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1. 学 術 集 会 ， 学 術 講 演 会 等 の 開 催                   

 
2. 学 会 誌 そ の 他 の 刊 行 物 の 発 行                   

 
3. 学 会 認 定 医 等 の 認 定                   

 
4. 研 究 の 奨 励 及 び 研 究 業 績 の 表 彰                   

 
5. 研 究 及 び 調 査 の 実 施                   

 
6. 関 連 学 術 団 体 と の 連 絡 及 び 協 力                   

 
7. 国 際 的 な 研 究 協 力 の 推 進                   

 
8. 普 及 啓 発 活 動                   

 
9. その他目的を達成するために必要な事業                   

 



第７号議案 ２００９年度事業計画に関する件 
 

１．学術集会，学術講演会等の開催 
 １）年次学術集会 
   第 56 回学術集会として 2009 年 5 月 22 日（金）～5 月 24 日（日），神戸ポートピアホテル，神

戸国際展示場で開催予定．メインテーマ「晴れの心．明日の麻酔科医へ．」，サブテーマ「麻酔科

学・臨床への融合」とした． 
 
 ２）支部の学術集会 

各支部で合計 7 回の学術集会を開催する予定． 

・ 2009 年度北海道・東北支部学術集会（主催：村川 雅洋）     2009 年 9 月 12 日（土） 

                                    北海道会場： 札幌プリンスホテル国際館パミール 

                                    東北会場： パルセいいざか 

・ 関東甲信越・東京支部第 49 回合同学術集会（主催：宮坂 勝之）  2009 年 9 月 26 日（土）      松本文化会館 

・ 東海・北陸支部第 7 回学術集会（主催：小久保 荘太郎）      2009 年 9 月 5 日（土）       名古屋国際会議場 

・ 第 55 回関西支部学術集会（主催：西和田 誠）           2009 年 9 月 5 日（土）            大阪国際交流センター  

・ 中国・四国支部第 46 回学術集会（主催：藤田 喜久）               2009 年 9 月 26 日（土） 

                                                      川崎医科大学校舎棟 701 号教室，702 号教室，703 号教室，M-800 教室 

・ 九州麻酔科学会第 47 回大会（主催：澄川 耕二）                  2009 年 10 月 10 日(土)              長崎ブリックホール 

 

３）教育講演の開催 
   第 8 回リフレッシャーコースとして 2009 年 5 月 22 日～24 日神戸ポートピアホテルで開催予

定． 
 
２． 学会誌その他の刊行物の発行 
 １）学会誌 
   「Journal of Anesthesia」誌を季刊で 4 号（Vol.23-No.2～Vol.24-No.1）を発行予定． 
 
 ２）準学会誌 
   「麻酔」誌を月間で 12 号（Vol.57-No.4～Vol.58-No.3）を発行予定． 
 
 ３）学会ニューズレター 
   社団法人日本麻酔科学会ニューズレターを季刊で 4 号（Vol.17-No.2～Vol.18-No.1）を発行予定． 
 
 ４）学術集会抄録およびプログラム 
   社団法人日本麻酔科学会第 56 回学術集会プログラムを発行予定． 
 
 ５）会員名簿および年次報告 
   2009 年度会員名簿および年次報告をホームページに掲載予定． 
 
 ６）教育講演テキスト 
   2009 年開催の第 8 回リフレッシャーコーステキストを発行予定． 
 
３． 学会認定医等の認定 
 １）認定医等の資格試験の実施 



   2009 年 10 月 1 日～10 月 3 日，神戸ポートピアホテルにて第 48 回麻酔科専門医認定試験を実施

予定． 
 
 ２）認定医等の資格更新審査 
   通年（4 月，7 月，10 月，1 月）：新規認定審査および新規認定病院審査 

2009 年 10 月：新規麻酔科指導医審査（申請期間：2009 年 7 月 1 日～8 月 31 日） 
2009 年 12 月末：2010 年 4 月 1 日麻酔科専門医更新予定者および麻酔科認定病院更新予定施設

の審査会開催予定． 
 
４． 研究の奨励及び研究業績の表彰 
 社団法人日本麻酔科学会学会賞 5 賞（山村記念賞・社会賞・若手奨励賞・青洲賞・松木賞）の 2009
年度受賞予定者の選考を行う予定． 

 
５． 研究及び調査の実施 

 １）麻酔関連偶発症例調査 

  2009年アンケート調査を認定病院に送付予定． 

 

 ２）麻酔関連機器故障情報調査 

 麻酔関連機器で故障が発生した場合，あるいは規格自体に問題がある機器に関して常時窓口を設け，

ホームページを通じて常に情報を収集し，即時にフィードバックする． 

  
 ３）周術期肺血栓塞栓症発症例調査 
  2008 年解析結果をホームページ掲載予定．2009 年アンケート調査を認定病院に送付予定． 
 
４）麻酔関連機器 JIS 規格に関する検討 

  JIS規格見直し調査に対する作業 

 
 ５）麻酔器の保守点検の実態調査 
  麻酔器の保守点検の実態調査を行い，指針の作成を検討する． 

 
 ６）Closed Claims Project の推進と研究 
 団体契約をしている保険会社での事故事例分析を行い，予防策を普及する． 
 
 ７）ACLS インストラクターコース，BLS 講習会および ACLS 講習会の実施 
 各トレーニングサイトに委託し，BLS 講習会，ACLS 講習会を開催する． 
 
６．関連学術団体との連絡及び協力 
 １）登録・派遣 
   日本学術会議，日本医師会，日本医学会，厚生労働省医道審議会標榜医審査会，日本専門医認定

制機構，大学評価・学位授与機構，日本外科学会，外科系医学会社会保険委員会連合，外科関連

協議会，日本救急医療財団，日本蘇生協議会，3 学会合同呼吸療法士認定委員会，医療機能評価

機構，骨髄移植推進財団，臓器移植ネットワーク等に委員を派遣し，各々の目的と事業に合わせ

連携・協力予定． 



 ２）各種学術集会協賛・後援 
 日本学術会議シンポジウム，日本臨床麻酔学会市民公開講座，社団法人日本 ME 学会 ME 技術講

習会・検定，財団法人日本救急医療財団「救急の日 2009」等，バイオメディカルファジィシス

テム学会学術集会等，関連協力団体の学術集会および講習会，市民公開講座等を協賛・後援予定． 
 
７．国際的な研究協力の推進 
 １）世界麻酔学会連合（WFSA） 
 世界麻酔学会理事および各種委員会委員を派遣．要請に応じて途上国への教育援助を行う 
 
 ２）WFSA アジア・オーストラレーシア支部（AARS） 
 President, Treasurer を派遣する．2010 年日本大会開催準備のために事業計画，予算に基づき AACA
実行委員会でプログラムを決定し，日本，各国の委員に課題を連絡する．会場，ホテル，および業者

に委託する部分を決定する． 
  
 ３）留学生受け入れ奨励 
  日本への留学希望者を通年に渡り募集し，審査する． 
 
 ４）アジアン・シンポジウム 
 2009 年度開催のアジアン・シンポジウムの企画立案，運営を行う予定．2010 年の日本大会開催に向

けてアジア諸国との連携を深める． 
 
８．普及啓発活動 
 学術集会，各支部学術集会開催時の日程で，「麻酔」をテーマに市民公開講座を 8 回開催し，正しい

麻酔科学と医療の普及啓発を行う予定．また，麻酔資料館を開館し，博物館設立に向けて検討を行う． 
 
９．その他目的を達成するために必要な事業 
 各種委員会活動を通じて事業目的を達成する．各委員会とも事業内容によって，実務を執行する専門 
部会を組織し，積極的な事業展開に努める．2009 年度より，副理事長を置き，渉外活動の充実を図る． 

また，情報の一元化を目指し担当常務理事制をとる．それぞれ総務担当理事（総務委員会），学術・ 
教育担当理事，広報・倫理担当理事，安全・交流担当理事を置くこととする． 
 事務局の充実をはかるため，事務局長を置く．財務に関しては，事務局長が委員長を兼ね，中期・長 
期の財務計画のもと運営を行う．  
 
〔常置委員会〕 
１）総務委員会 

管理・運営に関する事項，規則に関する事項，選挙に関する事項，あり方に関する事項，事業計画・

事業報告の作成，その他庶務に関する事項について審議・執行する．随時，理事会委嘱事項を検討する．

関連省庁，医療関連団体等と渉外活動を展開する．公益法人改革に伴う公益社団法人申請の準備，事務

局内の総務として，神戸事務局本格始動，会員管理等をはじめとした総合システムの構築について検討

する．今年度からより早期に目標を達成するためプロジェクトを 4 つおき，プロジェクトリーダーのも

と実現を図る．それぞれ周術期管理チームプロジェクト，社会保険プロジェクト，公益法人化プロジェ

クト，麻酔科医適正配置プロジェクトとする． 
 

２）財務委員会 
 予算・決算に関する事項，資産の管理・運営に関する事項，各種事業費に関する事項，その他財務に



関する事項について協議，答申，執行する．予算書・決算書，貸借対象表・財産目録・正味財産増減計

算書の作成，事業費・管理費のバランスおよび支部会計収支計算書と事業報告のチェック，基金・引当

金の設定と管理を行う．特別会計の学術集会会計，各支部会計に関する連結決算・予算表を作成する．

公益社団法人の会計基準，税金対策について周知徹底する． 
 
３）学術委員会 
学術委員会では，機関誌の編集・発行に関する事項，学術集会の運営に関する事項，麻酔科学用語に 

関する事項，学会賞に関する事項等を中心課題として協議，答申，執行する．各事項の調査，審議は内 
容に応じて専門部会に付託する． 
 学術集会実行委員会では，第 57 回学術集会のプログラム，運営について検討を行う． 
 AACA 実行委員会では，AACA2010 のプログラム，運営について検討を行う． 
機関紙専門部会では，2009 年に付与される Impact Factor の点数を上げるため，昨年度に引き続き 

