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新しい庁舎は現在神
戸市が本庁舎2号館再整
備基本構想を策定中で、
2026年の完成を目指し
て着々と準備が進んでい
ます。にぎわい施設など
も予定されているようで、
どんな建物になるのか、
どんな機能が入るのか、
期待が膨らみます

01 CONVENTION KOBE 02CONVENTION KOBE

Kobe Portisland Topics

お願い
Kobe Mural Art Projectは活動のための支援をお願いしています。
寄付先 神戸市職員信用組合　本店（店舗番号：001）
 普通口座　口座番号：0596987
 口座名義　KobeMuralArtProject
 　　　　　（コウベミューラルアートプロジェクト）
問い合わせメールアドレス　info@kobe-mural.com

海と山に囲まれた自然豊かな街・神戸。ご当地グルメのほか、地場産業や歴史など地域に根差した個性的なミュージア
ムも多く点在し、訪れる人の知的好奇心や五感を刺激しています。
最近では、街中のストリートアートを増やす動きも。それが、昨年の12月に発足した「Kobe Mural Art Project」。「神
戸の街に子どもから大人まで楽しめるアートをたくさん増やし、神戸を訪れた人たちが街中でアートと気軽に触れる機会
を増やそう」という思いから、ミューラルアート（壁画）を描くプロジェクトが進められているようです。

神戸の街にはたくさんのミューラルアートが描かれています。メ
リケンパーク、三宮元町界隈、六甲アイランドなどに多く点在し、そ
の数は約20点！　小さなものまで入れるともっとあるんですよ。少
し紹介しましょう。
ミューラルアートの良いところは、気軽さとわかりやすさ。ギャラ
リーや美術館に入るのにハードルを感じている人でも、建物の外壁
に描かれているアートであれば、気軽に楽しむことができます。
MICEで神戸に訪れた際、街散策がてらミューラルアートを探しな
がら歩いてみるのもおすすめですよ。

仕事の合間にちょっと一息　神戸でアート散策してみませんか？

1957年から60年以上、1995年の阪神・淡路大震災から25年間、
神戸市役所の庁舎として活用されてきた2号館。もともとは8階建て
でしたが、地震により6階部分が圧潰、6階以上が1.5m北にずれ、全
館使用不能となりました。しかしながら、市民サービスの早期回復の
必要性から再利用できる部分は改修し、可能な限りで増築して復旧
され現在に至っています。その2号館も建築から62年たち、老朽化
や震災の被害を受けていることから、今年秋に解体されることに。60
年以上頑張ってきた建物にキチンとお別れをしたいということで
「Kobe Mural Art Project」が実施主体となり、2号館をミューラル
アートで彩ってから解体しようという動きが始まっています。4月中旬からミューラルアートを描き始め、完成予定は5月3
日！　ミューラルアートは完成する過程が一番楽しいとも言われています。「たくさんの人に現場に見に行っていただき、
アーティストとコミュニケーションを取って欲しいです」と、同プロジェクト実行委員会代表の秋田さん。ぜひ近くに行った
際は壁面をチェックしてくださいね。

気軽にみられるスポットは市内に約20カ所

阪神・淡路大震災から今年で25年
被災した市役所2号館にミューラルアートを

アフターMICEプログラムにメニュー追加
チームビルディングや特別な思い出作りにおすすめ

MICE開催をサポートする、おもてなしメニューも増加中
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神戸コンベンションビューローでは、昨年に引き続きMICE参加
者の方に楽しんでいただける「アフターMICEプログラム」のメ
ニュー充実を図っています。海辺にある珍しいウイスキー蒸留
所の見学や、SDGsにつながる農業体験、日本文化にふれること
ができる巻き寿司作りや盆踊り体験など、国内外問わず楽しん
で頂ける内容です。参加者のアクティビティをお探しの際は、ぜ
ひビューローまでご相談ください。
（神戸コンベンションビューローの公式サイトからご覧いただけます）
https://kobe-convention.jp/ja/planning/unique-experiences/

舌の肥えたシェフパティシエ8人行きつけのお店を紹介
「神戸レストランガイド」配布スタート

神戸の有名スイーツ店のシェフパティシエ
達がおすすめする神戸自慢の飲食店を紹
介する冊子「神戸レストランガイド」も完成！
MICE参加者の方に配布可能ですので、ご
希望の場合はご連絡ください。
•日本語・英語版あり
•市内中心部の飲食店を30店舗以上紹介
•無料（MICE関連のみ配布）

「将来的には神戸の街を見渡した時に、街中に一つのアートが
浮かび上がる仕掛けができないかと妄想しています！」と秋田
さん。点在するそれぞれのミューラルアートも楽しめ、且つそ
れらが作品のパーツとなり、街中にひとつの大きなアート作品
が出来上がるなんて、考えるだけでワクワクしますね！　三宮
駅周辺の整備も進んでおり、さらなる発展をしていく神戸の
街にぜひ足を運んでください。

元町（南京町の
南側あたり）にあ
るこの黄色い建
物は目立つはず
なのになかなか
見つかりません。
Ins tag ramで
知った市外の人
たちが、街歩き
をしながら探し
当て、写真を撮っ
ている風景をよ
く目にします

現在の市役所2号館。左が2号館ありがとうプロジェクト発
起人の神戸市建設局長の三島さん、右が「Kobe Mural Art 
Project」実行委員会代表の秋田さん

2号館の南北壁面にアートを入れたイメージ。アーティストを
選定した後に、どのようなミューラルアートを描くのかを決め
ます

HITOTZUKI 
 POW! WOW! JAPAN 2016 

Yoheyy & Jeff Gress
 POW! WOW! JAPAN 2017 & 2018

Luise Ono
POW! WOW! JAPAN 2016 

Kevin Lyons 
POW! WOW! JAPAN 2018

Jeff Gress & Jasper Wong
POW! WOW! JAPAN 2016 

被災した2号館（当時）

Brendan Monroe／Jet Martinez／ONEQ
 POW! WOW! JAPAN 2017 & 2018

Sam Rodriguez & Kami 
 POW! WOW! JAPAN 2018

Whole9 
 POW! WOW! JAPAN 2017

Slick
POW! WOW! JAPAN 2017

もう一つGraffiti（グラフィティ）という言葉もあります。明確な定義
はないようですが、ここでは壁面の所有者の同意のもと描くものを
ミューラル、同意を取らずに描くものをグラフィティとしています

※新型コロナウイルスによる外出規制等に十分ご配慮ください。
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Kobe Portisland Topics

お願い
Kobe Mural Art Projectは活動のための支援をお願いしています。
寄付先 神戸市職員信用組合　本店（店舗番号：001）
 普通口座　口座番号：0596987
 口座名義　KobeMuralArtProject
 　　　　　（コウベミューラルアートプロジェクト）
問い合わせメールアドレス　info@kobe-mural.com

