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田宮菜奈子

「これでやっと家に帰れます」満面の笑顔で退院した脳梗塞・片麻痺の女
性が帰った先は老人病院。家族が悩んだ末，相談できずに予約していた。そ
して，「この点滴さえなければ家に帰れるのに…」と IVH（中心静脈栄養）
を眺めて毎日嘆く余命少ない末期癌の入院患者。当時 IVH は入院での実施
があたりまえであった。
　公衆衛生学の大学院生かつ臨床研修医として過ごした 20 年以上前のこと
である。何かおかしい！と思いつつ大学で学ぶ中で，米国ではすでに在宅
IVH が一般的であり，また，自宅退院に整備すべき要因を疫学的に明らか
にした研究などが学術論文として発表されていることを知り，深い感銘を受
けた。
　現在，わが国の医学・医療技術のレベルは，さらに発展し世界的にも高い
レベルに達している。しかし，それらが必要とする人に確かに届けられてい
るといえるだろうか。癌難民，介護難民などという言葉が聞かれ，また，医
師の偏在，年 3 万人を超える自殺者，低い予防接種率…。これらは，個々の
治療技術がそれぞれは高いレベルであっても，それを受けるひとりひとりの
生活につながっていないことがいまだ多い現状を示しているように考える。
　試みに，MEDLINE の文献検索で，各キーワードでヒットする論文のうち，
日本の所属からの論文の割合を 2005 年および 2009 年において示したのが図
0.1 である。Molecular をキーワードに含む日本からの研究は，世界の研究
の 8％近くを占めており，世界的にもわが国の基礎医学研究が高いレベルに
あることが示唆される。以降，Cardiovascular，Cancer，Immunology など
も 5％近くに達している。しかし，Welfare，Care elderly，Long-term care，
Caregiver 等となると 2％以下となり，Ethics に至っては 0.01％以下である。
Ethics はいうまでもなく医療の基本であり，諸外国ではこうしたキーワー
ドが学術的にも議論されているのに比して，わが国では医学関連の学術研究
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ではほとんど扱われていない。これらの傾向は 2005 年に比して 2009 年はや
や増加しているものの，全体の傾向はあまり変わらない。
　このようなわが国における医学研究のアンバランスをもたらす要因は種々
考え得るが，そのうちのひとつに，新たな医療技術の開発ではなく，それぞ
れの医療技術を，生活の中で人々に供給する連続したサービスとしてとらえ
包括的に評価するという研究，いわゆるヘルスサービスリサーチの普及が遅
れていることも大きいのではないだろうか。ヘルスサービスリサーチとは各
種定義があるが，雑誌 Health Services Research に掲載された定義に関する
論文1）によると，「ヘルスサービスリサーチとは，社会要因，財政システム，
組織の構造やプロセス，医療技術，個人の行動などが，医療へのアクセス，
医療の質とコスト，そして最終的には，われわれの健康とウェルビーイング
にどう関係しているのかを探る学際的な科学的研究である。そのリサーチの
要素（ドメイン）は，個人，家族，組織，施設，コミュニティー，そして
人々全体である」とされている。
　ヘルスサービスリサーチは，海外では，専門の学術誌（Health Services 
Research，BMC Health Services Research，Journal of Health Services 

