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Introduction of Convention / 学会紹介

カテーテルアブレーション関連
秋季大会2019
会期：2019年11月7日
（木）
〜9日
（土）
会場：石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢

会長

夛田 浩
福井大学

医学部循環器内科学

教授

INTRODUCTION

日本結晶学会
令和元年（2019年）度年会および
会員総会
会期：2019年11月19日
（火）
〜20日
（水）
会場：金沢市文化ホール

実行委員長

奥野 正幸
金沢大学

理工研究域

教授

INTRODUCTION

リハビリテーション・ケア
合同研究大会 金沢2019
会期：2019年11月21日
（木）
〜22日
（金）
会場：石川県立音楽堂、ホテル金沢、もてなしドーム地下イベント広場
TKP金沢新幹線口会議室

大会長

勝木 保夫

特定医療法人社団勝木会

理事長
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カテーテルアブレーション関連秋季大会
2019を11月７日（木）〜9日（土）に、石川
県立音楽堂 / ANAクラウンプラザホテル
金沢で開催させていただきます。
カテーテルアブレーションは1994年に
保険適用され、難治性不整脈の根治療法と
して広く普及した治療法ですが、現在では
難治性のみならず多くの不整脈患者さんに
対して行われるようになり、その数は年間
70,000件を超えています。
この25年間に、
アブレーション手技とそ
の関連機器は大きく進歩し、
いくつもの新し
い機器・ソフトが開発され、臨床使用が可能
になりました。それに伴い、アブレーション
に関わる医療スタッフの数も右肩上がりに
増加し、同時にアブレーション機器特有の
合併症も明らかとなりました。本大会の目的

は、多忙な日常臨床の中で、
なかなか知識を
整理、あるいはブラッシュアップできないで
いる医療従事者が、発表・議論をとおして最
新の知見を共有し、国民の健康増進の一助
となることです。
カテーテルアブレーション関連秋季大会
を北陸地区で開催するのは、初めてのことに
なります。開催にあたりましては、まず金沢
コンベンションビューローのご担当者にき
め細やかな気配りをいただきましたことを
感謝いたします。また、石川県、金沢市のご
支援、金沢市民の皆様のご厚意に対し深甚
なる感謝の意を表します。

実行委員会の組織名（平成31年度日本結
晶学会年会実行委員会）
も合わせると三つ
の年号が混在する巡り合わせとなりました、
新しい時代の幕開けとなります今年度の日
本結晶学会年会および会員総会を 11月19
日
（火）
・20日
（水）
の二日間にわたり金沢市
文化ホールにて開催致します。
本学会は固体物理学、鉱物学、無機化学
から、現在では有機化学、生物学までの広範
囲をカバーする日本の
「結晶学」
を束ねるも
のとして1950年に創立され、以後国際結晶
学連合（International Union of Crystallography）
と連携しながら広範囲な活動を続けてきま
した。本年会で開催する三つのシンポジウム
「PDF解析を用いた結晶の局所構造解析の
現状とその新展開」
「金属元素が織り成す分
子から三次元ネットワークの結晶構造と高

機能性材料への展開」
「 生命科学の飛躍の
ために一層深まる蛋白質結晶学の役割」は
本学会が対象とする領域の広さをよく表し
ています。
その見識と技術は日本の科学技術
の基盤を成すものであり、国内の諸大学、各
種研究機関、団体、企業との連携はもとより
後進の育成にも注力しているところです。
本年会を準備するにあたり、石川県、金沢
市、金沢コンベンションビューローをはじめ
とした皆様にご支援とご協力を頂きました。
厚くお礼を申し上げます。

本年11月21日
（木）〜22日
（金）、石川県
立音楽堂を中心に、
「リハビリテーション・ケ
ア合同研究大会 金沢2019」を開催させ
ていただきます。金沢大会では「響生〜チー
ムで奏でる保健・医療・福祉のハーモニー
〜」
をテーマに、医師、看護師、
リハビリテー
ション技師など専門職が2000人規模で集
い、年齢や性別、病気や障害などを問わず、
全ての人が互いの個性を尊重し、支え合い
分かち合う共生社会の実現について考える
ことを目的としています。また、市民公開講
座として、高齢者が自立した生活を営むため
のヒントについて「いきいき元気な高齢社
会」
を茨城県立健康プラザ管理者太田仁史
先生から、障がい者の社員がいきいきと共
に働くことの大切さについて
「働く幸せ実現
のため社員から教わったこと」
を日本理化学

