
講習実績ポイント対象セミナー一覧　(2014年7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

７
月 2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：論理的な診断手順」

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

3日

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

動物福祉と問題点
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/

5日
全4回開催（7/5、
7/6、8/2、8/3）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座・ベーシックコース
（全4回）（東京会場）

研究社英語センター（東
京都新宿区）

全4回　25,920円（税込）
※各回単独でのお申込：
1回　7,560円（税込）

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

全4回開催（7/5、
7/6、8/2、8/3）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座・ベーシックコース
（全4回）（東京会場）

研究社英語センター（東
京都新宿区）

全4回　25,920円（税込）
※各回単独でのお申込：
1回　7,560円（税込）

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

株式会社ペピイ 新人スタッフ教育セミナーin大阪
NKスクエア 玉造3Fセミ
ナーホール（大阪府大
阪市）

20,000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

どうぶつの総合
病院

血液一般検査と血液塗抹標本の見方
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

9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：歯
科治療に欠かせない歯科X線の適応、
撮影、読影」

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

沖縄ペットワー
ルド専門学校

高齢ペットのアンチエイジングホリス
ティックケア

沖縄ペットワールド専門
学校（沖縄県那覇市）

300円
担当：与那原　美奈子
TEL：098-861-1586

講師：高橋　佐奈

富山県獣医師会

①ノミ・マダニの経口駆除剤「ネクスト
ガード」について、②犬アトピー性皮膚
炎用減感作療法薬「アレルミューンＨＤ
Ｍ」について

吉田動物病院アニマル
ケアセンター（富山県射
水市）

富山県獣医師会会員、会
員動物病院動物看護師：
無料

ﾒｰﾙ：info@toyamavet.or.jp

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：犬の感染症」

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

全2回開催（7/12、
7/13）

日本動物看護学
会

第23回大会
「インシデントとは－ソフト面を中心に
－」、「動物医療における安全の確保」

倉敷芸術科学大学(岡
山県倉敷市）

事前申込：会員4,000円、
非会員6,000円
当日申込：会員5,000円、
非会員7,000円

日本動物看護学会第23回大会事務局
倉敷芸術科学大学内
TEL：086-440-1017
URL：http://dapple52.urdr.weblife.me

ＪＶＦ

ＷＪＶＦ第5回大会

動物看護師セッション
「獣医行動学における動物看護師の役
割」、「動物看護師に必要な眼科疾患
の知識」、「動物看護師が知っておきた
い手術助手」、「X線写真の撮影」、「動
物看護師が知っておきたい内分泌疾
患」、「よりよい麻酔導入ができるように
なるお話」、「動物看護師が知っておき
たい泌尿器病学」、「心臓病患者の対
応と注意点」、「血液塗抹標本の作り
方、読み方」、「猫の感染症に詳しくな
ろう」、「動物看護師が知っておきたい
入院看護学」、「日常からよく使う薬の
知識」

獣医師・動物看護師　共通セッション
「猫に優しい医療のシンポジウム」、
「予防・経営学：一次診療施設として業
績を上げるためのコツ」

ホテルニューオータニ
大阪（大阪府大阪市）

動物看護師(VN)
事前2日券：12,000円、
事前1日券：9,000円

獣医師・動物看護師　共
通セッション：事前申し込
み　「猫に優しい医療のシ
ンポジウム」先着順　200
名
「予防・経営学：一次診療
施設として業績を上げる
ためのコツ」先着順　100
名

ＷＪＶＦ第5回大会運営事務局
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5
ミサワビル2F
TEL：03-6457-8356
FAX：03-3355-6787
ﾒｰﾙ：info1@wjvf.net
URL ：http://www.wjvf.net

