私たちのニーズ、私たちの要望
COVID-19の流行により世界中で保健が政策における最重要課題として確立されました。良好な健康状
態は人々の生活のあらゆる面に影響を及ぼします。国レベルでは、健康な人々は国家の繁栄の必須条
件です。
乾癬性疾患はさまざまな体の部位、主に皮膚や関節、あるいはその両方が侵される全身性疾患で
す。乾癬性疾患は皮膚や関節の症状に加えて関連する非感染性疾患の発症リスクが上昇すると
いう特徴があり、こころの健康やQOLにも重大な影響を及ぼします。2014年、すべての国連加盟国
は乾癬性疾患とともに生きる人々の生活を改善することを約束しました。この壮大な目標をどのよ
うに達成するかについての実践的な勧告が2016年のWHO世界乾癬レポートで公表されました。
この社会的なマイルストーンから5年以上経ちましたが、多くのことがやり残されています。
世界乾癬デーに向けて、アクションを求めるために乾癬性疾患コミュニティは団結します。

私たちの要望
乾癬性疾患の認識を変えてください
平等な治療アクセスを保証してください

スティグマをなくしてください
総合的なケアを促進してください
医療従事者を適切に配置してください

認識を変えよう
乾癬性疾患は全身を侵します – 体の内側も外側も
乾癬性疾患は全身性疾患です。その特徴の一つは、関連
する非感染性疾患の発症リスクの上昇です。もっともよく見
られる併存疾患は肥満、高血圧症、脂質異常症、糖尿病
（これらはメタボリック症候群と総称されます）、循環器疾患、
そして炎症性腸疾患です。さらに、乾癬性疾患はこころの
健康やQOLにも重大な影響を及ぼします。乾癬性疾患とと
もに生きる人々は、その症状や、また炎症の脳への影響に
より、不安やうつを発症するリスクが高まります。
アメリカの回答者の34.3%は乾癬性疾患が皮膚
にのみ発症すると思っている1

乾癬性疾患および一つ以上の併存疾患があることは身体
的、精神的、経済的に大きな負担となります。COVID-19の
流行が拡大しているなかで、乾癬性疾患によく見られる併
存疾患の一部、特に糖尿病、肥満、高血圧はCOVID-19の
予後不良の危険因子となることが明らかになり、更なる潜
在的なリスクと疾病負荷が加わります。

WHOの世界乾癬レポートは併存疾患のスクリーニングと
予防を考慮した乾癬性疾患の包括的なケアと、こころの健
康へのサポートを求めています。

健康的な生活スタイルなど、変更可能な危険因子に働き
かけることで併存疾患の発症を予防すれば、個人の疾病
負荷を軽減し、長期にわたる医療システムの利用にとって
も有益になるでしょう。さらに健康な人々はCOVID-19のよ
うな感染症の大流行の影響を受けにくくなるでしょう。乾癬
性疾患によく見られる併存疾患のスクリーニングをケアの
一部にすれば、併存疾患の早期発見・早期治療が可能と
なり、より深刻な状況や医療資源コストの増大を防ぐことが
できるでしょう。

乾癬性疾患とともに生きる人々の43%はCOVID19パンデミック時に病気が悪化した2

マレーシア
シンガポール
ヨーロッパ
ラテンアメリカ
うつと診断されている、又は、その兆候が見られ
る乾癬性疾患患者の割合3

の勧告を実践するために
適切な医療資源のある環境においては、医療従事者及び医療システムは皮膚科医、リウマチ科医、心理士、精神
科医、小児科医、循環器科医などの専門家による総合的なチームにより包括的なケアを患者に提供するよう努め
なければなりません。医師は可能性のある病気の転帰について患者へ知らせなければなりません。医師と患者は
アドヒアランスの障壁を特定し、最適な治療へ到達するよう、協力しなければなりません。

1. Pearl et al., JAAD (2019)
2. Mahil et al., JEADV (2021)
3. Bakar et al., J Taibah Univ Med Sci (2021); Tee et al., JEADV, (2016); Puig et al., JEADV (2017); Burge et al., Value in Health (2017), abstract

平等な治療アクセスを保証しよう
手ごろな値段の、安全かつ有効な、質の高い治療選択肢
乾癬性疾患は根本的な治療法がまだ見つかっていません
が、皮膚や関節の症状は薬によって効果的に治療するこ
とができます。
手ごろな値段の、安全かつ有効な、質の高い薬や医療技
術へのアクセスは乾癬性疾患の適切な治療につながり、
併存疾患の発症を防ぎます。乾癬性疾患のあるすべての
人々は、どこに住んでいようとも最良の治療やケアへ平等
にアクセスできなければなりません。この目標を達成する
ために、政府及び保健当局は適切な治療を、その恩恵を
受けられるすべての人々が利用できるよう、その利用や保
険償還の計画などの課題に取り組むべきです。

