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コンベンションセンター設立から今年で40周年
転換期を迎えたMICE業界

会をちょうど自粛開けに開催していただ
いてー。あの対策は見事でしたね。専門
の先生方がやってくださったので、私た
ちも“ここまでこういう形でやればよい”と
いうラインが見えました。それを参考に、
昨年9月には神戸MICEのパートナー企
業様に集まっていただく会合を、コロナ
禍におけるMICE開催の在り方を体験し
ていただく“デモの場”とし、MICEを支え
る事業者の皆様、主催者となりうる方々
にご参加いただきました。
山﨑 感染対策を実際に自らが体験して
いただけるようにしたので、先生方・運
営事業者の方から「とても参考になった」
とのお声もありました。

黒田 美香
山﨑 新太郎

神戸観光局 MICE誘致部長
神戸観光局 施設運営担当部長
新型コロナウイルスの影響で
MICE業界も大打撃の1年
黒田 昨年1年はコロナの影響でMICE
業界も大変でしたね。まだまだ打撃が続
いていますが、1年を振り返って改めて
どのような影響・課題が見えてきました
か？
山﨑 昨年の2月から影響が大きく出始
めて、もう1年経つんですね…。私たち
が運営する神戸国際会議場・展示場でも、
例年通り多くの学会や展示会、イベント
が予定されていたのですが、コロナ禍に
おける神戸市の方針により他都市同様、
閉館や人数・キャパシティーの制限を行っ
たため、1年で154件※がキャンセルにな
りました。また、MICEの経済波及効果
は裾野が広いため、全体の影響はわかり
ませんが、1つの学会を例にとると1万
人参加予定の会がキャンセルになったこ
とで、約11億円もの経済損失となる試
算もあります。この先もどれだけ影響が
続くのかが心配ですね。
黒田 そうですね。市内ホテルの方から

も「平日のお客さんが全くなくなってし
まった。平日需要がどれだけMICEに頼っ
ていたかということが改めてわかった」な
どという声もいただいたんですよ。
山﨑 経済損失だけではなく、市民公開
講座などもなくなりました。このことで
市民の方が世界最先端のものに触れる
機会がなくなったり、普段では聞くこと
ができないような第一線で活躍する先生
方の講演を聞く機会がなくなったりと、
市民の方々にとっても残念な結果となっ
てしまっているんですよ。
黒田 最近は、MICEを開催することで
（経済効果以外に）街に良い影響をもた
らす「レガシー」という部分にも注目が集
まってきていて、とても貴重な機会だっ
ただけに、本当に残念でしたね。MICE
は市民の方には遠い存在と思われがちで
すが、実は巡り巡って市民生活に還元さ
れている事が多いんです。例えば認知
症「神戸モデル」などもナショナルイベン
トが開催されたきっかけで生まれたもの。
MICEが開催されることによって神戸の
街の成長につながることがありますので、

早く多くのMICEに戻ってきてほしいです
ね。

MICEを取り巻く環境が一変
黒田 大勢が一同に集まるのがMICEで
すから、今回のコロナではそれができな
くなり、神戸はもちろん、各地の施設が
一時的に閉館を余儀なくされ、多くの主
催者の方がとても困っておられました。
最初は混乱状態でしたが、私たちは過去
に阪神・淡路大震災を乗り越えた経験が
あったため、主催者様や市に対して、ど
のように動くべきかを落ち着いて対処す
ることができました。

黒田 当時はまだ何もかもが手探り状態
だったので、ビューローがトライアルで
お示しできたのは良かったと思います。
また、いち早く開催されたイベントや医
療系学会の感染対策の内容をプロモー
ションビデオにまとめ、主催者様・運営
会社様にご案内させていただきました。
こちらも具体的にわかってよかったと好
評をいただきました。

現地とオンラインの両方で
参加するハイブリッド会議が
急スピードで浸透
黒 田 この1年で、MICEの あり方もガ
ラリと変わり、現地とオンラインで参加
する「ハイブリッド形式」での実施が増え
てきました。ですが、オンラインの内容
もレベルもさまざまで、設備をどこまで
そろえるか、またその標準的な料金の目
安がわからないという声を主催者様から
もよく聞きました。そこで、パートナー
企業様の会合では、ハイブリッド形式の
デモも合わせて行ったんですよ。

