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ＢＯＡＯアジアフォーラム

ＢＯＡＯアジアフォーラム（英文Boao Forum for Asia，

略称BFA）（以下“フォーラム”という）は、非政府関連、非

営利組織、かつ定期的、所在地固定の国際組織である。

フォーラムはフィリピンのラモス元大統領、オーストラリア

のホーク前首相と日本の細川護熙元首相が1998年に提

唱し、2001年2月27日に正式に成立を宣言した。中国海

南省ＢＯＡＯはフォーラム本部の永続地で、2002年から毎

年定期的にＢＯＡＯで年次総会を開催している。

ＢＯＡＯフォーラムはアジア各国から広く支持され、全世界

でも広く注目されている。フォーラムは現在、アジア並び

に他の地域の関連各国の政府及び工商業界と学術界の

リーダーたちがアジア及び世界の重要な問題について対

話を行うハイレベルのプラットフォームになっている。ＢＯ

ＡＯフォーラムは、地域経済のさらなる統合を通じて、アジ

ア諸国の共同発展を推進するよう努めている。



ＢＯＡＯアジアフォーラムの会議、活動

ＢＯＡＯアジアフォーラム年次総会はフォーラムの最も重要な会議であり、毎年の春に中国の海南省

ＢＯＡＯで開催されている。世界各国の国家元首から政府首脳、国際組織の責任者、ビジネス界の

リーダー、専門家学者、メディアのエリートたちが集まり、世界中のホットな議題とアジア及び新興経

済体が直面する重大な問題について協議を行う。また、ＢＯＡＯフォーラムは定期的にさまざまなシン

ポジウムを開き、フォーラム会員のために様々な少人数、ハイレベルの政府企業懇談会、サロンなど

を開催している。
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ＢＯＡＯアジアフォーラム理事長

2018年4月から、パンギモン氏がアジアフォーラム理事長を務め始めた。2018年1

月、パンギモン氏とオーストリア元大統領のヘイツフィッシャーと共に、オーストリア

ウィーンにあるパンギモン世界市民センターを設立した。彼は2017年9月に国際オ

リンピック委員会道徳委員会主席に選ばれ、また、現在、延世大学グローバル協

力機構の栄誉主席と教授を務めている。

上の職務を担当する前に、パンギモン氏は2007年から2016年にかけて2回の国連

事務総長を連任した。在任中、パンギモン氏は、世界で最も貧しい人と弱小の人々

の懸け橋と絆になり、機構改革を推進し、国連をより透明でオープンの機構にした

。彼は世界で気候変化対応協力合作を促進し、国連の2030年持続可能発展の議

事日程を策定した。また国連婦人専門機関を創立し、性別平等と婦人権益を実現

させた。パンギモン氏は、国連の和平維持、人権維持、人道救援の改善、極端主

義傾向の予防、軍縮の推進などの面においても重要な貢献をした。

パン ギモン 国連第八任秘書長



ＢＯＡＯアジアフォーラム副理事長

中国全国政治協議会 元副主席

中国人民銀行元行長

周小川 男 1948年生まれ

周小川 博士

1998年2月至2000年2月

2000年2月至2002年12月

2002年12月

2003年1月

2013年3月

2018年4月

中国建設銀行銀行長

中国証券監督管理委員会主席

中国人民銀行共産党書記長、銀行長

中国人民銀行共産党書記長、銀行長、貨幣政策委員会主席

第十二回全国政協副主席、中国人民銀行共産党書記長、

銀行長、貨幣政策委員会主席
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李保東 アメリカジョンホプキン大学国際公共政策修士
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外交部副部長、第十三回全国政協常務委員、外字委員会副主任、二

