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Introduction of Convention / 学会紹介

第105回
日本消化器病学会総会
会期：2019年5月9日
（木）
〜11日
（土）
会場：石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、ANAクラウンプラザホテル金沢、
ホテル金沢、金沢市アートホール

会長

金子 周一

金沢大学消化器内科

INTRODUCTION

2019 6th International Workshop on Low
Temperature Bonding for 3D Integration
(LTB-3D 2019)

（三次元集積化のための低温接合に関する国際ワークショップ）
会期：2019年5月21日
（火）
〜5日
（土）
会場：石川県立能楽堂

大会長

須賀 唯知
明星大学教授

INTRODUCTION

第20回
石油相挙動・ファウリング国際会議
The 20th International Conference
on Petroleum Phase Behavior and
Fouling (PetroPhase 2019)
会期：2019年６月２日(日)〜６日(木)
会場：石川県立音楽堂

組織委員長

増田 昌敬

東京大学大学院工学系研究科
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教授

2019年5月9〜11日に第105回日本消
化器病学会総会を、石川県立音楽堂、ホテ
ル日航金沢、ANAクラウンプラザホテル金
沢、ホテル金沢で開催します。テーマは「消
化器病学の使命 〜医療の創生、そして世
界へ〜 」です。近 年 、抗ウイルス薬や免 疫
チェックポイント阻害薬などの新薬の登場
により、消化器病そのものが変化していま
す。学会の使命は、世界から最新の医療を導
入するだけではなく、基礎研究や開発研究
にかかわって医療を創生し、日本から世界
に発信していくことです。
そこで本総会では、
消化器病に関連した医薬品や医療機器を
開発し、新たな医療を世界へ発信されてい
る先生方に特別講演や招請講演をお願いし
ています。
消化器病学に関心のある約5000名の医

療従事者が金沢に集まり、約40のテーマに
分かれ、活発な討論を行うことで、消化器病
学の使命と新しい医療の創生、
さらに世界
への展開を考える場にしたいと思います。
最後に、本総会を開催するにあたり、石川
県、金沢市、金沢コンベンションビューロー
をはじめ、御支援を頂きました関係の皆様
に感謝申し上げます。

日本学術振興会（JSPS）産学協力委員会の
一つ、接合界面創成技術第191委員会が主催
する低温接合に関する国際ワークショップの第
6回が、2019年 5月21日から金沢市の石川県
立能楽堂で開催されます。第191委員会は、大
学・研究機関の28名の学界委員、企業32社の
産業界が集結し、常温接合という日本発の新し
い技術に関する産学連携を推進するため、須賀
唯知東京大学教授を委員長として2015年に
発足したものです。常温接合は文字どおり金属
や半導体、ガラス、ポリマなどを熱で反応させる
ことなく、常温で接触のみで接合する手法であ
り、わが国で提案され、研究成果が蓄積されて
きました。近年は革新的な製造技術として、産
業界の様々な現場に導入され始めています。
こ
のワークショップは、
この日本発の技術を世界
のスタンダードとして発信するとともに、海外の

研究機関・産業界とも連携することを目的とし
たもので、隔年で5回を重ね、世界でもユニーク
なワークショップとして認知されております。ま
た 、本 会 と 歴 史 的 に 関 係 の 深 い 欧 州 の
WaferBond国際会議の一環として、欧州では
WaferBond WEST、日本でWaferBond
EASTという国際会議の実施体制となっていま
す。これまで東京での開催を重ねてまいりまし
たが、今回、石川県、金沢 市、金沢コンベンショ
ンビューローのご支援のもと、初めて、金沢の地
での開催となり、本会の趣旨である国内外の協
力体制・ネットワークの構築を積極的に進める
ことで、地元産業界の活性化や若手研究者の育
成にも貢献できるのではないかと期待しており
ます。
どうぞよろしくお願いいたします。