山﨑 おかげさまで今まで会議場・展示
場で開催されたMICEでは、主催者の皆
様には感染症対策をお願いしながら実施
していただいたことで、感染を広げるこ
となくやってくることができていますね。

山﨑 現地参加者数は減るのに、機材
のほうで予想外に費用も手間もかなりか
かってしまう。それに、失敗が許されな
いMICEとなると、やはり安かろう、悪か
ろうではなかなかできないので、どうし
ても設備費が高額になってしまう、どこ
までやったらいいのかわからないという
悩みを主催者様からも聞きますね。

パートナー企業会合では感染予防対策を実施。
具体的な内容を中継スタイルで紹介していった

黒田 そうなんです。そこで、皆様の参
考になるものが何かあればという思いで、
気軽に利用していただける独自のオンラ
イン配信サービスのパッケージをビュー
ローで作ったんです。カメラ3台で中継
したものを立体的に見せたり、字幕スー
パーをつけてわかりやすくしたり―。会
合自体をハイブリッド形式で実施し、デ
モンストレーションという形でこれらを皆
様に体験していただきました。この料金
でこのレベルまでできるというのがわか
りやすかったと、こちらも喜ばれました。
コンベンションセンター以外でも神戸市
内の施設であればこのサービスは利用し
ていただけるので、オンライン配信でお
困りの主催者様にご活用いただけるとう
れしいですね。

感染予防対策を
まとめたPV2本を
発表

山﨑 最初の自粛後にようやくMICEが
再開した時も、どこまで感染予防の対策
をしたらいいのかが難しかったのですが、
国や県、市の方針に従い、各種団体が
出したガイドラインをベースに私たち国
際会議場、展示場でも急いでガイドライ
ンを作成しました。
黒田 感染症関連の先生方が集まる学

ハイブリッド形式では
オンライン配信や
画面切りかえを行う
オペレーターと
モデレーターとの
スムーズな連携が
求められる

山﨑 一旦作って終わりではなく、時代
に即した形で随時システムの内容は見直
していくことも必要です。施設としても、
ビューローと一体になってより良いサー
ビスを提供できるようにしていきたいで
すね。
黒田 神戸国際会議場や展示場は以前
からネット環境は強かったのですが、今
回のコロナのことをきっかけに設備の面
でもかなり強化しましたね。
山﨑 そうですね。今回は通信、映像、
音響とすべての面で設備の強化を進めて
います。通信面では、複数会場からの配
信に対応したネットワーク設備の増強で
す。常設でインターネット回線を用意す
ることで、Web配信等のためにわざわ
ざ回線を引いていただく必要がなくなり、
簡単に専用回線をご利用いただくことが
可能になりました。そのほか、映像面で
はプロジェクターを刷新。より鮮明で明
るく映るものに、また配信時の音声ルー
プトラブルをなくすための音響設備強化
も進めています。リーズナブルな料金で
今まで以上に使っていただきやすくなっ
たと思います。
黒田 ハイブリッド会議になることで、
主催者様に費用面での負担がかなり大き
くなってしまったところをなんとかしたい
と思い、神戸では「ハイブリッド助成金」
制度をいち早く作りました。こちらは、
オンラインを使用することによってかかっ
た 費 用 の 半 額（最 大300万 円）ま で サ
ポートさせていただくものです。この助
成はとても喜ばれ、昨年度の予算は一瞬
でなくなってしまったんです。今年もな
んとか少しでも多くの方にご利用いただ
けるように、助成金を市に予算要求をし
ているところです。

※ 2020年2月〜2021年2月末時点での情報
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2021.05-2021.09 KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR
○国内会議 ●国際会議 ◎展示会・イベント等

