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（法第28条第１項関係「前事業年度の事業報告書」）

22年度事業報告書（平成22年９月１日から平成23年８月31日まで）
特定非営利活動法人　日本高血圧協会

１　事業の成果
第４期事業計画に従って、以下の事業を実施した。わが国には４千万人ともいわれる高血圧患者が存在する
が、高血圧の予防と高血圧に基づく心臓・血管系の疾患を予防するために当協会の目的達成に向けて事業を
展開した。

２　事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者の
人数

受益対象者の範囲
及び人数

支出額
（千円）

高血圧及び高血圧性循
環器合併症の予防と治
療に関する知識の普
及、啓発、高血圧患者
の相談及び指導のため
の事業

（１）市民公開講座
全国各地で25回開催。会場ア
ンケート調査によればいずれも
90％以上の参加者が役にたっ
たと記載されていた。支出金額
の大部分は協賛企業が負担。

随時 全国各地
当日ボラン
ティアも含
め約300名

高血圧患者と一般
市民約１万名 174

（２）作製された家庭血圧
測定記録手帳「私の健康
血圧手帳」を高血圧患者
２万６千人に配布した。

平成22年
９月～
平成23年
８月中

法人事務所 20名 高血圧患者
２万６千名 0

高血圧に関連する広報
事業

当協会ホームページに高血
圧に関するQ&A欄を掲載 通年 ホームペー

ジ上 ５名 高血圧患者と一般
市民不特定多数 320

入会案内・会報制作等 随時・年２回
（３,８月）

法人
事務所 ５名 高血圧患者と一般

市民不特定多数 309

高血圧に関する調査研
究事業

大学附属病院・国立病院
及び全国基幹病院合計324
病院へ食塩含有量調査を実
施し、論文を作成した。

平成21年
６月～
平成22年
10月

法人
事務所 ４名

該当病院の調査期
間中の入院患者約
20万名

19

日本高血圧学会などの
関連学術団体との連絡
協力事業

（１）呉市・広島市・大竹市
とその周辺および和歌山市に
おける「ヘルシーグルメダ
イエットレストラン」運動に
おける減塩、低カロリーメ
ニューの作成指導。高血圧学
会との協力事業で支出は無。

通年 該当レスト
ラン ５名

該当レストランの
来店者でヘルシー
グルメを注文した
一般市民。実数不
詳。

0

（２）「塩を減らそうプロジェク
ト」のイベントに参加・協力した 通年 全国 ４名 一般市民、不特定

多数 0

World Hypertension 
League（世界高血圧
連盟）への協力事業

（１）５月17日世界高血圧
デーに東京銀座のソニービル
内とスクエアにて、「高血圧
チャレンジ130/85」の啓
発イベントをキャンペーン
キャラクターの元サッカー日
本代表の北澤豪さんとサッ
カー解説者の松木安太郎さん
に参加してもらい、パフォー
マンスを行った。他に地下鉄
(東京：銀座線と丸ノ内線,大
阪：御堂筋線)に高血圧啓発
の社内広告を掲げた。支出は
協賛企業が負担した。

平成23年
５月17日
～5月23
日

東京銀座と
東京・大阪 ５名

ソ ニ ー ビ ル に 集
ま っ た プ レ ス 関
係者約30名とソ
ニースクエアに集
まった通行人及び
東京・大阪の地下
鉄乗客

0

（２）世界高血圧連盟への協
力事業として分担金の支払い

平成23年
５月 法人事務所 １名 不詳 30
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（法第28条第１項関係「前事業年度の収支計算書」）

