WHOニュース 11月

11

月

November 2018

1. 暴力と傷害防止 会議
「暴力と傷害防止に関する専門家会議
Safety 2018 が開催される」

（DDD）が最も多かったのはモンゴル

グローバル戦略 2030 の達成のために

（64.41）
、最も少なかったのはブルンジ

は、2020 年まで少なくとも現在の 2 倍

（4.44）となっています。

の年間 66 億米ドルの投資が必要として

日本の DDD は 14.19 で、欧州地域平均

暴力と傷害により毎日 13,000 人以上

は 17.19 です。

6. エボラウイルス病

の命が奪われています。とりわけ暴力、
交通事故、落下、溺死、やけど、毒物に

4. シャーガス病

「コンゴのエボラ治療に多剤併用試験を

より毎年 500 万人が命をおとしていま

「シャーガス病の母子感染予防 : コント

開始」

す。最新のエビデンスや成功事例を共有

ロールから根絶へ」

コンゴ保健省は、エボラ患者の治療に

世界では 600 〜 700 万人がシャーガ

使用される薬物の効果と安全性を評価す

タイのバンコクで開催されました。

ス病を引き起こす寄生虫クルーズトリパ

るために、多剤併用ランダム化比較試験

暴力や傷害の防止は、SDGs と WHO の

ノソーマに感染していると推定されてい

の実施を発表しました。これは世界保健

GPW(General Programme of

ます。従来、シャーガス病の予防・治療

機関（WHO）のイニシアティブの下で

Work)2019-2023 の 達成に繋がるもの

戦略は感染した新生児と妊婦の兄妹に対

行われるものです。

です。

する早期発見と治療でした。

するための専門家会議 Safety 2018 が

2. 精神障害

ガイドライン

WHO は、妊娠前の診断と治療が先天
性感染の予防効果を高めるというエビデ

7. 結核

報告書

「世界結核報告書 2018」

「重度精神障害者の身体的健康を改善す

ンスに基づき、感染リスクを持つ少女お

WHO の世界結核報告書が、国連の結

るための新しい WHO ガイドライン」

よび婦人に対する積極的、系統的なスク

核ハイレベル会合に先立ち発表されまし

リーニングに重点を移しています。

た。

重度精神障害に罹患した人々は一般の

結核による死亡者は減少してはいるもの

人々に比べて 2 〜 3 倍の死亡率であり、

報告書

結果として平均余命は 10 〜 20 年短く

5. マラリア

なっています。これらの早期死亡の大部

「世界マラリア報告書 2018」

分は、身体的健康状態によるものです。
このガイドラインは、身体的および精神

世界マラリア報告書 2018 年版が発
刊されました。

的健康状態をどのように理解して改善し

2017 年の患者数は 2 億 1900 万人

ていくかについて証拠に基づく最新の推

で前年に比べ 200 万人増加し、対策の

奨事項を提供するものです。

遅れを取り戻すために国別に新たな対応

3. 抗生物質

報告書

を開始するとしています。
患者数の約 70 ％ (1 億 5100 万人 )

「WHO、抗生物質の使用量に関する報

をアフリカ 10 か国とインドで占め、ま

告書発表」

た、死亡者の 61％が 5 歳未満の子供と

WHO から世界各国の抗生物質の使用
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います。

なっています。

量に関する初めての報告書が発表されま

2017 年のマラリア対策費用は 31 億米

した。世界 65 の国・地域を対象とした

ドルで、うち 12 億ドルが米国から拠出

もので、千人当たりの一日の使用量

されています。
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の、2017 年には 160 万人が死亡して
います。

1. Violence and Injury
” E x per ts g at her to excha n g e
knowledge to scale up lifesaving
violence and injur y prevent ion
efforts"
Violence and injuries take the lives
of more than 13 000 people around
the world each day. In an effort to
prevent them, experts gather for
Safet y 2018 to share the latest
evidence and experiences from
programmes which have
demonstrated success in saving
lives.
Injuries caused by violence, road
traff ic crashes, falls, drowning,
burns and poisoning, among others,
kill nearly 5 million people every
year.

2. Severe Mental Disorders
"Management of physical health
conditions in adults with severe
menta l d isorders - W HO
Guidelines"
Pre ve nt able phy s ic a l he a lt h
cond it ions lead to premat u re
mortality in people with severe
mental disorders, reducing their life
span by 10-20 years. The majority of
these premature deaths are due to
physical health conditions.
This guideline provides evidencebased, up-to-date recommendations
to practitioners on how to recognize
and manage comorbid physical and
mental health conditions.

