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表１　（法第28条第１項関係「前事業年度の事業報告書」）

21年度事業報告書（平成21年９月１日から平成22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
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の第３期事業計画に従って事業
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38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400名 

高血圧患者と一般
市民約１万名 100

(2) 家庭血圧測定記録手帳
「私の健康血圧手帳」を作成
した。高血圧患者2万6千人
に配布中である。

平成21年
9月～ 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 252

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、論文作成中。

平成22年
6月～8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

46

日本高血圧学会などの
関連学術団体との連絡
協力事業

呉市とその周辺都市及び和
歌山市における「こだわり
の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、低カロリーランチ
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

39レ ス ト ラ ン の
来店者でこだわり
ヘルシーグルメを
注文した一般市民。
実数不詳。

0

World Hypertension 
League（WHL）

（世界高血圧連盟）へ
の協力事業

（１）世界高血圧デー
5月17日にＪＲ東京山手線
で特別列車による高血圧セ
ミナーの実施。当日ＮＨＫ
の午後７時のニュースでも
取り上げられた。支出は協
賛企業が負担。

平成22年
5月17日

東京
山手線
車輛

3名 主婦50名と企業
の健康管理担当者 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21年
５月 法人事務所 １名 不詳 37
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市民公開講座・イベント（2010年９月〜2011年３月）
開催日 イベント・公開講座 会場 協賛・共催

◆2010年

共催
2010年
9月11日(土)
14：00～16：00

市民公開講座　　
脳卒中や心臓病にならないための高血圧対策

宮崎県
日南市文化センター　大ホール
日南市中央通り1-7

【共催】南那珂医師会／ファイザー㈱／オムロンヘルスケア㈱

共催
2010年
9月12日(日)
12：30開場

市民公開講座　　200名
ウデをまくろう、ニッポン！ In 下呂
13：00～14：00　プレイベント
14：00～16：00　講演会

岐阜県下呂市
下呂交流会館

【共催】岐阜県医師会／下呂市医師会／下呂市薬剤師会／
ノバルティスファーマ㈱

【後援】日本高血圧学会／日本脳卒中協会／岐阜大学医学部／
オムロンヘルスケア㈱

共催 2010年
9月26日(日)

市民公開講座
高血圧からあなたと家族を守る

三重県尾鷲市
尾鷲市立中央公民館
3階講堂
尾鷲市中村町10-41

【共催】三重大学医学部／紀北医師会／尾鷲総合病院／尾鷲市／
紀北町／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
2010年
１０月１１日 ( 月 )
13：00～16：30

市民公開講座
「徳島大学病院フォーラム2010秋」
～高血圧からあなたと家族を守るためにでき
ること～

徳島県
ホテルクレメント徳島
徳島県徳島市寺島本町西１
丁目61番地

【共催】徳島大学病院／アステラス製薬株式会社／
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社／徳島新聞社

【後援】徳島県医師会／オムロンヘルスケア株式会社／
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
2010年
10月17日 ( 日 )
14：00～16：00

第33回日本高血圧学会総会　市民公開講座
　血圧を下げて元気で長生き

福岡県　福岡市
イムズホール
福岡市中央区天神1-7-11
イムズ９F

【共催】日本高血圧学会／オムロンヘルスケア㈱

共催
2010年
11月6日（土）
14：00～16：30

市民公開講座　入場無料
第4回公開高血圧教室
　高血圧の専門医師による個別医療相談

宮城県　仙台市
エ ル パ ー ク 仙 台　6階　
ギャラリーホール
仙台市青葉区一番町4-11-1

【共催】第一三共㈱

共催
2010年
11月6日(土)
13：30～16：15

市民公開講座　
高血圧セミナー　熊本
プレイベント　13：30～14：30
血圧測定会、ＢＮＰ測定会

熊本県
熊本市　熊本流通情報会館
熊本市　熊本流通団地1-24

【共催】塩野義製薬㈱／オムロンヘルスケア㈱

共催
2010年
11月13日（土）
13:00～16：00

市民公開講座　　定員400名
「食と健康」

和歌山県
県民文化会館小ホール
和歌山市小松原通り一丁目1番地
和歌山県庁正門前

【共催】ファイザー㈱
【後援】ホテルアバローム紀の国
【協力】オムロンヘルスケア

共催 2010年
11月14日（日）

市民公開講座
ウデをまくろう、ニッポン！ In 札幌
12：30～14：00　プレイベント
14：00～16：00　講演会

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

【共催】ノバルティスファーマ㈱
【後援】日本高血圧学会／オムロンヘルスケア㈱

共催
2010年
11月20日 ( 土 )
12：30～

市民公開講座　　定員200名
高血圧ウデをまくろう、三重！

三重県亀山市
亀山青少年研修センター
三重県亀山市若山町7番10号

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

共催

2010年
11月20日 ( 土）
１3：00開場
14：00～16:00

市民公開講座　どなたでも参加できます。
入場無料　
いわて高血圧教室　in 盛岡　　定員200名
＊会場からの質問コーナーでは高血圧の専門
家があなたの質問お答えします

岩手県　盛岡市
エスポワール　いわて2Ｆ
大中ホール
盛岡市中央通1-1-38

【共催】武田薬品工業㈱／オムロンヘルスケア㈱
【後援】盛岡医師会

共催 2010年
11月21日（日）

市民公開講座
第3回公開高血圧講座

青森県弘前市
弘前大学医学部
コミニュケーションセンター
大会議室

【共催】第一三共㈱／オムロンヘルスケア㈱
【後援】弘前市医師会／弘前大学医師会

共催
2010年
12月5日(日)
14：00～16：00

市民公開講座　　定員600名　事前予約不要
心臓病から身を守るために

岐阜県岐阜市
じゅうろくプラザ　2Ｆ　
ホール
岐阜市橋本1-10-11

【共催】ファイザー㈱
【後援】日本循環器学会

後援
2010年
12月18日 ( 土 )
16：50～18：10

市民公開シンポジウム
ー難治性副腎疾患の現状と今後の展望ー
Pheochromocytoma　Symposium 2010

東京都千代田区
全国町村会館　大ホール
東京都千代田区永田町1-11-35

【主催】厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業／
難病研究資源バンク研究開発事業／日本内分泌学会／
国立病院機構京都医療センター

共催 2010年
12月19日（日）

市民公開講座
第10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
12：30～13：30　血圧測定実習
13：30～16：00　講演
ご来場先着100名に「高血圧患者さんのため
の減塩レシピ」差し上げます。

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

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

◆2011年

後援
2011年
2月6日（日）
14：00～16：00

高血圧・腎臓病　市民公開セミナー
「血圧を正常に、腎臓を元気に！」

茨城県つくば市
筑波国際会議場　3Ｆ
中ホール300
つくば市竹園2-20-3

【共催】筑波腎臓内科医療育成支援機構／中外製薬㈱

共催
2011年
3月12日（土）
14：00開場

市民公開講座　　定員150名
血圧を計ろう in 三重
－血圧コントロールのコツ教えます―

三重県鳥羽市
鳥羽市民文化会館
鳥羽市鳥羽３丁目

【共催】三重県栄養士会／志摩医師会／アステラス製薬㈱
【後援】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㈱

後援 2011年
3月27日（日）

市民公開講座　500名　無料
「ＳＴＯＰ　ｔｈｅ　慢性腎臓病」

仙台国際センター　「橘」
仙台市青葉区青葉山無番地

【主催】河北新報社
【共催】社団法人全国腎臓病協議会／宮城県腎臓病患者連絡協議会／
財団法人　宮城県腎臓協会