「猫に優しい医療のシンポ
ジウム」、「予防・経営学：一
次診療施設として業績を上
げるためのコツ」はランチョ
ンセミナー

10日

日　付

6日

1２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2回開催（7/12、
7/13）

日本動物看護学
会

第23回大会
「動物のための保定」

倉敷芸術科学大学(岡
山市倉敷市）

事前申込：会員4,000円、
非会員6,000円
当日申込：会員5,000円、
非会員7,000円

日本動物看護学会第23回大会事務局
倉敷芸術科学大学内
TEL：086-440-1017
URL：http://dapple52.urdr.weblife.me

宇都宮市獣医師
会

動物の心臓病と向きあう
パルティとちぎ男女共
同参画センター（栃木県
宇都宮市）

会員病院スタッフ：1,000
円、非会員病院スタッフ：
2,000円

TEL：028-653-0201
FAX：028-653-9241
ﾒｰﾙ：info@tochigi-vet.or.jp

オホーツク獣医
師会

小動物講習会「アレルギーの基礎と各
疾患への臨床的応用」

株式会社スズケン北見
支店（北海道北見市）

会費：1,000円 FAX：0157-35-3921 昼食代を含む

ＪＶＦ

ＷＪＶＦ第5回大会

動物看護師セッション
「動物看護師が知っておきたい皮膚病
学」、「聴診器を使いこなそう」、「動物
看護師が知っておきたい消化器学」、
「看護師のためのわかりやすい神経病
学」、「動物看護師が知っておきたい老
齢動物看護学」、「ハムスターの基
礎」、「食欲のない猫にどうやって食べ
てもらうか」、「動物看護師が知ってお
きたい麻酔管理」、「整形外科手術時に
おける消毒と滅菌について」、「動物看
護師が知っておきたい予防歯科学」、
「カテーテルの管理法」

獣医師・動物看護師　共通セッション
「歯磨き教室を始めよう（仮）」、「口腔
内のウェルネス」

ホテルニューオータニ
大阪（大阪府大阪市）

動物看護師(VN)
事前2日券：12,000円、
事前1日券：9,000円

獣医師・動物看護師　共
通セッション：事前申し込
み　「歯磨き教室を始めよ
う（仮）」先着順　200名
「口腔内のウェルネス」先
着順　100名

ＷＪＶＦ第5回大会運営事務局
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5
ミサワビル2F
TEL：03-6457-8356
FAX：03-3355-6787
ﾒｰﾙ：info1@wjvf.net
URL ：http://www.wjvf.net

「歯磨き教室を始めよう
（仮）」「口腔内のウェルネ
ス」はランチョンセミナー

15日
日本動物病院福
祉協会（JAHA）

グリーン・チムニーズ特別講演会～自
然と動物たちに囲まれた児童養護施設

帝京科学大学千住キャ
ンパス3号館（東京都足
立区）

JAHA会員および大学生、
専門学校生：2,000円、
一般：3,000円

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

主催：JAHA、帝京科学大
学

16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「内科
学：実践講座2：骨髄検査の適応と方
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

17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

18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

日本ペット栄養
学会

ペット栄養学会　大会
「ペット産業の現状と将来展望」等

日本獣医生命科学大学
（東京都武蔵野市）

会員:4000円、非会
員:6000円

ﾒｰﾙ：office@jspan.net

専門学校ルネサ
ンス・ペット・アカ
デミー

「老犬介護」、「世界の動物園・水族館」
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

専門学校穴吹動
物看護カレッジ

基礎内科学Ⅰ「循環器・呼吸器の疾
患」

穴吹動物看護カレッジ
（香川県高松市）

卒業生：無料、非卒業生：
1,000円

担当：教務部　荒岡杉
住所：〒760-0047香川県高松市塩屋町6-2
TEL：087-826-2222
FAX：087-826-2112
ﾒｰﾙ：sugi-araoka@anabuki.ac.jp
URL：
http://www.anabuki-college.net/apk/tsushin/

株式会社ペピイ シニア犬マッサージセミナーin大阪
NKスクエア玉造3F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

国際ペットワー
ルド専門学校

＜放射線教育訓練＞放射線の基礎知
識とX線検査

国際ペットワールド専門
学校（新潟県新潟市）

NigataAIC 提携動物病院
スタッフ：3,000円、国際
ペットワールド専門学校
校友会会員：3,000円、そ
の他動物看護師：5,000円

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

主催：㈱新潟動物画像診断
センター
後援：国際ペットワールド専
門学校

20日

13日

19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

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 第2会
議室（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/

HAAC-
Education

動物看護師に期待されるご家族のメン
タルケア「ペットの最期をどのように迎
えるか～　動物看護師と共に考えるご
家族支援」

江東区産業会館 第2会
議室（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/

日本小動物内視
鏡推進連絡会

第4回東北地区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」

東北動物看護学院（宮
城県仙台市）

獣医師同伴：2,000円、VT
のみ：5,000円

URL：http://www.avs.co.jp/animal/jsaec/

日本臨床獣医学
フォーラム

ＪＢＶＰ静岡LSスペシャルセミナー
「動物看護師が知っておかなければな
らない内科学エマージェンシー」、「鳥
の飼育について」、「苦手意識を克服し
よう！神経運動器疾患の動物の入院
管理と周術期の知識」