十か国集団サミット事務中方協調人、BRICS諸国事務中方協調人、中

国赤十字副会長

ＢＯＡＯアジアフォーラム秘書長

ＢＯＡＯアジアフォーラム秘書長



ＢＯＡＯアジアフォーラム
世界健康フォーラム大会主席

Dr.陳はWHOの栄誉総幹事である。彼女は2007年1月から2017年6月までWHO第7

代総幹事を務めた。この間、Dr.陳がリードしていたWHOは深刻な変革を経験した。

21世紀初め、衛生は政治、社会、経済と流行病などの挑戦に直面していた。これら

の挑戦の複雑さと世界的な影響はかつてないものであった。

人口の高齢化、抗生物質の耐薬性、気候の変化、日に日に深刻となる肥満の流行

と非健康製品の世界での販売および慢性非伝染性疾病は伝染病を超えて、世界ト

ップレベルの殺し屋と呼ばれるようになった。2008年からの世界的な金融危機は世

界の人人の健康に影響を与え、たくさんの国の政府は基本的な医療サービスに必

要な財政資源を維持できなくなってきた。

上記のような巨大な挑戦に直面したにもかかわらず、Dr.陳の指導の下で、世界各

国は人びとの健康状況改善と平均寿命の向上の面で持続的な進展を成し遂げた。

Dr.陳が任期内に、誰もが健康という世界活動を進めてきた。また、世界的にいくつ

かの重大な衛生危機の対応をリードした。例えば世界規模のインフルエンザの流

行、西アフリカのエボラウイルスとジカウイルスの流行など。一方、Dr.陳が改革を

通じてWHOを最も透明で、責任のある国際機関の一つにしあげた。総幹事として、

Dr.陳が誰もが健康の目標を示現するために、常にその他ステークホルダーとの協

力を呼びかけた。

Dr.陳は、カナダ西部大学の修士、医学博士と栄誉博士号を取得し、そしてシンガポ

ール国立大学の公衆衛生修士号を取得している。

陳馮富珍 博士



ＢＯＡＯアジアフォーラム
世界健康フォーラム大会の概要

どうして世界健康フォーラム大会を開催するのか

対話の重要なプラットフォームとして、アジアに重点を置きながら、世界に向けて、より開

放的かつ包容的な姿勢を維持していく。また、フォーラムの影響力を向上させるため、経

済など伝統的な分野での協力を深めていくとともに、今後はハイテク、衛生健康、教育、

文化、メディアの5分野での交流を積極的に展開していく予定である。

ＢＯＡＯアジアフォーラムは、衛生健康を新しい重点の一つにしているのは、主に次の2

つの面から考えている。世界範囲で見ると、“疾病は国境がない”。衛生健康問題は各国

の国家安全、経済発展と民生福祉にかかわっている。国連の「2030年持続可能な発展

議事日程」では、衛生健康をより明確に掲げている。同時に、全世界の衛生健康分野の

挑戦は依然として厳しいものである。資金の投入は明らかに不足していて、突発性公共

衛生事件を対応する能力は向上すべきである。衛生分野の発展はバランスが取れてい

ない。このようなことはほかにもまだいっぱいある。人々が健康を享受する目標を達成す

るにはまだ道のりが長いようだ。



ＢＯＡＯアジアフォーラム
世界健康フォーラム大会の概要

どうして世界健康フォーラム大会を開催するのか

中国の習近平国家主席は、国民の健康がないと、全面的に小康がないと、何度も指摘してい

る。中国は『「健康中国2030』計画綱要」を公布し、国民を中心とする健康戦略の位置づけを

継続し、衛生と健康との調和的発展及び「大健康」の発展理念を保持し、衛生健康発展の公

益性、包容性と革新性を保持していく。今年4月、中国はまた「“インターネット＋医療健康”を

促進する発展意見」を発表し、特に健全な“インターネット＋医療健康”の体系構築を強調した

。これらの政策は中国国内の衛生健康事業の発展と国際的な健康協力の積極参加にチャン

スを提供した。

現在、衛生健康産業も大きな発展を迎えている。健康業界の「共有医療」、「知恵医療」、「国

境を越えた健康サービス」などの新概念・新業態・新モデルが盛んに展開されている。世界の