3. Antibiotics
"WHO Report on Surveillance of
Antibiotic Consumption"
The link between antimicrobial
resistance and use of antimicrobials

is well documented. However, little
i nfor mat ion is ava i lable on
antimicrobial use in low-income
countries. This report presents 2015
d at a on t he con su mpt ion of
sy st em ic a nt ibiot ics f rom 65
countries and areas, contributing to
ou r u nde r st a nd i n g of how
a nt ibiot ics a re used i n t hese
countries.

4. Chagas Disease
"Pre ve nt i n g mot he r -to - c h i ld
transmission of Chagas disease:
from control to elimination"
The World Health Organization
(WHO) is shifting its focus towards
active screening of girls and women
of childbearing age to detect the
presence of Trypanosoma cruzi, the
causative parasite of Chagas disease.
Recent evidence1,2 demonstrates
that diagnosing and treating women
of this age group before pregnancy
can effectively prevent congenital
transmission.

5. Malaria
"WHO and partners launch new
country-led response to put stalled
malaria control efforts back on
track"
Reductions in malaria cases have
stalled after several years of decline
global ly, according to the new
World malaria report 2018. To get
the reduction in malaria deaths and
disease back on track, WHO and
partners are joining a new countryled response, launched today, to
scale up prevention and treatment,
and increased investment, to protect
vulnerable people from the deadly
disease.

6. Ebola Virus Disease
"Democratic Republic of the Congo
begins first-ever multi-drug Ebola
trial"
The Ministry of Health of the
Democratic Republic of the Congo
( DRC) today announced that a
randomized control trial has begun
to evaluate the effectiveness and
s a f e t y of d r u g s u s e d i n t h e
treatment of Ebola patients. The
WULDOLVWKHÀUVWHYHUPXOWLGUXJWULDO
for an Ebola treatment. It will form
part of a multi-outbreak, multicountry study that was agreed to by
partners under a World Health
Organization (WHO) initiative.

7. Tuberculosis
"WHO calls for urgent action to
end TB - 2018 Global TB Report
released at the UN in New York"
First-ever United Nations HighLevel Meet ing on TB provides
historic opportunity
Fewer people fell ill and died from
tuberculosis ( TB) last year but
countries are still not doing enough
to end T B by 2030, warns t he
Wo r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n
( WHO). Although global efforts
have aver ted a n est i mated 54
million TB deaths since 2000, TB
rema i ns t he wor ld’s dead l iest
infectious disease.
T he W HO report prov ides an
over v iew of t he stat us of t he
epidemic and the challenges and
opportunit ies countries face in
responding to it.
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、声明及びメディア
向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
http://www.who.int/news-room/releases
http://www.who.int/news-room/statements
http://www.who.int/news-room/notes
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WHOニュース 12月

