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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

6～8日 パターン形成と界面ダイナミクスの数理 京都大学数理解析研究所420号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

8～9日 ランダム作用素のスペクトルと関連する話題 京都大学数理解析研究所111号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

9日
厚生労働科学研究費「IgG4関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目
指した研究」班Ｈ２６度　班会議

芝蘭会館稲盛ホール、山内ホール 100 京大病院消化器内科 関係者

10～11日 第18回日本病態栄養学会年次学術集会 国立京都国際会館 5000 第18回日本病態栄養学会年次学術集会

10日
厚生労働科学研究委託業務難治性疾患等実用化研究事業　　IgG4関連疾患
の病態解明と新規治療法の確立に関する建久班・平成２６年度第１回班会議

芝蘭会館稲盛ホール 60 京大病院臨床免疫学 関係者

10日
京都産業大学文化学部　京都文化学科開設記念
リレー対談講座「京都学事始め」「比叡山と千日回峰行」

京都産業大学　むすびわざ館 100 京都産業大学　文化学部 一般

12日 平成２７年京都市成人の日記念式典 みやこめっせ 8,500 京都市教育委員会　生涯学習部　女性青年担当 関係者

13日 第２１回Kyoto Orthopaedic  Seminar 芝蘭会館山内ホール 60 協和発酵キリン（株） 関係者

16日 第９回keiji-Respiratory  Reseach Seminar 芝蘭会館別館 30 日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 関係者

17日
京都産業大学創立50周年記念事業 リエゾンオフィス シンポジウム
「細胞の活力、老化そして病気」

京都産業大学 壬生校地 むすびわざ館 300 京都産業大学 一般

17日 メディカ出版　看護セミナー　発達ケアのすべて 京都リサーチパーク　バズホール 100 ㈱メディカ出版 関係者

18日 国際シンポジウム日本仏教と矛盾 芝蘭会館別館 50 京都大学文学研究科哲学・宗教学　　出口　泰夫 関係者

19日
第９０回京都大学高等教育研究開発推進センター　公開研究会・国際シンポ
ジウム

芝蘭会館稲盛ホール 150 京都大学高等教育研究開発推進センター 一部一般

19日 Kindney  Special  Lecture  2015～1n  Kyoto～ 芝蘭会館別館 50 協和発酵キリン（株） 関係者

19日 iPS細胞ビジネス協議会第１３回情報交換会
京都リサーチパーク　サイエンスホー

ル
200 ㈱iPSポータル 関係者

19～23日
Winter school on representation theory(平成２６年度プロジェクト研究
計画）

京都大学数理解析研究所420号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

19～23日 数学と生命現象の連関性の探求～新しいモデリングの数理～ 京都大学数理解析研究所111号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

20日 第１３回GSSライジングリーダー講演会 芝蘭会館別館 50 京都大学医学研究科社会疫学分野 関係者

22～23日 フッ素化学第１５５委員会 芝蘭会館別館 40 茨城大学工学部　久保田　俊夫 関係者

24日 侵襲反応制御医学研究会 芝蘭会館稲盛ホール 80 ヤンセンファーマ（株） 関係者

24日 平成２６年度第８回小児神経セミナー 芝蘭会館別館 50 京大病院小児科 関係者

24日 シンポジウム「子どもの非行防止　日本一をめざして」 京都産業大学　むすびわざ館 200 京都産業大学　社会安全・警察学研究所 一般

26日 男女共同参画推進センターのサービスを利用して 芝蘭会館別館 50 京都大学男女共同参画推進センター 関係者

26～28日 微分方程式の逆問題とその周辺 京都大学数理解析研究所111号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

27日 第１８回消化器病態研究会 芝蘭会館別館 40 あすか製薬（株） 関係者

28～30 計算理論とアルゴリズムの新潮流 京都大学数理解析研究所420号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

