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中国都市部と農村部における一般高齢者の日常生活習慣と
健康意識との関連性に関する研究
刘

雪傲

キーワード：中国都市部と農村部、一般高齢者、日常生活習慣、健康意識
Research on the relationship Between daily life habits and health awareness of
ordinary elderly people in Urban and rural city of China
Xueao Liu
Abstract
Nowadays, China is in the stage of rapid aging development, aging is also becoming a
topic of national concern. In China, rural and urban areas, due to differences in living environment, cultural background, industrial and social structure, and economic development
in different regions, have different ways to deal with aging.
In this study, 258 people aged over 65 in rural areas and urban areas in A province of
China were selected as experimental subjects. Among them, 81 were rural males and 76
were female, a total of 157. There were 60 males and 41 females in the city, a total of 101.
11 check and questionnaire survey were used as experimental methods to study the daily
living habits and monitoring of the aged over 65 in rural and urban areas of China. In order to better improve the health of the elderly in China
Key words: r ural and urban areas of China normal senior people daily habits health
consciousness
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１．緒言

さらに中国の場合、都市と農村、都市と

日本の人口は、2008 年をピークに減少

都市、農村と農村の間は経済や文化だけで

し始め、人口に占める高齢者の割合の増加

なく、産業構造や社会構造など色々な面が

が大きな社会問題となっている。かつて

異なっているため、高齢化の速度にもそれ

高齢化した社会のモデルを築いてきたの

ぞれ相違がある。2013 年中国統計年デー

は、北欧を中心とした欧州各国であった

タから見ると、中国の平均寿命は 76 歳で

が、2005 年に日本の高齢化率（総人口に

ある。そのうち男性 74 歳、女性 76 歳であ

占める 65 歳以上の割合）が世界最高水準

る。上海の平均寿命は 82.18 歳であり、そ

に達した以降、日本がそのモデルを築く立

のうち男性 80.18 歳、女性 84.67 歳である。

場となった。日本は世界で最も速いスピー

中国老齢工作委員会弁公室の発表による

ドで高齢化が進んでおり、高齢化のスピー

と、2012 年末現在、農村部の 60 歳以上の

ド を表す指標である「倍加年数（高齢化

人口は 1 億 1200 万人で総人口の 17％を占

率が 7％から 14％に至った年数）」はわず

めている。さらに、2016 年に 20％を超えて、

か 24 年で達成している。フランスは 126

2030 年には 33％となり、いずれ都市部の

年、スウェーデンは 85 年をかけてゆっく

高齢化率を超えると予測している。5）

りと高齢化に対応した社会づくりを進める

さらに、経済発展している地域（重慶市、

ことができた一方で、日本は 24 年という

上海市、四川省、江蘇省、遼寧省、北京市）

極めて短い時間の中で、社会保障制度の構

と経済発展が遅れている地域（内蒙古自治

築、福祉政策の推進などの取り組みを行っ

区、寧夏自治区、新彊自治区）の高齢化率

てきた。2015 年における日本の高齢化率

に差がでている。経済発展が遅れている地

は 26.0％であるが、2025 年には 30％を超え、

域の労働者が出稼ぎに出ていること、およ

2060 年には 39.9％に達し、2.5 人に１人が

び若い労働人口が移動していることなどが

1-2）

原因で、経済発展している地域の高齢化率

65 歳以上に達すると見込まれている。

一方、中国の「高齢化社会」への突入

が高いと思われる。このように急速な勢い

は、日本などの先進国より遅れたが，その

で高齢化の進行が予測される中国では、い

スピードはいまや他の先進国よりも速い。

かに要介護状態にならず自立状態を維持し

1999 年に高齢化社会に入り，10 年が経過

歳を重ねることができるかという介護予防

した現在，世界で最も高齢者人口が多い国

的な活動の取り組みは皆無であり、高齢者

となり、すでに 21 の省・自治区・直轄市

一人ひとりの健康意識に関する取り組み

が高齢化社会に突入したと言われている。

は、生活場所や環境によって大きく異なり、

最新のデータによれば，2009 年までに 60

考え方も個々に委ねられている現状があ

歳以上の高齢者人口が 1.69 億人に達し、毎

る。

年約 1,000 万人の速度で増加している。こ
２．目的

れが、2023 年には 2.7 億人となり、2050 年
になると 4 億人、80 歳以上人口も現在の

超高齢社会に向かっていくなかで、いか

約 10 倍に当たる 1 億人を突破する見込み

に要介護状態にならず自立状態を維持し歳

である。こうした状況を背景にして，高齢

を重ねることができるかという予防の視点

化率の急激な増加と同時に，80 歳以上の

は重要である。フレイルの語源は、
「虚弱」

後期高齢者人口と要介護高齢者人口の急増

などの意味する「Frailty」で、健康な状態

3-4）

と日常生活でサポートが必要な介護状態の

も予測されている。
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中間を指している。具体的には、「足腰の

