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東アジア地域協力の最前線：保健分野の新連携
東アジアでは、自然災害とその被災

ASEAN諸国とともに「ASEAN災害医

者の増加、少子高齢化の加速、そして

療連携強化プロジェクト」を打ち出し、

地域の連結性向上による感染症の蔓延

各国の災害医療の経験や知見を共有す

などが顕著であるが、どの国もこれら

る情報プラットフォームの形成、専門家

保健分野の課題に単独で対処すること

同士のネットワークの構築、訓練や人

は困難であり、地域レベルでの保健協

材育成の協働などに取り組んでいる。

力体制の強化が急務となっている。

今後こうした取り組みを進展させたい。

このような問題意識から、当評議会

●馬利中上海大学東アジア研究セン

は、
既報のとおり、さる10月16日に「東

ター所長：アジアでは、欧州に比べて高

国際シンポジウムのもよう

アジアにおける強靭な保健協力ネット

齢化が早いペースで進展し、さらに多く

切り替える必要がある。そのためには、

ワークの構築に向けて」研究会（主査：

の国で一人当たりのGDPが高くなる前

例えば高齢化社会における生活のあり方

池田俊也国際医療福祉大学教授）を発

に高齢化社会に突入することが予測さ

などについて、アジア各国で共同研究し、

足させたが、この度その一環として、

れている。日本は、アジアで他国に先ん

各国の知見の共有を進めるための「高齢

１月15日に東京のホテル・オークラで、

じて高齢化社会に突入し、介護保険な

化研究所」の創設を検討すべきである。

タイのマヒドン大学「グローバル・ヘ

どの制度の制定、介護・健康関連サー

●センチャン・コナボン・ラオス国立公

ルス」プログラム等との共催、国際交

ビスなどの医療関連産業の育成におい

衆衛生院副院長：鳥インフルエンザ、

流基金アジアセンターの助成を受けて

て、知識や経験をもっている。今後アジ

SARSなどの感染症および新興感染症は、

国際シンポジウムを開催した。

ア各国は、日本の取組みを参考にし、ま

国境を越えて拡大するために、国家間同

当日は、タイ、インドネシア、マレー

た経験を共有することが必要であろう。

士の連携、分野横断型の協力が必要で

シア、
ベトナム、ブルネイ、ミャンマー、

●金哲中「朝鮮日報」論説委員：急速な

あり、中でも感染症の早期発見が重要で

ラオス、中国および韓国からの専門家

高齢化が進むアジアでは、主要な死因が

ある。今後東アジアにおいては、感染症

９名を含む有識者76名が議論に参加し

急性疾病から慢性疾病へ変動しており、

が発生した際に、その発症の情報をリア

たが、特に注目された発言は、つぎの

病院における外来患者数、救命救急室を

ルタイムで各国に流し、アウトブレイク

とおりであった。

含めた入院患者数に占める高齢者の割合

を避けるためのサーベイランス・システ

●渡部晃三JICA人間開発部保健第二グ

が拡大している。そして、救命救急室に

ムを強化する必要がある。ほかに、アジ

ループ長：以前フィリピンで起こった台

長期入院する患者数が増え、
病院の体制、

アの貧困地域では、
デング熱など所謂「顧

風災害において、各国から支援に駆け

医療制度の改革が必要となっている。今

みられない熱帯病」が多数存在している。

つけた医療チームが、それぞれの基準

後はこれまでのように、病気を全快させ

この対処には、ワクチン開発のほか、清

によって治療を行ったために、現場が大

るための医療から、病気を抱えつつも日

潔な居住空間などの環境整備も必要であ

混乱したことがある。そのため日本は、

常生活を活動的におくるための医療へと

り、地域としての取組みが重要である。

・・・

グローバル通商レジームへの脅威とアジア
さる１月29日に開催された第140回

るが、それが社会の繁栄にとって不可欠

外交円卓懇談会は、ピーター・ドライ

な体制であることは間違いない。国際社

スデール・オーストラリア国立大学名

会においては、TPP、RCEPなどの経済

誉教授（写真）を講師に招いて、表題

連携を推進し、Ｇ20ハンブルク・サミット

に関し、つぎのような講話を聴いた。

の声明で打ち出されたように、保護主義

国際社会におけるグローバルな通商に

と闘うことが必要である。グローバルな通

ついては、そこで得られる利益が一部の

商を推進することは、地域の経済共同体、

層ばかりに還元されているという批判もあ

政治共同体の構築にもつながっていく。
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ASEAN関連首脳会議

百家争鳴から
東アジア共同体評議会のホームページ（http://www.ceac.jp）上のｅ- 論壇「百
家争鳴」への最近３ヶ月間の投稿論文を代表して、下記論文を紹介する。
―・・・―

