
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
当常務理事）

岩崎　寛
　（広報・倫理担
当常務理事）

多田　恵一
（安全・交流担
当常務理事）

増田　純一
（事務局長・財
務担当理事）

村川　雅洋 武田　純三 森田　茂穂

瀬尾　勝弘 横田　美幸 秦　恒彦 森本　裕二 田上　惠 槇田　浩史 土田　英昭 南　敏明

河本昌志 佐多　竹良 足立　健彦
花岡　一雄
（監事）

眞下　節
（監事）

常　務　理　事　会
森田　潔
（理事長）

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
当常務理事）

岩崎　寛
　（広報・倫理担
当常務理事）

多田　恵一
（安全・交流担
当常務理事）

増田　純一
（事務局長・財
務担当理事）

理　事　会(神戸) 旅費・会議費

2010年5月22日 722,870

2010年8月21日 722,870

2010年11月27日 722,870

2011年3月26日 722,870

計 2,891,480

合計
昨年度との
差異

1,011,800

常務理事会（東京・神戸）

2010年4月16日 260,540

2010年5月21日 157,320

2010年6月25日 260,540

2010年7月30日 362,340

2010年8月20日 157,320

2010年9月24日 362,340

2010年10月22日 352,340

2010年11月26日 157,320

2010年12月24日 260,540

2011年1月28日 362,340

2011年2月25日 362,340

2011年3月25日 157,320

3,212,600

合計
昨年度との
差異

340,000

昨年度との
差異

1,351,800

第１回理事会開催．庶務報告．協議事項検討．総会議題確認．

２０１０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

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．

TV会議

第5回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．
TV会議（翌日神戸理
事会のため）

TV会議

TV会議（翌日神戸理
事会のため）

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．

TV会議（翌日神戸理
事会のため）

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

TV会議

第6回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

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

2,891,480

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．

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．2011年度事業計画
および予算協議．

0

3,212,600

6,104,080

第7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．

TV会議

第5回（拡大）常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．2011年度事業計画
および予算最終協議

TV会議

TV会議（翌日神戸理
事会のため）



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
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
（オブザー

