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Urban HEART（アーバンハート)は、
健康格差是正のための計画支援ツールで、
健康アウトカムと健康の決定要因に関する
指標を用いた健康の公平性評価と、
そのエビデンスに基づいて優先すべき
対応策を選定するプロセスを指導します。

U
rb

an
 H

E
A

R
T Urban Health Equity Assessment and Response Tool

都市における健康の公平性評価・対応ツール



World Health Organization  

目次

序文...............................................................................................2
謝辞...............................................................................................4

A.  コンセプトと原則...............................................................6
A.1 健康格差
A.2 健康格差の低減に役立つ3つのアプローチ
A.3 都市部における健康格差への取り組み

B. アーバンハートの概要 ...................................................12
B.1 アーバンハートとは
B.2 アーバンハートを使う理由
B.3 アーバンハートから期待される実績
B.4 アーバンハートの主要素

C. アーバンハートの計画 ...................................................18
C.1 計画と実施のサイクル
C.2 アーバンハート実施要綱

D. 評価 .................................................................................22
D.1 指標
D.2 データ提示

E. 対応 .................................................................................30
E.1 優先事項と対応戦略の特定
E.2 適確な介入策の選択

F. 結論 .................................................................................38

付録1. アーバンハートの指標..................................................40
付録2. 参考文献と他の資料 ....................................................44

1

©世界保健機関、WHO健康開発総合研究センター（所在地：神戸市）、2010

著作権保有、転載禁止。WHO出版物の複製または翻訳にかかる許可申請は、
目的の如何（販売、非営利の配布等）を問わず、以下にお問合せください。
WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 
1211 Geneva 27, Switzerland 
(fax: +41 22 791 4806; email: permissions@who.int) 
または
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 I.H.D. センタービル9F 
WHO健康開発総合研究センター
電話：+81 78 230 3100
E-mail: urbanheart@wkc.who.int　

本書の中で用いられている呼称及び資料の提示方法は、いずれかの国家、
領土、都市もしくは地域とその当局の法的地位、その国境地帯または境界
の設定に関するWHOの見解を表明するものではありません。地図上の点
線は、関係国間でいまだに完全な合意が得られていない、おおよその境界
を示しています。

文中に特定の企業や製品の名称が言及されている場合、ここで言及され
ていない他の類似のものに優先して、WHOがそれらの企業や製品を支持
または推奨することを意味するものではありません。誤植、脱落は例外と
して、有標製品は頭文字に大文字を用いて表記しています。

WHOは本書に含まれる情報の完全性や正確性を保証するものではなく、
これらの情報を使用した結果生じる損害に対していかなる責任も負うもの
ではありません。

印刷：日本。

本書はwww.who.or.jp/urbanheartから入手可能です。

製版：㈱トライス



World Health Organization  

目次

序文...............................................................................................2
謝辞...............................................................................................4

A.  コンセプトと原則...............................................................6
A.1 健康格差
A.2 健康格差の低減に役立つ3つのアプローチ
A.3 都市部における健康格差への取り組み

B. アーバンハートの概要 ...................................................12
B.1 アーバンハートとは
B.2 アーバンハートを使う理由
B.3 アーバンハートから期待される実績
B.4 アーバンハートの主要素

C. アーバンハートの計画 ...................................................18
C.1 計画と実施のサイクル
C.2 アーバンハート実施要綱

D. 評価 .................................................................................22
D.1 指標
D.2 データ提示

E. 対応 .................................................................................30
E.1 優先事項と対応戦略の特定
E.2 適確な介入策の選択

F. 結論 .................................................................................38

付録1. アーバンハートの指標..................................................40
付録2. 参考文献と他の資料 ....................................................44

1



  World Health Organization  Urban HEART2

　健康格差の是正プロセスを積極的に推進するために、2008～2009年にかけて、WHO
は10ヶ国17都市1と提携し、「都市における健康の不公平性評価・対応ツール」（Urban 
Health Equity Assessment and Response Tool、頭文字を取って通称Urban 
HEART（アーバンハート））の開発と試験使用に乗り出しました。アーバンハートは、健康格
差を検証するための証拠（エビデンス）の収集、ならびに健康格差の是正に適した対策の計
画というプロセスを標準化したものであり、地方自治体の政策立案者や地域社会が効率的に
このプロセスを遂行するためのツールです。このツールを開発する過程において、都市の行
政機関や地域社会を動かし、健康格差の存在と対策の必要性が認識されるに至りました。
アーバンハートは、主軸となるコンセプトと原則は変えずに、各都市がそれぞれの状況に合わ
せて制度に取り入れることを想定して開発されました。

　都市部の健康格差を低減するという目的は、行政部門や分野の枠を越えた一般参加型ア
プローチを使い、格差の検証ならびに詳細な解析によって公衆衛生政策を正しく方向付ける
ことによって実現します。アーバンハートを使うと、異なる部門の政策立案者と地域社会が一
致協力しながら、証拠を有効に活用して、健康格差を是正するために優先すべき介入策を特
定することができます。また各地方で指導者的立場にいる人々は、このツールによって、各行
政機関に、公的資源の効率的な割り当てや、幅広い支持を得るような対策作りを促すことが
できます。さらに重要なのは、このツールには、地域住民がエビデンスをもとに地域レベルで
重要な問題を明らかにし、国及び地方自治体当局の支援も得ながら、必要な対策を自己決定
できるようにするという、地域のエンパワメントにも有効です。

序文

3

　「健康格差は生死に直結する問題である」 － 世界保健機関（WHO）事務局長マーガレッ
ト・チャン博士はそう宣言します。人口集団の枠を越えて存在する健康格差への取り組み
は、国や地方自治体の行政機関及び国際機関の政策において再び注目されています。
2005年にWHOは、Commission on Social Determinants of Health（健康の社会
的決定要因に関する委員会）を確立し、国家間及び国内に健康不良や健康格差が存在する
事実、そしてそれらに重大な影響を及ぼす健康の社会的決定要因に、各国や国際保健団
体の関心を集めました。それに先立つ1978年には、プライマリーヘルスケアに関するア
ルマアタ国際会議において、世界各国の政府は、生活条件や労働条件と健康が直結してい
るという見解を支持し、地域社会による参加の重要性について同意を得ていました。アル
マアタ会議において「万人の健康」への公約が打ち出されたにもかかわらず、現実には富
裕国と貧困国との格差、ならびに一国内の貧富の差は逆に広がっていたのです。

　都市環境が健康（特に健康格差）に及ぼす影響については、これまでに様々な検証がさ
れています。それらによると、一般に保健衛生を含む公益事業は都市部の方が地方より充
実しているものの、こうした平均データのほとんどは、社会的に有利な立場の人々と不利
な立場の人々との間にある大きな格差を反映しません。その重大な原因の1つは、社会的
に疎外されたり、弱い立場にある人々が、公衆衛生計画ならびに対応体制から除外されて
いるからです（1）。都市部の健康は、世界、国、地方など各レベルの政策の力動的な相互関
係によって左右されるものです。そして、そのような状況の中で、有利な立場にある人々と
そうでない人々との間の格差の低減に取り組んでこそ、都市の行政機関や地域社会は本
領を発揮できるのです。

　証拠データの有無にかかわらず、都市間または都市内の健康格差を一度でも調査した
ことのある国はごく少数で、定期的に実行している国はほとんどありません。地域レベルで
健康格差を是正する適切な対策を始めるには、都市間や都市内の格差を示す情報が不可
欠です。対策の根拠となる情報には、主な健康の決定要因を示唆する包括性と、政策及び
優先すべき介入策の決定に役立つための簡潔さが要求されます。

1 ツールの初版は次の10ヶ国の都市において試験使用されました：ブラジル、インドネシア、イラン・イスラム共和国、
 ケニア、マレーシア、メキシコ、モンゴル、フィリピン、スリランカ、ベトナム。
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　また、ジュネーブにあるWHO本部、とりわけ非感染症疾患と精神保健クラスター（WHO神
戸センターが所属するクラスター）及び、情報・エビデンス・研究クラスターの専門家の協力も
得ました。  

　最後に、12名の委員から成るアーバンハート特別諮問委員会からも、様々な角度から多岐
にわたる専門知識をご提供頂きました。厚くお礼申し上げます。学者、政策立案者、国際機関
の専門家など多分野を代表する同諮問委員会から得られた技術的知識や助言によって、本
ツールの科学的妥当性と実践性を強化することができました。

謝辞
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　都市における健康の公平性評価・対応ツール（アーバンハート）は、神戸市にあるWHO
健康開発総合研究センター（WHO神戸センター）が中心となり、WHO地域事務局、世界
各地の国や都市の関係者との共同作業によって開発されたものです。アーバンハートの
開発過程では、ツールを試験使用した以下の都市から、貴重なご意見とフィードバックをい
ただきました：

 • グアルリョス（ブラジル）
 • ジャカルタ、デンパサール（インドネシア）
 • テヘラン（イラン・イスラム共和国）
 • ナクル（ケニア）
 • サラワク州（マレーシア）
 • メキシコシティ（メキシコ）
 • ウランバートル（モンゴル）
 • ダバオ、ナガ、オロンガポ、パラニャーケ、タクロバン、タギグ、ザンボアンガ（フィリピン）
 • コロンボ（スリランカ）
 • ホーチミン（ベトナム）

　特に、試験使用都市の地元関係者からは、都市部の健康格差是正への取り組みにアー
バンハートを適用するにあたり、熱意あふれるご賛助とご指導を賜り感謝の念に堪えませ
ん。こうした地域社会のご協力と一般参加型アプローチへの信念無しに、アーバンハート
の開発は成し得ませんでした。
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A.コンセプトと原則

A.1 ‒ 健康格差
A.2 ‒ 健康格差の低減に役立つ3つのアプローチ
  A.2.1 ‒ 社会的に不利な人口集団や階層に的を絞る
  A.2.2 ‒ 健康格差のギャップを縮める
  A.2.3 ‒ 都市人口全体の健康格差を低減する
A.3 ‒ 都市部における健康格差への取り組み

6

A.1 健康格差
　住民全員が等しく健康である都市は存在しません。遺伝や体質的な違いによって、健康
状態や身体的特性に個人差があって当然です。また、一般的な自然の摂理として、高齢に
なるほど病気になりやすいことも分かっています。しかしながら、ある3つの要因が重なる
と、健康状態の単なる違い（Health Inequality）が「健康格差」（Health Inequity）に変
わります。健康格差とは系統的かつ社会的に発生した、不公平な健康のあり方であり、社
会的に生じたからこそ是正も可能な問題を指します2（2）。

　健康格差が「系統的」と言われる所以は、格差の広がり方がランダムではなく、一定のパ
ターンを示しているからです。その顕著な例の1つは、社会経済的地位の異なる人口集団間
に存在する系統的な健康格差です。こうした社会的要因による疾病のパターンは世界各地に
見られますが、その規模や範囲は国によって異なります。図1は、世界の各地域を代表する
6ヶ国の都市部において、5歳未満児の死亡率が社会経済層によって系統的に異なることを
示します。
  
　貧しい家庭の子供の死亡率が、裕福な家庭の子供の死亡率よりも高いという現実は、自然
の法則とは関係ありません。この違いは、主に「社会的状況の差異」によって生じたものであ
り、生物学的な定めではないのです。既存の社会経済政策が、こうした格差を温存してきたの
であれば、そうした政策の不公平さを認識し、格差を低減すべく改正しなければなりません。

