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畜産関連業界・学会・研究会・大会開催一覧表

名

1月16日（月）～17日（火） 神経病学～“よくある状況”をより良く乗り越える～

主

・

司

宰

機

関

場

所

公益社団法人日本動物病院協会

天満研修センター

日本全薬工業株式会社

愛知県産業労働センター

1月20日（金）～22日（日） 第28回日本臨床微生物学会総会・学術集会

一般社団法人日本臨床微生物学会

長崎ブリックホール・長崎新聞文化ホール・長崎県医師会館

1月23日（月）

日本全薬工業株式会社

ANAクラウンプラザ熊本

公益社団法人日本動物病院協会

研究社英語センター

日本獣医がん学会

ホテルニューオータニ大阪

獣医アトピー・アレルギー・免疫学会

秋葉原UDX 6F conference

1月20日（金）

大阪会場

催

(有)瀬戸広告社(調)

第13回東海しゃくなげ会

第32回北部九州しゃくなげ会

1月23日（月）～24日（火） 神経病学～“よくある状況”をより良く乗り越える～

東京会場

1月28日（土）～29日（日） 第16回日本獣医がん学会
1月29日（日）

獣医アトピー・アレルギー・免疫学会 第11回シンポジウム

2月7日（火）

第２回ＪＮＣサイエンティフィックキャンプ

日本ニュートリション㈱

TKP 赤坂駅カンファレンスセンター

2月9日（木）

Super Veterinary Nurse シリーズ3

公益社団法人日本動物病院協会

JAHA日本橋セミナールーム

2月17日（日）

第49回北海道しゃくなげ会

日本全薬工業株式会社

札幌グランドホテル

2月17日（金）～19日（日） 第13回日本獣医内科学アカデミー学術大会共催（JCVIM2017）

日本獣医内科学アカデミー

パシフィコ横浜（神奈川）

2月21日（火）～22日（水） Ｈ28年度家畜診療等技術全国研究集会

公益社団法人全国農業共済協会

ヤクルトホール（東京）

2月21日(火)

公益社団法人日本動物用医薬品協会

日本教育会館 (東京会場)

2月22日（水）～23日（木） 第10回アグリフードEXPO大阪2017

株式会社日本政策金融公庫

ATCアジア太平洋トレードセンター

2月24日(金)

第37回動物用医薬品等製造販売管理者講習会

公益社団法人日本動物用医薬品協会

大阪府立国際会議場 (大阪会場)

2月24日 (金) ～25日 (土)

第32回環境感染学会総会・学術集会

一般社団法人 日本環境感染学会

神戸国際展示場・神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル

2月24日 (金) ～26日 (日)

平成28年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会(石川)

公益社団法人日本獣医師会

石川県立音楽堂・ホテル日航金沢・金沢市アートホール・ホテル金沢

3月5日（日）

第19回日本臨床獣医学フォーラム東北地区大会

一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP)

仙台国際センター（宮城）

3月11日（土）～12日（日） 平成29年度日本魚病学会春季大会

日本魚病学会

日本大学生物資源科学部湘南キャンパス

3月11日（土）～12日（日） 日本獣医皮膚科学会 第20回学術大会・総会

一般社団法人日本獣医皮膚科学会

大宮ソニックシティ（埼玉）

3月15日（水）～17日（金） VIV アジア2017

VNU Exhibitions Europe

タイ

公益社団法人日本動物病院協会

JAHA日本橋セミナールーム

3月16日（木）～17日（金） 第106 回日本養豚学会大会

日本養豚学会

日本獣医生命大学

3月19日（日）

第16回日本臨床獣医学フォーラ九州地区大会

一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP)

福岡国際会議場（福岡）

3月26日（日）

第13回日本臨床獣医学フォーラム京都地区大会

一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP)

