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2 型糖尿病診断時の医師との会話の質が
患者の治療アドヒアランスおよび心理的健康度と関連



第 51 回欧州糖尿病学会議（EASD）にて IntroDia™の新たな患者データが発表
診断時に医師が発する「勇気づけ」や「協調性」の会話が患者のアウトカム改善につながる



IntroDia™は、ベーリンガーインゲルハイムとイーライリリー・アンド・カンパニーが国際糖尿病連合（IDF）と
のパートナーシップのもと実施

2015 年 9 月 15 日 ドイツ／インゲルハイム、米国／インディアナポリス
医師と 2 型糖尿病患者における診断時のコミュニケーションが、患者のセルフケアや健康状態に大きく影響す
る可能性があることが、新たな調査で明らかになりました 1。この結果は、この分野では最大規模の多国間調査
である IntroDia™において、世界 26 か国、10,000 名を超える 2 型糖尿病患者の回答に基づき、定量的に示さ
れました 1,2。 IntroDia™の過去の調査では、経口薬の追加処方時の医師と患者のコミュニケーションでもこれ
と同等の関連性が示されています 2。
IDF バイスプレジデントであり、IntroDia™アドバイザリーパネルのメンバーを務めるカナダの糖尿病看護指導
士である、アン・ベルトン氏は次のように述べています。「2 型糖尿病と診断されると、多くの場合ストレスや不安
を感じます。2 型糖尿病という病気そのものや対処方法が分からないことから、不安を抱えるものと思われま
す。IntroDia™の調査結果では、医療従事者が適切な言葉を選ぶだけで、患者さんに治療開始時から効果的
な糖尿病管理法を実践してもらい、それを続けてもらうことができることを示唆しています。」
患者は医師の言葉を「勇気づけ」、「協調性」、「落胆させる」の 3 タイプに分け、それらが医師と患者のコミュニ
ケーションの質に関与することがこの調査から分析されています 1,2。医師から「勇気づけ」もしくは「協調性」の
言葉をかけられれば、患者はコミュニケーションの質が著しく改善されたと感じ、その反対に「落胆させる」言葉
を使われると逆の効果が生まれます 1,2。
 「勇気づけ」コミュニケーションの例として、「担当医から糖尿病の管理方法はいろいろな選択肢がある
と聞いた」といった言葉が挙げられます。
 「協調性」コミュニケーションの例として、「担当医と治療計画を立てるときに、自分の意見を聞いてくれ
た」といった言葉が挙げられます。
 「落胆させる」コミュニケーションの例として、「担当医から糖尿病はだんだん管理しづらくなると告げら
れた」といった言葉が挙げられます。
担当医と質の高い会話を交わしたと感じた患者は、糖尿病罹患による精神的な苦痛の軽減、食生活の改善、
運動量の増加、そして服薬アドヒアランスの改善といった、セルフケアや心理的健康度にも改善が見られること
が報告されています 1,2。
行動心理学者であり IntroDia™アドバイザリーパネルのメンバーを務める米国のウィリアム・ポロンスキー博士
は次のようにコメントしています。「この分野で最大規模の調査である IntroDia™によって、医師と 2 型糖尿病
患者さんの間で効果的な会話が交わされることが、患者さんご自身の症状に対する考え方や対処に強い影響

を及ぼすことが浮き彫りになりました。こうした最新の患者データによって、この疾患を長期的に管理していくう
えで適正な初期対応がいかに重要であるかが強く裏付けられました。」
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Capehorn（イギリス）、Ms. Susan Down（イギリス）、Prof. Aus Alzaid（サウジアラビア）が参加しています。
ベーリンガーインゲルハイムとイーライリリー・アンド・カンパニーの提携について
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日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社（医療用医薬品）、エスエス製薬株式会社（OTC 医薬品）、ベーリン
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イーライリリー・アンド・カンパニーの糖尿病事業について
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人々がより長く、より健康で、充実した生活を実現できるよう革新的な医薬品の開発・製造・輸入・販売を通じて
日本の医療に貢献しています。統合失調症、うつ、双極性障害、注意欠如・多動症（AD/HD）、がん（非小細胞
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尿病、成長障害、骨粗鬆症などの治療薬を提供しています。また、アルツハイマー型認知症、関節リウマチ、乾
癬、高コレステロール血症などの診断薬・治療薬の開発を行っています。詳細はホームページをご覧ください。
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