　健康格差は、「不公正な社会のあり方」が生み出し、温存しているがゆえに不公平であり、
周知の介入策で格差を低減でき、しかも回避も防止も可能であるにもかかわらず、それらを
実行に移していない点で公正を欠いています。何を公正・不公正とみなすかは国や地域に
よって若干異なるものの、共通項もあるはずです。例えば、特定の社会経済層の子供達の生
存率が、他の社会経済層の子供達のよりも大幅に低いという状況は、ほとんどの場合に不公
正とみなされます
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図1 世界数ヶ国における生児出生1000件あたりの5歳未満児の死亡数
 （都市部の貧富度による五分位表示）

健康格差

2 この箇所は主に、WhiteheadとDahlgrenの文献（2）を参考にしました。

1946年に採択されたWHO憲章は、「世界中のあらゆる人々が、人類、宗教、政治信条や経済的・
社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれるべきである」と宣言していま
す。この主張を60年後の今の現実に反映させると、健康における理想的な公平さとは、誰もが各
人にとって最高の健康水準を実現でき、誰も社会経済的状況や他の社会的決定要因によってその
実現を阻まれることのない状態だと言えます。
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A.2 健康格差の低減に役立つ3つのアプローチ
　健康格差を是正する取り組みにおいて、世界中でこれまでにいくつかの戦略が使われて
きました。健康格差を定量化し是正するには、主に次の3つのアプローチがあります：
 • 社会的に不利な集団や階層に的を絞る
 • 健康格差のギャップを縮める
 • 都市人口全体の健康格差を低減する

　これらのアプローチは必ずしも独立しているわけではなく、相乗効果が得られる可能性
もあります。健康格差の是正における各アプローチの相対的な利点について、以下に簡単
に説明します。

A.2.1 社会的に不利な集団や階層に的を絞る
　このアプローチは、貧しい生活を送る人々など、特定の人口集団に的を絞り、その人口
集団の健康状態の改善を目指すもので、都市人口全体の健康状態が改善されているかど
うかには関与しません。対象となる人口集団の健康状態がわずかでも向上すれば成功した
とみなされます。図2.1は、家庭の貧富度に応じた平均余命のデータ例を示しています。こ
のアプローチが対象とするのは最貧層に属する最も恵まれない20%であり、それら人々
の健康状態を改善することが目標となります。但し、このアプローチの成果が必ずしもこの
地域における健康格差の低減につながるとは限りません。

A.2.2 健康格差のギャップを縮める
　このアプローチが注目するのは、都市居住者のうち、最も恵まれない人々と最も恵まれた
人 （々社会における両極端な2つの人口集団）の間の格差（ギャップ）を縮めることです。図
2.2は、最富裕である20%の人口の平均余命を到達目標として、最貧の20%の人口におけ
る健康格差のギャップを示します。このアプローチが目標とするのは、この格差のギャップを
縮めることです。
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A.2.3 都市人口全体の健康格差を低減する
　このアプローチは、社会経済的階層に呼応して、健康状態も階層的に劣悪となる傾向に
着目したもので、社会経済的階層の両極端の間の差のみに焦点を当てた上記のアプロー
チとは異なります。従って、中間所得層を含む人口全体が対象となります。このアプローチ
の目標は、社会経済階層の全て、つまり高所得層、中間所得層、低所得層の全てを対象に、
より公平な健康管理の機会を提供することで健康格差を低減することです。図2.3は、最
富裕層の平均余命を到達目標として、各社会階層において低減すべき格差を示します。つ
まり、社会的に最も恵まれた立場の人々の健康状態に、他の人々の健康状態を近づけるこ
とにより、健康格差を縮めることが目的です。

A.3 都市部における健康格差への取り組み
　長い人類の歴史の中で、2007年に初めて世界の都市部の人口が非都市部の人口を上
回りました。都市では、人々の健康を支える様々な物理的・社会的なインフラやテクノロ
ジー、職業の場や教育施設、保健医療サービスなどが身近に整えられているという利点が
あります。物理的な近さだけでなく、アクセスのしやすさを保証し、都市部の保健、教育、社
会事業を向上することは、WHOの健康の社会的決定要因に関する委員会（WHO 
Commission on Social Determinants of Health）が確立した優先事項の1つに挙
げられています。

　これまでに同委員会はその活動を通して、健康格差に関する人々の問題意識を高める
ことに貢献してきました。2008年に作成された報告書の中で、同委員会は健康格差を、
「系統的に生じる健康の不公平さが、適切な措置によって回避できるにもかかわらず存在
するのは、極めて不公正である。それゆえに、そうした不公平さを健康格差と称する」と定
義しています。さらに、「国家間及び国内に存在する、重大で解決し得る健康格差を是正す
ることは社会正義の問題である」と報告しています（3）。

　また、同委員会は、原則を論じるだけではこの問題を是正し得ず、実際にどのような対策が
健康改善と格差低減を実現できるかを、証拠で示すことが必要だということも提唱しました。
疾病の直接原因だけではなく、社会的序列を示す国家や世界の基本的構造と、そうした構造
によって社会的に形成される人々の生活・労働環境などの、「究極的な根本原因」に関しても
証拠を収集する必要があるということです。これに関して、同委員会はWHOを含む多国家機
関に対して、以下の事項を発議しました：
• 開発の進捗を監視するために、世界各国に共通した指標の枠組みを使用する。
• 加盟国の技術力を強化したり、多部門間の活動を推進するメカニズムを開発するな
ど、管理責任的な役割を担う。
• 健康格差是正の進捗を監視する。
• 健康の公平性を監視するため、国単位及び国際的なサーベイランス体制の確立を支
援する。
• これらに関して協議するためのグローバル会議を招集する。

　2009年5月に開かれたWHOの第62回世界保健総会では、同委員会がまとめた提言
（『健康の社会的決定要因への取り組みによる健康格差の低減』）（４）を支援する決議が採択
されました。
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B. アーバンハートの概要

B.1 ‒ アーバンハートとは
B.2 ‒ アーバンハートを使う理由
B.3 ‒ アーバンハートから期待される実績
B.4 ‒ アーバンハートの主要素
  B.4.1 ‒ 信頼できる証拠
  B.4.2 ‒ 部門の枠を越えた健康への取り組み
  B.4.3 ‒ 地域社会の参加

12

B.1 アーバンハートとは
　都市における健康の公平性評価・対応ツール（Urban Health Equity Assessment 
and Response Tool）、通称Urban HEART（アーバンハート）は、以下のような取り組
みにおいて、国及び地方自治体の指導者ならびに政策立案者にわかりやすい指針を提供
します：

• 都市内の区域間の違い、または都市間や都市内における社会経済的地位の違いに見
られる健康格差を特定、解析する。
• 都市内及び都市間の健康格差を低減するために採用すべき効果的な戦略、介入策、
対策を特定する。

　アーバンハートを活用することにより、政策立案者は、都市間及び都市内の健康格差を低
減するために必要な証拠と戦略が明確化されます。「都市間の健康格差（Inter-city health 
inequities）」とは、複数の都市の間に存在する格差で、「都市内の健康格差（Intra-city 
health inequities）」とは同じ都市内の異なる区域や、社会経済的地位（所得や教育レベル
に基づくものなど）の異なる人口集団において存在する格差です3。アーバンハートのツー
ルとしての有効性を支えるものは、次の4つの特長です：（１）使いやすさ、（２）包括的、（３）長
期的に実行可能、（４）証拠と対策の明確な関連づけ。こうした特長の詳細についてはBox 1
の説明を参照してください。

B.2 アーバンハートを使う理由
　国及び地方自治体の行政機関、民間組織、都市部の（あるいは都市化している）地域社
会が、以下のようなことを達成するためにアーバンハートを使用することが想定されます：
• 健康の社会的決定要因と、それら要因が都市居住者に及ぼす影響について、政策立
案者及び主要関係者の理解を高める。

• 社会的に不利な立場にあり、健康リスクにさらされやすい都市住民のニーズに合わせ
て方針を定めたり、介入策の優先付けを行なったりできるように、政策立案者、事業責
任者、主要関係者等を導く。
• 地域社会が健康格差の是正を推進するために、格差問題を明確化し、優先事項を決定
し、さらに必要な介入策を特定できるように支援する。
• 健康の社会的決定要因に関して、行政部門の枠を越えた協力とコミュニケーション改
善の実現を図ろうとする事業責任者をサポートする。

BOX 1:
アーバンハート：4つの特長

3 専門的な文献などでは、これらはそれぞれInter-urban health inequities、Intra-urban health inequitiesなどとも呼ばれます。

1. 使いやすさ。
　アーバンハートはシンプルかつ実用的で使
いやすいツールです。国と地方自治体のいず
れの行政レベルでも、政策立案者や専門職員
がこのツールを活用することにより、健康の公
平なあり方を実感として把握できるようになり
ます。

2. 包括的。
　アーバンハートは、健康の決定要因やリスク
要因はもとより、都市環境の様々な領域と部門
におけるそれら要因の相関性、特にそうした要
因が感染性・非感染性疾病、暴力や傷害の発生
に与える影響を考慮した枠組みに基づきます。
多くの部門や領域で懸念される課題にかかわ
るこのツールは、極めて包括的であることから
、主要関係者による賛同、参加、効果的な意見
交換を促す上でも役立ちます。

3. 長期的に実行可能。
　健康格差を検証するデータの生成と解析、
そしてその結果の普及を実行する際には、コス
トを最低限に抑え、国及び地方自治体の行政組
織のメカニズムに適合させる必要があります。
データは、できる限り既存の情報システム及び
規定の記録や報告書から収集することが勧め
られます。アーバンハートに含まれる主軸指標
は、汎用的で、どの都市においても通用すると
想定されるものですが、地域ごとの状況の違
いも考慮して、各地域に特有の指標も取り入れ
る柔軟性を備えています。  

4. 証拠と対策の明確な関連付け。
　アーバンハートが導き出すアウトプットは、
健康格差の実証をもとにした対策案であり、そ
れは国や地方自治体による有効な管理政策を
促すのに必要な適確さと説得力を備えていま
す。アーバンハートが推進する、非集計分析（
区域別分析など）を利用することにより、より
的確にニーズに応じた対策を特定することが
可能となります。
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想定されるものですが、地域ごとの状況の違
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B.3 アーバンハートから期待される実績
　アーバンハートは以下の成果をもたらすと期待されます：
• アーバンハートが提示する適確な証拠を利用して、国及び地方自治体当局が、優先す
べき課題と資源の割り当てなどの重要事項を正しく判断する。
• 健康格差を無くすべく、地域社会の力が結集・強化される。
• 多くの行政部門が、健康格差の撤廃を含めた、共通の目標を掲げ、その実現に取
り組む。
• 都市住民の健康および社会状況が改善し、人々の間の健康格差が低減する。

B.4 アーバンハートの主要素
　アーバンハートを有効に活用するには、その基盤となる主要素を把握しておくことが重
要です。健康面と社会面の格差の是正は非常に複雑な問題であり、あらゆる状況に通用す
る万能対策などありません。真の問題解決には、既に進行中の介入策の見直し、線形では
なく循環的なアプローチ、そして地元の関係者全員による参加と決議が必要となります。
但し、アーバンハートの実践では次の3項目は不可欠な要素です：（1）信頼できる証拠、
（2）部門の枠を越えた健康への取り組み、（3）地域社会の参加。

