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（日本医師会訳） 

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC. 

 

WMA STATEMENT ON NUCLEAR WEAPONS 

核兵器に関するWMA声明 

 

1998年10月、カナダ、オタワにおける第50回WMA総会にて採択 

2008年10月、韓国、ソウルにおける第59回WMA総会にて修正 

2015年10月、ロシア、モスクワにおける第66回WMA総会にて修正 

2018年10月、アイスランド、レイキャビクにおける第69回WMA総会にて修正 

 

PREAMBLE 前文 

 

The WMA Declarations of Geneva, of Helsinki and of Tokyo make clear the duties and 

responsibilities of the medical profession to preserve and safeguard the health of the patient and to 

dedicate itself to the service of humanity. Therefore, and in light of the catastrophic humanitarian 

consequences that any use of nuclear weapons would have, and the impossibility of a meaningful 

health and humanitarian response, the WMA considers that it has a duty to work for the elimination 

of nuclear weapons. To achieve a world free of nuclear weapons is a necessity. 

 

WMAジュネーブ宣言、ヘルシンキ宣言および東京宣言は、患者の健康を維持、保護し、

人類への奉仕に身を捧げるという医師の義務と責任を明確にしている。それゆえ、また核

兵器のいかなる使用においても生じ得る壊滅的な人道的影響、および健康と人道的に有効

な対応が不可能なことを考慮すれば、WMAには核兵器の廃絶に取り組む義務があると考

える。核兵器のない世界を達成することが不可欠である。 

 

RECOMMENDATIONS  勧告 

 

Therefore, the WMA: それゆえWMAは、 

 

1. Condemns the development, testing, production, stockpiling, transfer, deployment, threat and 

use of nuclear weapons; 

 

核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移転、配備、威嚇および使用を非難する。 

 

2. Requests all governments to refrain from the development, testing, production, stockpiling, 

transfer, deployment, threat and use of nuclear weapons and to work in good faith towards the 

elimination of nuclear weapons; 

 

核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移転、配備、威嚇および使用を控えるよう、そし

て核兵器廃絶に向けて誠実に努力するよう、すべての政府に対して要請する。 
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3. Advises all governments that even a limited nuclear war would bring about immense human 

suffering and substantial death toll together with catastrophic effects on the earth’s ecosystem, 

which could subsequently decrease the worlds food supply and would put a significant portion 

of the world’s population at risk of famine; 

 

限定核戦争であっても、地球の生態系への壊滅的影響とともに人類に甚大な苦しみと

多数の死者をもたらすこと、またそれらが後に世界の食糧供給を減らし、世界人口の

大部分が飢餓のリスクにさらされるようになることを、すべての政府に対して勧告す

る。 

 

4. Is deeply concerned by plans to retain indefinitely and modernize nuclear arsenals; the absence 

of progress in nuclear disarmament by nuclear-armed states; and the growing dangers of nuclear 

war, whether by intent, including cyberattack, inadvertence or accident; 

 

核兵器を無期限に保有し近代化する計画、核兵器所有国による核軍縮の進展がないこ

と、そしてサイバー攻撃、不注意、事故など、意図的かどうかに関わらず、核戦争の

危険性が増していることを深く憂慮する。 

 

5. Welcomes the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and joins with others in the 

international community, including the Red Cross and Red Crescent movement, International 

Physicians for the Prevention of Nuclear War, the International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons, and a large majority of UN member states, in calling, as a mission of physicians, on 

all states to promptly sign, ratify or accede to, and faithfully implement the Treaty on the 

Prohibition of Nuclear Weapons; and 

 

核兵器禁止条約を歓迎し、赤十字や赤新月社運動、IPPNW、核兵器廃絶のための国際

キャンペーン、そして国連加盟国の過半数の国々を含む国際社会においてこれらの組

織と協力し、医師の使命としてすべての国々に対して核兵器禁止条約に署名、批准な

いし同意し忠実にそれを実行してゆくよう呼びかける。そして 

 

6. Requests that all National Medical Associations join the WMA in supporting this Declaration, 

use available educational resources to educate the general public and to urge their respective 

governments to work urgently to prohibit and eliminate nuclear weapons, including by joining 

and implementing the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. 

 

すべてのNMAに対し、この宣言を支持してWMAに協力し、利用可能な教育資源を使用

して、一般市民を教育すること、および核兵器禁止条約に関する国連条約への参加と

実施を含めて、核兵器の禁止と廃絶に直ちに取り組むよう各国政府に働きかけること

を要請する。 

 

 


