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2010 年世界医師会（ＷＭＡ）バンクーバー総会出席（報告） 

1. 会期：平成 22 年 10 月 13 日（水）～16 日（土） 

2. 場所：バンクーバー（カナダ） 

3. 参加者：原中会長、横倉副会長、石井常任理事、畔柳参与 

 （随行）鶴岡国際課長、浜本主査 

4. 総会次第 

13 日（水） 理事会、医の倫理、財務、社会医学各委員会 
14 日（木） 準会員会議 

 学術集会「テーマ：健康と環境」 

15 日（金） 理事会本会議、総会式典 

16 日（土） 総会全体会議、理事会 

5. 参加医師会数等 

  ・52 医師会および赤十字国際委員会、国際女医会、カナダ医政局連合など 10 団体 

  ・出席人数 309 名（日本からは 28 名参加） 

6. 会長選挙および次期会長選挙（10 月 15 日） 

・昨年次期会長に選出されたケタン・デサイ氏（インド医師会）は海外活動不能との事情に

より会長就任不可能となった。このため臨時で行われた新会長選挙（2010-11 年）には 3 名

が立候補し、ウォンチャット・サブハチャトラス氏（タイ医師会）が選出された。 

・次期会長選挙には、ホセ･ルイス・ゴメス・ド･アマラール氏（ブラジル医師会）が立候補

し、無投票で選出された（2011-12 年の会長）。 

・ダナ・ハンソン氏（カナダ医師会）は前会長となった。 

7. 総会での主な議決事項 

（1）医の倫理関係  
1）採択・修正文書はなし 

2）医学研究におけるプラセボの使用について 

作業部会（議長国ドイツ）は 2011 年の夏に東京で専門家を招いて本件に関する会議を

行う予定。本会も作業部会のメンバーとなっている。 

（2）社会医学関係 

1）新たに採択された WMA 文書 

① 環境悪化と化学物質の健全管理に関する声明 

② 婦女子に対する暴力に関する決議 

③ 処方権に関する決議 

2）修正案が採択された既存文書 

① 薬物療法における医師と薬剤師の関係に関する声明 

② 家庭内暴力に関する声明 

③ 難民（亡命希望者、亡命希望却下者、不法滞在移民、国内避難民を含む）に対する医

療に関する決議 

3）その他 

①ラドヴァン・カラジッチ医師に関する決議が廃棄、アーカイブ化された。 

（3）財務企画関係 

1）WMA 施行細則の整理・統合について、カテゴリー1 と 2 に関する変更が承認・採択、カ

テゴリー3 の変更が承認された。 

2）今後の総会開催予定地 

2011 年 10 月 12-15 日：モンテビデオ（ウルグアイ） 学術集会テーマ「禁煙」 

2012 年 10 月 10-13 日：タイ 

3）今後の中間理事会開催地について 
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 2011 年：シドニー（オーストラリア） 

 2012 年：ディボンヌ・レ・バン（フランス） 

 2013 年：プラハ（チェコ） 

4）新規加盟の承認 

モザンビーク医師会とセルビア医師会の加盟を承認した（加盟医師会数は 97 となった）。 

（4）学術集会 

学術集会は 14 日、「健康と環境」をテーマに開催され、計 11 名の演者による講演と活発な

議論が行われた。 

（5）準会員会議 

1）各国へ回付のうえ理事会で審議される文書 

①ソーシャルメディアの専門的倫理的利用に関する声明案 

②子どもを対象とした医学研究の倫理原則に関する声明案 

2）理事会と委員会へ付託される文書 

①バイオバンクにおける医師の倫理的責任に関する決議案 

 3) その他 

 ①準会員会議の活性化に関する報告が事務総長からなされた。 

 ②若手医師および医学生の参加について議論された。 

8. その他、総会時における各国との交流など 

CMAAO（アジア大洋州医師会連合）加盟医師会と意見交換の場を持ち、同地域の声を WMA

に反映させるために CMAAO における情報交換をさらに活発に行うことが確認された。 

 

*** 



（日本医師会国際課仮訳） 

 

