
講習実績ポイント対象セミナー一覧　(2014年6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

どうぶつの総合
病院

シャンプーと外用薬の使い方
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

日本獣医臨床病
理学会

「臨床サンプルを正しく扱おう！」、「参
加形式で学ぶ形態学的検査」、「遺伝
子検査アップデート」

日本獣医生命科学大学
E棟（東京都武蔵野市）

動物看護師・学生：3,000
円

TEL：03-5916-0181
URL：http://jsvcp.jp/

大阪ペピイ動物
看護専門学校

H26年度継続教育プログラム/やる気
が出てくる院内コミュニケーション

NKスクエア 3Fセミナー
ホール（大阪府大阪市）

一般：4,000円、ペピイ卒
業生：3,000円

担当：株式会社ペピイ　熊切広貴
URL：https://www.peppy.ac.jp/graduate/pro/
ﾒｰﾙ：info@peppy.jp
TEL：06-6971-1171
FAX：06-6971-1172

4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：犬と猫の感染症2」

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12回開催
（4/10、4/17、
4/24、5/8、5/15、
5/22、5/29、6/5、
6/12、6/19、
6/26、7/3）

日本獣医師会/
早稲田大学規範
総研/早稲田総
研インターナショ
ナル

猫の心臓病とその看護のポイント
早稲田大学国際コミュ
ニティプラザ1F（東京都
中野区）

1,000円（12回まとめての
申し込みになります）

担当：保原（ほばら）
ﾒｰﾙ：juisan@w-int.jp

【受講形式：教室受講と
WEB受講選択】
連携：日本獣医師会、早稲
田大学規範総研、早稲田
大学アカデミックソリュー
ション                    オンラ
イン講座のため、各講義と
も対象日から１週間以内に
受講すればよい。
詳細は「獣医さんが解説す
る動物の病気と管理」講座
サイトで
URL：http://juisan.org/

全8回開催（6/5、
6/6、7/17、7/18、
8/21、8/22、
10/3、10/4）

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

パピーケアスタッフ養成講座・実践コー
ス（全8回）

エコーペットビジネス総
合学院（兵庫県尼崎市）

全8回　254,880円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

6日

全8回開催（6/5、
6/6、7/17、7/18、
8/21、8/22、
10/3、10/4）

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

パピーケアスタッフ養成講座・実践コー
ス（全8回）

エコーペットビジネス総
合学院（兵庫県尼崎市）

全8回　254,880円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

7日 日本ペット栄養
学会

ペット栄養管理士養成講習会
ベルサール新宿（東京
都新宿区）

初回：10,500円、以降：
6,000円

ﾒｰﾙ：office@jspan.net

日本ペット栄養
学会

ペット栄養管理士養成講習会
ベルサール新宿（東京
都新宿区）

初回：10,500円、以降：
6,000円

ﾒｰﾙ：office@jspan.net

大阪ペピイ動物
看護専門学校

H26年度継続教育プログラム/これから
の動物病院に求められる犬の問題行
動アドバイス

NKスクエア 3Fセミナー
ホール（大阪府大阪市）

一般：4,000円、ペピイ卒
業生：3,000円

担当：株式会社ペピイ　熊切広貴
URL：https://www.peppy.ac.jp/graduate/pro/
ﾒｰﾙ：info@peppy.jp
TEL：06-6971-1171
FAX：06-6971-1172

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

深めよう！顕微鏡検査～現場で求めら
れる顕微鏡検査をわかりやすくレク
チャーします～

天満研修センター（大阪
府大阪市）

事前登録：6,480円（税込）
JAHA会員動物看護師
事前登録：4,320円（税込）
※当日料金は、各1,000円
加算

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

11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：皮膚科の診断2：皮膚科の検査」

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12回開催
（4/10、4/17、
4/24、5/8、5/15、
5/22、5/29、6/5、
6/12、6/19、
6/26、7/3）

日本獣医師会/
早稲田大学規範
総研/早稲田総
研インターナショ
ナル

動物栄養学
早稲田大学国際コミュ
ニティプラザ1F（東京都
中野区）

1,000円（12回まとめての
申し込みになります）

担当：保原（ほばら）
ﾒｰﾙ：juisan@w-int.jp

【受講形式：教室受講と
WEB受講選択】
連携：日本獣医師会、早稲
田大学規範総研、早稲田
大学アカデミックソリュー
ション                    オンラ
イン講座のため、各講義と
も対象日から１週間以内に
受講すればよい。
詳細は「獣医さんが解説す
る動物の病気と管理」講座
サイトで
URL：http://juisan.org/