メルパルク京都（京都）

3月26日（日）～27日（月）

日本家畜管理学会・応用動物行動学会共催シンポジウム
日本家畜管理学会・応用動物行動学会合同2017年度春季研究発表会

日本家畜管理学会、応用動物行動学会

神戸大学国際文化学部

3月27日（月）～30日（木） 日本畜産学会第122回大会

公益社団法人日本畜産学会

神戸大学国際文化学部

3月30日（木）

日本家禽学会2017年度春季大会

日本家禽学会

神戸大学

4月

全国家畜衛生主任者会議

農林水産省

未定

4月2日（日）

第18回日本臨床獣医学フォーラム北海道地区大会

一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP)

札幌コンベンションセンター（北海道）

4月6日（木）～8日（土）

第91回日本感染症学会総会・学術講演会
第65回日本化学療法学会学術集会

一般財団法人日本感染症学会
公益社団法人日本化学療法学会

京王プラザホテル

4月13日（木）

Super Veterinary Nurse シリーズ3

公益社団法人日本動物病院協会

JAHA日本橋セミナールーム

4月中旬

鶏病研究会総会・春季鶏病技術研修会

鶏病研究会

農林水産省本館7階講堂

4月18日（火）～19日（水） 全国家畜保健衛生業績発表会

農林水産省

銀座

5月11日（木）

Super Veterinary Nurse シリーズ3

公益社団法人日本動物病院協会

JAHA日本橋セミナールーム

5月12日（金）

第47回日本食品微生物学会学術セミナー

日本食品微生物学会

三重県教育文化会館

5月25日（木）～27日（土） 第64回日本実験動物学会総会

公益社団法人日本実験動物学会

ビックパレットふくしま（福島県）

5月26日（金）

第90回日本豚病研究会研究集会

日本豚病研究会

文部科学省研究交流センター(つくば市）

6月2日（金）～3日 (土)

第58回日本卵子学会学術集会

一般社団法人日本卵子学会

沖縄コンベンションセンター

一般社団法人日本獣医麻酔外科学会
一般社団法人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（埼玉）

7月10日（月）～12日（水） 第44回日本毒性学会学術年会

一般社団法人日本毒性学会

パシフィコ横浜（神奈川）

7月29日（土）～30日（日） 第37回比較眼科学会年次大会

比較眼科学会

つくば国際会議場

3月16日（木）

―学会技能講習会および呼吸器疾患とアレルギー―

～必要とされる動物看護師になる～ 第1回

第37回動物用医薬品等製造販売管理者講習会

Super Veterinary Nurse シリーズ3

～必要とされる動物看護師になる～ 第2回

～必要とされる動物看護師になる～ 第3回

～必要とされる動物看護師になる～ 第4回

第94回日本獣医麻酔外科学会
6月16日（金）～18日（日） 第106回日本獣医循環器学会
第61回日本獣医画像診断学会

※

日程・会場が変更されることがございます。

2017年春季合同学会

(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)

（北海道）

バンコク

C棟

ブロッサム中央会館

参加ご希望の場合は事前にお問い合わせください。
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9月1日（金）～3日(日)

第23回日本野生動物医学会大会

日本野生動物医学会

日本獣医生命科学大学

9月7日（木）～11日(月)

第11回全国和牛能力共進会宮城大会

公益社団法人全国和牛登録協会

夢メッセみやぎ

9月13日 (水) ～15日 (金)

第160回日本獣医学会学術集会

公益社団法人日本獣医学会

鹿児島大学

9月15日（金）～17日(日)

第19回日本臨床獣医学フォーラム年次大会2017

一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP)

ホテルニューオータニ大阪

9月25日 (月) ～26日 (火)

第110回日本繁殖生物学会大会

日本繁殖学会

沖縄コンベンションセンター

10月5日 (木) ～6日 (金)

第38回日本食品微生物学会学術総会

日本食品微生物学会

徳島県郷土文化会館

11月

日本家畜衛生学会フォーラム

日本家畜衛生学会

未定

公益社団法人日本食品衛生学会

タワーホール船越（東京）

11月9日（木）～10日（金） 第113回日本食品衛生学会学術講演会

仙台市中央卸売市場食肉市場

