
#worldpsoriasisday #wpd2021#UnitedNowAct



一つになったコミュニティは
強力な活動ができます！

真に力のある乾癬コミュニティは常につながり、
正しい情報と豊富な経験を持ち、一つになっています。

2020年の”INFORMED”キャンペーンでは、乾

癬が身体的にだけでなく社会的、精神的、経
済的にも世界中の多くの人々に影響すること
を知りました。

この年はさらにチャレンジングな年でもありま
した。新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
クにより私たちはみな非常に大きな打撃を受
け、乾癬のある人々はさらに治療への障壁に
直面しました。このような状況にもかかわらず、
私たちはプロジェクトを継続することをお約束
してきました。私たちのコミュニティは乾癬の
ある人々のQOLを向上させることができるあら

ゆる活動を先延ばしにすることはありません。
世界はまだ不確実ではありますが、確実に回
復しつつあります。このパンデミックによって
「一つになる」ことと私たちのコミュニティにお
いてもっとも脆弱な人々を守ることがいかに
重要かが強調されました。

私たちは世界乾癬デーは一つになることだと
いうことを誇りをもってお知らせします。今年、
世界各国から個人が、組織が、そして IFPA

パートナーが一つになるキャンペーンを行い、
共通のプラットフォームから発信します。とも
に、私たちは政策的な意思を具体的なアク
ションへ転換させるための国際的な取り組み
を推進し、私たちのコミュニティが満たされた
ものになることをお約束します。



「ひとつになる」ことは
同一性という意味では
ない。それは目的の単
一性という意味である
–プリシラ・シャイラー

毎年の世界乾癬デーの
目的は：

ifpa-pso.com

認知度の
向上
一つになって、私たちは乾癬の
認知度を高め、乾癬が人々の
生活にもたらす影響について
の関心を高めます。

政策への
取り組み
一つになって、私たちは政府
が適切で手ごろな治療へのア
クセスを改善する取り組みを
強化できるようにします。

情報の

普及
多くの人にとって乾癬はまだあ
まり知られていない病気です。
ひとつになって、私たちはあり
がちな誤解を解き、疑問に答
えます。

乾癬コミュニティ
の強力な代弁
一つになれば、すばらしいこと
を達成することができます。

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/


一つになることは私たちの強みであり、
多様性は私たちの力です
2004年に新設された世界乾癬デーは、
すべての人が声を一つにし、乾癬支援
のための取り組みを推進する主要なプ
ラットフォームに成長しました。今日では、
世界乾癬デーは世界50ヶ国以上で祝福
されています

世界乾癬デーワーキンググループのメ
ンバーに対し、彼らの情熱とキャンペー
ン立案への積極的な参加に特別な感謝
の意を表したいと思います。あなた方は
全世界の乾癬コミュニティを一つにする
ために常に一層の努力をしています。



ロゴのダウンロード

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/


尋常性乾癬
皮膚の炎症と

鱗屑

爪乾癬
爪の陥凹と
爪床剥離

滴状乾癬
涙滴状の
皮疹

間擦部位乾癬

明赤色でつやの
ある滑らかな皮疹
であるが、鱗屑を
伴わない

膿疱性乾癬

発赤の周囲の膿
が詰まった皮疹

（膿疱）

紅皮症

熱傷のように見
える全身に広
がった真っ赤な

皮膚

家族歴感染症薬剤

ケブネル現象
などの

皮膚外傷

メタボリック
因子

喫煙飲酒

慢性炎症性皮膚
疾患では皮膚の
ライフサイクルが
30-50日から3-4
日に短縮される。

掌蹠膿疱症（PPP）は
乾癬の稀な病型であ
る –palmoは手掌の
意味で、planterは足
底の意味である。

乾癬性関節炎はあら
ゆる年齢で発症し得
る。多くの人は乾癬
発症後約10年で関
節炎を発症するが、
関節炎が先行する場
合もある。

白人では、乾癬は赤色ま
たはピンク色の皮疹と銀白
色の鱗屑があらわれる。
皮膚の色が濃い人では、
乾癬は紫色か茶色の皮疹
と灰色の鱗屑があらわれ
る。

乾癬に似ている
多数の皮膚疾患
がある。たとえ
ば、皮膚真菌感
染症や湿疹など
である。

一般的な乾癬のタイプ

乾癬に関するあまり知られていない事実

稀な乾癬のタイプ

乾癬の危険因子



乾癬で苦しんでいる
誰かのご家族です
か？あるいは、お友
だちですか？
または、医療提供者や皮膚科領域
で働いている方かもしれません。あ
なたが支援を行うのに乾癬である
必要はないことを覚えておいてくだ
さい。

一つになる。それは「あなた」から始まります。
あなたでなければ、いったい誰が？
私たちはすべての人を手助けすることはできませんが、ひとり
ひとりは誰かの手助けになります。あなたの経験を共有するこ
とは私たちがみな「一つになる」と感じることができる強力な方
法です。

これらの簡単なオプ
ションのいくつかを選
んでシェアしましょう：

乾癬があってもなくて
も、あなたの写真を
送ってください。

「乾癬」または「世界乾
癬デー」の文字を入れ
て作った写真を送ってく
ださい。

このツールをあ
なたのネットワー
クやSNSでシェア
してください。

あなたがどう感じている
か、あるいはあなたがど
のように乾癬コミュニティ
を支援しているか、あな
たの経験を短い文章で
書いてください。あなたの
好きな引用や心を動かさ
れたメッセージもOKです。

私たちが一つになるとき、
私たちはもっと強くなれます。
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ハッシュタグ
#worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct
を付けてください！



私たちの乾癬コミュニティの偉大な
功績にもかかわらず、乾癬のある
人々はいまだ多くのアンメットニー
ズに直面しています。一つになり、
私たちには行動を起こすために世
界乾癬デーという機会があります。
10月29日、私たちは声を上げ、政
府が政策的な意思を行動へ転換で
きるようにします。みなさまのご支援
をよろしくお願いします。



一つになった乾癬コミュニティの光は
とても強く、それは全世界を照らすこ
とができます。

今年10月、みなさんの地域
ですばらしいイベントなどを
企画して、世界乾癬デーを
盛り上げていきましょう。

ハッシュタグ

#worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct
を付けてください！
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1. At least how many millions of people have 

psoriatic disease worldwide?

2. The first line of defense against psoriatic 
disease.

3. This WHO document confirms psoriasis is
a chronic, painful, disfiguring and disabling

non-communicable disease, without a cure.

4. This year, IFPA published a report on THIS

comorbidity of psoriatic disease.

5. It’s inclusive! IFPA has adopted this term to
represent all forms of psoriasis and psoriatic
arthritis.

6. Which city hosts the World Psoriasis &
Psoriatic Arthritis Conference every three
years?

7. Answers about psoriasis & COVID?

8. Psoriatic Disease is more than … deep.

9. Let’s get… ? 2019

10. What symbol did we choose to represent 
the “informed” campaign in 2020?

11. Global burden? Epidemiology? Study the 
global psoriasis…

さあ、あなたが「博識」で、今年のキャンペーンの
準備ができているかチェックしてみましょう…

※英語のクロスワードです。チャレンジしてみてください！答えは最後のページにあります。



ifpa-pso.com





クロスワードパズルの答え


