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(有)瀬戸広告社(調)
日　　付 大　会　名 　主　催　・　司　宰　機　関 場　　所

6月13日(日）
2010年度第1回JAHA指定VTセミナー「繁殖学」 日本動物病院福祉協会（JAHA）

福岡
7月4日（日） 東京
7月11日（日） 大阪
6月16日（水）17日（木） 第37回日本トキシコロジー学会学術年会 日本トキシコロジー学会 沖縄コンベンションセンター
6月17日（木）18日（金） 第14回腸内細菌学会 財団法人日本ビフィズス菌センター 京都大学百周年時計台記念館　「百周年記念ホール」
6月19日（土）～20日（日） WJVF　（West Japan Veterinary Forum）　第一回大会 日本動物病院福祉協会、日本臨床獣医学フォーラム 大阪国際交流センター
6月19日（土）～20日（日）

第61回NAHA国際セミナー 日本動物病院会
福岡朝日ビル

6月22日（火）～23日（水） 新大阪丸ビル新館
6月25日（金）～27日（日） 新橋交通ビル
6月20日（日） 内視鏡セミナー 鳥取県動物臨床医学研究所 岡山国際交流センター
6月26日（土） 第5回日本動物リハビリテーション研究会 日本動物リハビリテーション研究会 ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス（八王子）
6月26日（土） 第9回 獣医神経病学会・CAMIC合同症例検討会

獣医神経病学会
日本獣医生命科学大学付属動物医療センター5階

6月27日（日） 第34回 獣医神経病学会 武蔵野スイングホール（JR武蔵境駅北口）
7月3日（土） 日本家畜衛生学会第72 回大会 日本家畜衛生学会 麻布大学
7月4日（日） 第48回日本大学獣医学会／平成22年度角笛会総会 日本大学獣医学会 日本大学生物資源科学部
7月7日（水）～9日（金） 第47回アイソトープ放射線研究会発表会 日本アイソトープ協会 日本科学未来館７階（東京）
7月10日（土）11日（日） 第3回日本獣医がん学会 日本獣医がん学会 麻布大学8号館　（東京都）
7月11日（日） 第3回日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会 日本獣医腎泌尿器学会 北里大学薬学部キャンパス、薬学部コンベンションホール（東京）

7月18日（日） 第10回日本獣医皮膚科学会招聘講演
「犬の脱毛症」

日本獣医皮膚科学会
ベルサール神田（東京都）

7月19日（祝） 京都リサーチパーク（京都市）
7月25日（日） 日本獣医療問題研究会　2010年度研究会 日本獣医療問題研究会 京王プラザホテル（東京都）

7月31日（土）8月1日（日）

2010年春季合同学会
　第80回獣医麻酔外科学会
　第92回日本獣医循環器学会
　第47回日本獣医画像診断学会

獣医麻酔外科学会
日本獣医循環器学会
日本獣医画像診断学会

大宮ソニックシティ(さいたま市)

7月31日（土）8月1日（日）7月31日（土）8月1日（日） 第46回日本伝統獣医学会第3回アジア伝統獣医学会（ASTVM）第46回日本伝統獣医学会 第3回アジア伝統獣医学会（ASTVM） 日本伝統獣医学会 日本獣医生命科学大学
8月5日（木） JAHA臨時国際セミナー「眼科」 日本動物病院福祉協会（JAHA）
8月6日（金） 第4回日本家畜臨床感染症研究会シンポジウム 日本家畜臨床感染症研究会 日本獣医生命科学大学 
8月16日（月）～20日（金） 第9回国際獣医免疫学シンポジウム 東京大学大学院農学生命科学研究科　食の安全研究センター タワーホール船堀（東京）
8月19日（木）～21日（土） JAHAスペシャリストセミナー　「心臓病学」 日本動物病院福祉協会（JAHA）
8月20日（金） 平成22年度日本酪農科学シンポジウム 日本酪農科学会 共立女子大学
8月20日（金）21日（土） 第30回比較眼科学会年次大会 比較眼科学会 倉敷芸術科学大学
8月28日（土） 第85回麻布獣医学会 麻布獣医学会 麻布大学
8月28(土)29日(日) 2010年日本小動物獣医師会　年次学会 日本小動物獣医師会 御殿山ガーデンホテル ラフォーレ東京（品川）
8月31日（火）

VMNセミナー2010　循環器【上級編】 ㈱ペット・ベット

ウェットラボ（ベイサイド）横浜 
9月1日（水） 会場未定　（横浜）
9月8日（水） 会場未定　（大阪）
9月9日（木） ウェットラボ（南動物病院）三重
9月1日（水）～4日（土） 第16回日本野生動物医学会大会 日本野生動物医学会 九大医学部百年講堂
9月2日（木）～4日（土） 第103回日本繁殖生物学会大会 日本繁殖生物学会　 北里大学獣医学部キャンパス（青森）
9月2日（木） 北海道東北地区研修会 鶏病研究会秋田県支部 秋田ビューホテル（秋田県）