B.4.1 信頼できる証拠
　アーバンハートでは、信頼性、透明性、完全性の高いデータを使うことが必要とされま
す。健康の公平性の評価に用いる指標を選択する際の重要な基準は、健康格差に影響を
及ぼす可能性の高いものを見極めることにあります。第一に、「公平性」を照合できるよう
な指標で、かつデータが既に存在するものを重視すべきです。第二に、その利用可能な
データの品質と信頼性を判断する必要があります。質の悪いデータは政策決定に適さな
いので、アーバンハートのプロセス全体を通して、データの品質と妥当性を確認すること
が必要です。第三に、利用できるデータが存在しない指標の扱い方を決定する必要があり
ます。

　特定の指標に関する適切なデータが存在しない場合には、（１）既在の代替データを使
用する、（２）新しいデータを生成する、という2つの代案があります。前者の場合は、類似の
地域または他の情報源からの関連データを検証することになります。これには、それら
データの関連性と適合性を判断できる専門知識が要求されます。これは既存のデータを
活用するという点で経済的な代替策です。しかしながら、長期的に利用できるかどうかは、
データの情報源が今後も引き続き関連データを生成・提供できるかどうかに拠ります。

　2つ目の代替策は、新たに調査を実施したり、質的評価を行う必要があることから、人的・
経済的コストが高くなります。新しいデータの生成には、高度な専門知識と資源が要求さ
れ、支出が膨大となる上、長期的な実施が可能という保証もありません。地元の強い意欲
と資源を確保できない限り、新たな調査の実施は推奨できません。調査の設計、標本抽
出、測定方法の開発の各段階に、各分野の専門家が関与する必要があります。一般に調査
は量的データを集めるのに対し、関連指標の質的評価を実施する場合には、フォーカスグ
ループや重要な情報提供者からの聞き取り調査方法に精通した専門家を採用しなければ

なりません。各地域に適した手段を選定する前に、地元で調達できる専門知識、情報、資源を
判断することが重要です。

　どの情報収集手段を採用するかにかかわらず、最善を尽くして、この検証プロセスの科学
的妥当性を確保する必要があります。また、上記2つの戦略が持続しない可能性を考慮して、
地方自治体及び地域社会は、非集計分析のための分解データの確保にも努めなければなり
ません。分解データは、第一段階では入手できない可能性がありますが、将来的には確実に
利用できるように、必要な体制と能力を段階的なアプローチによって確立する必要がありま
す。以下にデータ収集時の要点をいくつか挙げます：

• 分解。入手した統計データは性別、年齢、社会経済的地位、民族特性、地理的区画または行
政区画などによって適宜分解し、非集計分析をする必要があります。

• 妥当性。利用する最終データは、国や地方自治体の当局及び専門家が厳密に吟味する必
要があります。データは、できる限り高度な品質を保ち、規定の信頼できる情報源から収集
することが重要です。

• 一貫性。これはデータセット内及び異なるデータセット間におけるデータ整合性と、経時的
なデータ整合性の両方を意味します。さらに、データの改訂は、必要に応じて、確立された
一定のスケジュールと透明なプロセスによって実施されるべきです。

• 代表性。データは、対象とする人口を適切にそして十分に（亜母集団も含めて）代表するも
のでなければなりません。

• データの機密性とアクセス。情報の保管、バックアップ、転送、検索等は、関連のガイドライ
ンや規則に従って行なうこととし、データの機密性とアクセスを保証する必要があります。

• 調整方法。生データは交絡因子を考慮して調整する必要があります。例えば、糖尿病など
年齢と関係の深い病症の有病率を比較する場合には、人口集団ごとの年齢構造の違いを
考慮してデータを調整しなければなりません。データの変換と解析は、信頼性・透明性のあ
る統計学的処理に従うことが必要とされます。

15
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B.4.2 部門の枠を越えた健康への取り組み
　多部門による取り組み（Intersectoral action）とは、幅広い健康の決定要因を解決す
るために、保健医療部門以外の人々や機関と建設的な関係を築くことを指します。これに
は教育、交通、公共事業などを含む行政部門や、保健関連問題に取り組む地域グループ及
びNGO等との連携が含まれます。

　第一に、アーバンハートが焦点とする問題は、保健医療部門だけで取り組める性質のも
のではありません。多くの場合、健康格差の根源は保健医療体制の枠外にあるため、介入
策を効果的に推進するには、すべての関連部門が参加することが絶対条件となります。

　第二に、アーバンハートを有効に実践するには、部門の枠を越えて情報やデータ資源を
共有することが不可欠です。情報システムが集中管理されていない場合、保健医療部門に
関係のある決定要因の指標データが、他の部門に所有・管轄されていてアクセスできない
という事態が起こりかねません。早期の段階ですべての関係者に働きかけ、協力を確保す
ることが重要です。

　第三に、アーバンハートの実践を通して提案された介入策や対策には、すべての関係部
門が部門の枠を越えて密接に取り組むことが求められます。例えば、都市部の若者の暴力
や犯罪を是正するために提案された介入策の場合、国及び地域の法執行機関（警察など）
はもとより、教育部門、さらには課外プログラムを提供する地域社会グループからの支援
が必要です。

　部門の枠を越えた取り組みには、優れたコミュニケーションスキルやチームをまとめる
力、多様な分野に関する知識、政策立案と事業実施の評価、優先付け、遂行に向けて作業
を誘導できる柔軟な管理指導力が要求され、これらを確保することが大きな課題となりま
す。

B.4.3 地域社会の参加
　地域社会の参加とは、地域社会のあらゆる分野の人々に、企画設計、実施、持続を含め
た一連の介入プロセスに参加を求めることを意味します。それによって、地域社会全体が
住民の健康の決定過程に積極的に参加するようになり、同時に地元にある資源の有効利
用が促進されます。

　第一に、社会的排除が健康格差の重要な決定要因の1つであることを認識することが
大切です。一般に都市部は、一定の人口集団を政策決定過程から系統的に除外する傾向
にあるなど、不均等な結果や機会を生みがちです。例えば、性別や民族性によって政策決
定過程への参与を妨げられている人々は、資源、機能、権利の利用においても不利な立場
にあり、それが最終的には健康格差につながっています。アーバンハートのプロセスは、課
題の特定及び対策の策定と実施において、こうした問題を解決し、不利な立場にある人口
集団に働きかけることを必然としています。

　第二に、地域社会に働きかけて、証拠を使って優先すべき課題を特定し、その対策を発進
させることにより、都市部における健康格差を是正するという、より広義な目標を将来的に持
続させることが可能です。行政機構や指導者が年月とともに変わっても、確かな情報に裏づ
けされた地域社会からの要請があれば、対策は必ず長期的に実施されていくはずです。
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C. アーバンハートの計画

C.1 ‒ 計画と実施のサイクル
C.2 ‒ アーバンハート実施要綱

18

　アーバンハートを効果的に実践し持続させるには、地方自治体の行政機関など当局の
計画サイクル（政策立案、事業計画、予算編成など）に組み入れてアーバンハートを実施す
ることが重要です。従って、アーバンハートは直線的ではなく、循環的に活用するツールと
言えます。

C.1 計画と実施のサイクル
　国や都市の状況に応じて政策立案プロセスは異なりますが、共通する側面もいくつか存
在します。端的に言うと、政策立案プロセスとは、政策立案（What）と事業実施（How）を実
現するための体系的なメカニズムと規則にほかなりません。この体系から結果を出すに
は、多様なグループの関係者（地域社会、ロビー活動者、様々な部門など）が政策立案プロ
セスに参加し、その実施と影響に関わる必要があります。

　図3は、アーバンハートの計画と実施の循環サイクルを示します。このサイクルによりアー
バンハートは、地元の管理政策との整合、地域政治における評価結果の検討、他の部門との
連携、予算の適切な割り当て等を確実に達成し、さらに健康格差問題を都市政策の中心に位
置付けることができます。アーバンハートの実施を計画している都市では、既に別の評価手
順や介入策が進行している可能性がありますが、健康格差の是正を重視するアーバンハート
は、現行の社会・健康政策を強化する機能も果たします。

図3 地方自治体の計画サイクルに統合されたアーバンハート

評価 対応

プログラム 政策・方針

アーバンハート
モニタリング
と評価

問題の明確化 検討課題の設定

プログラムの実施 政策・方針の決定
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　さらに、計画と実施のプロセスを評価することも重要です。例えば、実施する介入策に
は、評価と監視の機能を組み入れておく必要があります。評価は、内部評価だけでなく、地
域社会や他部門など外部からの評価も含めて、プロセスと結果の両方を重視しなければ
なりません。図3の計画サイクルに示された主要素について、下記Box 2で詳しく説明し
ます。

C.2 アーバンハート実施要綱
　地域レベルにおける計画サイクルの各要素はそれぞれに重要です。その中でもアーバン
ハートは、図3の最初の2段階である（1）評価（Assessment）と（2）対応（Response）に
特に比重を置いています。その後の政策・方針の決定とプログラムの実施の段階では、極め
て地域性に適合した手順が求められ、それは本書の範囲内で説明しきれるものではありませ
ん。2008～2009年にアーバンハートを試験使用した都市の経験をもとに、都市の指導者
や地域社会との協力によって、健康の公平性の評価と対応に関しては、幅広い状況に適用で
きる手順が見い出されました。こうした手順が『アーバンハート実施要綱』に詳しく説明され
ています。   

　『アーバンハート実施要綱(Urban HEART User Manual)』はアーバンハートの付属書
で、それぞれの都市でアーバンハートを実際に開始、調整、管理する組織、チームや個人のた
めに作成されました。実施要綱は、アーバンハートの評価と対応のプロセスで実行すべき手
順を示します。実施要綱はアーバンハート及び関連する他のオンライン・リソースと連動して
利用するものです。実施要綱は、研究から得られた実証、成功事例、ならびにアーバンハート
を使用した都市から寄せられた経験に基づきます。例えば、実施要綱には、アーバンハートの
データを提示し、読み取るためのツール、「マトリックス（Matrix）」と「モニター（Monitor）」
も含まれ、さらに、ツールを活用するチームが各手順の目標達成を確認できるように、手順ご
とのチェックリストも付いています。

　アーバンハートを有効に実践するには、計画サイクルにも示されるようなフォローアップ手
順が必要です。
• 「対応」のすぐ後には、予算などの資源の割り当てや、特定された対策の実施に（状況に
応じて）必要な法令や条例の制定に関する手順が続きます。
• 事業やプログラムの実施段階では、すべての関係者、特に地域社会グループの参加が
重要です。保健関連の介入策は保健部門が主導的役割を担いますが、他の分野の介
入策は各関連部門が責任をもって実施すべきです。
• 最後に、アーバンハート及びその結果としての介入策の実施は、そのプロセスと結果を
評価してはじめて完了したと言えます。実施する介入策には、評価とモニタリングの機
能を組み入れておく必要があります。

21

BOX 2:
計画サイクルの要素

評価
問題の明確化

　これは健康格差の特定と監視（モニタリング）に直結し、実行すべき対策
の根拠となる、非常に重要な過程です。多くの部門及び地域社会が協力して
収集した証拠をもとに、政策立案者や住民の問題意識を高めます。その結
果、都市における健康格差問題が強調され、是正対策の実施につながると期
待されます。評価段階では、保健関連政策だけでなく、非保健政策が健康に
及ぼす影響も評価されます。

