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であろうか。中南米での経済自由化が貧富の格

差を拡大させたことは確かであろう。しかし、

現在の政治の指向性の変化が、具体的対案に結

実して都市の貧困の解消に資するとは、簡単に

はいえないであろう。都市は複雑である。本研

究会の成果のひとつは、われわれ１人ひとりに、

今「熱い」南米を冷静にみつめなおす姿勢を与

えてくれたことかもしれない。本書が、格差克

服を目指すメゾ・レベルの社会モデルを考える

ための一助になればうれしい。 □■

『コスタリカの保健医療政策形成　公共部門に

おける人的資源管理の市場主義的改革』（専修

大学出版局、����年）�石巻専修大学・丸岡泰

本書は、コスタリカの保健医療部門において

市場主義的改革が政策形成に影響する過程の研

究である。����年に私が上智大学から授与さ

れた博士（国際関係論）学位の論文に基づく出

版物である。本稿執筆時点で ����年 �月の出

版から �年あまりが経過している。以下、その

内容と読者からの反応および調査中の体験談を

紹介したい。

まずは、本書の主題についてである。周知の

通り、コスタリカの福祉国家的国づくりの成果

は顕著である。とりわけ、先進国並みの出生時

平均余命は、保健医療政策研究の必要性を示唆

する。その一方、経済開発面ではかつての輸入

代替工業化戦略から、����年代に、;%9・世界

銀行路線へ転換した。保健医療部門の改革はこ

の「市場主義」の延長上にある。

コスタリカでは ����年代初めまでの「政策

普遍化期」に国民の約 ��％以上を受益者とし、

サービスの供給と財源が公共部門に属する健康

保険制度が出来上がっており、これが高い出生

時平均余命など健康面での成果に貢献したと考

えられる。たしかに、地方で尋ねても保健医療

サービスは届いており、この点は他の途上国と

は大いに異なると思われる。

この成果にかかわらず、経済危機以降の「市

場主義的改革期」に、この部門の改革が試みられ

た。本書の目的は、保健医療政策の形成に影響

する要因の明確化と市場主義思想の具体策「経

営契約」の評価である。コスタリカの保健医療

政策への市場主義の影響という本書の視点の研

究は、管見の限りまだない。本書出版意義の多

くはこの点に依拠している。

本書の焦点は、市場主義的改革期の同部門の

人的資源管理、つまり、専門家たちの働き方の

管理方法にある。伝統的に、同部門の専門家が

構成員となる多数の労働組合が政策形成に影響

してきた。本書では、公共部門の労働組合と社

会保険公庫の関係および医師の人事・労務管理

などを包括的に扱う語として、「人的資源管理」

を使用している。
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市場を論じるとき、その市場で働く人間像が

問題となる。経済学では人間を「経済人」とし

て単純化するが、これを素朴に受け入れる人は

少ないと思われる。一方、ラテンアメリカ諸国

を訪れた日本人は、そこでの現地の人々の働き

方を「のんびり」と感じることが多いが、それも

紋切り型の理解かもしれない。本書の方針は、

困難が伴う実際の人間像そのものの把握ではな

く、人間の働き方に関わる仕組みを調査するこ

とである。

本書が取り上げる保健医療サービスの生産現

場では、人的資源の管理方法がサービスの質と

密接なかかわりを有する。ある研究者の感想は、

副題「公共部門における人的資源管理の市場主

義的改革」に興味を引かれる、というものだっ

た。公共部門効率化への取り組みへの共感、と

私は受け取った。また、別の研究者は本書の内

容が人的資源管理よりも広いとご指摘くださっ

たが、制度的要因等も職員の行動に影響するた

めとお答えした。

次に、本書のあらすじを追っていきたい。本

書の第 ;章「保健医療政策の普遍化過程」は高い

保健医療指標実現に至る政策形成の過程を説明

している。住民からの要求ではなく政府と専門

家の主導により保健医療政策が普遍化していっ

た。地域での保健医療活動の典型例は、病院外

に及ぶ「壁のない病院」である。ある読者は、

この政策を他国にも広めればよい、とのご意見

をくださった。私も、実行のための前提条件は

少なくないが、これはとくに発展途上国で有効

な保健医療政策と思っている。

第 ;;章「医療専門職員育成の仕組みと職場の

構造」は医療職に見られる正統化運動と医師等

の育成過程、就職と職場の構造など、職員を取

り巻く仕組みを解説している。この部門の職場

は学歴により細分化・階層化され、職務が鎖の

ように連結されていることが特徴である。第 ;;;