工業株式会社大山隆久氏からご講演いた
だきます。市民公開講座は無料でご参加い
ただけます。一般の方々、高齢者を支援され
ている方、行政の地域づくりを担当されてい
る方、会社の人事担当の方などにぜひご聴
講いただきたく、
ご案内申し上げます。
希望とやさしさにあふれた未来を築くべ
く、私たちも含めた一人ひとりが響き合い、
充実した暮らしを再建・創造・増進していけ
ることを願っています。

INTRODUCTION

第３９回
日本看護科学学会学術集会
会期：2019年11月30日(土)〜12月1日(日)
会場：石川県立音楽堂、ホテル金沢、ANAクラウンプラザホテル金沢

大会長
学会ホームページアドレス
http://new.jhrs.or.jp/catheab/

石垣 和子

石川県立看護大学

学長

INTRODUCTION

第20回
アジア太平洋経営工学・管理システム国際会議
(The 20th Asia Pacific Industrial Engineering
And Management Systems)
会期：2019年12月2日
（月）
〜12月5日
（木）
会場：ホテル金沢

APIEMS2019 実行委員長
学会ホームページアドレス
https://crsj.jp/activity/annualMeetings/nenkai2019/index.html

南保 英孝
金沢大学

理工学域電子情報通信学類

INTRODUCTION

第11回
プラズマ技術の基礎と応用に関する
アジア太平洋国際シンポジウム
（APSPT-11）
会期：2019年12月11日
（水）
〜14日
（土）
会場：金沢商工会議所会館

APSPT-11 組織委員長

学会ホームページアドレス
http://www.otomura.co.jp/rc2019/

准教授

田中 康規
金沢大学

電子情報通信学系

教授

看護職および市民の皆様へ
看護系学会のうち、最も歴史と権威のある大き
な学術集会が年末に金沢駅周辺にて行われま
す。この学会は、学会テーマを特定の専門領域に
偏らない「ヒトと人間（ひと）の科学を看護へ−時
空を超える我々を知り、看護を別次元へ発展させ
よう−」に定め、最新の情報が手に入るような企
画を取り揃えています。学術集会の開催日時・場
所は下記の通りです。
1. 学術集会名：第３９回日本看護科学学会学術集会
大会長：石垣和子（石川県立看護大学）
2. 日程：令和元年11月30日(土)午前／午後、
12月1日(日) 午前／午後
3. 場所：県立音楽堂、ホテル金沢、ANAホテル
4. 主な企画：
「環境の変化が人類の代謝機能に
及ぼす影響と今後の食のあり方」、
「がんゲノム
新時代における看護の役割」等の11企画

5. 市民向けの企画
①市民フォーラム：
「北陸の伝統発酵食品の文
化と健康」、榎本俊樹先生（石川県立大学）及
び大友佐俊先生（大友楼）
②ナーシング・サイエンス・カフェ：
「多様な場で
働き方を魅(見)せられる看護職の可能性」、看
護職の先輩3名が講演します。
6. 問い合わせ先 株式会社ネクステージ
076-216-7000
看護職の皆さま、メイン会場の音楽堂コンサート
ホールでは会期中、学会テーマに関連する企画
が絶え間なく流れ、座っているだけで多様な発
見、気づき、学びが感じられると思います。また市
民の皆様は上記の5番の企画に無料で自由に参
加できます。皆さま、奮ってお出かけください。

2019年12月2日
（月）〜12月5日
（木）
の
日程で、ホテル金沢にて第20回アジア太平
洋経営工学・管理システム国際会議（英語
名：The 20th Asia Pacific Industrial
Engineering and Management Systems)
が開催されます。本国際会議は、第1回会議
が1998年に開催され、第2回が金沢で開催
されました。2009年には北九州で開催さ
れ、今回10年ぶりに日本で、金沢においては
20年ぶりの開催となります。
本国際会議は、主に東アジア・環太平洋
諸国の研究者・技術者・経営管理者が一堂
に会し、経営工学のみならず、AIやツーリズ
ムなど広い分野にわたって最新の研究や事
例に関する成果と情報を交換する場となっ
ています。例年400件近い講演と400名を
超える参加者が集い、活発な議論が行われ