2019年6月2日(日)〜6日(木)に石川県立
音楽堂にて、第20回石油相挙動・ファウリン
グ国際会議(PetroPhase 2019)を開催し
ます。PetroPhaseは、石油の開発・生産・輸
送・精製における流体の相挙動や閉塞現象
（ファウリング、
アスファルテン析出問題）に科
学的に取り組む国際会議で、1999年の米国
ヒューストンでの第１回会議を始まりとして毎
年開催されてきました。
これまでの開催地は
欧州と北南米に限られていましたが、
この度
は20周年の記念となる会議（アジアで初めて
の開催となる会議）を金沢に誘致することが
できました。
会議では、著名な研究者によるキーノート
スピーチ、石油の回収率を上げるためのナノ
粒子の利用、石油生産・精製プロセスで流体
の相挙動とアスファルテンの析出の予測、原

油モデルと分子動力学法を用いたプロセス設
計等に関する最先端の研究発表が行われま
す。海外からは、中国、
ブラジル、
フランス、
ロシ
ア、米国、カナダ、英国、コロンビア等から約
150名の参加者が見込まれ、国際色豊かな会
議になりそうです。会期中に行われるガラディ
ナー（夕食会）
の前には、兼六園と金沢城公園
を参加者全員で訪ねる予定であり、伝統的な
日本の素晴らしい文化、
「リトル京都」
として知
られる素敵な街「金沢」に触れながら、研究者
間の交流を深めていきたいと思っています。
最後に本会議の開催に当たりご支援を賜り
ます石川県、金沢市ならびに金沢コンベン
ションビューローの関係各位に感謝申し上げ
ます。

INTRODUCTION

第15回
スパッタリングおよびプラズマプロセスに
関する国際シンポジウム(ISSP 2019)
会期：2019年6月11日
（火）
〜14日
（金）
会場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス

ISSP2019 実行委員会委員長
学会ホームページアドレス
http://www.med-gakkai.org/jsge2019/index1.shtml

学会ホームページアドレス

http://www.jsps191.org/ltb3d-2019/

学会ホームページアドレス
http://www2.issjp.com/petrophase2019/

後藤 哲也
東北大学

准教授

INTRODUCTION

第43回
日本頭頸部癌学会
会期：2019年6月13日
（木）
〜14日
（金）
会場：ホテル日航金沢、金沢市アートホール

会長

吉崎 智一

金沢大学医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科

教授

INTRODUCTION

日本歯科保存学会2019年度
春季学術大会（第150回）
会期：2019年6月27日(木)〜28日(金)
会場：石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢

大会長

奈良 陽一郎

日本歯科大学 生命歯学部
接着歯科学講座 教授

第15回スパッタリングおよびプラズマプ
ロセスに関する国際シンポジウム（ISSP
2019）
を金沢工業大学扇が丘キャンパスに
おいて2019年6月11日
（火）〜14日
（金）
に
開催します。スパッタリングやプラズマプロ
セスというのは、スマートフォンや自動車の
部品からガラスのコーティングまで、私たち
の身近な製品を作るうえで欠かせないプロ
セスであり、今でも企業や研究機関で日々性
能向上のための研究開発が行われていま
す。ISSPは、
この分野の国内外の研究者・技
術者・学生が参加し、基礎研究、材料開発か
ら製品化技術に至る幅広い情報を交換・議
論する国際会議です。日本表面真空学会
（2017年までは日本真空学会）
が隔年で開
催しており、今回は、前回（ISSP2017）
に引
き続いて金沢工業大学にて開催される運び

となりました。毎回、国内はもとより、台湾、
韓国、
ヨーロッパ、米国等、15か国以上から
200名程度参加しています。会議では、国内
外の極めて高名な研究者の招待講演や特別
講義も予定されています。
また、
レセプション
のアトラクションとして、金沢コンベンション
ビューローの御支援のもと、伝統芸能の
「長
唄と舞」
を披露する予定です。参加者の方々
においては、会議での活発な議論を通じてス
パッタリング、
プラズマプロセス技術に関して
有意義な情報を得て頂くことに加え、伝統文
化が息づく金沢の文化、料理を楽しんで頂け
ると期待しています。