世界医師会ニュースリリース 
2010 年 10 月 16 日 
 
 
処方を行うのに最も相応しいのは医師と WMA が発表 
 
医薬品を処方する権利は、能力に基づくべきであり、理想的には医師の責任とされるべきで

ある、と世界医師会（WMA）は本日の新決議のなかで述べた。バンクーバーで開催された年

次総会で、WMA は医薬品処方に関する新文書を採択、さらに医師と薬剤師の関係に関する

ガイドラインを改訂した。 
 
約 50 ヵ国の医師会から代表として参加している医師らは、「看護師やその他の医療従事者は、

患者の治療全般にわたり協力し合うが、単独で処方するのに最も適切な資格をもつのは医師

である。」ということで合意した。 
 
声明は次のように述べている。「国によっては、特定の状況において、通常は特別な訓練と教

育を受けたその他の専門職が、ほとんどの場合は医師の監督のもとで、医薬品を処方するこ

とが法律で許可されているところもある。あらゆる場合において、患者の治療の責任は医師

にある。各国の医療システムは、患者の診断と治療における国民の安全と利益を確実に守る

べきである。システムが社会的、経済的あるいはその他のやむを得ない理由から、この基本

的な構想に従うことができない場合は、状況を改善して患者の安全を守るために全力を尽く

すべきである。」 
 
医師は単独で処方するのに最も適切な資格をもつが、自分の限界を認識して、必要な場合は

指導や助言を求めなければならない。医薬品の処方に確信が持てない場合、医師は経験ある

同僚、医薬品リスト、および/または既刊文献に助言を求めるべきである。 
 
新決議は、正しい知識と正確な診断を欠いて、不適切に医薬品を処方することは、患者の健

康に重大な副作用をもたらす可能性があると明言した。 
 
さらに、「医薬品の処方は、患者の症状の正しい診断に基づいて行われるべきであり、かつ、

病気の機序と診断方法、および問題となる症状の投薬治療に関する教育課程を修了した者に

よって行われるべきである。」と述べた。 
 
WMA は、医師と薬剤師の関係に関する声明の改訂版の中で、医師と薬剤師は、補完、協力

し合う責任を負い、このためにはコミュニケーション、尊重、信頼、互いの専門的能力に対

する相互認識が必要であると述べた。これらの専門職間の協力は、研修の開発や互いの間な

らびに患者との間の情報共有の点を含めて不可欠である。患者の最大の利益のためになるよ

う、お互いの専門的役割を定義し、透明かつ協力的な枠組みの中で医薬品の最適使用を促進

することを目的として、医師と薬剤師の代表組織の間でオープンかつ継続的な対話を続ける

ことが必要である。 
 
WMA 議長の Dr. Edward Hill は、次のように述べた。「総会での討論は、処方の問題が世界各

地において異なった見方で捉えられていることを非常に明確にした。WMA の役目は、最善

の診療に関するガイドラインによって医師を支援することと、患者のための医療に最高の質

を確保することである。」 
 
「薬剤師と医師がそれぞれの役割を認めて、患者の健康にとって最も望ましい効果が得られ

るように、医薬品の安全かつ適切な使用のために協力したとき、患者の要求は最大に満たさ

れることになる。」 
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THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC. 
 

処方権に関するWMA決議 
 

2010年、WMAバンクーバー総会で採択 
 
序文 
 

医師は、学究開始時からキャリア全体を通して、最上の技術と配慮をもって患者を治療するの

に必要な知識を習得し、訓練を受け、能力を獲得する。 
 
医師は、患者の総合的な状態を考慮に入れながら、最も正確な診断を行い、病気を治癒させ、

あるいは症状を軽減するために最大限に効果的な治療を決定する。 
 

多くの場合、医薬品は治療において不可欠な部分である。医療の倫理的・職業的原則に従って

正しい決断を行うために、医師は薬理学の原理、および異なる医薬品間で起こりうる相互作用

や患者の健康へ及ぼす影響についての徹底した知識と理解をもっていなければならない。 
 

医薬品処方は重要な臨床的介入であり、これに先立って、患者の状態を判断し正しい臨床診断

を下すための複合かつ統合的なプロセスが行われるべきである。このプロセスには以下が含ま

れる。 
・ 現在の状態と既往歴を考慮する 
・ 鑑別診断を行う能力 
・ 関連する複数の慢性疾患や複合疾患を理解する 
・ 現在効果を挙げている投薬や過去に中止した投薬の履歴、および可能性のある相互作用を考

慮する 
 

正しい知識と正確な診断なしに不適切な医薬品処方を行うことは、患者の健康に重大な悪影響

を与える可能性がある。不適切な治療決定からは深刻な事態が生じうることを考慮し、WMAは

質の高い治療と患者の安全の確保に関する次の原則を確認する。 
 
原則 
 

医薬品の処方は、患者の症状の正しい診断に基づいて行われるべきであり、かつ、病気の機序

と診断方法、および問題となる症状の投薬治療に関する教育課程を修了した者によって行われ

るべきである。 
 
医師による処方は、患者の安全を保証するために不可欠であると同時に、患者と医師の間の信

頼関係を維持するためにも極めて重要である。 
 
看護師やその他の医療従事者は、患者の治療全般にわたり協力し合うが、単独で処方するのに

最も適切な資格をもつのは医師である。国によっては、特定の状況において、通常は特別な訓

練と教育を受けたその他の専門職が、ほとんどの場合は医師の監督のもとで、医薬品を処方す

ることが法律で許可されているところもある。あらゆる場合において、患者の治療の責任は医

師にある。各国の医療システムは、患者の診断と治療における国民の安全と利益を確実に守る

べきである。システムが社会的、経済的あるいはその他のやむを得ない理由から、この基本的

な構想に従うことができない場合は、状況を改善して患者の安全を守るために全力を尽くすべ

きである。 
 

 
 



（日本医師会国際課仮訳） 
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THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC. 
 

