
講習実績ポイント対象セミナー一覧　(2015年3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

伝染病について
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

国際ペットワー
ルド専門学校

〈犬のてんかん〉飼い主様へのイン
フォームができていますか？

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

ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

パンパシフィック横浜ベ
イホテル東急（神奈川
県横浜市）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

新日本カレン
ダー株式会社

第2回PEPPY ACADEMIC FESTA2015
「動物医療グリーフケアセミナー（入門
編）」

NKスクエア 3Fセミナー
ホール（大阪府大阪市）

無料

ペピイアカデミックフェスタ実行委員会事務局
住所：〒537-0025大阪市東成区中道3-8-11ぺ
ピイ事業部ベッツサポートデスク内
TEL：06-6971-4461
ﾒｰﾙ：info@vetswan.com

全3回開催（2/27、
2/28、3/1）

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　実技1（成犬キャンプ）

日本獣医生命科学大学
（東京都武蔵野市）

129,600円（税込）
URL：http://www.jaha.or.jp/
TEL：03-3235-3251

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：腎臓の治療とモニター」

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

5日
ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

ANAクラウンプラザホテ
ルグランコート名古屋
（愛知県名古屋市）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

7日 全2回開催（3/7、
3/8）

株式会社ペピイ 犬シニアマッサージセミナーin福岡
専門学校福岡ビジョナ
リーアーツ（福岡県福岡
市）

15,000円
※3/8と同時申込で10％
割引

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

全2回開催（3/7、
3/8）

株式会社ペピイ 猫シニアマッサージセミナーin福岡
専門学校福岡ビジョナ
リーアーツ（福岡県福岡
市）

15,000円
※3/7と同時申込で10％
割引

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

宇都宮市獣医師
会

皮フ病を学ぼう！
パルティ（栃木県宇都宮
市）

会員病院：1,000円、非会
員病院：2,000円

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

日本臨床獣医学
フォーラム

第１7回日本臨床獣医学フォーラム東
北地区大会
「甲状腺ホルモンって何でしょうか？少
ないとどうなる？多いとどうなる？」、
「エキゾチック動物の保定～ウサギか
ら爬虫類まで～」、「間違えやすいホー
ムケアと歯科治療～やっちゃいけない
無麻酔歯石除去、やんなきゃいけない
歯周病の治療、おくれてたらいけない
乳歯の対策～」、「術後疼痛管理・看護
のポイント整理」、「日々の診療に役立
つ行動学アドバイス」、「画像診断学～
レントゲンやエコーではこんなものが見
えている～」、「下痢の犬猫が来院した
ら？入院したら？」、「動物看護師のた
めのわかりやすい神経病学」、「眼科疾
患・検査別にみる点眼薬～きちんと整
理して自信を持って説明しよう！～」

仙台国際センター（宮城
県仙台市）

動物看護師
事前登録：3,000円、当日
登録：4,000円

日本臨床獣医学フォーラム地区大会統一事務
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：03-3355-3979
FAX：03-3355-6787
ﾒｰﾙ：info@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

「甲状腺ホルモンって何で
しょうか？少ないとどうな
る？多いとどうなる？」：プ
ログラム協賛:アイデックス
ラボラトリーズ㈱

「日々の診療に役立つ行動
学アドバイス」：ランチョンセ
ミナー　プログラム協賛:㈱
ビルバックジャパン

日本臨床獣医学
フォーラム

第１4回日本臨床獣医学フォーラム九
州地区大会
「てんかんの基礎知識」、「見直しましょ
う！正しいシャンプーのしかた」、「チー
ム診療として重要な、看護師が知って
おくべき、手術準備、手術支援」、「肝
臓疾患（仮題）」、「犬や猫の感染症に
おける様々な診断法」、「X線撮影での
最低限知っておくべき知識」、「病理検
査は怖くない！～病理検査について
知っておくべき事柄を病理専門医が優
しく教えます～」、「リハビリテーション
からみた入院管理」、「皮膚症状のため
の食事管理」

福岡国際会議場（福岡
県福岡市）

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地区大会統一事務
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：03-3355-3979
FAX：03-3355-6787
ﾒｰﾙ：info@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

「見直しましょう！正しい
シャンプーのしかた」：バイ
エル薬品

「犬や猫の感染症における
様々な診断法」：ランチョン
セミナー（サテライト会場）
IDEXX

「X線撮影での最低限知っ
ておくべき知識」：キリカン
洋行

「皮膚症状のための食事管
理」：ヒルズ

株式会社Life&Tail接遇マナーセミナー
T&Tビル4F（東京都新
宿区）

11,000円/人
TEL：03-6273-7326
URL：http://www.life-tail.com/

日　付

3
月

1日

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

９日
ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

ロイトン札幌（北海道札
幌市）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

10日
ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

ウェスティンホテル仙台
（宮城県仙台市）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

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「歯科
学：基礎から徹底的に歯科シリーズ：口
腔内腫瘍」