海と山に囲まれた自然豊かな街・神戸。ご当地グルメのほか、地場産業や歴史など地域に根差した個性的なミュージア
ムも多く点在し、訪れる人の知的好奇心や五感を刺激しています。
最近では、街中のストリートアートを増やす動きも。それが、昨年の12月に発足した「Kobe Mural Art Project」。「神
戸の街に子どもから大人まで楽しめるアートをたくさん増やし、神戸を訪れた人たちが街中でアートと気軽に触れる機会
を増やそう」という思いから、ミューラルアート（壁画）を描くプロジェクトが進められているようです。

神戸の街にはたくさんのミューラルアートが描かれています。メ
リケンパーク、三宮元町界隈、六甲アイランドなどに多く点在し、そ
の数は約20点！　小さなものまで入れるともっとあるんですよ。少
し紹介しましょう。
ミューラルアートの良いところは、気軽さとわかりやすさ。ギャラ
リーや美術館に入るのにハードルを感じている人でも、建物の外壁
に描かれているアートであれば、気軽に楽しむことができます。
MICEで神戸に訪れた際、街散策がてらミューラルアートを探しな
がら歩いてみるのもおすすめですよ。

仕事の合間にちょっと一息　神戸でアート散策してみませんか？

1957年から60年以上、1995年の阪神・淡路大震災から25年間、
神戸市役所の庁舎として活用されてきた2号館。もともとは8階建て
でしたが、地震により6階部分が圧潰、6階以上が1.5m北にずれ、全
館使用不能となりました。しかしながら、市民サービスの早期回復の
必要性から再利用できる部分は改修し、可能な限りで増築して復旧
され現在に至っています。その2号館も建築から62年たち、老朽化
や震災の被害を受けていることから、今年秋に解体されることに。60
年以上頑張ってきた建物にキチンとお別れをしたいということで
「Kobe Mural Art Project」が実施主体となり、2号館をミューラル
アートで彩ってから解体しようという動きが始まっています。4月中旬からミューラルアートを描き始め、完成予定は5月3
日！　ミューラルアートは完成する過程が一番楽しいとも言われています。「たくさんの人に現場に見に行っていただき、
アーティストとコミュニケーションを取って欲しいです」と、同プロジェクト実行委員会代表の秋田さん。ぜひ近くに行った
際は壁面をチェックしてくださいね。

気軽にみられるスポットは市内に約20カ所

阪神・淡路大震災から今年で25年
被災した市役所2号館にミューラルアートを

アフターMICEプログラムにメニュー追加
チームビルディングや特別な思い出作りにおすすめ

MICE開催をサポートする、おもてなしメニューも増加中
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神戸コンベンションビューローでは、昨年に引き続きMICE参加
者の方に楽しんでいただける「アフターMICEプログラム」のメ
ニュー充実を図っています。海辺にある珍しいウイスキー蒸留
所の見学や、SDGsにつながる農業体験、日本文化にふれること
ができる巻き寿司作りや盆踊り体験など、国内外問わず楽しん
で頂ける内容です。参加者のアクティビティをお探しの際は、ぜ
ひビューローまでご相談ください。
（神戸コンベンションビューローの公式サイトからご覧いただけます）
https://kobe-convention.jp/ja/planning/unique-experiences/

舌の肥えたシェフパティシエ8人行きつけのお店を紹介
「神戸レストランガイド」配布スタート

神戸の有名スイーツ店のシェフパティシエ
達がおすすめする神戸自慢の飲食店を紹
介する冊子「神戸レストランガイド」も完成！
MICE参加者の方に配布可能ですので、ご
希望の場合はご連絡ください。
•日本語・英語版あり
•市内中心部の飲食店を30店舗以上紹介
•無料（MICE関連のみ配布）

「将来的には神戸の街を見渡した時に、街中に一つのアートが
浮かび上がる仕掛けができないかと妄想しています！」と秋田
さん。点在するそれぞれのミューラルアートも楽しめ、且つそ
れらが作品のパーツとなり、街中にひとつの大きなアート作品
が出来上がるなんて、考えるだけでワクワクしますね！　三宮
駅周辺の整備も進んでおり、さらなる発展をしていく神戸の
街にぜひ足を運んでください。
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現在の市役所2号館。左が2号館ありがとうプロジェクト発
起人の神戸市建設局長の三島さん、右が「Kobe Mural Art 
Project」実行委員会代表の秋田さん

2号館の南北壁面にアートを入れたイメージ。アーティストを
選定した後に、どのようなミューラルアートを描くのかを決め
ます

HITOTZUKI 
 POW! WOW! JAPAN 2016 

Yoheyy & Jeff Gress
 POW! WOW! JAPAN 2017 & 2018

Luise Ono
POW! WOW! JAPAN 2016 

Kevin Lyons 
POW! WOW! JAPAN 2018

Jeff Gress & Jasper Wong
POW! WOW! JAPAN 2016 

被災した2号館（当時）

Brendan Monroe／Jet Martinez／ONEQ
 POW! WOW! JAPAN 2017 & 2018

Sam Rodriguez & Kami 
 POW! WOW! JAPAN 2018

Whole9 
 POW! WOW! JAPAN 2017

Slick
POW! WOW! JAPAN 2017

もう一つGraffiti（グラフィティ）という言葉もあります。明確な定義
はないようですが、ここでは壁面の所有者の同意のもと描くものを
ミューラル、同意を取らずに描くものをグラフィティとしています

※新型コロナウイルスによる外出規制等に十分ご配慮ください。
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20（水）～21（木）

23（土）～24（日）

28（木）～30（土）

11（木）～13（土）

29（月）～7/1（水）

3（金）～4（土）

11（土）～12（日）

◎

◎

○

●

○

○

●

○

○

○

リードエグジビションジャパン（株） 

平井みどり（兵庫県赤十字血液センター所長）

特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

日本化学療法学会

公益社団法人NEXT VISION

中西健（特定医療法人五仁会 住吉川病院 名誉院長）

日本がん転移学会

神戸大学大学院 医学研究科 腎泌尿器科学分野

日本神経科学学会

公益社団法人日本小児科学会

NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会

国際フロンティア産業メッセ実行委員会

寺師浩人（神戸大学大学院 医学研究科 形成外科）

法橋尚宏（神戸大学 教授）

法橋尚宏（神戸大学 教授）

分類

2020.5-2020.10  KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR
○国内学会　●国際学会　◎展示会・イベント等

※掲載情報は3/30時点の情報となります。新型コロナウイルスの影響により変更となる場合がございますので、ご了承下さい。

Event Calendar
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●

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

神戸国際展示場ほか

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）

16（木）～17（金）

23（木）～26（日）

29（水）～8/1（土）

22（土）～23（日）

11（金）～12（土）

16（水）～18（金）

19（土） 

第24回 神戸国際宝飾展

第4回 日本老年薬学会学術大会

第49回 日本IVR学会総会

第68回 日本化学療法学会

AAS-in-Asia2020

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2020

第21回 日本ロービジョン学会学術総会

第18回 日本高齢者腎不全研究会

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸ポートピアホテル

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

 

  2,500

1,000

  

  1,200 

2,300 

  

