








































実施日 行事名称 主　催
2018年6月14日(木) MIKCS 第1回例会、第4回定時社員総会 （一社）医療イノベーション神戸連携システム（MIKCS）

2018年7月4日(水) 第49回 理研イブニングセミナー 「生命科学分野のものづくり」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2018年7月12日(木) リリー・ペイシェント・フォーラム 日本イーライリリー（株）

2018年7月13日(金) ヘルスケア・イノベーション・フォーラム 日本イーライリリー（株）

2018年7月13日(金) 「人生100年時代」をイキイキと生きるために  ー知っておきたい糖尿病の予防と対処法－
〈主催〉 日本経済新聞社
〈協賛〉 日本イーライリリー（株）
〈後援〉 厚生労働省、兵庫県、神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構

2018年7月24日(火) スパコン産業利用セミナー2018  ～他社事例に学ぶ企業のシミュレーション技術活用～

〈主催〉 神戸商工会議所、（公財）計算科学振興財団（FOCUS）
〈後援〉 高度情報科学技術研究機構（RIST）、(一社)HPCIコンソーシア

ム、(一社)オープンCAE学会、(公社)関西経済連合会、神戸市、
(国研)宇宙航空研究開発機構、理化学研究所 計算科学研究
センター、スーパーコンピューティング技術産業応用協議会、
東京大学生産技術研究所、(特非)CAE懇話会、(特非)バイオ 
グリッドセンター関西、兵庫県

2018年7月24日(火) 健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス  四半期報告会 理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

2018年8月1日(水) スパコン体験塾
〈主催〉 高度情報科学技術研究機構（RIST）
〈協力〉 SuperCon実施委員会(大阪大学サイバーメディアセンター、

東京工業大学学術国際情報センター）

2018年8月1日(水) 第50回 理研イブニングセミナー 「データ同化研究」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2018年8月9日(木) 神戸産学官交流会  第240回定例会  健康長寿を目指したヘルスツーリズム 神戸産学官交流会、（公財）神戸市産業振興財団
（一社） 医療イノベーション神戸連携システム（MIKCS）

2018年8月23日(木) HI-DEC Caf'e 夏の特別企画 〈主催〉 中小機構 近畿本部
〈共催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構

2018年8月25日(土) 第8回 細胞再生医療研究会 細胞再生医療研究会

2018年8月25日(土) 「チーム医療マネージメントセミナー in 神戸」 〈主催〉 宮野医療器（株）
〈協賛〉 スリーエムジャパン（株）

2018年8月29日(水)～31日(金) MEDICAL FAIR ASIA 2018 Messe Dusseldorf Asia

2018年8月31日(金) 第2回 製品安全講座 コスモス塾「絶縁の考え方について(1)（基礎編）」 （株）コスモス・コーポレイション

2018年9月5日(水） 第51回  理研イブニングセミナー 「臓器を自在に再生する時代がやって来た！」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2018年9月14日(金) 第3回 兵庫県立大学神戸情報科学キャンパスシンポジウム
～計算科学と情報科学の未来、および情報化する医療～

〈主催〉 兵庫県立大学
〈後援〉 （公財）神戸医療産業都市推進機構、ひょうご神戸サイエンスクラ

スター協議会

2018年9月15日(土) 第6回 ヘルスケア健康セミナー  ヘルスケアサービス開発支援事業   第一回成果報告会「ノルディックウォーキングでメタボを解消！」〈主催〉（公財）神戸医療産業都市推進機構〈共催〉 神戸市

2018年9月18日(火) 「第6回 PMDA戦略相談連携センター セミナー」  ～医薬品・医療機器等の開発と戦略相談の有効活用～ 〈主催〉（公財）神戸医療産業都市推進機構
〈後援〉(独)医薬品医療機器総合機構、神戸市

2018年9月23日(日) 第1回企業交流リレーマラソン in KOBE  ～神戸医療産業都市20周年記念事業～ 企業交流リレーマラソン in KOBE実行委員会

2018年9月26日(水) 第9回 OPEN INNOVATION CAFÉ 〈主催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構
〈共催〉 理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

2018年9月27日(木)～29日(土) Taiwan Innotech Expo 2018 Taiwan External Trade Development Council（TAITRA）

2018年10月3日(水) 第52回 理研イブニングセミナー  「生命機能をリバースエンジニアリングする」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2018年10月10日(水)～12日(金) 第45回 国際福祉機器展 H.C.R.2018 全国社会福祉協議会　保健福祉広報協会

2018年10月18日(木) HI-DEC Caf'e 
知財に関する危機管理入門編

〈主催〉 中小機構 近畿本部　
〈共催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構

2018年10月23日(火) 健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス  四半期報告会 理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

2018年10月26日(金) 第3回 製品安全講座 コスモス塾「絶縁の考え方について(2)（応用編）」 （株）コスモス・コーポレイション

2018年10月29日(月) 第28回 MEDDEC×HI-DEC 交流会 〈主催〉 中小機構 近畿本部　
〈共催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構

2018年11月7日(水) 第54回 理研イブニングセミナー 「見えないものを観る～ 画像処理による生命現象のあぶり出し」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2018年11月8日(木) 神戸産学官交流会との合同企画  「SNSのビジネス活用法と経営者が行うべきブランディング」 （一社）医療イノベーション神戸連携システム（MIKCS）