学会ホームページアドレス
https://issp2019.org/

この 度 第 4 3 回 日 本 頭 頸 部 癌 学 会 を
2019年6月13日から14日の日程で主催さ
せていただくこととなりました。役員ならび
に会員の皆様に心から感謝申し上げます。
金沢での開催は私の前任者古川仭先生が
頭頸部癌学会の前身である第27回日本頭
頸部腫瘍学会を平成15年に開催されてか
ら16年ぶりとなります。
頭頸部癌の診断・治療には耳鼻咽喉科・
頭頸部外科、歯科口腔外科、放射線治療
科、形成外科などの診療科を中心として薬
剤師、看護師、言語聴覚士など複数の職種
が関わります。そして、加速度的に知識や技
術が増 殖する分 野もあれば 、なかなかブ
レークスルーがでないものの着実に進歩し
続ける分野など、頭頸部癌診療の進歩とひ
と言でいっても多様です。そこで本学会の

テーマは「斬新、先進、漸進」
とし、自分たち
の世代の医療はさることながら次世代の頭
頸部癌診療、研究の方向性について議論を
深めることをめざし、本学会の特徴である学
際的性格を反映させるべく様々な企画を現
在立案中です。
本学会開催時期は、
カキツバタ、千枚田な
ど梅雨入り前の新緑伸び盛りの同じ場所で
も毎日が違う景色を楽しめる金沢です。様々
な社会の変化の中、頭頸部癌に関する臨床・
研究の進歩を感じていただくことはもちろ
ん、
そんな古都金沢も御堪能いただき、学術
以外にも皆様の印象に残る学会となること
を心から祈っています。

2019年6月27日(木)・28日(金)の両日、
加賀百万石の城下町・石川県金沢市におい
て、
日本歯科保存学会2019年度春季学術
大会(第150回)を開催主管させていただき
ます。
本学会は、国内外を問わず、患者国民が期
待し、願い、求める“生涯にわたって歯を保つ
ための治療”の実践を見据え、1955年に産
声を上げ、64年間という時の流れの中で進
展を遂げてきました。今年は元号も改まり、
まさに新しい時代の幕開けとなります。縁
あって、
このような節目の機会に主管させて
いただく学術大会では、
これからの歯科医
学・歯科医療を支え、先導していく歯科保存
学の“新たなる門出”に際し、次の一歩を踏ま
えた問い掛けとその対応策を探り、輝く次世
代への試金石としたく思います。

そこで大会メインテーマには『 歯科保存
学 −新たなる門出− 』を掲げ、一般発表
(口頭・ポスター発表)・認定研修会をはじ
め、超大目玉企画として、
日本歯科医師会会
長・堀 憲郎 先生、
日本歯科医学会会長・住
友雅人 先生、本学会理事長・田上順次 先
生による特別シンポジウムを設けました。
加えて、大会２日間を通じランチョンセミ
ナーや企業展示の他、参加者が望む情報や
ニーズを提供できるよう努めさせていただ
きます。
末筆ながら、金沢コンベンションビュー
ローはじめ関係各機関の格別なるお力添え
に、
心からのお礼を申し上げます。

学会ホームページアドレス
http://www.c-linkage.co.jp/jshnc43/

学会ホームページアドレス
http://www.c-linkage.co.jp/jscd2019
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◆ 金沢コンベンションビューローの
ホームページが新しくなります

◆人事異動のお知らせ
就任挨拶

竹本 重久
事務局長

退任ご挨拶

前専務理事兼
事務局長

私、今年3月末をもちまして金沢コンベンションビュー
ロー専務理事兼事務局長を退任いたしました。
平成24年4月に着任して以来、県及び金沢市、県内観
光関係団体やコンベンション関連企業の皆様をはじめ、
各大学や各種研究機関、政府系MICE関係機関など幅広
い分野にわたり、一方ならぬご協力・ご指導を賜り、心か
ら厚くお礼申し上げます。
また、金沢コンベンションビュー
ローの一員として活動してこれたことは、私にとって、大変
貴重な経験になりました。未熟な点や至らなかった点は
多々あったとは思いますが、皆様からの温かいサポートを
受けながら、過ぎてしまえば早いものですが、充実した時
間を過ごすことができ、重ねてお礼申し上げます。
コンベンションビューローは退任しますが、
これからも
地域の一人として、
またお目にかかる機会はあるかと思い
ます。
どうぞこれからも、
よろしくお願い申し上げます。