600

150

第29回 日本がん転移学会学術集会・総会

第108回 日本泌尿器科学会総会

第43回 日本神経科学大会

第123回 日本小児科学会学術集会

第48回 母乳育児支援学習会in神戸

国際フロンティア産業メッセ2020

第22回 日本褥瘡学会学術集会

Family Nursing Externship 2020 in Japan

第22回 日本看護医療学会学術集会

Techno-Ocean2020

400

 

700

30,000

7,000

 

  

 

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸ポートピアホテル

2020年8月
21（金）～23（日）

2020年9月
3（木）～4（金）

2020年10月
10/1（木）～3（土）

2020年5月
14（木）～16（土）

16,000
（3,000）

1,800
（20）

900
（720）

3,200
（350）

250
（10）

500
（10）

10,000
（100）

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

村上卓道
（神戸大学大学院医学研究科 放射線診断学分野 教授）

Association for Asian Studies （AAS）　
The International Academic Forum （IAFOR）

飯島一博（「Techno-Ocean2020」実行委員会 
実行委員長／大阪大学大学院 工学研究科 教授）

第166回 2020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

日本歯科保存学会2020年度春季学術大会
（第152回）

神戸国際会議場
神戸国際展示場
アリストンホテル神戸
神戸商工会議所

6,500
（10）

2020年7月
2（木）～4（土）

2020年6月
11（木）～12（金）

1,200
（50）

脳血管内治療技術と機器研究会
（ブラッシュアップセミナー実行委員会）

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
（200）
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NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会
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寺師浩人（神戸大学大学院 医学研究科 形成外科）
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法橋尚宏（神戸大学 教授）

分類

2020.5-2020.10  KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR
○国内学会　●国際学会　◎展示会・イベント等

※掲載情報は3/30時点の情報となります。新型コロナウイルスの影響により変更となる場合がございますので、ご了承下さい。
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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

神戸国際展示場ほか
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11（金）～12（土）

16（水）～18（金）

19（土） 

第24回 神戸国際宝飾展

第4回 日本老年薬学会学術大会

第49回 日本IVR学会総会

第68回 日本化学療法学会

AAS-in-Asia2020

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2020

第21回 日本ロービジョン学会学術総会

第18回 日本高齢者腎不全研究会

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸国際展示場

神戸ポートピアホテル

神戸国際展示場
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2,300 
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神戸ポートピアホテル

2020年8月
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第24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650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／ 2020年5月14日（木）～16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） 

ホームページ ▶ https://www.ijk-fair.jp/ 

このたび発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）蔓
延に伴い、国内外感染犠牲者の方々に衷心よりお悔み申し上げ
ます。また、罹患者の闘病平癒に心よりお見舞い申し上げますと
ともに、医療対応従事者の方々には心より感謝し、被害の鎮静
化を願っております。

学会やイベントの開催に向けて、長年準備を進めてこられまし
た主催者、関係者の皆さまにおかれましても、中止や延期を余儀
なくされる状況に心中をお察しするに余りあります。開催までの
御苦労も存じあげておりますだけに、この状況は私どもとしまし
ても非常に悔しく、つらい思いでございます。

一方で、混乱状況のお忙しい中、今回のコンベンションKOBE
発行にあたり、主催者の皆さまには記事の執筆、また事業者様
には広告のご協力をいただきました。この場を借りて、お礼申し
上げます。しかしながら、まだ先の見えない状況の中での発行と
なりますため、掲載日程・内容の変更が発生する場合がございま
す。ご参加の場合は、必ず事前に各学会、イベント、展示会等の
公式ホームページや発信情報をご確認いただきますようお願い
申し上げます。

被害にあわれた方の一日も早い回復を祈念申し上げますとと
もに、MICEが再び活発に開催されることを願い、発行させてい
ただきます。

Conference & Exhibition

※当展示会はバイヤー向けの展示会です。
　一般の方は入場できませんので、ご了承ください。

第166回 2020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

靴の街・神戸として、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166回目を
迎えることになります。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きました。
昨年5月より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
した。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ご登録をお願いします。

会　期／ 2020年5月20日（水）～21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

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

第49回 日本IVR学会総会

この度「第49回日本IVR学会総会」を神戸にて開催させていただくこととなりました。参加
者の皆様にとって有意義な会となるよう、スタッフ一同全力をあげて準備に取り掛かっておりま
す。「IVR専門医が行うIVR手技が患者さんにとって最良であり続けること」を強く願い、今回の
学会のテーマを「IVR ‒ be the best for patients ‒」とさせていただきました。
海と山にはさまれた神戸は自然の幸に恵まれ、神戸ビーフをはじめとする数多くの食を堪能
することができます。また、公共交通機関を利用した1時間程度の移動で、有馬温泉、六甲山の
夜景、食材の宝庫・淡路島、世界遺産・姫路城などを訪れることも可能です。もちろん、大阪や
京都、奈良などの観光名所にも近く、学術プログラムだけでなく、多くの文化的魅力を堪能して
いただけると確信しております。新緑輝く神戸の地で、皆様にお会いできることを心から楽しみ
にしております。

会　期／ 2020年5月28日（木）～30日（土）　　
会　場／ 神戸ポートピアホテル
大会長／ 村上 卓道 （神戸大学大学院医学研究科 放射線診断学分野 教授）

ホームページ ▶ https://site.convention.co.jp/jsir2020/

第4回 日本老年薬学会学術大会

超高齢社会となった日本では、100歳まで現役でとの掛け声もあり、働ける間、あるいは元気
な間はいつまでも働きたい、と望む高齢者は多数いらっしゃいます。一方で介護なしには暮らし
ていけない方もあり、その差は広がる一方です。元気いっぱい、仕事に余暇に趣味に、と活躍さ
れている高齢者、「私は健康」と自認されている方でも、何らかの治療を受けたり、薬を常用して
いる方は少なくありません。高齢者の多様性を見極め、各人ができるだけ高い健康度を保ち、
充実した生活を送っていくためには、医療従事者は何をするべきでしょうか。治療の有効性・安
全性を高めることは勿論、治療を受ける前の健常とみなされる高齢者についても、多面的に健
康をサポートする必要があります。薬剤師はこれまで、薬局カウンターの向こう側の人、というイ
メージが支配的だったと思います。しかし、現在の医療現場では、薬剤師はチームの一員として
患者さんの薬物治療に責任を持つ役割を担っています。本学会では、「プラチナエイジ」をキー
ワードに健康な高齢者により健康になるための方策の提案など、地域の健康を高めるための、
多職種での実践にむけて、起爆剤を仕掛けてみたいと考えています。