図 0.1　各キーワードを含む全論文中における日本の論文の割合─
MEDLINE 検索による（田宮菜奈子・小林美貴（筑波大学）作成）



まえがき　　iii

Research & Policy など）もいくつか刊行され，百科事典2）も近年出版され
た。また，欧米の公衆衛生大学院に位置づけられているところやセンターを
設置する大学も多い。また，オランダには Netherlands Institute for Health 
Services Research （http://www.nivel.nl）があり，医療政策立案に寄与して
いる。
　しかし，日本では，まだ学問領域としては周知されていないように思われ
る。わが国でヘルスサービスリサーチの重要性を明確に記した公的なものと
しては，平成 19 年 12 月に発表された「規制改革推進のための第 2 次答申」
があり，そこでは，「質の高い医療が適切に行われるには，治療法など個々
の要素技術の開発とともに，これらを総体として運用するシステムについて
も検討されなければならない。特に，医療内容の地域差，施設差について，
その原因，改善法等とともに明らかにし，地域における医療提供体制の最適
化を図るヘルスサービスリサーチは，近年，世界的に注目されているにも関
わらず，日本では研究体制，データ利用の環境整備など，いまだ不十分な状
況にある」とされている。
　しかし，ヘルスサービスリサーチという言葉自体はまだ周知されていない
としても，内容的にヘルスサービスリサーチの範疇に入る研究はすでに多く
なされ，とくに日本公衆衛生学会の学会誌「日本公衆衛生雑誌」では古くか
ら掲載されてきたように思う。僭越ながら，前述のような思いで取り組んだ
学位論文を構成した 2 つの拙文は，幸いにも，「ねたきり老人の在宅死に影
響を及ぼす要因─往診医の存在年齢との関係を中心に」3）「在宅脳血管障害患
者の日常生活動作の改善に影響を及ぼす要因」4）原著論文として 1990 年に掲
載していただくことができた（今思うと改善を要する点が多くあるのだが
…）。当時はまだこうした研究は少数派であったが，現在の当学会誌には，
かなりの割合を占め，質・量ともに向上してきている。
　一方，私自身，上記のように，今カテゴライズすればヘルスサービスリサ
ーチ的な研究をしていたにも関わらず，ヘルスサービスリサーチという言葉
を知り，その基本概念などをきちんと学んだのは，その後，1993 年に米国
の公衆衛生大学院に入学してからのことである。そして，やはりこうした研
究の質をより高めるには，基本概念の理解が大変重要であることを認識し，
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公衆衛生学の一分野として位置づけ推進することが必要であると感じてきた。
　本書はこうした経緯から，上述の「日本公衆衛生雑誌」に連載として掲載
された論文をもとに，改めて単行本として編集したものである。基本概念か
ら，具体的な研究事例，最新の状況，…と，この分野で活躍しておられる諸
先生方のお力をおかりしつつ展開してきた幅広い内容のものとなっている。
保健・医療・福祉の実践にある方々の思いと研究をつなぐことができるよう，
そして各方面の研究者の方々にはヘルスサービスリサーチを改めてご紹介す
ることにより，少しでも双方にお役にたてれば幸いと思っている。
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1.1　サービスを評価する 3 つの概念　　1

1　ヘルスサービスリサーチの基礎知識

1.1　サービスを評価する 3つの概念� 田宮菜奈子

はじめに
「まえがき」ではヘルスサービスリサーチの意義，定義を簡単に述べた。

定義はいろいろ変遷してはいるが，「サービスの質を評価する研究」である
ことが最も基本である。そこで本節では，サービスの質の評価という概念に
至った経緯，Donabedian による質の評価の 3 概念，その特徴を中心に解説
する。

1）サービスの質の評価の歴史的経緯
　サ ー ビ ス の 質 の 評 価 の 概 念 が 生 ま れ た の は，1930 年 代 に，米 国 の
Western Electric Laboratories の Deming WE と Juan MJ の 2 人 を 中 心 と
して，工業製品の質の向上に取り組んだことに端を発する。彼らは，不良品
が生じる背景に対し，85/15 ルールを提唱した。それは，“The problem 
was generally not one of motivation or effort but rather poor job design, 
poor leadership, or unclear purpose.” というものであり，労働者個人の能力
ややる気に起因する問題は 15％程度で，労働のシステム（仕事のデザイン
の貧弱さ，リーダーシップの欠如，労働の目的が不明確など）にこそ多くの

（85％）原因があるとした考えで，これはまさに「個人の視点からシステム
の視点へ」の転換であった。
　彼らはこの概念のもと，米国で工業製品の質向上に貢献したが，これに戦
後の日本政府が着目した。彼らをわが国に招き，戦後日本の工業生産性向上
のために，各所で講演会を開催した。そして，ここに参加した日本の企業が，
各々の生産現場でそれを導入し，大きく育てた。製造工程を見直し，改善し，
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さらに見直しをするという考え方は，当時の日本によく受け入れられ，各所
で熱心な取り組みが展開され，確実に生産性を向上させることができた。こ
うした各取り組みの中で，TQM（Total Quality Management，総合品質管
理）の進歩に功績のあった者（部署）へ授与される「デミング賞」が制定さ
れ，今日も継続されている。
　また，この日本で発展した過程の中で，日本語である「改善」を語源とす
る “Kaizen” という言葉が定着し，今では，米国でも英語として “Kaizen” が
使用されている。そして，この発展した質の評価の考え方は，再度米国に逆
輸出され，米国の大企業 Ford，Kodak，IBM などの生産性の向上に大きく
寄与した。また，この経過の中で，現状の把握，改善策の策定・実施，検証
をくりかえす PDCA サイクル（Plan → Do → Check → Act）が提唱され，