静岡グランドホテル中
島屋(静岡県静岡市）

動物看護師
事前登録：4,000円
当日登録：5,000円

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/

23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：骨折治療のファーストステップ（X
撮影・骨折バイオメカニクス・骨折の基
礎・周術期管理）」

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

株式会社ペピイ 日本犬セミナーin東京
中央動物専門学校19号
館（東京都北区）

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4回開催（7/26、
7/27、8/9、8/10）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座・ベーシックコース
（全4回）（大阪会場）

天満研修センター（大阪
府大阪市）

全4回　25,920円（税込）
※各回単独でのお申込：
1回　7,560円（税込）

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

株式会社ペピイ
飼い主様にお伝えするキャットマッサー
ジin東京

中央動物専門学校19号
館（東京都北区）

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

日本動物看護職
協会　北海道・
東北支部会

ネコの感染性結膜炎～ネコヘルペスウ
イルス1型感染症を中心に～

仙台市市民会館　第1
会議室（宮城県仙台市）

会員：1,000円、非会員：
2,000円

URL：http://www.jvna.or.jp/
TEL：03-5775-4023
FAX：03-5775-4024
ﾒｰﾙ：jvna@jvna.or.jp

協会HPより要事前申込み

日本臨床獣医学
フォーラム

ＪＢＶＰ名古屋LSスペシャルセミナー
2014
「動物看護師が知っておきたい輸液療
法～より質の高い看護のために～」、
「犬と猫の感染症～家族への正しい説
明のために～」、「がん患者のケア～動
物看護師がやるべきこと～」

名古屋マリオットアソシ
アホテル(愛知県名古屋
市）

動物看護師
事前登録：5,000円
当日登録：6,000円

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/

全4回開催（7/26、
7/27、8/9、8/10）

日本動物病院福
祉協会（JAHA)

家庭犬しつけ方講座・ベーシックコース
（全4回）（大阪会場）

天満研修センター（大阪
府大阪市）

全4回　25,920円（税込）
※各回単独でのお申込：
1回　7,560円（税込）

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

岡山理科大学専
門学校

「動物看護師の統一資格化　動物看護
と病理学」、「動物病院認定動物看護
師の可能性」、「臨床栄養学からみた
皮膚病対策」、「動物の一般投薬方法」

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/

日本ヒルズ・コル
ゲート株式会社

ヒルズ動物看護セミナー2014「猫の行
動学」

仙台国際会議場（宮城
県仙台市）

無料 URL：http://www.hills.co.jp/

30日

27日

21日

26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

岡山理科大学専
門学校

「近年の人と動物共通感染症の考え
方」、「臨床栄養学からみた有害食物
の対策」、「経済動物の疾病と家庭動
物の疾病」、「高位平準化のための臨
床検査学」

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/

日本ヒルズ・コル
ゲート株式会社

ヒルズ動物看護セミナー2014「猫の行
動学」

名古屋国際会議場（愛
知県名古屋市）

無料 URL：http://www.hills.co.jp/

北海道動物看護
師養成校協議会

シニアワンズのために動物看護師がす
べきアドバイス

エス・ワン動物専門学
校（北海道札幌市）

1,000円

愛犬美容看護専門学校　　011-512-7744
エス・ワン動物専門学校　　011-623-1121
北海道エコ・動物自然専門学校　　0123-36-
2311
吉田学園動物看護専門学校　　011-712-1633

4校以外の方は愛犬美容看護専門学校
（011-512-7744）まで

7/24（木）までに卒業校へ
電話にてお申し込み下さ
い。

注：当日会場での申し込み
は出来ません。

専門学校穴吹動
物看護カレッジ

基礎内科学Ⅱ「消化器・泌尿器系の疾
患」

穴吹動物看護カレッジ
（香川県高松市）

卒業生：無料、非卒業生：
1,000円

担当：教務部　荒岡杉
住所：〒760-0047香川県高松市塩屋町6-2
TEL：087-826-2222
FAX：087-826-2112
ﾒｰﾙ：sugi-araoka@anabuki.ac.jp
URL：
http://www.anabuki-college.net/apk/tsushin/

31日

動物看護師統一認定機構