会　期／ 2020年5月23日（土）～24日（日）　　会　場／ 神戸国際展示場
会　長／ 平井 みどり（兵庫県赤十字血液センター 所長）

ホームページ ▶ https://convention.jtbcom.co.jp/4jsgp/index.html

日本歯科保存学会 2020年度春季学術大会（第152回）

歯がなくなる原因のほとんどは、むし歯と歯周病です。「歯科保存学」とは、歯を抜くことなく、い
つまでも自分の歯で噛めるように治療を行い、大切な歯を口の中に維持して機能させていくことを
目的とした歯科の一分野です。歯科保存学会では、患者様の歯が一生快適に使えるようにするこ
とを目的として、歯科医療の高度化と普及のために活動しています。
第152回学術大会では、「グローバル社会における歯科保存」をメインテーマとし、学際的かつ
国際的な活動を推進することを念頭に、基調講演とシンポジウム、認定医研修会を軸にプログラ
ムを構成しており、とりわけ若手研究者、女性研究者さらには外国人研究者および臨床医を中心
に、グローバルな視点に立って、口の健康を守る歯科保存の新たな診断・治療法の探求の場にし
たいと考えています。皆さまのご参加を心からお待ちしております。

会　期／ 2020年6月11日（木）～12日（金）　
会　場／ 神戸国際展示場
大会長／ 林 美加子：大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（歯科保存学教室）教授
主　催／ 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

ホームページ ▶ http://www.kokuhoken.jp/jscd152/

第68回 日本化学療法学会

学会テーマは、「目指せ、わが国で実践する Antimicrobial stewardship」とし、限られたスタッフの中で、欧米に類のない日本独自の
抗菌薬適正使用を目指そうという意気込みを表しました。海外から高名な先生5名の招聘を予定しておりましたが、新型コロナウイルス
感染症のこともありキャンセルさせていただきました。しかし、その他にもいくつもの目玉になるようなセッションを企画しております。プ
ログラム日程表も早くからホームページで閲覧できるように準備しましたので、是非参考にしていただけたら
と存じます。また参加者へのサービスとして、参加できなかったシンポジウムやもう一度聞きたいセミナーな
ど、後日勉強いただけるよう、企画セミナーが行われる6会場での講演やディスカッションを2日間収録し、参
加者に限り、学会終了後3ヶ月間配信する事を計画しています。いよいよ近づいて参りましたが、今から、ホッ
トなディスカッションがどの会場でも行われることが目に浮かぶようです。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、工夫いたしますので、奮っての参加、何卒よろしく御願い申し上げます。

会　期／ 2020年6月11日（木）～13日（土）　　会　場／ 神戸国際会議場、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／ 日本化学療法学会

ホームページ ▶ https://ww2.med-gakkai.org/jsc2020/
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第49回 日本IVR学会総会

この度「第49回日本IVR学会総会」を神戸にて開催させていただくこととなりました。参加
者の皆様にとって有意義な会となるよう、スタッフ一同全力をあげて準備に取り掛かっておりま
す。「IVR専門医が行うIVR手技が患者さんにとって最良であり続けること」を強く願い、今回の
学会のテーマを「IVR ‒ be the best for patients ‒」とさせていただきました。
海と山にはさまれた神戸は自然の幸に恵まれ、神戸ビーフをはじめとする数多くの食を堪能
することができます。また、公共交通機関を利用した1時間程度の移動で、有馬温泉、六甲山の
夜景、食材の宝庫・淡路島、世界遺産・姫路城などを訪れることも可能です。もちろん、大阪や
京都、奈良などの観光名所にも近く、学術プログラムだけでなく、多くの文化的魅力を堪能して
いただけると確信しております。新緑輝く神戸の地で、皆様にお会いできることを心から楽しみ
にしております。

会　期／ 2020年5月28日（木）～30日（土）　　
会　場／ 神戸ポートピアホテル
大会長／ 村上 卓道 （神戸大学大学院医学研究科 放射線診断学分野 教授）

ホームページ ▶ https://site.convention.co.jp/jsir2020/

第4回 日本老年薬学会学術大会

超高齢社会となった日本では、100歳まで現役でとの掛け声もあり、働ける間、あるいは元気
な間はいつまでも働きたい、と望む高齢者は多数いらっしゃいます。一方で介護なしには暮らし
ていけない方もあり、その差は広がる一方です。元気いっぱい、仕事に余暇に趣味に、と活躍さ
れている高齢者、「私は健康」と自認されている方でも、何らかの治療を受けたり、薬を常用して
いる方は少なくありません。高齢者の多様性を見極め、各人ができるだけ高い健康度を保ち、
充実した生活を送っていくためには、医療従事者は何をするべきでしょうか。治療の有効性・安
全性を高めることは勿論、治療を受ける前の健常とみなされる高齢者についても、多面的に健
康をサポートする必要があります。薬剤師はこれまで、薬局カウンターの向こう側の人、というイ
メージが支配的だったと思います。しかし、現在の医療現場では、薬剤師はチームの一員として
患者さんの薬物治療に責任を持つ役割を担っています。本学会では、「プラチナエイジ」をキー
ワードに健康な高齢者により健康になるための方策の提案など、地域の健康を高めるための、
多職種での実践にむけて、起爆剤を仕掛けてみたいと考えています。

会　期／ 2020年5月23日（土）～24日（日）　　会　場／ 神戸国際展示場
会　長／ 平井 みどり（兵庫県赤十字血液センター 所長）

ホームページ ▶ https://convention.jtbcom.co.jp/4jsgp/index.html

日本歯科保存学会 2020年度春季学術大会（第152回）

歯がなくなる原因のほとんどは、むし歯と歯周病です。「歯科保存学」とは、歯を抜くことなく、い
つまでも自分の歯で噛めるように治療を行い、大切な歯を口の中に維持して機能させていくことを
目的とした歯科の一分野です。歯科保存学会では、患者様の歯が一生快適に使えるようにするこ
とを目的として、歯科医療の高度化と普及のために活動しています。
第152回学術大会では、「グローバル社会における歯科保存」をメインテーマとし、学際的かつ
国際的な活動を推進することを念頭に、基調講演とシンポジウム、認定医研修会を軸にプログラ
ムを構成しており、とりわけ若手研究者、女性研究者さらには外国人研究者および臨床医を中心
に、グローバルな視点に立って、口の健康を守る歯科保存の新たな診断・治療法の探求の場にし
たいと考えています。皆さまのご参加を心からお待ちしております。

会　期／ 2020年6月11日（木）～12日（金）　
会　場／ 神戸国際展示場
大会長／ 林 美加子：大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（歯科保存学教室）教授
主　催／ 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

ホームページ ▶ http://www.kokuhoken.jp/jscd152/

第68回 日本化学療法学会

学会テーマは、「目指せ、わが国で実践する Antimicrobial stewardship」とし、限られたスタッフの中で、欧米に類のない日本独自の
抗菌薬適正使用を目指そうという意気込みを表しました。海外から高名な先生5名の招聘を予定しておりましたが、新型コロナウイルス
感染症のこともありキャンセルさせていただきました。しかし、その他にもいくつもの目玉になるようなセッションを企画しております。プ
ログラム日程表も早くからホームページで閲覧できるように準備しましたので、是非参考にしていただけたら
と存じます。また参加者へのサービスとして、参加できなかったシンポジウムやもう一度聞きたいセミナーな
ど、後日勉強いただけるよう、企画セミナーが行われる6会場での講演やディスカッションを2日間収録し、参
加者に限り、学会終了後3ヶ月間配信する事を計画しています。いよいよ近づいて参りましたが、今から、ホッ
トなディスカッションがどの会場でも行われることが目に浮かぶようです。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、工夫いたしますので、奮っての参加、何卒よろしく御願い申し上げます。