「デミングサイクル」とも呼ばれている。
　さて，ここまでは，日米ともに相互影響しながら，工業生産における質の
評価・改善を進めてきたわけであるが，この後の流れが日米で異なってくる。
それは，米国では，この質の評価の概念を医療の質の評価にも応用しようと
したのである。この仕事は，1987 年 Harvard Community Health Plan にお
ける Donabedian の功績によるところが大きい。Donabedian は，医療サー
ビ ス の 質 を 評 価 す る 際 の 基 本 概 念 と し て Donabedian に よ る 3 概 念

（Structure・Process・Outcome）を提唱した。
　一方，わが国では，医療はある種の聖域であり，その質を評価することは，
ある種タブーとされ，医療における評価への応用は，なかなか進まなかった。
1990 年代にはいり，やっと日本の医療でも評価の試みが開始されたが，当
初は最も基本的な Structure の評価にとどまっていた。

2）Donabedian による 3概念
　Donabedian の 3 概念（図 1.1）は，現在，各種のサービスの評価の際の基
本概念となっている。3 概念の概要は以下のようである。
　ストラクチャー（Structure 構造）とは，サービスを実施する側の，その
サービスに関連する施設・備品・組織機構・人的配分などの部分のことであ
り，いわばサービス実施におけるハードの部分である。このデータは，業務
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報告書などの記録をそのまま用いることができることも多く，評価の基本に
なる。わが国における医療サービスの評価は，前述のようにストラクチャー
のみが中心であった。また近年，特に英国を中心とする考えとしては，これ
をサービス提供に投入される資源として幅広くとらえ，ストラクチャーに加
えて，必要な資金や，患者（利用者）自身をも含めてインプット（Input 入
力）とする考えも広まってきている。
　プロセス（Process 過程）とは，サービスで提供するサービス自体のこと
である。これは，利用者のためにサービス側からなされる種々の判断や行動
のすべて，一連のサービスフローであり，提供されるサービス内容自体に加
え，アクセス（送迎・募集方法など）やアフターフォローも含まれる。
　アウトカム（Outcome 結果）とは，サービスを利用したことによって生
じる利用者の状態のことである。利用者の身体状況（疾病の重症度や ADL
など）や QOL（Quality of Life），満足度などの主観も含まれる。サービス
の効果を知るためには，直接的なデータであり，最も有用である。
　個々の具体的な例と，利点・欠点を表 1.1 にまとめて示す。
　これらの 3 概念を理解すると，サービスの質を評価し，向上させる際の視
点が明確になり，対策も立てやすい。たとえば，ある好ましくないアウトカ
ムを減らすための対策をとりたい場合，まず，そのアウトカムがどの程度生

図 1.1　Donabedian による 3 概念（原案：ハーバード大学 H. 
Palmer によるものを田宮が改変）
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表 1.1　Donabedian による 3 概念

ストラクチャー（Structure 構造）

定義
サービスを実施する施設，備品
組織機構，人的配分の量的情報

具体例
スタッフの構成，各々のライセンス
会場の広さ・設備
＋財源，利用者（Input という場合）

利点・欠点

利点
・管理上基本的なデータであり，業務報告などで入手できることが多い。
欠点
・サービス供給側のデータであって，供給されるサービスそのもののデータでは

ない。良い構造が良いサービスに結び付くとは限らない。

プロセス（Process 過程）

定義
利用者のためにサービス提供側からなされる判断や行動，利用者とサービス供給
側との間の情報交換

具体例
accessibility（周知度，勧誘方法，送迎）
サービスプログラム，ケース検討会，記録，地域ニーズへの充足率

利点・欠点

利点
・サービス者側が直接行っている行為に関するので，解釈しやすく，影響も大きい。
・問題があるとわかった場合にすぐに改善対策がとれる。
欠点
・従来の統計データはこれを含んでいないことが多い。
・サービスの質としての結果と関係ない過程をデータとしてしまう可能性がある。

