
古家　　仁
（総務理事）

増田　純一
（総務理事）

安本　和正
（財務理事）

澄川　耕二
（学術理事）

秦　恒彦 中馬　理一郎 土肥　修司 畑埜　義雄

槇田　浩史 宮坂　勝之 結城　禎一 加藤　正人 瀬尾　憲正 小川　節郎 小松　徹 福田　和彦

大下　修造 比嘉　和夫
坂部　武史

（監事）
花岡　一雄

（監事）

常　務　理　事　会
並木　昭義
（理事長）

古家　　仁
（総務理事）

増田　純一
（総務理事）

安本　和正
（財務理事）

澄川　耕二
（学術理事）

理　事　会 予　算

2007年5月29日 0

2007年8月24日 751,920

2007年11月16日 751,920

2008年3月21日 751,920

計 2,255,760

常務理事会 　　予　算

2007年4月27日 338,350

2007年5月29日 0

2007年6月22日 338,350

2007年7月20日 338,350

2007年8月24日 0

2007年9月21日 517,650

2007年10月19日 0

2007年11月16日 0

2007年12月21日 338,350

2008年1月25日 517,650

2008年2月22日 517,650

2008年3月21日 0

2,906,350

5,162,110

計

総　計

２００７年度理事会年間事業計画・予算

並木　昭義
（理事長）

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

理　事　会

第54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

第１回理事会開催．庶務報告．協議事項検討．総会議題確認．

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

第４回理事会開催．庶務報告．2006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

理事会開催時

第3回常務理事会開催．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5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２回理事会進行確認

理事会同時開催．拡大
常務理事会

第6回理事会開催．庶務報告．協議事項検討．下半期事業計画および
予算確定．

拡大常務理事会

第4回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

第8回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．第３回理事会進行
確認

理事会同時開催．拡大
常務理事会

第9回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

第7回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．

拡大常務理事会

第11回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．2006年度事業計画
および予算最終協議

拡大常務理事会

第12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．

理事会開催時

第10回常務理事会開催．庶務報告．協議事項検討．2006年度事業計画
および予算協議．



総務委員会
古家　仁
（委員長）

増田　純一
（副委員長）

野見山　延
（前委員長）

落合　亮一 真下　節 岩瀬良範 山田　芳嗣 後藤　隆久

将来構想検討専門部
会

増田　純一
（部会長）

古家　仁 稲田　英一 槇田　浩史 加藤　正人 福田　和彦 小川　節郎

社会保険専門部会
岩瀬　良範
（部会長）

横田　美幸
（副部会長）

野見山　延 土井　松幸 羽尻　裕美 堀本　洋 柳下　芳寛 有村　敏明

麻酔台帳検討WG
真下　節

（グループ長）

森田　潔
（副グループ

長）
萩平　哲 讃岐　美智義 澤　智博 加藤　孝澄 古家　仁

女性医師活用検討WG
山田　芳嗣

（グループ長）

津田　喬子
（副グループ

長）
後藤　隆久 御村 光子 鎮西 美栄子 長谷 敦子

周術期麻酔関連コメ
ディカル検討WG（仮
名）

落合　亮一
（グループ長）

山蔭　道明 古家　　仁 増田　純一 野村　実
野見山　延

（アドバイザー）
滝　麻衣

（オブザーバー）

選挙管理委員会
尾原　秀史
（委員長）

赤澤　年正 金　徹 針谷　伸

総　務　委　員　会 予　算

2007年6月13日 81,840 渉外交通費等 2,400,000

2007年8月22日 81,840

2007年8月25日

2007年10月11日 81,840

2008年1月

2008年1月26日

2008年2月13日 81,840

計 327,360

将来構想検討専門部会

2007年5月16日 88,480

2007年7月18日 第2回部会開催．短期計画の検証（委員会別、地区別） 88,480

2007年8月25日

2007年11月14日 88,480

2008年1月23日 88,480

353,920

社会保険専門部会

2007年5月9日 172,560 ＠90×代議員

2007年6月2日

2007年7月4日 172,560

2007年8月25日 172,560

2007年10月10日 172,560

2008年1月30日 172,560

計 862,800

麻酔台帳検討WG

2007年6月11日 第1回WG開催データベース作成、現状分析にともなう台帳案検討 199,400

2007年7月15日 第2回WG開催.　 199,400

2008年1月13日 第3回WG開催.　次年度継続事項の確認 199,400

計 598,200

女性医師活用ワーキン
ググループ

2007年6月 第1回WG開催データベース作成、短期的方策、中期的に実現できる方策の検討 0
54回学術集
会開催時

2007年7月15日 第2回WG開催.　実働できる女性医師の把握、復帰プログラムのための内容事前調査 153,440

2008年1月13日 第3回WG開催.　次年度継続事項の確認 153,440

計 306,880
周術期麻酔関連コメ
ディカル検討WG（仮
名）

2007年6月 第1回WG開催麻酔看護部門について、短期的方策、中期的に実現できる方策の検討 0
54回学術集
会開催時

2007年7月15日 第2回WG開催麻酔看護部門について、短期的方策、中期的に実現できる方策の検討 102,320

2007年10月19日 第3回WG開催麻酔看護部門について、短期的方策、中期的に実現できる方策の検討 102,320

2008年1月13日 第3回WG開催.　次年度継続事項の確認 102,320

計 306,960

選挙管理委員会

2008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

2008年1月13日 副会長選挙施行会告および立候補受付開始

2008年1月23日 立候補締切・審査および立候補者確定．

2008年1月27日 副会長１次選挙開始（候補者名簿および投票用紙配布） 102,000
＠340×代

議員数

2008年2月13日 副会長1次選挙投票締切

2008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

2008年2月16日 副会長第２次選挙投票開始（候補者名簿および投票用紙配布） 102,000
＠340×代

議員数

2008年2月27日 副会長第2次選挙投票締切

2008年2月28日 第3回副会長選挙管理委員会開催．開票．理事長報告 33,380

計 304,140

第３回部会開催．短期計画の検証（委員会別、地区別）．次年度計画および予算検討．

２００７年度総務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．理事会委嘱事項検討．

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．

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５回部会開始．次年度事業計画および予算提出

第4回部会開催．診療報酬要望点数について

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3回部会開催．診療報酬要望について．下半期事業計画および予算提出

第1回部会開催．短期計画の検証（委員会別、地区別）

下半期事業計画および予算提出

第4回部会開催．次年度計画および予算検討．

第1回部会開催．要望項目データ収集調査

麻酔関連の社会保険診療報酬シンポジウム

計

第2回部会開催．診療報酬点数について



財　務　委　員　会
安本　和正
（委員長）

小板橋　俊哉
（副委員長）

河手　良一
釘宮　豊城
（前委員長)