会　期／ 2020年6月11日（木）～13日（土）　　会　場／ 神戸国際会議場、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／ 日本化学療法学会

ホームページ ▶ https://ww2.med-gakkai.org/jsc2020/
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Conference & Exhibition

AAS-in-Asia 2020

Asia at the Crossroads（岐路に立つアジア）をテーマに、Association for Asian Studies（AAS）
が主催するアジアを専門分野とする研究者の情報交換を目的とする会議です。
今回の会議では、大阪大学大学院国際公共政策研究科（OSSIP）、神戸大学、および京都大
学の後援のもと、The International Academic Forumが共同でこの会議の運営を担当します。
この会議は、北米で毎年行われる AAS会議より小規模でありますが、基調講演、パネルセッショ
ン、本の展示、レセプションなどを通してアジア研究に関心のある方々により深い情報、ネットワーク
の構築の機会を提供します。
今までに2015年台北、2016年京都、2017年ソウル、2018年デリー（インド）、2019年バン
コクにて同様の会議を開催しました。
皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2020年6月29日（月）～7月1日（水）　　会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 共同実行委員長: Christine R. Yano （University of Hawaii）, Vice President, AAS
 共同実行委員長: Joseph Haldane （Osaka University）, Chairman and CEO, IAFOR
主　催／ Association for Asian Studies （AAS）　
 The International Academic Forum （IAFOR）

ホームページ ▶ https://iafor.org/aas-in-asia-2020/

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2020

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手術場から中継し、そ
の治療戦略や各種医療機器の使用法などの解説を加えることにより、医師、コメディカルスタッ
フ、その他の医療関係者に脳血管内治療の実際を学ぶ機会を提供してきました。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 2020）は、2020年7月2日（木）～4日（土）の3日間、
神戸国際展示場で開催します。今年は、新規脳動脈瘤塞栓デバイスに関する話題と、昨年に続き脳
梗塞急性期の再開通療法に関する話題を中心に、新しい知見やノウハウを提供する予定です。皆様
のご参加を心よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2020年7月2日（木）～4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（ブラッシュアップセミナー実行委員会）

ホームページ ▶ http://www.bsnet.umin.jp/

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

第21回 日本ロービジョン学会学術総会

神戸には視覚障害者へのサポート機関や施設がたくさん存在します。そして、日本版スマートサイト発祥の
地でもある神戸でロービジョン学会を開催できることは大変嬉しく、楽しみなことです。日本にはロービジョ
ンケアの長い歴史がありますが、これからのAIによる医療や眼科の変化によって、それらが真に生かされる時
代を向かえるように思います。この地で育っているiPS細胞を用いた網膜の再生医療も他家移植という第2の
ステージを終え、標準治療としての可能性を追求する段階に入ります。患者さんの期待はますます高まります
が、残念ながら現実の初期再生医療では、正常に戻るというような視機能回復を望めないため、期待の大き
さに比例してロービジョンケアや術後のリハビリテーションがますます重要になります。先進医療とロービ
ジョンケアが両輪として発達する必要があるのです。この度、神戸で研究、医療、患者ケア、福祉窓口、就労
支援がワンストップとなるアイセンターを作ることができました。ロービジョンケアの総本山とも言える仲泊
先生やデジタルロービジョンケアを広める立役者となっている三宅琢先生にも参加してもらい、日々、それは
新しいか、それは患者のためになるのか、を問いながら働いています。スマートサイト「つばさ」の発案者であ
る山縣先生に副会長をお願いして、それらの思いを込めて学会の準備を進めたいと思います。

会　期／ 2020年7月3日（金）～4日（土）　　会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 髙橋 政代 （公益社団法人NEXT VISION 理事）　　副会長／ 山縣 祥隆（山縣眼科医院 院長）
主　催／ 公益社団法人NEXT VISION

ホームページ ▶ https://convention.jtbcom.co.jp/lowvision2020/index.html

第18回 日本高齢者腎不全研究会

第18回日本高齢者腎不全研究会を神戸市にて開催いたします。
末期腎不全に伴う透析導入患者および維持透析患者の高齢化が急速に進んでおり、治療に対す

る患者の受け止め方・医療者側の患者の生活行動への対応・社会における透析医療環境を取り巻
く医療経済状況などが大きく変化してきております。今回のテーマを「腎生120年時代に～先筋自
尊～」としました。明るく過ごして笑い、一歩でも歩いて体力を向上し、一口でも食事をとって栄養状
態を改善させることにより少しずつでも若返りを図り人生を歩んでいただきたいとの意味です。医師
と看護師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士・栄養士・ソーシャルワーカーなどの多職種の
スタッフが患者を囲んで、個々の患者が持つそれぞれの合併症を軽減させ、前向きに生活できるよう
に肉体的・精神的な自立と、意欲をもって食事をとれるような健康状態に導いていけるようなトータ
ルケアを包括する研究会を目指しております。多くの方々のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2020年7月11日（土）～12日（日）　　会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 中西 健（特定医療法人五仁会 住吉川病院 名誉院長）

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/jsekd18/
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Conference & Exhibition

AAS-in-Asia 2020

Asia at the Crossroads（岐路に立つアジア）をテーマに、Association for Asian Studies（AAS）
が主催するアジアを専門分野とする研究者の情報交換を目的とする会議です。
今回の会議では、大阪大学大学院国際公共政策研究科（OSSIP）、神戸大学、および京都大
学の後援のもと、The International Academic Forumが共同でこの会議の運営を担当します。
この会議は、北米で毎年行われる AAS会議より小規模でありますが、基調講演、パネルセッショ
ン、本の展示、レセプションなどを通してアジア研究に関心のある方々により深い情報、ネットワーク
の構築の機会を提供します。
今までに2015年台北、2016年京都、2017年ソウル、2018年デリー（インド）、2019年バン
コクにて同様の会議を開催しました。
皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2020年6月29日（月）～7月1日（水）　　会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 共同実行委員長: Christine R. Yano （University of Hawaii）, Vice President, AAS
 共同実行委員長: Joseph Haldane （Osaka University）, Chairman and CEO, IAFOR
主　催／ Association for Asian Studies （AAS）　
 The International Academic Forum （IAFOR）

ホームページ ▶ https://iafor.org/aas-in-asia-2020/

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2020

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手術場から中継し、そ
の治療戦略や各種医療機器の使用法などの解説を加えることにより、医師、コメディカルスタッ
フ、その他の医療関係者に脳血管内治療の実際を学ぶ機会を提供してきました。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 2020）は、2020年7月2日（木）～4日（土）の3日間、
神戸国際展示場で開催します。今年は、新規脳動脈瘤塞栓デバイスに関する話題と、昨年に続き脳
梗塞急性期の再開通療法に関する話題を中心に、新しい知見やノウハウを提供する予定です。皆様
のご参加を心よりお待ち申し上げます。