ています。
今回のテーマは“Reexamining the
role of IE/MS beyond 2020”であり、
こ
れからの経営工学・管理システムの役割を
再確認することが目的となります。20年の節
目を迎え、新たなスタートとなる今回の国際
会議を、近年大きく生まれ変わりつつあり、
また本国際会議の原点とも言える金沢で開
催できることは、大きな意味があるものと考
えております。
最後に、本国際会議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
ローを始め、
ご支援を頂きました関係者の
皆様に感謝申し上げ、多数の方々のご参加
を期待しております。

第11回プラズマ技術の基礎と応用に関
す る ア ジ ア 太 平 洋 国 際 シ ン ポ ジ ウム
（APSPT-11）は、台湾のプラズマ関係者と
日本の電気学会プラズマ技術委員会が主
催し隔年で開催されてきた国際会議です。
今年は12月11日（水）〜12月14日（土）、
金沢商工会議所会館において開催いたし
ます。
プラズマはこれまでにも，低温プラズ
マによる半導体プロセスをはじめとする低
ダメージの表面処理や膜生成，一方では
アーク溶接をはじめとする高温プロセスで
産業に広く応用されています。近年では，低
温プラズマを農業・医療・バイオに応用する
研究が進みつつあります。高温プラズマプ
ロセスでは機能性ナノ材料などの高速大量
生成が注目されています。今回の会議では
テーマをプラズマ技術の産業応用に焦点を

当て、主に日台の産業界首脳による基調講
演4件、特別招待講義15件、一般口頭講演
とポスター講演で構成されます。
日本・台湾
を中心に、各国から200名程度の参加者を
予定しております。
プラズマ技術に携わる研
究者・技術者が多数参加します。

学会ホームページアドレス
http://www.jans2019.jp/

学会ホームページアドレス
https://apiems.org

学会ホームページアドレス
http://apspt11.w3.kanazawa-u.ac.jp/
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◆学会・大会・会議開催支援説明会を開催

◆ジャパンインセンティブセミナー2019に参加
日本政府観光局（JNTO）
が主催する
「ジャパンインセンティブセ

8月27日(火)に金沢大学(宝町キャンパス)、29日(木)に金沢医科

ミナー2019」
に参加しました。

大学(内灘町)にて、石川県内で学会・大会・会議を開催予定の主催

台中・台北での商談では、
インドネシア・マレーシアと同様に金箔

インドネシア・マレーシアの商談では、まず石川・金沢の良さを

者を対象に説明会を開催しました。

することが必要と感じました。
に根強い人気があると感じました。
日本へのリピーターが多いため、

知ってもらえるよう、豊富な観光スポットや魅力ある伝統文化をア

新しい情報を多く求められました。
また、歴史と文化の街として金沢

度や開催準備金の貸付制度等の各種支援について、石川県及び金

ピールしました。両国の旅行会社とも金箔文化に魅かれた様子で、

に興味を示す旅行会社も多くみられました。

沢市の各担当者からはコンベンション誘致推進事業補助金及び金

金箔アイス、招き猫や金箔パックにには興味津々でした。金沢コンベ

沢MICE促進事業費補助金についての説明を行いました。

ンションビューローとしては、
これら既存の素材を活かしながら、具

金沢コンベンションビューローからは会場視察時の旅費補助制

今後とも、
こうした商談を通じて繋がりができた旅行会社に石川・
金沢の情報を積極的に発信していきたいと思います。

体的な旅程などを提案するとともに、誘客の後押しとなる策を検討

その後の質疑応答では、会場施設のWi-Fi環境や、補助金の対象
条件などについての質問があり、
さらに説明会終了後も各担当者に
対し個別に質問する参加者もいらっしゃいました。

◆「金澤八家」
米国観光プロモーションに参加して
金沢コンベンションビューローでは、
プロモーションの観光セミナー

の中でも日本の認知度が高い米西海岸のロサンゼルスと日系人が多いホ

の中で、MICEに関する施設や支援制度を説明し、金沢での開催を呼び

ノルルで行われた
「金澤八家」米国観光プロモーションに同行しました。

かけました。

今回のプロモーションでは、現地の旅行会社に金沢が有する
「本物の
文化」
をアピールし、旅行商品の造成を働きかけたところ、旅行会社から、

インドネシア会場

11社と商談

8月6日

台湾（台中）会場

14社と商談

7月11日

マレーシア会場

13社と商談

8月7日

台湾（台北）会場

12社と商談
Convention Information コ
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金沢コンベンションビューローは、9月2日から8日までの日程で、米国