バー）
木 山 秀 哉 角 倉 弘 行 片 山 正 夫 菊地京子 土蔵愛子

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 宏

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）

渡海　裕文 植木　隆介 田中　克明

総　務　委　員　会（東京） 旅費・会議費

2010年5月15日 196,090 渉外交通費等 2,400,000

2010年8月7日 196,090

2010年8月14日

2010年11月6日 196,090

2011年12月

2011年12月24日

2011年2月19日 196,090

計 784,360

合計 昨年度との差異 456,040

麻酔科医適正配置プロジェクト

2010年5月 180,140

2010年8月 0 250,000

2010年11月 0

2011年1月 0

180,140

合計 昨年度との差異 80540

社会保険プロジェクト

2010年5月 0 メーリングリスト利用

2010年6月 0

2010年7月 46,670

2010年8月 第3回WG開催.　要望項目の検討 0 メーリングリスト利用

2011年1月 0 メーリングリスト利用

計 46,670

合計 昨年度との差異 -929,130

周術期管理チームプロジェクト 旅費・会議費 備考

2010年4月 第1回WG開催. 編集会議 28,790

2010年6月3日 第2回WG開催. 周術期フォーラム開催（外科、看護師等参加）教育内容の検討・編集会 0

2010年11月末日 第3回WG開催. 教育内容の検討・編集会議 28,790
教科書編集・
印刷・郵送費

7,000,000

2010年12月15日 第4回WG開催. self assessment test (SAT) の編集作業　　次年度継続事項の確認 28,790

2011年1月15日 第5回WG開催 self assessment test (SAT) の編集作業 28,790

2011年3月15日 第6回WG開催 self assessment test (SAT) の編集作業 28,790

計 143,950

合計 昨年度との差異 4,794,850

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

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

計

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

430,140

250,000

第2回開催　アンケート結果による検討

次年度計画及び予算案作成．

第6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回開催　プロジェクトの活動について

次年度計画および予算検討．

下半期事業計画および予算提出

２０１０年度総務委員会年間事業計画・予算

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

第3回委員会開催．

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費

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

備　　考

3,184,360

2,400,000

0

他必要経費

57回学術集会
開催時

アンケート費用1000部（認定病
院向）

7,000,000

7,143,950

46,670
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公益法人化プロジェクト

2010年4月9日 107,390 弁護士 15,000

2010年5月12日 107,390 弁護士 15,000

2010年7月9日 107,390 弁護士 15,000

2010年9月17日 107,390 弁護士 15,000

2010年11月19日 107,390 弁護士 15,000

2011年1月14日 107,390 弁護士 15,000 弁護士　15,000　万×　6　回

計 644,340 弁護士費用を委員会負担に

合計 昨年度との差異 572,340

選挙管理委員会（神戸）

2010年4月6日 本年度代議員選挙人確定ならびに名簿作成、配布 印刷費 400,000

2010年5月14日 第１回代議員選挙管理委員会開催．選挙日程および選挙方法確認 41,900

2010年6月18日 異議申請締切・審査および所属選挙区確定．

2010年6月25日 立候補受付開始． ハガキ案内 511,100 ＠50×会員数

2010年7月17日 立候補締切・審査および立候補者確定．

2010年8月6日 投票開始（立候補者名簿および投票用紙配布） 郵送費 2,759,940 ＠270×会員数

2010年8月29日 投票締切 郵送費 2,759,940 ＠270×会員数

2010年9月4日 第２回代議員選挙管理委員会開催．開票．理事長報告、会員通知 41,900

2010年9月18日 第１回理事選挙管理員会開催．選挙日程および選挙方法確認． 41,900

2010年9月24日 理事選挙施行会告および理事立候補受付開始（地区・全国同時）

2010年10月12日 立候補締切・審査および立候補者確定．

2010年10月18日 地区理事投票開始（立候補者名簿および投票用紙配布） 郵送費 42,000 ＠140×代議員数

2010年11月9日 地区理事投票締切

2010年11月12日 第２回理事選挙管理委員会開催．開票．理事長報告 41,900

2010年11月22日 全国理事投票開始（立候補者名簿および投票用紙配布） 郵送費 42,000 ＠140×代議員数

2010年11月30日 全国理事投票締切

2010年12月3日 第３回理事選挙管理委員会開催．開票．理事長報告 13,980

2010年12月6日 理事長予備選挙開始（候補者名簿→新理事および投票用紙配布） 郵送費 42,000 ＠140×代議員数

2010年12月17日 理事長予備選挙投票締切

2010年12月20日 第４回理事選挙管理委員会開催．開票．理事長報告． 13,980

2011年1月14日 第１回監事選挙管理委員会および第１回副会長選挙管理委員会開催．選挙日程および 13,980

2011年1月21日 監事選挙・副会長選挙施行会告および立候補受付開始

2011年1月28日 立候補締切・審査および立候補者確定．

2011年2月4日 監事選挙および副会長選挙開始（候補者名簿および投票用紙配布） 郵送費 42,000 ＠140×代議員数

2011年2月15日 監事選挙および副会長選挙投票締切

2011年2月15日 第２回監事選挙管理委員会および第２回副会長選挙管理委員会開催．開票．理事長報 13,980

計 223,520 選挙開催年度の為

合計 昨年度との差異 1,653,740

総計

第6回部会開始．次年度事業計画および予算提出

第1回部会開催．定款、細則の改定について

第2回部会開催．定款、細則の改定について．

第5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回部会開催．定款、細則の改定について

18,361,960

734,340

90,000

6,598,980

6,822,500



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

 

財　務　委　員　会 旅費・会議費

2010年4月中旬

2010年4月 94,800

2010年７月 0

2010年8月

2010年8月 61,420

2010年8月21日

2010年9月 0

2010年10月下旬 94,800

2010年11月 61,420

2010年11月27日

2010年12月 61,420

2010年12月24日

2011年1月

2011年1月下旬 61,420

2010年1月28日

2011年2月 61,420

2011年2月25日

2011年3月中旬 61,420

2011年3月26日

計 558,120 開催回数増加の為

昨年度との差異 5,880

0

総　計 558,120

第4回理事会開催.2011年度最終予算提出

第9回委員会開催．2010年度1月決算確認
2011年度最終予算案作成．

第9回委員会開催．2010年度2月決算確認
2011年度最終予算確認

第4回拡大常務理事会開催・2011年度第2次予算提出･検討

第6回常務理事会開催.2011年度事業計画･予算検討

第４回委員会開催

第3四半期決算提出期限

第5回拡大常務理事会開催・2011年度第最終予算書提出･検討

第7回委員会開催.2010年度11月決算確認.
2011年度第1次事業計画.予算書作成開始.

第6回委員会開催.2010年度10月決算確認

第3回理事会開催・上半期決算報告

第8回委員会開催．2011年度第2次予算案作成．
2010年度第3四半期決算審査．
2011年度第2次事業計画．予算書作成開始．

第3回委員会開催.2010年度7月決算確認.
2010年度下半期事業計画・予算確認

第４回常務理事会開催・2010年度下半期活動計画および予算提
出・検討

第5回委員会開催．2010年度上半期決算確認．収支状況検証 監事含む

２０10年度財務委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 備　　考他必要経費

各委員会より2009年度下半期予算書提出・予算案作成開始

2009年度決算書作成開始

監事含む第1回委員会開催．2009年度決算最終確認.会計監査

第2回委員会開催．2010年度第1四半期決算書審査



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
岩崎　寛

（担当常務理
事）

倫理委員会 (東京) 旅費・会議費

2010年6月 0

2010年10月 222,370

2011年1月 222,370

小笠原弁護士、
招聘費

30,000
１万５千円×2

回

計 444,740 30,000

昨年度との差異 -112,370

備　　考

２０10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、第57回学術集会開催時（福岡）
女性を取り巻く問題について検討
倫理教育の検討、2011年度第58回学術集会、倫理委員会企画の検討

第2回委員会開催．
倫理教育の検討．
第58回学術集会委員会企画の提出．

他必要経費

474,740

第3回委員会開催．次年度事業計画・予算の提出

総　計



利　益　相　反　委　員
会

槇田　浩史
（委員長）

山田　芳嗣
（担当常務理事）

武田　純三 土肥　修司
小笠原　彩子
（外部委員）

利益相反委員会 旅費・会議費

2010年4月 84,220

2010年9月 84,220

2010年11月上旬
～

2010年11月下旬

2011年1月

小笠原弁護士招聘費
会議2回分

30,000 1.5万円×2回

計 168,440

昨年度との差異 -198,440

平成22年度厚生労働省科学研究費公募開始

次年度計画及び予算提出・検討

総　計

30,000

備　　考

2010年度利益相反委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容

第1回利益相反委員会開催、学会、理事等におけるCOIの検討

第2回利益相反委員会開催
厚生労働省科学研究費公募申請に備え、学会COI規定の広報．
※COI申告書の審査会議

他必要経費



学 術 集 会 実 行 委 員 会
武田　純三
（委員長）

古家　仁
（副委員長）

森田　茂穂
（副委員長）

稲田　英一 土田英昭 上村　裕一 森崎　浩 井上　聡己 祖父江　和哉 槇田　徹次
照井　克生

増田　純一
（オブザーバー）

学術集会企画専門部会
土田英昭
(部会長)

