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①前代未聞のコロナ禍に、考えていたこと

②「ヘルスリテラシー」とは？

③糖尿病治療における「ヘルスリテラシー」とは？

本日の内容



前代未聞のコロナ禍に
考えていたこと



コロナ禍に渦巻いた「デマ」
コロナウイルスは熱に弱く、26~27度のお湯を飲むと殺菌効果がある
ーSNSで複数投稿

「深く息を吸って、10秒我慢する」ことができれば新型コロナには感染していない
ーLINEで拡散

このコロナウイルス、高温多湿と紫外線が大嫌い
ー5月19日、テレビ朝日番組での岡田晴恵白鴎大学教授の発言

WHOが方向転換「感染者の隔離は不要」
ー7月4日、Twitterで拡散

イソジンなどのうがい薬でコロナ感染予防
ー8月4日、大阪府知事記者会見

(新型コロナのワクチン接種で）日本初の死亡者
ー週刊新潮・2021年3月18日号の新型コロナウイルスワクチン特集の見出し

ファイザー社の公式サイトに不妊症を引き起こす可能性があると記されている
ー2021年6月ごろより、ネットで拡散



こんなご経験はありませんか？

コロナワクチン、
怖いから

打ちたくないんですよ～。

え、どうして？
何が怖いの？？？



6月17日放送 読売テレビ

今でも約30%の人が否定派！





こんな書籍まで発刊されているとは！



正しい知識を、
どこから、どうやって得てくるか？

以前、当院で実施した
「糖尿病教室」において



糖尿病の予防や治療に関する情報源は何ですか？

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・本が多かった。

平成14年度糖尿病実態調査報告 厚生労働省



テレビの報道も玉石混交・・・。
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お薦めのサイト



食生活に影響を与えている情報源は何ですか？
（旧メディア編）

令和元年度国民健康・栄養調査 厚生労働省

やはり、あらゆる年齢層において、テレビ強し！



令和元年度国民健康・栄養調査 厚生労働省

ウェブサイト・SNSの台頭！！！

食生活に影響を与えている情報源は何ですか？
（新メディア編）

3位 3位
4位

4位5位



氾濫する情報に、翻弄されている一般市民は、非常に多い。
糖尿病治療の現場でも、このことは良く遭遇する。

「健康」とは何なのか、自分にとって、
どれくらいの「健康」が必要なのか、
そのためにはどうすれば良いのか、

一人一人の市民が自分の頭で考える必要がある。



「ヘルスリテラシー」とは？



「健康」とは？

「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、
単に病気がないとか虚弱でないということではない」

（Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity）

1948, WHO憲章



2017年初版



2016年初版



中山和弘先生
聖路加国際大学教授

健康や医療に関する情報を
入手し、理解し、評価し、
活用する力のことだよ。

毎日新聞コラム



「健康を決める力」ウェブサイトより

日本人の「ヘルスリテラシー」は低い

健康情報を「入手」「理解」まではできたとしても、
「評価」「活用」できない人が多い。



なぜ「ヘルスリテラシー」が低いか？

子供の頃からの健康教育が十分機能していないから

プライマリ・ケアが充実していないから

総合的なWebサイトがないから



「ヘルスリテラシー」が低いと、どうなるか？

・予防サービスを利用しない
・病気、治療、薬などの知識が少ない
・ラベルやメッセージが読み取れない
・医学的な問題の最初の兆候に気づきにくい
・長期間または慢性的な病気を管理しにくい
・保健、医療の専門職に自分の心配事を伝えにくい
・慢性の病気のために入院しやすい
・救急サービスを利用しやすい
・職場でケガをしやすい
・死亡率が高い
・医療費が高くなる