JA シンポジウムの企画運営，学術集会企画専門部会では，第 56 回，第 57 回学術集会の運営の方針，

今後の学術集会プログラムの作成テーマの検討を行う．  
 

４）倫理委員会 
 倫理委員会では，麻酔科関連領域の医学・医療の倫理に関する事項を検討する．麻酔中に医療事故に

ついて，医療関連死，利益相反規定，麻酔科学会の名称使用に関する規定について検討を行う． 
詳細は各委員会議事録を参照． 
 
５）教育委員会 
教育委員会では，認定制度実施に伴う問題点の整備，認定医・専門医・指導医・認定病院のあり方の

検討，第 8 回リフレッシャーコースの実施，第 9 回リフレッシャーコースの立案等を行う． 
認定審査委員会は認定医，専門医，指導医，認定病院の審査，認定を行う． 
関連領域検討委員会傘下の 3 つのワーキンググループ（ＷＧ）を本委員会の下部組織へ改組し，産科

麻酔検討ＷＧ，小児麻酔検討ＷＧ，心臓麻酔検討ＷＧとして教育の質を上げるべく活動を行う．  
 

６）安全委員会  
安全委員会では，麻酔関連のリスクマネージメントに関する事項について協議，答申執行する．委員

会は各ワーキンググループの相互の事業内容をトータルに把握し，国民のためのよりよい安全な医療を

提供することを目標とする．CCP の推進，機器および手技の安全性確保，薬剤乱用防止施策の検討等を

行う．具体的な事業は「５．研究及び調査の実施」の通り． 
 
７）国際交流委員会 
国際交流委員会では，国外の諸団体との交流を促進する目的に沿って事業を行う．AACA2010 に向け

てアジア諸国との交流をはかるため，第 56 回学術集会時にアジアン・シンポジウムを開催する． 
AACA2010 については，プログラム作成委員会の開催，海外での麻酔関連学会での広報活動を行う．  

 
８）関連領域検討委員会 
関連領域委員会では，麻酔科医の活躍の場として，関連する領域を紹介し麻酔科医のフィールドの広 

さを多くの医師，学生に周知し，かつまた学会としてよりよい業務環境を整える目的に沿って事業を行

う．各領域での現状，問題点を挙げ，第 56 回学術集会（神戸）でこれらの領域についてシンポジウム

形式で公表する．  
  

９）広報委員会 



広報委員会では，一般市民に対する広報戦略，学術集会時，民間業者を媒体とした学生，スーパーロ

ーテータに対する継続的な働きかけ，ニューズレターの編集・発行に関する事項，ホームページの運営

等に関わる事項等を協議，答申する． 
 
〔特別委員会〕 
１０）救急心肺蘇生法検討委員会 
 専門医新規申請，再認定での AHA ACLS プロバイダーコース必須化に向けて新規に委員会を立ち

上げる．蘇生に関するエビデンスデータの検証，ILCORE への参加，ITC 設立に向けて検討を行う．

ECC 講習会支部担当責任部会を置き，スムーズな ACLS 講習会の運営を目指す． 
 
１１）支部委員会 
支部委員会は，運営を円滑にするために各支部での問題点を整理する．  
 

１２）麻酔博物館企画委員会 
 麻酔博物館企画委員会では，時系列で麻酔に関する機器，器具の集約を行い，資料館から博物館の企

画に向けて検討する． 
 
〔その他の常置組織〕 
１３）ハラスメント対策室 
 事務局にハラスメント対策室を設置し，ハラスメントに関する対策を行う． 
 
１４）支部運営委員会 
 各支部に支部運営委員会を設置し，各支部での学術，教育について検討を行う． 
 

以 上 
 



山田　芳嗣
（副理事長・
総務担当常務

理事）

稲田　英一
（学術・教育担
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理　事　会 旅費・会議費

2009年5月20日 0

2009年8月1，2日 626,560

2009年11月28日 626,560

2010年3月27日 626,560

計 1,879,680

合計
昨年度との
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0

常務理事会（神戸）

2009年4月25日 198,640

2009年5月20日 0

2009年6月26日 195,120

2009年7月31日 375,810

2009年8月28日 195,120

2009年9月18日 375,810

2009年10月23日 195,120

2009年11月27日 375,810

2009年12月25日 195,120

2010年1月22日 375,810

2010年2月26日 195,120

2010年3月26日 195,120

2,872,600

合計
昨年度との
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805,640

昨年度との
差異

805,6404,752,280

第8回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．第４回理事会進行確認．

第7回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．2010年度事業計画および予
算最終協議

理事会開催時

計

総　計

第4回（拡大）常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．2010年度事業計画お
よび予算協議．