会 期

神戸国際会議場

コンベンションセンター設立から40年
リブランディングや体制強化を実施
山﨑 コロナで大変な1年で、MICE業
界にとっても大きな転換期となりました
が、私たちにとっても今年は節目の年で
すね。
黒田 会議場・展示場・ホテルが一体と
なった日本初のコンベンションセンター
を神戸につくって今年で40年です。神戸
は昔から進取の気質で新しいものを柔軟
に受け入れ、日本初のものを多く生み出
してきた土地。コンベンション都市宣言、
コンベンションセンターの設立、MICE
開催におけるサポートパッケージサービ
ス の 提 供（Meet in Kobe）など、全 国
に先駆けてやってきた風土があります。
40年目ということやコロナのこともあり、
昨年1年はこの先のMICEの在り方、誘
致方法をどうしていくかなど、神戸の強
みを見直しつつリブランディングを行っ
ていました。メンバーと何度も話し合い、
神戸が目指すこと、そして私たちビュー
ローの役割を改めて見直しました。
神戸の強みはやはり、医療、福祉・防災、
港湾、そしてITなどの新産業。私たちは、
これら神戸の強みとなる産業を国内外に
向けて発信し、MICEを通じて世界最先
端の人やモノ同士のマッチングを行う仲
人的な役割を担っています。主催者や参
加者の方々は神戸で新たな人、モノ・機
会と出会うことで、ビジネスやイノベー
ション共創の機会を得ます。一方、神戸
市にとっては経済面やその他レガシーな
どの好影響も期待できます。これらはま
さに国として「MICEの意義」として語ら
れているところなんですよ。
コロナで現地に行くことができない、人
が集まれなくなったことで、多くの主催
者様が「参加者に実際に現地に来てほし
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神戸国際展示場

い」
「Web参加はメリットもあるが、それ
だけでは本来の目的を達成できない」と
感じられたようです。
「自らが開催する学
会はなんとか現地参加いただける形で開
催したい」と、強い思いを持って話され
る先生もいらっしゃいます。オンライン
は便利な反面、用件だけで終わってしま
い、ちょっとした会話から偶然生まれる
ものがない―。
「実際に行く、会う」とい
うことがいかに大切か、改めて痛感した
1年でした。
山﨑 参加者は減っているけど手間はか
かっている、展示会などは人数・キャパ
制限で苦しい…とさまざまな面で主催者
様は苦労されています。神戸に来ていた
だくためにどうすればよいかと考えたと
き、まずは“参加してもらえる環境を私た
ち施設側がきっちりと作る”ということが
一番重要だと思っています。
黒田 ここ神戸に来ていただくために、
ハイブリッド助成や感染対策を行い、安
心して参加いただける土壌を作るのが私
たちの役目です。実際にこれらの対策を
行ったことで昨年度はハイブリッド形式に
なった9学会で約7000人に神戸に来て
もらうことができたんですよ。

山﨑 神戸に来ていただく現地参加者を
増やすためには、主催者、ビューロー、
施設だけではできません。私たち観光局
はDMOとして 市 や 民 間 企 業とともに

ALL神戸でMICE参加者の方をお迎えす
る体制をより一層整えていかなければな
りませんね。
黒田 主催者の皆様の要望を吸い上げ、
行政とのパイプラインとなってより良い
MICE開催ができるように動いていくこと
も私たちのミッションです。それに主催
者の抱える課題・トレンドやニーズをきっ
ちりとキャッチしてセンターに共有し、す
ぐに対処・運営に反映できるのは施設運
営とビューローが一体となっている神戸
観光局ならではの強み。誘致から開催終
了まで、主催者様のそばで見守ることが
できる「身近なビューロー」だからこそ、
現場のニーズにあった提案・調整をする
ことができているのだと思います。
山﨑 神戸ではMICEを安心して開催で
きた。そう言っていただけるのが私たち
の一番の喜びです。これからも安心、安
全をきっちり守って施設運営をしていき
たいですね。

黒田 そうですね。センターとビューロー
はもちろん、私たち神戸観光局には、観
光部や港湾振興部があります。40周年
をきっかけにまた新たな気持ちで出発す
るために観光局一体となり、ALL神戸と
して顧客目線で皆様をお迎えできるよう、
これからもMICE開催のサポートをして
いきたいですね。また皆様と神戸でお会
いできる日を心待ちにしております。

