動物
鍼灸
漢方
鍼灸・漢方・推拿
（中国伝統手技療法）
・食養など伝
統的東洋医学の治療・施術を実現するため
の理論と技術を総合的に学ぶことができます

日本獣医中医薬学院
The Maple Foundation Institute of Traditional Chinese Veterinary Medicine

ース！
手軽なコ

短期集中コース
資格取得

本学院 の 特徴
経験豊富な講師陣

2022年

体験入学開催中！

通学のしやすさ
毎月2回集中的な授業を実
施。日曜日のためお勤めの
合 間に無 理なく通えます
2022

好評受付中！
少人数制

各専科を修了すると、中
獣医師（鍼灸/漢方/推拿整体
）の資格が授与されます

http://itcvm.com

東洋医学に基づいた小動
物臨床経験豊富な講師陣
が 直接指導にあたります

1年で
修了

1クラス制で生徒一人一人
に対し、
丁寧な指導と細や
かなフォローを実現します

実践的な実技指導
複数の実習犬を用い、
施術位置
、
動物の反応、
個体差比較など、
より実践に近い授業を行います

早 割 入学金50%OFF
学 費 分納制度あり！

2022年 6 月までのお手続きで入学金が 半額！

学費の 分割払い もOK! （詳細は裏面を参照）

こんな獣医師さんにおすすめします！
鍼灸・漢方・薬膳等の東洋医学を診療に取り入れたい
東洋医学に興味があり詳しく学んでみたい
飼い主さんのさらなる要望に応えたい
動物を癒しながら治療をしたい
新しい視点から難治性疾患にアプローチしたい
鍼灸漢方の実践を早く学びたい

4 /10日 4 / 24日 5 / 8日 5 / 22日 6 /12日 6 / 26日

ほか

詳細･申込方法は当院HPをご覧ください

http:// itcvm.com

中獣医を学びたい！
専門医として
深く学びたい！

鍼灸漢方の実践
を早く学びたい！

獣医中医学 本科

短期集中コース

（2年で修了）

（1年で修了）

診療に取り入れる
他の研究科で学び続ける
鍼灸推拿研究科
獣医中医学研究科

日本獣医中医薬学院

第十一期生募集要項
募集専攻

獣医中医学（中獣医学）短期集中コース

応募資格

獣医師資格を有する者

募集人数

15名（先着順）

修学期間

1ヵ年（2022年10月より毎月原則第2･第4日曜日／全60時間）

提出書類

※公式HP http://itcvm.com よりダウンロードし必要事項を記入してください。
① 入学願書
② 獣医師免許の写し
※A4サイズに縮小コピーしてください。
① ②を下記宛にご郵送ください。
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7F 一般財団法人楓会
※封書表面に
「日本獣医中医薬学院入学願書在中」
と朱記してください。
※入学合否にかかわらず、入学願書の返却はいたしません。
※4月1日
（金）以降よりの消印有効とします。3月31日
（木）以前消印の願書は受理いたしかねますのでご注意ください。

選考・結果

書類審査により選考のうえ、提出書類到着後2週間以内に結果をご連絡いたします。

学

①入学金：100,000円（税別）

費

早割 50％OFF 4月1日（金）〜6月30日（木）消印有効 にお手続きされますと入学金が半額になります。

費：360,000円/年（税別）

学費分納制度

②学

（金）以降の消印が押された願書については早割は適応されません。
※ 7月1日
に入学金と学費を前納して頂きます。
なお、希望者は学費を
※ 入学時（9月末日）
4回に分けて分納することが可能です。納付期限と金額は右記のとおりです。
※ 納入いただいた入学金および学費は事由を問わず返却いたしかねます。

修了者特典

（1年分）

納付期限

第1回

9月末日

納付額 (税別)

95,000 円

第2回

12月末日

95,000 円

第3回

3月末日

95,000 円

第4回
6月末日
納付金額 合計

95,000 円
380,000 円

① 授業内における課題成績を総合的に判断し修了証を授与。
さらに希望すれば当院の本科・推拿科・研究科
に進学が可能。
② 卒業生によって構成される
「日本獣医中医師（中獣医師）協会」の会員として、協会が主催する研修会などの参
加資格を継続的に獲得。

講 師 陣

伝統的中医学における経験豊かな専門家が、直接指導にあたります。
学院最高顧問 國分龍彦（鍼灸師･中医師）／ 学院長 山内健志（獣医師･鍼灸師･国際A級中医師･医学気功整体師･酪農学園大学特任教授）／ 岩西
正雄（獣医師･推拿整体師・酪農学園大学特任教授）／ 校條 均（獣医師･国際鍼灸師･中医健康養生士）／ 西依三樹（獣医師･鍼灸師･国際A級中医師）
／ 小山田尚（獣医師･鍼灸師）／ 堀内 香（獣医師･国際中医薬膳師･アロマセラピスト
（AEAJ）
）／ 池内 公（鍼灸師
（教員養成課程修了）
）

※カリキュラムや講義日程など、詳細は公式HP http://itcvm.com をご参照ください。

短期集中コースを修了すると以下のコースに進めます

獣医師 対象

開講準備中

聴講生制度

獣医中医学（中獣医学）本科 鍼灸推拿研究科
獣医中医学（中獣医学）研究科

動物看護師 対象

で

学びなおす ことができます

各コースを卒業した後も、聴講生制度を使えば何度でも学び直す
ことができます。
（詳しくは学院HPをご確認ください）

獣医中医学
（中獣医学）
看護学科 ／ 獣医中医学
（中獣医学）
看護学研究科

一般社会人・学生 対象

どうぶつ東洋医学療法士養成コース

卒業生インタビュー
専門医として独立
2016年卒 神奈川県

勤務医のまま活かす
2015年卒 福岡県

いいね！

授業風景や学校の様子
を知ることができます

カリキュラム詳細 / 入学願書
案内パンフレット/各種お問い合わせ

高齢犬が増え手術費用も動物への負担も大きくなる中、他に手段はないか
と中医学を取り入れました。「体のバランスを整える」「優しい治療」を打
ち出したことで、明確な病気を持つ子だけではなく、不定愁訴止まりの子
も定期的にメンテナンスを受けにくるようになり、病院への信頼度も高ま
っています。
東洋医学を勤務病院に取り入れることで、手術ができない子の受け皿にも
なるだけでなく、手術後の早期回復への近道にもなるため、病院を代表し
て中医学を勉強に来ました。今では西洋医学診療と東洋医学診療をうまく
組み合わせることで飼い主様の選択肢も広がり、病院と飼い主様の両者に
メリットがあると実感しました。

中医学の知識･技術だけでなく、
医療に携わる者としての心構えや
人としての生き方まで、大切な事
柄を丁寧にご教授頂きました。

ht tp: // itcvm.c om

他 院との 差 別 化 だけでなく、飼
い 主 様 の 驚 きと早 期 の 治 療 / 治
癒などは、いまではなくてはなら
ない重要なものとなりました。

難解な東洋医学以上に先生方や
級 友 から暖 かな 心 持ちも 学び、
これからの臨床の根幹となる貴
重なものを得られました。

日本獣医中医薬学院

日本獣医中医薬学院

一般財団法人楓会

成増キャンパス：〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-17-17 日本ペット&アニマル専門学校内

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7F