0

2,872,600

第56回学術集会開催
時

第４回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．下半期事業計画および予算
協議．

第3回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

第1回（拡大）常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

第２回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．第１回理事会進行確認

第４回理事会開催．庶務報告．2010年度事業計画および予算決定．年間事業報
告．総会議題確認．

第6回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

第56回学術集会開催
時

第２回理事会開催．庶務報告．各事業報告（委員会報告）．下半期事業計画およ
び予算協議

第３回理事会開催．庶務報告．各事業報告（委員会報告）．上半期決算承認

1,879,680

0

第3回（拡大）常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

第１回常務理事会開催．総会議題確認．

第2回（拡大）常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．下半期事業計画およ
び予算確定．

第5回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

第１回理事会開催．庶務報告．協議事項検討．総会議題確認．

２００９年度理事会年間事業計画・予算

森田　潔
（理事長）

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

理　事　会

他必要経費



総務委員会
山田　芳嗣
（委員長）

田上　惠
（副委員長）

瀬尾　勝弘 河本　昌志 落合　亮一 後藤　隆久
古家　仁

（前委員長）
武田　純三

（オブザーバー）

周術期管理チームプロジェクト
落合　亮一
（リーダー）

木 山 秀 哉 角 倉 弘 行 片 山 正 夫

社会保険プロジェクト
田上　惠

（リーダー）
横田　美幸 岩瀬　良範

堀本　洋

公益法人化プロジェクト
河本　昌志

（グループ長）
前 原 康 弘 鎮 西 美栄子 古 家 仁

麻酔科医適正配置プロジェクト
瀬尾　勝弘
（リーダー）

片 山 勝 之 加藤　正人 山 本 達 郎

選挙管理委員会
畑埜　義雄
（委員長）

総　務　委　員　会（東京） 旅費・会議費

2009年6月27日 82,080 渉外交通費等 2,400,000

2009年8月15日 82,080

2009年8月22日

2009年10月10日 82,080

2010年1月

2010年1月23日

2010年2月13日 82,080

計 328,320

合計 昨年度との差異 0

麻酔科医適正配置プロジェクト

2009年5月16日 87,400

2009年7月18日 第2回開催 87,400

2009年8月22日

2009年11月14日 87,400

2010年1月16日 87,400

349,600

合計 昨年度との差異 0

社会保険プロジェクト

2009年5月9日 195,160

2009年5月23日

2009年7月4日 195,160

2009年8月1日 第3回WG開催.　要望項目の検討 195,160

2009年9月25日 195,160

2010年1月30日 195,160

計 975,800 開催数増加の為

合計 昨年度との差異 195,160

周術期管理チームプロジェクト 旅費・会議費 備考

2009年5月 第1回WG開催.シンポジウム開催（外科、看護師等参加） 0
56回学術集会

開催時

2009年7月22日 第2回WG開催.パイロットスタディの検証、教育内容の検討 169,820

2009年7月1日 第3回WG開催.　教育内容の検討 169,820

2009年8月1日 第4回WG開催.　教育内容の検討 169,820

2009年10月20日 第5回WG開催.教育内容の検討、教科書の作成 169,820 教科書印刷費 1,500,000

2010年1月14日 第6回WG開催.教科書の作成 169,820

計 849,100

合計 昨年度との差異 439,640

公益法人化プロジェクト

2009年7月7日 40,500

2009年9月26日 40,500

2009年10月14日 40,500

2010年1月26日 40,500

計 162,000

合計 昨年度との差異 -81,000

選挙管理委員会

2010年1月10日 第１回副会長選挙管理委員会開催．選挙日程および選挙方法確認． 33,380

2010年1月13日 副会長選挙施行会告および立候補受付開始 システム開発費 5,000,000

2010年1月23日 立候補締切・審査および立候補者確定．

2010年1月27日 副会長選挙開始（候補者名簿および投票用紙配布） 102,000

2010年2月13日 副会長選挙投票締切

2010年2月14日 第2回副会長選挙管理委員会開催．開票．理事長報告 33,380

計 66,760

合計 昨年度との差異 -2,127,500
総計

5,168,760
11,733,580

162,000

＠340×代議員数

5,102,000

第2回部会開催．定款、細則の改定について．

第3回部会開催．定款、細則の改定について

第4回部会開始．次年度事業計画および予算提出

0

1,500,000

2,349,100

第1回部会開催．定款、細則の改定について

第5回部会開始．次年度事業計画および予算提出

0

975,800

他必要経費

第1回部会開催．平成21年改正質問事項まとめ

麻酔関連の社会保険診療報酬公募フォーラム

第2回部会開催．平成21年改正質問事項まとめ、次回要望項目について

第4回部会開催．次回要望項目について．下半期事業計画および予算提出

0

349,600

下半期事業計画および予算提出

第3回開催．次年度計画および予算検討．

第4回開催．

計

2,400,000

2,728,320

第1回開催

第3回委員会開催．

次年度計画及び予算案作成．

第10回常務理事会開催時次年度計画および予算提出・検討

第4回委員会開催．次年度計画および予算最終案作成．新委員引継

第1回委員会開催．理事会委嘱事項検討． 管理：旅費：渉外で処理

第2回委員会開催．理事会委嘱事項検討．

下半期活動計画および予算提出、各事業上半期事業報告の確認

２００９年度総務委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考



財　務　委　員　会
増田　純一
（委員長）

南　敏明
（副委員長）

 上山　博史 中澤　弘一
安本　和正

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

財　務　委　員　会 旅費・会議費

2009年4月21日

2009年5月初旬 92,040

2009年7月18日

2009年7月下旬 92,040

2009年8月

2009年9月19日

2009年10月20日

2009年10月下旬 92,040

2009年11月21日

2009年12月19日

2010年1月19日

2010年1月下旬 92,040

2010年1月23日

2010年2月中旬 92,040

2010年2月20日

2010年3月中旬 92,040

2010年3月27日

計 552,240

昨年度との差異 382,120

２００9年度財務委員会年間事業計画・予算

各委員会より2009年度下半期予算書提出・予算案作成開始

事　　　業　　　内　　　容 備　　考他必要経費

支部2008年度決算提出期限.連結決算書作成開始

監事含む:未計算第1回委員会開催．2008年度決算最終確認.会計監査

支部第1四半期決算提出期限

第2回委員会開催．2009年度5～6月決算確認．支部2009年度第1
四半期決算書審査

監事含む：未計算

第4回委員会開催．2010年度第1次予算案作成．209年度10～12月
決算確認．収支状況検証．支部2009年度第3四半期決算審査．
2010年度事業計画．連結予算書作成開始．

第10回常務理事会開催・2010年度予算提出・検討

第3回理事会開催・上半期決算報告

収支状況検証．支部2010年度予算書提出期限

第11回常務理事会開催・2010年度予算確定

第6回委員会開催．2010年度最終予算確認

第６回常務理事会開催・2009年度下半期活動計画および予算提
出・検討

支部 上半期決算提出期限

第3回委員会開催．2009年度上半期決算確認．収支状況検証・支
部2009年度上半期決算書審査

支部第3四半期決算提出期限

第5回委員会開催．2010年度最終予算案作成．

552,240

0

第4回理事会開催.2010年度最終予算提出

総　計



倫　理　委　員　会
武田　純三
（委員長）

須加原一博
（副委員長）

福田 和彦 宮部　雅幸 中村　久美 山本　健

倫理委員会 (神戸) 旅費・会議費

2009年4月 162,370

2009年9月

2009年10月 162,370

2010年1月 162,370

2010年2月

利益相反の
冊子作成・
印刷費

100,000

計 487,110

昨年度との差異 -177,110

内容が未確定の為概算

587,110

第2回委員会開催．①学会活動における利益相反に係わる倫理的問題
について　②女性を取り巻く問題について

第3回委員会開催．2007年度事業報告．2008年度事業計画および予算
作成

常務理事会開催時次年度計画および予算提出・検討

総　計

100,000

備　　考

２００９年度倫理委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容

第１回委員会開催．学会活動における利益相反について

常務理事会開催時、学会活動における利益相反に係わる倫理的問題に
ついて。下半期活動計画および予算提出・検討

他必要経費



学　術　委　員　会
稲田　　英一

（委員長）
土田　　英昭
（副委員長）

上村　　裕一
（副委員長）

奥田　　泰久 中尾　美和子 鈴木　　利保 新宮　　興 野口　隆之 澄川　耕二

機関誌専門部会
新宮 興

（部会長）
磯野　史朗 川口　昌彦 照井　克生 廣田　和美 山蔭　道明

赤田　隆 磯野　史朗 市瀬　史 井上　荘一郎 川口　昌彦 上村　裕一 齋藤　繁

土田　英昭 照井　克生 橋本　悟 廣田　和美 真下　節 南　敏明 山蔭　道明

学術集会電子抄録開発
ワーキンググループ

長田　理
（グループ長）

池野　重雄 内田　整 越川　正嗣 小林　信 惣谷　昌夫 萩平　哲

学　術　委　員　会 旅費・会議費

2009年4月 201,100

2009年5月22日 1,760,000

2009年8月 0

2009年9月1日

2009年9月 201,100

2009年10月20日

2009年11月20日

2009年12月20日

2010年1月 201,100

2010年1月

993,700

765,600

計 603,300

合計 昨年度との差異 894,800

機関誌専門部会

2009年4月 170,420

2009年4月 360,000

2009年5月 65,000

2009年6月13日

2009年6月

2009年8月 ＪＡ印刷費 17,010,000

2009年10月 136,970

2010年1月 170,420

計 477,810

合計 昨年度との差異 -13,030

学術集会電子抄録開発ワーキンググループ

10,000,000

2010年2月 1,000,000

計 0

合計

昨年度との差異 10,553,350

2010年度学会賞応募開始

2010年度社会賞締切・審査

2010年度若手奨励賞締切・審査

第２回委員会開催.上半期事業報告･下半期活動計画

(本郷)

2010年度山村記念賞および青洲賞締切・審査

2010年度学会賞受賞者記念講演

他必要経費事　　　業　　　内　　　容 備　　考

第１回委員会開催　本年度学会賞応募基準決定

2010年度学会賞応募要綱会員配布、ホームページにて告知

第56回学術集会開催時（神戸）
副賞・賞状・会場費は
第56回学術集会運営費に計上

2009年度学術委員会年間事業計画・予算

エディトリアルボード
新宮　興
（部会長）

麻酔編集会議　編集担当委員（澄川・小川）交通費

3,519,300

1,000冊×993.7円麻酔科学用語集

澄川￥63800×12回
小川￥0

第３回委員会開催
次年度計画および予算作成、2010年度各賞審査終了

次年度計画および予算提出・検討

総　計

第２回部会&エディトリアルボード合同開催
Vol.23-No.4最終校正、Vol.24-No.1企画

システム Ver.2 改修費

33,035,410

17,912,810

11,000,000

第４回部会開催
Vol.24-No.2最終校正、 Vol.24-No.3企画
次年度事業計画および予算最終確認

11,000,000

下半期活動計画および予算提出

第３回部会&エディトリアルボード合同開催
Vol.24-No.1最終校正、　Vol.24-No.2企画

第１回部会開催
Vol.23-No.3最終校正、Vol.23-No.4企画

\1500×240投稿

4,122,600

JAシンポジウムポスター作成 前年度ベース

(本郷)

システム契約費

17,435,000

機関誌電子投稿･査読システム年間運用費

JAシンポジウム開催
第56回学術集会開催時
（神戸）

日本臨床麻酔学会開催時　　（浜
松）
会場費\73,500
朝食代\2,885x22=\63,470

(本郷)

サーバ代1,000,000

契約料（交渉中）デジタルＢ



●2008年6月より始動事業計画・予算無し

学 術 集 会 実 行 委 員 会
澄川　 耕二
（委員長）

武田　純三
（副委員長）

古家　仁
（副委員長）

上村　裕一 槇田　徹次

学術集会企画専門部会
上村　裕一
(部会長)

池野　重雄 岩崎　寛 齋藤　繁 鈴木  利保 惣谷　昌夫 中塚　秀樹 山本　健 岡元　和文

学術集運営専門部会
槇田　徹次
（部会長）

学術集会実行委員会 旅費・会議費

2009年5月 224,308

2009年6月 224,308

2009年8月 224,308

2009年9月 224,308

2009年10月 400,000
参考：4月HIS往復価

格約１０万

2009年10月 87,940

臨床麻酔学会開催
時

（浜松）
会場費￥73,500

朝食代\2888×5人
分

2009年12月 224,308

2010年1月 224,308

2010年2月 224,308

2010年3月 224,308

40,000,000 (暫定金額）

計 2,282,404

合計 昨年度との差異 42,282,404

学術集会企画専門部会

2009年4月 266,240

2009年4月 3,240,000

2009年5月 25,893

2009年6月 266,240

2009年7月 266,240

2009年8月 266,240

2009年10月 99,483

日本臨床麻酔学会
開催時（浜松）
会場費：\73,500
朝食代\2888×9

2009年11月1日

2010年1月 587,940

2010年3月 266,240

計 5,284,516

合計 昨年度との差異 -1,574,624

学術集会運営専門部会

2009年5月 0

2009年8月 141,980

2009年10月 141,980

2009年12月 141,980

2010年1月 141,980

2010年2月 141,980

2010年3月 141,980

計 851,880

合計

昨年度との差異

第２回部会開催

(神戸)
交通費(部会員)　\286,800
交通費(澄川会長) \59,920
交通費（医局員）\59,920
宿泊費\15,000×2泊×
(6委員+1会長+1医局員)

5,284,516

第５回部会開催　第57回学術集会準備

下半期活動計画および予算提出

(本郷)第７回部会開催

一般演題募集開始

第６回部会開催　一般演題採否、優秀演題選考、次年度事業計画および予算
最終確認

総計

学術集会開催時（神戸）第１回部会開催

第２回部会開催

第３回部会開催

第４回部会開催

851,880

第9回委員会開催

第6回委員会開催

第４回委員会開催

第7回委員会開催
次年度計画および予算作成

第8回委員会開催

ASA運営視察 事務局員2名の旅費、宿泊費等

48,418,800

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

\30000×6名×9WG×2回開催

第56回学術集会開催時（神戸）
朝食代\2877x9

第5回委員会開催

第６回部会開催

第７回部会開催

第５回部会開催

２００9年度学術集会実行委員会年間事業計画・予算

第3回委員会開催

第2回委員会開催

他必要経費

第１回委員会開催 学術集会開催時（神戸）

(本郷)

