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WHO calls for higher tobacco taxes to save more lives
News release
27 MAY 2014 - On World No Tobacco Day (31 May), WHO calls on
countries to raise taxes on tobacco to encourage users to stop and prevent
other people from becoming addicted to tobacco. Based on 2012 data,
WHO estimates that by increasing tobacco taxes by 50%, all countries
would reduce the number of smokers by 49 million within the next 3 years
and ultimately save 11 million lives.
WHO は、より多くの人命を救うため、たばこ税引き上げを呼び掛け
ニュースリリース
2014 年 5 月 27 日 世界禁煙デー(5 月 31 日)に当り、WHO は各国に対し、喫煙者が禁煙す

ることを励まし、他の人々がたばこ中毒になることを予防するために、たばこへの増税を呼
び掛けている。2012 年のデータに基いて、WHO は、たばこ税を 50％引き上げることにより、
今後 3 年以内に喫煙者は 4900 万人減少し、最終的に 1100 万人の命を救うこととなると見
積もっている。

World Health Assembly closes
News release
24 May 2014 -The Sixty-seventh World Health Assembly closed today, after
adopting more than 20 resolutions on public health issues of global
importance.
WHO 総会閉幕
2014 年 5 月 24 日 第 67 回 WHO 総会は世界公衆衛生の重要課題に関して 20 以上
の決議を採択して本日閉幕した。

World Health Assembly progress on noncommunicable diseases
and traditional medicine
News release
23 May 2014 -The 67th Health Assembly approved plans to better
incorporate palliative care, expand inclusion of the needs of those affected
by autism, improve access to health care for those with disabilities, better
integrate the use of traditional medicine and raise awareness of psoriasis.
WHO 総会：伝統医療と生活習慣病の議論に進展
ニュースリリース

2014 年 5 月 23 日 第 67 回 WHO 総会は緩和ケアをさらに取り入れること、自閉症の
人々のニーズをより広く取り入れること、障碍者のヘルスケアへのアクセスを改善すること、
伝統医療をより統合すること、また乾癬についての注意喚起を行うことを承認した。

World Health Assembly approves resolution on hepatitis and
mechanism to coordinate noncommunicable disease response
News release
22 MAY 2014 - The World Health Assembly approved a resolution to
improve the prevention, diagnosis and treatment of viral hepatitis and
proposals to improve global coordination of efforts to address
noncommunicable diseases like diabetes, cancers, heart disease and stroke.
In addition, WHO's Director-General and the President of the Health
Assembly presented 4 awards to leaders in public health
WHO 総会は肝炎や非感染性疾患対策協調の仕組みに関する決議を承認
ニュースリリース

2014 年 5 月 22 日 WHO 総会は、ウィルス性肝炎の予防、診断、治療を改善する決議及
び糖尿病、がん、心臓病や脳卒中などの非感染性疾患に対処する世界的強調を進める提
案を承認した。また、WHO 事務局長及び WHO 総会議長は公衆衛生の指導者に 4 件の
表彰を行った。

World Health Assembly approves monitoring framework for
maternal and child nutrition
News release
21 May 2014 -At the World Health Assembly Wednesday, Member States
approved a global monitoring framework on maternal, infant and young
child nutrition. The WHO Secretariat was asked to develop
recommendations for Member States on how to address the inappropriate
marketing of complementary foods - foods for infants and young children
who are still breastfed. They also asked the Secretariat to facilitate further
development of the indicators described in this framework, and to convene
informal consultations with Member States on tools to manage undue
industry influence.
WHO 総会は母子の栄養状態モニタリングの枠組みを承認
ニュースリリース

2014 年 5 月 21 日 水曜日の世界保健総会において加盟国は、妊産婦、乳児、幼児の栄
養状態を世界規模でモニタリングする枠組みを承認した。WHO 事務局は、乳児及び母乳
育児中の幼児の補助食品が不適切に販売されていることに加盟国がどのように取り組む
べきかについての勧告を進めるよう求められた。また加盟国は、この枠組みの中で示され
ている指標をさらに発展させ、不当な産業界の影響に対処するツールについて加盟国と非
公式な会合を持つよう事務局に要望した。

