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現在、心臓脳血管疾病は、全死亡者数の 4 割以上を占め、中国における死因の第一位になっている。 全

国の心臓血管病患者は 3 億人近くにもなっている！ もし、心臓血管健康マップを描けたとすれば、どこが

より健康なのかわかる、なぜか？ どこが理想と離れているのか、どのように改善向上すべきか？ あれば

きっと大きな支援になるであろうし、国民を利するであろう。 05 月 26 日、上海の権威筋が『中国心臓血

管健康指数（2017）』を発表したが、これは、我が国の心臓血管病の専門家の世紀的な夢を成就するだけで

はなく、我が国の高血圧などの慢性疾患の予防管理に推進力を与えることになろう。 

これは、中国心臓血管健康聯盟、中国疾病予防管理センター慢性疾患センター、中華医学会心臓血管病

学分会と『健康報』社が連合で第 11 回東方心臓病学会の席上で、発表されたインデックス体系だが、全面

的に我が国における心臓血管健康予防のアウトラインが描きだされており、国家レベルの心臓血管健康指

数のビッグデータが初めて構築されたものだといえる。 これは、我が国の現在における次元とデータアセ

スメント上、最も権威のある大型で総合的な心臓血管健康インデックスとなると同時に国家レベルでの心

臓血管疾患予防管理の総合的なインデックス評価が、全世界で初めて作られたものだともいえる。 

 

5つのディメンジョン、 52のサブインデックスで構成される総合的な評価体系 

『中国心臓血管健康指数（2017）』では、5 つのディメンジョンと 52 のサブインデックスで構成された総

合評価体系により、我が国の心臓血管疾患の流行やリスク要因の暴露状況、リスク要因の予防管理状況、

心臓血管病の治療状況、公衆衛生政策とサービス能力の 5 つのディメンジョンで分析がなされており、全

国及び地区の人々の心臓血管の健康状況や心臓血管病の流行と発展の趨勢が十分に反映されているが、同

時に、我が国全国民の心臓血管疾患を予防から治療などの各段階の発展状況や発展モデルとガバナンスス

トラクチャーをバランシングされたものである。 

各地の疾病予防管理能力や政策保障と衛生投入等の多方面に存在している問題の解決と改善について、

この報告は、斬新な視点を提供すると同時に、全面的に全社会の心臓血管疾患への関心度を高めるのに全

面的促進をもたらし、我が国の心臓血管疾患による死亡率と発症率を低減させる『転換点』を早期に実現

してくれることだろう。 

情報では、『中国心臓血管健康指数（2017）』は、中国疾病予防管理センター慢性非感染性疾病予防管理

センターが、国家衛生計生委医政医管局医療総合評価処や国家衛生計生委統計データセンター薬物信息管

理処、北京市心肺血管疾病研究所、中国卒中学会、上海市疾病予防管理センター、中華予防医学会健康伝

播分会など 8 つの機構と協同により、流行病学、公衆衛生、臨床、政策研究など 40 名の著名専門家が直接

参加し一年をかけて執筆編集したものだという。 

 

中華医学会心臓血管病学分会主任委員、アジア大洋州介入心臓病学会首席 葛均波院士： 

この数年、中国における心臓血管疾患が爆発的に増加しており、その趨勢を制御できていないが、その

理由は、我が国の心臓血管放免の予防が不十分であることにある。 我が国の心臓血管病の危機に対応

し、心臓血管疾患の予防レベルを国家戦略の高みに向上させ、我が国の国情に合わせ、心臓血管病の予防

治療戦略を策定し、国家としての心臓血管病予防レベルを向上させることが必要だ。 

新たな形勢のもと、大国の健康はビッグデータのサポートと切り離しては達成できないが、我々は、心

臓血管病の予防も制御も可能であるとの認識をもち、リスク要因の管理を強化し、オーバーオールな予防

管理の効果と品質に直接関わっている。我々は、『中国心臓血管健康指数（2017）』を通じて、全国及び全

地区の人々の心臓血管の健康状況への反映、心臓血管病の流行と進展状況の理解を可能にし、心臓血管病

の予防治療レベルを評価して、関連の意思決定に科学的根拠を提供し、一日も早く『転換点』を実現でき

るようにと希望するものである。 

 