惣谷　昌夫 加藤　正人 木内　恵子 川人伸次 五藤　恵次 松本　美志也 奥富 斉藤　洋司 丸藤　哲 稲垣　喜三 山蔭　道明

SOAP　Joint　Meeting
専門部会

照井　克生
（部会長）

上山　博史 大島　正行 奥富　俊之 角倉　弘行 加藤　理絵 天野　完
増田　純一

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

学術集会実行委員会 旅費・会議費

第58回学術集会実行委員会

2010年5月 1,194,950

2010年6月 0

2010年9月 165,180

2010年10月 500,000

2010年11月 55,700

2011年1月 165,180 (TV会議）

230,000

小計 886,060 1,424,950

第59回学術集会実行委員会

2011年2月 165,180 (TV会議）

2011年3月 165,180 (TV会議）

小計 330,360 0

計 1,216,420

合計 昨年度との差異 -39,641,034

57回学術集会企画専門部会

2010年4月 320,980

2010年5月 1,535,920

2010年6月 0

2010年9月 320,980

2010年11月1日

2010年11月 55,700

2011年1月 716,800

計 2,950,380

合計 昨年度との差異 -2,334,136

学術集会運営専門部会

2010年4月 138,920

2010年5月 138,920

計 277,840

合計 -574,040

SOAP Joint Meeting 専門部会

2010年4月 9,820

210,000 1500部

150,000

2010年6月 0

2010年10月 9,820

2011年2月 9,820

計 29,460

合計 -462,420

昨年度との差異 -42,159,750

277,840

2,950,380

0

分野別プログラムWG

第2回部会開催　プログラム検討

日本臨床麻酔学会開催時（徳島）
会場費：\21,100
朝食代\2,310×12
事務局旅費1名分　\6,880

一般演題募集開始

第4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

第３回部会開催

第２回部会開催

第３回委員会開催

第１回部会開催　　プログラム検討

第２回委員会開催　プログラム検討

第４回委員会開催
次年度計画および予算作成

ASA運営視察

分野別プログラムWG

参考：4月HIS往復価格約１０万

日本臨床麻酔学会開催時（徳島）
会場費：\21,100
朝食代\2,310×12
事務局旅費1名分　\6,880

2,641,370

(TV会議）

発送物：ポスター,趣意書
発送先：認定病院.企業

発送通信費

第６回委員会開催

1,424,950

2010年度学術集会実行委員会年間事業計画・予算(案）

第１回委員会開催　下半期活動計画および予算検討 学術集会開催時（博多）

他必要経費事　　　業　　　内　　　容 備　　考

デザイン　\515,000.-
ポスター（1500枚）　\210,000.-
チラシ（2000枚）　　\157,500.-
レターヘッド（3000枚）　\79,200.-
角2封筒（4000枚）　\132,000.-
洋0封筒（3000枚）　\101,250

第58回学術集会チラシ・ポスター・レターヘッド・封筒制作費

発送通信費

(TV会議）

第５回委員会開催

(神戸)
交通費(部会員)　\286,800
交通費(武田会長) \35,000
交通費（医局員）\35,000
宿泊費\15,000×3泊×(6委員+1会長
+1医局員)

0

第57回学術集会開催時（博多）

第１回部会開催

第１回部会開催

389,460

第２回部会開催 第57回学術集会開催時（博多）

日本語ポスター制作費

総計 6,259,050

360,000

第3回部会開催

第4回部会開催



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）

鈴木　利保
（企画担当）

齋藤　洋司 上村　裕一 佐藤　重仁

比嘉　和夫
（接遇担当）

増田　純一
（経理担当）

稲垣　喜三
（登録担当）

趙　成三
（総務担当）

森田　茂穂 森田　潔 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

2010年4月 287,960 （TV会議）

2010年6月

合計 287,960

昨年度との差異 -4,405,588

第1回実行委員会開催

AARSへの終了報告

総　計

0

287,960

他必要経費 備　　考事　　　業　　　内　　　容

2010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）



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

国際交流委員会
旅費・会議

費

2010年4月 0

2010年4月 0

2010年4月 2,300,000

2010年6月

2010年6月

2010年8月

2011年1月 159,180

2011年2月 565,000

計 724,180

昨年度との差異 -4,093,383総　計 3,024,180

第３回委員会開催.
2011年度事業報告・2011年度計画および予算案提出、国外名誉会員審査

2,300,000

２０10年度国際交流委員会年間事業計画・予算（案）

他必要経費

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

備　　考

WFSA2010年度会費

学会ホームページ英語版

（メール持ち回り審議）

演者2名及び事務局職員　渡航費及び滞在
費
航空券15万円及び宿泊費2万円（2泊）×3名
分
セミナー会場及び機材借上げ費 50,000円

発展途上国の麻酔科医に対する教育講演

第57回学術集会国際交流委員会企画開催

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57回
学術集会会計に計上

第57回学術集会開催時（福岡）

1 / 1 ページ



広　報　委　員　会
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）

井上　荘一郎 坪川　恒久 黒澤 温 渕辺 誠

広　報　委　員　会 旅費・会議費

2010年4月 7,320,000

129,290

2010年4月15日 1,241,105

2010年5月

2010年6月

2010年7月

129,290

2010年8月 1,241,105

2010年9月

2010年11月

52,156

2010年12月 1,241,105

129,290

2011年2月 1,241,105

2011年3月

計 440,026

合計 昨年度との差異 992,026

ホームページリニューアルワーキンググループ 予　算

2010年4月 202,220

2010年5月 202,220

2010年6月 202,220

2010年7月 202,220

2,000,000

計 808,880

合計 昨年度との差異 1,158,840

昨年度との差異 2,150,866

11,500部_\551,105
発送費_\6,90,000

ニューズレターVol.18-No.2最終校正

ニューズレターVol.18-No.3発刊

第3回委員会開催

患者用麻酔解説動画制作

ニューズレターVol.18-No.4最終校正．Vol.19-No.1企画

ニューズレターVol.19-No.1最終校正．Vol.19-No.2企画

ニューズレターVol.18-No.4企画

11,500部_\551,105
発送費_\6,90,000

ニューズレターVol.18-No.2発刊

12,724,446

ニューズレターVol.19-No.1発刊．Vol.19-No.2原稿締切

12,284,420

ニューズレターVol.18-No.4原稿締切

第1回委員会開催

神戸開催

ニューズレターVol.19-No.2最終校正

事　　　業　　　内　　　容

第1回WG会議開催

第3回WG会議開催

第2回WG会議開催

総　計

デザイン費用、ホームページ更新システム構築費用

第4回WG会議開催　最終コンテンツチェック

2009年度_第6回常務理事会より

2,808,880

2,000,000

15,533,326

備　　考

2011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

11,500部_\551,105
発送費_\6,90,000

ニューズレターVol.18-No.4発刊．Vol.19-No.1原稿締切

ニューズレターVol.18-No.3原稿締切

第2回委員会開催

ニューズレターVol.18-No.3企画

ソフトナイン見積中

11,500部_\551,105
発送費_\6,90,000

日本臨床麻酔学会開催時
会場費\23,100
朝食代\2,772x8=\22,176
事務局員交通費\6,880

ニューズレターVol.18-No.3最終校正

２０１０年度広報委員会年間事業計画・予算

「麻酔のしおり」　印刷

事　　　業　　　内　　　容 備　　考他必要経費

16万部（4pテキスト追加費用込み）、
単価45.75円，販売価格50円



村川　雅洋
 （委員長）

森本　裕二
（副委員長）

大江　容子 加藤　正人 川前　金幸 木内　恵子 重見　研司 西脇　公俊
稲田　英一
（オブザー

バー）

認定制度見直しWG
加藤　正人
（ＷＧ長）

齋藤　繁 土田　英昭 槇田　浩史
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 加藤　里絵 角倉　弘行