４月１日付で当ビューローの事務局次長に就
任いたしました中田でございます。
３月３１日まで
は、金沢市役所で３８年間勤務していました。前
任の吉岡事務局次長と同様、
よろしくお願い申し
上げます。
金沢の先人が築き上げてきた伝統、文化を大
切に、新しいものを一つずつ積み重ねてきた魅力
をしっかりアピールしながら、県・市や関係団体等
と連携を図り、
より一層、観光・コンベンションの
事務局次長兼
ジェネラルマネージャー 振興に繋がる様々な事業を推進してまいりますの
で、皆様方のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。

中田

栄

この3月31日を持ちまして金沢コンベンションビュー
ローの事務局次長兼ジェネラルマネージャーを退任いた
しました。
在職中は、公私にわたり色々お世話になり、厚くお礼申
しあげます。皆様とお会いできましたこと、そしてお教えい
ただいた数々のことは、私にとって人生の貴重な経験、
ま
た、大切な財産となりました。
ありがとうございました。
今後、
コンベンションの石川・金沢開催をすでに決定さ
れている主催者の方々には、学会・大会等が成功裏に終
前事務局次長兼
わることを願っております。
ジェネラルマネージャー
最後に、お世話になりました皆様のご健勝とご活躍
をお祈り申しあげまして、退任のご挨拶とさせていただ
きます。
今後とも、金沢コンベンションビューローを宜しくお願
い申し上げます。

この度、金沢コンベンションビューローでは公式ホームページをリニューアルい
たします。主催者様からお問い合わせの多い項目は見やすく配置し、
また、機関紙
（本紙「きてかな」）
や各種資料がダウンロードできるようになります。

http://www.kanazawa-cb.com/

◆ 施設ガイド英語版を更新しました
Convention Information コ
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坂野 宏行

4月から金沢コンベンションビューロー事務局長
に就任しました竹本でございます。
前任の坂野専務
理事兼事務局長と同様、
よろしくお願いします。
さて、
北陸新幹線金沢開業から4年が経過しまし
たが、
依然としてその効果が継続しております。
コンベンション誘致に追い風が吹いている中、
金
沢をはじめとした石川の魅力をしっかりアピールし
ていきたいと考えております。
微力ではございますが、
県や金沢市、
関係団体等
と連携を図りながらコンベンション誘致を推進して
まいる所存でございます。
皆様方のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、
よろしく
お願い申し上げます。

吉岡 信昭

ホームページよりダウンロードしてお使い下さい。

金沢ニューグランドホテル
金沢市南町4-1
TEL（076）233-1311

金沢東急ホテル
金沢国際ホテル

ホテル金沢

金沢市大額町ル8
TEL（076）296-0111

金沢市堀川新町1-1
TEL（076）223-1111

金沢ホテル懇話会

金沢ホテル懇話会
ANAホリデイ・イン金沢スカイ

ホテル日航金沢
金沢市本町2-15-1
TEL（076）234-1111

ANAクラウンプラザホテル金沢
ＭＩＣＥ参加者へのお土産に

金沢八家の「金沢八菓」
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金沢市香林坊2-1-1
TEL（076）231-2411

金沢市昭和町16-3
TEL（076）224-6111

金沢市武蔵町15-1
TEL（076）233-2233
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Announcement / お知らせ

Convention Schedule / コンベンションスケジュール

◆「第28回国際MICEエキスポ
（IME 2019）
」
に出展

会期

コンベンション名

主会場

参加予定者数

5月9日（木）〜5月11日（土）

第105回日本消化器病学会総会

石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、ホテル金沢
ANAクラウンプラザホテル金沢、金沢市アートホール