28日 材料物性工学談話会講演会ならびにポスター発表会 芝蘭会館山内ホール 70 京都大学工学研究科材料工学 関係者

28日 スマートウェルネス（地域包括ケアシステム）シンポジウムinきょうと 国立京都国際会館 120 （一社）健康・省エネ住宅を推進する国民会議

31日
日医生涯教育協力講座セミナー「ＣＯＰＤ診療にいかに取り組むか」－新ガ
イドラインに沿った診療と治療－

みやこめっせ 200
日本医師会、京都府医師会、グラクソ・スミスクライン
株式会社

関係者

31日 第１５回産婦人科手術・化学療法研究会 芝蘭会館稲盛ホール 60 鳥居薬品（株） 関係者

1日 公益社団法人日本口腔インプラント学会第３４回近畿北陸支部学術大会 芝蘭会館稲盛ホール 300 京大病院口腔外科 関係者

2～4日 作用素環の分類理論とその周辺 京都大学数理解析研究所111号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

2～6日 モジュラー形式と保型表現 京都大学数理解析研究所420号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

4日 第１８６回溶融塩委員会 芝蘭会館別館 40 京都大学エネルギー科学研究科　萩原　教授 関係者

5～6日 健康運動実践指導者（指導士）登録更新講習会 みやこめっせ 45 公益社団法人日本フィットネス協会 関係者

5～６日 第53回関西財界セミナー 国立京都国際会館 450 公益社団法人　関西経済連合会

7～8日 第1回京都リハビリテーション医学研究会学術集会 ウェスティン都ホテル京都 200 京都リハビリテーション医学研究会 関係者

7～８日
日本糖尿病療養指導士認定機構主催第12回認定更新者用講習会（平成26年
度）

国立京都国際会館 400 日本糖尿病療養指導士認定機構

8日 第３０回京都府小児保健研究会 芝蘭会館稲盛ホール 100 京大病院小児科 関係者

11日
２０１４京都大学シンポジウム「アントレプレナー喪失とイノベーション・
エコシステム

芝蘭会館稲盛ホール 150 京都大学産官学連携本部 関係者

12日 平成26年度第2回障害者就職面接会 国立京都国際会館 500
京都労働局・ハローワーク・京都障害者職業相談室・京
都府・京都障害者職業センター

13日 第２８回京滋臨床血液研究会 芝蘭会館別館 30 帝人ファーマ（株） 関係者

13日 「サステイナブルキャンパス構築」　国際シンポジウム 芝蘭会館稲盛ホール、山内ホール 150 京都大学施設部環境保全課 関係者

14日 メディカ出版　看護セミナー　糖尿病外来劇場
京都リサーチパーク　サイエンスホー

ル
100 ㈱メディカ出版 関係者

15日
メディカ出版　看護セミナー
新生児疾患の病態からみた治療・看護のポイント

京都リサーチパーク　サイエンスホー
ル

100 ㈱メディカ出版 関係者

16～18日 代数系・論理・言語と計算機科学の新たな接点 京都大学数理解析研究所420号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

18～20日 有限群のコホモロジー論とその周辺 京都大学数理解析研究所111号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

20～21日 日本YEG第34回全国大会京都大会諸会議
京都国際交流協会イベントホール

特別会議室　第1･2･3･4会議室　研
修室

日本商工会議所青年部　第34回全国大会実行委員会
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20～22日 日本商工会議所青年部　第３４回全国大会京都大会 みやこめっせ 10000 日本商工会議所青年部 関係者