12

月

December 2018

増しました。複数の国々で重症化する麻

若者の死因の第 1 位となっています。

疹のアウトブレイクが長期化しました。

1. 住まいと健康 ガイドライン

6. 健康への権利

で麻疹のアウトブレイクが発生し、約

「健康への権利」

11 万人が死亡したとみられます。

今 年 は、 世 界 人 権 宣 言 70 周 年 と

「住まいと健康に関する WHO の新し

麻疹は伝染力の強い病気で、脳炎、重度

WHO 設立 70 周年の年です。WHO 憲

いガイドライン」

の下痢や脱水、肺炎、視力喪失など致命

章は、健康はすべての人々の基本的権利

住まいの質は、ぜんそくなどの呼吸器

的な合併症を引き起こす可能性がありま

であるとしています。

疾患、循環器病、怪我、結核などの感染

すが、ワクチンを２回投与することで予

症など、健康の広い範囲に関係していま

防できます。

人々は徐々に増えていますが、世界の人
口の少なくとも半分はまだ基本的な保健

ライン」によると、気候変動と人口動態

4. ユニバーサルヘルス
カバレッジ (UHC) 報告書

の変動によって住まいは公衆衛生にます

「アジア太平洋地域の UHC の進展状況

ます重要な要素になってきています。

報告書」

す。
最新の「住まいと健康に関するガイド

必須の保健医療サービスを受けられる

医療サービスさえ受けることができてい
ません。

7. 新生児

OECD と WHO の 共 著「Health at a

「治療が必要な新生児 3000 万人」

報告書

Glance Asia/Pacific 2018 〜

国連は、死の危機に瀕した乳幼児を救

「WHO、COP24 で健康と気候変動に

Measuring Progress Towards

うためのより良いケアと強力な立法化を

関する特別報告書を発表」

Universal Health Coverage」が発表さ

求めています。

2. 気候変動

第 24 回国連気候変動枠組み条約締約
国会議（COP24）で、WHO は特別報
告書を発表しました。
大気汚染は毎年 700 万人の命を奪い、
健康・福祉の領域で 5 兆億ドルを消耗
しています。

れました。

ユニセフと WHO などの共同報告書

2000 年以降、アジア / 太平洋地域に

によると、年間 3000 万人近い赤ちゃ

おける低及び低中所得国では平均寿命は

んが、早産や体重過少で生まれ、あるい

約 6 年延びたものの、妊婦死亡率は依

は病気になって、生き延びるための特別

然として SDG ｓの目標値の 2 倍でした。

なケアを必要としています。

多くの国で幼児死亡率は 50％以上の

パリ協定の大気汚染の減少が達成され

急激な減少を見ましたが、同地域の平均

8. 救急治療

るだけでも、2050 年までに毎年 100

死亡率から見ると、SDGs の目標の 1.5

「WHO、グローバル救急救命ケアイニ

万人の命が救われます。気候変動への対

倍の 100 人あたり 30 人という高水準

シアティブを立上げ」

応によってそのコストの 2 倍の健康上

に留まっています。

の利益が得られます。

3. 麻疹と予防接種
「望ましいワクチン接種率とのギャップ
で世界的に麻疹が急増」
2017 年、麻疹による報告死者数が急
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ワクチン接種率の問題から、全ての地域
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5. 交通安全

世界ではタイムリーな救急医療が受け

報告書

「交通安全に関する報告書発表」
2016 年の交通事故による死亡者は約
135 万人で直近の 3 年間で約
10 万人増加し、5 〜 29 歳の子どもや

られずに多くの人が死亡しています。
このイニシアティブは、今後５年間で
数百万人の命を救うことを目標に、初期
段階では救急医療体制が不十分な低中所
得国 10 か国を支援するものです。

1. Housing Impacts Health
"Housing impacts health: New
WHO Guidelines on Housing and
Health"
The quality of housing has major
implications for people’s health.
Poor housing is associated with a
wide range of health conditions
s u c h a s r e s p i r a t o r y d i se a se s
including asthma, cardiovascular
diseases, injuries, mental health and
i nf ect ious d iseases i nc lud i n g
t ubercu losis, i nf luen za a nd
diarrhoea. .

2. Climate Change
"COP24 special report on health
and climate change"
During COP23, the High Level
Presidency Event on Health, the
Hon PM Bainimarama led a call for
the World Health Organisation to
develop a report on health and
climate change to be delivered at
COP24.

3. Measles and Vaccination
"Measles cases spike globally due to
gaps in vaccination coverage"
Reported measles cases spiked in
2 017, a s m u l t i p l e c o u n t r i e s
experienced severe and protracted
outbreaks of the disease. This is
according to a new report published
today by lead ing healt h
organizations.
The agencies also call for actions to
build broad-based public support

for immunizations, while tackling
m isi nfor mat ion and hesitancy
around vaccines where these exist.

4.Universal Health Coverage
"Health at a Glance: Asia/Pacific
2018"
Measuring Progress towards
Universal Health Coverage
This fifth edition of Health at a
Glance Asia/Pacific presents a set
of key indicators of health status,
the determinants of health, health
care resources and utilisation, health
FDUHH[SHQGLWXUHDQGÀQDQFLQJDQG
TXDOLW\RIFDUHDFURVV$VLD3DFLÀF
countries and territories.

7UDIÀF6DIHW\
"New W HO report h igh l ights
insufficient progress to tackle lack
of safety on the world's roads"
A new report by the World Health
Organization (WHO) indicates road
WUDIÀFGHDWKVFRQWLQXHWRULVHZLWK
an annual 1.35 million fatalities.
The WHO Global status report on
road safety 2018 highlights that
road traff ic injuries are now the
leading killer of children and young
people aged 5-29 years.