る中国の高齢者の社会的背景を踏まえ、将

筋力が衰えて、歩くのに杖が必要な状態」

来的な健康増進や介護予防の取り組みに向

で、多くの高齢者は、フレイルを経て要介

けたポピュレーションアプローチに向けた

護状態へ進むと考えられている。また、身

基礎的な資料を得ることを目的に、都市部

体的問題のみならず、認知機能障害やうつ

と農村部の在住者における日常生活習慣と

などの精神・心理的問題，独居や経済的困

健康意識との関連性に関する比較調査を実

窮などの社会的問題を含む概念である。こ

施した。

のフレイルという概念は，適切な介入・支
３．対象

援により再び健常な状態に戻るという可逆
性があることから、介護予防の観点から

中国 A 省にて、都市部の B 市と農村部

老年医学の分野でその重要性が注目され

の C 市に在住する 65 歳以上の高齢者（計

ている。日本では、平成 28 年度に口腔機

258 名）を対象とした。本研究の調査拠点

能・栄養・運動・社会参加を総合化した複

は中国 A 省における都市部と農村部の各

合型健康増進プログラムに関する大規模長

都市，このなかで、都市部は合肥市（安徽

11）

の報

省の省都：日本の県庁所在地）、農村部は

告によると、人間の健康意識には身体的な

六安市（農業で生計を営む人たちが多く在

虚弱だけではなく、精神心理的な虚弱や社

住する地域）とした。中国における都市部

会的な虚弱が複雑に関連していること、健

と農村部の定義について、都市部は、国の

康長寿のために必要な大切なポイントとし

行政決定によって設立された各省の省都を

て「栄養（食・口腔機能）」「運動」「社会

示す。農村部とは、1500 人 /km² 以下に対

参加」という 3 つの柱があること、3 つの

して、主たる生計を農業で立てている人達

柱は相互に影響しており身体が衰える最初

の割合が 70％以上を占めている地域を示

の入り口になりやすいのは「社会参加」の

す。仙台市は 1376 人 /KM² で、ほぼ仙台

機会の低下であること等とし、介護予防を

市に住む人達の 70％以上が主たる生計を農

考える上で、いかに虚弱に陥らず、自立し

業で立てていることを示す。異なる地域に

たままで生活の質を維持できるかは大きな

おける対象者数は、都市部では、男性 60 名、

期縦断追跡健康調査を行った飯島

課題であると報告している。さらに飯島

11）

女性 41 名の計 101 名を対象とし、農村部

らは、健康長寿社会を実現するためには、

では、男性 81 名、女性 76 名の計 157 名を

ポピュレーションアプローチによる、かつ

対象とした。本研究における調査期間は、

「市民の手による、市民のための」有効な

2019 年 1 月～ 3 月にかけて B 市と C 市に

フレイル予防活動の取り組みが地域で必要

て実施した。対象者一人ひとりについて、

であり、それをいかに戦略的にシステム化

本研究の趣旨を記した同意書を十分に説明

していくかが重要であると指摘している。

し、書面および口頭にて同意を得た。

しかし、中国の場合、都市と農村、都市と
都市、農村と農村の間は経済や文化だけで

４．方法

なく、産業構造や社会構造など色々な面が

１）イレブンチェック

異なっているため、健康増進に向けた働き

飯島らの考案した、栄養（食事・口腔

かけにもそれぞれ相違があることが予測で

機能）・運動・社会参加（社会性やこころ）

きる。そこで、本研究では、今後ますます

の三位一体を総合化した 11 項目の質問か

高齢化が急速に進んでいくと予想されてい

らフレイルの有無をスクリーニングする評
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価法である。このチェックシートは、健康