中澤　弘一
瀬尾　憲正

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

財　務　委　員　会 予　算 備　　考

2007年4月20日

2007年5月初旬 63,540 監事含む

2007年7月20日

2007年7月下旬 10,760

2007年8月

2007年9月21日

2007年10月19日

2007年10月下旬 63,540 監事含む

2007年11月16日

2007年12月20日

2008年1月18日

2008年1月下旬 10,760

2008年1月25日

2008年2月中旬 10,760

2008年2月22日

2008年3月中旬 10,760

計 170,120

170,120

支部第3四半期決算提出期限

第11回常務理事会開催・2007年度予算確定

総　計

第6回委員会開催．2008年度最終予算確認

第1回委員会開催．2006年度決算最終確認.会計監査

第3回理事会開催・上半期決算報告

第６回常務理事会開催・2007年度下半期活動計画および予算提出・
検討

支部第1四半期決算提出期限

支部 上半期決算提出期限

２００7年度財務委員会年間事業計画・予算

各委員会より2007年度下半期予算書提出・予算案作成開始

第5回委員会開催．2008年度最終予算案作成．

収支状況検証．支部2006年度予算書提出期限

支部2006年度決算提出期限.連結決算書作成開始

第10回常務理事会開催・2008年度予算提出・検討

第2回委員会開催．2007年度5～6月決算確認．支部2007年度第1四
半期決算書審査

第3回委員会開催．2007年度上半期決算確認．収支状況検証・支部
2008年度上半期決算書審査

第4回委員会開催．2008年度第1次予算案作成．2008年度10～12月
決算確認．収支状況検証．支部2008年度第3四半期決算審査．2008
年度事業計画．連結予算書作成開始．

事　　　業　　　内　　　容



学　術　委　員　会
澄川　 耕二
（委員長）

新宮　興
（副委員長）

上村　裕一
（副委員長）

小川　節郎
(前委員長)

坂本　篤裕 鈴木　利保 西川　俊昭

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

学術集会企画専門部会
上村　裕一
(部会長)

岩崎　寛 齋藤　繁 鈴木  利保 惣谷　昌夫 中塚　秀樹 山本　健

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 予　算

2007年4月

2007年6月2日 1,760,000

2007年8月 0

2007年9月1日

2007年9月 201,100

2007年10月 300,000

2007年10月20日

2007年11月20日

2007年12月20日

2007年1月 201,100

2008年1月

765,600

計 3,227,800

機関誌専門部会

2007年4月 170,420

2007年5月 39,900

2007年6月1日

2007年6月

2007年8月

2007年10月 150,000

2008年1月 170,420

計 530,740

学術集会企画専門部会

2007年4月 266,240

2007年6月

2007年8月 266,240

2007年11月1日

2007年10月 80,000

2008年1月 266,240

2008年3月 266,240

計 1,144,960

学術集会電子抄録開発ワーキンググループ

2007年7月 178,420

2007年10月1日

2007年11月1日

2007年12月15日

2007年12月20日 150,000

2008年2月 1,000,000

計 1,328,420

6,231,920

システム Ver.2 改修費 サーバ代1,000,000

総　計

一般演題締め切り

査読割付開始　WG担当校(岐阜大学)で割付確認

査読・座長アンケート受付開始

一般演題募集開始

第１回ＷＧ開催.(改善点の検討)

第５回部会開催．次年度事業計画および予算最終確認．

第６回部会開催．

一般演題募集開始

第４回部会開催．第55回学術集会準備
日本臨床麻酔学会開催時
（東京）

第２回部会開催．
第54回学術集会開催時
（札幌）

第３回部会開催．一般演題募集要項検討．下半期活動計画および予算提出

JA印刷費　\17,010,000

第１回部会開催．学術集会プログラム検討.学会運営方針のすみ分けについての確認.
マニュアル作成

第３回部会&エディトリアルボード合同開催
Vol.22-No.1最終校正．Vol.22-No.2企画

日本臨床麻酔学会開催時
（東京）

第４回部会開催
Vol.22-No.2最終校正．Vol.22-No.3企画．
次年度事業計画および予算最終確認．

JAシンポジウム開催
第54回学術集会開催時
（札幌）第２回部会&エディトリアルボード合同開催

Vol.21-No.4最終校正．Vol.22-No.1企画

下半期活動計画および予算提出

第１回部会開催
Vol.21-No.3最終校正．Vol.21-No.4企画

JAシンポジウムポスター作成

麻酔編集会議　編集担当委員（澄川・小川）交通費
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．2008年度各賞審査終了．

次年度計画および予算提出・検討

2008年度社会賞締切・審査

2008年度若手奨励賞締切・審査．

ASA広報活動
事務局員2名の旅費、宿泊費
等

2008年度山村記念賞および青洲賞締切・審査

2008年度学会賞応募開始．

第２回委員会開催.上半期事業報告･下半期活動計画

第１回委員会開催．本年度学会賞応募基準決定．

2007年度学会賞受賞者記念講演

第54回学術集会開催時
（札幌）
副賞・賞状
会場費は第54回学術集会運
営費に計上

2008年度学会賞応募要綱会員配布、ホームページにて告知

２００７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）

事　　　業　　　内　　　容 備　　考



第５５回学術集会 予　算

13,740

50,000

1,316,150

1,365,000

2007年6月 0

2007年8月 103,000

2007年9月15日

2007年10月

2007年11月1日

2007年11月 80,000

2007年12月 103,000

2008年1月

2007年12月20日

2007年12月下旬

2007年1月 70,000

2008年1月30日

2008年2月 100,000

2008年2月下旬

2008年3月 70,000

2008年3月中旬

3,270,890

第5回打合わせ　現場視察(横浜にて)
事務局2名交通費　\1,500×2名
会長・医局員交通費　\20,000×2名
4名宿泊費　\15,000×4名

@\160×500企業分

第8回打ち合せ(岐阜大にて)
会場使用計画（タイムテーブル・座長・演者など)確定

事務局2名交通費　\20,000×2名
2名宿泊費　\15,000×2名

製薬工業協会へ寄付金申請

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】

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】

併設展示募集要項作成・発送

総　計

第6回打合わせ(事務局にて)
会長･医局員交通費　\20,000×2名
2名宿泊費　\15,000×2名

演題登録システムでプログラム集原稿出力。校正。

プログラム集(製本)・抄録集(CD-ROM)製作【4月中旬納品】

第7回打ち合せ(岐阜大にて)
会場使用計画（タイムテーブル・座長・演者など)確定

事務局2名交通費　\20,000×2名
2名宿泊費　\15,000×2名×2泊

支払いは次年度2008年6月

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】

２００７年度第55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) 会長交通費
2007年4月

発送通信費

第4回打合わせ(東京にて) 日本臨床麻酔学会開催時　（東京）

第3回打合わせ　現場視察(横浜にて)

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

2007年5月

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】

演題登録システムへの一般演題登録開始
【～12月15日まで】

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.-

ホームページ作成

チラシ・ポスター・レターヘッド・封筒制作費

事務局2名交通費　\1,500×2名
会長・医局員交通費　\20,000×2名
4名宿泊費　\15,000×4名

第2回打合わせ(札幌にて) 第54回学術集会開催時　（札幌）



第５６回学術集会 予　算

300,000

50,000

2007年8月 0

2007年10月 0

2008年1月 0

計 350,000

350,000

第4回打合わせ(東京にて) 日本臨床麻酔学会開催時

第3回打合わせ　現場視察(神戸にて)
事務局2名交通費　\32,000×2名
会長交通費　\12,000×1名
３名宿泊費　\15,000×3名

発送通信費

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

２００７年度第56回学術集会年間事業計画・予算

2007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

総　計

第5回打合わせ(事務局にて)