(本郷)

(本郷)

(本郷)

（キャノン新システム運用）

0

0

40,000,000

42,282,404

第４回部会開催　一般演題募集要項検討

分野別プログラムWG

第１回部会開催　　プログラム検討

第３回部会開催

新システムのランニン
グコスト計上予定



第57回学術集会 旅費・会議費

59,920

50,000

1,316,150

1,365,000

2009年5月 0

2009年8月 105,300

2009年9月15日

2009年10月 0 73,500

2009年11月1日

2009年11月 80,000

2009年12月 105,300

2009年12月20日

2009年12月下旬

2009年1月 59,920

2010年1月 61,640

2010年1月30日

2010年2月 54,460

2010年2月下旬

2010年3月 54,460

2010年3月中旬

計
501,000

昨年度との差異 114,760

会長交通費

事務局1名交通費　\42460
宿泊費　\12,000

大阪医薬品協会訪問　会長交通費Ｄｒ．澄川分

2,884,650

支払いは次年度2011年6月

事務局1名交通費　\42460
宿泊費　\12,000

演題登録システムで座長割付・依頼発信
【～回答絞め切り2月9日まで】

製薬工業協会へ寄付金申請

第6回打合わせ(事務局にて)

3,385,650

演題登録システムでプログラム集原稿出力。校正。

第7回打ち合せ(長崎大学にて)
会場使用計画（タイムテーブル・座長・演者など)確定

2009年5月

デザイン　\515,000.-
ポスター（2000枚）　\210,000.-
チラシ（3000枚）　　\157,500.-
レターヘッド（10000枚）　\118,650.-
角2封筒（10000枚）　\183,750.-
洋0封筒（10000枚）　\131,250.-　（前年度ﾍﾞｰ
ｽ）

総計

演題登録システムへの一般演題登録開始
【～12月15日まで】

プログラム集(製本)・抄録集(CD-ROM)製作【4月中旬納品】

演題登録システムで特別演題登録依頼発信
【～1月31日(水)まで】

演題登録システムで一般演題査読割付
【～査読絞め切り1月12日まで】

併設展示募集要項作成・発送

第5回打合わせ　現場視察

第8回打ち合せ(長崎大学にて)
会場使用計画（タイムテーブル・座長・演者など)確定

会長交通費

@\160×500企業分

２００9年度第57回学術集会年間事業計画・予算

第1回打合わせ(事務局にて)
2009年4月

発送通信費

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

第56回学術集会開催時　（神戸）

日本臨床麻酔学会開催時　（浜松）

事務局1名交通費　\42,460
会長・医局員交通費　\10,420×2名
3名宿泊費　\15,000×2名　\12,000x1

チラシ・ポスター・レターヘッド・封筒制作費

第2回打合わせ(神戸にて)

第4回打合わせ(浜松)

第3回打合わせ　現場視察(福岡にて)

ホームページ作成

演題登録システムへの会員情報・座長カテゴリー・査読カテ
ゴリー登録開始【～10月13日(金)まで】

事務局1名交通費　\42,460
会長・医局員交通費　\10,420×2名
3名宿泊費　\15,000×2名　\12,000x1



第５８回学術集会 旅費・会議費

300,000

50,000

2009年5月 50,000

2009年8月 45,620

2009年10月 73,500

2010年1月

計 95,620

昨年度との差異 169,120

第2回打合わせ 日本臨床麻酔学会開催時 会場費

第1回打合わせ　現場視察(神戸にて)

総　計

第3回打合わせ(事務局にて) 未確定前年度0円

519,120

会長交通費　\30,620
宿泊費　\15,000

423,500

SOAP関連会議

２００9年度第58回学術集会年間事業計画・予算

2009年4月

備品（パソコン１台･プリンター１台･TELFAX兼用器１台）購
入費

他必要経費

発送通信費

事　　　業　　　内　　　容 備　　考



稲田　英一
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担当）

尾崎　眞
（広報担当）

  外　須美夫
（展示担当）

上村　裕一
鈴木　利保
（企画担当）

佐藤　重仁

比嘉　和夫
（接遇担当）

真下　節
（経理担当）

稲垣　喜三
（登録担当）

森田　潔
趙　成三

（総務担当）
高橋　成輔

福田　和彦
（麻酔領域ﾘｰ

ﾀﾞｰ)

稲垣　喜三
（麻酔領域委

員)

上園  晶一
（麻酔領域委

員)

槇田　浩史
（麻酔領域委員)

山田　芳嗣
（麻酔領域委員)

田中　行夫
（救急領域ﾘｰﾀﾞｰ)

川前　金幸
（救急領域委

員)

後藤　隆久
（ICU領域ﾘｰﾀﾞｰ)

落合　亮一
（ICU領域委

員)

多田　恵一
（ICU領域委

員)

外 須美夫
（ﾍﾟｲﾝ領域ﾘｰ

ﾀﾞｰ)

長櫓　巧
（ﾍﾟｲﾝ領域委員)

岩崎　寛
（ﾍﾟｲﾝ領域委員)

AACA実行委員会 旅費・会議費

2009年4月 209,260 （神戸）

2009年4月 348,480 (本郷)

2009年4月 320,000

500,000

2009年5月 63,514

2009年7月 2,487,500
（ＪＡＬ3月普
通運賃片道

約37万）

2009年8月 209,260 (神戸）

2009年10月 137,014

2010年1月 209,260

2010年3月 209,260

合計 3,736,534

昨年度との差異 2,350,506

第2回実行委員会(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会合同会議)開催　下半期活動計画および予算提出
日本麻酔科学会第56回学術集会開
催時(神戸）　朝食\2887×22名

他必要経費

セカンドサーキュラー作成

備　　考事　　　業　　　内　　　容

第1回実行委員会開催

第1回プログラム委員会開催

ホームページ制作、更新

2009年度ＡＡＣＡ2010実行委員会年間事業計画・予算

ＡＡＣＡ２０１０実行委員会
澄川　耕二
（委員長）

ＡＡＣＡ２０１０プログラム委員会
稲田　英一
（委員長）

【1】アセアン麻酔学会(マレーシア)
航空券(往復）@\350000×3委員×
2=　2,100,000
ホテル@\12,500×3委員×5泊
=187,500
ブース出展料　200,000

4,693,548

日本臨床麻酔学会開催時  　（浜
松）   朝食\2887×22名+会場費
\73500

総　計

第4回委員会(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会合同会議)開催

第5回実行委員会開催　次年度委員会び予算案作成

957,014

第5回実行委員会開催

第3回実行委員会開催　下半期活動計画および予算提出

海外国際学会での広報活動



村川　雅洋
 （委員長）

森本　裕二
（副委員長）

加藤　正人 大江　容子 川前　金幸 木内　恵子 重見　研司 西脇　公俊
槇田　浩史
（前委員長）

稲田　英一
（オブザー

バー）

認定制度見直しWG
加藤　正人
（ＷＧ長）

土田　英昭 齋藤　繁
槇田　浩史
（前委員長）

稲田　英一
（オブザー

バー）

産科麻酔検討ＷＧ
照井　克生

(ＷＧ長)
奥富　俊之 角倉　弘行 加藤　里絵

小児麻酔検討ＷＧ
秦　恒彦
(ＷＧ長)

深津　修 鈴木康之 香川哲郎

心臓麻酔検討ＷＧ
野村　実
(ＷＧ長)

山田　達也 竹内　護 小出　康弘

森田　裕二 岩坂日出男 祖父江和哉 大塚　将秀 岡本　浩嗣 奥田　泰久 加藤　孝澄 川真田樹人

鎮西美栄子 津崎　晃一 長田　　理 西脇　公俊 萩平　哲 水本　一弘 山本　健 山本　達郎

(口頭試験) 　中島　幹夫 坪川　恒久 境田　康二 竹田　晋浩 恒吉　勇男 中島　芳樹 廣田　和美 宮部　雅幸

第1部会
（試験問題ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ
ｽ検討ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ）

重見　研司
(ＷＧ長)

津崎　晃一 萩平　哲 長田　理

浅井　　隆 石井　良介 稲垣　喜三 伊吹　京秀 上農　喜朗 川口　昌彦 川前　金幸 上村　裕一 北口　勝康 木内　恵子 北畑　洋

工藤　一大 小板橋俊哉 重見　研司 白神豪太郎 鈴木　健二 鈴木　利保 須加原一博 祖父江和哉 高雄由美子 舘田　武志 長櫓　功

西川　光一 布宮　伸 益田　律子 松川　隆 山崎　光章 横山　正尚

第2部会
（指導医認定）

大江　容子
（部会長）

佐多　竹良 飯田　宏樹 北口　勝康

第3部会
（認定医,認定施設

認定）

西脇　公俊
（部会長）

白神豪太郎 小川　幸志 森崎　浩

教　育　委　員　会 予　算

2009年4月17日 169,520 2,800,000

2009年5月22日-24日 1,800,000

2009年7月17日 169,520

2009年9月18日 169,520

2009年11月13日 169,520

2010年1月15日 169,520

計 847,600

合計

認定制度見直しWG 予　算

2009年4日13日 73,320 10,000

2009年4月27日 73,320 10,000

2009年5月11日 73,320 10,000

2009年5月18日 73,320 10,000

計 293,280

認定審査委員会 予　算

2009年4月1日

2009年4月10日 46,000,000

2009年4月24日 300,000

2009年4月24日 90,000 10,000

2009年5月1日

2009年5月15日 450,000

2009年5月29日 300,000

2009年6月30日

第1部会第3回筆記試験問題作成部会（専門医）開催．

第1部会第3回口頭試験問題作成委員会（専門医）開催．口頭試験問題および実技試験問題選定

第3部会開催　第1回認定医新規・認定病院新規審査　第3回認定審査委員会開催

　 専門医新規申請 受付開始

第4回第1部会口頭試験問題作成委員会（専門医）開催．口頭試験問題および実技試験問題選定，決定

　 専門医新規申請 受付締切

第５回委員会開催．事業の進捗確認、次年度事業計画の策定

第3回委員会開催．事業の進捗確認、第57回学術集会企画の検討開始

合計

事　　　業　　　内　　　容

教　育　委　員　会

備　　考

アンケート調査費用（3回分）：1,500,000円
専門医認定制機構会費：1,300,000円

認定審査委員会

第1部会
（専門医認定）

齋藤　洋司
（副部会

長）

(筆記試験)