「ヘルスリテラシー」とは、健康や医療に関する情報を
入手し、理解し、評価し活用する力のこと。

「ヘルスリテラシー」が低いと、
慢性疾患の管理に影響を及ぼす。

日本人は識字率が高い割に、
「ヘルスリテラシー」が低いと言われている。



糖尿病治療における
「ヘルスリテラシー」とは？



一般社団法人日本生活習慣病予防協会の
ホームページより 2021年5月11日

















調査のまとめ

①一般生活者にとって「糖尿病」は、
「もっともかかりたくない生活習慣病」であった。

②検査指標としての「HbA1c」の認知度は低かった。

③コロナ禍においては、
運動療法よりも食事療法の方が強化しやすい？



JAMA, 2002

「ヘルスリテラシー」のレベルと、
糖尿病のコントロール状態・合併症の関係

アメリカのプライマリケアクリニックで行われた横断研究



S-TOFHLA
; the short-form Test of Functional Health Literacy in Adults

50問の読解力部門と17問の数的基礎力部門からなるテスト形式の尺度。

読解力部門では、病院で患者さんが実際に目にする文章などを使った
穴埋め型の問題になっており、正しい回答を選択肢から選ぶ。

数的基礎力部門は、処方薬の服用方法などが書かれたラベルから
必要な数的情報を扱うことができるかを確かめる。

36問の読解力部門と4問の数的基礎力部門からなる短縮版もある。



若年
女性
白人
大卒

良い保険
英語圏

糖尿病罹患歴短い
⇩

「ヘルスリテラシー」レベルが
高かった。



「ヘルスリテラシー」レベルが高い
学歴が高い

安い保険に入っている
レジメンがシンプル

⇩
HbA1cレベルが低かった



HbA1cが低い群
「ヘルスリテラシー」レベルが

高い人が多い

HbA1cが高い群
「ヘルスリテラシー」レベルが

低い人が多い



「ヘルスリテラシー」レベルが低いと、
糖尿病合併症が多かった。
特に網膜症と脳血管疾患



JAMA, 2004

教育により「ヘルスリテラシー」を高めてやると、
ＨｂＡ１ｃは低下するか？

アメリカの大学で行われた介入研究



年齢50-60歳
年収200万円以下
高卒以下も多い
HbA1c 10%程度

BMI 30kg/m2前後
病歴5年

インスリン40％
内服薬75％



「ヘルスリテラシー」レベルが低い患者群では、
介入によりＨｂＡ１ｃが1.4％余計に低下した。



「ヘルスリテラシー」を高めるには、
どうしたら良いか？



治療の目標

• 合併症を予防する
• QOLの最大化

2型糖尿病における
患者中心の血糖マネジメントのための

意思決定サイクル

ポイントとなる患者特性を評価する
• 最近のライフスタイル
• 併存症（ASCVD、CKD、HFなど）
• 臨床特性（年齢、HbA1c、体重など）
• 動機づけ、意欲低下などの問題
• 文化的及び社会経済的特性

ASCVD：動脈硬化性心血管疾患
CKD：慢性腎臓病
HF：心不全
DSMES：糖尿病自己管理教育支援
SMBG：自己血糖測定

治療選択に影響する特定の因子を考慮する
• 個人のHbA1c目標値
• 体重及び低血糖に対する影響
• 薬物治療の副作用プロファイル
• レジメンの複雑性（例：頻度、投与法など）
• アドヒアランス及び継続性を高めるレジメン
• 治療へのアクセス、費用、入手しやすさ

マネジメントプラン策定のための共有意思決定
（SDM：shared decision making）
• 教育と情報提供を受けた患者（及び家族／介護者）
を巻き込む

• 患者の好みを探す
• 動機づけ面接、目標設定、共有意思決定を含む有
効なコンサルテーション

• 患者に権限を与える
• DSMESへのアクセスを確保する

マネジメントプランに合意する
• SMARTゴールを明確にする

• Specific：個別のものである
• Measurable：測定可能である
• Achievable：達成可能である
• Realistic：現実的である
• Time limited：期間の区切りがある

マネジメントプランを実行する
• 目標達成できない患者の治療を
継続する場合3ヵ月ごとに面会す
ることが望ましい。なお、DSMES
の初期においては、より頻繁な面
会が望ましい。

以下を含むモニタリングと支援
の実施；
• 精神的安定
• 薬剤の忍容性を確認
• 血糖値をモニタリングする
• SMBG、体重、歩数、HbA1c、血圧、
脂質などのバイオフィードバック

マネジメントプランを評価し、合意する
• マネジメントプランを評価する
• 変化に対する相互合意
• 臨床的な惰性（clinical inertia）回避のた
めに、合意を得て治療を適宜修正してい
くことが必要である

• 意思決定サイクルを定期的に回す
（少なくとも年に1、2回）

Davies MJ et al. Diabetologia 2018; 61(12): 2461-2498.



Shared decision making (SDM)とは？



「ナラティブ」とは？
“NBM”とは？





“multi-morbidity”とは？







糖尿病治療にも、SDGsが必要だ！







糖尿病治療ガイド2020-2021

stigma；偏見・負の烙印

advocacy；権利擁護

サルコペニア
フレイル
認知症
悪性腫瘍



アドボカシー（権利擁護）の機運が
高まっています。







我々の役目は、
最上のお召し物を仕立てることです。

① その都度、新しくトレンドを取り入れます。

② 身体にフィットした、いつまでも着ていられる

③万が一合わなくなった場合は、微調整します。



ご清聴ありがとうございました。