会　期／ 2020年7月2日（木）～4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（ブラッシュアップセミナー実行委員会）

ホームページ ▶ http://www.bsnet.umin.jp/

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

第21回 日本ロービジョン学会学術総会

神戸には視覚障害者へのサポート機関や施設がたくさん存在します。そして、日本版スマートサイト発祥の
地でもある神戸でロービジョン学会を開催できることは大変嬉しく、楽しみなことです。日本にはロービジョ
ンケアの長い歴史がありますが、これからのAIによる医療や眼科の変化によって、それらが真に生かされる時
代を向かえるように思います。この地で育っているiPS細胞を用いた網膜の再生医療も他家移植という第2の
ステージを終え、標準治療としての可能性を追求する段階に入ります。患者さんの期待はますます高まります
が、残念ながら現実の初期再生医療では、正常に戻るというような視機能回復を望めないため、期待の大き
さに比例してロービジョンケアや術後のリハビリテーションがますます重要になります。先進医療とロービ
ジョンケアが両輪として発達する必要があるのです。この度、神戸で研究、医療、患者ケア、福祉窓口、就労
支援がワンストップとなるアイセンターを作ることができました。ロービジョンケアの総本山とも言える仲泊
先生やデジタルロービジョンケアを広める立役者となっている三宅琢先生にも参加してもらい、日々、それは
新しいか、それは患者のためになるのか、を問いながら働いています。スマートサイト「つばさ」の発案者であ
る山縣先生に副会長をお願いして、それらの思いを込めて学会の準備を進めたいと思います。

会　期／ 2020年7月3日（金）～4日（土）　　会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 髙橋 政代 （公益社団法人NEXT VISION 理事）　　副会長／ 山縣 祥隆（山縣眼科医院 院長）
主　催／ 公益社団法人NEXT VISION

ホームページ ▶ https://convention.jtbcom.co.jp/lowvision2020/index.html

第18回 日本高齢者腎不全研究会

第18回日本高齢者腎不全研究会を神戸市にて開催いたします。
末期腎不全に伴う透析導入患者および維持透析患者の高齢化が急速に進んでおり、治療に対す

る患者の受け止め方・医療者側の患者の生活行動への対応・社会における透析医療環境を取り巻
く医療経済状況などが大きく変化してきております。今回のテーマを「腎生120年時代に～先筋自
尊～」としました。明るく過ごして笑い、一歩でも歩いて体力を向上し、一口でも食事をとって栄養状
態を改善させることにより少しずつでも若返りを図り人生を歩んでいただきたいとの意味です。医師
と看護師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士・栄養士・ソーシャルワーカーなどの多職種の
スタッフが患者を囲んで、個々の患者が持つそれぞれの合併症を軽減させ、前向きに生活できるよう
に肉体的・精神的な自立と、意欲をもって食事をとれるような健康状態に導いていけるようなトータ
ルケアを包括する研究会を目指しております。多くの方々のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2020年7月11日（土）～12日（日）　　会　場／ 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル
大会長／ 中西 健（特定医療法人五仁会 住吉川病院 名誉院長）

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/jsekd18/
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第29回 日本がん転移学会学術集会・総会

日本がん転移学会は「がん転移による死亡率を減少せしめるべく、基礎、臨床、開発（薬剤、機械
等）研究を通じて実質的討議を行い、がん転移研究の発展、診断・治療の進歩普及に貢献する事」を
目的として平成3年に設立されました。当初よりがん転移のメカニズムを解明する基礎研究者、がん転
移をもった患者のより良い治療を追求する臨床医学者、そして薬剤や機器の開発を通してこれらの研
究成果を実臨床の場に提供しようとする企業が、互いの垣根を越えて討議を重ねることができる他の
学会には類を見ない研究会として発展してまいりました。神戸での開催はこれが初めてとなります。今
回のテーマは設立の目的に再度立ち返りオールラウンドな視点からがん転移研究を見直すことを目指
して「転移を制するもの、がんを制す！」とさせていただきました。基礎・臨床・企業が三位一体となっ
てがん転移の克服を目指して研究成果を討議する場にしたいと考えています。

会　期／ 2020年7月16日（木）～17日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 横崎 宏（神戸大学大学院医学研究科 病理学講座 病理学分野 教授）
主　催／ 日本がん転移学会

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/29jamr/

第108回 日本泌尿器科学会総会

この度、2020年7月23日～26日に神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際展示場にて
「第108回日本泌尿器科学会総会」を開催させて頂くこととなりました。
今回は、学会のテーマを『未来に輝く泌尿器科医療の創造と実践』、『Urology’s future, bright 

future』とさせて頂きました。
本学会では、AI、IOT、ロボット、ビッグデータ、ゲノム医療、デジタルヘルスなどのキーワードに沿っ

て、泌尿器科領域にこだわらず様々な領域の方からの基調講演、特別講演や会長企画を考え、次の
時代に輝く泌尿器科医療の創造ができればと思っています。
一方で、泌尿器科それぞれの領域における最先端医療・適正医療の教育を行う重要な場でもあり、

様々な教育講演、UP TO DATE企画やシンポジウムも準備し、皆さんに多くの知識を吸収して頂きお
役に立てるように準備いたしております。
大勢の方々にお越しいただけることを、心からお待ちいたしております。

会　期／ 2020年7月23日（木）～26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
大会長／ 藤澤 正人 （神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 教授）
主　催／ 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.congre.co.jp/jua2020/

第43回 日本神経科学大会

第43回日本神経科学大会は7月29日（水）から8月1日（土）まで、神戸コンベンションセンター
で開催されます。
大会テーマは「Theories of the brain（脳の理論）」です。「理論」が複数形になっているのは神
経科学の学際性を反映しています。分子生物学・心理学・生理学・数理科学などあらゆる手法を取
り込んで、発展し続けている領域が神経科学なのです。
神経科学があらゆる研究手法に対して開かれているのと同様に、この大会は神経科学に携わる
あらゆる人に対して開かれています。スポーツの祭典に五大陸からアスリートが集まるように、世界
中の神経科学者が神戸に集まってくださることを願っています。

会　期／ 2020年7月29日（水）～8月1日（土）
会　場／ 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）
大会長／ 北澤 茂（大阪大学大学院生命機能研究科 教授）
主　催／ 日本神経科学学会

ホームページ ▶ https://neuroscience2020.jnss.org/index.html

第123回 日本小児科学会学術集会

この度、第123回日本小児科学会学術集会を2020年8月21日（金）～23日（日）の3日間、神
戸コンベンションセンターにて開催させていただくことになりました。
学術集会のテーマは「新しい時代の小児医学、医療を拓く –いのちを守り、育み、つなぐため
に–」としました。近年、医療、医学の発展は目覚ましく、致死性、難治性疾患を有する多くのこど
もの生存や成長が可能な時代となりました。一方で、低体重出生、発達障害、育児能力の低下、
虐待、貧困という社会問題がこどもの育ちを脅かすものとなっています。2020年、新元号下で最
初の学術集会が、本テーマのもと、小児科学における最新の学術的、社会的課題を議論すること
で、新時代を生きるこどもの医療・保健について明るい展望が描かれることを願っています。
徳島大学小児科学教室一同は、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2020年8月21日（金）～23日（日）
会　場／ 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、アリストンホテル神戸、神戸商工会議所）
大会長／ 香美 祥二（徳島大学病院 院長）
主　催／ 公益社団法人日本小児科学会