倫　理　委　員　会
土肥　修司
（委員長）

野坂　修一
（副委員長）

新井　達潤
（前委員長）

大江　容子 宮部　雅幸 中村　久美 山本　健

倫　理　委　員　会 予　算

2007年7月20日 169,520

2007年9月19日

2007年10月27日 169,520

2008年1月25日 169,520

2008年2月8日

計 508,560

508,560

備　　考

第2回委員会開催．倫理調査委員会による不祥事の検討

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

２００７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．倫理調査委員会による不祥事の検討

常務理事会開催時、下半期活動計画および予算提出・検討



  2007年度教育委員会年間事業計画・予算

２００７年度教育委員会年間事業計画・予算

教　育　委　員　会
槇田　浩史
（委員長）

結城　禎一
（副委員長）

稲田　英一 加藤　正人 土田　英昭 齊藤　洋司 上園　晶一 齋藤　繁 境田　康二
安本　和正

（オブザーバー）

槇田　浩史
（委員長）

結城　禎一
（副委員長）

村川　雅洋
（副委員長）

稲田　英一 山本　　健 土田　英昭

土田　英昭 上園　晶一 岡本　浩嗣 加藤　孝澄 加藤 正人 坂本　篤裕 津崎　晃一 廣田 和美 岩坂　日出男 森本 裕二

山本　健 工藤　一大 水本　一弘 大塚　将秀 萩平　哲 津田　喬子

(口頭試験) 奥田　泰久 小板橋 俊哉 境田　康二 馬場　洋 中島 幹夫 宮部　雅幸 結城　禎一

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）

村川　雅洋 齊藤　洋司 坂本　篤裕 土田　英昭 岩坂　日出男

石井　良介 稲垣 喜三 北口　勝康 北畑　洋 佐多　竹良 鈴木　利保 舘田　武志 比嘉　和夫 藤田　喜久 益田　律子 松本　美志也 山崎　光章 中村　正人

須加原一博 長櫓　巧 布宮　伸 上村　裕一

第2部会
（指導医認定）

結城　禎一
（部会長）

山本　健 風間　富栄 河手　良一 津田　喬子

第3部会
（認定医,認定施

設認定）

結城　禎一
（部会長）

近江　明文 藤田　喜久 村川　和重 肥川　義雄

教　育　委　員　会 予　算

2007年5月13日 10,680,000

2007年6月2日 2,400,000

2007年6月24日 130,000

2007年9月12日 130,000

2007年11月14日 130,000

2008年1月18日 130,000

計 13,600,000

認定審査委員会 予　算

2007年4月1日

2007年4月5日 3,150,000

2007年4月7日 300,000

2007年4月14日 100,000

2007年4月26日 3,670,000

2007年5月1日

2007年5月9日 200,000

2007年5月19日 450,000

2007年8月25日 170,000

2007年6月16日 450,000

2007年6月30日

2007年7月1日

2007年7月14日 100,000

2007年7月30日

2007年8月12日

2007年8月25日 170,000

2007年8月31日

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 開催費

　 専門医新規申請受付締切

　 専門医試験申請書審査終了

　 第46回専門医試験受験票および案内配布

備　　考

会議開催費:130,000円
教育ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂費用:2400,000円　教
育ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ発送費1,000,000円(NLに同
封)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯
ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ改訂費用：3,850,000円
関連機関年会費:1,300,000円
アンケート調査費用（4回分）：2,000,000
円

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
　申込票等作成費用:300,000円
　
　ＡＬＳ受講料補助:300,000円

備　　考

事　　　業　　　内　　　容

事　　　業　　　内　　　容

(筆記試験)

第1部会
（当日試験官）

第1部会
（専門医認定）

村川　雅洋
（部会長）

齋藤　洋司
（副部会長）

認定審査委員会

　 第46回専門医試験会告

第4回委員会開催．事業の進捗確認、専門医試験の総括

第2回委員会開催．事業の進捗確認、第7回リフレッシャーコース内容検討開始

　（第54回学術集会時）
　・第6回リフレッシャーコース開催

　・ＡＬＳインストラクターコース開催

第3回委員会開催．事業の進捗確認、第55回学術集会企画の検討開始

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1回委員会開催．事業計画の確認（スケジュール、分担）
　・卒前カリキュラムの実態調査
　・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
　・専門医実態調査と将来予想
　・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
　・認定病院に対する看護師の麻酔補助役割の実態調査
　・実地試験のあり方検討・指導医のあり方と業務内容

開催費

第1回認定審査委員会開催
第3回第1部会筆記試験問題作成部会（専門医）開催．

　 専門医申請受付開始

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2回認定審査委員会開催
第3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

第3部会開催　第1回認定医・認定病院審査　第3回認定審査委員会開催

　 指導医申請受付締切

開催費

開催費

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

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．

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 開催費

開催費

開催費:90,000円
認定証:10,000円

　 指導医新規申請受付開始

第３部会開催　第2回認定医・認定病院審査

第5回第1部会筆記試験問題作成部会（専門医）開催．筆記問題最終確認、決定

開催費:90,000円
認定証:10,000円

開催費:450,000円
インフラ整備・書籍費用：300,000
問題作成整備費用:400,000円
年間事務費:2,000,000円

開催費:170,000円
開発費3,000,000円
入力作業費:500,000円



  2007年度教育委員会年間事業計画・予算

認定審査委員会 予　算 備　　考事　　　業　　　内　　　容

2007年9月1日

2007年9月15日 100,000

2007年10月4日～10月7日 12,730,000

2007年10月15日 130,000

2007年10月26日 170,000

2007年10月31日

2007年11月30日 650,000

2007年12月16日 300,000

2007年12月20日 170,000

2007年12月19日 300,000

2008年1月20日 100,000

2008年1月20日

2008年2月1日 450,000

2008年2月8日 200,000

2008年3月7日 450,000

2008年3月14日 200,000

24,710,000

38,310,000

第5回試験問題データベース検討ワーキンググループ開催 開催費

　 第46回専門医試験合格発表・登録料請求.

第3回認定審査委員会開催
第46回専門医試験実施．第１部会開催、口頭実技試験結果協議

　 麻酔科専門医更新申請，麻酔科認定病院更新申請受付開始

第3部会開催　第3回認定医・認定病院審査

 　2007年度認定施設更新書類審査終了．合格施設発表・登録料請求．

第1部会（専門医）開催．2007年度専門医更新審査．合格者発表・登録料請求．

次年度事業計画および新部会員引継ぎ

第3部会開催　第4回認定医・認定病院審査

総　計

計

　 2007年度専門医更新申請締切．2007年度認定施設更新申請締切

交通費:90,000円
認定証:10,000円

第4回認定審査委員会開催
第2部会開催指導医審査終了．合格者発表・登録料請求．

開催費

交通費:90,000円
認定証:10,000円

試験実施宿泊費:2,400,000円
試験当日旅費・交通費:1,330,000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