稲嶺市長落選は最高裁判決の結果
元弁護士
2018年２月４日の沖縄県名護市長選

加藤

成一

移設反対派が工事を中止させるには、

報告する宮本課長（写真中央）

挙で、現職の稲嶺進市長が落選しまし

上記最高裁判決を覆すか、実力行使に

昨年11月12 ～ 14日に、マニラで第20

た。当選した新人の渡具知武豊新市長

よる妨害しかありません。後者が違法

回日 ASEAN 首脳会議、第20回 ASEAN

との票差は予想外の3458票の大差でし

であれば、前者しかありませんが、確

＋３首脳会議（APT）
、第12回東アジア

た。稲嶺氏の敗因は辺野古移設反対一

定した最高裁判決を覆すためには、日

首脳会議（EAS）などの一連の ASEAN

辺倒で、地域経済の停滞に対する市民

米間で新たな協定の締結などが必要と

関連首脳会議が開催された。これを受

の不満があったとされ、渡具知氏の勝

なります。近年の緊迫化する北東アジ

けて、当評議会は、１月26日に開催さ

因は地域経済発展への道筋を示し、市

ア情勢を考慮すれば、その可能性は極

れた当評議会の第78回政策本会議で、

民の共感を得た、と分析されています。

めて小さいといえます。今回の選挙結

例年の慣行にしたがい、本件を主管し、

筆者はさらに辺野古移設に関する2016

果から、名護市民は移設工事ではなく、

これら一連の首脳会議に陪席した外務

年12月20日の最高裁第二小法廷判決に

市民生活の向上を重視したといえま

省の宮本哲二アジア大洋州局地域政策

注目しています。同判決は、端的に言

す。これが今回の名護市民の「民意」

課長から、次のような報告を聴いた。

うと、辺野古移設は普天間の危険性除

です。常に「民意」を強調してきた翁

この度の一連のASEAN関連首脳会議

去と沖縄の基地負担軽減につながると

長雄志沖縄県知事は今回の選挙で示さ

で特徴的であったのは、日本の存在感の

最高裁が認めた判例です。政府はこの

れた名護市民の「民意」を無視するこ

高さであった。安倍晋三総理は今回で６

判決に基づき、移設工事を進めていま

とがあってはなりません。

回目のASEAN関連首脳会議の参加で

（2018年２月７日付投稿）

す。すなわち、移設工事は合法であり、

も各国関係者が取り囲んでいた。こうし

―・・・―

た点は報道されていないが、日本のプレ

最近３ヶ月間で注目されたその他の論文
２ /20 「
『核先制不使用』をめぐって」

ゼンスの高さがよくわかる現象であった。

１/25 「最近のロシアをめぐる国際情

一連の首脳会議において、日本が重

勢」（中山太郎）

（鈴木馨祐）
２/７ 「
『敵基地攻撃』検討の必要性」

視したことの一つは、北朝鮮の扱いで

12/ ４ 「エネルギー・ツァーの座を狙

ある。今次首脳会議では、参加したほ

うプーチン」
（川上高司）

（斎藤直樹）
１/30 「今年こそは脱デフレ元年にな
るのか」（田村秀男）

あったが、会期中、総理の周りにはいつ

ぼ全ての首脳から北朝鮮に対する強い

12/ ２ 「習近平の中国は文革時代に

懸念が表明され、特にEASの議長声明

近づいているのか？」（加藤隆則）

においては、北朝鮮を「非難する」との
文言を入れることができた。また、APT

CEAC活動日誌（12－２月）
12月10日、２月10日 『メルマガ東ア
ジア共同体評議会』（通巻第81号、
１月10日 『CEAC E-Letter』（通巻第

１ 月29日

第140回 外 交 円 卓 懇 談 会

アにおける強靱な保健協力ネット
ワークの構築に向けて」（東京）（池
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国立大学名誉教授他17名）
２月６日

金永明上海社会科学院教授

来訪（渡辺繭常任副議長他１名）
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できたことも大きな成果であった。
他に、わが国の打ち出した「自由で開

かれたインド太平洋戦略」も、総じて各

国より歓迎され、日ASEAN議長声明でも

―

１月15日 国際シンポジウム「東アジ
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１月26日 第78回政策本会議（宮本哲

（Peter DRYSDALE オーストラリア

65号）発行

（第15巻

とのできなかった拉致に関する言及が

田俊也有識者議員他75名）
二外務省地域政策課長他14名）

82号）発行

・・・
―

の議長声明で、これまであまり入れるこ

言及された。今後日本は、同戦略にもと
づき、インド太平洋地域の沿岸国の海洋
安全保障能力構築のために、３年間で約
550億円規模の支援を行う予定である。
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