健康分野の新しいトレンドは、国際協力の焦点となるだろう。

上述の考えに基づいて、ＢＯＡＯアジアフォーラム秘書処は世界健康フォーラム大会の開催を

決定し、国内外の政府・学者・企業・民間、また非政府組織に衛生健康に関する協力と交流

のための有益なプラットフォームを提供し、世界的な枠組みを構築し、健康協力の新企画を共

に相談して、衛生健康技術の変革と利益を共有する。



ＢＯＡＯアジアフォーラム
「グローバル健康フォーラム大会」

インターネット+時代：誰もが健康的である

インターネット+時代：誰もが健康的である

検討事項

① インターネットの技術によって、いかに早く人々がより良い、より速い、

より安全な大健康サービスの享受を普及させるのか。

② 生物医学の革新はどのように疾病を予防し、人びとの健康と福祉を改

善するのか。

③ 新しい技術はどのように早期警戒と解決案を提供し、今の健康難題に

対処するのか。

主要な議題、会議形式と内容



ＢＯＡＯアジアフォーラム
「グローバル健康フォーラム大会」

インターネット+時代：誰もが健康的である

◼ 1つの全体会議――テーマ報告例

1. 国連持続可能な発展目標の実施報告

2. 国際貿易と経済発展の激変の下、健康分野の対応策

3. 腫瘍予防抑制の国際協力

4. インターネット時代、健康志向の向上と健康教育の新しい傾向

5. 伝統医学標準の国際協力

6. プレシジョン医療の病気治療と新薬開発に対する影響

7. 細胞免疫治療による臨床治療案の見直し

主要な議題、会議形式と内容

「1 + 3 + 6」、すなわち「1つのテーマ報告会」、

「3つのグループフォーラム」と「6つの開放性円卓会議」



ＢＯＡＯアジアフォーラム
「グローバル健康フォーラム大会」

インターネット+時代：誰もが健康的である

◼ 3つのグループフォーラムーー議論のテーマの提案

１．全国民の健康を実現する

• 国と世界の衛生事業の投入の有効性を検討する

• グローバル公共衛生安全予防抑制システムの構築方法を検討する

• 人人だれもが健康的である2030年持続可能な発展目標の実現方法を検討する

２．イノベーションによって健康を促進する

• 医療イノベーションの健康に対する影響を検討する

• インターネット＋医療健康の利点とリスクを検討する

• プレシジョン医療の病気治療と新薬開発に対する影響を検討する

３．健康主流化

• 健康、生産力、社会と経済発展の関係を探る

• 貧困を解消し、病気を予防する経験を共有する

• 国家多部門協力上の成功を検証する

主要な議題、会議形式と内容

「1 + 3 + 6」、すなわち「1つのテーマ報告会」、

「3つのグループフォーラム」と「6つの開放性円卓会議」



ＢＯＡＯアジアフォーラム
「グローバル健康フォーラム大会」

インターネット+時代：誰もが健康的である

◼ 六つの開放性円卓会議――議論可能なテーマ

1. 国内外の衛生健康分野の政策のホットニュース

2. 衛生健康分野のイノベーション

3. 新しい衛生健康科学技術成果の研究開発のメカニズム

4. 大健康産業の投資チャンス

5. 人工知能の大健康分野での価値

6. 「一帯一路」パートナーの国際協力

主要な議題、会議形式と内容

「1 + 3 + 6」、すなわち「1つのテーマ報告会」、

「3つのグループフォーラム」と「6つの開放性円卓会議」



ＢＯＡＯアジアフォーラム
「グローバル健康フォーラム大会」

会議の目標

主要な議題、会議形式と内容

1. 全国民の健康達成によって“だれもが健康”を提唱する

2. 国際社会の実質な行動を推進し、国連の2030年持続可能な発展目標を実現する。

3. プラットフォームを構築し、政府と企業の交流を推進して、研究開発と市場との結合

を加速させ、健康レベルの向上に貢献する。

グローバル健康フォーラム大会の開催日時と場所

日時： 2019年6月11日- 12日

場所： 中国・青島