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

認定施設更新認定証

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．

第2回第１部会口頭・実技試験問題作成部会（専門医）開催．

開催費

開催費

開催費

開催費



（単位：円）

科目名    予　算　額 前年度予算額 差　異

Ⅰ.収入の部

1.認定医認定料収入 （ 5,000,000 ） （ 4,000,000 ） （ 1,000,000 ）

　①新規認定

　　審査料 2,500,000 2,000,000 500,000 250名×10,000円

　　登録料 2,500,000 2,000,000 500,000 250名×10,000円

　②更新認定

　　審査料 0 0 0

　　登録料 0 0 0

2.専門医認定料収入 （ 21,300,000 ） （ 26,260,000 ） （ △ 4,960,000 ）

　①新規認定

　　審査料

　　　筆記審査 3,800,000 3,000,000 800,000 380名×10,000円　　　　前年度：300名×10,000円

　　　口頭審査 3,800,000 3,500,000 300,000 380名×10,000円　　　　前年度：350名×10,000円

　　　実技審査 3,800,000 3,500,000 300,000 380名×10,000円　　　　前年度：350名×10,000円　

　　登録料 3,000,000 2,700,000 300,000 300名×10,000円　　　　前年度：270名×10,000円

　②更新認定

　　審査料 4,600,000 9,040,000 △ 4,440,000 230名×20,000円　　　　前年度：452名×20,000円　

　　登録料 2,300,000 4,520,000 △ 2,220,000 230名×10,000円　　　　前年度：452名×10,000円

3.指導医認定料収入 （ 10,440,000 ） （ 15,700,000 ） （ △ 5,260,000 ）

　①新規認定

　　審査料 6,960,000 10,600,000 △ 3,640,000 348名×20,000円　　　　前年度：530名×20,000円　　

　　登録料 3,480,000 5,100,000 △ 1,620,000 348名×10,000円　　　　前年度：510名×10,000円　

　②更新認定

　　審査料 0 0 0

　　登録料 0 0 0

4.認定病院認定料収入 （ 1,800,000 ） （ 4,700,000 ） （ △ 2,900,000 ）

　①新規認定

　　審査料 200,000 800,000 △ 600,000 20施設×10,000円　　  前年度：80施設×10,000

　　登録料 200,000 800,000 △ 600,000 20施設×10,000円　　  前年度：80施設×10,000円

　②更新認定

　　審査料 700,000 1,550,000 △ 850,000 70施設×10,000円　　 　前年度：155施設×10,000円

　　登録料 700,000 1,550,000 △ 850,000 70施設×10,000円　　 　前年度：155施設×10,000円　

5.リフレッシャーコース収入 （ 1,900,000 ） （ 1,900,000 ） （ 0 ）

　　受講料 1,500,000 1,500,000 0 500名×3,000円　　　　前年度：500名×3,000円　

　　購読料 400,000 400,000 0 200名×2,000円　　　　前年度：200名×2,000円

6.中内財団運営補助金収入 （ 1,500,000 ） （ 1,500,000 ） （ 0 ）

7.特定目的資産取崩収入 （ 0 ） （ 10,000,000 ） （ △ 10,000,000 ）

　認定制度実施基金取崩 0 10,000,000 △ 10,000,000

収入合計 41,940,000 64,060,000 △ 22,120,000

Ⅱ.支出の部

1.教育委員会 （ 9,900,000 ） （ 2,700,000 ） （ 7,200,000 ）

　委員会費 650,000 700,000 △ 50,000 130,000円×5回

　教育ガイドラインHP掲載費用 0 0 0

　教育ガイドライン改訂費用 3,400,000 2,000,000

　生涯教育ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ改訂費用 3,850,000 0

　認定審査関連プログラム費用 0 0 0

　アンケート実施費用 2,000,000 0 2,000,000

2.認定審査委員会 （ 200,000 ） （ 150,000 ） （ 50,000 ） 4/5:100,000円、11/3

3.認定医認定事業費 （ 400,000 ） （ 400,000 ） （ 0 ） 開催費：100,000円×４回

4.専門医認定事業費 （ 21,260,000 ） （ 20,250,000 ） （ 1,010,000 ）

　新規認定部会 3,050,000 2,100,000 950,000 開催費（筆記：450,000円×5回、口頭：200000×4回）

　会場費 4,500,000 3,000,000 1,500,000

　試験当日旅費交通費 1,330,000 1,200,000 130,000

　試験当日会議費・宿泊代 2,400,000 2,000,000 400,000

　器具代 3,000,000 3,000,000 0

　インフラ整備費 400,000 1,710,000 △ 1,310,000 インフラ整備・問題作成整備費用:400,000円

　書籍代 300,000 100,000 200,000 書籍費用：300,000

　認定証作成費用 130,000 0 130,000

　人件費・採点費等 1,500,000 3,500,000 △ 2,000,000

　過去問題ＤＢ作成費用 4,350,000 3,010,000 1,340,000 開催費:170,000円×5回、開発費3,000,000円、入力作業費:500,000円