対応
検討課題の設定

　対応の特定は即ち、どのような対策を実行し、誰がそれに関与し、どのよう
な目的や結果を期待すべきかを決める、複雑で困難な過程です。介入策を
特定して選定するプロセスは、すべての関連部門と地域社会を意思決定プ
ロセスに関与させるチャンスとも言えます。介入策を特定することにより、
地域レベルで健康格差を追跡調査するための検討課題が確立されます。

政策・方針
政策・方針の決定

　この段階では、前段階で特定・選定された介入策について優先順位と予算
が決定され、それら介入策が確実に地方行政レベルの政策立案過程に組み
込まれるようにします。優先すべき最適な介入策を決定する際には、アーバ
ンハートの主要指標の評価がもたらす証拠が非常に役立ちます。このプロ
セスが成功したかどうかは、後に成立する法律や介入プログラム・事業等に
よって判定されます。

プログラム
プログラムの実施

　決定された政策に基づくプログラムや事業を実施するにあたり、政府や行
政によって行なわれる資源の割り当ては、その背景にある政治的選択を反
映します。資源が割り当てられる時間枠は状況によって異なるので、アーバ
ンハートを計画する上では、これらも考慮すべき点です。格差是正を主眼と
して策定される公衆衛生政策は、保健部門が実施・監督を担当します。また、
公平な健康状態を促す政策を打ち出すために、非保健部門にも資源が充当
される可能性があります。
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BOX 2:
計画サイクルの要素

評価
問題の明確化
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待されます。評価段階では、保健関連政策だけでなく、非保健政策が健康に
及ぼす影響も評価されます。

対応
検討課題の設定
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地域レベルで健康格差を追跡調査するための検討課題が確立されます。

政策・方針
政策・方針の決定

　この段階では、前段階で特定・選定された介入策について優先順位と予算
が決定され、それら介入策が確実に地方行政レベルの政策立案過程に組み
込まれるようにします。優先すべき最適な介入策を決定する際には、アーバ
ンハートの主要指標の評価がもたらす証拠が非常に役立ちます。このプロ
セスが成功したかどうかは、後に成立する法律や介入プログラム・事業等に
よって判定されます。

プログラム
プログラムの実施

　決定された政策に基づくプログラムや事業を実施するにあたり、政府や行
政によって行なわれる資源の割り当ては、その背景にある政治的選択を反
映します。資源が割り当てられる時間枠は状況によって異なるので、アーバ
ンハートを計画する上では、これらも考慮すべき点です。格差是正を主眼と
して策定される公衆衛生政策は、保健部門が実施・監督を担当します。また、
公平な健康状態を促す政策を打ち出すために、非保健部門にも資源が充当
される可能性があります。
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D.1 指標
D.1.1 指標の種類
　アーバンハートの「評価（Assessment）」要素である指標は、都市内における人口集団
間の格差あるいは都市間の格差を特定することを目的として、主な健康アウトカム及び4
つの政策領域に区分される社会的決定要因からなる枠組みに整理されています。図4に
アーバンハートの指標枠組みを示します。

健康アウトカムを示す指標には、保健医療部門や、その他の部門の政策や制度の健康効果
や、それらに影響を及ぼす様々な健康の社会的決定要因が健康に与える影響を反映する指
標が含まれます。
　健康アウトカムの指標は次の2種類に区分されます：
• 総合指標：乳児の死亡率など

• 疾病別の死亡率/罹患率：人口10万人あたりの年齢別の糖尿病死亡率など

健康の社会的決定要因の指標は次の4つの政策領域に区分されます：

• 物理的環境とインフラ：安全な飲み水や廃棄物処理事業などの生活条件、及び居住区や
地域社会、さらに職場の環境条件など、環境的・物理的な危険性や安全性を示す指標。

• 社会・人間開発：教育や保健医療サービスの充実度やアクセスのしやすさ、食料安全保障
や、社会福祉サービスのあり方など、人間開発や社会開発に関連した要因を示す指標。
また、これにはヘルス・リテラシー（健康を維持するのに必要な情報を取得し、使いこなす
能力）の欠如など、人々の健康追求、ライフスタイル改善、健康習慣を阻害するものも含
まれます。

• 経済：経済的地位や、経済的機会を妨げる要因を測る指標。この政策領域には、貸付や資
本を得る機会、就職や増収の機会、さらに貧困からの脱出を妨害する要因などを計測す
る指標も含まれます。

• ガバナンス（健康管理政策）：政策立案プロセスへの参加など、人権や参政権ならびに健
康とその決定要因を改善するための優先的な資源の割り当てに関連する指標。

　各指標を人口集団別または地理的区域別に分解すると、格差を低減するための具体的な
対策が浮き彫りにされます。指標によっては、データを人口集団（性別や年齢）、場所（居住区
や地域）、または社会経済的地位（学歴や所得）で分解することが可能です。

健康アウトカム

総合指標

疾病別の死亡率/
罹患率

健康の社会的
決定要因

物理的環境とインフラ

社会・人間開発

経済

ガバナンス
（健康管理政策）

図4 アーバンハートの指標区分
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D.1.2 主軸指標
　主軸指標を定めると、健康格差問題への取り組みにおいて各地域の行政機関が評価す
べき重大問題がより明確になります。アーバンハートで利用する主軸指標は、汎用的に収
集することが推奨されます。これら指標は、数こそ限られていますが、都市部の保健医療制
度の業績、特に格差是正における成果を幅広く映し出すように選定されたものです。また、
これら指標は、ツールを容易に適用するために確立されたもので、どの都市や国において
も通用します。但し、主軸指標セットには限界があるので、地元の状況に合わせて変更でき
る、「推奨指標」及び「任意指標」も用意されています。

　主軸指標の特定に使われた重要な5つの基準は以下の通りです：
 • 利用できるデータの有無*
 • 格差を測る指標の確かさ*
 • 対象とする問題の幅広さ
 • 指標の相対性と汎用性
 • 他の都市部及び健康関連ツール4　から利用できる指標の有無
 * アーバンハートを試験使用した都市及び世界的な専門家の経験や提案に基づく

　アーバンハートの主軸指標はツールの指示に従って使用・収集する必要がありますが、
それ以外の指標については、各都市や国の判断で別の指標で代用することが可能です。例
えば、場合によっては、「住居の所有権や借用権が安定している世帯の割合」という指標の
代わりに、「持ち家の割合」という指標を使用できます。ツールを状況に合わせて変えるに
は、様々な関係者のインプットが必要となります。さらに、その地域の状況に即した指標を
採用することも可能です。 

　図5は、健康アウトカム及び健康の社会的決定要因の各領域に属するアーバンハートの主
軸指標を示します。指標の詳細説明、及び分解の参考例については付録1を参照してくださ
い。付録1には、ツールの実践者が健康格差の評価段階で収集すべき主軸指標以外に、「推
奨指標」と「任意指標」も紹介されています。
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4 Urban Info（国連ハビタット）、EURO-URHIS（欧州連合）、Big Cities Health Inventory（米国郡市役所協会）、Health
 Inequities Intervention Tool（ロンドン保健局）、Urban Audit。
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D.2 データ提示
　正しく評価を行うための重要な鍵となるのは、主な評価結果に対して関係者からコンセ
ンサスを得ることです。アーバンハートでは、以下に提案するような手法を用いて評価結
果のデータを見やすく提示し、幅広い関係者に分かりやすく格差問題を可視化することを
勧めます：
• 都市部の健康の公平性マトリックス
• 都市部の健康の公平性モニター

D.2.1 都市部の健康の公平性マトリックス
　都市部の健康の公平性マトリックスは、指標に基づいた評価結果をわかりやすい表形式
で政策立案者や主要関係者に次の情報を伝えます：
• 地域（都市などの自治体）レベルの業績や成果。国及び地方レベルで優先すべき政
策と戦略的介入策を判定する際に有効。
• 地域レベルで特に不備・不足な点。国からの援助を集中すべき具体的な対象を示唆。
• 都市内の居住区間、及び都市間における成果の比較。

　マトリックスは次のような目的で適用します：
• 都市間または都市内の居住区間の成果の比較。マトリックスは、都市間または都市
内における成果を指標領域ごとにまとめて表示し、比較対照をしやすくします。
• 事業・政策の相対的効果の比較。マトリックスは、様々な領域における政策や介入策
の効果を、その関連指標から判定できるように表示します。

　図6はマトリックスの一例で、健康の決定要因の指標に基づく評価結果を、都市の居住
区別に示します。健康アウトカムの指標についても同様に適用できます。赤・緑・黄の三色を
使ったカラーコードは、地方自治体、国、または国際的なレベルで設定された目標値や平均
値に対する達成度を表します。緑は優秀（目標到達）、赤は劣悪（ベースラインにも満たな
い）、黄は目標未達成であったが劣悪でもなかった結果をそれぞれ意味します。
• マトリックスの縦の列では、各居住区（あるいは人口集団）または各都市ごとに、それ
ぞれの指標における結果を見ることができます。例えば、緑が縦に数多く並ぶ都市
や居住区は、たくさん赤が並ぶ都市や居住区よりも優れた状況にあると言えます。
• マトリックスの横の列は、それぞれの指標と強く関連する政策や介入策の対象地域
全体における大局的な効果を示します。

D.2.2 都市部の健康の公平性モニター
　都市部の健康の公平性モニターは、地方自治体や国の指導者、事業責任者、専門職員が、
次のような目的で使用すると想定されます：
• ミレニアム開発目標や各国の目標など、明確なベンチマーク（評価基準）に対して、健
康指標が年月の経過とともに、都市内または都市間でどのように変遷するかを追跡。
• 都市内または都市間に見られる健康指標の格差の長期的傾向の特定。

　モニターに示されるエビデンスに基づき（図7）、主要関係者は、どの健康指標への取り組
みが非常に重要で、どの人口集団が特に悪い状況にあるかを特定することができます。
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D.2 データ提示
　正しく評価を行うための重要な鍵となるのは、主な評価結果に対して関係者からコンセ
ンサスを得ることです。アーバンハートでは、以下に提案するような手法を用いて評価結
果のデータを見やすく提示し、幅広い関係者に分かりやすく格差問題を可視化することを
勧めます：
• 都市部の健康の公平性マトリックス
• 都市部の健康の公平性モニター

D.2.1 都市部の健康の公平性マトリックス
　都市部の健康の公平性マトリックスは、指標に基づいた評価結果をわかりやすい表形式
で政策立案者や主要関係者に次の情報を伝えます：
• 地域（都市などの自治体）レベルの業績や成果。国及び地方レベルで優先すべき政
策と戦略的介入策を判定する際に有効。
• 地域レベルで特に不備・不足な点。国からの援助を集中すべき具体的な対象を示唆。
• 都市内の居住区間、及び都市間における成果の比較。

　マトリックスは次のような目的で適用します：
• 都市間または都市内の居住区間の成果の比較。マトリックスは、都市間または都市
内における成果を指標領域ごとにまとめて表示し、比較対照をしやすくします。
• 事業・政策の相対的効果の比較。マトリックスは、様々な領域における政策や介入策
の効果を、その関連指標から判定できるように表示します。