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

接遇セミナー（仮）
飯田橋レインボービル
（東京都新宿区）

21,600円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

14日 株式会社ペピイ
幸せな猫ライフをサポートするためにin
東京

専門学校　ビジョナリー
アーツ（東京都渋谷区）

8,000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

日　付

5日

12日

1日

6
月

8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

日本獣医循環器
学会

動物看護師セミナー・教育講演「僧帽
弁閉鎖不全症の病態－僧帽弁閉鎖不
全症ってどういう病気－」

大宮ソニックシティ（埼
玉県さいたま市）

無料 TEL：0422-31-4151

日本獣医循環器
学会

動物看護師の為の技術シリーズ「心臓
の音ー聴診」

大宮ソニックシティ（埼
玉県さいたま市）

無料
TEL：0422-31-4151

18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「歯科
学：基礎から徹底的に歯科シリーズ：デ
ンタルホームケアの落とし穴」

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12回開催
（4/10、4/17、
4/24、5/8、5/15、
5/22、5/29、6/5、
6/12、6/19、
6/26、7/3）

日本獣医師会/
早稲田大学規範
総研/早稲田総
研インターナショ
ナル

ペットの皮膚病
早稲田大学国際コミュ
ニティプラザ1F（東京都
中野区）

1,000円（12回まとめての
申し込みになります）

担当：保原（ほばら）
ﾒｰﾙ：juisan@w-int.jp

【受講形式：教室受講と
WEB受講選択】
連携：日本獣医師会、早稲
田大学規範総研、早稲田
大学アカデミックソリュー
ション                    オンラ
イン講座のため、各講義と
も対象日から１週間以内に
受講すればよい。
詳細は「獣医さんが解説す
る動物の病気と管理」講座
サイトで
URL：http://juisan.org/

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

深めよう！顕微鏡検査～現場で求めら
れる顕微鏡検査をわかりやすくレク
チャーします～

研究社英語センター（東
京都新宿区）

事前登録：6,480円（税込）
JAHA会員動物看護師
事前登録：4,320円（税込）
※当日料金は、各1,000円
加算

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

21日 全2回開催（6/21、
6/22）

株式会社ペピイ パピー教室完全版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(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

全2回開催（6/21、
6/22）

株式会社ペピイ パピー教室完全版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）

1,5000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

HAAC-
Education

シニア期からの犬のケア
あうるすぽっとA会議室
（東京都豊島区）

5,000円
※早期割引4,500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/

株式会社ペピイ 日本犬セミナーin大阪
大阪市獣医師会セミ
ナーホール（大阪府大
阪市）

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

DSファーマアニ
マルヘルス株式
会社

排尿問題で困った飼主と猫をどのよう
に救いますか？

三井ガーデンホテル広
島（広島県広島市）

無料 FAX：03-3835-2289

25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「神経病
学：歩行のメカニズムと歩様解析」

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12回開催
（4/10、4/17、
4/24、5/8、5/15、
5/22、5/29、6/5、
6/12、6/19、
6/26、7/3）

日本獣医師会/
早稲田大学規範
総研/早稲田総
研インターナショ
ナル

社会における家庭動物医療
早稲田大学国際コミュ
ニティプラザ1F（東京都
中野区）

1,000円（12回まとめての
申し込みになります）

担当：保原（ほばら）
ﾒｰﾙ：juisan@w-int.jp

【受講形式：教室受講と
WEB受講選択】
連携：日本獣医師会、早稲
田大学規範総研、早稲田
大学アカデミックソリュー
ション                    オンラ
イン講座のため、各講義と
も対象日から１週間以内に
受講すればよい。
詳細は「獣医さんが解説す
る動物の病気と管理」講座
サイトで
URL：http://juisan.org/

全4回開催（6/26
～29）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座インストラクター養
成コース・ステップ3A（子犬キャンプ）

徳島県動物愛護管理セ
ンター（徳島県名西郡）

150,000円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

27日 全4回開催（6/26
～29）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座インストラクター養
成コース・ステップ3A（子犬キャンプ）

徳島県動物愛護管理セ
ンター（徳島県名西郡）

150,000円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

全4回開催（6/26
～29）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座インストラクター養
成コース・ステップ3A（子犬キャンプ）

徳島県動物愛護管理セ
ンター（徳島県名西郡）

150,000円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

アニマルシェルターセミナー
日本獣医生命科学大学
（東京都武蔵野市）

無料
主催：日本動物病院福祉協
会（JAHA)・日本動物福祉
協会(JAWS)

26日

28日

19日

22日

15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4回開催（6/26
～29）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座インストラクター養
成コース・ステップ3A（子犬キャンプ）

徳島県動物愛護管理セ
ンター（徳島県名西郡）

150,000円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

DSファーマアニ
マルヘルス株式
会社

排尿問題で困った飼主と猫をどのよう
に救いますか？

ホテルブリランテ武蔵野
（埼玉県さいたま市）

無料 FAX：03-3835-2289

日本動物病院福
祉協会（JAHA）

深めよう！顕微鏡検査～現場で求めら
れる顕微鏡検査をわかりやすくレク
チャーします～

九州ビル（福岡県福岡
市）

事前登録：6,480円（税込）
JAHA会員動物看護師
事前登録：4,320円（税込）
※当日料金は、各1,000円
加算

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

29日

動物看護師統一認定機構