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/123jps/

〒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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第29回 日本がん転移学会学術集会・総会

日本がん転移学会は「がん転移による死亡率を減少せしめるべく、基礎、臨床、開発（薬剤、機械
等）研究を通じて実質的討議を行い、がん転移研究の発展、診断・治療の進歩普及に貢献する事」を
目的として平成3年に設立されました。当初よりがん転移のメカニズムを解明する基礎研究者、がん転
移をもった患者のより良い治療を追求する臨床医学者、そして薬剤や機器の開発を通してこれらの研
究成果を実臨床の場に提供しようとする企業が、互いの垣根を越えて討議を重ねることができる他の
学会には類を見ない研究会として発展してまいりました。神戸での開催はこれが初めてとなります。今
回のテーマは設立の目的に再度立ち返りオールラウンドな視点からがん転移研究を見直すことを目指
して「転移を制するもの、がんを制す！」とさせていただきました。基礎・臨床・企業が三位一体となっ
てがん転移の克服を目指して研究成果を討議する場にしたいと考えています。

会　期／ 2020年7月16日（木）～17日（金）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 横崎 宏（神戸大学大学院医学研究科 病理学講座 病理学分野 教授）
主　催／ 日本がん転移学会

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/29jamr/

第108回 日本泌尿器科学会総会

この度、2020年7月23日～26日に神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際展示場にて
「第108回日本泌尿器科学会総会」を開催させて頂くこととなりました。
今回は、学会のテーマを『未来に輝く泌尿器科医療の創造と実践』、『Urology’s future, bright 

future』とさせて頂きました。
本学会では、AI、IOT、ロボット、ビッグデータ、ゲノム医療、デジタルヘルスなどのキーワードに沿っ

て、泌尿器科領域にこだわらず様々な領域の方からの基調講演、特別講演や会長企画を考え、次の
時代に輝く泌尿器科医療の創造ができればと思っています。
一方で、泌尿器科それぞれの領域における最先端医療・適正医療の教育を行う重要な場でもあり、

様々な教育講演、UP TO DATE企画やシンポジウムも準備し、皆さんに多くの知識を吸収して頂きお
役に立てるように準備いたしております。
大勢の方々にお越しいただけることを、心からお待ちいたしております。

会　期／ 2020年7月23日（木）～26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
大会長／ 藤澤 正人 （神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 教授）
主　催／ 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.congre.co.jp/jua2020/

第43回 日本神経科学大会

第43回日本神経科学大会は7月29日（水）から8月1日（土）まで、神戸コンベンションセンター
で開催されます。
大会テーマは「Theories of the brain（脳の理論）」です。「理論」が複数形になっているのは神
経科学の学際性を反映しています。分子生物学・心理学・生理学・数理科学などあらゆる手法を取
り込んで、発展し続けている領域が神経科学なのです。
神経科学があらゆる研究手法に対して開かれているのと同様に、この大会は神経科学に携わる
あらゆる人に対して開かれています。スポーツの祭典に五大陸からアスリートが集まるように、世界
中の神経科学者が神戸に集まってくださることを願っています。

会　期／ 2020年7月29日（水）～8月1日（土）
会　場／ 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）
大会長／ 北澤 茂（大阪大学大学院生命機能研究科 教授）
主　催／ 日本神経科学学会

ホームページ ▶ https://neuroscience2020.jnss.org/index.html

第123回 日本小児科学会学術集会

この度、第123回日本小児科学会学術集会を2020年8月21日（金）～23日（日）の3日間、神
戸コンベンションセンターにて開催させていただくことになりました。
学術集会のテーマは「新しい時代の小児医学、医療を拓く –いのちを守り、育み、つなぐため
に–」としました。近年、医療、医学の発展は目覚ましく、致死性、難治性疾患を有する多くのこど
もの生存や成長が可能な時代となりました。一方で、低体重出生、発達障害、育児能力の低下、
虐待、貧困という社会問題がこどもの育ちを脅かすものとなっています。2020年、新元号下で最
初の学術集会が、本テーマのもと、小児科学における最新の学術的、社会的課題を議論すること
で、新時代を生きるこどもの医療・保健について明るい展望が描かれることを願っています。
徳島大学小児科学教室一同は、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

会　期／ 2020年8月21日（金）～23日（日）
会　場／ 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、アリストンホテル神戸、神戸商工会議所）
大会長／ 香美 祥二（徳島大学病院 院長）
主　催／ 公益社団法人日本小児科学会

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/123jps/
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Tel （078）302-8781　Fax （078）303-4006
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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）神戸市スポーツ協会・（株）神戸国際会館・アシックスジャパン㈱　共同企画
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第48回 母乳育児支援学習会in神戸

このたびNPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会（JALC）は、「親と子に寄り添う母
乳育児支援」をテーマに、第48回母乳育児支援学習会を8月22日（土）、23日（日）に神戸国際展
示場2号館にて開催することとなりました。出生後すぐからの母と子の肌と肌とのふれあいや、赤
ちゃんのサインに応える授乳、抱き方、含ませ方、安全な母子同室や添い寝など、親と子に寄り添
う母乳育児支援とは何かを考えていきたいと思っています。母乳育児支援に関心のある方ならどな
たでも参加いただけます。JALCでは母乳育児が社会のスタンダードになることを願い、子育て中
の女性もお子様との参加を歓迎しています。お子様と一緒に過ごせるよう、授乳中の女性もお子様
と安心して聴講できるようなスペースを準備しております。皆様の参加をお待ちしております。状況
により、開催をやむを得ず中止する可能性があります。開催についての最新情報は主催者のHPに
掲載いたします。

会　期／ 2020年8月22日（土）～23日（日）　　会　場／ 神戸国際展示場2号館
大会長／ 三菱京都病院　中西貴美子
主　催／ NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会

ホームページ ▶ https://www.jalc-study.com/48kobe/ 

国際フロンティア産業メッセ2020

「未来に向けて　確かな技術　豊かなくらし」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
「くらしと健康・医療」。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実施する予定です。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
健康・医療、ライフスタイル、ロボット・AI・IoT、ICT・クラウド、電気・電子、ものづくり、航空・宇宙、
環境・エネルギー、地域振興・地場産業、グループ出展、産学連携・支援機関　他
○出展申込締切日　2020年5月15日（金）
○出展規模　前回実績　522社・団体、542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2020、こうべしんきんビジネスメッセ2020、
たんぎん産業メッセ2020、にっしん輝きメッセ2020

会　期／ 2020年9月3日（木）～4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実行委員会　事務局：（公財）新産業創造研究機構（NIRO）