名 称

会 場

参加者数（人）
（内外国人）

会長・主催者または事務局

分類

2021年5月
13（木）〜15（土）

第25回 神戸国際宝飾展

神戸国際展示場

１５,０００

21（金）
〜23（日）

日本超音波医学会第94回学術集会

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

26（水）
〜27（木）

第169回2021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

神戸国際展示場

2021年6月
3（木）
〜4（金）

日本麻酔科学会第68回学術集会

神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

10,000
廣田 和美
（100） （弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座 教授）

●

APSS2021会長 松本 守雄（慶應義塾大学 整形外科学教室 教授）
APSS2021会長 松山 幸弘（浜松医科大学 整形外科学講座 教授）
APPOS2021会長 中島 康晴（九州大学 整形外科学教室 教授）

●

リード エグジビション ジャパン（株）

◎

5,000

飯島 尋子（兵庫医科大学 消化器内科 教授/
超音波センター長）

○

2,000

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

◎

9（水）
〜12（土）

第13回アジア太平洋脊椎外科学会・
アジア太平洋小児整形外科学会合同学会
（APSS-APPOS 2021）

神戸国際会議場

500
（300）

19（土）
〜20（日）

第144回近畿産科婦人科学会学術集会

神戸国際会議場

3,000

24（木）
〜26（土）

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー 2021

神戸国際展示場

2021年7月
2（金）
〜3（土）

第47回日本骨折治療学会学術集会

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸商工会議所会館

7（水）
〜9（金）

第48回日本毒性学会学術年会

神戸国際会議場

15（木）
〜16（金）

第39回日本受精着床学会総会・学術講演会

神戸国際会議場

28（水）
〜31（土）

第44回日本神経科学大会／
第1回 CJK 国際会議

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

2021年8月
18（水）

第69回 全国幼児教育研究大会兵庫大会

神戸国際会議場
神戸商工会議所会館
アリストンホテル神戸

500

2021年9月
2（木）
〜3（金）

国際フロンティア産業メッセ2021

神戸国際展示場

10,000

11（土）

第233回近畿地方会 日本内科学会

神戸国際会議場

2,000

柴原 浩章
（兵庫医科大学産科婦人科学講座 主任教授）

坂井 信幸
1,500
（100） （神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科部長）

○

●

正田 悦朗
2,000
（20） （兵庫県立西宮病院 整形外科/四肢外傷センター） 〇

福井 英夫
1,600
（150） （Axcelead Drug Discovery Partners, Inc）

3,000

柴原 浩章
（兵庫医科大学産科婦人科学講座 主任教授）

尾藤 晴彦
4,000
（1,000） （東京大学大学院医学系研究科）

●

○

●

上木 美佳
（第69回全国幼児教育研究大会兵庫大会運営委員長）

○

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）

◎

小川 渉
（神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学）

○

※掲載情報は3/19時点の情報となります。コロナの影響により変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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Conference & Exhibition
第25回神戸国際宝飾展
会 期／ 2021年5月13日（木）〜 15日（土）
主 催／ リード エグジビション ジャパン（株）

第169回2021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
会 場／ 神戸国際展示場

「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、西日本最大 ※の宝飾見本市に成長しました。
会期中は全国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）。
※同種の展示会との出展社数・製品展示面積の比較（2021 年現在）

ホームページ ▶ https://www.ijk-fair.jp/

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169回目を迎えることになりました。昨年の5月展
はコロナ禍の影響により、中止せざるを得ない状況となりました
（10月展、1月展は開催）。まだまだ予断を許さない状況は続いてお
りますが、会場内では万全のコロナ対策を実施し、開催予定として
おります。
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。
会場内ではマスク着用及び手指の消毒、入口での検温実施等の徹底したコロナ対策を実施しておりますので、安心してご来場
頂ければと思います（コロナ対策については、下記HPより詳細を掲載しております）。
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お願いします。
（来場者登録フォームは2021年4月中旬頃開設予定です）

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

※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。

日本超音波医学会第94回学術集会

日本麻酔科学会第68回学術集会

会 期／ 2021年5月21日（金）〜 23日（日）
会 場／ 神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル
形 式／ ハイブリッド形式で開催
大会長／ 飯島 尋子（兵庫医科大学 消化器内科 教授 / 超音波センター長）
主 催／ 兵庫医科大学 消化器内科 / 超音波センター