20～22日 第7回　日本ムードルムート 京都産業大学 300 日本ムードル協会 関係者

21日 多言語環境　親子で参加できるワークショップ 国立京都国際会館 25 言語交流研究所/ヒッポファミリークラブ

21日 第７回脳機能画像フォーラム 芝蘭会館山内ホール 50
ノバルティスファーマ（株）、日本メジフィジックス
（株）

関係者

21日 第１８回　Gold  Conference 芝蘭会館別館 50 エーザイ（株） 関係者

21日
京都産業大学文化学部　京都文化学科開設記念
リレー対談講座「京都学事始め」「京料理『和食』無形文化遺産」

京都産業大学　むすびわざ館 100 京都産業大学　文化学部 一般

22日 2014年度第２回一般社団法人日本箱庭療法学会研修会 京都リサーチパーク　バズホール 350 一般社団法人日本箱庭療法学会 関係者

23日 生存圏シンポジウム「木の文化と科学14」 京都リサーチパーク　ルーム1 80 京都大学　生存圏研究所 関係者

24日 講演会「多言語で子育て」 国立京都国際会館 25 言語交流研究所/ヒッポファミリークラブ

1日
メディカ出版　看護セミナー
心電図と解剖生理から作用機序を解き明かす不整脈治療 2015
「抗不整脈薬」「アブレーション」

京都リサーチパーク　バズホール 150 ㈱メディカ出版 関係者

3日
文部科学省 共同利用・共同研究拠点形成事業
舞台芸術の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点
公募研究Ⅲ「想起の空間としての劇場」

京都芸術劇場 春秋座 200 京都造形芸術大学　舞台芸術研究センター 一般

3～6日 表現論、特殊関数、パンルヴェ方程式 京都大学数理解析研究所420号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

4～6日 ダグラス環における割り算問題とその周辺 京都大学数理解析研究所111号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

7日 第33回認定証授与式 国立京都国際会館 450 全日本着装コンサルタント協会

7日 泌尿器科マンスリーミーティング 芝蘭会館別館 40 中外製薬（株） 関係者

7日
未来のダンスのためのスカラシップ　ダンスゼミ＆ラボ　VOL.3/3
「think,think,think!adm dance,dance,dance!!」
公開プレゼンテーション

京都芸術劇場 studio21 100 京都造形芸術大学　舞台芸術研究センター 一般

8日
メディカ出版　看護セミナー
世界でいちばん明快に 血液ガスがわかるセミナー

京都リサーチパーク　サイエンスホー
ル

100 ㈱メディカ出版 関係者

9～12日 実解析及び変分解析を用いた関数不等式に付随する偏微分方程式の研究 京都大学数理解析研究所110号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

9～11日 New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics 京都大学数理解析研究所111号室 京都大学数理解析研究所 一部一般

9～20日 宇宙際タイヒミューラー理論の検証と更なる発展
京都大学数理解析研究所４２０号室・

110号室
京都大学数理解析研究所 一部一般

12日 日本計量生物学会年会 芝蘭会館稲盛ホール 200 日本計量生物学会 関係者

13日 緑内障研究会「第１１回京大眼科 Focus  on  Glaucoma] 芝蘭会館山内ホール 80 千寿製薬（株） 関係者

14日 第19回全国EM技術交流会関西大会IN京都 京都パルスプラザ　稲盛ホール 570 NPO法人関西EM普及協会 関係者

14日 メディカ出版　看護セミナー　妊娠・授乳期のくすりの知識
京都リサーチパーク　サイエンスホー

ル
100 ㈱メディカ出版 関係者

14～15日 日本臨床腫瘍薬学会２０１５ みやこめっせ 1500 一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会 関係者

16～18日 文部科学省　生命動態システム科学拠点事業　平成２６年度　シンポジウム 芝蘭会館稲盛ホール、山内ホール 100 京都大学医学研究科病態生物医学分野 関係者

17日 ティピーエム　インターナショナルフォーラム　2015 国立京都国際会館 140 株式会社日本能率協会コンサルティング

16～18日 文部科学省　生命動態システム科学拠点事業　平成２６年度　シンポジウム 芝蘭会館稲盛ホール、山内ホール 100 京都大学医学研究科病態生物医学分野 関係者

21日 平成26年度　第37回セヴァ・子ども学園セヴァ・ノーチェ学園　卒園式 国立京都国際会館 120
社会福祉法人セヴァ福祉会　セヴァ子ども学園　セヴァ
ノーチェ学園

22日
白井剛×キム・ソニョン
日韓ダンス企画　公演にむけての公開ブレゼンテーション

京都芸術劇場 春秋座 150 京都造形芸術大学　舞台芸術研究センター 一般

22日 メディカ出版　看護セミナー　手術室でおきる異変急変と術後合併症 京都リサーチパーク　バズホール 100 ㈱メディカ出版 関係者

31日 若者超会議２０１５－春の陣－ みやこめっせ 1500 学生団体ｉｖｏｔｅ関西 一般

３月

２月