ラテンアメリカの皮膚科医の40%は全身性
の薬剤を処方していますが、生物学的製剤
を処方しているのはわずか11%である。1

COVID-19の流行は治療薬やワクチン、医療技術へのアク
セ ス や 配 分 に お け る 不 平 等 さ を 浮 き 彫 り に しま し た 。
COVID-19の治療やワクチンに関しては、乾癬性疾患の治
療にもっとも効果的な薬や医療技術の恩恵がどこでも誰で
も受けられなければなりません。

異なるタイプの治療が選べるようになったら、その治療が
患者の目標、考え方、好みに合うよう、患者と医師との間
には常に”shared decision making”がなければなりませ
ん。それぞれの患者は、疾患の重症度、QOLへの影響、
治療ゴールなどの点において、それぞれに乾癬性疾患を
経験しています。乾癬性疾患とともに生きる人々は彼ら自
身の健康状態の専門家であり、したがって治療の意思決
定を行う際には治療のパートナーと見なされるべきです。
治療に関して合意することは治療へのアドヒアランスや満
足度、長期的な転帰を改善します。

韓国の郊外に住む人々はソウルに住む人々よりも
全身性の治療を受けられる可能性が低い。2

アフリカの54ヶ国のうち、南アフリカのみがバイオシミ
ラーのための明確な規制の枠組みを持つ。3

の勧告を実践するために
加盟国は乾癬に苦しむ人々が専門的な医療へアクセスできるようにしなければなりません。早期診断と適切な
治療は、患者が不必要に苦しんだり、病気のコントロールが悪くなったり、非可逆的な関節の変形や障害に至
るのを防ぐための最善の機会となります。
乾癬に苦しむ人々は包括的かつひとりひとりに合った治療へアクセスできなければなりません。
皆保険制度でこういった治療費用を負担するべきです。
1. Global Psoriasis Atlas annual report 2018-2019
2. Ha et al., Medicine (2020)
3. J Pategou, Biosimilar Development (2020), web

スティグマをなくそう
乾癬性疾患とともに生きる人々のために声をあげよう
目に見える皮膚の病気は社会からの拒絶や排除につなが
ることがよくあります。さらに悪いことに、スティグマはしばし
ば患者さん自身によるスティグマを伴います。乾癬性疾患
を持つ患者さんは病気のせいで恥ずかしい、バツが悪いと
感じることがあり、自尊感情も低くなりがちです。乾癬性疾
患に伴うスティグマや自己スティグマは広範な影響を及ぼ
します。周囲のネガティブな反応はネガティブな感情につな
がり、こころの健康や社会的とのかかわりに影響を与えま
す。

健康状態に関連するスティグマは、感染症の流行時に日
常的に主流となります。COVID-19、SARS、HIVなど最近の
例では、スティグマは、差別、嫌悪、人種差別に加えて、検
査や治療を求めることに対してためらいを生じさせることが
示されました。

乾癬性疾患のある人の5人に4人はスティ
グマや差別を経験している。1

WHOの世界乾癬レポートはスティグマを減らすための対
策を導入しなければならないと明確に述べています。よくあ
る誤った概念は払拭されなければなりません。乾癬は決し
て人にはうつらず、単なる皮膚病ではなく、不潔が原因でも
なく、誰のせいでもありません。
ドイツでの調査に回答した人の68%は目に見える皮膚
疾患のある人々差別的な扱いを受けていると思ってい
た。2

の勧告を実践するために
政府はスティグマや差別を減らすための重要な役割を担っています。乾癬のある人々が直面している排除や差別
の原因は、乾癬ではなく、社会なのです。一般の人々の乾癬の認知度向上キャンペーンを通して、また乾癬で苦し
む人を差別しないようにすることで、こういった状況を変えることができます。加盟国による積極的な対策には差別
防止法の制定や既存法の実施などがあります。
患者団体と市民社会は差別と闘い、政府や政治家たちに国際的な公約の責任を課すことに
重要な役割を担っています。

1. Data from the Psoriasis And Beyond survey presented at the 6th World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference 2021
2. Sommer et al., JEADV (2020)

総合的なケアを推進しよう
すべての患者さんを受け入れる乾癬性疾患のケア
乾癬性疾患のような複雑な病気の最適な治療を実現する
には医療システムをどのように稼働させるかにおいて変革
が必要です。断片化したケアや疾患中心のアプローチは
非感染性疾患を持つことが多い高齢者のケアには不適切
です。複数の慢性疾患のある人々には健康状態そのもの
ではなく、個々人とその健康上の目標にフォーカスした人
間中心の統合されたケアモデルが必要です。

COVID-19によって突然の医療危機の試練に耐え得るしな
やかな医療システムの重要性が強調されました。COVID19への対応に医療資源が取られている間、慢性疾患ととも
に生きる人々のケアは正常に機能していませんでした。乾
癬性疾患では、受診のキャンセルや免疫抑制治療開始へ
のためらいによりケアが不十分となり、また、長期的な予
後不良の引き金になった可能性があります。