『中国心臓血管健康指数（2017）』専門家グループ長、 北京大学第一医院心臓内科・心臓センター長 霍勇

教授： 

インデックススクリーニングは、科学性、代表性、全面性、アベイラビリティの 4 大原則に従っている。 

高血圧や高脂血症などのインデックスと心臓血管疾患は最も密接な関係にあり、いずれにも科学根拠があ



る。 同時に、心臓血管の健康指数は、数個のインデックスだけで反映されるのではなく、52 個のインデッ

クスは代表劇であると同時に網羅的であるが、全面性が要求される。インデックスのアクセシビリティと

アベイラビリティは、非常に重要なものであるが、将来、安定的規則的にデータが得られるようになる。 

今後は、『中国心臓血管健康指数（2017）』の発展には三つのことを実施せねばならぬ。 

まず、インデックス発表の制度化； 

第二に各省における改善状況を発表すること。 どの省での改善が最も早いか、或いは悪化している

か、注視してゆかねばならない； 

第三に区域区分の詳細化であり、今は省ごとに単位としているが、今後は市を単位とするように詳細化

することを考えてゆかねばならない。 

2013 年、WHO が発表した『2225 プラン』では、世界各国は慢性疾患による早死に 2025 年までに 25

パーセント減少させねばなないとしている。これらの慢性疾患の中で、心臓血管の疾病が 50％を占めて

いるため、心臓血管疾患の予防管理が『2225 プラン』を実現することが重要だ。 この他、慢性疾患の予

防治療領域においては、心臓血管疾患の予防治療措置が最多であり、科学的にも有効であるということが

証明されており、『中国心臓血管健康指数（2017）』により生まれる推進力を通じて、その他の慢性疾患の

予防管理の手本となることが期待されている。 

 

『健康報』社 周冰 編集長： 

『“健康中国 2030”計画概要』の要求に基づき、健康な中国の実現には全方位の手配が必要となる。 

我が国の心臓血管健康の予防管理活動は、疾病管理部門や臨床医、計画策定者だけに限らず、メディアも

また同様に責任を有している、人々に心臓血管の健康知識を広め、公衆の心臓血管疾患への認識を高め、

社会の様々な部門において心臓血管健康予防管理の全体的な連動を実現してゆかねばならない。 

 

北京市心肺血管疾病研究所 劉静教授： 

2016 年 05 月 29 日『中国心臓血管健康指数（2017）』プロジェクトが起動した。 5 回の専門家会議、9

度にわたるワーキンググループの会議開催、デルファイ法によるリサーチにより、5 つのディメンジョ

ン、52 のサブインデックスが確認された。いくつもの分析法と専門家の調査を経て、最終的にそれぞれ

のインデックスの軽重が確認されたのだ。 

専門家グループの議論を経て、『中国心臓血管健康指数（2017）』中使われた指標は三つの点を満足させ

ている： データのアクセシビリティ性、有効関与性、前向き性がそれだ。 

全ての関連指標や主な核心指標、アクセシビリティ指標の制定規定に基づき、中国衛生統計年鑑や中国

慢性疾患・リスク要因モニタリング、中国各省の疾病負担の研究、人口死亡データ登録管理システム、

『2016 国家医療サービス・品質安全報告書』、病院の品質モニタリングシステム HQMS 等、現有の信頼

性データベースを利用し、データのアクセシビリティ指標が得られた； 関与可能性の指標がさらに価値

あるものになり、インデックスの感度が向上、早期に目標の実現が可能になろう； 前向き性は国家及び

地方の制作や疱疹の実施達成の補助指標となるであろう。 

専門家の切磋琢磨により、『中国心臓血管健康指数（2017）』は最終的に、①心臓血管疾患の流行状況や

②リスク要因の暴露状況、③リスク要因の予防管理状況、④心臓血管疾患の治療状況、それに⑤公衆衛生

政策とサービス能力という 5 つのディメンジョンで構成されることとなった。 

この 5 つのディメンジョンは、心臓血管の健康の核心エレメントシステムに有機的整合しており、この

基礎の上に 52 のインデックスに詳細化がなされている。心臓血管疾患の流行というディメンジョンは、

早死にの概率や罹患率など 5 つの指標に詳細化されている； リスク要因の暴露というディメンジョン下

では、行為や代謝性指標、PM2.5 濃度等 11 の指標がある； リスク要因の予防管理ディメンジョンには、

高血圧や高脂血症、禁煙成功率など 13 の指標が含まれる； 心臓血管疾患の治療というディメンジョンに

は、治療能力や治療プロセス、治療結果など 15 項が含まれる； 公衆衛生政策とサービス能力には、政策

や衛生費、住民の健康素養レベル、予防治療体系建設など 8 項が含まれている。 これと同時に、データ

対比を通じ、各地区の人々の心臓血管健康指標は一目瞭然となる。 

 