6. Right to Health
"Standing up for the right to health"
More people can access essential
health services today than ever
before, but at least half of the
world’s population still go without.
This year is an opportunity to stand
up for their rights. It is the 70th

a n n i versa r y of t he Un i versa l
Declaration for Human Rights, and
the 70th anniversary of WHO. Both
t he D e c l a r at i on a n d W HO’s
Constitution, the organization’s
founding document, assert that
health is a fundamental right for all
people.

7. Newborns
" Ne a r l y 3 0 m i l l ion s ic k a n d
premature newborns in dire need of
t r e at me nt e ve r y ye a r G loba l
coalition calls for better care and
stronger legislation to save babies
on the brink of death"
Nearly 30 million babies are born
too soon, too small or become sick
every year and need specialized care
to sur vive, according to a new
report by a global coalition that
includes UNICEF and WHO.

8. Emergency Treatment
"Global Emergency and Trauma
Care Initiative"
The goal of the WHO Global
E mer g enc y a nd Trau ma Ca re
Initiative is to save millions of lives
over the next f ive years through
improvements to emergency care
systems. Its aims are two-fold: to
rapidly increase capacities to provide
quality emergency care in countries
around the world, and to foster
a w a r e n e ss t h r o u g h a g l o b a l
ad vocac y ca mpa i g n about its
potential to save lives.
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、声明及びメディア
向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
http://www.who.int/news-room/releases
http://www.who.int/news-room/statements
http://www.who.int/news-room/notes
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WHOニュース 1月