小児麻酔検討ＷＧ
秦　 恒彦
(ＷＧ長)

香川　哲郎 鈴木　康之 深津 　修

心臓麻酔検討ＷＧ
野村 　実
(ＷＧ長)

小出　康弘 竹内 　護 山田　達也

第1部会
（専門医認定）

森本　裕二
（部会長）

加藤　正人 川前　金幸 木内　恵子 重見　研司

大塚　将秀　 岡本　浩嗣 川真田 樹人 白神 豪太郎 祖父江 和哉 西川　光一

西脇 公俊 松本 美志也 水本　一弘 山蔭　道明 山本　達郎 横山　正尚

(口頭試験)
川前　金幸
(責任者)

稲垣　喜三 竹田　晋浩 中島　芳樹 長田　理 廣田　和美

(実技試験)
重見　研司
(責任者)

坪川　恒久 恒吉　勇男 中塚　英輝 萩平　哲 宮部　雅幸

浅井　隆 飯田　宏樹 石井　良介 伊吹　京秀 牛島　一男 内野　博之 近江　禎子 加藤　実 川口　昌彦 上村　裕一

北口　勝康 木内　恵子 北畑　洋 小板橋 俊哉 小森 万希子 鈴木　健二 瀬川　一 高雄 由美子 舘田　武志 鎮西　美栄子

津崎　晃一 土井　克史 長谷　敦子 西川　精宣 福田　妙子 尾頭　希代子 溝渕　知司 山崎　光章

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 長田　 理 萩平　 哲

第2部会
（指導医認定）

大江　容子
（部会長）

飯田　宏樹 飯田　宏樹 佐多　竹良

第3部会
（認定医,認定施設

認定）

西脇　公俊
（部会長）

小川　幸志 白神 豪太郎 森崎 　浩

教　育　委　員　会 予　算

2010年4月16日 165,880 1,800,000

2010年6月3日-5日 1,345,350

2010年7月16日 165,880

2010年9月17日 165,880

2010年11月19日 54,928

2011年1月14日 165,880

計 718,448

合計

認定制度見直しWG 予　算

2010年5月 91,600

2010年6月 91,600

2010年7月 91,600

2010年8月 91,600

計 366,400

認定審査委員会第1部会 予　算

2010年4月1日

2010年4月9日 463,440 1,000,000

2010年4月15日 216,440

2010年4月23日 233,740

2010年5月  　専門医更新申請　通知発送 46,000

2010年5月14日 463,440

2010年6月17日 216,440

2010年6月25日 233,740

2010年6月30日

2010年7月8日 450,180

第4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と新認定制度の策定

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と新認定制度の策定

昨年度との差異 33,120

0

合計

第2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と新認定制度の策定

昨年度との差異

備　　考事　　　業　　　内　　　容 他必要経費

3,145,350

リフレッシャーコース
テキスト作成費用:1,345,350円

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58回学術集会企画の検討開始

第2回委員会開催．事業の進捗確認、第10回リフレッシャーコース内容検討開始

　（第57回学術集会時）
　・第9回リフレッシャーコース開催

2010年教育委員会年間事業計画・予算

　 第49回専門医試験 会告

第4回筆記試験問題作成部会開催．筆記新作問題既出問題選定.

366,400

インフラ整備・書籍費用：300,000
問題作成整備費用:700,000円
システム開発費:19,373,076円（教育ｼｽﾃﾑに計
上）

第1回委員会開催．事業計画の確認（スケジュール、分担）
　・認定制度の見直し、申請システムの設計
　・専門医試験のあり方検討
　・初期臨床研修の検証、後期臨床研修での麻酔科志望理由調査
　・医学部における麻酔科学教育の実態調査

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 臨床麻酔科学会開催時の会場費

3,863,798 -1,583,802

教　育　委　員　会

備　　考

アンケート調査費用（1回分）：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
（専門医試験問題

作成）

(筆記試験)

事　　　業　　　内　　　容

第1部会
（当日試験官）

他必要経費

森本　裕二
(責任者)

事　　　業　　　内　　　容

第3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と新認定制度の策定

第3回筆記試験問題作成部会開催.

第2回口頭試験問題作成委員会開催．口頭試験問題選定.

第3回口頭試験問題作成委員会開催．口頭試験問題選定.

　 専門医新規申請 受付締切

第2回実技試験問題作成委員会開催．実技試験問題選定.

第4回口頭実技試験問題作成委員会開催．口頭試験問題および実技試験問題選定，決定.

第3回実技試験問題作成委員会開催．実技試験問題選定.

発送通信費（葉書代）



2010年7月30日 189,540

2010年8月17日 121,800

2010年9月1日

2010年10月1日～3日 18,600,000

2010年10月16日 236,640

2010年10月31日

2010年12月22日 189,540 625,600

2011年2月12日 463,440

2011年2月25日 450,180

2011年3月11日 463,440

計 4,033,560

認定審査委員会第2部会 予　算

2010年5月 25,350

2010年7月1日

2010年8月31日

2010年9月1日

2010年10月31日

2010年11月26日 70,400 239,200

2010年1月15日 70,400 344,760

計 140,800

認定審査委員会第3部会 予　算

2010年4月30日 62,640 412,000

2010年5月 37,500

2010年7月23日 62,640

2010年9月1日

2010年10月29日 62,640

2010年10月31日

2010年12月18日 539,800

2011年1月28日 62,640

計 250,560

試験問題データベース検討WG 予　算 他必要経費

2010年4月 35,520

2010年6月 35,520

計 71,040

　産科麻酔領域ワーキンググループ 予　算 他必要経費

2010年6月 0

2010年8月 5,000

2010年11月 5,000

2011年3月

計 10,000

備　　考

発送通信費・認定証

539,860

備　　考

備　　考

発送通信費・認定証（新規審査4回分）

発送通信費・認定証

試験実施宿泊費:3,500,000円
試験当日旅費・交通費:3,000,000円
試験実施器具代:5,000,000円
人件費、印刷、採点費等:1,500,000円
会場費:5,600,000円

発送通信費・認定証

　 専門医新規申請書 審査終了

発送通信費

第1回筆記試験問題作成部会開催．

第1回口頭・実技試験問題作成部会開催．

第2回筆記試験問題作成部会開催．

合計

第3回部会開催
・次年度事業報告
・母体死亡症例評価

第2回認定医新規・認定病院新規審査

　 指導医新規申請 受付開始

 　指導医新規申請 受付締切

　 第49回専門医試験合格発表・登録料請求.

