年次総会・学術集会運営事務局
学会事務局
代行サービスのご案内

国際会議運営事務局・年次大会運営事務局として
準備段階から事務局作業をサポートします。

株式会社ケイ・コンベンション
代表取締役 荒木 憲治
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-27-2 山本ビル2階

TEL:03-5367-2382
FAX:03-3567-2187
E-mail:araki-ken@k-con.co.jp

会社概要

MICE
Meeting

Incentive

会議・
研修セミナー

企業レセプション
表彰式

招待旅行

Convention

Event

国際会議
学術会議（学会）

イベント
展示会

社 名

株式会社ケイ・コンベンション
K-CONVENTION CO., LTD.

所在地

東京都新宿区新宿1-27-2 山本ビル 2階
TEL: 03-5367-2382
FAX: 03-5367-2187

設立年月

平成13年12月

代 表

代表取締役 荒木 憲治

取引先

各国公立大学および私立大学医学部、
研究所、各種学会、各製薬会社

学会

資 格

ケイ・コンベンションが
サポートします

東京都知事登録旅行第3種5114号
AIU保険会社海外旅行保険代理店
JALパック旅行取り扱い受託販売代理店
ANAパートナーズショップ
一般財団法人日本情報経済社会推進協会
プライバシーマーク取得

学会事務局
日本ADHD学会
一般社団法人日本睡眠改善協議会
株式会社ケイ・コンベンション

大会運営事務局
・会場のご提案 ・・・・・・・・ 大会の規模に合った会場をご提案
・趣意書案作成 ・・・・・・・・ 後援、寄附、共催セミナー、展示会、広告の依頼
・予算の管理
・・・・・・・・・ 大会収支、大会経費を逐次管理
・委員会の管理 ・・・・・・・・ 実行・プログラム委員会他
・投稿演題の管理 ・・・・・・・ 演題募集、抄録受領、査読、採否
・大会情報の発信 ・・・・・・・ ホームページ作成、会員宛一斉メール配信他
・印刷物
・・・・・・・・・・ ポスター、チラシ、抄録集
・機器展示運営 ・・・・・・・・ 医薬メーカー様へのプロモート、出展社の管理
・当日運営
・・・・・・・・・ 受付、講演会場・機器展示他
・作業スケジュール進行・管理

年次総会・学術集会の作業スケジュール
2年～1年前 ＞

会
場
選
定

予
算
案
策
定

1年～10ヶ月前

趣
意
書
案
作
成

チポ
ラ
シス
提タ
案ー

＞

プ
ロ
グ
ラ
ム
案
策
定

8ヶ月前

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
制
作

＞ 5ヶ月

演
題
募
集

参
加
者
募
集

＞ 2ヶ月

抄プ
録ロ
集グ
制ラ
作ム

＞当日 1～2ヶ月後

当
日
運
営

収
支
報
告

株式会社ケイ・コンベンション

学会事務局
・会員業務 ・・・・・・・・・・・
・会計業務 ・・・・・・・・・・・
・委員会業務 ・・・・・・・・・
・選挙管理業務 ・・・・・・・
・学会誌の編集 ・・・・・・・
・会員への情報発信 ・・・
・問合せの対応
・その他

入退会・変更事項の管理
年会費・入出金・決算報告
開催案内・当日運営・議事録作成
理事・評議員の管理
定期刊行物の編集・制作・発送
ホームページ作成・会員宛一斉メールの配信他

学会情報を厳密に管理します。（弊社はプライバシーマークを取得してます。）

会員データ

論文・抄録データ

選挙管理データ

学会会計データ

株式会社ケイ・コンベンション

学会運営実績
2010

2012

・世界災害語り継ぎフォーラム
3月21日-22日(兵庫)
・日本AD/HD学会第1回総会
4月4日(東京)
・第12回日本女性骨盤底医学会学術集会
5月29日-30日(埼玉)
・第39回日本女性心身医学会学術集会
8月6日-7日(埼玉)
・World Forum on Cerebral Blood Flow Metabolism & Function
10月18日-20日(京都)
・日本線維筋痛症学会第2回学術集会
11月13日-14日(東京)
・第9回日本肝臓学会シングルトピックカンファレンス
11月18日-19日(東京)
・第23回日本総合病院精神医学会総会
11月26日-27日(東京)
・The 7th APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver)
Single Topic Conference
12月17日-18日(千葉)

2011

2013

・日本AD/HD学会第4回総会
3月18日(東京)
・ISNS2013 乳幼児てんかん国際会議
4月12日-14日(東京)
・第54回日本神経病理学会総会・学術研究会
4月24日-27日(東京)
・第42回女性心身医学会学術集会
7月27日-28日(東京)
・日本睡眠学会 医療技術・生涯教育セミナー
8月25日(東京)
・第37回日本産科婦人科栄養・代謝研究会
8月29日-30日(埼玉)
・社会精神保健教育研究センター設立８周年記念講演会 9月9日（千葉）
・国立精神・神経医療研究センター（NCNP）市民公開講座 11月4日(東京)

2014

・心理教育・家族教室ネットワーク第14回研究集会 2月24日-25日(東京)
・日本AD/HD学会第2回総会
3月6日(東京)
・第33回日本生物学的精神医学会
5月21日-22日(東京)
・東京国際病理診断講習会
7月9日-10日(東京)
・第26回日本乳腺甲状腺超音波診断会議
7月30日-31日(栃木)
・第16回日本心療内科学会総会・学術大会
11月26日-27日(東京)

・日本ADHD学会第5回総会
・第2回アジア国際ADHD学会
・第40回日本熱傷学会総会・学術集会
・日本睡眠学会 医療技術・生涯教育セミナー
・日本ストレス学会第３０回記念大会
・第20回ヒ素シンポジウム

3月8日(東京)
3月8日-9日(東京)
6月5日-6日（埼玉）
8月31日（東京）
11月7日-8日(東京)
12月6日(千葉)

2015

2012
・第14回乳幼児けいれん研究会国際シンポジウム
・第22回腎と妊娠研究会
・日本AD/HD学会第3回総会
・第5回うつ病リワーク研究会年次研究会
・第2回臨床神経軽井沢カンファレンス
・日本睡眠学会 医療技術・生涯教育セミナー
・ALL TOGETHRE BETTER HEALTH Ⅵ

・第46回日本てんかん学会・学術集会
10月12日-13日(東京)
・日本ADHD学会 特別講演会
11月3日（東京）
・第10回日本肝臓学会シングルトピックカンファレンス
11月22日-23日(東京)

2月18日-19日(東京)
2月25日(東京)
3月18日(東京)
4月21日-22日(東京)
6月23日(長野)
8月29日(東京)
10月6日-8日(兵庫)

•日本睡眠歯科学会「歯科医師のための睡眠学セミナー」 2月22日 (東京)
・日本ADHD学会第6回総会
3月7日-8日(東京)
・第56回日本心身医学会総会ならびに学術講演会
6月26日-27日 (東京)
•第22回日本産業精神保健学会
6月26日-27日(東京)
•第44回日本女性心身医学会学術集会
7月25日-26日 (東京)
•日本睡眠学会 医療技術・生涯教育セミナー
8月30日(東京)
•第59回日本薬学会 関東支部大会
9月12日(千葉)
・第3回日本結節性硬化症学会学術総会
10月17日（東京）
20151102
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