薬物療法における医師と薬剤師の関係に関する WMA 声明 
 

1999 年 10 月、イスラエルのテルアビブにおける第 51 回 WMA 総会にて採択 

2010年 10月、WMAバンクーバー総会で修正 

 
はじめに 
 
薬物治療の目標は、患者の健康と生活の質を改善することである。最適な薬物治療は、安 
全、有効、かつ効率的でなければならない。薬物治療は誰もが平等に受けられるものでなければな

らず、また患者および医師のニーズにあった正確で最新の情報についても平等に得られるものでな

ければならない。 
 
薬物治療はより複雑なものとなっており、選択した治療を実施し監視するためには学際的なチーム

の投入が求められることが多い。病院では、学際的チームに臨床薬剤師を加える場合が次第に一般

化しており有用となってきている。医薬品を処方する権利は、能力に基づき、理想的には医師がそ

の責任で所有すべきである。 
 
医師と薬剤師は、最適な薬物治療の提供という目標を達成するために、互いに支援、協力してこの

責任を果たさなければならない。そのためには、互いの専門的能力に関して、情報交換し、敬意と

信頼を示し、相互理解を深めることが必要である。相反する情報を患者に提供しないために、医師

と薬剤師ともに、同一の正確で最新の情報源を利用することが重要である。 
 

医師と薬剤師は、患者に質の高いサービスを提供し、薬物の安全な使用を保証しなければ 
ならない。したがって、医師と薬剤師間の協力は、学習能力の向上および患者も含めた情報共有の

観点からみて不可欠である。 
 
患者の最善の利益のために、医師と薬剤師それぞれの職種の機能を明確化し、透明性と協力関係の

中で薬物の適正使用を推進するためには、医師と薬剤師それぞれの代表組織が率直な意見交換を継

続することが必要である。 
 

医師の責務 
 
医師はその知識、専門的技能、能力に基づいて疾病を診断する。 
 
必要に応じて患者、薬剤師、その他の医療専門家と協議する中で薬物治療の必要性を評価し、それ

に適した医薬品を処方する。 
 
患者に対しその診断、適応症、治療目標に加え、薬物治療に関する処置、便益、リスク、予想され

る副作用に関して情報を提供する。適応症外処方を行う場合には、患者にその処方の内容について

情報を提供しなければならない。 
薬物治療への対応や、治療目標に向けての進展についてモニタリングと評価を行い、必要に応じて、

薬剤師、その他の医療専門家や場合によっては介護者とも協力して治療計画を改訂する。 
 
薬物治療に関する情報は、その他の医療従事者にも提供して共有する。 
 
複雑な薬物治療の管理責任を負う医療専門家で構成された学際的チームを指導する。 
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治療の必要性に応じて、また機密保持の尊重および患者データの保護に関する法令に従って、個々

の患者に関する十分な記録を保管する。 
 
可能であれば、医療現場において電子的医薬品提供システムを積極的に導入し、医師の専門的な知

識を活用してそのシステムを支援する。 
 
専門的分野における医師の生涯教育を通して薬物治療に関する高い知識水準を維持する。 
 
医師が提供すべき、あるいは調剤が認められている医薬品を確実に調達し保管する。 
 
相互作用、アレルギー反応、禁忌、重複投与があるかを確認するために処方箋の指示を見直す。 
 
国内法に従い、保健当局に対して医薬品による副作用を報告する。 

 
中毒性を有する可能性がある医薬品の処方については、必要に応じて監視と制限を行う。 
 
患者の診療記録に医薬品による副作用を記載する。 
 
薬剤師の責務 
 
関係する法令に従い、医薬品を確実に調達し、適切に保管、調剤する。 
 
患者には、医薬品の正しい使用方法と保存方法だけでなく、その解説文、医薬品の名称、使用目的、

予想される相互作用と副作用等の情報を含めて提供する。 
 
相互作用、アレルギー反応、禁忌、重複投与があるか確認し、処方箋の指示を見直す。懸念があれ

ば、処方した医師と協議すべきである。しかし、薬剤師は処方した医師と相談なせず処方を変更し

てはならない。 
 
医薬品に関連する問題や処方された薬に関する懸念は、必要に応じて、また患者からの申し出があ

った場合、検討することとする。 
 
市販薬の選択や使用について、また軽度の症状や患者自身による疾病の管理について、適宜患者に

助言する。自己治療が適切ではない場合には、患者に主治医の診断と治療を受けるよう助言する。 
 
特に病院では、複雑な薬物治療に関する学際的チームに参加し、医師や他の医療従事者と協力して

行動する。 
 
国内法に従い、処方した医師と保健当局に対して医薬品による副作用を報告する。 
 
一般的なまた具体的な医療関係の情報や勧告を、公衆および医療従事に提供し共有する。 
 
専門的分野における生涯学習を通して薬物治療に関する高い知識水準を維持する。 
 
結論 
 
薬剤師と医師が互いの役割を理解し尊重しあい、協力することにより、患者は最善の医療を受ける

ことができる。これにより医薬品が安全かつ適切に使用され、患者の健康に最善の成果を確実にも

たらすのである。 
 
 

 