中国疾病管理センター慢性疾患センター 周脉耕副主任： 

『中国心臓血管健康指数（2017）』の各指数は、できる限りの科学的裏付けのもとに、その背後にある

公衆衛生の意義を強調している。各省の順位とスコアは全て相対的なもので、各省は夫々のディメンジョ

ンには、高スコアな省においても全て進歩の余地があるのだ。 省別ランキングに注目すると同時に、自

省の弱点にも注意を払わねばならず、将来進歩するための注力点とする。 

 



『中国心臓血管健康指数（2017）』 

データの秘密 

 

『中国心臓血管健康指数（2017）』 

全体の結果 

項目 合計 A.心臓血管

疾患流行状

況 

B.リスク要

因暴露状況 

C.リスク要

因予防管理

状況 

D.心臓血管

治療状況 

E.公衆衛生

政策・サー

ビス能力 

平均点 49.4 54.3 51.1 48.2 44.0 51.0 

最高点 75.4 90.0 69.8 96.0 62.0 79.5 

最低点 30.2 13.7 15.9 14.8 27.1 16.1 

最高/最低比 2.5 6.6 4.4 6.5 2.3 4.9 

ウェイト 100.00 20.70 10.04 36.56 18.12 14.58 

 

『中国心臓血管健康指数（2017）』 

各ディメンジョン±５リスト （ベスト５、ワースト 5） 

項目 A.心臓血管

疾患流行状

況 

B.リスク要

因暴露状況 

C.リスク要

因予防管理

状況 

D.心臓血管

治療状況 

E.公衆衛生

政策・サー

ビス能力 

合計 

１ 浙江 広西 北京 北京 上海 北京 

２ 福建 江西 上海 浙江 北京 上海 

３ 広東 雲南 江蘇 上海 江蘇 浙江 

４ 江蘇 福建 浙江 湖南 浙江 江蘇 

５ 上海 青海 天津 海南 天津 福建 

－５ 新疆 北京 広西 内蒙古 内蒙古 雲南 

－４ 河南 山西 陝西 雲南 貴州 陝西 

－３ 吉林 遼寧 雲南 安徽 山西 黒竜江 

－２ 西蔵 河北 貴州 遼寧 黒竜江 貴州 

－１ 黒竜江 天津 海南 寧夏 西蔵 西蔵 

 

『中国心臓血管健康指数（2017）』 

 

 

 
 

 



『中国心臓血管健康指数（2017）』 

A.心臓血管疾患流行状況 

 
 

B.リスク要因暴露状況 

 
 

C.リスク要因予防管理状況 

 
 

 

 



D.心臓血管疾患治療状況 

 

 
 

E.公衆衛生政策・サービス能力 
 

 
 

孔灵芝中華予防医学会副会長（健康伝播分会主任委員兼務）は、発表会の席上、各省・市は、リストの

ランキングに過度な注視をするべくではなく、具体的なスコアを客観的に分析し、特にスコアが低い、経

済的実力が弱い地区はとくに、目標を定め、薄弱な部分のブレイクスルーに重点を置かねばならないとし

ている； 各省・市関係部門もまた、更に疾病データのモニタリングシステムを改善し、全社会の疾病予

防管理意識を向上させ、全国民参画によって、心臓血管疾患予防管理能力を全面的に向上してゆかねばな

らない。 

文/健康報記者 王瀟雨 
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Wow! China Cardiovascular Health Index (2017) World’s First 
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At present, cardiovascular disease has become the first cause of death of our residents, accounting for more than 

40% of the total number of deaths. The number of ardiovascular patients in China is approaching 300 million! If it is 

possible to draw a map of the national cardiovascular health, we can see where it is healthier and why. Where is not 

ideal, how to improve It will help a lot, it is a great thing to benefit the country and the people. The "China 



Cardiovascular Health Index (2017)", published by Shanghai authority is not only the achievements of China's 

cardiovascular disease experts' dream of the century, but also giving a strong drivinc force for China's high blood 

pressure and other chronic disease prevention and control. 