事　　　業　　　内　　　容

村川　雅洋
（部会長）

第1部会
（当日試験官）

第1回委員会開催．事業計画の確認（スケジュール、分担）
　・初期臨床研修の検証
　・後期臨床研修での麻酔科選択者の志望理由・満足度調査
　・認定医・標榜医のための講習会内容とテキスト作成、運営マニュアル作成
　・実地試験のあり方検討・指導医のあり方と業務内容

備　　考

第4回委員会開催．事業の進捗確認、専門医試験の総括

5,447,600 -1,060,480昨年度との差異

旅費・交通費:90,000円
認定証:10,000円

インフラ整備・書籍費用：300,000
問題作成整備費用:700,000円
年間事務人件費:15,000,000円

2009年教育委員会年間事業計画・予算

　 第48回専門医試験 会告

第4回第1部会筆記試験問題作成部会（専門医）開催．筆記新作問題既出問題選定．

333,280

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

他必要経費

4,600,000

リフレッシャーコース関連費
　補助人件費:300,000円

　テキスト印刷費用:1,500,000円

第2回委員会開催．事業の進捗確認、第9回リフレッシャーコース内容検討開始

　（第56回学術集会時）
　・第8回リフレッシャーコース開催

旅費・交通費:73,320円
会議費:10,000円

旅費・交通費:73,320円
会議費:10,000円

第2回認定制度見直しワーキンググループ開催．専門医のあり方について検討
旅費・交通費:73,320円
会議費:10,000円

第3回認定制度見直しワーキンググループ開催．指導医のあり方について検討
旅費・交通費:73,320円
会議費:10,000円

第4回認定制度見直しワーキンググループ開催．新認定制度の策定

第1回認定制度見直しワーキンググループ開催．認定制度の問題点の確認

昨年度との差異

40,000



2009年7月1日

2009年7月24日 90,000 10,000

2009年7月30日

2009年8月17日

2009年8月31日

2009年9月1日

2009年10月1日～3日 11,900,000 4,500,000

2009年10月16日 130,000

2009年10月23日 90,000 10,000

2009年10月31日

2009年11月30日 650,000

2009年12月18日 300,000

2009年12月22日 300,000

2010年1月15日

2010年1月22日 90,000 10,000

2010年2月12日 450,000

2010年2月26日 300,000

2010年3月19日 450,000

2010年3月26日 300,000

計 15,110,000

試験問題データベース検討WG 予　算 他必要経費

2009年4月23日 20,170,000

2009年6月26日 170,000

2009年8月27日 170,000

2009年12月17日 170,000

計 510,000

　産科麻酔領域ワーキンググループ 予　算 他必要経費

2009年5月 100,000 0

2009年8月

2009年12月
第3回部会開催．
・母体死亡症例検討

未確定

計 100,000

　小児麻酔領域ワーキンググループ 予　算 他必要経費

2009年4月 100,000

2009年7月
アンケート・
発送費

150,000

2009年9月 50,000 未確定

2010年1月
第３回部会開催．次
年度事業計画および
予算提出、小児麻酔

96,560

計 246,560

　心臓麻酔領域ワーキンググループ 予　算 他必要経費

2009年5月24日 100,000

2009年7月19日 100,000

2009年9月10日 100,000
ガイドライン
作成費

100,000

計 300,000

合計 400,000 昨年度との差異 260,000

396,560 昨年度との差異 150,000

94,087,440

100,000

経食道心エコー講習会開催時(会議費　心エ
コー図学会からの招聘)

100,000 昨年度との差異 70,000

150,000

備　　考

未確定・後日変更

備　　考

第56回学術集会開催時

日本産科麻酔学会開催時の会場費、委員以
外への交通費

0

昨年度との差異20,680,000

昨年度との差異 34,670,000

開催費:170,000円
システム開発費10,000,000円（暫定）
年間事務人件費:10,000,000円

20,170,000

合計

51,620,000

66,730,000

事　　　業　　　内　　　容

心臓血管麻酔学会開催時(心臓外科医などの
他部門の先生の旅費)・ガイドライン作成費
100,000円（概算）

小児麻酔学会開催時の会場費

第4回試験問題データベース検討ワーキンググループ開催

第2回部会開催
心臓外科、循環器内科、看護師からみた麻酔医の必須知識、心エコー図学会との連携、保険収載との関連ガイドライン作製

備　　考

第56回学術集会時( 医療安全、体外循環技術
認定技師の先生の旅費)

事　　　業　　　内　　　容

合計

合計

備　　考

第2回試験問題データベース検討ワーキンググループ開催

　 麻酔科認定医更新申請，認定病院更新申請，専門医更新，指導医更新申請 受付開始

　 2009年度認定医更新申請，認定病院更新申請，専門医更新申請，指導医更新申請 受付締切

第１回試験問題データベース検討ワーキンググループ開催

発送通信費

　 第48回専門医試験合格発表・登録料請求.

第3部会開催　第3回認定医・認定病院審査

　 指導医新規申請 受付開始

　 第47回専門医試験受験票および案内配布

第2部会開催指導医更新 審査終了．合格施設発表・登録料請求．

　 指導医新規申請 受付締切

第1部会（専門医）開催．2009年度専門医更新審査．合格者発表・登録料請求．

第48回専門医試験実施．第１部会開催、口頭実技試験結果協議

第2部会開催指導医新規 審査終了．合格者発表・登録料請求．

 　2009年度認定医更新，認定施設更新書類 審査終了．合格施設発表・登録料請求．

第３部会開催　第2回認定医新規・認定病院新規審査

総計

第2回第１部会口頭・実技試験問題作成部会（専門医）開催．

第3部会開催　第4回認定医・認定病院審査

第1回第1部会筆記試験問題作成部会（専門医）開催．

第1回第１部会口頭・実技試験問題作成部会（専門医）開催．

第2回第1部会筆記試験問題作成部会（専門医）開催．

合計

第3回試験問題データベース検討ワーキンググループ開催

第１回部会開催．
麻酔科専門医の心臓麻酔における必須知識のガイドラインについて
麻酔学会教育ガイドラインとの整合性（体外循環技術認定技師との連関）
医療安全からみた心臓麻酔

第３回部会開催．
麻酔専門医におけるTEEおよび心エコーの教育方法

認定施設更新認定証

試験実施宿泊費:2,400,000円
試験当日旅費・交通費:5,000,000円
試験実施器具代:3,000,000円
人件費、印刷、採点費等:1,500,000円
会場費:4,500,000円

旅費・交通費:90,000円
認定証:10,000円

旅費・交通費:90,000円
認定証:10,000円

発送通信費

　 専門医新規申請書 審査終了

旅費・交通費:90,000円
認定証:10,000円

第１回部会開催．アンケートに基づいた小児麻酔研修・教育可能病院のリストアップと検討。

小児麻酔の研修・教育環境へ向けてのアンケート実施

第2回部会開催．小児麻酔の研修・教育環境へ向けてのアンケート集計、解析について

事　　　業　　　内　　　容

第１回部会開催．
・前年度活動総括
・偶発症例調査結果解析
・分娩取扱い施設アンケート実施要領策定

第2回部会開催．
上半期活動総括，長期的方針

事　　　業　　　内　　　容



安　全　委　員　会
横田美幸
（委員長）

坂本 篤裕
（副委員長）

入田 和男 白石 義人 澤　智博
中馬理一郎
（前委員長）

釘宮　豊城
(オブザーバー)

偶発症例（肺塞栓）WG
入田和男
（ＷＧ長）

津崎　晃一 中塚 秀輝 讃岐　美智義 瀬尾 憲正
中村 真湖

（アドバイザーバー）

麻酔機器•麻酔手技安全対策WG
坂本　篤裕
（ＷＧ長）

小松 徹 大下 修造 岸 義彦 細川 豊史 川真田 樹人

医薬品適正評価対策WG
白石 義人
（ＷＧ長）

中尾 三和子 後藤 隆久 奥田 泰久 北村 晶
古家　仁

（オブザーバー）

CCPワーキンググループ
横田　美幸
（ＷＧ長）

河本　昌志 中馬 理一郎 世良田　和幸 西脇　公俊

周術期情報管理システム検討ＷＧ
澤 智博
（ＷＧ長）

萩平 哲 鈴木 利保 落合 亮一 長田 理
比嘉 和夫

（オブザーバー）

安全委員会 旅費・会議費

2009年5月

2009年6月 160,740

2009年8月 160,740

2009年11月 73,500 未確定

2009年12月 160,740

2009年2月 160,740

716,460

合計 昨年度との差異

2009年5月

2009年6月 182,520

2009年9月 182,520

2009年10月 100,000

2009年11月 73,500

開封作業費：63,000
集計費用：500,000円
回収費用：50,000円
会場費：73,500円

686,500

73,500

麻酔誌別刷り配布：40000円
調査発送費：250,000円
調査回収費：150,000円
集計費：600,000円（偶発調査）
調査票印刷費：250,000円
会場費：73,500円

