
講習実績ポイント対象セミナー一覧　(2014年11月)
開催回数 主催団体 タイトル 会　場 参加費 問い合わせ先・申込先 備考

11
月

1日 北海道小動物獣
医師会

日小獣　動物看護師エリアセミナー「伴
侶動物が関わる人と動物の共通感染
症」、動物看護師発表会

ロイトン札幌（北海道札
幌市）

動物看護師登録
事前：3,000円
当日：4,000円

URL：http://hsava.com
北海道小動物獣医師会
年次大会2014

北海道小動物獣
医師会

動物看護師セミナー「臨場現場で必要
な血液学入門」、「見落としてはいけな
いバイタルサイン」
動物看護師ランチョンセミナー「新しい
ジャンル”予防食”を通じてのペットの
健康」
日本動物看護職協会説明会「動物看
護師資格化に向けて」

ロイトン札幌（北海道札
幌市）

動物看護師登録
事前：3,000円
当日：4,000円

URL：http://hsava.com
北海道小動物獣医師会
年次大会2014

国際ペットワー
ルド専門学校

老齢犬・老齢猫のケアと看護
NSG学生総合プラザ
STEP（新潟県新潟市）

無料
FAX：025-240-8931
ﾒｰﾙ：sofuku.toshiaki@nsg.gr.jp

主催：国際ペットワールド専
門学校校友会
後援：国際ペットワールド専
門学校

ヤマザキ学園大
学

公開講座～ヒトがイヌと歩くということ
～

ヤマザキ学園大学（東
京都八王子市）

無料

TEL：03-3468-1101（学校法人ヤマザキ学園広
報部）
FAX：03-3468-1102(HPより申込フォームをダ
ウンロード）

協力：日本ヒューマン・ドッ
グウォーキング協会

どうぶつの総合
病院

手術準備と後片付け
どうぶつの総合病院セ
ミナールーム（埼玉県川
口市）

無料
TEL：048-229-7390
URL：www.syn.ne.jp

定員50名

3日 日本小動物内視
鏡推進連絡会

第4回中国地区VTメンテナンスセミ
ナー「内視鏡洗浄消毒の基礎と取扱い
メンテナンス法」

山口大学（山口県山口
市）

獣医師同伴：2,000円、VT
のみ：5,000円

URL：http://www.avs.co.jp/seminar/2014/

4日
日本ヒルズ・コル
ゲート株式会社

動物看護師のためのヒルズ小動物臨
床栄養学講座 2014（日本動物看護職
協会　栄養認定試験 2級受験者向け
講座　第3回）

愛犬美容看護専門学校
（北海道札幌市）

無料 URL：http://www.hills.co.jp/

5日 日本臨床獣医学
フォーラム

ＪＢＶＰ東京レクチャーシリーズ「臨床病
理学：赤血球の変化からわかること」

研究社英語センターＢ2
Ｆ(東京都新宿区）

3,000円
※ハンドアウト込み

日本臨床獣医学フォーラム事務局
住所：〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-
21-5　ミサワビル2F
TEL：03-6457-7808
FAX：03-6457-7803
ﾒｰﾙ：honbu2@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

獣医師向けの講義にも参
加可能

8日
日本ヒルズ・コル
ゲート株式会社

動物看護師のためのヒルズ小動物臨
床栄養学講座 2014（日本動物看護職
協会　栄養認定試験 2級受験者向け
講座　第3回）

福岡ECO動物海洋専門
学校（福岡県福岡市）

無料 URL：http://www.hills.co.jp/

秋田県獣医師会 小動物の皮膚科臨床Ⅲ
ルポールみずほ（秋田
県秋田市）

獣医師：無料
動物看護師：2,000円

ﾒｰﾙ：info@akitaken-juishikai.or.jp
TEL：018-832-2216
FAX：018-832-2274

日本ヒルズ・コル
ゲート株式会社

動物看護師のためのヒルズ小動物臨
床栄養学講座 2014（日本動物看護職
協会　栄養認定試験 2級受験者向け
講座　第3回）

TKP渋谷カンファレンス
センター（東京都渋谷
区）

無料 URL：http://www.hills.co.jp/

日本ヒルズ・コル
ゲート株式会社

動物看護師のためのヒルズ小動物臨
床栄養学講座 2014（日本動物看護職
協会　栄養認定試験 2級受験者向け
講座　第3回）

大阪ぺピイ動物看護専
門学校（大阪府大阪市）

無料 URL：http://www.hills.co.jp/

全6回開催
（10/15、11/12、
12/14、1/14、
2/15、3/18）

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

パピーケアスタッフ養成講座・東京会
場（全6回）

中央動物専門学校（東
京都北区）

一般：58,320円（税込）、
JAHA会員：51,840円（税
込）

URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

日本臨床獣医学
フォーラム

ＪＢＶＰ東京レクチャーシリーズ「歯科
学：基礎から徹底的に歯科シリーズ：歯
が折れた時の対処療法」

研究社英語センターＢ2
Ｆ(東京都新宿区）

3,000円
※ハンドアウト込み

日本臨床獣医学フォーラム事務局
住所：〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-
21-5　ミサワビル2F
TEL：03-6457-7808
FAX：03-6457-7803
ﾒｰﾙ：honbu2@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