  

<Skipped the rest part of this article> 
 

http://www.sohu.com/a/143832101_162422?loc=4&tag_id=64722 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

厉害了！ 《中国心血管健康指数（2017）》全球首发 
捜狐新聞 news.sohu.com 2017-05-26 20:36 来源： 
--------------------------------------------------------------------------------  

当前，心脑血管疾病已成为我国居民的第一位死因，占总死亡人数的 40%以上。全国心血管病患者逼近 3

亿！如果能够绘制出全国的心血管健康地图，看看哪里更健康，为什么？哪里不理想，如何改进提高？那将

帮了大忙，真是一件利国利民的大好事。5 月 26 日，在上海权威发布的 《中国心血管健康指数（2017）》，

不仅成就了我国心血管病专家的世纪梦想，也将为我国高血压等慢性病防控注入强劲动力。 

这份由中国心血管健康联盟、中国疾病预防控制中心慢病中心、中华医学会心血管病学分会和《健康报》

社共同在第 11 届东方心脏病学会议上发布的指数体系，全面勾勒出我国心血管健康防控的版图，首次建立

起了国家层面的心血管健康指数的大数据，不仅是我国目前维度和数据评估最权威的大型综合心血管健康指

数，同时也是全球首个国家级高度立体扫描心血管疾病防控的综合性指数评估。 

 

五大维度、 52 个细分指标构成综合评价体系 

《中国心血管健康指数（2017）》以五大维度、52 个细分指标构成综合评价体系，从我国心血管疾病的流

行、危险因素暴露情况、危险因素防控情况、心血管疾病的救治情况、公共卫生政策与服务能力五大维度进

行分析，充分反映了全国及地区人群整体心血管健康状况、心血管病流行和发展趋势，也综合衡量了我国全

人群心血管疾病从预防到治疗等各阶段的发展状况、发展模式和治理结构。对于各地在疾病防治能力、政策

保障和卫生投入等诸多方面存在问题的解决和改善，这部报告提供了崭新的视角，也势必将全面推动全社会

对心血管疾病的重视力度，有助于我国心血管疾病死亡率和发病率下降“拐点”的早日到来。 

据了解，《中国心血管健康指数（2017）》由中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心作为合

作单位，国家卫生计生委医政医管局医疗综合评价处、国家卫生计生委统计信息中心药物信息管理处、北京

市心肺血管疾病研究所、中国卒中学会、上海市疾病预防控制中心、中华预防医学会健康传播分会等 8 家机

构共同参与，前后历时一年，由流行病学、公共卫生、临床、政策研究等 40 余位知名专家直接参与编写。 

 

中华医学会心血管病学分会主任委员，亚太介入心脏病学会主席葛均波院士： 

近些年中国心血管疾病爆发式增加，势头得不到遏制，究其原因是我国在心血管方面预防做得不好。应对

我国心血管疾病的危机，应当把提升心血管病的防治水平提高到国家战略的高度，结合我国的国情，制定心

血管病的防治战略，实现国家整体心血管病防治水平的提高。 

新形势下，大国健康离不开大数据的支撑，必须认识到心血管疾病的可防可控，对危险因素加强管理，直

接关系到整体防控的效果和质量。我们通过《中国心血管健康指数（2017）》的建立，希望能够反映全国及

地区人群整体心血管健康状况，能够了解心血管病的流行和发展趋势，评价心血管病防治水平，为相关决策

提供科学依据，力争早日实现“拐点”。 

 

