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第 1 回日本リウマチ看護学会学術集会 交流集会２ 

膠原病とがん 併存疾患をもつ患者の苦悩を考える －膠原病患者への看護の視点から－ 

 

井上満代 1) 山内洋子 2） 

1)兵庫医療大学 看護学部 看護学科 

2)兵庫医療大学 看護学部 看護学科 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

要旨 

膠原病の症状は患者によって異なることが多く、多彩でいつ出現するか分からないこともあり、症状管

理が困難である。また、好発年齢は青年期や壮年期であり社会的役割の遂行や女性が多い疾患特性から妊

娠・出産などのライフイベントの阻害も大きい。 

本稿では、膠原病患者ががんを併存したことによる苦悩に焦点をあてる。まず、膠原病患者の看護研究

の動向を概観し、膠原病の中でも女性が大半を占める全身性エリテマトーデス患者の生活の質に関する研

究結果を主軸にしながら、膠原病患者の療養支援の課題を探索する。その上で、膠原病患者ががんを併存

したときの苦悩を考察し、膠原病患者への看護として新たな課題を共有する機会としたい。 

キーワード：膠原病 がん 併存 苦悩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【膠原病患者の苦悩に関する看護研究】 

医学中央雑誌を用いた文献検索（膠原病 and 看

護文献 and 原著）の結果、90 件がヒットし、その

うち膠原病患者の苦悩に関する文献は40件であっ

た。図 1 は研究対象者別に分類したものである。 

 

 

  

研究対象として一番多い疾患は関節リウマチ、

次いで全身性エリテマトーデス（以下、SLE）であ

った。これは膠原病の疾患別内訳の患者数を反映

した順と類似していた。膠原病患者に携わる看護

師を対象とし、看護師が抱えている困難感に焦点

をあてた看護研究が次に多かった。その他として

は、若年者や小児を対象としたもの、ステロイド服

用中の患者、皮膚筋炎であり、患者の療養生活上の

困難に焦点をあてたものであった。では、実際に膠

原病患者の苦悩はどのようなものなのか。先ほど

の 40 件の先行研究について、研究目的別に分類し

たものを示す（図 2）。これによると約 3 割にあた

る12文献は患者のセルフマネジメントの実態に関

するものであった。セルフマネジメントの内容と

しては、感染予防、フットケア、栄養管理、服薬管

理などの実態を明らかにするものであった。次い

で、心理的側面、ライフイベント、生活の質（以下、

QOL）であった。ここからは、膠原病患者が実践し

ているセルフマネジメントが明らかになっていな

い背景や心理・社会的な健康上の課題があること

が理解できる。   

図 1 膠原病患者の苦悩に関する看護研究の割合 

（疾患別） 
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【SLE 患者の QOL】 

＜SLE 患者の療養相談の実際＞ 

筆頭者は膠原病リウマチにおける専門外来で

SLE 患者の療養相談を担当している。初発の患者

の多くから「SLE って治らないのですか」と質問

を受ける。罹病期間が 5 年以上の患者からも「日

光に当たらないってどの程度ですか」、「疲れない

ってどの程度ですか」などの質問を受ける。SLE 患

者にとって必要な療養生活上の留意点は、紫外 

線予防や疲労感の回避など指標が捉えにくいもの

が多い。また、それらの療養生活を遵守していても

検査データが悪化し、服薬の用量や種類が多くな

ると、何を拠り所にすればよいか分からず、不安が

増大していく。このように SLE 患者の療養相談で

受ける患者の質問は不確かな生活に対するものが

多く、SLE の症状が各個人によって異なる疾患の

特性もあり、その苦悩は多岐に渡っている。そこで、

近年では SLE 患者の QOL を定量的評価する試み

がされている。 

＜SLE 患者の QOL に関する定量的評価＞ 

 LupusPRO（Lupus Patients Reported Outcome）

(Jolly M. et al., 2012) は SLE に特異的に開発さ 

 