7月9 日

訪日客が増加する中、今後とも、
こうした経験を活かして国際MICEの
誘致につなげていきたいと考えています。

・会員交流サイト(SNS)による情報発信が有効であること
・比較的短時間の体験メニューが好まれること
などの情報を収集することができました。
また、日本政府観光局(JNTO)ロサンゼルス事務所へ訪問した際
には、米国はホテルにこだわりがあり、世界展開している高級ホテルの
金沢への進出が、金沢へ目を向けるきっかけになるとのお話を伺いし
ました。

日本政府観光局(JNTO)ロサンゼルス
事務所での懇談の様子（9月3日）

ホノルルでの観光セミナーの様子(9月6日)

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

◆「金沢MICEガイド」が完成しました
この度、金沢コンベンションビューローでは「金沢MICEガイド」
を新
たに発行いたしました。
コンベンション関連業者（金沢コンベンションビューロー賛助会員）の
提供できるサービスをまとめた冊子です。
19業種を掲載しております。
コンベンション開催時の様々なお困りごとにお役立て下さい。
冊子をご希望の方は当ビューローまでご連絡下さい。データ版は金沢

掲載業種
●ホール・会議施設 ●宿泊施設 ●旅行代理店 ●運輸・交通
●PCO（コンベンションの企画・運営） ●広告代理店
●看板・装飾・設営 ●印刷・出版 ●バンケット・人材派遣
●弁当・ケータリング ●文化・観光施設 ●伝統工芸・伝統芸能
●土産 ●飲食店 ●飲料製造・販売 ●食品製造・販売
●専門店・百貨店・スーパー ●各種サービス ●その他・各種団体

コンベンションビューローのホームページ（「ダウンロード」のページ）
よりダウンロードいただけます。

会期

10月22日（祝・火）
10月26日（土）

第13回金沢大学ホームカミングデイ

10月26日（土）

日本精神神経学会第24回
「精神科面接の基本」
研修会

11月8日（金）〜11月10日（日）

日本水処理生物学会第56回大会

11月7日（木）〜11月9日（土）
11月9日（土）

11月16日（土）

第70回金沢大学附属小学校教育研究発表会
一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー(ASW)協会
第34回全国研究大会in金沢

250人
250人
100人

2,000人

石川県立音楽堂、
ホテル金沢

1,000人

金沢市文化ホール
石川県文教会館

金沢大学附属小学校
16日：石川県教育会館
17日：石川県地場産業振興センター

11月21日（木）〜11月22日（金）

リハビリテーション・ケア合同研究大会 金沢2019

11月21日（木）〜11月22日（金）

第162回制御技術部会大会

石川県立音楽堂、もてなしドーム地下イベント広場
ホテル金沢、TKP金沢新幹線口会議室

金沢市文化ホール

電気加工学会全国大会(2019)

160人
（10ヶ国60人）
300人

金沢大学サテライト・プラザ

110人
200人
300人
400人
500人
300人

420人
（5ヶ国10人）
210人
100人

2,500人
120人

11月22日（金）〜11月24日（日） 『第25回
「野生生物と社会」
学会 金沢大会』

金沢星稜大学、北陸先端科学技術大学院大学金沢駅前オフィス

350人

11月24日（日）

ITビジネスプラザ武蔵

Announcement お
/ 知らせ

金沢市文化ホール

11月23日（祝・土）

第67回 教育研究発表会

11月29日（金）

日本化学会近畿支部北陸地区講演会

金沢大学 角間キャンパス

11月30日（土）

第49回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会

石川県文教会館

金沢大学附属中学校

Civic Tech Summit KANAZAWA 2019
第23回日本精神保健・予防学会学術集会

金沢市文化ホール

第22回日本補完代替医療学会学術集会

日本アートマネジメント学会 第21回全国大会＜金沢＞

11月30日（土）〜12月1日（日）

第39回日本看護科学学会学術集会

11月30日（土）〜12月2日（月）

21・老福連第19回職員研究交流集会in金沢

金沢21世紀美術館シアター21、北陸大学太陽が丘キャンパス
石川県立音楽堂、
ホテル金沢
ANAクラウンプラザホテル金沢

石川県教育会館、
大原学園金沢校

12月2日（月）〜12月5日（木）

The 20th Asia Paciﬁc Industrial Engineering and Management Science

ホテル金沢

12月7日（土）〜12月8日（日）

日本動物学会中部支部大会
APSPT-11 プラズマ技術の基礎・応用に関するアジア太平洋国際会議
（The 11th Asia-Paciﬁc International Symposium on the Basics and Applications of PlasmaTechnology）
キャリア発達支援研究会第7回大会 金沢大会