　更新諸費用 300,000 630,000 △ 330,000

5.指導医認定事業費 （ 550,000 ） （ 500,000 ） （ 50,000 ）

6.認定病院認定事業費 （ 300,000 ） （ 300,000 ） （ 0 ）

7.専門医認定制機構 （ 1,300,000 ） （ 1,300,000 ） （ 0 ）

8.リフレッシャーコース費用
　シンポジウム費用

（ 2,100,000 ） （ 3,700,000 ） （ -1,600,000 ）

　開催費用 2,100,000 3,700,000 △ 1,600,000

9.ACLS事業費 （ 300,000 ） （ 13,150,000 ） （ △ 12,850,000 ）

　開催費用 0 12,850,000 △ 12,850,000

　補助金 300,000 300,000 0 受講料一部補助

10.人件費 （ 7,000,000 ） （ 7,000,000 ） （ 0 ）

　教育事業担当者人件費 5,000,000 5,000,000 0

　アルバイト人件費 2,000,000 2,000,000 0 年間事務費:2,000,000円

11.特定目的資産積立 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

　ＡＡＣＡ事業基金積立 0 0 0

　安全事業基金積立 0 0 0

　公益事業基金積立 0 0 0

　認定制度実施基金積立 0 0 0

支出合計 43,310,000 49,450,000 △ 6,140,000

2007年度　教育事業収支予算書

２００７年４月１日から２００８年３月３１日



安　全　委　員　会
中馬　理一郎

（委員長）
大下　修造
（副委員長）

森田　潔
（前委員長）

小松　徹 津崎　晃一 横田　美幸 白石　義人
瀬尾　憲正

（オブザーバー）
安本　和正

（オブザーバー）

偶発症例調査ワーキンググループ
津崎　晃一
（ＷＧ長）

五藤　恵次 坂口　嘉郎 讃岐　美智義 澤　智博
入田　和男

（オブザーバー）

麻酔機器安全対策ワーキンググループ
小松　徹
（ＷＧ長）

瀬尾　憲正
（副ＷＧ長）

大江容子 奥田泰久

麻酔手技における事故防止対策調査
ワーキンググループ

大下　修造
（ＷＧ長）

津崎　晃一
（副ＷＧ長）

田中　克哉 岩崎　寛

医薬品適正評価ワーキンググループ
白石　義人
（ＷＧ長）

森田　潔
（副ＷＧ長）

中尾　美和子 上園　晶一

肺血栓塞栓症ワーキンググループ
瀬尾　憲正
（ＷＧ長）

北口　勝康 黒岩　政之
中村　真潮

（オブザーバー）
古家　仁

（オブザーバー）

ＣＣＳワーキンググループ
横田　美幸
（ＷＧ長）

河本　昌志 鈴木　利保 西脇　公俊 世良田　和幸

安全委員会

2007年5月14日 160,740

2007年6月1日

2007年8月4日 160,740

2007年10月25日 70,000

2007年12月8日 160,740

2008年2月10日 160,740

712,960

偶発症例調査ワーキンググループ

2007年4月14日 210,140

2007年6月2日

2007年7月7日 210,140

2007年10月 ASA発表 100,000
ASA渡航費補助
（100000円）

2007年10月25日 1,710,000

計 2,230,280

麻酔機器安全対策ワーキンググループ

2007年4月25日 31,720

2007年9月15日 31,720

2007年11月27日 31,720

計 95,160

麻酔手技における事故防止対策調査WG

2007年5月10日 第1回麻酔手技における事故防止対策調査WG開催、CVガイドライン各論の作成、その他。方針、分担の決定。 158,840

2007年9月14日 第2回麻酔手技における事故防止対策調査WG開催、CVガイドライン各論の作成、その他。原稿の１次校正。 158,840

2007年10月27日 70,000

2008年2月1日 1,640,000

計 2,027,680

医薬品適正評価ワーキンググループ

2007年6月2日 54回学術集会開催時

2007年9月14日 88,120

2008年1月18日 88,120

計 176,240

肺血栓塞栓症ワーキンググループ

2007年6月2日

2007年10月27日 320,000

計 320,000

CCSワーキンググループ

2007年6月2日 第１回CCS WG開催．CCSのこれまでの経緯の確認。今後の事業方針について。

2007年9月18日 審査会 63,840

2007年11月27日 50,000

2007年12月18日 50,000

2008年　1月22日 63,840

2008年　3月18日 150,000

計 377,680

5,940,000

発送費（全会員）

総　計

ＣＣＳ、ＩＡ、会員向広報紙作成

CCS実施、及びＩＡ解析

第2回CCS WG開催．報告書の検討

第2回肺血栓塞栓症WG開催．肺塞栓アンケート2006論文の確認。調査2007の設計、発送について。

第1回医薬品適正評価WG開催．今後の薬剤依存症対策の検証、薬剤依存症アンケートの解釈と今後の活用について

第2回医薬品適正評価WG開催．乱用防止施策の実施、会員からの保険適用要望薬への対応等について

第3回麻酔手技における事故防止対策調査WG開催CVガイドライン各論の作成、その他。原稿の２次校正。

団体医師賠償責任保険

第54回学術集会時

第3回偶発症例調査WG開催．2005・2006年解析中間報告．2007年調査項目検討及び2007年度以降の調査準備．下半期計画確認．

第3回医薬品適正評価WG開催．乱用防止施策の実施、保険適応要望、会員からの照会等への対応について

第2回偶発症例調査WG開催．偶発調査2005・2006解析結果検証。

備　　考

第2回麻酔機器安全対策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）。

第1回偶発症例調査WG開催．偶発調査2005・2006、インシデント調査の解析方法、分担の決定．

第5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。

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6回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

計

備　　考

日本臨床麻酔学会開催時

２００７年度安全委員会年間事業計画・予算

備　　考

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１回委員会開催．事業の進捗報告、確認．　施策の協議、評価。

第54回学術集会時

備　　考

日本臨床麻酔学会開催時：70000円
麻酔誌別刷り配布：40000円
調査発送費：300,000円
調査回収費：150000円
集計費：600,000円（偶発調査）
集計費：200,000（インシデント調査）
調査票印刷費：350,000円

第1回麻酔機器安全対策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）。

第4回偶発症例調査WG開催．2005・2006年解析結果報告．2007調査方法決定・最終確認．

備　　考

第3回麻酔機器安全対策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）。

日本臨床麻酔学会開催時

第1回肺血栓塞栓症WG開催．肺塞栓アンケート2006の集計速報の検討、今後の解析方法について。 第54回学術集会開催時

CCS実施、及び　ＩＡ集計

備　　考

備　　考

第54回学術集会開催時

日本臨床麻酔学会開催時　会議費：70,000円
集計費用：200,000円
回収費用：50,000円



国際交流委員会
宮坂 勝之
（委員長）

尾崎 眞
(副委員長)

澄川 耕二
(前委員長)

川口 昌彦 小高 光晴 坂井 裕一 中尾 三和子 畑中　哲生

国際交流委員会 予　算

2007年4月 209,040

2007年5月31日

2007年7月

2007年7月 2,200,000

2007年8月 1,500,000

2007年8月

2007年10月 80,000

2008年1月 209,040

1,200,000

5,398,080

第4回委員会開催.
2007年度事業報告・2008年度計画および予算案提出、国外名誉会員審査

2007年海外留学補助金 600,000円×2名

総　計

上半期事業報告・下半期事業計画および予算提出．

第３回委員会開催．学会ホームページ英語版校正、
2006年度第二回アジアンシンポジウム検討

日本臨床麻酔学会開催時

WFSA2007年度会費 US$2.00×9238名×約\120

学会ホームページ英語版　正式アップロード(現JSAサイトへのリンク開始)
英語HP作成費
英文翻訳費15,000円×40頁( A4, 250
ワード）含む

第３回アジアンシンポジウム開催
会場費や5名の招待演者費用などの
運営費用は、第54回学術集会会計に
計上

第２回委員会開催．
上半期事業報告・下半期事業計画検討

第54回学術集会開催時

２００７年度国際交流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．
年間事業計画の確認（アジアンシンポジウム・国外名誉会員要項・学会ホームページ英語版など)



国際交流委員会
宮坂 勝之
（委員長）

尾崎 眞
(副委員長)

澄川 耕二
(前委員長)

川口 昌彦 小高 光晴 坂井 裕一 中尾 三和子 畑中　哲生

国際交流委員会 予　算

2008年3月2日～7日 400,000

2008年3月2日～7日 3,000,000

3,400,000

２００７年度国際交流委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

総　計

WCA2008　JSA演者費用
日本～シンガポール～ケープタウン
往復航空券代相当

WCA2016誘致活動費用

サーキュラー　100万
プロモーションビデオ　100万
旅費　40万×2名
その他　20万



土肥　修司
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
委員長）

丸川　征四郎
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

副委員長）

川前　金幸
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委

員）

長谷　敦子
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委

員）

野口　宏
（事務局長）

澄川　耕二
（運営委員長）

谷川　功一
（運営副委員

長）

畑中　哲生
（運営委員）

関　一平
（運営委員）

予　算

200,000

239,925 2,000枚

168,000

231,000 3,000枚

2007年5月14日-16日 1,443,300

2007年6月2日 30,000

2007年8月 365,960

2007年10月 80,000

2007年10月13日～17日 0

2008年1月 0

2008年2月 365,960

3,124,145総　計

ASA Annual Meeting での広報活動
参加委員がサーキュラーを
配布

次年度計画及び予算案作成

第4回委員会開催 (次年度計画及び予算案作成)