過程が良くても結果が良いとは限らない。
・最良の「過程」がどれであるかというコンセンサスが得られにくい。

アウトカム（Outcome 結果）

定義 サービスを利用したことによって生じる利用者の状態

具体例
治療効果，生命予後，データや生活習慣改善，地域での罹患率低下，利用者の満
足度，QOL，ADL，認知機能

利点・欠点

利点
・すでに病院にある統計データが使えることが多い。
・サービス提供者，利用者双方にとって関心のある結果であり，解釈が容易。
・さらに詳細な検討（Process）を加える際のスクリーニングに使える。
欠点
・個々の行為のみでなく総体として生じる結果なので，多くの要因が含まれ，解

釈に注意を要する。サービス利用前の重症度などの状況の調整（Case-mix 
adjustment）が必要である。

・すぐに「過程」と結び付かないことも多く，改善対策をとることが難しい。
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じていたのかを把握し，その原因をストラクチャーおよびプロセスに分けて
分析し，その対応策を立案実施し，しばらくして同じアウトカムの発生頻度
をモニターして再評価し，改善策の効果を検証するという一連の流れが可能
になる。これは 3 概念を利用した PDCA サイクルともいえる。

3）3 概念とヘルスサービスリサーチ
　ヘルスサービスリサーチとは，基本的にはこの 3 概念のいずれかに焦点を
当てて，仮説をたて分析した研究である。留学時に講義資料として最初に配
布された「その研究がヘルスサービスリサーチといえるかどうかのチェック
リスト」にも，この 3 概念のいずれかを扱っていること，そしてさらに，そ
の解釈・対応策として，医学のみでなく多分野からのアプローチを含んでい
ること，と記されていた。
　3 概念に着目した研究の具体例は，追って示していくため，本節では，特
に研究実施の上で注意が必要な事項について，最後に記しておく。それは，
アウトカム評価における注意である。アウトカムの向上は，サービス提供の
最終目的であり，最終成果として最も重要な概念である。しかし，同時にこ
れは，最も取り扱いに注意を要するデータである。図 1.1 のイラストで示す
ように，サービスの効果をみたい場合，結果として出てきたもの（c，d の
顔）の状態のみに目がいってしまいがちである。事業評価などで参加後のア
ンケートを実施しこれを測ることが現実ではよく行われている。しかし，実
際に効果として重要なのは，悪い状態だった者（b）を少しでも良くできた
か（c のように）であって，もともと良い状態だった者（a）が，後で良い
状態を呈しても（c），それが本当にサービスの効果なのかはわからない。こ
の「個々の対象者が元来有していた差の考慮」は，評価において重要である。
保健事業などでは，もともと意識の高い集団のみが利用しているという現象
はよくあることである。また，医療の評価では対象者の疾病重症度などの調
整が不可欠である。ヘルスサービスリサーチでは，これらを調整・考慮した
上での評価をすることが求められ，Case-mix adjustment（個々の差の調整）
といわれる重要概念である。調整方法は，一般的に疫学で交絡要因の調整を
する場合と同様に，層別化，多変量解析などがあるが，研究計画をたてる際
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に念頭にいれ，できるだけサービス利用前のアウトカム指標をデータとして
把握するなどの工夫が必要であろう。
　本節では，著者が留学の際にヘルスサービスリサーチの基本として学んだ
資料などをもとに，基本概念を解説した。次節から，さらなる基礎的概念に
ついて解説し，追って最新のヘルスサービスリサーチの事情，具体的研究例
などを述べていく。

文献

田宮菜奈子．保健事業評価の実際─ outcome（結果）および process（過程）の評価例．
保健婦雑誌 1998; 54: 114-119．

1.2　社会保障制度とその評価� 佐藤幹也

はじめに
　ヘルスサービスリサーチとは，社会保障制度の中で提供される様々なヘル
スサービス─つまり在宅ケアにおける訪問看護や特定の手術の成績などヘル
スサービスの中で提供される個々のサービスから，医療制度や介護制度，福
祉制度などの社会保障制度全体まで─がどのように人々の健康に影響を与え
ているのかを研究し，ヘルスサービスの質を評価する学問である。本節では，
主にマクロな視点から複雑な社会保障制度を概念的に整理し，制度全体をど
のように評価するのかを中心に概説する。