　 第49回専門医試験受験票および案内配布

　 専門医更新申請 受付開始

　 専門医更新申請 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

 　第3部会開催（第4回認定医新規・認定病院新規審査と併催） 認定医更新，認定施設更新書類 審査終了．合格発表・登録料請求．

第1部会開催．専門医更新審査．合格者発表・登録料請求．

第49回専門医試験実施．第１部会開催, 口頭実技試験結果協議.

事　　　業　　　内　　　容

　 認定医更新申請，認定病院更新申請 受付開始

　 認定医・認定病院更新申請 通知発送

事　　　業　　　内　　　容

昨年度との差異 -40,716,400

合計

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

発送通信費（葉書代）

昨年度との差異 100,110

第1回認定医新規・認定病院新規審査

合計

　 認定医更新申請，認定病院更新申請 受付締切

第4回認定医新規・認定病院新規審査

昨年度との差異

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
・専門医に関するアンケート結果解析
・母体死亡症例評価

第2回部会開催．
・上半期活動総括，長期的方針
・母体死亡症例評価

第4回部会開催．（臨時召集）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20,630,040

24,663,600

609,310

　 指導医更新申請 通知発送

事　　　業　　　内　　　容

750,110

第3回認定医新規・認定病院新規審査

合計 1,239,860

989,300

0

昨年度との差異 -20,608,960

第57回学術集会開催時

71,040

10,000 昨年度との差異 -90,000

0

合計

備　　考

第2部会開催　指導医更新 審査終了．合格者発表・登録料請求． 発送通信費・認定証

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． 発送通信費・認定証

　 指導医更新申請 受付締切

　 指導医更新申請 受付開始

発送通信費（葉書代）



　小児麻酔領域ワーキンググループ 予　算 他必要経費

2010年4月 34,680

2010年9月 31,360

2011年1月 34,680

計 100,720

　心臓麻酔領域ワーキンググループ 予　算 他必要経費

2010年6月 60,000

2010年7月 71,340

2010年10月 118,440

計 249,780

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、会場費)

経食道心エコー講習会開催時(心臓外科医な
どの他部門の先生の旅費、会場費)

第57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)

小児麻酔学会開催時の会場費

総計

第１回部会開催．
・専門医に関するアンケート結果解析
・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

第１回部会開催．第57回学術集会での発表内容の検討

第2回部会開催．専門医に関するアンケート結果解析

事　　　業　　　内　　　容

0

100,720 昨年度との差異 -295,840

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

備　　考事　　　業　　　内　　　容

合計

31,315,308

0

合計 249,780 昨年度との差異 -150,220

第3回部会開催．次年度事業計画および予算提出

備　　考



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

（オブザーバー）
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 真潮
（アドバイザー）

麻酔機器•麻酔手技安全対策WG
坂本　篤裕
（ＷＧ長）

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

JSA　PIMS（麻酔台帳）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

2010年4月 210,740

2010年6月 0

2010年8月 210,740

2010年11月 210,740

2011年1月 210,740

842,960

合計 昨年度との差異

2010年4月 182,520

2010年6月 182,520

2010年11月

印刷・発送費　70万円
集計費用：90万円
2009年度実績
回収費（料金後納）800通×150円：12
万円

1,720,000

2011年1月 182,520

計 547,560 1,720,000

合計 昨年度との差異

2010年4月 161,720

2010年6月 121,720

2010年11月 29,000
会場代22,000円、事務局交通費7,000

円

CVカテーテルのアンケート調査
発送、集計費用（認定病院1200施設）

350,000

計 312,440

合計 昨年度との差異

第2回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催.Ｄifficult airwayに関する指針（手引き）について
 中心静脈穿刺手技や管理に関する指針の検討。

第3回偶発症例（肺塞栓）WG開催．2011年度事業計画・予算について

　偶発症例（肺塞栓）ワーキンググループ 

偶発調査2009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の検討．手術室ウツタインアンケート回
収、集計

第1回麻酔機器・麻酔手技安全対策WG開催．麻酔器始業点検アンケート集計結果の解析、Ｄifficult airwayに関す
る指針（手引き）について

　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2009・肺塞栓アンケート2009の集計速報の検討、
今後の解析方法について．

2010年度偶発症例調査、2010年度肺血栓塞栓症調査の実施

第1回偶発症例（肺塞栓）WG開催．偶発調査2009・肺塞栓アンケート2009の集計速報の検討、分担の決定．

備　　考

両調査とも、2010年度も継続予
定

126,500

計

第５回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。2011年度事業計画、予算案提出

第57回学術集会開催時

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。

2010年度安全委員会年間事業計画・予算

他必要経費 備　　考事業内容

第１回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。非がん性疼痛に対するオピオイド処方のガイドラ
インの検討

2,267,560 -564,480

842,960

662,440

CV（中心静脈）カテーテルの指
針作成に当たり、アンケートの実
施を予定

-446,470

Ｄifficult airwayに関する指針
（手引き）について検討の際は、
第57回呼吸器WGメンバーと共
に検討
TV会議（東京・神戸）

備　　考

Ｄifficult airwayに関する指針
（手引き）について検討の際は、
第57回呼吸器WGメンバーと共
に検討
TV会議（東京・神戸）

第3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指針の検討
次年度事業計画の検討

350,000

日本臨床麻酔学会開催時の会
場費
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2010年4月 105,800 平井先生、小笠原先生招聘費 50,000

2010年11月 105,800

2011年1月 105,800

400,000

・ 医薬品適正使用ガイドラインの第2期
【産科・小児・ペイン・その他領域】製作
費450万円、
更新メンテナンス費60万円

5,100,000

計 717,400

合計 昨年度との差異 467,400

CCPワーキンググループ

2010年11月 119,800

2010年12月 119,800

2011年1月 119,800

2011年2月
発送費（全会員約11,000人へ発送）
『医療訴訟ゼロを目指して』印刷・発送
費

1,450,000

計 359,400

合計 -1,042,280

JSA　PIMS（麻酔台帳）ＷＧ

2010年4月 第1回WG開催. JSAPIMS2010開発状況の確認、評価 173,840
JSAPIMS（麻酔台帳）2010システム開発
費用【日揮見積もり有り、発注2009年度
に済み、支払は2010年度完成後）