乾癬性疾患のための統合されたケアの最もシンプルな形
は、皮膚科とリウマチ科の専門医が協力し、皮膚科/リウマ
チ科を併せ持つ医療機関を作ることです。乾癬性疾患の
統合されたケアのコンセプトをメンタルヘルスサービス、併
存疾患の予防、健康増進、家庭医との連携などへ広げる
ことは病気のあらゆる面に対応する高品質な統合された
人間中心のケアになるでしょう。現在のCOVID-19パンデ
ミックは患者さんを中心としたケアモデルの構築へ向けた
変化の促進に役立つ可能性があります。

エジプトの皮膚科医のほとんどはCOVID-19パン
デミック時に生物学的製剤/免疫抑制剤の導入が
遅れていた。1

ドイツ
ポーランド

ドイツとポ ーラン ドの乾癬 性疾患 ととも に生 きる
人々のうち、皮膚科医と治療目標について合意して
いると答えた人は、それぞれ32％と27.3％にとど
まった。2

アルゼンチンでは乾癬性疾患ともに生きる人々の90%
が治療の意思決定に参加したかったと回答した。3

の勧告を実践するために
乾癬及びその併存疾患の最善の治療には人間中心の統合された医療サービスへと変化することが求められてい
ます。乾癬のあるすべての人々がそれぞれの選択に対応し、且つ、ニーズに合った方法で、安全かつ有効、タイ
ムリーで十分な許容できる品質で提供される医療サービスを利用できなければなりません。
医療ケアの明確なニーズ、患者さんのアンメットニーズ、ガイドラインを遵守した治療の障壁の特定には医療サー
ビスに関する研究をうまく利用する必要があります。医療サービスに関する研究はケアの質の改善と十分な投資
のためのアクションについてモニターしフィードバックを提供しなければなりません。

1. EL-Komy et al., J Cosmet Dermatol (2021)
2. Data from PsoBarrier study presented at the 2019 German Congress for Health Services Research
3. Data from the AEPSO survey presented at the 6th World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference 2021

医療従事者を適切に配置しよう
より多く、十分な配置
質が高く適切に配置された医療従事者は乾癬性疾患のよ
うな複雑な疾患を管理するのに必要不可欠です。医療従
事者の不足と、地方に不利となる専門医の不正な配置は
ともに国家間及び国内における医療格差を生み出します。

COVID-19の流行により医療従事者の不足によって生み出
された課題に注目が集まりました。十分な医療資源のある
国においてさえ看護師や医師の不足はCOVID-19の原因と
なるウイルスに感染した人々へのケアを確保するための主
要な障害物となりました。

プラマリケアは、患者をさまざまな専門医につなぎ、疾患活
動性や併存疾患のスクリーニングにおける変化をモニター
し、アドヒアランスやライフスタイル変更の実施をサポート
する理想的な立場にあります。毛細管構造のようなプライ
マイケアにより、地方や遠隔地における専門医の不平等な
配置を補うことができます。残念なことにプライマリケア医
は乾癬性疾患について十分な教育を受けていません。
乾癬性疾患のケアを改善するには医師に皮膚科のトレー
ニングを奨励し、大学及び卒後教育で乾癬性疾患に関す
る教育を強化することが必要です。さらに、医師以外の医
療従事者へのトレーニングは専門医やプライマリケア医が
併存疾患、アドヒアランスの課題、行動変容に取り組むの
に大きな助けになります。

患者さんが有効な治療を得るのに平均で3人の医
師にかかっている。1

スウェーデンの調査では乾癬性疾患とともに生きる人々
の28%がプライマリケアの環境において乾癬性関節炎
の知識が不十分と回答した。2

トレーニングあり

トレーニグなし

アフリカ54ヶ国のうち、30ヶ国で大学での皮膚科のト
レーニングプログラムがない。3

の勧告を実践するために
政府及び非政府組織は、医療従事者に対して一般的な慢性皮膚疾患に関する教育を提供しなければなりませ
ん。これには、医学部や看護学部のカリキュラムやプラマリケア医の実地トレーニングなどが含まれます。早期
診断及び障害予防を強化するために、かかりつけ医の乾癬に対する認知度を向上させる必要性があります。
すべての医療従事者、特にプライマリケアで働く医師は、乾癬性疾患、その管理、及びその併存疾患について知っ
ておかなければなりません。医療従事者の団体は、乾癬性疾患の迅速な診断と効果的な治療に関して、低中所得
の国の医師に対し、たとえばインターネット経由でトレーニングを提供しなければなりません。乾癬性疾患患者さん
は、個別のニーズに対応し、専門医と連携するプライマリケアへのアクセスを必要としています。

1. Armstrong et al., JEADV (2018)
2. Data from the Psoriasisförbundet primary care survey presented at the 6th World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference 2021
3. Mosam et al., Dermatol Clin (2021)