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

13日 ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

リーガロイヤルホテル
大阪（大阪府大阪市）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

ホテルニューオータニ
東京（東京都千代田区）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

日本獣医皮膚科
学会

招聘講演「皮膚細菌感染症と薬剤耐性
のアップデート」
科学講演「ヒトの皮膚アレルギー性疾
患におけるマスト細胞の役割」、「動物
のマスト細胞・好塩基球と皮膚疾患」
シンポジウム「犬の膿皮症のガイドライ
ンの作成にあたって」、「難治性皮膚真
菌症へのアプローチ」、「難治性外部寄
生虫症」
イブニングセミナー「治らない時に見直
しておきたい、膿皮症のインフォームド
コンセント」

大宮ソニックシティ（埼
玉県さいたま市）

5,000円

住所：〒174-0051東京都板橋区小豆沢2-9-19
ﾒｰﾙ：info@jsvd.jp
TEL：03-5916-4162
FAX：03-5916-4163

ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

ホテルニューオータニ
博多（福岡県福岡市）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

沖縄ペットワー
ルド専門学校

内分泌疾患のエマージェンシー「発作」
を極める

沖縄ペットワールド専門
学校（沖縄県那覇市）

1,000円
担当：与那原　美奈子
TEL：098-861-1586

講師：たけうち動物病院
院長　竹内和義

ロイヤルカナン
ジャポン

ロイヤルカナンベテリナリーシンポジウ
ム2014

リーガロイヤルホテル
広島（広島県広島市）

無料 TEL：0120-618-505 共立製薬

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

全4回開催（1/28、
2/18、3/18、4/8）
※2015年4月8日
開催分はポイント
対象外

株式会社Life&Tail知っておきたい麻酔の基礎知識
ハロー貸し会議室新宿
（東京都新宿区）

無料
TEL：03-6273-7326
URL：http://www.life-tail.com/

①～④のセット受講
※2015年4月8日開催分は
ポイント対象外
看護師のみの受講不可。
必ず獣医師参加の上、看
護師受講可能。

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4：比べてみよう、消化器
疾患のエコー画像、内視鏡肉眼所見、
組織像」

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

19日

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

3
月

18日

15日

17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

シニア期からの犬のケア
江東区産業会館（東京
都江東区）

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/

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/

日本臨床獣医学
フォーラム

日本臨床獣医学フォーラム第11回京
都地区大会
「ＦＩＶ・ＦｅＬＶってどんなウイルス？」、
「看護師の心臓病学～春に向けてフィ
ラリア症を学ぶ～」、「甲状腺ホルモ
ンって何でしょうか？少ないとどうな
る？多いとどうなる？」、「画像解剖学
～レントゲンやエコーではこんなものが
見えている～」、「アトピー性皮膚炎と
は？～痒がっているからといってすべ
てをアトピー性皮膚炎と思っていませ
んか？～」

メルパルク京都（京都府
京都市）

動物看護師（VN)
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地区大会統一事務
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：03-3355-3979
FAX：03-3355-6787
ﾒｰﾙ：info@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

「ＦＩＶ・ＦｅＬＶってどんなウイ
ルス？」：アイデックスラボ
ラトリーズ（株）協賛

「看護師の心臓病学～春に
向けてフィラリア症を学ぶ
～」：※ランチョンセミナー
日本イーライリリー（株）協
賛

「甲状腺ホルモンって何で
しょうか？少ないとどうな
る？多いとどうなる？」：ア
イデックスラボラトリーズ
（株）協賛

24日
全4回開催
（12/16、1/27、
2/24、3/24）

株式会社Life&Tailリハビリテーションの実際
ハロー貸し会議室新宿
（東京都新宿区）

3,750円/人
TEL：03-6273-7326
URL：http://www.life-tail.com/

①～④のセット受講
看護師のみの受講不可。
必ず獣医師参加の上看護
師受講可能。

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「整形外
科学：後肢の関節疾患の診断と治療」

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

日本臨床獣医学
フォーラム

第16回日本臨床獣医学フォーラム北
海道大会
VNセミナー
「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～」、
「ペットオーナーが喜ぶ看護師からの
提案～アンチノールでの健康増進の継
続方法～」、「手術助手の上達を目指し
て～術者から選ばれるためのトレーニ
ング～（仮）」、「発作について勉強しよ
う～パーフェクトな対応から看護まで
～」

札幌コンベンションセン
ター（北海道札幌市）

動物看護師（VN)
事前登録：3,000円、当日
登録：4,000円

日本臨床獣医学フォーラム地区大会統一事務
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：03-3355-3979
FAX：03-3355-6787
ﾒｰﾙ：info@jbvp.org
URL：http://www.jbvp.org/

「ペットオーナーが喜ぶ看
護師からの提案～アンチ
ノールでの健康増進の継続
方法～」：ランチョンセミナー
（株式会社V and P）

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」

あうるすぽっと（東京都
豊島区）

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/

30日
日本動物衛生看
護師協会

第8回グルーミングセミナー
ヤマザキ学園大学　渋
谷キャンパス１号館（東
京都渋谷区）

会員：5,000円、非会員：
6,000円

住所：〒150-0046東京都渋谷区松濤2-7-10-
901
TEL：03-5454-2531
FAX：03-5454-2531
ﾒｰﾙ：info@jahta.or.jp
URL：http://www.jahta.or.jp

3
月

21日

29日

動物看護師統一認定機構