2018年11月12日(月)～15日(木) MEDICA2018（神戸ブース出展） Messe Duesseldorf Gmbh

2018年11月15日(木) 甲南大学FIRST アカデミックリサーチセミナー 甲南大学フロンティアサイエンス学部・研究科（FIRST）

2018年11月28日(水) 第10回 OPEN INNOVATION CAFÉ 〈主催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構
〈共催〉 理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

2018年12月4日(火)～6日(木) 甲南学園創立100周年記念平生国際科学シンポジウム 「KONAN RESEARCH SUMMIT」 〈主催〉 甲南大学先端生命工学研究所
〈共催〉 甲南大学大学院フロンティアサイエンス研究科

2018年12月5日(水） 第56回 理研イブニングセミナー 「創薬シミュレーション専用計算機  「MDGRAPE-4A」の開発秘話」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2018年12月20日(木) HI-DEC Caf'e   クリスマス特別企画  「流体力学的見地からの人工心臓ポンプの研究事例に関して」 〈主催〉中小機構 近畿本部  〈共催〉神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構

2019年1月21日(月） 第23回 医療機器等事業化促進プラットフォームセミナー  医療機器開発セミナー  ～IVRカテーテル治療の最前線より～ 〈主催〉（公財）神戸医療産業都市推進機構
〈後援〉 神戸市、中小機構 近畿本部

2019年1月22日(火) 健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス  協議会 理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

2019年1月23日(水) 第4回 製品安全基礎講座 コスモス塾「感電の危険について」 （株）コスモス・コーポレイション

2019年1月23日(水) 神戸医療産業都市クラスター交流会  デジタルヘルス人材育成セミナー  ～デジタルヘルス人材が生まれ、集い、出会う街へ～
〈主催〉 神戸市、中小機構 近畿本部、（公財）神戸医療産業都市推進機構
〈共催〉 神戸商工会議所、みなと銀行
〈後援〉 近畿経済産業局

2019年1月26日(土) 神戸バイタルサインセミナー  “生体情報管理 ～基礎と最新の情報をお伝えします！～” 〈主催〉宮野医療器(株)、日本光電工業(株) 〈後援〉兵庫県臨床工学技士会

2019年1月30日(水) 第11回 OPEN INNOVATION CAFÉ 〈主催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構
〈共催〉 理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

2019年2月6日(水) 第59回 理研イブニングセミナー  「京からポスト京へ  スパコンが拓くスマートものづくり」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2019年2月6日(水)～8日(金) 第5回 CareTEX2019 ブティックス（株）

2019年2月7日(木) 第11回 トップセミナー  ～ビジネスチャンスを創出し 産業の未来を拓くスーパーコンピュータ～

〈主催〉 (公財）計算科学振興財団（FOCUS）
〈後援〉 文部科学省、経済産業省、理化学研究所 計算科学研究センター、

高度情報科学技術研究機構（RIST）、(一社)HPCIコンソーシアム、
東京大学生産技術研究所、(一社)日本経済団体連合会、日本商
工会議所、(公社)関西経済連合会、スーパーコンピューティング
技術産業応用協議会、(特非)バイオグリッドセンター関西

2019年2月14日(木) 「デジタルツールと従来工法の融合による 金属部品の最速試作の実現＆産業用CTスキャンを活用した新しいものづくりの提案」 （一社）医療イノベーション神戸連携システム（MIKCS）

2019年2月18日(月)～19日(火） The 1st R-CCS International Symposium 理化学研究所 計算科学研究センター

2019年2月20日(水)～22日(金) 第5回 再生医療産業化展 リード エグジビション ジャパン（株）

2019年2月23日(土) 日本化粧療法医学会 設立記念講演会  化粧革命ー化粧による健康促進効果を科学するー
〈主催〉 日本化粧療法医学会
〈協賛〉 日本ケアメイク協会
〈協力〉 フレグランスジャーナル社

2019年2月28日(木) HI-DEC Caf'e 〈主催〉 中小機構 近畿本部　
〈共催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構

2019年3月6日(水) 第61回 理研イブニングセミナー  「都市をまるごとデジタル化！「総合防災シミュレーション」を目指して」
〈主催〉 理研 イノベーション事業本部 企業共創部

理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
〈共催〉 神戸商工会議所

2019年3月13日(水) 第29回 MEDDEC×HI-DEC 交流会 〈主催〉 中小機構 近畿本部　
〈共催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構

2019年3月15日(金) 第5回 製品安全基礎講座 コスモス塾「火災の危険について」 （株）コスモス・コーポレイション

2019年3月23日(土) 第31回 宮野セミナー  知っておきたい感染対策！  ～教えること 学ぶこと～ 2019 in 神戸 〈主催〉 宮野医療器（株）
〈協賛〉 サクラ精機（株）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）、テルモ（株）

2019年3月24日(日) 足の健康について考えよう！セミナー 〈主催〉 大阪産業大学  工学部機械工学科
〈共催〉 日本ヘルスケアエンジニア協会

2019年3月27日(水) 第12回 OPEN INNOVATION CAFÉ 〈主催〉 神戸市、（公財）神戸医療産業都市推進機構
〈共催〉 理研 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

2019年3月27日(水)～28日(木) はじめてのプログラミング  ～手のひらサイズのコンピュータを使って数値シミュレーションに挑戦しよう！～ 〈主催〉 高度情報科学技術研究機構（RIST）、理化学研究所 計算科学
研究センター