MICEエキスポ
（IME 2019）」
に出展し、学会・大会等の開催を検討

5月16日（木）〜5月17日（金）

第40回癌免疫外科研究会

金沢市文化ホール他

されている主催者の皆様と商談を行いました。

5月18日（土）〜5月19日（日）

2月28日
（木）、東京国際フォーラムにて開催された
「第28回国際

石川・金沢で開催する魅力として、北陸新幹線や小松空港の利用
による全国からのアクセスの便利さ、金沢駅から開催会場・宿泊施
設・観光地が至近距離にまとまっていることの利便性、
また、
現在、
金

第17回ホスト-ゲスト・超分子化学シンポジウム
2019 6th International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration（LTB-3D 2019）
5月21日（火）〜5月25日（土）
（三次元集積化のための低温接合に関する国際ワークショップ）
国際ロータリー第2610地区
5月25日(土）〜5月26日（日）
国際青少年交換研究会 全国青少年交換研究会 金沢会議

金沢歌劇座

5月29日(水）〜5月31日（金）

化学とマイクロ・ナノシステム学会第39回研究会
国際深海科学掘削計画 第369次航海 ポストクルーズミーティングおよび
深海掘削科学に関するオープンセッション
PetroPhase 2019（The 20th International Conference on Petroleum
Phase Behavior and Fouling ）

金沢大学サテライト・プラザ

6 月 3 日（ 月 ）〜 6 月 7 日（ 金 ）

24thISO/TC31,SC3,SC4andSC10 Meeting in Kanazawa

金沢市文化ホール

6 月 8 日（ 土 ）〜 6 月 9 日（ 日 ）

日本高等教育学会 第22回大会
The 15th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes（ISSP 2019）
第15回スパッタリングおよびプラズマプロセスに関する国際シンポジウム

金沢歌劇座、金沢商工会議所会館

5月27日（月）〜5月28日（火）

沢駅から街の中心部にかけて、
ホテルの新規建設・開業が相次いで
おり、
将来的に宿泊収容能力が大幅に上がることをPRしました。

6 月 2 日（ 日 ）〜 6 月 6 日（ 木 ）

◆ 平成30年度国際会議海外キーパーソン招請事業、MEETJAPANに参加
金沢コンベンションビューローは2月25日〜28日にかけて、
日本

きました。
2月28日に東京で開催された商談会では7団体との商談を行い

方都市視察（金沢―富山コース）
では2月25日から26日にかけて米

ました。今年の商談案件は、参加者の数が500〜800名程の小規

国、
オーストラリア、
イスラエルから5名の国際学会のキーパーソン、

模なコンベンションがほとんどで、
キーパーソンの意見・判断が大き

ベルギーから1名のメディア関係者、
そしてJNTOシンガポール事務

く左右するためか、例年に比べて関心を示す団体が多く感じられま

所から1名の計7名をお迎えしました。1日目は金沢駅周辺の中心的

した。
このMeet Japanを通してご縁があった団体と今後も密に連

なコンベンション施設である石川県立音楽堂、
また兼六園・金沢城

絡を取り合い、誘致につなげるよう努力していきたいと思います。

公園などの観光名所を巡り、駅から会場までの利便性と、観光地と

6月11日（火）〜6月14日（金）
6月12日（水）〜6月13日（木）
6月13日（木）〜6月14日（金）

一般社団法人桶谷式母乳育児推進協会 年次社員総会

石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢

石川県立音楽堂

金沢工業大学 扇が丘キャンパス
ANAクラウンプラザホテル金沢

ホテル日航金沢、金沢市アートホール

6月14日（金）〜6月15日（土）

シンポジウムモレキュラー・キラリティー2019

金沢商工会議所会館

6月16日（日）

日本数学教育学会第7回春期研究大会

金沢大学 角間キャンパス

6月22日（土）〜6月23日（日）

第49回 中部地区英語教育学会 石川大会

6月19日（水）〜6月21日（金）

第44回日本外科系連合学会学術集会

ANAクラウンプラザホテル金沢、ホテル金沢

第66回全国国立大学法人病院検査部会議

北陸大学 太陽が丘キャンパス

しての金沢の魅力をアピールしました。夜の懇親会では伝統的な加

6月27日（木）〜6月28日（金）

賀料理とともに、金沢芸妓の演舞によるアトラクション、
お座敷太鼓

6月27日（木）〜6月28日（金）

日本歯科保存学会 2019年度春季学術大会（第150回）

7 月 4 日（ 木 ）〜 7 月 5 日（ 金 ）

第56回北陸地区知的障害者関係施設職員研究大会

KKRホテル金沢
石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢、
もてなしドーム地下イベント広場
ホテル金沢