　図6はマトリックスの一例で、健康の決定要因の指標に基づく評価結果を、都市の居住
区別に示します。健康アウトカムの指標についても同様に適用できます。赤・緑・黄の三色を
使ったカラーコードは、地方自治体、国、または国際的なレベルで設定された目標値や平均
値に対する達成度を表します。緑は優秀（目標到達）、赤は劣悪（ベースラインにも満たな
い）、黄は目標未達成であったが劣悪でもなかった結果をそれぞれ意味します。
• マトリックスの縦の列では、各居住区（あるいは人口集団）または各都市ごとに、それ
ぞれの指標における結果を見ることができます。例えば、緑が縦に数多く並ぶ都市
や居住区は、たくさん赤が並ぶ都市や居住区よりも優れた状況にあると言えます。
• マトリックスの横の列は、それぞれの指標と強く関連する政策や介入策の対象地域
全体における大局的な効果を示します。

D.2.2 都市部の健康の公平性モニター
　都市部の健康の公平性モニターは、地方自治体や国の指導者、事業責任者、専門職員が、
次のような目的で使用すると想定されます：
• ミレニアム開発目標や各国の目標など、明確なベンチマーク（評価基準）に対して、健
康指標が年月の経過とともに、都市内または都市間でどのように変遷するかを追跡。
• 都市内または都市間に見られる健康指標の格差の長期的傾向の特定。

　モニターに示されるエビデンスに基づき（図7）、主要関係者は、どの健康指標への取り組
みが非常に重要で、どの人口集団が特に悪い状況にあるかを特定することができます。

27

物理的環境と
インフラ

社会・人間開発
 

 

経済

ガバナンス
（健康管理政策）

指標政策分野 居住区

衛生設備の整備

安全な飲み水の整備

#1 #2 #3 #4 #5 #6

初等教育の修了率

熟練助産者の普及率

貧困率

失業率

投票率

保健医療への財政支出

喫煙率

図6 都市部の健康の公平性マトリックスの参考例（都市内の健康格差評価を表示）



  World Health Organization  Urban HEART28

　図7はモニターの一例で、ある都市部における、5歳未満児の死亡率の平均値（●）及び
それが最も高い区域（■）と最も低い区域（♦）、さらにその間の格差ギャップを年代ごとに
表しています。この例では、１９９０年時点での都市部の総合平均値と、ミレニアム開発目
標の中で該当する目標値5という2つの評価基準をもとに、マトリックスの場合と同じ３色
のカラーコードを使い、この都市部における区域間格差を長期的に観察した場合が描写さ
れています。

D.2.3 データの品質
　マトリックスとモニターの有効性は、それに使われるデータの品質によって決まります。マ
トリックスやモニターの形式で提示する前に、データの品質を慎重に確認することが必要で
す（Box 3）。
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図7 都市部の健康の公平性モニターの参考例
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5 ミレニアム開発目標4：こどもの死亡率を低減する。ターゲット5：1990～2015年の間に、5歳未満児の死亡率を3分の2に減らす。

BOX 3:
データの品質

　質の悪いデータは政策立案に使うべきではありません。従って、使用データの品質を継続的に
審査することは非常に重要です。考慮すべき2つの点を以下に説明します：

1. 最も信頼できる情報源を選択する。
　利用データの入手先として第一に検討すべきは、所定の情報システム（年次統計データベース
等）です。但し、所定のシステムは最も信頼でき、便利ですが、データによっては慎重な解釈を要
するものがあります。例えば、いくつかの都市の交通事故データを警察署から入手したとします。
但し、交通事故（特に小規模なもの）の多くは警察に通報されないことから、実際に発生した交通
事故数は、警察で記録された件数以上だと考えられます。そのような不完全なデータが、誤った解
釈を生み、この問題を優先課題とすべきかどうかの判断に影響を与える可能性があります。また、
異なる情報源からのデータを比較する場合にも注意が必要です。例えば、予防接種率に関して、
国際的な「人口保健調査」(Demographic and Health Survey; DHS)による報告と、各国や
地域による公式統計とが異なることがよくあります。従って、最も信頼できる情報源から、最も品
質の高いデータを選択して利用することが極めて重要です。まず最初の手順として、利用できる
データの情報源の一覧表を作成することが推奨されます。

2. データの認証を行う。
　データの認証作業は、当然専門家によって行なわれるのが望ましいですが、専門家でなくとも
できる基礎的なデータチェックもあります。まず、データが正常範囲内にあるかどうかを確認でき
ます。例えば、予防接種率はパーセントで表示されるので、数値は0～100の範囲のはずです。に
もかかわらず、所定の情報システムから100%以上の予防接種率が報告される場合もあります。
これはほとんどの場合、分母に使われた数値が間違っているためと考えられます。また、ある指標
の値と別の指標の値の整合性を見ることもできます。例えば、乳児の死亡率が、5歳未満児の死亡
率を上回るはずがありません。あるいは、指標によっては分母の大きさの適性を判断することが
できます。例えば、非常に稀な事象（産婦の死亡率など）の指標では、分母の数値がかなり大きく
ないと信頼性のある統計が得られません。このような統計を人口の少ない地域単位で算出して
も、非常に大きな誤差が生じると予想されるので、このような指標を使うことはふさわしくありま
せん。
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5 ミレニアム開発目標4：こどもの死亡率を低減する。ターゲット5：1990～2015年の間に、5歳未満児の死亡率を3分の2に減らす。
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E. 対応
　アーバンハートの「対応（Response）」ツールには、介入策や事業の事例が5つの対応
戦略に分類表示されています。これらは評価の段階で明らかになった健康格差に対する模
範的な対応として提示されているのではなく、現在の政策、戦略、事業及びプロジェクトを
どのように改善できるか、あるいはどのような新たな介入策が必要かを検討するための参
考資料として提供されています。

　５つの対応戦略は、各状況に応じた介入策や対策の開発や優先付けをする際の指針と
なります。これらの戦略は、主に事例研究から導き出されたもので、WHO、国連ハビタット
及びアーバンハートを実施した自治体が推奨する実践モデルなども反映しています。

E.1 優先事項と対応戦略の特定
　あらゆる状況において最も効果的な対応を特定できるような普遍法則は存在しませ
ん。その事実を念頭におきながら、健康格差の評価結果に基づいて、適切な戦略及び介入
策の特定を実施する必要があります。国や地域によって、重点地区や環境、資源、利害関係
者などが様々です。介入策の設計にあたり、政策立案者は、各地域の、政治、資源、財政、イ
ンフラ、地理など、色々な条件における有利・不利な点を把握することが重要です。そのう
えで各地域の有利な要因を最大限に活用できる介入策を特定します。従って、介入策は
ケースごとにカスタマイズできる柔軟性が必要です。

　本章では、アーバンハートの評価段階と対応段階を繋ぐ過程、つまり、評価結果に基づい
て、都市部の健康格差を是正する適確な介入策を特定する方法の概略を説明します。

E.1.1 格差の特定
　アーバンハートは、健康格差の是正を目標に、新たな対策や事業の導入、あるいは既存の
ものの継続、拡張、改善、修正、停止などを検討することを促します。このツールを使うこと
で、政策立案者は、健康格差の評価を基に、健康格差とその決定要因を是正する上で優先す
べき問題を特定することができます。マトリックスを使った評価で、結果の悪かった問題に取
り組むのか、あるいはモニターとマトリックスに示された、都市内または都市間の格差に取り
組むのか、あるいはその両方を合わせて取り組むのか、と言った判断はとても重要です。評
価結果を使って優先すべき課題を判断する作業は、注意深く、戦略的に行なわなければなり
ません。それには方法がいくつかあります。

　マトリックスとモニターに示される評価結果を分析して、優先すべき課題を特定する方法
は1通りではありません。当該地域の事情や条件を踏まえたうえで、この作業を実際に行なう
人々が、それぞれ最善の知識を出し合いながら、実施されるプロセスだと考えられます。参考
までに、ここでは簡単な例を1つ挙げて説明します。6図8は、6ヶ所の居住区のうち、3ヶ所に
おいて喫煙率が国の平均よりも高く（赤）、他の3ヶ所は目標のレベルを達成した（緑）ことを
示します。この結果をもとに、地域社会や地方当局が喫煙率の削減を優先事項とし、その取り
組みを強化することが考えられます。ただし、これはマトリックスの結果を分析して優先事項
を特定する手段の一例にすぎません。ほとんどの場合、対応すべき課題はいくつも特定でき
るはずです。

6 他の例については、『アーバンハート実施要綱』を参照してください。
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人々が、それぞれ最善の知識を出し合いながら、実施されるプロセスだと考えられます。参考
までに、ここでは簡単な例を1つ挙げて説明します。6図8は、6ヶ所の居住区のうち、3ヶ所に
おいて喫煙率が国の平均よりも高く（赤）、他の3ヶ所は目標のレベルを達成した（緑）ことを
示します。この結果をもとに、地域社会や地方当局が喫煙率の削減を優先事項とし、その取り
組みを強化することが考えられます。ただし、これはマトリックスの結果を分析して優先事項
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6 他の例については、『アーバンハート実施要綱』を参照してください。
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　ツールを試験使用した都市では、いずれのチームもマトリックスとモニターで「赤」の結
果が出た課題に注目して、優先すべき問題を特定しました。優先課題を特定するには、これ
が簡単であったからです。但し、試験使用を行った都市からは、次のような基本原則も提案
されました：

• カラーコードだけで判断しないこと。マトリックスやモニターで評価結果を色分けす
るのは、データの解釈を容易にするためです。優先すべき格差を見極める際には、
指標の実際の数値も検討することが必要です。

• 「赤」の結果に執着しないこと。マトリックスやモニターで赤で表示された結果に注
視しがちですが、黄色の結果が今後悪化して赤の水準に落ちてしまわないように、
その指標を監視し続けることも重要です。

• ポジティブな側面も評価する。優秀な緑の結果が示された政策領域や地域を高く評
価し、それらの優れた成果がその後も持続できるようにすることも大事です。

• データは慎重に分析・解釈する。主要な関係者全員がこのプロセスに関与しない限
り、データを効率よくかつ適切に分析、解釈及び適用することはできません。例え
ば、特定の問題を、現地の状況と照らし合わせて優先すべきかどうかの判断は、そ
の地元の関係者の関与なしにはできません。あるいは、健康格差の広がりや指標
値の悪化は、必ずしもそうした現状を反映しているのではなく、例えば、その指標
に関するデータの報告状況が向上したために、以前から存在していた問題がよう
やく表面化したなどという場合もあります。だからと言って健康格差の広がりを軽
視してもよいということではなくて、このように優先課題を選定する過程では、慎
重にデータを分析・解釈する必要があることを強調します。

E.1.2 適確な対応戦略の特定
　アーバンハートでは、介入例が以下の5つの対応戦略に分類されています。その詳細につ
いてはBox 4を参照してください。7

 A. 都市計画及び都市開発の過程で健康を考慮する 
 B. 都市部のプライマリーヘルスケアの役割を強化する
 C. 都市部における健康の公平なあり方を高める
 D. 地方自治体の行政において健康格差問題をより重視する
 E. 全国的な検討課題を追究する

　上記の対応戦略は順不同であり、優先順位を示すものでもありません。各戦略に対応した
介入策の例については、『アーバンハート実施要綱』の付録を参照してください。
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図8 評価結果を使って地域社会や行政機関が優先すべき課題を選定（参考例）

7 介入策については、『アーバンハート実施要綱』の付録を参照してください。
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　特定された戦略には、具体的な目標と成果が必要です。一定の期間内に変化をもたらす
べき点と達成すべき結果を具体的な数値（パーセントも含む）にまとめて、戦略的目標を明
確に定義できれば理想的です。期待される結果は、健康の公平性評価の際に使われた指
標に基づいて、数値で測定できることが必要です。これには健康の社会的決定要因におけ
る改善と、その結果として期待される健康効果のどちらも含まれます。数値で示すことで、
介入策の進捗状況と達成度を具体的に測定できます。

