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初から現在に至る問題であり︑一九九三年
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である︒第二に多くの人口に対する医療サ
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向かうということは少なからずある︒その
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nership
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府が助成を行うＰＰＰ︵ Public-Private PartＷＨＯをはじめとする国連機関︑大きなド

生省内にマイクロインシュランス担当委員

ってしまい︑保険の存在が危ぶまれるよう

ナー団体などが財政・技術的な支援を始め

れている︒ただどの道を行くにしても︑す

会が存在し︑常に民官の間での議論が行わ
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ているが︑社会保障・社会保護というドナ

合連合会医療部会︶
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得ない︒
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●政府から？ 民間から？ ある
いは？
筆者がかつて勤務していたＩＬＯ社会保
障部においても︑政府のイニシアチブが優
先かそれとも住民からの試みが優先かとい
う議論は常に行われていた︒政府からの社
会保障を優先すべきという側からは︑
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