5,040,000

2010年6月 第2回WG開催.　JSAPIMS2010開発状況の再評価、配布準備 173,840
JSAPIMS（麻酔台帳）2010システム
ヘルプデスク費用2009年度分

1,463,700

2011年1月 第3回WG開催.　次年度継続事項の確認 173,840

2010年6月システム完成後、
JSAPIMS（麻酔台帳）CDの
認定施設への配布費用

プレス代100円×1200施設⇒12万円
発送費：140円×1200施設⇒16.8万円

288,000

計 521,520

合計 -4,498,300

昨年度との差異 -5,957,660

備　　考

第1回WG開催：
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
57回学術集会『薬物依存シンポジウム』と復帰プログラムの検討

　医薬品適正評価ワーキンググループ

第3回WG開催：
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

2010年度完
成後の支払
予定

1,809,400

6,791,700

第2回WG開催：57回学術集会を終えて、『薬物依存復帰プログラムの検討』
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

5,867,400

備　　考

医薬品ガイドライン改訂第3版責任者小委員会2回分(産科・小児・ペイン・その他領域の原稿をHPに掲載）

5,150,000

発送95万円、小冊子印刷50万
円

　

CCP調査実施、及びＩＡ集計

第1回CCP　WG開催　CCP調査実施、及びＩＡ集計

団体医師賠償責任保険

第2回CCP WG開催．報告書の検討

7,313,220

18,762,980

1,450,000
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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 細川　豊史

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 月山　淑

関連領域検討委員会　（東京） 旅費・会議費

2010年6月 0

2010年11月 96,000

2011年1月 96,000

計 192,000

合計 昨年度との差異 -211,220

　集中治療ワーキンググループ （東京）

2010年6月 0

2010年12月 69,420

計 69,420

合計 昨年度との差異 -30,860

2010年7月 20,000

2010年11月 93,780

計 113,780

合計 昨年度との差異 -266,720

　緩和医療領域ワーキンググループ （東京）

2010年7月 49,840

2010年12月 49,840

計 99,680

合計 昨年度との差異 20,000

昨年度との差異 -488,800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
次年度事業計画・予算案の検討

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

113,780

0

99,680

474,880

第57回学術集会開催時（福岡）での開催

69,420

2010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

第2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検討
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
次年度事業計画・予算案の検討

　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検討
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
麻酔科学会内のペインクリニックの理念の検討

日本ペインクリニック学会 第44回大会開催時の会議
京都国際会館会議室利用料約20,000円（2時間）

第1回委員会開催、2010年度各領域の活動内容を検討
第57回委員会企画「関連領域での麻酔科医の活躍」の検討

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

第57回学術集会開催時（福岡）での開催

0

第3回委員会開催．次年度計画及び予算案作成．

0

192,000

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．次年度事業計画・予算案の検討

16 / 27 ページ



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
（東京・関東甲

信越）

間渕 則文
（東海北陸）

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

2010年5月 252,000

2010年12月 第2回会議 　救急心肺蘇生法検討委員会、来年度事業計画・予算の検討 252,000

ＥＣＣ講習会支部担当責任者部会

2010年6月4日 0

2010年10月 300,000 TV会議（東京・神戸）

2011年1月 300,000 TV会議（東京・神戸）

494,340

合計 昨年度との差異 -2,944,680

2010年8月 527,000

2010年4月（神戸・東京） 1,620,000

北海道・東北支部

500,000

300,000

東京・関東甲信越支部

500,000

300,000

東海・北陸支部

500,000

300,000

関西支部

500,000

300,000

中国・四国支部

500,000

300,000

九州支部

500,000

300,000

総計 昨年度との差異 -2,891,6808,545,340

合 計

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

6,947,000

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

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）

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

田勢 長一郎

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備考

1,598,340

AHA-BLSコース（年２回開催予定）

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）

2010年度救急心肺蘇生法検討委員会年間事業計画・予算

開催事務手数料算定条件：ACLSコース
・5人まで60,000円・6名以上になる場合は、1人あたり12,000円をプラスする。
・受講者人数は、最大25名とする。・補助金額は、最大300,000円とする。

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

第1回会議 　救急心肺蘇生法検討委員会、2010年度施策の検討

開催事務手数料算定条件：BLSコース
コース終了後2週間以内に申請する。申請額算定方法については、受講者
人数に応じて下記のように設定する。

第１回会議　　AHA-ACLS受講必須化にむけての運用について
57回学術集会開催時：福岡
（17時～18時半予定）

ハートシム人形リース費用支払い（三菱UFJリース）

第２回会議　　AHA-ACLS受講必須化にむけての運用について

第３回会議　次年度事業計画・予算の検討

ハートシムリース費用123,585円/月×4ヶ月分（7月27日支払でリース契約終了

AHA-ACLSコース（年２回開催予定）
・6人まで42,000円
・7名以上になる場合は、1人あたり7,000円をプラスする。
・受講者人数は、最大24名とする。・補助金額は、最大168,000円とする。

専門医試験官向けBLS/ACLSコース

収入
受講料収入　39.2万円
支出
インストラクター謝金・交通費・宿泊費・機材賃借費・準備費等　概算42.2万
円
BLS/ACLS登録料　5,000円×7名、10,000円×7名、10.5万円
収支差額
△13.5万円

収入：BLS受講料　18,000円×20名　36万円
　　　ACLS受講料　38,000円×20名　76万円　　合計　112万円
支出：BLS登録料　5,000円×20名　10万円
　　　ACLS登録料　10,000円×20名　20万円
試験官の交通費・宿泊費　79万円　開催諸経費　52万円　　合計　162万円
収支差額
△50万円

学会理事向けBLS/ACLSコース
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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 岩崎 寛
（オブザーバー）

松木 明知
(オブザーバー)