で分類した。自身の主観的健康観について

を維持していくうえで重要な食習慣（2 項

は、「自分自身を健康であると思うか」を

目）・口腔機能（2 項目）・運動（3 項目）・

たずね、
「健康である」、
「まあ健康である」、

社会性やこころ（4 項目）の 11 項目の質

「どちらともいえない」、「あまり健康でな

問票から構成されている。イレブンチェッ

い」、「健康ではない」からひとつを選択し

ク各項目の質問内容を分類すると、栄養面

てもらい、
「健康である」、
「まあ健康である」

に関しては、（1）ほぼ同じ年齢の同性と比

を健康群、「あまり健康でない」、「健康で

較して健康に気を付けた食事を心がけてい

はない」を不健康群に分けた。自身の健康

ますか？（2）野菜料理と主菜（お肉また

づくりへの関心度については、
「大変ある」、

はお魚）を両方とも毎日 2 回以上食べてい

「ややある」、「どちらともいえない」、
「あ

ますか？（3）「さきいか」、「たくあん」く

まりない」からひとつを選択してもらい、

らいの固さの食品を普通に噛み切れます

「大変ある」、「ややある」、を関心群、「あ

か？（4）お茶や汁物でむせることがあり

まりない」を無関心群に分けた。個人月収

ますか？、運動面に関しては、（5）1 回 30

に関しては、中国統計局が使用している国

分以上の汗をかく運動を週 2 日以上、1 年

民の月収区分を参考にして、1,000 元未満

以上実施していますか？（6）日常生活で

（約 2 万円）、1,000 元～ 2,500 元未満（約 2

歩行または同等の身体活動を 1 日 1 時間以

～ 5 万円）、2,500 元～ 4,000 元未満（5 ～ 8

上実施していますか？（7）ほぼ同じ年齢

万円）、4,000 元以上（約 8 万円）以上の 4

の同性と比較して歩く速度が速いと思いま

段階に分類した。中国における高齢者一人

すか？、社会参加に関しては、（8）昨年と

当たりの年金の平均受給額は 2,500 元であ

比べて外出の回数が減っていますか？（9）

る。

日に 1 回以上は、誰かと一緒に食事をしま
すか？（10）自分が活気に溢れていると思

４．分析内容

いますか？（11）何よりまず、物忘れが気

１）都市部と農村部在住者におけるイレブ

になりますか？などである。11 項目の質

ンチェックの解答数の比較について、

問内容について対象者一人ひとりから、
「は

都市部と農村部を男女別に 11 項目別

い」あるいは「いいえ」の 2 択で各項目の

の解答を「はい」「いいえ」に分け、

質問に回答していただく簡易型のチェック

解答数の割合を比較した。

シートである。

２）都市部と農村部在住者におけるイレブ
ンチェックの項目間の比較について、

２）質問票調査

「地域別」「学歴」「月収」「性別」とイ

対象者への質問調査の内容は、現在の住

レブンチェックの項目間をクロス集計

まいの状況、自身の主観的健康観、自身の

により検討した。

健康づくりへの関心度、最終学歴、個人月

３）都市部と農村部在住者における質問票

収、喫煙や飲酒の有無など、対象者の日常

調査の項目別の解答数の比較につい

生活や健康観に関する 6 項目を調査した。

て、都市部と農村部を男女別に分け、

現在の住まいの状況については、「ひとり

7 項目ごとの解答数の割合を比較した。

暮らし」、「夫婦ふたり暮らし」、「子どもの

４）都市部と農村部在住者における質問票

家族と同居」、「子どもと同居」、「高齢者の

調査の項目間比較について、「地域別」

みの世帯」など、生活を共にする家族構成

「学歴」「月収」「性別」との質問票調
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査の各項目間をクロス集計により検討