　時間枠を設定する際、各都市の政治や政策の状況をふまえた上で、当面の問題を現実的
に斟酌することが非常に重要です。それには、予算を確保するタイミングや、関係者全員から
承認を得るための時間、さらには一定の期間内に調達できる資源や政治的支援を考え、プロ
グラムが長期的に持続できるかの判断などが含まれます。つまり、期間を設定する際には、国
や地方自治体の行政における政策や事業計画のスケジュールを考慮しなければなりません。

　戦略的目標を定めるにあたっては、関係者全員による関与と詳細項目への同意が不可欠
です。行政部門ごとなどで関心の対象が異なるので、「共有のビジョン」と逼迫した提携の必
要性を強調することにより、団結力が高まります。「健康格差の低減」が究極的な共通目標で
すが、保健医療部門と別部門に共通する他の目標を特定して、行政全体の広義な目標として
提唱できれば、部門の枠を越えた健康対策の成功を確定できるはずです（1,2）。

事例
　優先すべき課題の1つとして喫煙問題が特定された場合、アーバンハートの実施者は、とく
に健康格差が存在すると考えられる地域や人口集団等を考慮しながら、適用すべき戦略を判
断する必要があります。例えば、未成年者などリスク要因の高い人口集団を標的とするたば
この広告や、禁煙を徹底しない職場などがハイリスク・グループを生み出します。アーバン
ハートが提案する対応戦略を利用して、これらに対する適切な介入策が見出せるはずです。
図9は、優先すべき問題を特定した後で、どのように介入策を特定できるかを示します。まず、
関連指標がどの政策分野に該当するかを見極めてから、5つの対応戦略に分類されている、
その政策分野に関する介入例を参照します（『アーバンハート実施要綱』の付録を参照）。選
ばれた戦略は、明確な戦略的目標に基づくものでなければなりません。部門の枠を越えた対
応に最適な介入手段を特定するには、すべての部門と地域社会が共同でブレーンストーミン
グすることが推奨されます。それによって、その対応に充てられる、各部門（例：財務部）の能
力や資源、ツール、メカニズム、人材等が明らかになります。
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BOX 4:
5つの介入戦略

戦略A
都市計画及び都市
開発の過程で健康
を考慮する

• 既存の都市計画・開発事業が、都市部貧困層の住宅環境及び居住条件の改
善に取り組むものであれば、それを補填する意味で、健康関連の活動、事
業、介入策を導入する。
• 例：安全で健康的な通学・通勤手段（歩行や自転車など）を推進する交通関
連政策を策定して実施。

戦略B
都市部のプライマ
リーヘルスケアの
役割を強化する

• 都市環境におけるプライマリーヘルスケアの役割を増強し、非正規居住
区、スラム街、不法居住区などに住む人口集団及び、浮動人口や非合法移
住者などにも保健衛生サービスが行き届くようにする。
• 例：媒介生物を制御するために清掃キャンペーンを推進・支援

戦略C
都市部における健
康の公平なあり方
を高める

• 「健康都市(Healthy Cities)運動」や他の健康的環境推進プログラムなど、
既存のプログラムを増強することにより、健康格差を低減して、都市部の貧
困層を中心に健康促進を展開することの重要性を強調し、社会的な団結力を
築いて、社会的に排除または無視されている人口集団の社会参加を促す。
• 例：都市内で食品の価格や品質に不公平な偏りのある地域を見極め、その
格差を低減するための対策を実施する。

戦略D
地方自治体の行政に
おいて健康格差問題
をより重視する

• 都市開発事業、都市計画や投資計画などが、その地域の健康格差に与え
る影響を評価するための能力と機能性を自治体の行政機関に具備する。
• 例：具体的な設計案や資源を提供することにより、地域における健康格差
を是正する各種事業（上下水道の整備、世帯内のトイレ設備、排水設備の
改善等）の取り組みを支援する。

戦略E
全国的な検討課題
を追究する

• 万人の健康を守り育むために、都市化がもたらす課題と利点の両方に取
り組む。健康関連目標を達成するために、安定した居住条件、より公平な
健康管理の機会、そして社会的な安全策を振興できるような国家レベル
での政策立案環境を整える。
• 例：たばこ規制関連法の制定。
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　さらに、いくつかの対策を特定する過程において、政策立案者は既存または進行中の事
業の中に、「関連性のある類似のもの」が存在しないかを判断します。これによって事業の
重複を防ぎ、経費を節約できるばかりでなく、他の関係者との提携も推進されます。また、
組織的な構造と資金が既に確保できている事業を利用する方が、一から新しい事業を構
築するよりもはるかに簡単です。適切な介入策を特定して、その事業から最高の結果を引
き出すには、地域社会の参加も不可欠です。例えば、重要な介入策を特定するために地域
社会でフォーカスグループを開くと、地域で優先すべき問題について的確な意思疎通と理
解を得ることができます。

E.2 適確な介入策の選択
　実施する介入策に求められることの1つは、利用できる適切な技術と資源を駆使して、
費用効果をできるだけ高めることです。従って、最終的な介入策の決定は、目標とする課題
の重要性と達成可能性による優先付けと、利用できる資金、時間的制約、人材、既存事業と
の関係、当該問題の現状などをもとに判断する必要があります。介入策の優先順位を判断
するには、以下の6つの基準を検討することが重要と思われます：

　実施可能な介入策は、関係者とのオープンな話し合いによって導き出されます。利用でき
る資源と多部門の優先事項を正直に評価しない限り、政策立案者は本当に実施可能で適確
な介入策を選択することはできません。さらに、上記で提案された基準を厳格に適用して、介
入策が実施可能かどうかを見定めるべきです。優先的に対応すべき問題や対応策を特定す
るプロセスを主導するのは地域社会の役割です。アーバンハートが提供する基準を使って適
確な介入策を特定できた時点で、アーバンハートの主要な目標は達成されたと言えます。し
かしながら、その後に続くべき、政策立案、事業実施、モニタリングと評価という一連の過程こ
そ、このツールの優れた循環的機能を発揮し、健康格差に対して長期的な対応を実現する上
で不可欠です。
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健康の社会的決定要因
の政策領域２：
社会・人間開発
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戦略B

戦略C

戦略D
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優先すべき課題の例

図9 戦略と介入策の特定（喫煙を優先課題とするシナリオに基づいた判定）

禁煙支援窓口などの地域保健型の援助と、低コ
ストで利用しやすい薬理治療を併用

全ての公共の場所（特に密閉空間）での喫煙の
禁止

地域社会のキーパーソンと協力して、たばこ
（受動喫煙等も含む）を容認する住民の認識を
変える

タバコ規制枠組み条約（FCTC）を都市部に適
用し、自治体がそれを実施するための資源や支
援を提供する

健康格差の低減 • 介入策は健康の決定要因や健康アウトカムの格差を是正するか？
• 介入策は戦略的目標で期待される結果を達成できるか？
• 介入策を実施した結果、意図しない悪影響が生じる可能性があるか？

地域レベルで利用
できる資源

• 資源提供に関して、他の部門や関係者から公約を取り付けているか？
• 介入策は、現時点で集められた資源以上のものを必要とするか？
• 関与する部門や人物について責任の所在が明確であるか？

対象となる地域社会
や主要関係者による
受け入れ

• 介入策は文化的相違を尊重しているか？
• 優先すべきニーズと適切な介入策について、地域社会の住民から同意を
得られたか？

一定期間内での達
成の可否

• 利用できる資源（資金、人材、組織力）を考えた場合、社会的、政治的、経済
的に妥当な時間枠で介入策を実施できるか？

効果的かつ効率的 • 介入策は、健康格差を最低コストで最大限に是正すると実証されている
か？
• 効率性は実証されているか？あるいは評価研究を通して、有効性が実証さ
れているか？

地方自治体や国の優
先事項との一貫性

• 介入策の目標は、国や地方自治体の行政課題に沿っているか？
• 地方自治体政府からの政治的支援はあるか？
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F. 結論

アーバンハート
都市における健康の公平性評価・対応ツール
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　アーバンハートは、行政の政策・事業計画の過程の一環として実施されるべき、健康の公
平性評価及び対応の特定に関する指針を提供するために開発されました。国及び地方自
治体が展開する健康計画や事業に取り入れることにより、現行の介入策を、格差是正とい
う視点から強化することを主眼とするツールです。

　評価結果や対応策の案が提示された後、それに応じて政策を策定し、事業を実施するプ
ロセスは、様々な条件に左右され、非常に複雑です。そのために十分で徹底した指針を提
供することは不可能です。しかしながら、政策の策定と事業の実施は、アーバンハートを長
く有効に実施する上で極めて重要な役割を果たすことから、以下に再度簡単な説明を加え
ます。政策の策定段階では、対応段階で特定・選定された介入策について優先順位と予算
を決定し、それら介入策を確実に地方行政レベルの政策立案プロセスに取り入れます。事
業の実施段階は、多層に及ぶ行政管理部門を通して、政策の確実な履行を図ります。健康
格差の是正に焦点を当てて策定された保健政策・事業であれば、主管の保健医療部門が
その実施及び監督をしていくと考えられます。また、非保健部門にも、健康格差の是正に
役立つような政策や事業を実施するための資源が充当されることも期待されます。このよ
うにアーバンハートの結果がその後の政策や事業計画及び実施に応用されるプロセスを
説明しましたが、これはあくまでも一つの目安で、実際にはこのようなプロセスには多様な
形態があり、各行政機関それぞれが持つ枠組みや慣例によって形成されるものと考えられ
ます。

　実施される政策や事業のモニタリングと評価及びそれらの持続的実行のためには、政
治的そして財政的な支援体制が不可欠です。計画と実施のプロセスを評価することは非
常に重要です。実施する介入策には、評価とモニタリングの機能を初めから組み入れてお
く必要があります。評価は、内部評価だけでなく、地域社会など外部からの評価も含めて、
プロセスとアウトカムの両方を重視しなければなりません。さらに、分解データを利用した
詳細な非集計分析を行なえるように、必要な体制の整備と人材開発をする必要がありま
す。

　アーバンハートの効率性は、既存の組織の枠組み内で実施できるという点に由来します。
そして、都市部の健康格差の是正に焦点を当てている点が特徴的です。また、行政部門や行
政レベルの枠を越えた話し合いや政策立案の基盤を提供します。これらの点を鑑みると、
アーバンハートを地域レベルの政策立案プロセスから切り離して考えることはできません。
アーバンハートを主管する役割を都市の保健部門が担うにしても、地域レベルで対応すべき
問題を特定するのに重要な関係者を初期段階から参加させることがとても重要です。

　アーバンハートの実施を計画している都市では、既に別の評価プロセスや介入策が進行し
ている可能性があります。健康格差の是正を重視するアーバンハートは、こうした現行の社
会・健康政策を強化することができます。このツールは、健康の公平性という観点を既存のプ
ロセスに加え、適切な介入策に結び付ける手段を提供します。アーバンハートを計画及び実
施する過程は、地域レベルの政策立案プロセスに統合してはじめて最大限に活用できるので
す。これまでに世界各国の諸都市が試験使用を通して立証してきたように、アーバンハートを
有効に活用すれば、地域社会や、国ならびに地方自治体の行政機関は、より積極的に健康格
差問題に取り組むことができるはずです。
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1. 総合指標 乳児の死亡率 生児出生1000件あたりの乳児
（出生～満1歳）の死亡数8