平成22年度　特定非営利活動に係る事業　会計収支計算書（平成22年９月１日から平成23年８月31日まで）
特定非営利活動法人　日本高血圧協会

科　　　　目 金　額（単位：円）
Ⅰ　経常収入の部
　　１　会費収入
　　　　　正会員（個人会員） 349,500
　　　　　正会員（団体会員） 200,000
　　　　　賛助会員　 350,000 899,500
　  ２　寄付収入 1,845,100 1,845,100
　  ３　雑収入
　　　　　利息収入 176
　　　　　雑収入 80 256
　　　　経常収入合計 2,744,856
Ⅱ　経常支出の部
　１　事業費
　　　　広報事業費（HP サイト管理費） 320,250  
　　　　入会案内制作費 115,500
　　　　会報印刷／発送費 194,125
　　　　全国病院食アンケート論文別刷代 19,530
　　　　会議費（市民公開講座及び高血圧の日イベント打合せ） 174,820
　　　　World Hypertension League 分担金 30,532 854,757
　２　管理費
　　　　旅費・交通費 3,150
　　　　事務印刷・消耗品費 52,747
　　　　通信・運搬費 233,175
　　　　銀行・郵便局振替　手数料 67,180
　　　　租税公課 18,800
　　　　雑費 147,000 522,052
　　　経費支出合計 1,376,809
　　　経費支出差額 1,368,047
Ⅲ　その他資金収入の部 0
Ⅳ　その他資金支出の部　　　　 0
　　１　予備費 0
　　　　その他資金支出合計　 0
当期収支差額 1,368,047
前期繰越金 1,679,743
次期繰越収支差額 3,047,790

（法第28条第１項関係「前事業年度の財産目録」）

平成22年度会計財産目録（平成23年８月31日現在）
特定非営利活動法人　日本高血圧協会

科　目　・　摘　要 金　額（単位：円）
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金預金
　　　　　現金（現金手許有高） 2,504
　　　　　普通預金（三菱東京 UFJ 銀行本郷支店） 917,149
　　　　　振替貯金（ゆうちょ銀行 ) 2,128,137
　　　　　動資産合計 3,047,790
　２　固定資産 0
　　　　　固定資産合計 0
　　　　　資産合計 3,047,790
Ⅱ　負債の部
　１　流動負債 0
　　　　　流動負債合計 0
　２　固定負債
　　　　　長期借入金 0
　　　　　固定負債合計 0
　　　　　負債合計 0
　　　　　正味財産 3,047,790
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市民公開講座・イベント（2011年９月～2012年２月）
開催日 イベント・公開講座 会場 協賛・共催

◆2011年

共催
2011年
9月11日（日）
13：00～15：00

ウデをまくろう、ニッポン In 神岡
～食塩を減らして高血圧を防ごう～

岐阜県飛騨市：
神岡町公民館
飛騨市神岡町東町378

【共催】ノバルティスファーマ㈱／岐阜県医師会、飛騨市医師会／飛騨市
【後援】岐阜大学医学部／岐阜大学医学部付属病院／
オムロンヘルスケア㈱／日本高血圧学会

共催
2011年
9月17日（土）
12：30～16：00

生活習慣病フォーラム　　定員300名
～先生に聞いてみよう！

 日常から気をつける高血圧の予防と治療～

北海道函館市：
函館市芸術ホール
函館市五稜郭町37-8

【共催】函館生活習慣病懇談会／函館市医師会／函館薬剤師会／
函館病院薬剤師会／北海道栄養士会函館支部

【後援】ファイザー㈱／北海道新聞函館支社／テルモ㈱／根本特殊化学㈱

共催
2011年
9月25日（日）
12：30～16：00

ウデをまくろう、ニッポン In 上田
長野県上田市：
上田文化会館ホール
長野県上田市材木町1-2-3

【共催】ノバルティスファーマ㈱
【後援】オムロンヘルスケア㈱／日本高血圧学会
【特別協力】信濃毎日新聞社

共催
2011年
9月25日（日）
13：00～15：00

高血圧市民公開講座
対象：一般市民約350名

鳥取県米子市：
米子コンベンションセンター
BiGSHiP 2階　国際会議室
鳥取県米子市末広町294

【共催】ファイザー㈱
【特別後援】新日本海新聞

後援
2011年
10月2日（日）
13：00～15：00

道民公開講座
－身近な生活習慣病克服に向けて－
　司会：島本和明

北海道札幌市：
札幌コンベンションセンター1F
特別会議場
札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

【共催】北海道心臓協会／日本老年医学会北海道支部／
ノバルティスファーマ㈱

【後援】北海道、北海道医師会／札幌医師会／札幌医科大学医師会／
北海道新聞社

後援
2011年
10月2日（日）
13：00～15：00

道民公開講座
－身近な生活習慣病克服に向けて－
　司会：大岩　均

北海道苫小牧市：
苫小牧プリンスホテル2F
瑞光の間
北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8