れた QOL 尺度であり、12 の QOL 側面（12 下位

項目 43 項目）が評価できる。各下位項目は 0 点（最

小値）から 100 点（最大値）で定量的に算出され、

過去 4 週間における SLE 患者の QOL が評価可能

である。原版の英語をはじめ、これまでに 6 つの

言語による翻訳版が開発され、国際比較が可能で

ある。日本語を母国語とする外来通院中の SLE 患

者 205 名の QOL を日本語版 LupusPRO (Inoue et 

al., 2017) を用いて評価した研究結果では、他の母

国語を話す SLE 患者（英語、中国語、スペイン語、

フランス語）に比べて、ソーシャル・サポートが顕

著に低く（他国：62.9～87.5、日本：12.5）や次い

で、ストレスコーピング（他国：54.9～75.0、日本：

41.7）となっていた。その他、医療への満足度、妊

娠への不安、心理的健康観が他国よりも低い QOL

の結果となっていた。これらの研究結果から、日本

の SLE 患者の QOL は社会的側面と心理的側面が

他国よりも低い傾向がみられ、支援を要すること

が明らかとなった。一方では、本研究の対象となっ

た日本の SLE 患者をリプロダクティブ年齢で区分

した 2 群（50 歳以上群と 50 歳未満群）の比較に

おいて、12 下位項目の中で唯一ストレスコーピン

図 2 研究目的別にみた膠原病患者に対する看護研究の分類 
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グに関する QOL が 50 歳以上群の方が有意に高か