獣医師向けの講義にも参
加可能

全6回開催
（10/16、11/13、
12/21、1/15、
2/8、3/19）

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

パピーケアスタッフ養成講座・尼崎会
場（全6回）

エコーペットビジネス総
合学院（兵庫県尼崎市）

一般：58,320円（税込）、
JAHA会員：51,840円（税
込）

URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

日本臨床獣医学
フォーラム

JBVP大阪レクチャーシリーズ「ベー
シック皮膚科学：猫の皮膚病」

学校法人宮崎学園大阪
ペピィ動物看護専門学
校セミナー室（ネオ・
ベッツVRセンター上）
（大阪府大阪市）

1講義：3,000円
※ハンドアウト込み

日本臨床獣医学フォーラム事務局
住所：〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-
21-5　ミサワビル2F
TEL：03-6457-7808
FAX：03-6457-7803
ﾒｰﾙ：honbu2@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

獣医師向けの講義にも参
加可能

日　付

12日

13日

2日

9日

動物看護師統一認定機構



開催回数 主催団体 タイトル 会　場 参加費 問い合わせ先・申込先 備考日　付

全13回
（2014/10/3～
2015/1/16)

岡山理科大学専
門学校

第6回目　動物看護学各論「動物外科
看護学、動物薬理学」

岡山理科大学専門学校
（岡山県岡山市）

無料
担当：奥田宏健
ﾒｰﾙ：okuda@risen.ac.jp
URL：http://www.kake.ac.jp/disclosure/

全3回開催
（11/14、11/15、
11/16）

動物臨床医学会
イブニングセミナー「犬の皮膚疾患に
対するシャンプー療法の実際」

大阪国際会議場（大阪
府大阪市）

登録者は入場可
イブニングセミナーのみ聴
講希望：2,000円（当日受
付）

動物臨床医学会
住所：〒682-0025　鳥取県倉吉市八屋214-10
TEL：0858-26-0851
FAX：0858-26-2158
ﾒｰﾙ：dorinken@apionet.or.jp
URL：www.dourinken.com/taikai.htm

15日
全3回開催
（11/14、11/15、
11/16）

動物臨床医学会

分科会セミナー「皮疹の見方、捉え方
（基礎編）」、「日々の診療に役立つ行
動学的アドバイス」
スタッフセミナー「インターネット販売に
ついて」、「動物看護衛生学実践講座-
身近なところに危険が!?-」、「院内消毒
の理論-理論を知れば消毒は変わる-」
スタッフ口頭発表
特別セミナー「SFTSやデング熱など媒
介性疾患を説明できますか？」
ランチョンセミナー「猫の腎臓はシスタ
チンCで見る!」、「歯周病に起因した顎
顔面領域の疾患と全身性疾患」、「常
同障害と痛み」、「動物用超音波手術
器SonoCureの応用人医療の見地か
ら」、「犬猫用注射麻酔薬アルファキサ
ロンを用いた麻酔導入の実際」、「徹底
解説！1時間で1症例検討-2014秋
CBC＆血液凝固編-」、「動物病院の開
業をするために知っておきたいこと」、
「猫とウサギにおける新しい気道確保
法-声門上器具V-gel®-」、「ベトメディ
ン®を再考する-病態に合わせた治療
法」、「周術期の麻酔管理-各種麻酔剤
の使いどころについて-」、「トリミングか
ら診察への道筋-トリマーができること-
」、「再生医療等製品の法的位置づけ
と獣医療応用への課題」
特別講演「日本の進むべき道」

大阪国際会議場（大阪
府大阪市）

2日間：12,000円、1日の
み：7,000円

動物臨床医学会
住所：〒682-0025　鳥取県倉吉市八屋214-10
TEL：0858-26-0851
FAX：0858-26-2158
ﾒｰﾙ：dorinken@apionet.or.jp
URL：www.dourinken.com/taikai.htm