1,323,500

2009年1月 60,000

術後抗凝固法療法中の術後鎮痛法の
手引き印刷・発送費

150,000

計 572,040 2,260,000

合計 昨年度との差異

2009年5月 31,720

2009年7月 170,140

2009年9月 31,720

2009年10月 170,140

2009年11月 73,500

2010年1月 31,720 未確定

始業点検等に関するアンケート（概算）
調査発送費：300,000円
調査回収費：150,000円
集計費：50,000円
調査票印刷費：100,000円

600,000

計 508,940

合計 昨年度との差異

第４回偶発症例（肺塞栓）WG開催．肺塞栓アンケート200８論文の確認。調査200９の設計、発送について。
術後抗凝固法療法中の術後鎮痛法の手引き作成について。

日本臨床麻酔学会開催時アン
ケートの詳細未定ならびにアン
ケートの返送数によって予算が変
動するため、２００８年度の実績を
参考にして予算申請。集計費用
については、依頼を2008年度に
する為、見積書有り。

1,108,940

第６回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催.麻酔器の保守点検ガイドラインの作成方針確認、分担決定（昨年度継続議
案）。

アンケートの内容が未確定の為概
算となります。新ＷＧで内容確定
予定

1,013,780

日本臨床麻酔学会開催時の会場
費73500円

第5回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催. 中心静脈穿刺手技や管理に関する教育プログラムおよび指針の検討。Ｄ
ifficult airwayに関する指針（手引き）について

Ｄifficult airwayに関する指針（手
引き）について検討の際は、兵庫
医大の上濃善朗氏に参加依頼：
交通費１回１０４０円

第4回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催. 中心静脈穿刺手技や管理に関する教育プログラムおよび指針の検討。Ｄ
ifficult airwayに関する指針（手引き）について

第3回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催. 麻酔器の保守点検ガイドラインの作成方針確認、分担決定（昨年度継続
議案）。

600,000

3,500

内容が未確定の為、概算とし予
算申請

2,832,040 657,000

Ｄifficult airwayに関する指針（手
引き）について検討の際は、兵庫
医大の上濃善朗氏に参加依頼：
交通費１回１０４０円

Ｄifficult airwayに関する指針（手
引き）について検討の際は、兵庫
医大の上濃善朗氏に参加依頼：
交通費１回１０４０円

備　　考

２００９年度安全委員会年間事業計画・予算（案）

他必要経費 備　　考

第56回学術集会時

事業内容

第１回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

第4回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

第5回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

日本臨床麻酔学会開催時の会場
費

第2回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

第3回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

716,460

第1回偶発症例（肺塞栓）WG開催．偶発調査2008・肺塞栓アンケート200８の集計速報の検討、分担の決定．

計

第6回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

0

ASA渡航費補助（100,000円）

日本臨床麻酔学会開催時：
アンケートの詳細未定ならびにア
ンケートの返送数によって予算が
変動するため、２００８年度実績を
参考にしで予算申請。集計費用
については、依頼を2008年度に
する為、見積書有り。

第56回学術集会時

備　　考

第2回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催. 中心静脈穿刺手技や管理に関する教育プログラムおよび指針の検討。Ｄ
ifficult airwayに関する指針（手引き）について

第５回偶発症例（肺塞栓）WG開催．200９年度予算について、調査200９の設計。

　偶発症例（肺塞栓）ワーキンググループ 

偶発調査2008解析結果検証。術後抗凝固法療法中の術後鎮痛法の手引き作成について。

第３回偶発症例（肺塞栓）WG開催．2008年解析中間報告．2009年調査項目検討及び200９年度以降の調査準備．
下半期計画確認．術後抗凝固法療法中の術後鎮痛法の手引き作成について。

第1回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催．麻酔器の保守点検ガイドラインの作成方針確認、分担決定（昨年度継続
議案）。

　麻酔機器・手技安全対策ワーキンググループ 

第２回偶発症例（肺塞栓）WG開催．偶発調査2008・肺塞栓アンケート200８の集計速報の検討、今後の解析方法について

ASA発表

200８年解析結果報告．2009調査方法決定・最終確認．



2009年5月23日

2009年6月1日 100,000

2009年9月14日 100,000

2010年1月19日 100,000

360,000 ４月中に１回開催予定

① 医薬品適正使用ガイドラインの製作
費概算3,500,000（ＣＤ1000枚約25600
円。ＨＰアップ・原稿校正・メンテナンス
代約310万円、製本約１５万円）　②薬
物依存防止ポスター作成；200.000円
③薬物依存の調査として会議にオブ
ザーバーとして招いた場合。取締官１
回５万円・弁護士１回２万円×会議２回
＝14万円＋交通費5万円（交通費未確
定）④添付文書改定等に伴うアンケート
（突発的に起こった場合50万円

上記①，②に関わる発送費；各20.000
×2＝400,000円（認定病院へ発送する
偶発アンケート発送費を参考にした金
額です）

計 660,000

合計 昨年度との差異 3,885,000

CCPワーキンググループ

2009年5月 800,000

2009年5月

2009年9月 審査会 65,840

2009年11月 50,000

2009年12月 50,000

2009年1月 65,840

2009年2月 発送費（全会員約12000人へ発送） 1,670,000

2009年3月 150,000

計 1,181,680

合計

周術期情報管理システム検討WG

2009年6月24日 第1回WG開催. 提出必須項目の検討、企業とのすり合わせ 103,840 麻酔台帳システム経費 11,500,000
バージョンアッ

プ費用

2009年7月15日 第2回WG開催.　提出必須項目の検討、企業とのすり合わせ 103,840

2010年1月13日 第3回WG開催.　次年度継続事項の確認 103,840

計 計 311,520 11,500,000

合計

昨年度との差異 19,077,280

内容が未確定の為、昨年と同等
の予算申請

　

麻酔科学会に合わせての開催；医薬品適正使用ガイドラインの今後の改定方法の検討、
、キシロカイン添付文書改定の結果報告、薬物依存対策復帰プログラムの試案作成、その他

医薬品適応外使用の要望書の取りまとめ、添付文書に関する疑義取りまとめ、薬物依存対策復帰プログラムの試案作成、
その他、「東京」

第１回CCP WG開催、CCPのこれまでの活動について、配布パンフレット案、策定

備　　考

第2回CCP WG開催、今後の事業方針について

24,720,640

1,670,000

第4回CCP、ＩＡ、会員向広報紙作成案の検討

11,811,520

CCP実施、及びＩＡ集計

CCP実施、及びＩＡ集計

団体医師賠償責任保険
2008年度の実績で申請させて頂
きます。（封筒印刷・封入・発送
1,160,000円・510,000円

2,851,680

第3回CCP WG開催．報告書の検討

5,400,000

4,740,000

見積り有：①医薬品ガイドラインの
㈱ソフトナイン②薬物依存の㈱岡
山毎日広告社
見積り無：発送費（発送先数や重
さによって変動するため概算とし
て出しています。）

委員の旅費・交通費、印刷費（内
容未確定の為、2008年度と同等
の予算申請）

4,740,000

56回学術集会開催時

医薬品ガイドライン責任者小委員会2回分

医薬品適正使用ガイドラインの最終検討、薬物依存対策の今後の在り方検討、薬物依存対策復帰プログラムの試案作
成、
キシロカイン添付文書改定の状況説明、薬物依存に対する麻酔科学会の中の対応組織の整備の検討

　医薬品適正評価ワーキンググループ

次年度活動内容検討、予算案の立案、その他、薬物依存対策復帰プログラムの試案作成

56回学術集会開催時

備　　考



国際交流委員会
森田　茂穂
(委員長）

佐多　竹良
(副委員長)

照井　克生 大嶽　浩司 中川　智永子 市瀬　史 宮坂　勝之

国際交流委員会 旅費・会議費

2009年4月 209,040

2009年4月 100,000

2009年4月 2,300,000

2009年5月23日

2009年6月

2009年8月

2009年10月 99,483

2010年1月 209,040

4,200,000

計 418,080

昨年度との差異 3,119,483

日本臨床麻酔学会開催時（浜松）
朝食代\2887x9
会場費　\73,500

海外留学600,000円×2名
AACAスカラーシップ
200,000x15=3,000,000
アジア演者の補助費　（AACA共同）

第56回学術集会国際交流委員会企画開催

2009年海外留学補助金　AACAスカラーシップ補助金

上半期事業報告・下半期事業計画および予算提出．

第２回委員会開催,
上半期事業報告・下半期事業計画検討

会場費などの運営費用は、第56回
学術集会会計に計上

第56回学術集会開催時（神戸）

総　計 7,117,563

第３回委員会開催

第4回委員会開催.
2009年度事業報告・2010年度計画および予算案提出、国外名誉会員審査

6,699,483

２００９年度国際交流委員会年間事業計画・予算

他必要経費

5,000円×20画面

US$2.50×9200名×約\100

事　　　業　　　内　　　容

第１回委員会開催．
年間事業計画の確認（国際学会との交流、AACAとの協働など)