旅費・会議費

2010年4月 14,818,080

180,320

2010年5月 3,488,495

180,320

2010年6月 0
第57回学術集会
開催時

2010年8月 180,320

2010年10月 180,320

2010年12月 180,320

2011年2月 180,320

計 1,081,920

昨年度との差異 -52,886,090

第7回委員会開催

総　計

他必要経費

19,388,495

第6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

設立費用

18,306,575

運営費用

第2回委員会開催

第3回委員会開催

第5回委員会開催

２０１０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

神戸キメックセンタービル家賃
1,209,840円×12ヶ月
展示品メンテナンス費用200,000
円
書籍購入費100,000円

第4回委員会開催　　下半期活動計画および予算提出

所蔵データ公開準備1,656,900
円
寄贈品修復費用　262,500円
運送費　200,000円
来館者用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ　1,369,095円
動画作成
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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

2010年4月

2010年7月

2010年7月下旬

2010年8月 第2回理事会開催時

2010年10月

200９年10月下旬

2010年11月 29,360 東京事務局開催

2010年12月

2011年1月

2011年1月下旬

2011年1月

2011年2月中旬

2010年2月

2011年3月中旬

2011年2月

2011年3月

計 29,360 旅費交通費

29,360 -332,380

第5回財務委員会開催．2011年度最終予算案作成．

第3回財務委員会開催．支部2010年度上半期決算書審査

支部2011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2回支部管理委員会開催．支部事務局運営協議

第11回常務理事会開催・2011年度予算確定

第6回財務委員会開催．2011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.2011年度最終予算提出

総　計

第10回常務理事会開催・2011年度予算提出・検討

第2回財務委員会開催．支部2010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

２０１０年度支部委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容

支部2009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
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森本　裕二
(支部長)

加藤　正人
（総務委員会）

石川　岳彦
(総務委員)

廣田　和美
(総務委員)

山蔭　道明
(総務委員)

金谷　憲明
(学術委員)

鈴木　健二
(学術委員)

村川　雅洋
(学術委員)

岩崎　寛
(教育委員)

御村　光子
(教育委員)

西川　俊昭
(教育委員)

堀口　剛
(教育委員)

五十洲　剛
(広報委員)

川前　金幸
(広報委員)

高畑　治
(広報委員)

旅費・会議費

2010年6月3日 0

2010年6月4日 0

2010年9月11日 4,875,250 学術事業

0

0

2010年9月11日 2,344,600 学術事業

0

0

2010年11月 - - -

2010年12月 676,700

2011年3月 - - -

未定 公益事業 600,000

計 7,896,550

合計 昨年度との差異 -116,8088,496,550

北海道・東北支部
運営委員会

2010年度北海道・東北支部年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

第1回支部運営委員会 第57回学術集会時

第1回支部会員報告会

支部学術集会(北海道地区)

2011年度事業計画・予算立案開始

第2回支会員報告会(東北地区)

支部学術集会(東北地区)

第2回支部運営委員会(北海道地区)

第2回支部運営委員会(東北地区)

第2回支部議会員報告会(北海道地区)

支部学術集会(東北地区)で開
催

第57回学術集会時

支部学術集会(北海道地区)で
開催

支部学術集会(北海道地区)で
開催

日程：2010年9月11日(土)
会場：東北地区　未定
会長：森本　裕二(北海道大
学)
副会長：川前 金幸(山形大
支部学術集会(東北地区)で開
催

日程：2010年9月11日(土)
会場：北海道地区　未定
会長：森本　裕二(北海道大
学)
副会長：川前　金幸(山形大

東京事務局第3回支部運営委員会（来年度事業計画・予算案について）

600,000

2011年度事業計画・予算承認

市民公開講座



田上　恵
(支部長)

瀬尾　憲正
(総務委員)

後藤　隆久
(総務委員)

鈴木　宏昌
(総務委員)

西野　卓
(学術委員)

奥田　泰久
(学術委員)

川真田　樹人
(学術委員)

斉藤　繁
(教育委員)

小板橋　俊哉
(教育委員)

長田　理
(教育委員)

鈴木　利保
(広報委員)

照井　克生
(広報委員)

松川　隆
(広報委員)

東京支部
運営委員会

槇田　浩史
(支部長)

小川　節郎
(総務委員)

坂本　篤裕
(総務委員)

横田　美幸
(学術委員)

大江　容子
(学術委員)

角倉　弘行
(教育委員)

中澤　弘一
(広報委員)

旅費・会議費

2010年7月1日 36,920

2010年9月10日 12,288

110,880

2010年9月11日 6,021,300 学術事業

公益 80,000

教育 160,000

2010年11月 - - -

2010年12月 0

2011年2月 0

2011年3月 - - -

計 6,181,388

合計
昨年度との差
異

2011年度事業計画・予算立案開始

2011年度事業計画・予算承認

来年度事業計画・予算案について

来年度事業計画・予算案の確定

市民公開講座

リフレッシャーコース

支部学術集会時に開催

支部学術集会時に開催
テキスト印刷費40万（東京４：関
東6）

240,000

6,181,388

第1回支部運営委員会 東京事務局

支部学術集会

第2回支部運営委員会 支部学術集会の前日開催

第2回支部会員報告会 支部学術集会の前日開催

2010年度東京支部年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

関東・甲信越支部
運営委員会



田上　恵
(支部長)

瀬尾　憲正
(総務委員)

後藤　隆久
(総務委員)

鈴木　宏昌
(総務委員)

西野　卓
(学術委員)

奥田　泰久
(学術委員)

川真田　樹人
(学術委員)

斉藤　繁
(教育委員)

小板橋　俊哉
(教育委員)

長田　理
(教育委員)

鈴木　利保
(広報委員)

照井　克生
(広報委員)

松川　隆
(広報委員)

東京支部
運営委員会

槇田　浩史
(支部長)

小川　節郎
(総務委員)

坂本　篤裕
(総務委員)

横田　美幸
(学術委員)

大江　容子
(学術委員)

角倉　弘行
(教育委員)

中澤　弘一
(広報委員)