モーニングセミナー「診察時によく相談
される犬の問題行動について」
スタッフ口頭発表
分科会セミナー「現場で知りたい”椎間
板ヘルニアのリハビリ」
パネルディスカッション「局所解剖を
知ってリハビリをする」
ランチョンセミナー「心臓だけじゃもった
いない！ドプラ法の真の実力」、「ノミ・
マダニ駆除は新時代へ」、「猫の特発
性膀胱炎とその栄養学的管理につい
て」、「薬の投与から排泄までのメカニ
ズム」、「犬の認知機能不全症　どのよ
うに対処していますか？」、「レーザー
とＩＣＧ修飾リボソームを用いた次世代
がん治療」、「猫の麻酔学」、「エビデン
スから読む世界小動物獣医師会のワ
クチネーションガイドライン」、「いまさら
聞けない！－インターフェロン療法（も
う一度おさらいしましょう）－」、「こんな
時どうする？－口腔疾患実践編－」、
「今すぐ始めるリハビリテーション－
日々の診療で取り入れるために－」、
「わが国における動物用医薬品の治験
の現状と将来」
スタッフセミナー「慢性痛リーフレットの
紹介」、「画像検査技術基礎講座－Ｘ
線検査・超音波検査における注意点
－」
市民公開シンポジウム「日本における
動物愛護活動の実態と今後のありよ
う」
市民公開野生動物フォーラム「アジア
内陸発生黄砂の発生メカニズム、輸送
経路と日本への影響」
卒後教育セミナー「多頭飼育の飼い主
に獣医師としてアドバイスすべきこと」

日本動物病院協
会（JAHA）

家庭犬しつけ方講座・インストラクター
養成コース ハンドリング1dayワーク
ショップ

大阪ECO動物海洋専門
学校（大阪府大阪市）

犬連れ参加：20,000円（税
込）、見学参加：10,000円
（税込）

URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

19日
日本臨床獣医学
フォーラム

ＪＢＶＰ東京レクチャーシリーズ「整形外
科学：症例で学ぶ骨折治療②：後肢の
骨折」

研究社英語センターＢ2
Ｆ(東京都新宿区）

3,000円
※ハンドアウト込み

日本臨床獣医学フォーラム事務局
住所：〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-
21-5　ミサワビル2F
TEL：03-6457-7808
FAX：03-6457-7803
ﾒｰﾙ：honbu2@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

獣医師向けの講義にも参
加可能

20日
日本動物病院福
祉協会（JAHA）

ケーススタディで学ぶクレーム予防・対
応（東京会場）

飯田橋レインボービル
（東京都新宿区）

一般：21,600円（税込）、
JAHA会員：16,200円（税
込）

URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

21日
全13回
（2014/10/3～
2015/1/16)

岡山理科大学専
門学校

第7回目　動物看護学各論「動物感染
症学、動物看護公衆衛生学」

岡山理科大学専門学校
（岡山県岡山市）

無料
担当：奥田宏健
ﾒｰﾙ：okuda@risen.ac.jp
URL：http://www.kake.ac.jp/disclosure/

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

パピーケアスタッフ養成講座フォロー
アップセミナー（行動学）

エコーペットビジネス総
合学院（兵庫県尼崎市）

10,800円（1日あたり）
※当日参加は1,000円加
算

URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

協同組合仙台獣
医師会

消毒セミナー
TKP仙台カンファレンス
センター（宮城県仙台
市）

無料

住所：宮城県仙台市太白区西多賀3-3-43
TEL：022-341-6121
FAX：022-341-6122
ﾒｰﾙ：ebisu2101@yahoo.co.jp
URL：http://ebisu-ah.jp/

23日

14日

16日

全3回開催
（11/14、11/15、
11/16）

動物臨床医学会
大阪国際会議場（大阪
府大阪市）

2日間：12,000円、1日の
み：7,000円

動物臨床医学会
住所：〒682-0025　鳥取県倉吉市八屋214-10
TEL：0858-26-0851
FAX：0858-26-2158
ﾒｰﾙ：dorinken@apionet.or.jp
URL：www.dourinken.com/taikai.htm