性別、世帯所得、
母親の学歴、居住区

2. 特定の疾病別の
指標

糖尿病 人口10万人あたり糖尿病の
年齢調整有病率および死亡率9

性別、所得、学歴、居住区

3. 特定の疾病別の
指標

結核 A. 直接監視下短期治療（DOTS対策）
によって検知され治療された

結核件数の割合10

B. 結核の有病率と死亡率11

性別、所得、学歴、居住区

4. 特定の疾病別の
指標

交通事故による
傷害

人口10万人あたりの交通事故死 (5) 性別、年齢、所得、学歴、
居住区

注：付録1に含まれる指標の詳細説明については、『アーバンハート実施要綱』を参照してください。

表1.A 主軸指標：健康アウトカム

表1.B 主軸指標：健康の決定要因

総合指標

# 健康アウトカム 主軸指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 物理的環境と
インフラ

安全な飲み水の
普及率

安全な飲み水の安定した供給を
受けている人口の割合12

所得、学歴、居住区

2. 物理的環境と
インフラ

衛生設備
（汚物処理等）の

普及率

衛生設備の整備が行き届いている
人口の割合13

所得、学歴、居住区

3. 社会・人間開発 初等教育の
修了率

初等教育の修了率14 性別、世帯所得、居住区

4. 社会・人間開発 熟練助産者の
普及率

熟練した医療従事者が立ち会った
出産の割合15

世帯所得、学歴、居住区

5. 社会・人間開発 完全に予防接種
済みの子供の
割合

全ての予防接種を完全に受けた
子供の割合16

世帯所得、学歴、居住区

6. 社会・人間開発 喫煙率 現在喫煙中など何らかのたばこ
製品を使用中の人口の割合

性別、年齢、所得、学歴、
居住区

# 政策領域 主軸指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

7. 経済 失業 現在失業中の人口の割合17 性別、年齢、学歴、居住区

8. ガバナンス
（健康管理政策）

保健医療への
財政支出

財政支出全体に占める保健医療
関連の支出の割合

居住区

1. 5歳未満児の
死亡率

生児出生1000件あたりの乳幼児（出生～満5歳）
の死亡数18

性別、年齢、世帯所得、学歴、
居住区

特定の疾病別の指標（有病率/死亡率）

4. A. 癌
（種類を問わず）
B. 心疾患

C. 呼吸器系疾患
D. HIV及びAIDS
E. 殺人率
F. 精神障害

一定期間内における人口10万人あたりの年齢調整
有病率および死亡率。

例えば、前年一年間の人口10万人あたりの
心疾患死亡率など21

性別、年齢、所得、学歴、
居住区

2. 産婦の死亡率 生児出生10万件あたりの産婦の死亡数19

（1年間など一定期間において20）
居住区

3. 出生時における
平均余命

新生児の予想生存年数（出生時の当該人口における
年齢別の死亡率が一生変わらないという仮定）

性別、世帯所得、学歴、
居住区

1. 都市の固形廃棄
物処理サービスを
受けている世帯

都市の固形廃棄物処理サービスを受けている
世帯の割合

所得、学歴、居住区

2. 固形燃料 固形燃料を使用している世帯の割合22 性別、所得、学歴、居住区

3. 労働災害 労働災害による傷害や疾病の発生率：
労働者10万人あたりの致死または非致死件数

性別、所得、学歴、居住区

# 政策領域 主軸指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

付録1. アーバンハートの指標

主軸指標の一覧

表2 推奨指標：健康アウトカム

表3 推奨指標：物理的環境とインフラ
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1. 総合指標 乳児の死亡率 生児出生1000件あたりの乳児
（出生～満1歳）の死亡数8

性別、世帯所得、
母親の学歴、居住区

2. 特定の疾病別の
指標

糖尿病 人口10万人あたり糖尿病の
年齢調整有病率および死亡率9

性別、所得、学歴、居住区

3. 特定の疾病別の
指標

結核 A. 直接監視下短期治療（DOTS対策）
によって検知され治療された

結核件数の割合10

B. 結核の有病率と死亡率11

性別、所得、学歴、居住区

4. 特定の疾病別の
指標

交通事故による
傷害

人口10万人あたりの交通事故死 (5) 性別、年齢、所得、学歴、
居住区

注：付録1に含まれる指標の詳細説明については、『アーバンハート実施要綱』を参照してください。

表1.A 主軸指標：健康アウトカム

表1.B 主軸指標：健康の決定要因

総合指標

# 健康アウトカム 主軸指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 物理的環境と
インフラ

安全な飲み水の
普及率

安全な飲み水の安定した供給を
受けている人口の割合12

所得、学歴、居住区

2. 物理的環境と
インフラ

衛生設備
（汚物処理等）の

普及率

衛生設備の整備が行き届いている
人口の割合13

所得、学歴、居住区

3. 社会・人間開発 初等教育の
修了率

初等教育の修了率14 性別、世帯所得、居住区

4. 社会・人間開発 熟練助産者の
普及率

熟練した医療従事者が立ち会った
出産の割合15

世帯所得、学歴、居住区

5. 社会・人間開発 完全に予防接種
済みの子供の
割合

全ての予防接種を完全に受けた
子供の割合16

世帯所得、学歴、居住区

6. 社会・人間開発 喫煙率 現在喫煙中など何らかのたばこ
製品を使用中の人口の割合

性別、年齢、所得、学歴、
居住区

# 政策領域 主軸指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

7. 経済 失業 現在失業中の人口の割合17 性別、年齢、学歴、居住区

8. ガバナンス
（健康管理政策）

保健医療への
財政支出

財政支出全体に占める保健医療
関連の支出の割合

居住区

1. 5歳未満児の
死亡率

生児出生1000件あたりの乳幼児（出生～満5歳）
の死亡数18

性別、年齢、世帯所得、学歴、
居住区

特定の疾病別の指標（有病率/死亡率）

4. A. 癌
（種類を問わず）
B. 心疾患

C. 呼吸器系疾患
D. HIV及びAIDS
E. 殺人率
F. 精神障害

一定期間内における人口10万人あたりの年齢調整
有病率および死亡率。

例えば、前年一年間の人口10万人あたりの
心疾患死亡率など21

性別、年齢、所得、学歴、
居住区

2. 産婦の死亡率 生児出生10万件あたりの産婦の死亡数19

（1年間など一定期間において20）
居住区

3. 出生時における
平均余命

新生児の予想生存年数（出生時の当該人口における
年齢別の死亡率が一生変わらないという仮定）

性別、世帯所得、学歴、
居住区

1. 都市の固形廃棄
物処理サービスを
受けている世帯

都市の固形廃棄物処理サービスを受けている
世帯の割合

所得、学歴、居住区

2. 固形燃料 固形燃料を使用している世帯の割合22 性別、所得、学歴、居住区

3. 労働災害 労働災害による傷害や疾病の発生率：
労働者10万人あたりの致死または非致死件数

性別、所得、学歴、居住区

# 政策領域 主軸指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

付録1. アーバンハートの指標

主軸指標の一覧

表2 推奨指標：健康アウトカム

表3 推奨指標：物理的環境とインフラ
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# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 識字率 識字能力のある15歳以上の人口の割合
（該当する母集団人口のパーセントとして表示）

性別、所得、居住区

2. 低体重の幼児 低体重の5歳未満の幼児23 性別、世帯所得、
母親の学歴、居住区

3. 体重過多及び肥満 体重過多及び肥満人口の割合24 性別、年齢、所得、学歴、
居住区

4. 母乳保育 生後6ヶ月間、母乳だけで育てられた乳児の割合 世帯所得、母親の学歴、
居住区

5. 10代の妊娠 10代の妊娠率 性別、年齢、世帯所得、学歴、居住区

6. 身体活動 身体活動量が低い人口の割合
（1週間あたり600MET未満）25 

性別、年齢、所得、学歴、
居住区

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 貧困 各国で指定された貧困線を下回る人口の割合26 性別、学歴、居住区

2. 女性の社会進出 全労働人口における女性の割合（パーセント表示）27 所得、学歴、居住区

3. 住居の安定 住居の所有権や借用権が安定している世帯の割合28 性別、年齢、所得、学歴、
居住区

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 有権者の参加 最近行われた地方及び国の選挙で投票した
有権者の割合

性別、年齢、居住区

2. 健康保険 何らかの健康保険に加入している人口の割合29 性別、所得、学歴、居住区

1. 物理的環境と
インフラ

酒類の販路 人口10万人あたりの酒類の販路数 所得、学歴、居住区

2. 物理的環境と
インフラ

緑地 緑地（公園、運動場、他の広場を含む）
面積の割合30 

居住区

4. 社会・人間開発 出生時低体重 一定期間内に生児出生した
新生児のうち、出生時の体重が
2500g以下だった割合(8)

子供の性別、世帯所得、
学歴、居住区

5. 経済 スラム人口 スラム街に居住する都市人口
の割合31

所得、学歴、居住区

6. 経済 非正規雇用 全労働人口における非正規雇用者
の割合32

所得、学歴、居住区

7. ガバナンス
（健康管理政策）

教育への
財政支出 

財政支出全体に占める教育関連支出
の割合

居住区

3. 社会・人間開発 ドメスティック
バイオレンス（ＤＶ）

女性や子供に対するＤＶの蔓延率 所得、学歴、居住区

# 政策領域 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

表4 推奨指標：社会・人間開発 表6 推奨指標：ガバナンス（健康管理政策）

表7 任意指標

表5 推奨指標：経済

8 ミレニアム開発目標の指標14 （乳児の死亡率）。
9  通知率と有病率を慎重に識別する必要があります。
10  ミレニアム開発目標の指標24。
11  ミレニアム開発目標の指標23。
12  ミレニアム開発目標の指標30。安全な飲み水の供給源

には、上水道の水、公共の水道水、掘削孔やポンプ、汚染
源から保護された井戸・湧水・雨水が含まれます（国連ハ
ビタットのＵｒｂａｎＩｎｄｉｃａｔｏｒＧｕｉｄｅｌｉｎｅｓ（都市部指標
に関する指針）による）。

13  ミレニアム開発目標の指標31。衛生設備には、下水道ま
たは汚水処理タンク、注水式水洗トイレ、通気付き落し便
所（但し公衆トイレを除く）が含まれます（国連ハビタット
の都市部指標に関する指針による）。

14  初等教育の最終学年への総進学率で測定する初等教育
の修了率とは、年齢にかかわりなく、初等教育の最終学年
に進学した生徒数の合計のことで（教育の国際標準分類
（ISCED-97）による）、初等教育の最終学年に理論的に
進学すべき年齢にある人口に占める割合（パーセント）で
表現されます。

15  ミレニアム開発目標の指標17。熟練した医療従事者に
は医者、看護士、正規訓練を受けた助産婦が含まれます。
正式な資格を取得していない、昔ながらの助産婦（産婆）

