
会議名 開催会場 参加者数 国内受入団体または連絡先 参加区分

1日～2日 第１６回生命科学研究科シンポジウム 芝蘭会館稲盛ホール 130 京都大学大学院生命科学研究科 関係者

2日～3日 第54回電気化学セミナー 京都教育文化センター 300 電気化学会

3日 側頭骨セミナー 芝蘭会館別館 40 エーザイ（株） 関係者

4日～6日 洛中悠楽　2014年度JOCP全国大会 国立京都国際会館 2000 株式会社プレーベル

5日 第１４回侵襲反応制御医学研究会 芝蘭会館稲盛ホール 70 第一三共（株） 関係者

5日
メディカ出版　看護セミナー　第５回がん化学療法セミナー
明日からのケアに使える消化器がん化学療法の知識

京都リサーチパーク
サイエンスホール

120 株式会社メディカ出版 関係者

5日～6日 あすか会議2014 10th Anniversary 国立京都国際会館 900 学校法人グロービス経営大学院大学

6日 京都ヘーゲル読書会平成２６年度夏期研究会 芝蘭会館別館 50 京都ヘーゲル読書会 関係者

6日
メディカ出版　看護セミナー
糖尿病ケア スキルアップ講座

京都リサーチパーク
バズホール

180 株式会社メディカ出版 関係者

8日 第１６回　Kyoto  Orthopaedic   Seminar 芝蘭会館山内ホール 70 エーザイ（株） 関係者

9日
ＴＭＫプロジェクト設立記念シンポジウム
～慢性腎臓病研究と治療の次世代戦略～

芝蘭会館稲盛ホール 120 京都大学大学院医学研究科ＴＭＫプロジェクト 関係者

9日～10日 第55回全国IE年次大会 京都テルサ 500 関西IE協会

10日 第８回Kyoto　Neuroscience  Conference 芝蘭会館別館 40 グラクソ・スミスクライン（株） 関係者

10日～11日 第５１回日本消化器免疫学会総会 芝蘭会館稲盛ホール、山内ホール 200 京大病院消化器内科 関係者

11日 平成26年度京都府PTA指導者中央研修会 国立京都国際会館 1300 京都府教育庁指導部社会教育課

12日 第13回地球研フォーラム 国立京都国際会館 280
大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境
学研究所

12日 第13回 地球研フォーラム地球環境をどうデザインするか？ 国立京都国際会館 総合地球環境学研究所 一般

12日～13
日

第2回日本糖尿病協会療養指導学術集会 国立京都国際会館 1000 公益社団法人日本糖尿病協会

13日 京都学園大学　夏茶会 国立京都国際会館 60 京都学園大学　茶道部

14日 京都ＰＤカンファレンス 芝蘭会館別館 30 バクスター（株） 関係者

14日
シンポジウム
「研究不正の防止を越えて～志の高い研究の仕組み作りを考える～」

芝蘭会館山内ホール 180 きょうと研究国際部研究推進課研究コンプライアンス掛 関係者

15日～16日 第１８回腸管出血性大腸菌感染症研究会 同志社大学寒梅館 100 関係者

18日～19
日

感謝の夕べ2014 国立京都国際会館 3500 ㈱国立京都国際会館食堂(財)国立京都国際会館

19日
メディカ出版　看護セミナー
ゼロからまなぶ！先天性心疾患

京都リサーチパーク
バズホール

120 株式会社メディカ出版 関係者

19日
映像作家　大川景子監督作品
「異境の中の故郷　―作家リービ英雄 52年ぶりの台中再訪―」上映会

立命館大学
衣笠キャンパス 以学館2号ホール

立命館大学国際言語文化研究所 一般

19日 美術史学会西支部例会 同志社大学今出川校地 45 美術史学会 一部一般

２０日 取調べと可視化―新しい時代の取調べ技法・記録化と人間科学―
立命館大学朱雀キャンパス 5階大

ホール
政策科学部教授・稲葉光行 一般

23日 きょうと農業ビジネスフォーラム
京都リサーチパーク

バズホール
300 京都府農業総合支援センター 一般

25日
「食道がん化学放射線療法後局所遺残再発例に対するタラポルフィリンナ
トリウム（レザフィリン）及び半導体レーザー（ＰＤレーザー）を用いた
光線力学」療法の医師主導治験」

