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An estimated 12.6 million deaths each year are attributable to unhealthy
environments
An estimated 12.6 million people died as a result of living or working in an unhealthy environment in 2012
– nearly 1 in 4 of total global deaths, according to new estimates from WHO.

不健康な環境のために毎年 1260 万人が死亡と推定
2012 年には不健康な生活及び労働環境のために 1260 万人が死亡したと推定されている。これは WHO
の最新の推計値で、世界死亡の 4 人に 1 人の割合である。

2016 年 3 月 31 日

Urban health: major opportunities for improving global health outcomes, despite
persistent health inequities
The new report emphasizes the urgency of addressing health disparities and their determinants in cities
as countries strive to achieve the Sustainable Development Goals, and identifies innovative ways to
achieve universal health coverage in cities.

都市部の健康：世界の健康増進への機会なるも依然として健康格差
新しい報告書は、各国が持続可能な開発目標達成の努力として、都市部における健康格差とその決定要
因に対処する緊急性を強調するとともに、都市部でのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ実現への革新的方
法を明らかにしている。

Statements
2016 年 3 月 1 日

Statement on the 8th IHR Emergency Committee meeting regarding the international
spread of poliovirus
ポリオウイルスの国際的拡散に関する第 8 回 IHR 緊急委員会に基づく WHO 声明
2016 年 3 月 2 日

UN Secretary-General appoints High-Level Commission on Health Employment and
Economic Growth
国連事務総長が保健医療労働と経済成長に関するハイレベル委員会を任命
2016 年 3 月 8 日

WHO statement on the 2nd meeting of IHR Emergency Committee on Zika virus and
observed increase in neurological disorders and neonatal malformations
ジカウイルス及び神経障害や小頭症の増加に関する第 2 回 IHR 緊急委員会に基
づく WHO 声明
2016 年 3 月 8 日

WHO Director-General addresses media after Zika Emergency Committee
WHO 事務局長によるジカ緊急委員会後のメディア対応
2016 年 3 月 11 日

Joint statement on Syria
シリアに関する共同声明

2016 年 3 月 17 日

WHO statement on end of Ebola flare-up in Sierra Leone
シオラレオーネでのエボラ流行終息についての WHO 声明
2016 年 3 月 22 日

WHO calls on countries and partners to unite to End TB
WHO は各国政府、関係機関に結核撲滅への団結を呼び掛け
2016 年 3 月 22 日

WHO Director-General briefs the media on the Zika situation
ジカ熱の状況に関する WHO 事務局長のメディア向発表
2016 年 3 月 29 日

Statement on the 9th meeting of the IHR Emergency Committee regarding the Ebola
outbreak in West Africa
西アフリカにおけるエボラ流行に関する IHR 緊急委員会第 9 回会合についての声明
2016 年 3 月 29 日

WHO Director-General briefs media on outcome of Ebola Emergency Committee
エボラ緊急委員会結果に関する WHO 事務局長発表

Notes for the media
2016 年 3 月 1 日

WHO outlines ways to prevent and mitigate childhood hearing loss
WHO は子どもの難聴の防止、軽減への方法を提示
2016 年 3 月 9 日

WHO and experts prioritize vaccines, diagnostics and innovative vector control tools
for Zika R&D
WHO と専門家は、ジカの研究開発に関し、ワクチン、診断及び革新的ベクター対策
ツールに優先順位づけ
2016 年 3 月 18 日

WHO supports Cabo Verde in managing Zika virus
WHO はカーボベルデ共和国のジカ対策を支援
2016 年 3 月 23 日

Health workers: a triple return for health, economic growth, and employment
保健医療従事者：健康、経済成長、雇用に 3 重の貢献
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