動物看護師統一認定機構



開催回数 主催団体 タイトル 会　場 参加費 問い合わせ先・申込先 備考日　付

専門学校ルネサ
ンス・ペット・アカ
デミー

自信をもてる!動物看護師のための麻
酔学

専門学校ルネサンス・
ペット・アカデミー（静岡
県浜松市）

無料
担当:稲葉
TEL：053-455-2550

23日

動物看護師統一認定機構



開催回数 主催団体 タイトル 会　場 参加費 問い合わせ先・申込先 備考日　付

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

パピーケアスタッフ養成講座フォロー
アップセミナー（行動学）

エコーペットビジネス総
合学院（兵庫県尼崎市）

10,800円（1日あたり）
※当日参加は1,000円加
算

URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

千葉県獣医師会
市民公開講座「ノミ・ダニ・蚊がはこぶ
病気を知ろう！～あなたとペットを守る
ために～」

京葉銀行文化プラザ
（千葉県千葉市）

無料

問合せ先
〒260-0001　千葉県千葉市中央区都町463-3
TEL：043-232-6980
FAX：043-232-6986
ﾒｰﾙ：info@cpvma.com
URL：http://www.cpvma.com/

26日
日本臨床獣医学
フォーラム

ＪＢＶＰ東京レクチャーシリーズ「皮膚病
学：犬の脱毛症・外耳炎に対するアプ
ローチ」

研究社英語センターＢ2
Ｆ(東京都新宿区）

3,000円
※ハンドアウト込み

日本臨床獣医学フォーラム事務局
住所：〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-
21-5　ミサワビル2F
TEL：03-6457-7808
FAX：03-6457-7803
ﾒｰﾙ：honbu2@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

獣医師向けの講義にも参
加可能

28日
全13回
（2014/10/3～
2015/1/16)

岡山理科大学専
門学校

第8回目　動物看護学各論「動物免疫
学、繁殖と遺伝」

岡山理科大学専門学校
（岡山県岡山市）

無料
担当：奥田宏健
ﾒｰﾙ：okuda@risen.ac.jp
URL：http://www.kake.ac.jp/disclosure/

株式会社ペピイ 電話応対スキルアップ講座in名古屋
名古屋コミュニケーショ
ンアート専門学校　第2
校舎（愛知県名古屋市）

15,000円

担当：株式会社ペピイ　熊切広貴
URL：http://www.peppy.jp/event/index.html
ﾒｰﾙ：info@peppy.jp
ＴＥＬ：06-6971-1171
FAX：06-6971-1172

日本動物看護職協会会
員、過去のペピイセミナー
受講生は受講料 10％OFF

全2回開催
（11/29、11/30）

株式会社ペピイ パピー教室完全版in東京
ヤマザキ動物専門学校
（東京都渋谷区）

15,000円(1日のみ）
/27,000円（2日間）

担当：株式会社ペピイ　熊切広貴
URL：http://www.peppy.jp/event/index.html
ﾒｰﾙ：info@peppy.jp
ＴＥＬ：06-6971-1171
FAX：06-6971-1172

日本動物看護職協会会
員、過去のペピイセミナー
受講生は受講料 10％OFF

29日

24日

動物看護師統一認定機構



開催回数 主催団体 タイトル 会　場 参加費 問い合わせ先・申込先 備考日　付

日本ヒルズ・コル
ゲート株式会社

動物看護師のためのヒルズ小動物臨
床栄養学講座 2014（日本動物看護職
協会　栄養認定試験 2級受験者向け
講座　第3回）

ウインクあいち（愛知県
名古屋市）

無料 URL：http://www.hills.co.jp/

HAAC-
Education

ターミナル期のペットを介護するご家族
への対応～ペットロスを軽減するため
に～

江東区産業会館
（東京都江東区）

6,000円
（早期割引：5,500円）

問い合わせ先
TEL：03-6379-1490
ﾒｰﾙ：info@haac.good.cx
申込先
URL：http://haac-edu.good.cx/

全3回開催（9/21、
10/26、11/30）

株式会社ペピイ
後輩指導セミナー「院内の教育、指導
についてのセミナー」

NKスクエア 玉造3Fセミ
ナーホール（大阪府大
阪市）

 8,000円（1日のみ）、
14,000円（2日間）、20,000
円（3日間）

担当：株式会社ペピイ　熊切広貴
URL：http://www.peppy.jp/event/index.html
ﾒｰﾙ：info@peppy.jp
ＴＥＬ：06-6971-1171
FAX：06-6971-1172

日本動物看護職協会会
員、過去のペピイセミナー
受講生は受講料 10％OFF

全2回開催
（11/29、11/30）

株式会社ペピイ パピー教室完全版in東京
ヤマザキ動物専門学校
（東京都渋谷区）

15,000円(1日のみ）
/27,000円（2日間）

担当：株式会社ペピイ　熊切広貴
URL：http://www.peppy.jp/event/index.html
ﾒｰﾙ：info@peppy.jp
ＴＥＬ：06-6971-1171
FAX：06-6971-1172

日本動物看護職協会会
員、過去のペピイセミナー
受講生は受講料 10％OFF

30日

動物看護師統一認定機構