2nd サーキュラー作成

第2回委員会開催 (上半期事業報告・下半期活動計画）

第3回委員会開催 (次年度計画及び予算案作成)
第27回臨床麻酔学会開催
時　　　　　　　（東京）

第20回TraumaCare2007(ラスベガス)での広報活動

航空券
@\193,660×5委員
ホテル
@\15,000×5委員×5泊
展示ブース諸経費
100,000円

第1回委員会開催 (広報活動、プログラム検討）
第54回学術集会開催時
（札幌）

4月

２００７年度TraumaCare２００８実行委員会年間事業計画・予算

TraumaCare２００８実行委員会
田中　経一
（委員長）

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

ホームページ製作

ポスター印刷（A2版）

封筒作成 角2・2,000枚



稲田　英一
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担

当）

尾崎　眞
（広報担当）

上村　裕一
（展示担当）

佐藤　重仁
（企画担当）

高橋　成輔
（総務担当）

比嘉　和夫
（接遇担当）

真下　節
（経理担当）

森田　潔
（登録担当）

予　算

2007年4月 325,390

2007年4月 367,500

2007年8月 525,000

2007年8月

2007年10月 84,000

2008年1月

2008年2月 325,390

665,265

952,305

3,244,850

第1回委員会開催 (広報活動、2ndサーキュラー、ホームページ検討など）

２００７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）

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

総　計

次年度計画及び予算案作成

第3回委員会開催

AACA2010広報活動（成田～パタヤ、インド)

【2】南アジア麻酔学会(デリー)
航空券@\242,435×3委員
ホテル@\15000×3委員×5泊

【1】ASEAN麻酔学会(パタヤ)
航空券@\146,755×3委員
ホテル@\15000×3委員×5泊

１ｓｔサーキュラー　増刷費(1000部)

下半期活動計画および予算提出

第2回委員会開催

ホームページ作成・公開

日本臨床麻酔学会第27回大会
開催時
（東京･10/25-27）



多田　恵一
（前委員長）

野口　宏 野村　実 照井　克生 下山　直人

井関　雅子
古家　仁

（オブザーバー）

救急医療・心肺蘇生法専門部会 野口　宏 田勢長一郎 畑中哲生 中川　隆 小山　薫

集中治療領域ワーキンググループ 橋本　悟 星　邦彦 竹田晋浩

ペインクリニック領域ワーキンググループ 井関　雅子 長櫓巧 細川豊史 岡本健一郎

緩和医療領域ワーキンググループ 下山　直人 月山　淑 橋口　さおり 吉沢　明孝

産科麻酔領域ワーキンググループ 照井　克生 上山　博史 奥富　俊之 小野　健二 川名　信 森崎　浩

小児麻酔領域ワーキンググループ 秦　恒彦 深津　修 羽鳥文麿 香川哲郎

心臓麻酔領域ワーキンググループ 野村　実 大西佳彦 竹内　護 山田達也 小出康弘

関連領域検討委員会 予　算 備考

2007年5月31日

2007年5月31日
第54回学術集会開催時　会場
費

2007年8月19日 814,860

アンケート関連費用合計
650,000円含む
（調査発送費：200,000円、調
査回収費：150000円、
集計費：200,000円、調査票印
刷費：100,000円）

2007年8月26日

2007年10月29日 70,000 日本臨床麻酔学会開催時

2008年1月

2008年1月19日

2008年1月26日 164,860

計 1,049,720

救急医療・心肺蘇生法専門部会

2007年4月14日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 1,450,000
開催費用150,000円、ハートシムリース費用（年
間130万）

2007年5月12日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2007年6月1日
第54回学術集会開催時　会場
費

2007年6月1日 ＢＬＳインストラクターコース開催 150,000 10名参加

2007年7月14日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2007年8月11日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2007年9月8日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2007年11月10日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2007年11月16日 70,000 日本臨床麻酔学会開催時

2007年12月8日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2008年1月21日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2008年2月9日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

2008年3月8日 ＢＬＳプロバイダーコース開催 150,000 10名参加

3,020,000

集中治療ワーキンググループ

２００７年度関連領域検討委員会年間事業計画・予算

事　　　業　　　内　　　容

関連領域検討委員会
秦　恒彦
（委員長）

橋本　悟
（副委員長）

「麻酔科医の関連領域」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．

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．

第3回委員会開催．

第1回部会開催．
１．BLS講習会の実施に関する調整について
２．ACLS講習会に関する麻酔科学会認定のあり方等に関する検討

第2回部会開催．
１．ACLS受講者の認定について
２．次年度事業計画策定

計



2007年5月下旬 54回学術集会開催時

2007年8月10日 50,140

2008年3月6日 50,140

計 100,280

ペインクリニック領域ワーキンググループ

2007年5月31日

2007年7月13日 日本ペインクリニック学会時

2008年1月20日 81,900

計 81,900

緩和医療領域ワーキンググループ

2007年6月21日 39,840

2007年7月14日

2008年1月21日 39,840

計 79,680

産科麻酔領域ワーキンググループ

2007年5月31日 第54回学術集会時

2007年12月15日 70,000 分娩と麻酔研究会開催時

2008年3月1日 93,420

計 163,420

小児麻酔領域ワーキンググループ

2007年6月1日 第54回学術集会時

2007年11月23日 小児麻酔科学会開催時

2008年1月21日 96,120

計 96,120

心臓麻酔領域ワーキンググループ

2007年6月2日 第54回学術集会時

2007年9月15日 70,000 心臓血管麻酔科学会開催時

2008年1月21日 70,000 経食道心エコー講習会開催時

計 140,000

4,731,120総　計

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
（モニタリングについて）（JBPOTの必要性）（心臓麻酔の必要要件（施設、設備））
（マンパワー）（医療機器）（心臓外科手術数）

第１回部会開催．小児麻酔の教育・訓練はすべての麻酔科医に必要かどうかの検討、
専門医あてのアンケートの実施。

第１回部会開催．
・産科麻酔を麻酔専門領域として明確にすることの意義・方向性の検討
・産科麻酔の教育・研修がすべての麻酔科医に必要かどうかの検討
今後の判断材料となる情報の明確化、委員への情報収集分担割り。情報収集不要の件
は、論点を整理、議論を開始。

第2回部会開催．収集した情報に基き、産科麻酔を専門領域とすることの意義・方向性を
検討し、具体策を協議。

第３回部会開催．次年度事業計画および予算提出

第2回部会開催．小児麻酔の教育環境としての最低基準の検討　施設の絞込み

第３回部会開催．次年度事業計画および予算提出

第2回部会開催．
・麻酔科専門医の心臓麻酔における心臓外科手術の理解はどこまで必要か
・僧帽弁形成術、大動脈弁狭窄、動脈瘤など
・麻酔科認定医、専門医の心臓麻酔教育の必要性
・すべての麻酔専門医は心臓麻酔研修を受ける必要があるか？