備　　考

WFSA2008年度会費

学会ホームページ英語版　更新費会費



関連領域検討交流委員会
秦　恒彦
（委員長）

星　邦彦
（副委員長）

井関 雅子 下山 直人
多田  恵一

（オブザーバー）

集中治療領域ワーキンググループ
星　邦彦
（ＷＧ長）

竹田 晋浩 貝沼 関志

ペインクリニック領域ワーキンググループ
井関　雅子
（ＷＧ長）

長櫓 巧 岡本 健一郎

緩和医療領域ワーキンググループ
下山　直人
（ＷＧ長）

橋口 さおり 吉澤 明孝

関連領域検討委員会　（東京） 旅費・会議費

2009年5月23日

2009年5月23日

2009年8月 164,860 委員の旅費・交通費

2009年8月

2009年10月 73,500

2009年1月

2009年2月

2009年2月 164,860 委員の旅費・交通費

計 403,220

合計 昨年度との差異 3,500

　集中治療ワーキンググループ （東京）

2009年5月

2009年11月 50,140

2010年2月 50,140

計 100,280

合計 昨年度との差異 0

2009年5月

2009年7月 73,500 未確定

2009年11月 73,500 未確定

2009年1月 83,500 旅費・交通費

アンケート印刷・発送
費・集計

150,000

計 230,500

合計 昨年度との差異 297,000

第1回部会開催．
麻酔科学会における集中治療教育ガイドラインの見直し

第2回部会開催．

第2回部会開催．実施アンケート調査の結果からの検討

第４回部会開催．日本ペインクリニック学会での日本麻酔科学会との連携について

0

常務理事会開催時次年度計画および予算提出・検討

第4回委員会開催．次年度計画および予算最終案作成．

日本臨床麻酔学会開催時の会場費

403,220

0

第3回委員会開催．

第2回委員会開催．各部会の進捗状況の確認．

下半期活動計画および予算提出、各事業上半期事業報告の確認

次年度計画及び予算案作成．

２００9年度関連領域検討委員会年間事業計画・予算

他必要経費 備考事　　　業　　　内　　　容

「麻酔科医の関連領域で直面する諸問題」シンポジウム

第1回委員会開催．各領域の懸案事項の確認． 第56回学術集会開催時

100,280

臨床麻酔学会開催時

第3回部会開始．次年度事業計画および予算提出

第３回部会開催．麻酔科学会におけるペインクリニックの教育マニュアル策定２
ペインクリニック学会の専門医試験との摺り合わせ：臨床編

　ペインクリニック領域ワーキンググループ （東京）

第１回部会開催．麻酔科学会におけるペインクリニックの教育マニュアル策定１
ペインクリニック学会の専門医試験との摺り合わせ：基礎編

委員の旅費・交通費

第56回学術集会開催時

委員の旅費・交通費

第56回学術集会開催時

日本ペインクリニック学会開催時

未確定・後日変更

150,000

380,500



　緩和医療領域ワーキンググループ （東京）

2009年5月

2009年11月 39,840

2010年2月 39,840

計 79,680

合計 昨年度との差異 0

昨年度との差異 -6,562,120総　計

第2回部会開催．麻酔科医が今後になっていかなければならない、研究テーマに関しての調査
について

第１回部会開催．緩和ケアチームにおける麻酔科医の役割に関する調査の継続（前回のアン
ケートの内容をうけて）

第３回部会開催．麻酔科医が今後になっていかなければならない、研究テーマに関しての調査
について

国立がんセンター中央病院にて・旅費・交通費

国立がんセンター中央病院にて・旅費・交通費

第56回学術集会開催時

963,680

0

79,680



岩崎　寛
（委員長）

足立　健彦
（副委員長）

比嘉　和夫 井上　聡己 塩川　泰啓

川村　隆枝 奥野　滋子 前川　信博

ホームページリニューアルワーキ
ンググループ

稲垣　喜三
（WG長）

国沢　卓之 井上　荘一郎 垣花　学 坪川　恒久

広　報　委　員　会 旅費・会議費

2009年4月 2,000,000 5万部

1,980,000

2009年4月 120,000

2009年4月30日

2009年5月 543,105

2009年5月31日 375,000

2009年6月4日

2009年7月

2009年6月14日 325,000

543,105

120,000

2,000,000 5万部

2009年9月

2009年10月 2,400,000

2009年10月 120,000

2009年10月7日～8日

2009年10月27日 543,105

2009年11月25日

120,000

2010年1月31日 543,105

2010年2月25日

計 480,000

合計 昨年度との差異 4,242,820

ホームページリニューアルワーキンググループ 予　算

2009年5月 0

2009年6月 216,680

2009年7月 216,680

2009年8月 216,680

1,000,000

計 650,040

合計 昨年度との差異 1,650,040

昨年度との差異 5,892,860

ニューズレターVol.17-No.3最終校正．Vol.17-No.4企画

ニューズレターVol.17-No.1最終校正．Vol.17-No.2企画

1,650,040

1,000,000

第2回WG会議開催

11,252,420

11,732,420

ニューズレターVol.17-No.2原稿締切

後期セミナー参加　(大阪)

ニューズレターVol.17-No.3発刊

総　計

デザイン費用、ログ調査費用

事　　　業　　　内　　　容

第1回WG会議開催

第3回WG会議開催

第4回WG会議開催　最終コンテンツチェック

旅費交通費　50,000円、ポスター等印刷費(200部)
10,000円　会場ブース 315,000

第56回学術集会開催時（神戸）

13,382,460

神戸開催

11,000部

広報調査実施

ニューズレターVol.17-No.2最終校正．Vol.17-No.3企画

11,000部ニューズレターVol.17-No.2発刊

第1回委員会開催

2010年1月 第4回委員会開催．
次年度計画および予算作成 および日程決定．．次年度
事業計画

11,000部

6万部

ニューズレターVol.17-No.1原稿締切

ニューズレターVol.16-No.4発刊

「麻酔のしおり」印刷

2009年7月

ニューズレターVol.16-No.4最終校正．Vol.16-No.1企画

第3回委員会開催 神戸開催

ニューズレターVol.16-No.4原稿締切

「麻酔のしおり」　印刷

第2回委員会開催

後期セミナー参加　(東京)

ニューズレターVol.17-No.3原稿締切

備　　考

ニューズレターVol.17-No.1発刊

11,000部

会場費315,000円
ポスター等印刷(200部) 10,000円

２００９年度広報委員会年間事業計画・予算

広　報　委　員　会

「麻酔のしおり」　印刷

事　　　業　　　内　　　容 備　　考他必要経費



瀬尾 憲正 谷川 攻一 中川 隆 清水 直樹 谷口 巧

武田 吉正
野ノ木 宏
（非会員）

坂本　哲也
（非会員）

石見　拓
（非会員）

ＥＣＣ講習会支部担当責任者部
会

田勢 長一郎
（部会長）

今泉 均
（北海道）

伊関 憲
（東北）

境田 康二
（関東甲信

越）

間渕 則文
（東海中部）

池下 和敏
（近畿）

石川 雅巳
（中国四国）

漢那 朝雄
（九州）

救急・心肺蘇生法検討者委員会　 旅費・会議費

2009年6月 500,000

2009年7月 500,000

2009年9月 500,000

2009年10月 500,000

2009年11月 500,000

2009年2月 500,000

1,543,020

合計 昨年度との差異

ＥＣＣ講習会支部担当責任者部会

北海道・東北支部

600,000

342,000

関東・甲信越支部

600,000

342,000

東京支部

600,000

342,000

東海・北陸支部

600,000

342,000

関西支部

600,000

342,000

中国・四国支部

600,000

342,000

九州支部

600,000

342,000

総計 昨年度との差異

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

11,137,020

合 計

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

6,594,000

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

２００9年度救急心肺蘇生法検討委員会年間事業計画・予算

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

救急・心肺蘇生法検討委員会 多田 恵一 田勢 長一郎

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備考

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

第一回会議 　AHA-ACLS受講必須化にむけての運用について

第三回会議　　AHA-ACLS受講必須化にむけての運用について・ITC設立に向けて

ハートシム年間リース費用支払い

第二回会議　　AHA-ACLS受講必須化にむけての運用について・ITC設立に向けて

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

4,543,020

第四回会議　　AHA-ACLS受講必須化にむけての運用について・ITC設立に向けて

第五回会議　AHA-ACLS受講必須化にむけての運用について・ITC設立に向けて

第六回会議　次年度事業計画・予算について

ハートシムリース費用128,585円/月×12ヶ月分

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）



麻酔博物館企画委員会（東京）
武田　純三
（委員長）

菊地　博達 釘宮　豊城 尾原　秀史 足立　健彦

旅費・会議費

2009年4月 83,700

2009年5月21日 738,569

2009年5月 51,466,836

2009年5月 運営費用 19,818,080

2009年8月 83,700

2010年1月 83,700

計 251,100

昨年度との差異 67,856,085総　計

他必要経費

72,274,585

第3回委員会開催　次年度予算作成　グランドオープン活動計画

麻酔博物館開館式典

設立費用

72,023,485

２００９年度麻酔博物館企画委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

第1回委員会開催

※別紙予算案

第2回委員会開催　　下半期活動計画および予算提出

会場費\138,569
ケータリング費用\500,000
山村先生　交通費他\100,000

※別紙予算案



槇田　浩史
(委員長)

森本　裕二 田上　恵 土田　英昭 南　敏明 河本　昌志

佐多　竹良

支部管理委員会 予　算 備　　考

2009年4月

2009年7月

200９年7月下旬

2009年8月 第2回理事会開催時

2009年10月

200９年10月下旬

2009年11月

2009年12月

2009年1月

2010年1月下旬

2010年1月

2010年2月中旬

2010年2月

2010年3月中旬

2010年2月

2010年3月

計 361,740 旅費交通費

361,740

第2回支部管理委員会開催．支部事務局運営協議

２００９年度支部委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容

支部200８年度決算提出期限.連結決算書作成開始

支部第1四半期決算提出期限

支部管理委員会

第2回財務委員会開催．支部2009年度第1四半期決算書審査

第1回支部管理委員会開催．支部事務局運営協議

支部上半期決算提出期限

第3回財務委員会開催．支部2009年度上半期決算書審査

支部2010年度予算書提出期限

支部第3四半期決算提出期限

第4回財務委員会開催．支部第3四半期決算審査

第10回常務理事会開催・2010年度予算提出・検討

第5回財務委員会開催．2010年度最終予算案作成．

第11回常務理事会開催・2010年度予算確定

第6回財務委員会開催．2010年度最終予算確認

第2回支部管理委員会開催．支部事務局運営協議

第4回理事会開催.2010年度最終予算提出

総　計
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事業内容 2009年度（2009.4.1～2010.3.31） 備考