9月5日（日） 平成22年度　獣医学術四国地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

徳島県獣医師会 ホテルグランドパレス徳島

9月5日（日） 平成22年度　獣医学術中部地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

長野県獣医師会 長野市若里市民文化ホール

9月9日（木）10日（金） 第61回北海道獣医師大会　平成22年度　獣医学術北海道地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

北海道獣医師会 花びしホテル（函館）

9月12日（日） 平成22年度　獣医学術関東・東京地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

栃木県獣医師会 ホテル東日本宇都宮

9月14日（火）15日（水） 日本家禽学会2010年度秋季大会 日本家禽学会 信州大学農学部（長野）
9月16日（木）～18日（土） 第150回日本獣医学会学術集会 日本獣医学会 帯広畜産大学

9月17日（金） 平成22年度　獣医学術東北地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

秋田県獣医師会 秋田ビューホテル

9月17日（金）～19日（日） 第12回日本臨床獣医学フォーラム年次大会2010 日本臨床獣医学フォーラム（JBVP） ホテルニューオータニ（東京）

9月22日（水）～25日（土） 平成22年度日本水産学会秋季大会 日本水産学会 京都大学

9月23日（木祝）～25日（土）9月23日（木祝） 25日（土） 日本動物学会81回大会日本動物学会81回大会 日本動物学会 東京大学
9月28日（火）～29日（水） 第17回日本胚移植研究会大会 日本胚移植研究会 神奈川県立青少年センター（横浜）
10月3日（日） 第7回日本獣医皮膚科学会認定医講習会 日本獣医皮膚科学会 東京大学弥生講堂

10月8日（金） 平成22年度　獣医学術関東・九州地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

佐賀県獣医師会 グランデはがくれ

10月 9日（土）10日（日） 平成22年度　獣医学術中国地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

島根県獣医学会
岡山コンベンションセンター

10月10日（日） 第14回鳥類臨床研究会大会 鳥類臨床研究会 日本青年館ホテル中ホール（新宿）

10月10日（日） 平成22年度　獣医学術近畿地区学会
(日本産業動物獣医・日本小動物獣医・日本獣医公衆衛生)

大阪府獣医師会 大阪府立大学

10月15日(金) 平成22年度全国鶏病技術研修会 鶏病研究会島根県支部 ビッグハート出雲（島根県）

10月21日（木）22日（金） 第94回日本養豚学会大会　　　　　≪　中　　　止　≫ 日本養豚学会 JAアズムホール大ホール（宮崎）
11月5日（金） 第65回関東畜産学会大会 関東畜産学会 海老名市文化会館

11月5日（金） 日本家畜衛生学会第73回大会　(午前)
家畜衛生フォーラム2010　　　(午後)

日本家畜衛生学会 明治製菓本社講堂(東京)

11月6日（土）7日（日）
第11回日本動物遺伝育種学会
第16回動物遺伝育種シンポジウム

家畜改良事業団  家畜改良技術研究所 家畜改良センター：福島県西白河郡西郷村

11月11日（木）12日（金） 日本食品微生物学会第31回記念学術総会 日本食品微生物学会 びわ湖ホール（滋賀）
11月13日（土） 第26回日本獣医生命科学大学学術交流会 日本獣医生命科学大学 日本獣医生命科学大学

11月14日（日） 第19回 中部小動物臨床研究発表会（年次大会） 中部小動物臨床研究会 名古屋国際会議場　２号館　２Ｆ・３Ｆ

11月16日（火） 平成22年度東海北陸地区鶏病技術研修会 鶏病研究会福井県支部 福井県県民ホール（福井）

11月19日（金）～21日（日） 第31回動物臨床医学会年次大会 動物臨床医学会・（財）鳥取県動物臨床医学研究所 大阪国際会議場(グランキューブ大阪）
11月29日（月）30日（火） 第23回学術集会　第52回競走馬に関するJRA調査研究発表会 日本ウマ科学会 東京大学農学部3号館教授会室・弥生講堂
12月11日（日） 第10回（第2回）獣医神経病学会・KyotoAR合同症例検討会

獣医神経病学会
未定

12月12日（日） 第35回獣医神経病学会 メルパルク京都
※　日程・会場が変更されることがございます。参加ご希望の場合は事前にお問い合わせ下さい。

平成23年(参考)
日　　付 大　会　名 　主　催　・　司　宰　機　関 場　　所

2月11日（金）～13日（日） 平成23年度日本獣医師会学会年次大会（岐阜）

日本獣医師会
日本産業動物獣医学会
日本小動物獣医学会
日本獣医公衆衛生学会

長良川国際会議場（岐阜）

3月26日（土）～29日（火） 日本畜産学会第113回大会 日本畜産学会 東京農業大学　厚木キャンパス

3月30日（水）～４月１日（金） 第151回日本獣医学会学術集会 東京農工大学 東京農工大学府中キャンパス

9月26日（月）～28日（水） 第152回日本獣医学会学術集会 大阪府立大学 （案）全日空ゲートタワーホテル大阪

※　日程・会場が変更・中止されることがございますのでご注意下さい。
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