1）社会保障制度（Health�services�system）
　社会保障制度とは，生活上の困難に対し，生活の安定化を図るとともに国
民の最低生活を保障する公的な制度であり，その目的は，いうまでもなく住
民の身体的・精神的・社会的な健康を改善することにある。わが国の社会保
障制度審議会が 1950 年（昭和 25 年）に示した社会保障の定義によれば，社
会保障とは「疾病，負傷，分娩，廃疾，死亡，老齢，失業，多子その他の困
窮の原因に対し，保健的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ，
生活困窮に陥った者に対しては，国家扶助によって最低限度の生活を保障す
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るとともに，公衆衛生及び社会福祉の向上を図り，もってすべての国民が文
化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」とさ
れ，この理念は 60 年たった現在もなお朽ちることはない。
　わが国の社会保障制度は，生活上の一定の事由（保険事故）に対して被保
険者があらかじめ保険料を拠出し，保険事故が生じた場合に保険者が定めら
れた給付を行う公的なしくみである医療・年金・労働者災害補償・雇用・介
護の 5 つの社会保険制度，生活困窮者に対して最低限度の生活を保障するた
め，国家が一般租税を財源として最低生活費に足りない部分の金品を支給す
る生活保護や児童扶養手当・特別障害者手当などの公的扶助，障害者や保護
を要する児童など社会的な援護を要するものが，自立した生活を送ることが
できるよう生活面での様々な支援を行うための経済的支援と対人社会サービ
スを提供する様々な社会福祉サービス，疾病を予防し健康を増進するために
地域社会を組織的に支援する予防事業や保健指導などの公衆衛生活動などか
ら構成されている。
　それぞれ複雑な体系をもつこれらの社会保障制度であるが，いずれの社会
保障制度も図 1.2 のように受益者（Consumer），支払者（Purchaser），提供
者（Provider），および規制（Regulation）の 4 つの構成要素を用いること
で簡略に概念化することができる。受益者とは個々人や世帯を含めた地域住
民全体であり，制度の費用を負担しサービスの提供を受ける。支払者とは
様々な支払機関を指し，国レベルあるいは地方公共団体レベルで基金を集め

図 1.2　社会保障制度の構造
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サービスの提供者に費用を配分する，つまりサービスを購入する役割を担う。
提供者とは，文字通り様々な社会保障サービスを提供する主体であり，所有
形態，機能，組織化の程度などにより様々に区分される。規制は政府や様々
な専門家団体によってなされ，法律や勧告などによって制度の構造を規定し
事業の許認可を行う。
　受益者は租税（Taxation）もしくは社会保険（Social insurance）の保険
料（Premiums）の形で支払者に社会保障制度の資金を拠出する一方で，支
払者は保険事故のリスクに対する社会保障を受益者に提供し，実際の保険事
故に際しては受益者の受給資格の認定を行う。また現金給付に基づいた制度
では受益者はサービスの利用に応じて支払者からの直接給付を受ける場合も
ある。提供者は文字どおり受益者の健康の向上に資すべきサービスを支払者
に提供し，受益者はそのサービスに対して応分の支払（直接支払 Direct 
payment または自己負担 Out-of-pocket payment）を行う。支払者は提供者
の報酬請求に応じてサービスの費用を負担するほか，社会保障制度によって
はサービスの提供に必要な資源の配置（Resource allocation）を行っている。

表 1.2　わが国の社会保障制度

制度 受益者 支払者 提供者 規制

医療保険 医療機関 健康保険法など
健康保険 被用者 健康保険協会・企業
共済（短期給付） 公務員など 共済組合
国民健康保険 自営業者など 市町村など
後期高齢者医療制度 75 歳以上 市町村
介護保険 40 歳以上 市町村・広域連合 介護事業所 介護保険法

労働災害補償保険 被用者 国 医療機関など 労働者災害補償
保険法

年金保険 20 歳以上の
国民

国・企業 日本年金機構など 国民年金法・厚
生年金法・共済
組合各法など

雇用保険 被用者 国 公共職業安定所 雇用保険法
公的扶助 国民 国・地方公共団体 医療機関など 生活保護法など
社会福祉サービス 国民 国・地方公共団体 福祉施設など 福祉各法