《中国心血管健康指数（2017）》专家组组长、北京大学第一医院心内科及心脏中心主任 霍勇教授： 

指标筛选遵循了科学性、代表性、全面性、可获得性 4 大原则。高血压、高血脂等指标与心血管疾病的关

系最为密切，均有科学依据。同时，心血管的健康指数并非几个指标就能够反映，52 个指标是具有代表性

的，而非包罗万象，但要求全面。指标的可及性和可获得性非常重要，同时未来通过稳定途径，有规律地获

得数据。 

未来《中国心血管健康指数（2017）》的发展要做到三点。首先，指标发布制度化；第二，发布各省的改

善情况。哪些省份改善最快或是有所恶化，需要密切关注；第三，细致区域划分，目前以省为单位，未来考

虑精细到市为单位。 

2013 年世界卫生组织发布的“2525 计划”提出，在 2025 年之前，在世界各国要将慢性病导致的过早死亡

http://www.sohu.com/a/143832101_162422?loc=4&tag_id=64722


降低 25%。这些慢病中，50%是心血管疾病，所以心血管疾病防控对实现“2525 计划”至关重要。另外，在

慢病防治领域，心血管疾病的防治措施最多，并且经过科学证明是有效的，也期待通过《中国心血管健康指

数（2017）》所产生的推动作用，为其他慢病防控提供借鉴。 

 

《健康报》社 周冰总编辑： 

根据《“健康中国 2030”规划纲要》要求，健康中国的实现，需要全方位的布局。我国心血管健康的防控工

作，不仅需要疾控部门、临床医生、政策制定者，媒体同样要承担应有的责任，向公众传播心血管健康知

识，增强公众对心血管疾病的认识，使社会不同部门实现心血管健康防控的整体联动。 

 

北京市心肺血管疾病研究所 刘静教授： 

2016 年 5 月 29 日《中国心血管健康指数（2017）》项目启动。经过 5 场专家会，9 场工作组会议，两轮德

尔菲法调研问卷后，确认了 5 大维度 52 个指标。后通过层次分析法和专家调研，最终确认每项指标的权

重。 

经专家组讨论，《中国心血管健康指数（2017）》中所引指标需满足三点：数据可及性指标、有效干预性指

标、正向指引性指标。根据全部相关指标、主要核心指标、可获得性指标的制定规则，充分利用中国卫生统

计年鉴、中国慢性病及危险因素监测、中国分省疾病负担研究、人口死亡信息登记管理系统、《2016 国家医

疗服务与质量安全报告》、医院质量监测系统 HQMS 等现有可靠性数据库，获得数据可及性指标；可干预指

标更具纳入价值，增强指标敏感度，可早日促成目标实现；正向引导并辅助国家及地方政策与方针的实施与

落实。 

经过专家切磋，《中国心血管健康指数（2017）》最终确定了心血管疾病流行情况、危险因素暴露情况、危

险因素防控情况、心血管病救治情况、公共卫生政策与服务能力五大维度构成。 

这五大维度将影响心血管健康的核心要素系统有机地整合了起来，在此基础上，五大维度细化为 52 个指

标：心血管疾病流行维度，细分为早死亡概率、患病率等 5 项指标；危险因素暴露维度下设行为、代谢性指

标、PM2.5 浓度等 11 项指标；危险因素防控维度包含高血压、糖尿病、高血脂症、成功戒烟率 13 项指标；

心血管病救治维度包括救治能力、救治过程、救治结局 15 项指标；公共卫生政策与服务能力维度涉及政

策、卫生费用、居民健康素养水平、防治体系建设等 8 项指标。与此同时，通过数据比对，各地区人群心血

管健康的指标也一目了然。 

 

中国疾控中心慢病中心 周脉耕副主任： 

《中国心血管健康指数（2017）》中的各项指数在尽量保证科学性的情况下，更加强调其背后的公共卫生

意义。各省的位次和分值都是相对的，各省在每一个维度都存在着进步的空间，即使得分很高的省份；关注

各省排名的同时，更应关注自身的弱项，从而为将来的进步找到着力点。 

 

《中国心血管健康指数（2017）》 

数据大揭秘 

 

《中国心血管健康指数（2017）》 

总体结果 

 

中华预防医学会副会长兼健康传播分会主任委员孔灵芝在发布会上提醒，各省市不应过度关注总体排名，

而是应当客观分析具体得分项，尤其是得分较低、经济实力相对较弱的地区，应有的放矢，选择重点薄弱关

节突破；各省市相关部门也应进一步完善疾病数据监控系统，提升全社会疾病防控意识，全民参与，全面提

升心血管疾病防控能力。 

 

文/健康报记者 王潇雨 
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