章「労働運動の政策への影響」はこの部門で活

発な労働運動の特徴を述べ、その成果としての

医師の診察時間当たり患者数の規制の存在を指

摘している。この規制が部門の効率化を妨げる

要因であるというのが、本書の示す判断である。

また、第 ;,章「保健医療部門改革」では医療

部門の経営上の課題と、医師の不正等の問題、非

効率克服のために試みられてきた改革案を紹介

している。患者一人当たり診察コストの趨勢的

上昇と患者の長い待機期間という問題がある。

市場にさらされていない職場で生じた患者の不

利益軽減のため、最終的には世界銀行の推す「経

営契約」が導入された。第 ,章「経営契約」で

は分権化と擬似市場を用いたこの手法の内容を

記し、経営陣と医師を対象とするアンケート調

査の結果をまとめてある。「経営契約」の職員

の意識への影響がその関心である。経営陣の期

待の反面、医師の多数は嫌悪感を持つことを確

認した。

結論では、保健医療政策形成の諸要因を整理

し、経営契約の意義付けを行った。政策普遍化

期の政策形成に影響を及ぼしたのは政治的意思

決定者と保健医療専門家、および外部主体であ

り、人的資源管理に影響したのは医療専門職員

の正統化運動と保健医療部門における職務の細

分化と階層化、および労働運動であるとした。

市場主義的改革期に影響した要因としては、労

働運動と市場主義的経済思想を指摘した。また

経営契約導入の意義を市場主義思想の福祉国家

への到達、公共部門における自律的人的資源管

理方法の導入、関係者の意識改革、とした。以

上があらすじである。

一般に保健医療市場化への反対は強いが、市

場化されていない現状にも問題があることを示

すことが本書を通じての私の意図だった。しか
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し、私が市場主義的改革は不徹底で成果が限定

