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世界医師会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０１６ 年 １０ 月 ２２日現在

　　

世界医師会 （Ｗｏｒｌｄ ＭｅｄｉｃａＩＡＳＳ０ｃｉａｔｉｏｎ：ＷＭＡ） は、 １９４７ 年 ９月 １７ 日、 パリ において ２７

　

カ国からの医師が一堂に会し、第１回総会を開催したことを契機として設立された。 ＷＭＡ

　

では、 医学教育・医学・医術および医の倫理における国際的水準をできるだけ高め、 また

　

世界のすべての人々を対象にしたヘルスケアの実現に努めながら人類に奉仕すること」 を

　

目的と している。

　　

現在では１１２カ国医師会が加盟し、全世界の医師を代表したＮＧＯの国際的な連合体とし

　

て、 医の倫理や社会医学に関連するテーマを協議している。 これまでに、 医の倫理に関す

　

る 「ジュネーブ宣言」、 人間を対象とする医学研究の倫理的原則 「ヘルシンキ宣言」、 患

　

者の権利に関する 「リスボン宣言」 等の文書を採択し公開している。

　　

こうした ＷＭＡの活動は医師の能力を高め、 あらゆる環境において患者のケアを助け、

　

世界中の人々の ＱＯＬ を向上させることに貢献 している。

　　

日本医師会は１９５１年の第５回ス トックホルム総会において加盟 し、１９７１年東京理事会、

　

１９７５年 「医療資源の開発と配分」 をテーマに東京総会、 また２００４年 「先端医療と医の倫

　

理」 ・「ＩＴ の進歩と医療」 をテーマに東京総会、２０１４年に東京理事会を開催した。 日本医

　

師会からは、 これまでに武見太郎元会長 （１９７５年就任、 第２９代 ＷＭＡ会長）、 坪井栄孝

　

元会長 （２０００年就任、 第５２代 ＷＭＡ 会長） が ＷＭＡ 会長に就任 しており、２０１６年の ＷＭＡ

　

台北総会において、 横倉義武会長が ＷＭＡ次期会長に選出された。 横倉会長は２０１７年１０

　

月のシカゴ総会において、 第６８代 ＷＭＡ会長に就任することになる。 日本医師会は加盟国

　

医師会の中で最も多い申告会員数１５１，０００人、 及び ＷＭＡ 理事３名 を擁 して、 その活動に

　

積極的に関わっている。

１． 概要

設立 １９４７年 ９月 １７日

本部 フェルネイ ・ボルテア、 フラ ンス

事務総長 ｏｔｍａｒＫ１ｏｉｂｅｒ／／ドイ ツ

加盟 １１２カ国医師会

役員 会長 （次期、 現、 前）、 議長、 副議長、 財務担当

理事 ２３名

会合 理事会、 総会
常設委員会 医の倫理委員会、 社会医学委員会、 財務企画委員会

２． 役員

会長 Ｋｅｔａｎ Ｄｅｓａｌ インド医師会元会長

次期会長 横倉

　

義武 日本医師会会長
前会長 ＳｉｒＮ１ｉｃｈａｅＩＭ［ａｒｍｏｔ イギリス医師会元会長

理事会議長 ＡｒｄｉｓＨｏｖｅｎ アメリカ医師会元会長

理事会副議長 Ｆｒａｎｋ Ｕ１ｒｉｃｈＡｄｏｎｔｇｏｍｅｒｙ ドイツ医師会会長

財務担当役員 Ａｎｄｒｅｗ Ｄｅａｒｄｅｎ イギリス医師理事



３． 理事

大洋州 ５

横倉義武 日本医師会長

松原謙二 日本医師会副会長

道永麻里 日本医師会常任理事
ＤｏｎｇＣｈｕｎｓｈｉｎ 韓国医師会国際担当

Ｎ１ｉｃｈａｅＩＧａｎｎｏｎ オーストラリア医師会会長

北米４

ＡＰｄｒｅｗ▽．Ｇｕｒｍａｎ アメリカ医師会会長

ＡｒｄｉｓＨｏｖｅｎ アメリカ医師会元会長

ＳｔｅｖｅｎＪ．Ｓｔａｃｋ アメリカ医師会元会長

Ａｎｄｒ６Ｂｅｒｎａｒｄ カナダ医師会理事

ラテンアメリカ２
Ｎ１ｉｇｕｅＩＲ‐．Ｊｏｒｇｅ ブラジル医師理事

ＪｏｒｇｅＣ．Ｊａｎｅｚ アルゼンチン医師会長

欧州９

ＡＪＤｄｒｅｗ Ｄｅｚ鯖ｄｅｎ イギリス医師会理事

Ｎ［ａｒｋＰｏｒｔｅｒ イギリス医師会理事

Ｆｒａｎｋｔｎｒｉｃｈハ４ｏｎｔｇｏｌｎｅｒｙ ドイツ医師会会長

Ｒａｎ・ｉｎｐａｒｓａ－Ｐａｒｓｉ ドイツ医師会理事

Ｗ′ａｌｔｅｒＶｏｒｈａｕｅｒ フランス医師会理事

Ｈｅｉｄｉｓｔｅｎｓｌｎｙｒｅｎ スウェーデン医師会会長

Ｈａｉｋｋｉｐａｌｖｅ フインランド医師会ＣＥＯ

ＲｕｔｇｅｒＪａｎｖａｎｄｅｒＧ紙ーｇ オランダ医師会前会長

Ｌｅｏｎｉｄ～ｌｉ＝ュａｙ１ｏｖ ロシア医師会事務局長

アジア２
ＬｅｏｎｉｄＥｉｄｅｌｍａｎ イスラエル医師会長

Ａｊａｙ Ｋｕｍａｒ インド医師会元会長

アフリカ１ ハｄａｒｋＳｏｎｄｅｒｕｐ 南アフリカ医師会副議長

４． 常設委員会委員長

医の倫理委員会委員長 Ｈａｉ国ｋｉｐａｌｖｅ

　　

フインランド医師会ＣＥＯ

社会医学委員会委員長 Ｎ１ｉｇｕｅＩＲ．Ｊｏｒｇｅ ブラジル医師会理事

財務企画委員会委員長 Ｄｏｎｇ Ｃｈｕｎｓｈｉｎ 韓国医師会国際担当

５． 今後の会合開催予定地

２０１７年 ４月 ２０－２２日 理事会 リ ビングス トン／ザンビア

１０月 １１－１４ 日 総会 シカゴ／米国′

２０１８年 ４月

　

２６－２８日 理事会 リガ／ラトビア

１０月 ３ー６ 日 総会 レイ キャ ビク／アイ スラ ン ド

２０１９年 １０月 総会 イスタンブール／トルコ

２０２０年 １０月 総会 トビリ シ／ ジョー ジア

６． 加盟国医師会

アフリカ地域 ２６ ラテンアメリカ地域 １６

アジア地域 ９ 北米地域 ２

ヨーロ ッパ地域 ４６ 太平洋地域 １３

合

　

計 １１２