会 期／ 2021年6月3日（木）〜 6月4日（金）
※WEB配信期間：2021年6月5日（土）〜 7月9日（金）
会 場／ 神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル
形 式／ ハイブリッド形式で開催
大会長／ 廣田 和美（弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座 教授）
主 催／ 公益社団法人日本麻酔科学会事務局

今回の学術集会のテーマは「華ひらく超音波医学―次世代医療への展開―」と
させて頂きました。超音波医学は、私が卒業後、僅か30年あまりで、コンタクトコ
ンパウンドから電子スキャン、フルデジタルさらに機能、組織診断へと瞬く間に発展
しました。当時の私にとって、超音波が自分自身の熱意や知識で診断治療へと導
いてくれる唯一の手段であったため、研究にも医療にも没頭できました。これから
も、超音波医学は医学、工学、そして産業分野の方々が連携し、英知を集めること
により大きく華ひらき、医療の進歩に貢献できると確信しており、本学術集会がそ
の先駆けとなりましたら望外の喜びでございます。
学術集会は、同じ志を持つものが一堂に会する場であります。本会が未来に向
かって超音波の魅力を発信すると共に、超音波を通じ幅広い方々と様々な角度か
ら情報交換し、友情を深める会になることを祈念しております。
多数の方々のご参加をお待ちしております。

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/jsum94/

05

会 期／ 2021年5月26日（水）〜 27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

CONVENTION KOBE

メインテーマは「百寿社会と麻酔科医」です。会長企画として、麻酔科領域で
は特に女性医師の占める割合が他の領域に比べて高いという特徴があり、女性
麻酔科医の働き方改革を企画として取り上げました（WEB配信）。コロナ禍以
前より、テレワーク活用推進による女性の就労支援に取り組むように企画し、基
調講演の他、シンポジウムにもご参加いただく予定です。皆様も是非ご覧になり
ながら、より良い働き方を考えていただければと思います。
また、新しい試みとして、英文抄録並びに英語での発表が必要とはなります
が、米 国 麻 酔 科 学 会（ A S A ）でもお 馴 染 み の 一 例 報 告でも応 募 可 能な
Medically Challenging Casesのセッションを設置いたしました。 臨床医である
以上、症例報告から学ぶことは多くあります。
本学術集会に是非ともご参加いただき、明日からの診療に役立つ新しい知見
を多く得られることを願っております。

ホームページ ▶ https://anesth-68thmeeting.org/

CONVENTION KOBE
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Conference & Exhibition
第13回アジア太平洋脊椎外科学会・アジア太平洋小児整形外科学会合同学会（APSS-APPOS 2021）

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2021

会 期／ 2021年6月9日（水）〜 6月12日（土） ※WEB配信期間：2021年6月10日（木）〜 6月30日（水）
会 場／ 神戸国際会議場
形 式／ ハイブリッド形式で開催
APSS2021会長／ 松本 守雄（慶應義塾大学 整形外科学教室 教授）
松山 幸弘（浜松医科大学 整形外科学講座 教授）
APPOS2021会長／ 中島 康晴（九州大学 整形外科学教室 教授）

会 期／ 2021年6月24日（木）〜 26日（土）
会 場／ 神戸国際展示場3号館
形 式／ ハイブリッド形式で開催
大会長／ 坂井 信幸（神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科 部長）
主 催／ 脳血管内治療技術と機器研究会

本合同学会は、2年ごとにアジア太平洋地域の各地で開催されており、今回で第13回を迎える
歴史のある国際学会です。また、アジア太平洋諸国における脊椎外科・小児整形外科関連学会
として最大規模のものです。日本での開催は、第8回以来、10年ぶりとなります。この分野のアジ
ア太平洋地域のスペシャリストと最新の学術情報や科学的知見を共有する場であり、この分野
での今後の活動や医療の発展に大きく寄与するものと考えます。今回は、現状の新型コロナウイ
ルス感染拡大の世界的な状況を重く受け止め、本合同学会では初となるハイブリット形態として
開催することになりました。ハイブリット開催の利点を活かし、各国の若手医師を含めより多くの
両学会会員が最新の研究成果を発表する機会となるよう開催の準備を進めてまいります。

