い愁訴である腰痛について、診療・研究に
関わる医師および理学療士を中心としたコメディカルスタッフなど、多職種で
学際的に研究をし、国民の健康増進と腰痛の診断・治療・予防に貢献すること
を目的にしております。
慢性腰痛については近年、MRIによる疼痛の可視化、運動療法の効果の科
学的検証、さらには新規薬物の開発やリエゾンサービスなどにより、難治性腰
痛の発生機序や集学的治療成績が急速に解明され、発展しております。そこで、
今回のテーマを「腰痛診療の覧古考新」といたしました。これまでの学会の業
績を振り返り、腰痛診療の原点を考えながら、新しい技術、考え方も導入して
“腰痛診療のさらなる発展”を目指そうとするものです。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。

本学術集会のテーマは「自利利他：医のプロフェッショナリズム」としました。
「自利利他」は比叡山延暦寺を開いた最澄の言葉とされ、多くの企業人や教
育者に理念として語り継がれて来ました。我々医師にとっては「自分を高めるこ
と即ち他者を救うこと」と解することができます。自ら努力して得た臨床力は
「他者」である患者を救う力そのものです。医師は「新たな方法に気づき実践
する」だけでは不十分であり、新たな方法を「他者」に伝える努力（研究心）が
必要です。医師は教育者でもあり、自身の学びは「他者」である後進医師の育
成力です。ご自身の「プロフェッショナリズム」を振り返る機会となれば幸いで
す。人口減少・価値観の多様化・情報技術の急速な進歩とともに将来の医療
の姿が見えにくくなっています。しかし、医療の根本である「福祉への貢献」は
変わることがなく、そこには血の通った医師と患者の関係があるはずです。整
形外科の未来を思い描きながら、日常診療の改善に注力する、そのような皆様
が集い情報を交換し議論を戦わす、そのような学会になればと考えております。

会　期／ 2019年9月13日（金）～14日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 市村 正一（杏林大学医学部整形外科学教室 教授）
主　催／ 一般社団法人 日本腰痛学会

第27回日本腰痛学会
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第133回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

日本腰痛学会は、我が国で最も多い愁訴である腰痛について、診療・研究に
関わる医師および理学療士を中心としたコメディカルスタッフなど、多職種で
学際的に研究をし、国民の健康増進と腰痛の診断・治療・予防に貢献すること
を目的にしております。
慢性腰痛については近年、MRIによる疼痛の可視化、運動療法の効果の科

学的検証、さらには新規薬物の開発やリエゾンサービスなどにより、難治性腰
痛の発生機序や集学的治療成績が急速に解明され、発展しております。そこで、
今回のテーマを「腰痛診療の覧古考新」といたしました。これまでの学会の業
績を振り返り、腰痛診療の原点を考えながら、新しい技術、考え方も導入して
“腰痛診療のさらなる発展”を目指そうとするものです。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。

本学術集会のテーマは「自利利他：医のプロフェッショナリズム」としました。
「自利利他」は比叡山延暦寺を開いた最澄の言葉とされ、多くの企業人や教
育者に理念として語り継がれて来ました。我々医師にとっては「自分を高めるこ
と即ち他者を救うこと」と解することができます。自ら努力して得た臨床力は
「他者」である患者を救う力そのものです。医師は「新たな方法に気づき実践
する」だけでは不十分であり、新たな方法を「他者」に伝える努力（研究心）が
必要です。医師は教育者でもあり、自身の学びは「他者」である後進医師の育
成力です。ご自身の「プロフェッショナリズム」を振り返る機会となれば幸いで
す。人口減少・価値観の多様化・情報技術の急速な進歩とともに将来の医療
の姿が見えにくくなっています。しかし、医療の根本である「福祉への貢献」は
変わることがなく、そこには血の通った医師と患者の関係があるはずです。整
形外科の未来を思い描きながら、日常診療の改善に注力する、そのような皆様
が集い情報を交換し議論を戦わす、そのような学会になればと考えております。

会　期／ 2019年9月13日（金）～14日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 市村 正一（杏林大学医学部整形外科学教室 教授）
主　催／ 一般社団法人 日本腰痛学会

第27回日本腰痛学会
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