【共催】北海道心臓協会／日本老年医学会北海道支部／
ノバルティスファーマ㈱

【後援】北海道、北海道医師会／苫小牧医師会
札幌医科大学医師会／北海道新聞社

後援
2011年
10月2日（日）
13：00～15：00

道民公開講座
－身近な生活習慣病克服に向けて－

 司会：老松　寛

北海道函館市：
函館国際ホテル1F
陽春の間
函館市大手町5-10

【共催】北海道心臓協会／日本老年医学会北海道支部／
ノバルティスファーマ㈱

【後援】北海道、北海道医師会／函館医師会／札幌医科大学医師会／
北海道新聞社

後援
2011年
10月9日（日）
13：00～15：30

市民公開講座
第4回心臓病市民公開講座 in 福山
　「心不全からあなたと家族を守るために」

広島県福山市：
ふくやま芸 術 文 化ホ ール
リーデンローズ
福山市松浜町2丁目1番10号

【主催】福山市医師会循環器病研究会
【共催】㈳福山医師会／大日本住友製薬㈱
【後援】㈳日本循環器管理研究協議会／
広島県医師会糖尿病対策推進会議／㈶日本心臓財団

【協賛】オムロンヘルスケア㈱／カルピス㈱／日本光電中四国㈱／
フクダ電子広島販売㈱／日立アロカメディカル㈱／
東芝メディカルシステムズ㈱

共催
2011年
10月10日（祝月）
13：00～16：00

市民公開講座　　定員700名
「徳島大学病院フォーラム2011秋」
　・テーマ：血圧を下げて長生き

徳島県徳島市：
ホテルクレメント徳島
徳島市寺島本町西1-61

【主催】徳島大学病院／ NPO 法人医学研究・教育支援機構／
アステラス製薬㈱／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱／
徳島新聞社

【後援】徳島県医師会／オムロンヘルスケア㈱／
文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「自然炎症」分野

共催 2011年
10月22日（土）

市民公開講座　　定員500名
「血圧を下げて元気で長生き」

栃木県宇都宮市：
栃木県総合文化センターサ
ブホール（ホール棟1F）
宇都宮市本町1-8

【共催】第34回日本高血圧学会総会
【後援】栃木県／栃木県医師会／宇都宮市医師会／日本心臓財団／
下野新聞社／㈱とちぎテレビ／オムロンヘルスケア㈱

【協賛】バイエル薬品㈱

共催 2011年
10月29日（土）

市民公開講座　　定員150名
「高血圧からあなたと家族を守る」

三重県津市：
津市白山公民館
津市白山町川口897

【共催】日本高血圧学会／三重大学医学部／津医師会／
久居・一志地区医師会／第一三共㈱／オムロンヘルスケア㈱／
オムロンコーリン㈱／カルピス㈱

共催
2011年
10月30日（日）
13：00～16：00

ウデをまくろう、ニッポン！ In 北九州
「家族の皆（すべて）が健やかに」
－高血圧の予防－

福岡県北九州市：
北九州芸術劇場 大ホール

（リバーウォーク北九州6階）
北九州市小倉北区室町1丁
目1-1-11

【共催】北九州市／ノバルティスファーマ㈱
【後援】日本高血圧学会／北九州市医師会／北九州市薬剤師会／
福岡県看護協会／福岡県栄養士会／福岡県作業療法協会／
オムロンヘルスケア㈱