ホームページ ▶ https://www.kobemesse.com/

第22回 日本褥瘡学会学術集会

このたび、第22回日本褥瘡学会学術集会を上記の日程で開催させていただくことになりまし
た。「褥瘡」をテーマに非常に規模の大きい多職種の集う学術集会です。医師、看護師、薬剤
師、栄養士、理学療法士、作業療法士、介護士、各種開発企業、ほか様々な職種の集まりです。
今回のテーマは「2020年　褥瘡学は市民権を得る」としました。「褥瘡（とこずれ）」は隠すも
のでも恥ずかしいものでもなく、一疾患として国民と一体になって議論する学問であり、医療で
あるという趣旨です。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

会　期／ 2020年9月11日（金）～12日（土）　　
会　場／ 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）
大会長／ 寺師 浩人（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

ホームページ ▶ https://jspu22.jp/

Family Nursing Externship 2020 in Japan

カルガリー式家族看護モデルなどで世界的に高名なBell博士とWright博士をお招きし、
Family Nursing Externship（FNE）を開催いたします。両博士は、小児、母性、在宅、老年、精
神、慢性期、急性期など、あらゆる看護学領域に対応できる家族支援技法のパイオニアです。今
回は、カルガリー式家族看護モデル、イルネス・ビリーフモデル、トリニティ・モデルにもとづいた
実践をとりあげます。
FNEは、世界各地で開催している家族看護のワークショップですが、日本においては20年以
上開催していません。参加費は、通常価格の1/4以下に設定しています。わかりやすい逐次通
訳がつきますので、日本語でご理解いただけます。受講者には、家族看護の専門家の証となる
“FNE認定証”を授与いたします。おもてなしの心で、多数の皆様のご参加を心よりお待ち申し上
げます。

会　期／ 2020年9月16日（水）～18日（金）　　
会　場／ 神戸国際会議場
主　催／ 法橋 尚宏（神戸大学 教授）

ホームページ ▶ https://www.familynursing.org/family_nursing_externship/
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第48回 母乳育児支援学習会in神戸
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示場2号館にて開催することとなりました。出生後すぐからの母と子の肌と肌とのふれあいや、赤
ちゃんのサインに応える授乳、抱き方、含ませ方、安全な母子同室や添い寝など、親と子に寄り添
う母乳育児支援とは何かを考えていきたいと思っています。母乳育児支援に関心のある方ならどな
たでも参加いただけます。JALCでは母乳育児が社会のスタンダードになることを願い、子育て中
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会　期／ 2020年8月22日（土）～23日（日）　　会　場／ 神戸国際展示場2号館
大会長／ 三菱京都病院　中西貴美子
主　催／ NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会

ホームページ ▶ https://www.jalc-study.com/48kobe/ 
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第22回 日本看護医療学会学術集会

最先端看護学は独創的な研究から生まれますが、日本の科学研究は独創性が
乏しいという批判があります。医療がますます高度化・複雑化する中で、看護学に携
わるすべての者はこの動向に応え、未来の看護学をいかに創造するかを問い、それ
を実現させる地道な努力を続けなければなりません。
そこで、第22回日本看護医療学会学術集会のメインテーマは、“最先端看護学と
そのゆくえ”といたしました。会長講演、キーノート講演（Janice M. Bell先生）、特別講
演（谷岡哲也先生）、招請講演（今中健二先生）、シンポジウム（齋藤いずみ先生、
吉永尚紀先生、高橋弘枝先生）、一般演題（ポディウム発表、ポスター発表）などを
予定しております。どの会場においても、最先端看護学の神髄が論じ合われるエキ
サイティングな学術集会を夢見ています。皆様のご来神を心よりお待ちしておりま
す。

会　期／ 2020年9月19日（土）
会　場／ 神戸国際会議場
大会長／ 法橋 尚宏（神戸大学 教授）

ホームページ ▶ https://www.nursingresearch.jp/22jsnhc/

Techno-Ocean2020

海洋を取り巻く昨今の重要課題は、環境問題、海底資源や再生可能エネルギーの開発など、専門分野・業種といった垣根を越えて
取り組むことが求められており、産学官連携の重要性も一層高まっています。
テクノオーシャン・ネットワークではこのような動きに先駆けて、海洋の科学技術に関する国際コンベンション「Techno-Ocean」を
神戸で隔年開催し、海洋分野における産学官のネットワークの構築に貢献して参りました。　
第18回目となる「Techno-Ocean2020」では一般論文発表を行わず、第一線でご活躍の方々による基調講演に続けて「海の
SDGs」をテーマに複数の話題を取り上げ、討論をメインとする「パネルセッション」を実施、併せて「国際展示会」を開催します。
次世代の共同研究やビジネスマッチングのチャンス，新しい知見に出会う場をご提供します。
また、専門家の方々だけでなく、10月3日（土）には一般の方にも参加していただけるイベントを同時開催します。
皆様のご参加、御出展をお待ちしています。神戸で新たな「海」に出会いましょう！

○開催内容および開催場所： 
〇10月1日（木）、2日（金）
　基調講演、パネルセッション、国際展示会　於：神戸国際展示場　2号館
〇10月3日（土）
　青少年、一般向け講演会　 於：神戸国際展示場2号館
　水中ロボットイベント　　　於：神戸市立ポートアイランドスポーツセンター
　船の一般公開事業　　　　於：神戸港

会　期／ 2020年10月1日（木）～3日（土）　会　場／ 神戸国際展示場2号館ほか
大会長／ 「Techno-Ocean2020」実行委員会 実行委員長 飯島 一博（大阪大学大学院 工学研究科 教授）

ホームページ ▶ https://www.techno-ocean2020.jp/

KOBE CONVENTION CENTER
グローバルMICE都市 神戸の中核施設

会議室21室／総展示面積13,600㎡
関西国際空港より約40分
神戸空港より8分

神戸コンベンションセンター
神戸市中央区港島中町6-9-1
078-302-5200（代表）

kobe.conf-exb@kcva.or.jp

145613_CONVE_P15_P16

20.022201辻→022601辻→030301辻→030501辻→030601辻→032601辻→033001辻→040101辻→

15 CONVENTION KOBE 16CONVENTION KOBE

Conference & Exhibition

第22回 日本看護医療学会学術集会

最先端看護学は独創的な研究から生まれますが、日本の科学研究は独創性が
乏しいという批判があります。医療がますます高度化・複雑化する中で、看護学に携
わるすべての者はこの動向に応え、未来の看護学をいかに創造するかを問い、それ
を実現させる地道な努力を続けなければなりません。
そこで、第22回日本看護医療学会学術集会のメインテーマは、“最先端看護学と
そのゆくえ”といたしました。会長講演、キーノート講演（Janice M. Bell先生）、特別講
演（谷岡哲也先生）、招請講演（今中健二先生）、シンポジウム（齋藤いずみ先生、
吉永尚紀先生、高橋弘枝先生）、一般演題（ポディウム発表、ポスター発表）などを
予定しております。どの会場においても、最先端看護学の神髄が論じ合われるエキ
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