2017 年 CMAAO 東京総会
第 32 回 CMAAO 総会・第 53 回理事会
2017 年 9 月 13-15 日
ヒルトン東京お台場
主催：日本医師会

次

第（案）

1 日目：9 月 13 日（水）
10:00-12:00 理事会
1. 点呼

（1 階オリオン）
進行：議長
道永事務総長

2. 選挙：議長、副議長、財務担当役員選挙（2017－2019 年）
3. 開会挨拶
議長
4. 事務総長報告
道永事務総長
5. 第 31 回 CMAAO 総会・第 52 回理事会の議事録承認
6. 財務報告
財務担当役員
7. 第 33 回 CMAAO 総会・第 54 回理事会の場所と日程（2018 年）マレーシア
8. 第 34 回 CMAAO 総会・第 55 回理事会の場所と日程（2019 年）インド
9. 加盟申請
10. 委員会報告
11. その他議事
12:00-13:00

昼食休憩

13:00-14:00 総会式典
進行：道永事務総長
1. 開会式
1.1 点呼
道永事務総長
1.2 歓迎挨拶
横倉義武日本医師会会長
1.3 開会挨拶 CMAAO 会長
プラサート・サルンヴィヴァッド会長
1.4 来賓祝辞
加藤勝信厚生労働大臣（予定）
1.5 来賓祝辞
小池百合子東京都知事
1.6 来賓祝辞
ケタン・デサイ世界医師会会長
1.7 来賓祝辞
オトマー・クロイバー世界医師会事務総長
2. CMAAO 会長報告
プラサート・サルンヴィヴァッド会長
第 35 代 CMAAO 会長 （2017 – 2018） 就任式
3. 新会長就任演説
横倉義武 CMAAO 新会長
4. 前会長への謝辞と記念品授与
横倉新会長、サルンヴィヴァッド前会長
5. 集合写真
14:00-15:00
カントリーレポート
進行：議長
各国医師会によるプレゼンテーション（各 10 分）
15:00-15:20
コーヒーブレイク
15:20-17:00
カントリーレポート（継続）

公益社団法人 日本医師会（2017 年 8 月 23 日 定例記者会見）

2 日目： 9 月 14 日（木）
（1 階オリオン）
進行：議長

09:00-12:00
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40

シンポジウム：テーマ「終末期医療」
講演 1
講演 2
講演 3
質疑応答 1
コーヒーブレイク
講演 4
講演 5
講演 6

11:40-12:00
12:00-13:00

質疑応答
昼食休憩

13:00-14:00

第 15 回武見太郎記念講演
座長：横倉義武 CMAAO 会長
記念講演「終末期医療」
講
師：髙久史麿日本医学会前会長
記念の盾贈呈：横倉義武日本医師会長

14:00-17:20

シンポジウム（継続）

14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00

講演 7
講演 8
講演 9
質疑応答
コーヒーブレイク
講演 10
講演 11
講演 12
講演 13

17:00-17:20

質疑応答

17:20-17:30

シンポジウム 1 日目閉会

公益社団法人 日本医師会（2017 年 8 月 23 日 定例記者会見）

3 日目：9 月 15 日（金）
（1 階オリオン）
進行：議長

シンポジウム 「終末期医療」（継続）
09:00-10:30
全体討議
10:30-10:45
コーヒーブレイク
10:45-12:00
全体討議
12:00-13:00
昼食休憩
13:00-14:30

第 32 回 CMAAO 総会

横倉義武 CMAAO 会長

1. 第 31 回 CMAAO 総会（カンチャナブリ、タイ）の議事録承認
2.
3.
4.
5.
6.

議長による理事会報告
議長
財務担当報告の承認
委員会報告の承認
「“End of Life Questions” に関するアジア大洋州地域の見解」に関する文書の確認
CMAAO 新役員の任命
6.1 2018 年総会の主催国医師会（マレーシア医師会）より指名される
次期会長（2018 年-2019 年）
6.2 2 名の副会長 第 1 副会長 2019 年の主催医師会（インド医師会）より選出
第 2 副会長 2020 年の主催医師会（未定）より選出

6.3 理事会議長 （2017-2019 年）
6.4 理事会副議長（2017-2019 年）
6.5 財務担当役員（2017-2019 年）
7. 第 33 回 CMAAO 総会・第 54 回理事会の場所と日程（2018 年）マレーシア
8. 上記総会でのシンポジウムのテーマについて
9. 第 34 回 CMAAO 総会・第 55 回理事会の場所と日程（2019 年）インド
10. 加盟申請
11. その他議事
12. 閉会の辞
13. 総会閉会

公益社団法人 日本医師会（2017 年 8 月 23 日 定例記者会見）

アジア大洋州医師会連合
Confederation of Medical Associations in Asia and Oceania (CMAAO)
CMAAO は、1956 年、アジア大洋州地域の医師の交流促進、国際機関との関係確立、情報交換な
どを通じて、地域住民の一層の保健水準の向上を目的に日本医師会が中心となって設立された。
現在では 18 カ国（一部地域）医師会が加盟し、世界医師会（World Medical Association: WMA）
の地域医師会連合として、WMA 内におけるアジアからの発言力の強化を図っている。
総会では地域の医療が抱える諸問題について、シンポジウムやカントリーレポートを通じて加盟
各国医師会から報告が行われ、その成果を決議文書として採択し、各国医師会で共有すると共に
WMA にもフィードバックされている。日本医師会は、事務総長及び事務局の役割を担い、各国間
の情報交換や組織の活性化を支援していくなど、主導的役割を果たしている。
1. 創

設

1956 年

2. 加

盟

18 カ国医師会（2017 年 8 月現在）
日本、韓国、台湾、香港、インド、インドネシア、オーストラリア、
カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、ニュージーランド、
ネパール、バングラデシュ、フィリピン、マカオ、マレーシア、ミャンマー

3. 役

員
会長 プラサート・サルンビバット
次期会長 横倉義武
前会長 ライ・ムラ

タイ医師会前会長
日本医師会長
ミャンマー医師会元会長

第 1 副会長 チュー・チー・ミン・ジョン

マレーシア医師会長

第 2 副会長 K.K.アガラワル

インド医師会長

理事会議長 ドン・チュン・シン

韓国医師会国際委員会議長

理事会副議長 イエ・ウェイ・チョン
財務担当 イー・シン・チャン

シンガポール医師会理事
香港医師会副会長

理事 横倉義武日本医師会長他各国医師会代表
4. 事務総長

道永麻里日本医師会常任理事

5. 顧

テイ・ジュン・ムン

問

元 WMA 会長、元 CMAAO 会長、韓国医師会名誉会長、元韓国厚生大臣

6. 将来会合

ユン・タン・ウー

元台湾医師会長、元 CMAAO 会長

ウォンチャット・サブハチャトゥラス

元 WMA 会長、元タイ医師会長

ヴィネイ・クマール・アガラワル

元インド医師会長

村田真一

法律顧問

2018 年 第 34 回総会 クアラルンプール、マレーシア
2019 年 第 35 回総会 インド

公益社団法人 日本医師会（2017 年 8 月 23 日 定例記者会見）