はこれに含まれません（WHO）。
16  予防接種を全て受けた子供とは、満1歳までに正式な投

与方法に従って「標準的な8種類の」抗原（BCG、DTP
（3回）、ポリオ（3回）、はしかのワクチン）を完全に受けた
幼児を意味します（WHO）。

17  「失業者」とは、一定の年齢以上の人口のうち、一定期間
中に（a）仕事がなく（つまり、賃金雇用でも自営業でもな
い）、（b）勤務できる状態にあり（つまり、賃金雇用でも自
営業にでも就ける状態にある）、なおかつ（c）求職してい
た（つまり、賃金雇用や自営業の仕事を見つけるべく求職
活動をしていた）人をすべて指します（６）。

18  ミレニアム開発目標の指標13。
19  産婦の死亡とは、妊娠期間にかかわらず、事故や偶発的

な原因ではなく、妊娠そのもの、または妊娠中の健康管
理に関連した原因またはそれらによって悪化した原因に
よって、妊娠中あるいはその妊娠が解消（分娩・流産・中絶
等）した後42日以内に産婦が死亡した場合を指します。

20  ミレニアム開発目標の指標16。
21 通知率と有病率を慎重に識別する必要があります。
22  ミレニアム開発目標の指標29。 
23  ミレニアム開発目標の指標4。中程度の低体重（準拠集

団の年齢別標準体重の中央値よりも標準偏差が2～3低

い状態）、及び重度の低体重（準拠集団の年齢別標準体
重の中央値よりも標準偏差が3以上低い状態）が含まれ
ます。

24  肥満とは、一般に体格指数（BMI）が30 kg/m2以上の
状態を指します。一方、体重過多とはBMIが25～30 
kg/m2のことです。

25  MET = 代謝当量：1 METとは1 kcal/kg/hr を意味し、
安静に座った状態のエネルギー消費量に相当します。さ
らに、METとは酸素摂取量（単位：ml/kg/min）でも示す
ことができ、1 METは安静に座った状態の酸素消費量
（3.5 ml/kg/min）に相当します(7)。

26  ミレニアム開発目標の指標1。もともとは、「1日$1以下
で暮らす人口の割合（ＰＰＰ）」という指標が提案されまし
たが、アーバンハートを試験使用した都市の提案により、
各国で指定された貧困線を基準にした方が適していると
判断されました。

27  ミレニアム開発目標の指標11「農業以外の部門におけ
る賃金雇用者の中で女性が占める割合」に類似していま
すが同一ではありません。一般に農業部門が都市部の経
済生産に占める割合が低いことから、農業・非農業部門に
区別する必要がないと判断されました。

28  ミレニアム開発目標の指標32。安定した住居の意味す

るものは、「違法の立ち退き請求に対して国が有効な保
護をするという、全ての個人や集団に与えられている権
利」（国連ハビタット）である。

29  健康保険には、国民・社会保険、民間保険や、地域社会で
提供する保険などあらゆる種類のものが含まれます。

30  米国疾病対策センターでは、緑地を「オープンで未開発
の自然植生の土地」と定義しています。一般家庭の庭や
5 m2以下の区画はこれに含まれません。

31  スラムに居住する世帯とは、次の条件が1つまたは複数
欠如する状態で1つ屋根の下に居住する集団です：安全
な飲み水の安定供給、衛生設備の整備、十分な生活空
間、住居の耐久性、住居の安定（所有権・借用権の安定）。
この指標は、ミレニアム開発目標の指標7に関連します。

32  「非正規雇用」とは、一定の期間中に、正規あるいは非正
規（インフォーマル）セクターの企業において、あるいは
一般家庭内で行われた、非正規な仕事（国際労働機関
（ILO）の定義による）の総数を意味します（ILOが非公式
と定義する仕事の一覧については、『アーバンハート実施
要綱』の付録を参照してください）。
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# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 識字率 識字能力のある15歳以上の人口の割合
（該当する母集団人口のパーセントとして表示）

性別、所得、居住区

2. 低体重の幼児 低体重の5歳未満の幼児23 性別、世帯所得、
母親の学歴、居住区

3. 体重過多及び肥満 体重過多及び肥満人口の割合24 性別、年齢、所得、学歴、
居住区

4. 母乳保育 生後6ヶ月間、母乳だけで育てられた乳児の割合 世帯所得、母親の学歴、
居住区

5. 10代の妊娠 10代の妊娠率 性別、年齢、世帯所得、学歴、居住区

6. 身体活動 身体活動量が低い人口の割合
（1週間あたり600MET未満）25 

性別、年齢、所得、学歴、
居住区

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 貧困 各国で指定された貧困線を下回る人口の割合26 性別、学歴、居住区

2. 女性の社会進出 全労働人口における女性の割合（パーセント表示）27 所得、学歴、居住区

3. 住居の安定 住居の所有権や借用権が安定している世帯の割合28 性別、年齢、所得、学歴、
居住区

# 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

1. 有権者の参加 最近行われた地方及び国の選挙で投票した
有権者の割合

性別、年齢、居住区

2. 健康保険 何らかの健康保険に加入している人口の割合29 性別、所得、学歴、居住区

1. 物理的環境と
インフラ

酒類の販路 人口10万人あたりの酒類の販路数 所得、学歴、居住区

2. 物理的環境と
インフラ

緑地 緑地（公園、運動場、他の広場を含む）
面積の割合30 

居住区

4. 社会・人間開発 出生時低体重 一定期間内に生児出生した
新生児のうち、出生時の体重が
2500g以下だった割合(8)

子供の性別、世帯所得、
学歴、居住区

5. 経済 スラム人口 スラム街に居住する都市人口
の割合31

所得、学歴、居住区

6. 経済 非正規雇用 全労働人口における非正規雇用者
の割合32

所得、学歴、居住区

7. ガバナンス
（健康管理政策）

教育への
財政支出 

財政支出全体に占める教育関連支出
の割合

居住区

3. 社会・人間開発 ドメスティック
バイオレンス（ＤＶ）

女性や子供に対するＤＶの蔓延率 所得、学歴、居住区

# 政策領域 指標 定義 データの分解要素
（推奨案）：

表4 推奨指標：社会・人間開発 表6 推奨指標：ガバナンス（健康管理政策）

表7 任意指標

表5 推奨指標：経済

8 ミレニアム開発目標の指標14 （乳児の死亡率）。
9  通知率と有病率を慎重に識別する必要があります。
10  ミレニアム開発目標の指標24。
11  ミレニアム開発目標の指標23。
12  ミレニアム開発目標の指標30。安全な飲み水の供給源

には、上水道の水、公共の水道水、掘削孔やポンプ、汚染
源から保護された井戸・湧水・雨水が含まれます（国連ハ
ビタットのＵｒｂａｎＩｎｄｉｃａｔｏｒＧｕｉｄｅｌｉｎｅｓ（都市部指標
に関する指針）による）。

13  ミレニアム開発目標の指標31。衛生設備には、下水道ま
たは汚水処理タンク、注水式水洗トイレ、通気付き落し便
所（但し公衆トイレを除く）が含まれます（国連ハビタット
の都市部指標に関する指針による）。

14  初等教育の最終学年への総進学率で測定する初等教育
の修了率とは、年齢にかかわりなく、初等教育の最終学年
に進学した生徒数の合計のことで（教育の国際標準分類
（ISCED-97）による）、初等教育の最終学年に理論的に
進学すべき年齢にある人口に占める割合（パーセント）で
表現されます。

15  ミレニアム開発目標の指標17。熟練した医療従事者に
は医者、看護士、正規訓練を受けた助産婦が含まれます。
正式な資格を取得していない、昔ながらの助産婦（産婆）

はこれに含まれません（WHO）。
16  予防接種を全て受けた子供とは、満1歳までに正式な投

与方法に従って「標準的な8種類の」抗原（BCG、DTP
（3回）、ポリオ（3回）、はしかのワクチン）を完全に受けた
幼児を意味します（WHO）。

17  「失業者」とは、一定の年齢以上の人口のうち、一定期間
中に（a）仕事がなく（つまり、賃金雇用でも自営業でもな
い）、（b）勤務できる状態にあり（つまり、賃金雇用でも自
営業にでも就ける状態にある）、なおかつ（c）求職してい
た（つまり、賃金雇用や自営業の仕事を見つけるべく求職
活動をしていた）人をすべて指します（６）。

18  ミレニアム開発目標の指標13。
19  産婦の死亡とは、妊娠期間にかかわらず、事故や偶発的

な原因ではなく、妊娠そのもの、または妊娠中の健康管
理に関連した原因またはそれらによって悪化した原因に
よって、妊娠中あるいはその妊娠が解消（分娩・流産・中絶
等）した後42日以内に産婦が死亡した場合を指します。

20  ミレニアム開発目標の指標16。
21 通知率と有病率を慎重に識別する必要があります。
22  ミレニアム開発目標の指標29。 
23  ミレニアム開発目標の指標4。中程度の低体重（準拠集

団の年齢別標準体重の中央値よりも標準偏差が2～3低

い状態）、及び重度の低体重（準拠集団の年齢別標準体
重の中央値よりも標準偏差が3以上低い状態）が含まれ
ます。

24  肥満とは、一般に体格指数（BMI）が30 kg/m2以上の
状態を指します。一方、体重過多とはBMIが25～30 
kg/m2のことです。

25  MET = 代謝当量：1 METとは1 kcal/kg/hr を意味し、
安静に座った状態のエネルギー消費量に相当します。さ
らに、METとは酸素摂取量（単位：ml/kg/min）でも示す
ことができ、1 METは安静に座った状態の酸素消費量
（3.5 ml/kg/min）に相当します(7)。

26  ミレニアム開発目標の指標1。もともとは、「1日$1以下
で暮らす人口の割合（ＰＰＰ）」という指標が提案されまし
たが、アーバンハートを試験使用した都市の提案により、
各国で指定された貧困線を基準にした方が適していると
判断されました。

27  ミレニアム開発目標の指標11「農業以外の部門におけ
る賃金雇用者の中で女性が占める割合」に類似していま
すが同一ではありません。一般に農業部門が都市部の経
済生産に占める割合が低いことから、農業・非農業部門に
区別する必要がないと判断されました。

28  ミレニアム開発目標の指標32。安定した住居の意味す

るものは、「違法の立ち退き請求に対して国が有効な保
護をするという、全ての個人や集団に与えられている権
利」（国連ハビタット）である。

29  健康保険には、国民・社会保険、民間保険や、地域社会で
提供する保険などあらゆる種類のものが含まれます。

30  米国疾病対策センターでは、緑地を「オープンで未開発
の自然植生の土地」と定義しています。一般家庭の庭や
5 m2以下の区画はこれに含まれません。

31  スラムに居住する世帯とは、次の条件が1つまたは複数
欠如する状態で1つ屋根の下に居住する集団です：安全
な飲み水の安定供給、衛生設備の整備、十分な生活空
間、住居の耐久性、住居の安定（所有権・借用権の安定）。
この指標は、ミレニアム開発目標の指標7に関連します。

32  「非正規雇用」とは、一定の期間中に、正規あるいは非正
規（インフォーマル）セクターの企業において、あるいは
一般家庭内で行われた、非正規な仕事（国際労働機関
（ILO）の定義による）の総数を意味します（ILOが非公式
と定義する仕事の一覧については、『アーバンハート実施
要綱』の付録を参照してください）。
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（アーバンハート）

Urban HEART（アーバンハート)は、
健康格差是正のための計画支援ツールで、
健康アウトカムと健康の決定要因に関する
指標を用いた健康の公平性評価と、
そのエビデンスに基づいて優先すべき
対応策を選定するプロセスを指導します。
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都市における健康の公平性評価・対応ツール