World Health Assembly guest speakers focus on gender-based
violence and newborn health
News release
20 May 2014 –Dr. Christine Kaseba-Sata, First Lady of Zambia (WHO
Goodwill Ambassador against gender-based violence) and Melinda Gates,
co-Chair of the Bill and Melinda Gates Foundation addressed delegates at
the World Health Assembly this afternoon.
WHO 総会のゲストスピーカーがジェンダー差別に基づく暴力と新生児の健康問題を取り
上げる

ニュースリリース

2014 年 5 月 20 日 ザンビアのファーストレディである Dr Christine Kaseba-Sata（ジ
ェンダーに基づく暴力に反対する WHO の親善大使）とビル＆メリンダゲイツ基金の共同代
表であるメリンダゲイツは WHO 総会で所信を表明した。

Sixty-seventh World Health Assembly opens in Geneva
News release
19 May 2014 -WHO’s annual assembly opens in Geneva today, as a new
global survey reveals that WHO is one of the world’s 2 most highly rated
international organizations. Approximately two-thirds (72%) of the public
surveyed by Gallup say they have a good opinion of WHO and its close
partner, UNICEF.
第 67 回 WHO 総会がジュネーブで開幕
ニュースリリース

2014 年 5 月 19 日 WHO の年次総会がジュネーブで開幕した。最新の調査によれば
WHO は世界で最も高い評価を受けている 2 つの国際機関の一つである。ギャラップによ
る世論調査では WHO とその緊密なパートナーである UNICEF が約三分の二（72％）と言
う高い評価を受けている。

World Health Assembly opens: Director-General announces new
initiative to end childhood obesity
News release
19 May 2014 -The World Health Assembly, the world's health policy-making
body, opened its Sixty-seventh session today with the election of Dr
Roberto Tomas Morales Ojeda, Cuba’s Minister of Public Health, as its new
President. Five vice-presidents were also appointed from Bahrain, Congo,
Fiji, Lithuania, and Sri Lanka, representing their respective regions.

WHO 総会開幕：事務局長が子供の肥満に終止符を打つ新しいイニシャティブを表明
ニュースリリース

2014 年 5 月 19 日 世界の健康政策を策定する機関である WHO 総会は、キューバの
公衆衛生大臣である Dr Roberto Tomas Morales Ojeda を新しい議長に選出して第
67 回目のセッションを開幕した。5 名の副議長はバーレン、コンゴ、フィージイ、スリランカ
から選出され、それぞれの地域を代表する。

World Health Statistics 2014
News release
15 May 2014 -People everywhere are living longer, according to the "World
Health Statistics 2014" published today by WHO. Based on global averages,
a girl who was born in 2012 can expect to live to around 73 years, and a boy
to the age of 68. This is six years longer than the average global life
expectancy for a child born in 1990.
世界保健統計 2014
ニュースリリース

2014 年 5 月 15 日 WHO が公表した「世界保健統計 2014」によれば、世界中の人々は
長生きになっている。世界の平均では、2012 年に生まれた女子は 73 歳ぐらいまで生きる
と期待でき、男子であれば 68 歳である。これは 1990 年に生まれた子供と比較して世界
の平均余命が 6 年間長くなったことである。

WHO calls for stronger focus on adolescent health
News release
14 May 2014 -WHO's "Health for the world’s adolescents" report reveals
that depression is the predominant cause of illness and disability for both
boys and girls aged 10 to 19 years. The top 3 causes of adolescent deaths
globally are road traffic injuries, HIV/AIDS, and suicide. Worldwide, an
estimated 1.3 million adolescents died in 2012.

