アジア大洋州医師会連合（CMAAO）ミャンマー総会出席（報告）の件
1．期
2．場
3．出

4．次

5．参

日：平成 27 年 9 月 23 日（水）～25 日（金）
所：ヤンゴン、ミャンマー
席：横倉会長（CMAAO 理事）、石井常任理事（CMAAO 事務総長）、笠井常任理
事、村田弁護士（CMAAO 法律顧問）、阿部医師（JMA-JDN）
（随行）能登国際課長、五十嵐主査
第：9 月 23 日（水）開会式、新会長就任式、理事会
24 日（木）武見記念講演「食の安全の確保：今日の重要課題」
シンポジウム、カントリーレポート
25 日（金）全体会議
加：加盟 14 カ国医師会、約 60 名 （欠席 4 医師会）
日本、オーストラリア、バングラディシュ、香港、インド、インドネシア、
韓国、マレーシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、シンガポール、
台湾、タイ
（欠席）カンボジア、ニュージーランド、スリランカ、マカオ

6．その他会合
9 月 23 日（水）午前
・ミャンマー政府及びミャンマー医師会との国民皆保険及び災害医療についての協議
出席：横倉会長、笠井常任理事、阿部 JMA-JDN
ミャンマーにおける災害医療への備えや国民皆保険導入について協議（別途報告）
・世界医師会（WMA）役員会議
出席：石井常任理事（WMA 財務担当役員）、村田弁護士
ケタン・デサイ元インド医師会長の 2016 年 WMA 台湾総会における WMA 会長就
任について WMA 事務総長、議長他が参加し議論を行った。
7．総会の内容
「食の安全の確保：今日の重要課題」をテーマにミャンマー総会が開催され、新会長に
ミャンマー医師会レイ・ムラ会長が就任。また、石井常任理事が事務総長に、村田弁護士
が法律顧問に再任された。議事では、横倉会長がカントリーレポートにおいて本会の 1 年
間の活動を、笠井常任理事がシンポジウムにおいて、本会の食の安全に関する取り組みに
ついてそれぞれ報告を行った。また、総会テーマである「食の安全の確保に関する決議」
が採択された。なお、2017 年の第 32 回 CMAAO 総会の開催地に日本医師会が立候補して
承認された。また、2018 年の第 33 回総会は、マレーシアでの開催が承認された。
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（1）主な議事
総会 1 日目：9 月 23 日（水）
1）開会式
1. 祝辞：アーディス・ホヴェン WMA 議長
オトマー・クロイバーWMA 事務総長
2. 新会長就任：レイ・ムラ／ミャンマー医師会長
2）理事会
1. CMAAO 事務総長報告：石井常任理事
2. 議長・副議長選挙（2015－17 年任期）
議長：ドン・チュン・シン／韓国医師会国際委員会委員長（再任）
3.
4.

5.
6.
7.
8.

副議長：ヤィ・ウェイ・チャン／シンガポール医師会第 1 副会長（再任）
事務総長指名（2015－17 年任期）：石井常任理事（再任）
公式アドバイザー指名（2015－17 年任期）：
再任：文 太俊／韓国医師会名誉会長、ユン・タン・ウー／台湾医師会顧問、
ウォンチャット・サバチャトラス／タイ医師会元会長、村田弁護士（法
律顧問）、アジェイ・クマール／インド医師会元会長
第 50 回 CMAAO 理事会議事録の承認
財務担当役員報告：アルビン・チャン／香港医師会副会長
各委員会報告
加盟申請：なし

総会 2 日目：9 月 24 日（木）
1）武見太郎記念講演 「食の安全：今日の重要課題」
ペ・テット・キン教授／元ミャンマー保健大臣、National Health Committee議長
2）シンポジウム：テーマ「食の安全：今日の重要課題」
笠井常任理事が、
「日本における食品安全の取組み」と題して、日本の食品安全
に対する取組みを概説するとともに、日本医師会の食品安全に関する一連の活動、
環境汚染による食を通じた健康被害の歴史と対策等について紹介した。
3）カントリーレポート（各国医師会活動報告）
横倉会長が、高齢者ケアを中心とした地域包括ケアシステムの構築、健康寿命
延伸に向けた各健診の連携による「生涯保健事業」の体系化、国内、国外の災害
医療に対する取り組み、iJMAT 構想に基づく協定の締結等について報告した。
総会 3 日目：9 月 25 日（金）
1）全体会議
1. 第 29 回 CMAAO マニラ総会議事録の承認
2. 理事会報告
3. 財務担当役員報告の承認
4. 「食の安全の確保－今日の重要課題に関する決議案」の採択
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横倉会長から「食の安全」の前に、「安全な水の確保」が優先されるべきで
あるとの意見が出され、前文に加えられることとなった。
5．各委員会報告の承認
6. CMAAO 役員の指名 2015－2016 年
6.1 次期会長 ： ラサート・サルンビバット／タイ医師会長
6.2 第 1 副会長 ：横倉会長／日本医師会
6.3 第 2 副会長 ：未定／マレーシア医師会
6.4 財務担当役員（2015－2017 年）
：アルビン・チャン／香港医師会副会長（再
任）
※
7. 常設委員会の指名 Chair
加盟推進委員会にオーストラリア医師会、決議委員会にインド医師会（Chair）
が新規委員として加わった。
7.1 定款委員会：シンガポール※、香港、インドネシア、マレーシア、
ニュージーランド
7.2 指名委員会（特別委員会）：日本※、香港、韓国、タイ
7.3 決議委員会：インド※、オーストラリア、インドネシア、日本、韓国、
ニュージーランド、フィリピン、台湾
7.4 財務委員会：香港※、インド、マレーシア、フィリピン、シンガポール、
タイ、日本、台湾
7.5 加盟推進委員会：タイ※、オーストラリア、日本、マカオ、ネパール、
ミャンマー、スリランカ
8. 第 31 回総会第 52 回理事会開催地（2016 年）
2016 年 9 月 14－16 日：デーヴァ・マントラ・リゾート、タイ
9. 第 32 回総会第 53 回理事会開催地（2017 年）
2017 年 9 月：日本
第 33 回総会第 54 回理事会開催地（2018 年）
2018 年 9 月：マレーシア
10. 加盟申請：なし
中国、ベトナム、ラオス、ブルネイ、フィジー各国医師会へ関係医師会から
加盟を働きかけることになった。
11.その他
2016 年タイ総会シンポジウムテーマ
「医学ジャーナル：教育連携及び研究における活用の鍵」
“Medical Journal; the Key Success to Education Collaboration & Research”
以上
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