第３回部会開催．
・麻酔専門医からみた心臓麻酔の継続教育
・麻酔認定施設における心臓外科手術の必要要件
・心臓外科専門医と麻酔専門医

第１回部会開催．ペインクリニック学会と日麻のスタンスの確認

第1回部会開催．
（１） 麻酔科医が集中治療領域にいかに興味を持ち参加してくれるか、その意義と方策
について協議する。
（２） 麻酔科医が集中治療分野に従事していくための方策を検討する。
（３） できる限り早期に各主力病院にアンケート調査を施行し、集中治療領域における麻
酔科出身医師の割合などについて正確な情報を得る。
（４） 毎年の日本麻酔科学会、日本集中治療医学医会、そして両学会の関連学会に働
きかけ、集中治療および麻酔科学の魅力について若手医師にアピールする場を設ける
よう努力する。

第2回部会開催．

第3回部会開始．次年度事業計画および予算提出

第2回部会開催．ペインクリニックの研修の整備、均一化に向けた検討

第３回部会開催．次年度事業計画および予算提出

第2回部会開催．チームの診療加算、拠点病院の要件の中でのチームの必要性を認識
し、麻酔科医がイニシアチブをとるようにするための方策を検討

第３回部会開催．次年度事業計画および予算提出

第１回部会開催．麻酔科医が緩和医療領域に関わるための戦術の検討、方針の作成。



畑埜　義雄
（委員長）

比嘉　和夫
（副委員長）

稲垣　喜三 井上　聡己 塩川　泰啓

藤瀬　久美子 細川　豊史 水本　一弘
増田　純一

（オブザーバー）

広　報　委　員　会 予　算

2007年4月 2,000,000 50,000部

2007年4月 0 200名分

2007年4月7日 160,000

2007年4月30日

0

302,400

2007年5月27日 160,000

2007年6月4日

300,000

2007年7月15日 160,000

2007年7月31日 302,400

2007年8月 300,270

2007年9月 1,300,000 30,000部

2007年9月

2007年10月 6,020,000

2007年10月 80,000

2007年10月7日～8日

2007年10月27日 302,400

2007年11月25日

60,000 職員下見等　60,000円(20,000円×3名)

300,270

2008年1月31日 302,400

2008年2月25日

2008年3月15日 計 12,050,140

12,050,140

200名分

ニューズレターVol.15-No.2最終校正．Vol.15-No.3企画

ニューズレターVol.15-No.2発刊

会場代　150,000円、麻酔小冊子印刷費(200部)
10,000円

２００７年度広報委員会年間事業計画・予算

広　報　委　員　会

事　　　業　　　内　　　容 備　　考

「麻酔のしおり」　印刷

初期セミナー参加　(大阪)
会場費100,000円
担当者旅費等
麻酔小冊子印刷費(200部) 10,000円

10,000部

ニューズレターVol.15-No.3最終校正．Vol.15-No.4企画

「麻酔の日」現場確認
各担当者連絡．進捗状況確認
業者打合（ブース、パネル、ステージシナリオ、器具）

担当者旅費および宿泊代

「麻酔のしおり」　印刷

ニューズレターVol.15-No.3発刊 10,000部

会場費100,000円
担当者旅費等
麻酔小冊子印刷費(200部) 10,000円

ニューズレターVol.16-No.1発刊

ニューズレターVol.15-No.4発刊 10,000部

10,000部

ニューズレターVol.16-No.2原稿締切

ニューズレターVol.15-No.4最終校正．Vol.15-No.1企画

臨床麻酔科学会時(東京)

ニューズレターVol.16-No.1原稿締切

2007年5月

第1回委員会開催
2007「麻酔の日」各企画報告、設営等確認、当日日程確
認．今後日程確認．下半期活動計画および予算提出・検
討

ニューズレターVol.15-No.3原稿締切

2007年7月

2007「麻酔の日」

会場設営費　2,500,000円
会場費　　　　　800,000円
模型レンタル料　730,000円
ポスター･チラシ等印刷費　　650,000円
アナウンサー依頼費　200,000円
広報委員交通費　400,000円
広報委員宿泊費　300,000円
事務局員交通費　50,000円
事務局員宿泊費 　90,000円
麻酔小冊子印刷費(2000部) 100,000円
雑費　300,000円

第2回委員会開催．
2007「麻酔の日」評価．2008「麻酔の日」企画原案作成

麻酔の日下見(仙台)

学生招待企画名札作成

ニューズレターVol.15-No.4原稿締切

学生招待企画案内･名札発送

初期セミナー参加　(東京)

後期セミナー参加　(東京)

2008年1月
第3回委員会開催．
次年度計画および予算作成　2008「麻酔の日」企画
および日程決定．各支部企画提出依頼．
次年度事業計画および予算最終確認．

総　計

ニューズレターVol.16-No.1最終校正．Vol.16-No.2企画



小川　節郎
(委員長)

大下　修造 加藤　正人 小松　徹 瀬尾　憲正 比嘉　和夫

福田　和彦
古家　仁

（オブザーバー）

支部管理委員会 予　算 備　　考

2007年4月20日

2007年7月20日

2007年7月下旬

2007年8月24日 第2回理事会開催時

2007年10月 300,000
日本臨床麻酔学会開
催時(東京)

2007年10月19日

2007年10月下旬

2007年12月20日

2008年1月18日

2008年1月下旬

2008年1月25日

2007年2月15日

2008年2月22日

2008年2月 500,000

計 800,000

800,000

支部第3四半期決算提出期限

支部2006年度予算書提出期限

第2回支部管理委員会開催．支部上半期決算収支状況検証．支部財
政指導．

第3回財務委員会開催．支部2007年度上半期決算書審査

２００７年度支部管理委員会年間事業計画・予算

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

支部2006年度決算提出期限.連結決算書作成開始

第2回財務委員会開催．支部2006年度第1四半期決算書審査

事　　　業　　　内　　　容

支部第1四半期決算提出期限

支部管理委員会

第4回財務委員会開催．支部第3四半期決算審査

第3回支部管理委員会開催．支部上半期決算収支状況検証．支部財
政指導．

総　計

第10回常務理事会開催・2007年度予算提出・検討

第6回財務委員会開催．2007年度最終予算案作成．

第11回常務理事会開催・2007年度予算確定



2007年度　北海道・東北支部　年間事業計画

事業内容 2007年度（2007.4.1～2008.3.31）

学術集会、学術講演等の開催 1.　年次総会

　　　　　日　時：2007年5月30日（水）

　　　　　場　所：札幌コンベンションセンター

2.　年次学術集会

　　北海道地区

　　　　　会長名：森本　裕二　（北海道大学）

　　　　　日　時：2007年9月8日(土)

　　　　　場　所：北海道大学医学部臨床大講堂

　　東北地区

　　　　　会長名：廣田　和美　（弘前大学）

　　　　　日　時：2007年9月15日(土)

　　　　　場　所：青森県観光物産館アスパム

3.　ＡＣＬＳ講習会

　　北海道地区

BLS 日　時：2007年9月9日（日）

ACLS日　時：2007年10月13日(土）～14日（日）※予定

　　　　　場　所：札幌医科大学保健医療学部

　　東北地区

　　　　　日　時：2007年9月15日(土)～16日(日）

　　　　　場　所：青森県観光物産館アスパム

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

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 賞　名：　高橋賞（北海道地区）

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 市民公開講座開催

　　北海道地区

　　　　　日　時：2007年9月11日(火)

　　　　　場　所：砂川市地域交流センターゆう

　　東北地区

　　　　　日　時：2007年9月15日(土)