学術集会、学術講演等の開催 1.　支部代議員会

　１）日　時：2009年5月21日（木）

　　　場　所：神戸ポートピアホテル

　２）日　時：2009年9月25日（金）

　　　場　所：長野県松本文化会館

2.支部運営委員会

　１）日　時：2009年5月21日（木）

　　　場　所：神戸ポートピアホテル

　２）日　時：2009年9月25日（金）

　　　場　所：長野県松本文化会館

　３）日　時：2009年12月

　　　場　所：東京

　４）日　時：2010年2月

　　　場　所：東京

3.　年次学術集会

　　　会長名：宮坂　勝之　（長野県立こども病院）

　　　日　時：2009年9月26日（土）

　　　場　所：長野県松本文化会館

　　　予定参加数：700名(東京・関東甲信越合計）

　　　テーマ：安心して麻酔を行える環境をめざして

4.　ＡＣＬＳ講習会（1回）　（別の委員会で運用予定） 別の委員会で運用予定

　    日　時：検討中

      場　所：未定

5.　ＢＬＳ講習会（1回）　　（別の委員会で運用予定）

　　　日　時：検討中

　　　場　所：未定

学会誌、その他の刊行物の発行 1.　学会誌の発行　　　　　　　　なし　　　　　

2.　会員名簿の発行　　　　　　　なし

3.　学術集会抄録集の発行　　　　あり　部数：2260部

4.　ニュースレター等の発行　　　なし

5.　年報等の発行　　　　　　　　なし

学会認定医等の認定 1.  認定医の資格試験の実施　　 　なし

2.  認定医の資格更新審査　　　　 なし

研究の奨励および研究業績等の表彰 　　　　　　なし

研究および調査の実施 　　　　　　なし

関連学会との連携および協力 東京麻酔専門医会リフレッシャーセミナー開催補助

各県での研究会開催補助

国際的な研究協力の推進 　　　　　　なし

普及啓発活動 1.  市民公開講座開催

　　　日　時：2009年9月26日（土）

　　　場　所：長野県松本文化会館

　　　予定参加数：200名　（含　東京支部）

　　　テーマ：未定

2. ホームページの充実

その他目的を達成するために必要な事業 BLS講習会参加の推進と補助、アンケート実施

2009年度　関東・甲信越支部　年間事業計画



事業内容 2009年度（2009.4.1～2010.3.31）

学術集会、学術講演等の開催 1.　支部代議員会

　１）日　時：2009年5月21日（木）

　　　場　所：神戸ポートピアホテル

　２）日　時：2009年9月25日（金）

　　　場　所：長野県松本文化会館

2.支部運営委員会

　１）日　時：2009年5月21日（木）

　　　場　所：神戸ポートピアホテル

　２）日　時：2009年9月25日（金）

　　　場　所：長野県松本文化会館

　３）日　時：2009年12月

　　　場　所：東京

　４）日　時：2010年2月

　　　場　所：東京

3.　年次学術集会

　　　会長名：宮坂　勝之　（長野県立こども病院）

　　　日　時：2009年9月26日（土）

　　　場　所：長野県松本文化会館

　　　予定参加数：700名(東京・関東甲信越合計）

　　　テーマ：安心して麻酔を行える環境をめざして

4.　ＡＣＬＳ講習会（1回）　（別の委員会で運用）

　    日　時：検討中

      場　所：未定

5.　ＢＬＳ講習会（1回）　　（別の委員会で運用）

　　　日　時：検討中

　　　場　所：未定

学会誌、その他の刊行物の発行 1.　学会誌の発行　　　　　　　　なし　　　　　

2.　会員名簿の発行　　　　　　　なし

3.　学術集会抄録集の発行　　　　あり　部数：2260部

4.　ニュースレター等の発行　　　なし

5.　年報等の発行　　　　　　　　なし

学会認定医等の認定 1.  認定医の資格試験の実施　　 　なし

2.  認定医の資格更新審査　　　　 なし

研究の奨励および研究業績等の表彰 　　　　　　なし

研究および調査の実施 　　　　　　なし

関連学会との連携および協力 東京麻酔専門医会リフレッシャーセミナー開催補助

各県での研究会開催補助

国際的な研究協力の推進 　　　　　　なし

普及啓発活動 1.  市民公開講座開催

　　　日　時：2009年9月26日（土）

　　　場　所：長野県松本文化会館

　　　予定参加数：200名　（含　東京支部）

　　　テーマ：未定

2. ホームページの充実

その他目的を達成するために必要な事業 BLS講習会参加の推進と補助、アンケート実施

2009年度　東京支部　年間事業計画



事業内容 2009年度（2009.4.1～2010.3.31）

学術集会、学術講演等の開催 1.　支部代議員会

　１）日　時：2009年5月21日（木）

　　　場　所：神戸ポートピアホテル

　２）日　時：2009年9月5日（土）

　　　場　所：名古屋

2.支部運営委員会

　１）日　時：2009年5月21日（木）

　　　場　所：神戸ポートピアホテル

　２）日　時：2009年9月5日（土）

　　　場　所：名古屋

　３）日　時：2009年12月

　　　場　所：名古屋

　４）日　時：2010年2月

　　　場　所：名古屋

3.　年次学術集会

　　　会長名：小久保　荘太郎　（聖隷浜松病院）

　２）日　時：2009年9月5日（土）

　　　場　所：名古屋

4.　ＡＣＬＳ講習会(年２回）　（別の委員会で運用） 新委員会で運営

　　　　　日　時：2009年　未定

　　　　　場　所：未定

　　　　　日　時：2009年　未定

　　　　　場　所：未定

5.　ＢＬＳ講習会(年２回）　　（別の委員会で運用）

　　　　　日　時：2009年　未定

　　　　　場　所：未定

　　　　　日　時：2009年　未定

　　　　　場　所：未定

学会誌、その他の刊行物の発行 1.　学会誌の発行　　　　　      なし　　　　　　　　

2.　会員名簿の発行　　　　　　　なし　　

3.　学術集会抄録集の発行　　　　あり

            第7回学術集会　　　500部

4.　ニュースレター等の発行　　　なし　

5.　年報等の発行　　　　　　　　なし　　　

学会認定医等の認定 1.  認定医の資格試験の実施　　　 なし

2.  認定医の資格更新審査　　　　 なし

研究の奨励および研究業績等の表彰 　　　　なし

研究および調査の実施 　　　　なし　　

関連学会との連携および協力 　　　  なし　　

国際的な研究協力の推進 　　　　なし　　

普及啓発活動 1． 市民公開講座

　　　日　時：2009年9月5日（土）

　　　場　所：浜松

その他目的を達成するために必要な事業 　　    なし

2009年度　東海・北陸支部　年間事業計画



事業内容 2009年度（2009.4.1～2010.3.31）

1.　支部代議員会

　1）日　時：2009年5月9日（マンスリー時）

　　　場　所：大阪駅前第2ビル4階キャンパスポート大阪

　2）日　時：2009年9月5日（土）

　　　場　所：大阪国際交流センター

　3）日　時：2010年2月13日（マンスリー時）

　　　場　所：未定

2.支部運営委員会

　1）日　時：2009年5月

　　　場　所：

　2）日　時：2009年8月

　　　場　所：未定

　3）日　時：2010年2月

　　　場　所：

2.　年次学術集会

　　  会  長：西和田　誠（天理よろづ相談所病院)

　　　日　時：2009年9月5日（土）

　　　場　所：大阪国際交流センター

3.　学術講演

　　日時：2009年11月14日（マンスリー時）

    場所：未定

4.　症例検討会（マンスリー）

　　日時: 2009年5月9日 場所：大阪駅前第2ビル4階キャンパスポート大阪

　　日時：2009年11月14日　　場所：未定

　　日時：2010年2月13日  　 場所：未定

5． AHA－BLSコース    （別の委員会で運用）

　　※日時，場所共に未定／年2回予定

6.　AHA－ACLSコース   （別の委員会で運用）

　　※日時，場所共に未定／年2回予定

1.　学会誌の発行　　　　　　　　なし　　　　　

2.　会員名簿の発行　　　　　　　なし

3.　学術集会抄録集の発行　　　　あり

4.　ニュースレター等の発行　　　あり

　　　　「近畿麻酔科医界」　2009年7月・2010年1月

5.　年報等の発行　　　　　　　　なし

1.  認定医の資格試験の実施　　 　なし

2.  認定医の資格更新審査　　　　 なし

研究の奨励および研究業績等の表彰 1.　学会賞  あり　　　

研究および調査の実施 　　　　　　なし

関連学会との連携および協力 　　　　　　なし

国際的な研究協力の推進 　　　　　　なし

1.  市民公開講座

　　　日　時：2009年9月5日（土）

　　　場　所：大阪国際交流センター

　　  会  長：西和田　誠（天理よろづ相談所病院)

その他目的を達成するために必要な事業 　　　　　　なし

普及啓発活動

2009年度　関西支部　年間事業計画

学術集会、学術講演等の開催

学会誌、その他の刊行物の発行

学会認定医等の認定