ホームページ ▶ http://www.congre.co.jp/apss-appos2021/

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。昨年はWeb配信での開催となりましたが、参加
者は例年より多く1500名余となりました。今年のブラッシュアップセミナー
（BSNET 2021）は、2021年6月24日（木）〜26日（土）の3日間、神戸国
際展示場を会場として、ハイブリッドで開催します。今年も脳血管内治療のト
ピックスを集めて、視聴者参加型のセミナーを企画しております。皆様のご参
加を心よりお待ち申し上げます。

第144回近畿産科婦人科学会学術集会
会 期／ 2021年6月19日（土）〜 20日（日）
会 場／ 神戸国際会議場
学術集会長／ 柴原 浩章（兵庫医科大学産科婦人科学講座 主任教授）

ホームページ ▶ http://www.bsnet.umin.jp

近畿産科婦人科学会のルーツは1899年（明治32年）に遡り、発足時は関西産科婦人科学会
という名称でした。同年4月に大阪医学校で第1回学術集会が開催されました（参加者150
人）。1956年（昭和31年）に近畿産科婦人科学会に改称し、現在は会員数が約3,000人で、年
に2回、春（2日間）と秋（1日）に学術集会を開催しています。
婦人科腫瘍学・周産期医学・生殖内分泌学の3分野において、会員の先生方から最新の基
礎・臨床研究に関する発表や症例報告を行っていただき、意見交換の場となる貴重な機会で
す。なお指導医講習や共通講習も準備しています。
昨年はCOVID-19のため春・秋の学術集会ともWEB開催を余儀なくされました。今回の開催
予定時期までにワクチンが広く普及し、face to faceでの開催が可能となるよう祈っています。ど
うか多くの先生方のご参加を、何卒宜しくお願い申し上げます。

ホームページ ▶ http://kinsanpu.jp/

国際会議場・国際展示場
徒歩約７〜10分

神戸空港

第47回日本骨折治療学会学術集会
会 期／ 2021年7月2日（金）〜 3日（土）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸国際展示場3号館、神戸商工会議所会館
形 式／ ハイブリッド形式で開催
大会長／ 正田 悦朗（兵庫県立西宮病院 整形外科/四肢外傷センター）
主 催／ 兵庫県立西宮病院 整形外科/四肢外傷センター
骨折治療は整形外科の基本で、以前から手術手技の様々な工夫や機器開
発が行なわれてきました。最近その技術、インプラントの進歩は著しく、従来
からの知識に加え、新しい考え方を取り入れる必要が出てきています。また、
治療においては、整形外科医だけではなく、他科の医師とのコラボレーショ
ンやメディカルスタッフなど多職種での治療が必要となるため、今回の学術集
会のテーマは「ともに（together）」とさせていただきました。
昨今、新型コロナウイルス感染症のため社会生活が制限されており、また
新しい生活スタイルが提唱されるなど、各方面での影響が出ている困難な状
況のなかではございますが、日頃の研鑽が評価され、習得した知識、技術に
よって骨折治療が広く社会の人々の健康のため、普及、貢献できるような学術
集会にしたいと思っております。是非多くの先生方のご参加をお待ちしており
ます。

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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〒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

ホームページ ▶ https://site2.convention.co.jp/jsfr2021/
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Conference & Exhibition
第48回日本毒性学会学術年会
会 期／ 2021年7月7日（水）〜 9日（金）
会 場／ 神戸国際会議場
大会長／ 福井 英夫（Axcelead Drug Discovery Partners, Inc）
主 催／ 日本毒性学会

第44回日本神経科学大会／第1回CJK国際会議
形 式／ ハイブリッド形式で開催

今回のテーマは「Beyond the crisis：
crisis：生命の存続に貢献する毒性学」
生命の存続に貢献する毒性学」としま
した。世界各地で、COVID-19感染拡大が続いております。このような世界的
な規模での緊急事態に対して、グローバルな規模で英知を結集することが、よ
り早期にこの問題を解決させることになります。世界中のトキシコロジストと
連携し、リスク/ベネフィットを十分に議論した上で、1日でも早く治療薬やワク
チンを創出することが、私たちに期待される使命のひとつであります。本年会
では各国から最新、正確かつ本当に役立つ情報を提供することにより、世界
最先端の議論ができると思います。一方、国内からは我が国のサイエンスを牽
引する先生方を招聘し、最先端の科学と毒性学との関わりを議論させていた
だく予定です。特に、若手研究者は積極的に議論の輪に入っていただくこと
で、グローバルで通用するトキシコロジストに成長されることを期待していま
す。