思春期の健康により強い関心を払うことを WHO が求める
2014 年 5 月 14 日 WHO の「世界の思春期の健康」と題する報告書で、うつ病が 10～
19 歳の少年少女の病気と障害の主原因となっていることを明らかにした。思春期における
死亡原因のトップ３は交通事故、HIV/AIDS そして自殺である。2012 年に思春期の約
130 万人が死亡した。

WHO calls on governments to do more to prevent alcohol-related
deaths and diseases
News release
12 MAY 2014 - Worldwide, 3.3 million deaths in 2012 were due to harmful
use of alcohol, says a new report launched by WHO today. Alcohol
consumption can not only lead to dependence but also increases people’s
risk of developing more than 200 diseases including liver cirrhosis and some
cancers. In addition, harmful drinking can lead to violence and injuries.
WHO は、各国政府に対し、アルコール関連の死亡、疾病予防推進を呼び掛け
ニュースリリース

2014 年 5 月 12 日 WHO が本日発表した報告書によると、2012 年世界ではアルコール
過剰摂取により 330 万人が死亡している。アルコール摂取は、依存症となるほか肝硬変や
いくつかのがんなど 200 以上の疾病発症リスクを増大させる。さらには、有害な飲酒は暴
力や怪我につながることもある。

WHO/UNICEF highlight need to further reduce gaps in access to
improved drinking water and sanitation
Note for media
8 May 2014 -Since 1990, almost 2 billion people globally have gained access
to improved sanitation, and 2.3 billion have gained access to drinking-water
from improved sources. Some 1.6 billion of these people have piped water
connections in their homes or compounds, according to a new WHO/UNICEF
report, entitled "Progress on drinking water and sanitation: 2014 update",

which also highlights a narrowing disparity in access to cleaner water and
better sanitation between rural and urban areas.
WHO/UNICEF が良質な飲み水と衛生へのアクセスに関する格差をより一層縮める必要
性を強調
メディア向けノート
2014 年 5 月 8 日 1990 年以来、世界でおよそ 20 億人の衛生が改善され、23 億人の
飲み水が改善された。これらの人々のうち１６億人には家庭もしくは居住区にパイプで水が
供給されている。これは WHO/UNICEF の「飲み水と衛生に関する進歩：2014 改訂版」と
題された報告書による。この報告書は良質な飲み水と衛生に関して都市部と農村部間の
格差が縮まっていることも強調している。

Air quality deteriorating in many of the world’s cities
News release
7 May 2014 -- Air quality in most cities worldwide that monitor outdoor
(ambient) air pollution fails to meet WHO guidelines for safe levels, putting
people at additional risk of respiratory disease and other health problems.
世界の都市で大気の質が悪化
ニュースリリース

2014 年 5 月 7 日 大気の汚染をモニターしている世界のほとんどの都市で大気の質が
WHO の安全なレベルを示すガイドランを満たさず、人々を呼吸器疾患とそれ以外の健康
問題のリスクも増加させている。

United Nations agencies report steady progress in saving mothers’
lives
Notes for media
6 May 2014 -New United Nations data show a 45% reduction in maternal
deaths since 1990. An estimated 289 000 women died in 2013 due to
complications in pregnancy and childbirth, down from 523 000 in 1990.

国連の機関によるレポート：母親の救命に確実な進歩
2014 年 5 月 6 日 国連の最新のデータでは 1990 年から妊婦の死亡は 45％減少した。
2013 年に妊娠と出産の合併症のために 289000 人の妊婦が死亡したと推定されている
が、1990 年の 523000 人から減少している。

Good hand hygiene by health workers protects patients from drug
resistant infections
News release
2 MAY 2014 | GENEVA - On Hand Hygiene Day (5 May), WHO urges health
workers to practice good hand hygiene when caring for patients, to protect
them from contracting infections in health facilities. Initial results from a new
WHO global survey confirm that these infections are often resistant to the
antibiotics used to treat them.
医療従事者の良好な手指衛生が薬剤耐性感染から患者を守る
ニュースリリース

2014 年 5 月 2 日 手洗いの日（5 月 5 日）に当り、WHO は、医療従事者に対して、医療
施設における感染防止のため患者対応時の良好な手洗い実践を勧告している。WHO の
最新の世界的調査では、これらの感染は多くの場合治療に使われる抗生物質に耐性があ
ることが確認されている。

注）本サマリーは、WHO 発信情報のインデックスとして役立てて頂くよう標題及
び冒頭部分を仮訳しているものですので、詳細内容については、WHO ニュースリ
リース及びメディア向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/en/