的としたため、ある識者から経営契約への評価

が流動的と指摘された。また、ある研究者から

は、私が「市場主義」概念の中で新自由主義と

新古典派経済学を同列に扱ったことへのご批判

をいただいた。拙著の事例の範囲で両者の識別

の必要性を感じなかったため本書のような扱い

となったが、この点は私も今後、さらに研究し

たい。

続いて、調査の舞台裏を少し紹介したい。舞

台裏の紹介などみっともないのかもしれないが、

少しはこれから現地調査を試みる方の参考には

なるかもしれないし、私にとっては失いたくな

い記憶でもあるので、ここに記させていただき

たい。

「あとがき」に謝意を記したとおり、本書が

形をなしたのは調査に協力してくださった関係

者のおかげである。私は ���	年から ���年

の �年間コスタリカに滞在し、聞き取り調査を

繰り返した。保健医療関係の専門家ではない筆

者がこの分野の知識を得ることができたのは、

これら関係者の協力があったためである。とく

に、����年代前半以降医療行政に直接かかわっ

た社会保険公庫の総裁 名への面談の機会を得

られたことは幸運だった。病院関係者へのアン

ケートを実施した際にはサンホセの大病院の管

理職者や小規模クリニックや保健施設の医師と

看護師に協力をいただいた。

資料収集のため、国会図書館、国立図書館、

社会保険公庫の図書館（.;
8###）をよく利用

した。規模のあまり大きくないこれらの図書館

での資料収集は効率化が難しい。重要な情報源

『ナシオン』紙の ����年までの版は現物に当た

るしかない。古い新聞は国立図書館で閲覧でき

るが、閉架式であり、資料が出るまで時間がか

かる。国会図書館や .;
8###のコピー機は担

当の係員が操作するため、コピーの労力は節約

できるが、係員の昼食や就業時間の制限、他の

利用者の有無により時間がかかることがあった。

機械の故障もしばしばである。「我慢、我慢」と

自分に言い聞かせた。

時おり、資料の入手が運に依存していると思っ

た。文書開示ルールが定まっていないためか、

他の研究書で参照されている公的文献へのアク

セスができない場合があった。とくに、申請書

を作って提出する手続きを踏んでからアクセス

を断られると、精神的ダメージは大きい。逆に、

図書館に通っているうちに係員が私の調査課題

を理解してくれ、「この本はどうだ？」と薦めて

もらえることもあった。余談だが、他に利用者

がいない会計検査院の図書室では、職員が茶菓

子を薦めてくれた。日本人が珍しかったのだろ

うか。

情報収集迅速化のため、コスタリカ大学経済

学部の学生 	人にしばしば手伝ってもらった。

知人に学生を紹介してもらい、新聞などの文献

コピーや本の収集、単純な情報収集をお願いし

た。日本食レストランで打ち合わせ会議を開き、

食事をしながら資料を受け取り、作業進行状況

を報告してもらい、アルバイト料の計算をし、食

べ物やコスタリカと日本の生活の話をした。私

の調査とともに彼らも日本を少し身近に感じた

と思う。他にも一時的に日本人学生やコスタリ

カ人の主婦にデータ入力を手伝ってもらった。

本書は、関係者への面談調査の結果を利用し

ている。情報の提供段階での信頼度は絶対的で

はないが、感覚的なリアリティは高まる。この

調査方法は、研究課題が先方の関心と共有され

ているほうが、容易だと思う。もっとも、これは

現在進行形の研究テーマを選ぶことであり、研

究者にいつも可能な話ではない。私は保健医療

関係者、国会議員、医師会や医療関係者の労組の
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代表などと面談し研究の一助としたが、それが