会
会
形
主

期／ 2021年7月28日（水）〜 31日（土）
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
式／ ハイブリッド形式で開催
大会長／ 尾藤 晴彦（東京大学大学院医学系研究科）
催／ 日本神経科学学会

神経科学は、この20年で飛躍的な進化を遂げ、文理の壁を越え領域横断的な脳科
学、そして認知症や脳とこころの病を克服する脳医学として急速に進展しています。この
ため、新発見や定説打破にチャレンジし続ける研究者同士が最新の研究成果や技術を
交換し、情報発信と切磋琢磨を着実に行える場を実現する大会の意義は益々高まってい
ます。第44回大会ではTowards global neuroscienceを標題に、ゲノム編集、光遺伝学、
アルツハイマー病分子病理学などを駆使する神経科学のフロントランナーが神戸に集ま
ります。さらにChina-Japan-Koreaの神経科学協力の架け橋をも推進します。学会期間
を通じ国内外の知恵を集め、明日の脳神経医学を切り拓くプラットフォーム実現を目指し
ます。

ホームページ ▶ https://neuroscience2021.jnss.org/index.html

第69回全国幼児教育研究大会兵庫大会
ホームページ ▶ http://www.jsot2021.jp/index.html

会 期／ 2021年8月18日（水）
会 場／ 神戸国際会議場、神戸商工会議所会館、アリストンホテル神戸
大会長／ 上木 美佳（第69回全国幼児教育研究大会兵庫大会運営委員長）
主 催／ 公益社団法人全国幼児教育研究協会

第39回日本受精着床学会総会・学術講演会
会 期／ 2021年7月15日（木）〜 16日（金）
会 場／ 神戸国際会議場
学術集会長／ 柴原 浩章（兵庫医科大学産科婦人科学講座 主任教授）
本学会は1982年、難治性の不妊症に悩むカップルへの体外受精・胚移植
を成功に導くために創設され、主として受精や着床に関する基礎・臨床研究
を推進してきました。翌1983年には本邦で初めて体外受精・胚移植が成功
し、今では年間に5万人以上の子供たちがこの生殖補助医療（ART）の恩恵
で誕生しています。一方で1970年代の第二次ベビーブーム以降に始まる少子
化問題は今や深刻化し、人口減少に歯止めがかかりません。そこで今回の
テーマは、
「Stop the depopulation 〜ART成功率向上に向けた叡智の結集
〜」と致しました。会員の先生方から最新の研究成果を発表していただき、叡
智を結集してART成功率をより一層向上させる契機となることを期待していま
す。昨年の本学会（開催地：博多市）はCOVID-19のためWEB開催を余儀な
くされました。今回の開催予定時期までにワクチンが普及し、全国の同士に六
甲山系と瀬戸内の海に囲まれました神戸の地へお越しいただけるよう祈る毎
日です。どうか多くの先生方のご参加を、宜しくお願い申し上げます。

形 式／ ハイブリッド形式で開催

今年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、世界各国からアスリートが集結します。乳幼児
の教育・保育を行う施設でも、外国にルーツをもつ子供たちが多く在籍し、乳幼児教育・保育において
も、グローバルな視点で語り合い、子供たちに様々な国や地域の人と認め合い、共に生活を進めていく力
を育てることが求められる時代です。また、情報化やIT化が進む社会の中で、子供たちが新しい課題に
向き合って生きていけるよう非認知能力と言われている意欲、課題解決に取り組む力、仲間と心を通わせ
創造的に生きる力、変化に対応し困難を乗り越えようとする力、健康な心と体を育てていくことが求めら
れています。これらのことから、
「地球の未来を共につくろう〜今、乳幼児期に育てたいこと〜」をテーマ
とし、今、私たちにできることは何かについて、全国の幼稚園・こども園・保育所・小学校・大学関係者
等、乳幼児期の教育・保育に関わる皆様と協議を深め、共に学び合いたいと考えています。