　　　　　場　所：青森県観光物産館アスパム

その他目的を達成するために必要な事業 　　　　　　なし



2007年度　関東・甲信越支部　年間事業計画

事業内容 2007年度（2007.4.1～2008.3.31）

学術集会、学術講演等の開催 1.　年次総会

　１）日　時：2007年5月30日（水）

　　　場　所：札幌グランドホテル

　２）日　時：2007年9月21日（金）

　　　場　所：栃木県総合文化センター

2.　年次学術集会

　　　会長名：崎尾　秀彰　（獨協医科大学）

　　　日　時：2007年9月22日（土）

　　　場　所：栃木県総合文化センター

　　　予定参加数：290名

　　　テーマ：拓けているか、麻酔科医の将来

3.　ＡＣＬＳ講習会

　　　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：2007年9月22日（土）

　　　場　所：栃木県総合文化センター

　　　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



2007年度　東京支部　年間事業計画

事業内容 2007年度（2007.4.1～2008.3.31）

学術集会、学術講演等の開催 1.　年次総会

　１）日　時：2007年5月30日（水）

　　　場　所：札幌グランドホテル

　２）日　時：2007年9月21日（金）

　　　場　所：栃木県総合文化センター

2.　年次学術集会

　　　会長名：崎尾　秀彰（獨協医科大学）

　　　日　時：2007年9月22日（土）

　　　場　所：栃木県総合文化センター

　　　予定参加数：210名

　　　テーマ：拓けているか、麻酔科医の将来

3.　ＡＣＬＳ講習会

　　　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：1640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

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：2007年9月22日（土）

　　　場　所：栃木県総合文化センター

　　　予定参加数：200名　（含　関東甲信越支部）

　　　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



2007年度　東海・北陸支部　年間事業計画

事業内容 2007年度（2007.4.1～2008.3.31）

学術集会、学術講演等の開催 1.　年次総会

　　　　　日　時：2007年5月30日(水)

　　　　　場　所：札幌グランドホテル　別館2階 「グランドホール東」

　　臨時総会

　　　　　日　時：2007年9月1日(土)

　　　　　場　所：金沢市文化ホール

2.　年次学術集会

　東海・北陸支部第5回学術集会

　　　　　会長名：山本　健(金沢大学）

　　　　　日　時：2007年9月1日(土)・2日(日)

　　　　　場　所：金沢市文化ホール

3.　ＡＣＬＳ講習会

　　　　　日　時：2007年　9月8日(土)

　　　　　場　所：金沢医科大学

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５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 1． ベストプレゼンテーション賞の実施　（ 第５回学術集会において）

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 1． 日本超音波区域麻酔研究会

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：2007年　9月2日（日）

　　　　　場　所：金沢市文化ホール

2． 支部ＨＰ運営と拡充

その他目的を達成するために必要な事業 　　    なし



事業内容 2007年度（2007.4.1～2008.3.31）

1.　年次総会

　1)日時：2007年5月19日(土)

　　場所：大阪市立大学文化交流センター

　2)日時：2007年9月1日(土)

　　場所：大阪国際交流センター

　3)日時：2008年2月

　　場所：未定

2.　年次学術集会

　　会長：豊田 芳郎（大阪厚生年金病院）

　　日時：2007年9月1日(土)

　　場所：大阪国際交流センター

3.　学術講演

　　日時：2007年11月

    場所：未定

4.　症例検討会（マンスリー）

　　日時：2007年5月19日(土)  場所：大阪市立大学文化交流センター

　　日時：2007年11月　　　   場所：未定

　　日時：2008年2月  　　　  場所：未定

5． ＡＨＡ－ＢＬＳコース

　　※日時，場所共に未定

6.　ＡＨＡ－ＡＣＬＳコース

　　日時：2007年4月29日(日)－30日(月祝)

　　場所：大阪市立大学看護短期大学部

　　※あと2回分は日時，場所共に未定

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」　2007年7月・2008年1月

5.　年報等の発行　　　　　　　　なし

6.　社員総会議事録の発行　　　　あり

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

1.  市民公開講座

　　日時：2007年9月1日(土)

　　場所：大阪国際交流センター

　　会長：豊田 芳郎（大阪厚生年金病院）

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

2007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



　2007年度　中国・四国支部　年間事業計画

事業内容 2007年度（2007.4.1〜2008.3.31）

学術集会，学術講演会等の開催 1.第１回通常総会
　日時：2007年5月30日（水）

　場所：札幌コンベンションセンター

2.第2回通常総会

　日時：2007年9月21日（金）

　場所：海峡メッセ下関

3.年次学術集会（第44回中国・四国支部学術集会）
　会長：坂部武史（山口大学教授）
　日時：2007年9月22日（土）
　場所：海峡メッセ下関
　参加者数：200名

4.教育講演の開催
　会長：坂部武史（山口大学教授）
　日時：2007年9月22日（土）
　場所：海峡メッセ下関
　参加者数：200名

学術誌その他の刊行物の発行 1.学会誌発行の有無：なし

2.会員名簿の発行の有無：なし

3.学術集会抄録集の発行の有無：有り
発行部数：1200部

4.ニュースレター等の発行の有無：なし

5.年報等の発行の有無：なし

普及啓発活動 1.市民公開講座の開催
　日時：2007年10月14日（日）
　場所：宇部市文化会館（宇部市）
　参加者数：100名

2.ACLS講習会の開催
　日時：2007年9月23日（日）～24日（月）
　場所：山口大学医学部（宇部市）
　参加者数：20名（受講者20名）

3.麻酔の日の記念行事の開催（市民公開講座に共催）
　日時：2007年10月14日（日）
　場所：宇部市文化会館（宇部市）
　参加者数：100名



2007年度　九州支部　年間事業計画書

事業内容 2007年度（2007.4.1～2008.3.31）

学術集会、学術講演等の開催 1.　年次総会（支部総会）

　　　日　時：2007年5月30日（水）

　　　場　所：札幌コンベンションセンター

2.　年次学術集会

　　　会　長：須加原　一博（琉球大学）

　　　日　時：2007年11月3日（土）

　　　場　所：沖縄コンベンションセンター 

3.　学術講演（九州麻酔科学会セミナー）

　　　会　長：依光　たみ枝（沖縄県立中部病院）

　　　日　時：2007年11月4日（日）

　　　場　所：沖縄コンベンションセンター

4.　ＡＣＬＳ講習会

　　　日　時：未定（2回予定）

　　　場　所：福岡市、他（予定）

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

　　　　　　　　発行部数：1,300部

4.　ニュースレター等の発行　　　なし

5.　年報等の発行　　　　　　　　あり

　　　　　　　　発行部数：1,300部

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 有り：九州麻酔科学会賞　

研究および調査の実施 麻酔関連偶発症例調査の実施の呼びかけ

関連学会との連携および協力 第12回日本心臓血管麻酔科学会、九州疼痛学会、

日本集中治療医学会九州地方会、日本小児麻酔学会第13大会

国際的な研究協力の推進 アジア地域との連携推進

普及啓発活動 1.  市民公開講座開催

　　　日　時：2007年11月3日（土）

　　　場　所：沖縄コンベンションセンター 

その他目的を達成するために必要な事業 　　　　　　なし
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