可能だったのは、私の研究課題が彼らの間でも

共有された関心事項だったためと思っている。

このような面談調査を進めることでわかった

こともある。コスタリカの公務員人事は日本と

は異なり、機関内でのポスト交替はあまり多く

ない。上層部のポストは政治的任命によるが、

ほとんどの公務員は長期間同じポストにいる。

よって、キーマンと親しくなれば有益な人脈づ

くりが進む。やはりアミーゴの国、と思う。ま

た、古典的方法だが、調査をスムーズに進める

には贈り物が有効だと思う。ある医師のところ

へワインを �本持っていくと、その医師は他の

日本人からも贈り物を受け取った経験があるよ

うで、「贈り物は日本の文化だな」と言ってくれ

た。肯定的な感想と思っている。

医療現場での発見は様々だった。ある日、病

院の中で働く研修生とも話す機会があった。	�

時間を超える連続勤務を強いられるという研修

医たちは見た目にも疲れており、私の思い描い

ていた紋切り型のコスタリカの労働者像とはか

け離れていた。一般にはのんびりと考えられて

いるこの国で、研修医の身体を酷使する制度が

存在することは意外だった。

調査の中で、職業意識の高い関係者に会った。

事前調査での話だが、日本の�A8サイトとなっ

ている病院では、看護師たちが日本の点滴台を

学び取り入れる工夫をしていた。ある大病院で

の調査では、管理者が調査票の配布と回収を引

き受けてくれ、効率的に作業が進んだ。同様の

調査を実施した別の病院では、ある看護師は自

由記述欄に質問票の裏側まで続く意見を記して

くれた。私も調査を生かす責任を感じた。

調査の際最も印象に残ったのは、ある大病院

で「経営契約」の調査を行ったときのことであ

る。管理者の了解を得て調査票の配布を開始し

たが、まもなく、その調査票が院長の目に留ま

り、院長はこの調査は病院内の手続きなしに実

施できない、とした。管理者よりも院長が大き

な権限を有することは明らかだったため、私は

調査中止を覚悟した。が、院長は同時に、翌朝

「経営契約委員会」が開催されるからそこで了

承を得なさい、と言った。了承を得られるかど

うか、その時にはまったく予想できなかった。

コスタリカの朝は早い。会議出席の約束は �

時だったと思う。下宿からタクシーで病院へ駆

けつけ、私は自分が行う説明を心の中で繰り返

しながら会議室の外で待った。促されるままに

入室し、出席した �、�人の経営契約委員会構

成員に無断で調査を進めたことを謝罪した。さ

らに、自分の立場と調査趣旨が学術目的である

ことを説明し、許可を求めた。出席者たちが私

の質問票の項目を読む間、しばし沈黙の時間が

流れた。

最初に口を開いた女性が発した「認めます」

という言葉を今でもよく記憶している。他の委

員からの発言はなく、それが結論となった。私

は、大慌てで感謝の言葉を述べた。思いがけな

いことに、その委員会参加者たちは、その場で

調査票に回答してくれた。これは私にとって望

外の幸運であり、彼らの協力姿勢に感激した。

日本の役所でときにみられる事なかれ主義はな

かった。調査にこれほど協力してくれた関係者

に、深い感謝の念を持った。

このような面談とアンケート調査で得た知識

は、主に第 ;;章の部門の構造の説明、第 ;;;章

の患者数規制、第 ;,章の医療部門の不正、第

,章の経営契約の部分によく反映されている。

中には医療関係者が提供に消極的な情報もある

ため、日本語ではあっても、保健医療部門の外

部者による活字化の意義はあると考えている。

その判断の是非を含め、多くの読者の皆様から



著者自身による新刊書紹介 �	

本書の評価をいただきたいと思っている。

表紙カバーの写真のモデルは、私が撮影した

社会保険の父カルデロン大統領（在位 ���～

��年）の像である。同大統領は保健医療政

策に関わりの深いコスタリカ史上の重要人物で

ある。カバーでも背景の青空が見事に再現され

ている。専修大学出版局の編集者や知人、そし

て私もこれに好感を持った。末筆となるが、直

接お会いしていない装丁担当の京尾ひろみさん

に、この場をお借りして謝意を表したい。 □■

『現代中米・カリブを読む―政治・経済・国際関

係―』（山川出版社、����年）� 愛知県立大

学・小池康弘

本書は、����年 �月から 	月にかけて行わ

れた、国際交流基金による異文化理解講座「現

代中米・カリブ情勢の読み方」をもとに企画、

出版された啓蒙書である。上記の講座で講師を

務めた９名の専門家がそれぞれの講義録をもと

に内容を適宜アップデートし、書籍化した。

タイトルで「中米・カリブ」とうたってはい

るが、本書ではメキシコやベネズエラ、さらに

は米国内のヒスパニックも取り上げており、厳

密な意味での「中米・カリブ」より対象範囲は

広い。内容的には、ある程度歴史的経緯を紐と

きながら、現状を理解するために不可欠と思わ

れる重要な事実関係をおさえたものである。編

者としては「現代中米・カリブの動きを読む」

ために読んでほしい本である。

ところで、上記講座が計画、実施され、さら

に本書が編集されていった時期は、����年夏か

ら ����年初頭にかけてのことである。この時

期に中米・カリブ（本書で取り上げている地域）

では何が起こっていたか。そのあたりの状況と

も関連づけながら、執筆者紹介も兼ねて本書の

概要を以下に記しておく。

まず、キューバではフィデル・カストロから

実弟のラウルへの権力委譲が行われ、カストロ

重病説が流れ、ついにフィデルが正式に国家評

議会議長と軍最高司令官を辞任（����年 �月）

したのがこの時期であった。ポスト・カストロ

時代のキューバについて様々な憶測が流れる中、

第一章「キューバ情勢をどう読むか」（小池康

弘）では、キューバの現状と革命の本質につい

て述べている。また、強烈な反米主義者として

知られるベネズエラのチャベス大統領が国際的

に注目され、日本の新聞でもしばしば取り上げ

られるようになったのもこの時期であった。第

二章「苦悩するベネズエラ」（坂口安紀）では、

チャベス政権誕生の背景は何か、彼が推し進め

る「ボリバル革命」とは何かについて説明して

いる。第三章「米国のラティーノ社会」（牛田千

鶴）は、ちょうど ����年春から夏にかけて米

国の移民規制法案に対する抗議行動が全米に広

がり、日本でも報道されたことから関心がにわ