とが示された。口腔機能に関する 2 項目で

した。

は、都市部と農村部の在住者とも問題があ

以上の 4 項目について、データの解析に

ると感じている対象者が少ないことが示さ

は IBM SPSS ver.25 を使用した。

れた。運動に関する 3 項目では、「1 回 30
分以上の汗をかく運動は週 2 日以上、1 年

５．分析結果

以上実施していますか」のみ農村部の在住

分析内容の 1）と 2）より

者が多く、他の 2 項目では都市部の在住者

男女別に 11 項目の解答を「はい」
「いい

の方が多いことが示された。社会性やここ

え」に分け、回答数の割合を比較した。さ

ろに関する 4 項目では、外出の頻度は農村

らに、
「地域別」「学歴」「月収」「性別」と、

部が低く、他の項目では都市部の方が多い

イレブンチェックの各項目間の回答をクロ

ことが示された。（表 1）

ス集計により検討した。その結果、食習慣

月収とイレブンチェックの各項目間の

では、都市部の方が、ほぼ同じ年齢の同性

比較した結果、「ほぼ同じ年齢の同性と比

と比較して、健康に気を付けた食事を心か

較して健康に気を付けた食事を心がけてい

けている男女の割合が高いことが示され

ますか」、「野菜料理と主菜（お肉またはお

た。口腔機能では、都市部と農村部では男

魚）を両方とも毎日 2 回以上は食べていま

女ともお茶や汁物でむせることがない傾向

すか」、「日常生活で歩行または同等の身体

が示された。運動機能では、農村部の方が、

活動を 1 日 1 時間以上実施していますか」、

ほぼ都市部より運動能力が高いことが示さ

「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度

れた。社会性やこころでは、都市部の方が、

が速いと思いますか」、「日に 1 回以上は、

自分が活気に溢れていると思う男女が多い

誰かと一緒に食事をしますか」、「自分が活

ことが示された。都市部と農村部の在住者

気に溢れていると思いますか」など、計 6

におけるイレブンチェックの各項目を比較

項目で有意差が見られた。各項目別にそれ

した結果、栄養に関して、食習慣では 2 項

ぞれの結果を分けた場合、「ほぼ同じ年齢

目とも、都市部の在住者の方が健康を意識

の同性と比較して健康に気を付けた食事を

した食習慣であることが示された。口腔機

心がけていますか」では、月収が 2500 元

能に関する 2 項目では、都市部と農村部の

以上のほうが 2500 元以下よりも健康に気

在住者とも問題があると感じている対象者

を付けた食事を心がけている割合が高いこ

が少ないことが示された。運動に関する 3

とが示された。「野菜料理と主菜（お肉ま

項目では、「1 回 30 分以上の汗をかく運動

たはお魚）を両方とも毎日 2 回以上は食べ

は週 2 日以上、1 年以上実施していますか」

ていますか」では、月収が 2500 元以上の

のみ農村部の在住者が多く、他の 2 項目で

ほうが 2500 元以下よりも、野菜料理と主

は都市部の在住者の方が多いことが示され

菜を毎日 2 回以上は食べる割合が高いこと

た。社会性やこころに関する 4 項目では、

が示された。「日常生活で歩行または同等

外出の頻度は農村部が低く、他の項目では

の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していま

都市部の方が多いことが示された。都市部

すか」では、月収が 2500 元以上のほうが

と農村部の在住者におけるイレブンチェッ

2500 元以下よりも、日常生活で活動を 1

クの各項目の比較をまとめると、栄養に関

日 1 時間以上実施する割合が高いことが示

して、食習慣では 2 項目とも、都市部の在

された。「ほぼ同じ年齢の同性と比較して

住者の方が健康を意識した食習慣であるこ

歩く速度が速いと思いますか」では、月収
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が 2500 元以上のほうが 2500 元以下よりも、

に感じていますか」では、都市部の在住者

歩く速度が速いと思う割合が高いことが示

は農村部の在住者よりも、自身の健康状態

された。「日に 1 回以上は、誰かと一緒に

を良いと感じている割合が高いことが示さ

食事をしますか」では、月収が 2500 元以

れた。（表 3）

上のほうが 2500 元以下よりも、二人以上

月収別と質問票調査のアンケート項目

と一緒にご飯を食べる割合が高いことが示

の比較では、「ご自身の健康状態をどのよ

された。「自分が活気に溢れていると思い

うに感じていますか」、「ご自身の「健康づ

ますか」では、月収が 2500 元以上のほう

くり」に関心はありますか？」、「あなたは

が 2500 元以下よりも、自分が活気に溢れ

お酒を飲みますか」などの項目で有意差が

ていると思う割合が高いことが示された。

見られた。また、「ご自身の健康状態をど

月収別とイレブンチェックの 11 項目間を

のように感じていますか」では、月収が

比較した結果、「食事」「運動」「社会参加」

2500 元以上のほうが 2500 元以下より、自

に関する項目で、月収が 2500 元以上の高

身の健康状態を良いと感じている割合が高

所得者のほうが 2500 元以下の低所得者よ

いことが示された。「ご自身の「健康づく

りも、健康的な生活を送っている傾向にあ

り」に関心はありますか？」では、月収が

ることが示された。（表 2）

2500 元以上のほうが 2500 元以下より、自
身の健康づくり関心度割合が高いことが示

表 1．地域とイレブンチェックの項目比較
（上段：都市部 下段：農村部）

された。
「あなたはお酒を飲みますか」では、
月収が 2500 元以上のほうが 2500 元以下よ
り、飲酒の人数割合が低いことが示された。
（表 4）
分析した内容の 1）から 4）の内容をま
とめると、都市部と農村部者における項目
間の比較、さらに、地域別とイレブンチェッ
クの 11 項目間の比較では、「食事」「運動」
「社会参加」に関する項目で、都市部の在
住者の方が農村部の在住者よりも、健康的
な生活を送っている傾向にあることが示さ