金沢市文化ホール

日本機械学会第32回バイオエンジニアリング講演会

ハ

ス

金沢商工会議所会館
金沢大学附属特別支援学校

金沢商工会議所会館

300人
150人
300人
400人
350人
200人
150人
4,300人
300人
450人
（10ヶ国250人）
100人
250人
（2ヶ国100人）
120人
450人

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

映画
「種まく旅人〜華蓮のかがやき〜」撮影レポート
加賀野菜の一つ「加賀れんこん」にスポットを当て
た映画「種まく旅人〜華蓮(ハス)のかがやき〜」の
金沢ロケが9月下旬から10月上旬にかけて市内
議所会館では農林水産省の会議室という設定で、

YouTubeで是非見てください！

主人公の栗山千明さんと、栗山さんの上司役の永
島敏行さんが議論を戦わすシーンが撮影されまし

金沢フィルムコミッションでは、映画、
テレビドラマ、
CMなどのエキストラを募集しております。
興味のある方は是非、
ボランティアエキストラに
登録してみませんか。
ボランティアエキストラ登録申込書

https://kanazawa-fc.jp/

た。映画「武士の献立」で助監督を務めた井上昌
典監督がメガホンを取り、河北潟周辺のレンコン
畑、金沢駅、主計町茶屋街、片町、香林坊などでも
滞りなくロケが遂行されました。石川県金沢市の
伝統野菜でもある
「加賀れんこん」
と高齢化に伴う
後継ぎ問題や農業で活躍する女性たちをテーマ
にした映画「種まく旅人〜華蓮(ハス)のかがやき
〜」は2020年初夏に全国公開を予定しています。
＜公式サイト＞ tanemaku-tabibito.jp

主演の栗山千明さん（左から2番目）、平岡祐太さん（同3番目）、井上昌典監督（同4番目）
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Kanazawa Film Commission 金
/ 沢フィルムコミッション

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

11月30日（土）〜12月1日（日）

金沢商工会議所会館

700人

Convention Schedule コ
/ ンベンションスケジュール

金沢東急ホテル

第31回一般社団法人日本小児口腔外科学会総会・学術大会

各所で行われました。去る9月30日、金沢商工会

ロケ地は金沢市内、手取川河川敷など！

6

日本消費者法学会第12回大会

参加予定者数

（うち外国人参加）

石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢工業大学
金沢歌劇座

ホテル日航金沢

12月20日（金）〜12月21日（土）

No.136

カテーテルアブレーション関連秋季大会2019

令和元年度全国消防長会役員会

12月14日（土）〜12月15日（日）

・金沢篇
・金沢の夜篇
・海岸篇
・海岸篇 2
・青春の土手篇
・大きな橋篇

金沢医科大学

11月21日（木）

12月11日（水）〜12月14日（土）

金沢関連の作品タイトル名

石川県立中央病院

日本結晶学会 令和元年
（2019年）
度年会および会員総会

11月30日（土）

エキストラの皆様が出演しました。

石川県立音楽堂

11月19日（火）〜11月20日（水）

11月29日（金）〜11月30日（土）

ス
「マッハバイト」
のYouTubeの動画広告に多数の

金沢商工会議所会館

金沢大学 角間キャンパス

第20回中部臨床工学会
公益社団法人日本介護福祉士会 第26回全国大会・第17回日本介護学会 inいしかわ
11月15日（金）〜11月16日（土） 『今こそ介護の魅力を 〜新しい時代、更なる発展〜』
第8回生活困窮者問題シンポジウム
11月16日（土）
11月9日（土）〜11月10日（日）

11月22日（金）〜11月23日（祝・土）

この夏、株式会社リブセンス様のバイト求人サービ

第155回日本神経学会東海北陸地方会

11月2日（土）

11月21日（木）〜11月22日（金）

◆無事撮影終了！！

主会場

IMPRES2019（The Fifth International Symposium on Innovative
Materials and Processes in Energy Systems 2019）
2019年度みんなねっと北信越ブロック家族会 精神保健福祉研修会 石川大会

10月21日（月）〜10月23日（水）

11月16日（土）〜11月17日（日）

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

コンベンション名