ホームページ ▶ http://zenyoken.org/

ワールド記念ホール（神戸ポートアイランドホール）

（公財）神戸市スポーツ協会・
（株）神戸国際会館・アシックススポーツファシリティーズ㈱ 共同企画

ホームページ ▶ http://jsfi39.umin.jp
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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）
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Conference & Exhibition
国際フロンティア産業メッセ2021
会 期／ 2021年9月2日（木）〜 3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）
西日本最大級の産業総合展示会「国際フロンティア産業メッセ2021」を開催し
ます。今回の特別テーマは「環境・エネルギー」。これらに関連した特別展示や
講演も実施する予定です。さらなるビジネスチャンスの拡大と産学官の連携促進、
情報交流の場としてご活用いただけますので、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
環境・エネルギー、航空・宇宙、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、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 2021年6月25日（金）
○出展規模 前回実績 289社・団体、355小間（同時開催事業含む） ○入場料 無料

ホームページ ▶ https://www.kobemesse.com/

第233回近畿地方会 日本内科学会
会 期／ 2021年9月11日（土）
会 場／ 神戸国際会議場（状況に応じてWeb開催に変更）
大会長／ 小川 渉（神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学）
主 催／ 一般社団法人日本内科学会

神戸コンベンションセンター

ハイブリッド会議
オンライン配信サービス
神戸コンベンションセンターでハイブリッド会議開催をご検討の方はぜひご利用ください

100万円〜(税込)／ 会場(部屋)
※オンライン配信関連機材費、オペレーター人件費、Web会議ツール契約料金等を含む。
スクリーン、プロジェクター、音響機材は別途。神戸国際会議場・展示場で利用の場合

◆カメラ3台設置。多彩な映像で見る人を飽きさせない
◆座長・演者の紹介は、字幕スーパーで分かりやすく
◆映像の切り替え、動画配信もスムーズ
問い合わせ先／神戸コンベンションビューロー Tel : 078-303-0090

内科学会近畿地方会は、近畿2府4県（大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山）に在住す
る内科医師により年4回開催されてきた歴史ある学会です。内科には多くの診療分野が含ま
れ、それぞれの分野での専門性が高まってきております。そのため、本会は分野を超えた情報
交換の場として発展して参りました。さらに、本学会は若手からベテランまで、幅広い世代の
医師が一堂に会し議論を交わす事もその特徴の一つであり、各施設での若手育成に対する
意欲を高める機会にもなっております。
昨今の新型コロナウイルス感染の蔓延により、2020年9月に開催された第229回から現
在まではWeb開催となっており、対面での議論ができていない状況です。コロナが収束し、
2021年9月に神戸で開催される本学会では、多くの内科医師や内科医を目指す若者が神戸
の地に集う機会となることを祈りつつ、本会が近畿の医療活性化につながることを目指し、
準備を進めて参りたいと思います。

ホームページ ▶ https://www.naika.or.jp/events/kinki̲chk/event-52379/

補助金のご案内
（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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CONVENTION KOBE

CONVENTION KOBE
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CONVENTION

KOBE

メディカルコンベンションで育んだノウハウで、
安全・安心な新しいサービスをお届けいたします

リアルとオンラインで行われるハイブリッド型での開 催はもちろん、国
際会議や医 療関連学 会など様々な目的に対応いたします。
170 0 名 収 容 のポートピ アホール は 、国 際 会 議 からコン サートまで 幅
広くご 利 用いた だけるほか、2つ の 大 宴 会 場を含めて36室の 宴 会 場が
ございます。

（ 一 財 ）神 戸 観 光 局

Hybrid Online & MICE

また、和 洋 中 様 々 なジャンル のレストラン・バーは13店 あり、あらゆる
用途にご利用いただけます。

746

宴会場 偕楽

鉄板焼 但馬

客室
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神戸コンベンションコンソーシアム／構成団体
https://www.portpia.co.jp/

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目 9-1

ポートピ アホール

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