7月11日（木）〜7月12日（金）

第24回 日本冠動脈外科学会学術大会

ホテル日航金沢

の演奏体験があり、金沢らしいおもてなしを堪能して頂きました。2
日目も金沢駅周辺のホテルの視察を行い、
ひがし茶屋街、近江町市

7 月 6 日（ 土 ）〜 7 月 7 日（ 日 ）

場を紹介しました。限られた時間でしたが、参加者は皆、
口をそろえ
て
「首都圏からのアクセスが良い」
「金沢市内もコンパクトにまとまり

7月13日（土）〜7月14日（日）

落ち着いた街である」、
また
「伝統文化・芸能が美しい」
との感想を頂

7月13日（土）〜7月14日（日）

日時/2019年5月31日（金）〜6月2日（日） ※百万石行列は１日（土）
会場/金沢市内中心部

加賀藩祖前田利家公が

されるまつりです。メイン
イベントの 百 万 石 行 列 は
6月1日
（土）前田利家入城
行列を中心に、金沢駅前か
ら金沢城公園へ行進します。

第67回日本耳鼻咽喉科学会中部地方部会連合会
金沢ニューグランドホテル
日本医学放射線学会第166回中部地方会・日本核医学会第89回中部地方会・
金沢大学 宝町キャンパス
第66回中部IVR研究会
第14回日本モビリティ・マネジメント会議（JCOMM）
石川県立音楽堂

5月31日

金沢フィルムコミッションは2018年度中87作品の撮影協力を

業務を試みる年となりました。4月以降も引

行いました。北陸新幹線が開業する1年前の2014年度は140作

き続き石川・金沢での撮影に対し充実した

品、開業年の2015年は151作品の数をピークとし、2016年以

支援を提供できるよう努めたいと思います。

降は90作品前後に落ち着いています。昨年度は例年に比べTVド
ラマのロケが多く、5作品の支援を行いました。
このうち3作品が
みや風景、地元の文化が全国に向けて発信される良い機会となり
ました。また昨年4月から首都圏を中心に、金沢市東京事務所で
ロケ誘 致のための情 報 発 信に取り組んでいるほか、1 0月には
金沢フィルムコミッションのホームページを一新するなど、新しい

6

800人
300人
100人

1,200人
300人
600人
300人
300人
350人
600人

2018年度

金沢、1作品が小松を舞台にしたストーリーで、石川・金沢の街並

No.134

1,500人
300人
（3ヶ国10人）
400人

Kanazawa Film Commission / 金沢フィルムコミッション

金沢フィルムコミッション活動報告

金沢城へ入城し、金沢の礎
を築いた偉業を偲んで開催

石川県立音楽堂

400人

金沢フィルムコミッション
〒920-0918 金沢市尾山町9-13
金沢商工会議所会館3階
TEL：076-224-8411 FAX：076-224-6400
E-mail：k-fc@kanazawa-cb.com

支援件数
映画
2
T Vドラマ 6
T V番組 54
CM
4
出版物
5
その他
16
合計
87

No.134
7

Kanazawa Film Commission 金
/ 沢フィルムコミッション

「第68回金沢百万石まつり」
紹介

7月19日（金）〜7月20日（土）

公益社団法人土谷保育協会 第18回全国真宗保育研修大会

150人
（15ヶ国30人）
200人
150人
（15ヶ国30人）
250人
45人
（13ヶ国35人）
200人
（150人）
50人
（13ヶ国35人）
300人
250人
（10ヶ国50人）
270人

金沢大学 宝町キャンパス

第43回日本頭頸部癌学会

5,000人

Convention Schedule コ
/ ンベンションスケジュール

Announcement お
/ 知らせ

政府観光局(JNTO)が主催する
「Meet Japan」
に参加しました。地

石川県立能楽堂

（うち外国人参加）