共催
2011年
10月30日（日）
14：00～16：00

ウデをまくろう、ニッポン！ In 関
－高血圧といかにつきあうか－

岐阜県関市：
わかくさプラザ

（関市生涯学習拠点施設）
関市若草通2丁目1番地

【共催】岐阜県医師会／岐阜県栄養士会／武儀医師会／
ノバルティスファーマ㈱

【後援】高血圧学会／岐阜大学医学部／岐阜大学医学部附属病院／
オムロンヘルスケア㈱

共催
2011年
11月5日（土）
14：00～16：30

高血圧の専門医師による個別医療相談
第5回公開高血圧教室

仙台市青葉区：
トラストシティ カンファラ
ンス・仙台5F
仙台市青葉区一番町1-9-1

（仙台トラストタワー5階）

【共催】第一三共㈱／オムロンヘルスケア㈱
【後援】宮城県医師会／仙台市医師会／
宮城県腎臓病患者連絡協議会／仙台市／河北新報社

後援
2011年
11月12日（土）
13：30～15：00

第5回埼玉県内科医会市民公開講座
「大災害に負けない高血圧管理！」

埼玉県さいたま市：
埼玉県県民健康センター
さ い た ま 市 浦 和 区 仲 町
3-5-1

【主催】埼玉県内科医会
【共催】埼玉県医師会／ノバルティスファーマ㈱
【後援】埼玉県、さいたま市／浦和医師会、大宮医師会／
さいたま市与野医師会／岩槻医師会／読売新聞さいたま支局／
埼玉新聞／オムロンヘルスケア㈱

共催
2011年
11月13日（日）
13：30～16：00

市民公開講座
「第12回患者さんと御家族のための高血圧セミナー
　 ～脳卒中や心臓病にならないためには～」

愛知県名古屋市：
東建ホール・丸の内
名古屋市中区丸の内2-1-33

【主催】患者と家族のための高血圧セミナー実行委員会
【共催】中日新聞社
【後援】名古屋市／テルモ㈱

共催
2011年
11月19日（日）
14：00～15：30

高血圧　市民公開講座　　定員500名
「塩の摂りすぎは、高血圧の主な原因
　テーマ　塩を減らそう！
　　　　　～高血圧は予防から～」

和歌山県和歌山市：
和歌山県立医科大学　講堂
和歌山市紀三井寺811-1

【共催】MSD ㈱
【後援】和歌山県、和歌山市／和歌山県医師会／和歌山市医師会／
和歌山県薬剤師会／和歌山市薬剤師会／和歌山県看護協会／
和歌山県栄養士会

【協力】ホテルアバローム紀の国／オムロンヘルスケア㈱

共催
2011年
11月26日（土）
14：30～

高血圧市民公開講座　　定員200名 
大分県大分市：
大分県医師会館7階
大会議室
大分市大字駄原2892の1

【共催】ファイザー㈱

共催
2011年
12月3日（土）
13：30～

市民公開講座　高血圧
ウデをまくろう、三重！

「知っていますか？ 自分の血圧」

三重県度会群：
度会町中央公民館
度会郡度会町棚橋314

【共催】ノバルティスファーマ㈱
【後援】伊勢地区医師会／三重大学医学部／カルピス㈱／
オムロンコーリン㈱／オムロンヘルスケア㈱

共催
2011年
12月4日（日）
13：30～16：30

第4回公開高血圧講座
「高血圧に負けない　上手なつきあい方」

青森県弘前市：
弘前大学医学部コミュニ
ケーションセンター2階
弘前市本町40-1

【共催】第一三共㈱／オムロンヘルスケア㈱
【後援】弘前市医師会

後援
2011年
12月10日（土）
13：00～16：15

Primary Aldosteronism 2011
－ Now and Future －
対象：医療関係者　　定員約120名

東京都千代田区：
東京国際フォーラム
ホール D1
千代田区丸ノ内3丁目5番1号

【主催】NHO ネットワーク共同研究 PHAS-J2研究班／
厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「副腎ホル
モン産生異常に関する調査研究班／
日本内分泌学会：原発性アルドステロン症ガイドライン実施の実
態調査と普及に向けた標準化に関する検討委員会／他

【後援】日本高血圧学会／日本内分泌外科学会／日本医師会

後援
2011年
12月10日（土）
17：00～19：00

1st Japan-U.S.Joint Symposium
－ Japan-US Paratnership
　 for Pheochromocytoma －
第1回日米合同シンポジウム

「褐色細胞腫制圧と日米パートナーシップ」
対象：一般市民、患者・患者家族
　　　定員100名

東京都千代田区：
東京国際フォーラム
ホール D1
千代田区丸ノ内3丁目5番1号

【共催】日本患者会「褐色細胞腫を考える会」／
米国患者会「Pheo-Para-Trooper」

【後援】日本高血圧学会／日本内分泌外科学会／日本医師会／
日本癌治療学会／日本泌尿器科学会／アメリカ大使館／ハンガリー大使館

【開催協力】国立病院機構 京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部／
厚生労働省難治性疾患克服研究事業「褐色細胞腫の診断及び治療
法の推進に関する研究」班／他