障害者自立支援制度 国民 国・地方公共団体 障害者自立支援
法

公衆衛生サービス 国民 国・地方公共団体 保健所など 地域保健法など
公費負担医療 国民 国・地方公共団体 医療機関など 精神保健福祉法

など
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この概念を用いて，わが国の様々な社会保障制度を整理したものを表 1.2 に
示す。
　これらの様々な社会保障制度によって，生活上の困窮に対して十分にトレ
ーニングされた専門職が認められた場所において有償で行う公助つまり公的
ケア（Formal care）が提供されている。しかし，公助により提供されるケ
アは社会として必要なケア全体の約 2 割を占めるに過ぎず，残りの約 8 割は
本人，家族や友人，患者グループやコミュニティによる自助・共助つまり私
的ケア（Informal care/Lay care）から提供されていることにも留意する必
要がある。

2）社会保障制度の評価
　Donabedian はヘルスサービスの質を評価する際の基本概念として，スト
ラクチャー（Structure構造），プロセス（Process過程），アウトカム（Outcome
結果）の 3 概念を用いた。この 3 概念の詳細は 1.1 節に譲るが，ヘルスサー
ビスの最終的な成果はそのヘルスサービスがどのような人々を対象としてい
るかに大きく依存するので，最近ではヘルスサービスリサーチにおいてもス
トラクチャーを利用者や資金まで拡張して，インプット（Input 入力），プ
ロセスおよびアウトカムの 3 要素とするほうが望ましいのではないかと考え
られている。
　ヘルスサービスにおいてインプットとは制度に必要な資源であり，この中
には保健医療福祉の専門職・施設や専門的知識，医薬品などの資材や資金，
受益者が含まれる。この入力された資源を活用して受益者の評価や治療介入，
施設間の紹介などの活動を行うことをプロセスという。これらのヘルスサー
ビスのプロセスにより，受益者の健康度，生活の質や生存率の変化がヘルス
サービスのアウトカムとしてもたらされることになる。
　しかしヘルスサービスの質を評価するためには，理想的な環境の中で特定
の介入を受けた群と受けていない群でアウトカムを比較するような疫学研究
を行うだけでは十分ではない。あるインプットもしくはプロセスによっても
たらされたサービスの利益，つまりそのサービスによって実際に住民の健康
度がどれくらい改善したかを測定することでサービスの有効性を評価するこ
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とができるが，サービスの有効性を評価するだけではヘルスサービスリサー
チとしては十分ではなく，限りある資源の中でいかに質の高いサービスを提
供するかを検討するサービスの効率性（Efficiency）の評価，社会保障制度
によって提供されるサービスが社会的，心理的，倫理的に受け入れられるも
のであるかどうか，つまりサービスが人道的であるかどうかを検討するサー
ビスの人間性（Humanity）の評価，提供されたサービスが社会全体に公正
にいきわたっているかどうかを検討する公平性（Equity）の評価も十分に行
わなければならない。
　ヘルスサービスの効率性を検討するためには，サービスの費用（Cost）あ
るいはサービスによって得られる健康度の改善効果あたりの費用（費用対効
果 Cost-effectiveness）を比較する必要がある。効率性が一般には生産性の
向上を意味する言葉として用いられる場合もあるが，ヘルスサービスリサー
チにおいて効率性とは経済学的評価（Economic evaluation）によって示さ
れる費用対効果（Cost-effectiveness）を示す言葉であることに留意されたい。
経済学的評価の手法としては，効果が同等なサービスの費用を比較する費用
最小化分析（Cost-minimization analysis），予後の延長などをアウトカムと
してそのアウトカムを得るのに必要な費用を比較する狭義の費用対効果分析

（Cost-effectiveness analysis），アウトカムを金銭に換算して費用対効果を比
較する費用対便益分析（Cost-benefit analysis），アウトカムの中に QOL な
どの受益者の主観的な健康状態まで含む費用対効用分析（Cost-utility 
analysis）などがある。
　人間性に関する研究のわかりやすい例としては，患者の身体拘束の度合い
などの検討はサービスの人間性の評価である。また量的研究あるいは質的研
究を用いて患者満足度を評価することもサービスの人間性の評価に該当する
だろう。
　公平性とは，個人や集団に対するサービスが公正に配分されているかどう
かを表す。言い換えれば，ある特定集団におけるサービスの受給機会が制限
されているような状況は公平とはいえない。同じ境遇の者やニーズを平等に
取り扱うことを水平的公平性（Horizontal equity）といい，ニーズの異なる
者をニーズに応じて異なる取り扱いをすることを垂直的公平性（Vertical 