旅費・会議費

2010年7月 55,380

2010年9月10日 18,432

166,320

2010年9月11日 9,031,950 学術事業

公益 120,000

教育 240,000

2010年11月 - - -

2010年12月 0

2011年2月 0

2011年3月 - - -

計 9,272,082

合計
昨年度との差
異

関東・甲信越支部
運営委員会

2010年度関東・甲信越支部年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

第1回支部運営委員会 東京事務局

第2回支部運営委員会 支部学術集会の前日開催

第2回支部会員報告会 支部学術集会の前日開催

2011年度事業計画・予算立案開始

支部学術集会

市民公開講座

リフレッシャーコース

支部学術集会時に開催

来年度事業計画・予算案について

来年度事業計画・予算案の確定

支部学術集会時に開催
テキスト印刷費40万（東京４：関東
6）

360,000

9,272,082

2011年度事業計画・予算承認



土田　英昭
（支部長）

加藤　孝澄
（総務委員）

坪川　恒久
（総務委員）

西脇　公俊
（総務委員）

八田　誠
（総務委員）

山崎　光章
（総務委員）

小久保 荘太
郎

（学術委員）

鈴木　 照
（学術委員）

丸山　一男
（学術委員）

山本　健
（学術委員）

飯田　宏樹
（教育委員）

貝沼　関志
（教育委員）

重見　研司
（広報委員）

祖父江　和哉
（広報委員）

竹田　清
（広報委員）

旅費・会議費

2010年9月3日 0

2010年9月3日 0

2010年9月4日 5,363,580

 「麻酔研修受け入れれアンケー ト」 70,000

2010年12月 140,740

2011年2月 0

2011年3月 2011年度事業計画・予算承認 ー

計 5,504,320

合計 昨年差異 2,250,263

2010年度東海・北陸支部年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

学術集会時に開催

70,000

支部学術集会開催

第2回支部運営委員会開催（次年度計画及び予算案作成）

次年度計画及び予算案確定

日程 :　2010年9月4日(土)
会場 :　福井：AOSSA
会長 :　重見　研司

学術集会時に開催

名古屋で開催

5,574,320

東海・北陸支部
運営委員会

支部会員報告会

第1回支部運営委員会開催



関西支部
運営委員会

南 敏明
（支部長）

古家　仁
（総務委員）

足立　健彦
（学術委員）

西和田　誠
（学術委員）

福田　和彦
（学術委員）

木内　淳子
（学術委員）

前川　信博
（教育委員）

立川　茂樹
（広報委員）

旅費・会議費

2010年5月 55,000

2010年5月15日 200,000

0

2010年7月 100,000

2010年8月 55,000

2010年9月 9,497,345

0

2010年11月13日 70,000

2011年1月 100,000

2011年2月 55,000

2011年2月5日 130,000

0

0

計 10,262,345

合計
昨年度と
の差異

マンスリー（症例検討会）開催 場所：　未定

「近畿麻酔科医界」発行

0

10,262,345

ホテル阪神

マンスリー（症例検討会）開催 場所：　未定

支部会員報告会開催 マンスリー時

支部運営委員会開催

次年度計画及び予算案作成

「近畿麻酔科医界」発行

支部会員報告会開催 マンスリー時

支部学術集会で開催

支部運営委員会開催 ホテル阪神

支部学術集会開催
日程 :　2010年9月4日(土)
会場 :　大阪国際交流センター
会長 :　福田　和彦

支部会員報告会開催

支部運営委員会開催 ホテル阪神

マンスリー（症例検討会）開催

2010年度関西支部年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

桐杏学園



河本　昌志
(支部長)

齊藤　洋司
(総務委員長)

大下　修造
(総務委員)

萬家　俊博
(総務委員)

溝渕  知司
(総務委員)

藤田　喜久
(学術委員長・
広報委員長)

長櫓　巧
(学術委員)

稲垣　喜三
(学術委員)

多田　恵一
(教育委員長)

横山　正尚
(教育委員)

松本　美志也
(教育委員)

濱田　宏
(教育委員)

白神　豪太郎
(広報委員)

田中　克哉
(広報委員)

佐倉　伸一
(広報委員)

旅費・会議費

2010年5月 130,000

70,000

2010年7月 1,310,000 教育事業

2010年9月10日 20,790

2010年9月10日 76,230

2010年9月11日 4,047,716 学術事業

200,000 公益事業

2010年11月 - - -

2010年12月 0

2010年2月 0

2011年3月 - - -

計 5,854,736

合計
昨年度との差
異

848,136

第1回支部会員報告会
日程：2010年5月29日(土)
会場：岡山駅周辺

2010年度中国・四国支部年間事業計画・予算

中国・四国支部
運営委員会

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

第1回支部運営委員会
日程：2010年5月29日(土)
会場：岡山駅周辺

第2回支部会員報告会 支部学術集会前日に開催

2011年度事業計画・予算立案開始

サマーセミナー
日程：2010年7月31日（土）～
8月1日（日）
会場：大山レークホテル

支部学術集会

日程：2010年9月11日（土）
会場：米子コンベンションセン
ター
会長：稲垣　喜三

市民公開講座 支部学術集会で開催

第2回支部運営委員会 支部学術集会前日に開催

5,854,736

2011年度事業計画・予算承認

0

来年度事業計画・予算案について

次年度計画及び予算案確定



佐多　竹良
(支部長)

須加原　一
博

(総務委員)

上村　裕一
(学術委員)

外　須美夫
(広報委員)

有村　敏明 辛島　大士 秦　恒彦 澄川　耕二 恒吉　勇男 野口　隆之 比嘉　和夫

柳下　芳寛 山本 達郎 牛島　一男
平川奈緒美
（オブザー

バー）

旅費・会議費

2010年4月 第5回九州ブロック　臨床研修修了後進路説明会 100,000 公益事業

2010年9月24日 30,000

2010年9月24日 16,800

2010年9月25日 7,253,095 学術事業

200,000 公益事業

2010年11月 - - -

2010年2月 出版物事業 0

2011年2月 70,000

2011年3月 - - -

計 7,523,095

合計
昨年度との
差異

4,370,975

2010年度九州支部年間事業計画・予算

九州支部
運営委員会

事　　　業　　　内　　　容 他必要経費 備　　考

日程：4月29日(木・
祝)13:00～17:00
会場：福岡国際会議場

第1回支部運営委員会 支部学術集会前日に開催

市民公開講座 支部学術集会で開催

第1回支部会員報告会 支部学術集会前日に開催

九州支部年報第35号発行

支部学術集会

日程：9月25日(土)
会場：福岡県中小企業振
興センター
会長：外　須美夫(九州大
学)

2011年度事業計画・予算立案開始

第2回支部運営委員会

第29回九州疼痛学会で開
催
日程：2011年2月
場所：福岡大学

2011年度事業計画・予算承認

7,523,095

0
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