1

月

January 2019

1. 世界の健康
「2019 年の世界の健康に対する 10 の
脅威」

WHO 欧州事務所は、SDGs を通じてよ

5. 看護・助産

り良い世界を思い描くためのビデオ

「2020 年を看護師・助産師の年に指定

『Help build a better future』を公開し

2019 年は、新しい 5 か年戦略計画にお

“子供たちは、大気汚染や虐待や致命的

誕 200 年を記念し、2020 年を「看護

ける『第 13 回一般作業計画』のスター

な病気が日常生活からなくなり、悪夢で

師と助産師の年」とする提案を、５月の

トの年です。この計画は、10 億人以上

あったと思える、より健康な世界に住む

第 72 回世界保健総会へ提出することに

の人々がユニバーサルヘルスカバレッ

ことができて当然である” というメッセ

しました。

ジへのアクセスから恩恵を受けることを

ージが１分強のビデオで語られています。

ＵＨＣ達成に向けての看護師と助産師の
役割は大きく、2018 年から Nursing

確実にし、10 億人以上の人々が健康上
の緊急事態から保護され、10 億人以上

3. WHO 執行理事会

Now! キャンペーンを実施しており、

の人々がより良い健康と福祉を享受する

「WHO 執行理事会開催」

2020 年には世界看護師報告書の発行を

ことを目標としています。

1 月 24 日から 2 月 1 日まで、第 144

予定しています。

この目標を達成するためにはさまざまな

回 WHO 執行理事会が開催されます。

角度から健康への脅威に対処する必要が

WHO 執行理事会は、WHO で選出され

6. 新事務局長

あります。

た 34 カ国が推薦する執行理事によって

「WHO 執行理事会、西太平洋地域事務

2019 年に取り組む多くの健康課題のう

構成され、毎年、1 月と 5 月に開催さ

局長に葛西健氏を任命」

ち、WHO は以下の 10 課題を挙げてい

れます。執行理事会は WHO 総会への

第 144 回 WHO 執行理事会において、

ます。

助言や提 案、WHO 総会での決議事項

西太平洋地域事務局 (WPRO) 事務局長

･ 大気汚染と気候変動

をより具体化することなどを主な役割と

に葛西健氏が任命され、また、東南アジ

･ 非感染性疾患 NCDs

しています。

ア地域事務局 (SAERO) 事務局長に Dr.
Poonam Khetrapal Singh 氏が再任され

･ グローバルなインフルエンザ ･ パンデ
ミック

4. 職場の健康

･ 脆弱な国の保健システムの強化

「ILO( 国際労働機関 )、職場での健康に

･ 薬剤耐性 AMR

根本的な変化を求める報告書を公開」

･ エボラや他の高脅威病原体

ILO 仕事の未来委員会は、グローバリゼ

･ 不十分なプライマリヘルスケア

ーション、急速な技術開発、人口動態の

･ ワクチン接種への躊躇

変化および気候変動等への取り組みに根

･ デング熱

本的な変化を求める報告書を発 表しま

･HIV

した。
2018 年、WHO は ILO と労働安全衛生

WHO Director-General and Dr Takeshi

2. SDGs

に共同で取り組むために提携を結んでい

Kasai, Regional Director for WHOʼ s

「WHO 欧州事務所、SDGs に関するビ

ます。

Western Paciﬁc Region (photo: WHO/

デオ公開」
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へ」
ＷＨＯ執行理事会は、ナイチンゲール生

ました。
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報告書

ました。
まし
ま
した
た。
。

C. Black)

1. World Health
"Ten threats to global health in 2019
The world is facing multiple health"
cha l lenges. T hese ra nge f rom
outbreaks of vaccine-preventable
diseases like measles and diphtheria,
increasing reports of drug-resistant
pathogens, growing rates of obesity
and physical inactivity to the health
impacts of environmental pollution
and climate change and multiple
humanitarian crises.
To address these and other threats,
2019 sees the start of the World
Health Organization’s new 5-year
strategic plan – the 13th General
Programme of Work. This plan
focuses on a triple billion target:
ensuring 1 billion more people
benef it from access to universal
health coverage, 1 billion more
people are protected from health
emergencies and 1 billion more
people enjoy better health and wellbeing. Reach ing t h is goal w i l l
require addressing the threats to
health from a variety of angles.
Here are 10 of the many issues that
will demand attention from WHO
and health partners in 2019.

2. SDGs
"Imagining a better world through
the SDGs"
WHO/Europe has launched a new
video highlighting a few of the
many factors that influence health,
all of which are included in the
SDGs. Viewed from the perspective
of children who will be teenagers
by 2030, the video states,

3. WHO Executive Board

5. Nurse and Midwife

"Executive Board, 144th session"
24 January–1 February 2019
The Executive Board is composed
of 34 i nd i v idu a ls tech n ica l ly
TXDOLÀHGLQWKHÀHOGRIKHDOWKHDFK
one designated by a Member State
elected to do so by t he World
Health Assembly. Member States
are elected for three-year terms.
The Board meets at least twice a
year; the main meeting is normally
in January, with a second shorter
meeting in May, immediately after
the Health Assembly. The main
functions of the Executive Board
are to give effect to the decisions
and policies of the Health Assembly,
to a d v ise it a nd g ener a l l y to
facilitate its work.

"Executive Board designates 2020
as t he ' Year of t he Nurse and
Midwife'"
T he E xec ut i ve Boa rd , tod ay,
designated the year 2020 as the
“Year of the Nurse and midwife”,
i n honor of t he 2 0 0 t h bi r t h
a n n iversa r y of F lorence
Nightingale. This proposal will now
be presented to Member States of
the 72nd World Health Assembly
for consideration and endorsement.
The year 2020 is signif icant for
WHO in the context of nursing and
m id w i f e r y st ren g t hen i n g f or
Universal Health Coverage. WHO
is leading the development of the
f irst-ever State of t he World’s
Nu rsi ng repor t wh ich w i l l be
launched in 2020, prior to the 73rd
World Health Assembly.

4. Health at Work
"The Global Commission on the
F u t u r e of Wo r k c a l l s f o r
fundamental changes in health at
work"
The ILO Global Commission on
t he Fut u re of Work ca l ls for
fundamental changes in the way we
work i n t he ne w wave of
globalization, rapid technological
development, demog raph ic
transit ion and cl imate change,
according to its report Work for a
Brighter Future published today.
The report examines how to achieve
a better future of work for all at a
time of unprecedented change and
exceptional challenges in the world
of work.

6. New Regional Director
"W HO appoi nts d i rectors for
:HVWHUQ3DFLÀFDQG6RXWK(DVW$VLD
regions"
T he W HO E xec ut i ve Boa rd ,
currently holding its 144th session
i n Geneva, has appoi nted Dr
Takeshi Kasai as Regional Director
IRU:+2·V:HVWHUQ3DFLÀF5HJLRQ
a nd re-appoi nted Dr Poona m
Khetrapal Singh for a second
term as Reg iona l Director for
WHO’s South-East Asia Region.
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、声明及びメディア
向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
http://www.who.int/news-room/releases
http://www.who.int/news-room/statements
http://www.who.int/news-room/notes
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