芝蘭会館山内ホール 60 京大病院腫瘍薬物治療学 関係者

25日 泌尿器科ＥＢＭ研究会 芝蘭会館別館 40 大日本住友製薬（株） 関係者

２6日 泌尿器科マンスリーミーティング 芝蘭会館別館 40 バイエル薬品（株） 関係者

29日 水循環基本法の説明と政策の意見交換会 芝蘭会館稲盛ホール 200 日本水道新聞社 関係者

31日 京大病院iPS細胞・再生医学研究会 芝蘭会館稲盛ホール 200 京大病院総務課 関係者

31日～
８月１日

フッ素化学１５５委員会 芝蘭会館別館 40 茨城大学工学部　　　久保田　俊夫教授 関係者

1日～2日
オープンソースカンファレンス2014 Kansai＠Kyoto
～インターネットを支えるIT技術に出会う日～

京都リサーチパーク
サイエンスホール

オープンソースカンファレンス事務局 一般

2日～3日 一般社団法人日本磁気共鳴医学会第36回MR基礎講座 国立京都国際会館 280 一般社団法人日本磁気共鳴医学会教育委員会

7日
同志社ビジネススクールMBA公開講座「グローバル経済下における中小･
ベンチャー企業の新たなビジネス展開を探る」

京都リサーチパーク
サイエンスホール

120 同志社大学大学院ビジネス研究科（同志社ビジネススクール） 一般

7日～8日 平成26年度全日本珠算選手権大会 国立京都国際会館 500 公益社団法人　全国珠算教育連盟

9日～10日 ろう教育科学会第56回大会 同志社大学今出川キャンパス良心館 120 ろう教育科学会 関係者

23日～24日 学生FDサミット2014夏 京都産業大学 400
京都産業大学
学生FDスタッフAC燦・教育支援研究開発センター

一般

24日
メディカ出版　看護セミナー
身体所見と病態生理から作用機序を解き明かす治療薬 2014

京都リサーチパーク
バズホール

200 株式会社メディカ出版 関係者

24日
メディカ出版　看護セミナー
長嶋先生のリズムで感じる心電図

京都リサーチパーク
サイエンスホール

120 株式会社メディカ出版 関係者

24日 インド芸術祭2014 京都市国際交流会館イベントホール 200 （公財）京都市国際交流協会8 一般

29日～31日 庭園学講座21「日本庭園と文芸」 京都造形芸術大学 100 日本庭園・歴史遺産研究センター 一般
公開講座(有料)

30日～31日 第24回体力・栄養・免疫学会大会 同志社大学　室町キャンパス　寒梅館 120 体力・栄養・免疫学会 一部一般

１日 チューニングワークショップ 芝蘭会館別館 50 京都大学高等教育研究開発推進センター 関係者

６日 憲法史研究会・科研費研究会 芝蘭会館別館 30 京都大学大学院法学研究科　大石　教授 関係者

6日 明るい社会づくり運動全国大会in京都 国立京都国際会館 400 特定非営利活動法人明るい社会づくり運動

KYOTO CONVENTION CALENDAR

7月

9月

開催予定日

国内会議開催予定(2014年7月～9月)

8月



6日～7日
学研ナーシングセミナー
電子カルテのための看護記録 ［事例演習］ セミナー

京都リサーチパーク
サイエンスホール

80 学研メディカル秀潤社 関係者

９日 第１７回　Kyoto  Orthopaedic   Seminar 芝蘭会館山内ホール 60 日本イーライリリー（株） 関係者

10日～12日 電気学会 電力・エネルギー部門大会 同志社大学京田辺キャンパス 800 電気学会 一部一般

12日～14日 日本宗教学会 第73回学術大会 同志社大学 今出川キャンパス 良心館 500 日本宗教学会 一部一般

13日 第16回日本看護学医療学会 京都教育文化センター
200～

250
日本看護学会

14日
メディカ出版　看護セミナー
パワーアップ版　NICUナースにかかせない呼吸・循環のポイント

京都リサーチパーク
サイエンスホール

120 株式会社メディカ出版 関係者

19日～20日 キリスト教史学会大会 同志社大学 90

20日 ジェンター学会大会 芝蘭会館別館 50 ジェンター学会 関係者

21日 日本内科学会生涯教育講演会 国立京都国際会館 1000 社団法人　日本内科学会

26日～27日 第40回日本重症心身障害学会学術集会 京都テルサ 500 第40回日本重症心身障害学会学術集会退会運営担当

27日
（仮題）王朝文化のルーツ「ひらがな」発生の謎にせまる―発掘された
「かな」墨書土器をめぐって

京都産業大学　むすびわざ館 300 京都産業大学　日本文化研究所 一般

27日 第４２回呼吸器感染症京都セミナー 芝蘭会館別館 50 杏林製薬（株） 関係者

27日 第10回京都橘大学看護国際フォーラム 国立京都国際会館 700 京都橘大学

28日 京都府小児保健研究会 芝蘭会館稲盛ホール 150 京大病院小児科　平家　俊男　教授 関係者

28日
メディカ出版　看護セミナー
これであなたも「妊健」マスター

京都リサーチパーク
バズホール

120 株式会社メディカ出版 関係者

9月