表 2．月収とイレブンチェックの項目比較
（上段：2500 元以上 下段：2500 元以下）

れた。また、月収とイレブンチェックの各
項目間の比較では、「食事」「運動」「社会
参加」に関する項目で、月収 2500 元以上
の高所得者のほうが 2500 元以下の低所得
者よりも、健康的な生活を送っている傾向
にあることが示された。学歴とイレブン
チェックの各項目間の比較では、
「食事」
「運

分析内容の 3）と 4）より

動」に関する 2 項目で、学歴が高校卒業以

地域別と質問票調査のアンケート項目を

上のほうが高校卒以下よりも健康的な生活

比較した結果、「ご自身の健康状態をどの

を送っている傾向にあることが示された。

ように感じていますか」の項目で有意差が
見られた。
「ご自身の健康状態をどのよう
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都市規模が大きいほど平均歩数が多かった

表 3．都 市部と農村部在住者におけるアンケート項目の
比較

とする報告に合致している。したがって、
日常の生活の中で歩くという健康に関する
習慣的な活動は都市部のほうが多いと思わ
れる。社会参加に関しては、外出の頻度は
農村部のほうが減っているという結果と
なった。福田 14） は、日本における都市と

表 4．月収とアンケート項目の比較

農村における高齢者をとりまく環境変化の
中で、都市部の場合、高齢者の単独世帯と
夫婦世帯の増加によって自らで外出する機
会を作っていることに対し、農村部の場合、
「子どもの家族と同居」や「子どもと同居」

６．考察

であったりと、家族間での交流が多いため

本研究は、都市部と農村部の在住者にお

と報告している。11 項目の回答を都市部

ける日常生活習慣と健康意識との関連性に

と農村の在住者とで比べると、都市部の在

ついて検討した。本研究では、栄養（食事・

住者の方が健康に関する意識が全体を通し

口腔機能）・運動・社会参加の三位一体を

て高いことが考えられる。さらに、対象者

総合化した 11 項目の質問からフレイルの

258 名のなかで、どのような人たちが最も

有無をスクリーニングするイレブンチェッ

健康意識の高い人たちかを検証した結果、

クと、住まいの状況、自身の主観的健康観、

都市部の在住者、2500 元以上の高所得者、

自身の健康づくりへの関心度、最終学歴、

学歴が高校卒業以上といった人たちが、日

個人月収、喫煙や飲酒の有無など、対象者

ごろの生活で健康を意識した生活習慣を

の日常生活や健康観に関する 7 項目の質問

送っている傾向にあることが明らかとなっ

票の結果に基づき、都市部と農村部に在住

た。先行研究によると、周 5） や佐藤 15） ら

する高齢者達の健康意識に関する比較検討

は、中国において、都市と農村、都市と都

を行った。11 項目におけるイレブンチェッ

市、農村と農村の間は経済や文化だけでな

クの結果より、栄養について食事では、都

く、産業構造や社会構造など色々な面が異

市部の在住者の方が健康を意識した食習慣

なっているため、高齢化の速度にもそれぞ

であることが示された。口腔機能は、都市

れ相違があるとしたうえで、健康に関する

部と農村部とも問題があると感じている対

とらえ方も地域で大きく行っていると指摘

象者が少ないことが示された。運動では、
「1

している。収入や学歴に関しても、高収入

回 30 分以上の汗をかく運動は週 2 日以上、

や高学歴の人ほど身体活動量が高いことが

1 年以上実施していますか」のみ農村部の

報告されている。これらのことから、都市

在住者が多い結果であった。農村部の場合、

部に在住する高収入および高学歴者の健康

農作業というライフワークで生計を立てて

に対する意識が高いことが明らかとなっ

おり、毎日の仕事としての活動であること

た。7 項目の質問票の結果より、「主観的

が理由として考えられる。都市部の方の歩

な健康観」や「健康づくりの関心」に関す

行時間が長く、歩速が速い理由として、井

る項目では、いずれも都市部の在住者の方

13）

らが実施した都市規模による歩数の

は意識が高いことが明らかとなった。都市

違いに関する横断研究によると、男女とも

部の在住者は高校卒及び以上の学歴者が多

原
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