った。2 群の属性と臨床所見では、50 歳以上群の

方が罹病期間は長く、教育期間は短かった。しかし、

ステロイド使用量と疾患活動性の有意差はなかっ

た。このことから、SLE の罹病期間の長さや年齢

は SLE に関するストレスコーピングに影響を及ぼ

すことが推察され、罹病期間や年齢を配慮したピ

アサポートグループによるディスカッションの機

会など看護介入の有効性が示唆された。 

【膠原病患者の療養支援の課題】 

先行研究からみえてきた膠原病患者への療養支

援としての課題は、「多岐にわたる患者の苦悩に対

応した看護介入」である。その看護介入には患者が

自らの病気の特性を理解し、生活調整ができるよ

うに支援することが重要となると考えられる。そ

の理由としては、いつどのような症状が出現する

か分からない不確かさに対処することが必要とな

るためである。そのために、病気を理解することが

必要であるが、膠原病は原因が解明されていない

ものも多く、自覚症状と検査データの解離もあり、

病気を理解することは難解である。その一方で、膠

原病の多くは人々に周知されていない病気である

ため、患者は家族や職場からの病気の理解が得に

くい状況を体験している。さらには、発達課題やラ

イフイベント上の問題を抱えていることも多く、

患者の苦悩は多岐にわたる。 

【膠原病とがんの関連】 

ここまでは、膠原病患者の療養生活上の苦悩に

ついて理解を深めてきた。次は、膠原病患者ががん

を併存したときに抱える苦悩を概観していく。主

に症状管理の側面と他の膠原病と比較してがんの

併存が高いとされる多発性筋炎/皮膚筋炎およびシ

ェーグレンを取り上げ考察する。 

＜膠原病とがんの併存－症状管理＞ 

 膠原病の治療では免疫抑制により炎症を制御す

ることを主たる目的としている。免疫抑制により、

がん細胞に対する免疫作用も抑制する可能性があ

り、膠原病患者ががんを併存するリスクに繋がる

とされている（古屋ら, 2018）。膠原病患者ががん

を併存した場合、基礎疾患である膠原病の症状が

更に悪化し、症状管理が困難になると推察される。 

表１は膠原病の代表的な症状を疾患別にみたもの

である。関節炎や皮膚・粘膜症状は多くの膠原病で

出現する症状である。炎症所見が肺や腎臓に及ん

だ場合は、間質性肺炎/肺線維症、腎症状が出現す

る。これらの膠原病の症状は、がん治療を受けるこ

とで悪化する可能性が高い。皮膚・粘膜症状は放射

線宿酔や消化管粘膜への副作用によって悪化し、

腎毒性を伴う抗がん剤の使用により、腎症状も悪

化する。 

 近年のがん治療では免疫療法への期待が高まっ

ている。がん細胞が免疫による監視から逃れる特

性を利用した免疫チェックポイント阻害薬が注目

されている。免疫チェックポイント阻害薬は、自己

免疫疾患様の副作用（免疫関連有害事象）が生じる

ことが報告されている。代表的な免疫関連有害事

象には、皮膚障害、胃腸障害、肝障害、肺臓炎、神

経障害、筋炎・重症無力症、内分泌障害（甲状腺機

能低下、副腎不全、下垂体炎）、関節炎などがある

（松井ら, 2018）。非小細胞がんや悪性黒色腫への

保険診療が認められている薬剤も増加しており、

2020 年 3 月現在＊では 6 種類の免疫チェックポイ

ント阻害薬が使用可能である。この中でもニボル

マブ（オプジーボⓇ）では、常に消化管障害、肝障

害、皮膚障害、内分泌障害などの免疫介在性の副作

用を念頭におくことが必要である（土肥ら, 2018）。

これらの有害事象は、基礎疾患である膠原病の症

状と類似しており、がん治療を受ける際には症状

管理が困難となる可能性が高い。これらの有害事

象だけでなく、化学療法との併用に伴う免疫抑制

と膠原病治療による免疫抑制が重複し、感染症や

他のがん発症のリスクが高まり、生命予後にも影
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響を及ぼす可能性がある。

 

表 1 疾患別にみた膠原病の代表的な症状

 
◎：よくみられる  〇：みられる  ×：まれにみられる 

出典：病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症, p62 より一部改変 

＜多発性筋炎/皮膚筋炎＞ 

多発性筋炎/皮膚筋炎は膠原病の中でもがんを併

存しやすいとされている。がんの発症は健常者よ

りも多発性筋炎で 2 倍、皮膚筋炎においては 5～7

倍であり、特に高齢発症の皮膚筋炎患者のがん発

症率が高いとされている（Shah et al., 2015）。ま

た、皮膚筋炎の約 1/3 は腫瘍続発性現象として発症

（Trallero et al., 2012）し、がんの発症を対照群と

比較したコホート研究では、皮膚筋炎患者では肺

癌、子宮癌、卵巣癌のリスクが有意に高く、多発性

筋炎では、ホジキン病の発症リスクが有意に高い

ことが明らかにされている（Stockton et al., 2001）。

藤田ら（2011）は、皮膚筋炎と肺癌、間質性肺炎の

3 つが合併したことが診断された場合、診断から死

亡までの期間は1～9ヶ月と予後不良であったここ

とから、肺癌加療中において間質性肺炎の病勢が

極めて重要と報告している。 

多発性筋炎/皮膚筋炎患者は体幹の近位筋の低下

により、四肢の挙上を伴う日常生活動作が困難で

ある。患者ががんを併存した場合、日常生活動作の

低下による心肺機能の低下を助長し、生命の予後

の危機を増大させる可能性が高い。患者が日常生

活を送る上で酸素消費を最小かつ効果的な動作が

実践できるような看護介入が必要である。 

＜シェーグレン症候群＞ 

 シェーグレン症候群もがんの合併が高いとされ

ている。シェーグレン症候群患者の悪性リンパ腫

の合併率は欧米人では 5％、日本人はそれ以下とさ

れている（菅井, 2009）。シェーグレン症候群の悪

性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）の罹患は他の膠

原病と比較して高いことが報告されている

（Zintzaras et al., 2005）。シェーグレン症候群診

療ガイドライン（2017 年）によると、悪性リンパ

腫が予後に影響する合併症の一つとして注意する

ことが提言されている。悪性リンパ腫の特徴とし

て、辺縁帯リンパ腫（MALT リンパ腫、節性辺縁

帯リンパ腫を含む）の発症率が高いことが特徴と

してあるとされており、診断時に留意することが
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提言されている。 

シェーグレン症候群患者の自覚症状として、口

腔乾燥や目乾燥を主としており、がん治療におい

て皮膚粘膜症状の悪化が生じた際には苦痛が増大

する。また、腎症状も生じやすく、腎毒性のある薬

剤を使用した際には腎症状の悪化の可能性が高く、

治療選択の際には患者への丁寧な説明と同意、食

事形態や味付けなどの工夫も必要となる。 

【まとめ】 

本交流集会のテーマ「膠原病とがん、併存疾患を

もつ患者の苦悩を考える」とし、膠原病患者への看

護視点から、基礎疾患である膠原病の療養生活上

の苦悩を捉え、がん発症のリスクや発症後の症状

管理の難しさをはじめとする更なる患者の苦悩を

議論してきた。膠原病患者の苦悩を考える膠原病

患者ががんを併発した場合、がんの症状や治療に

より基礎疾患である膠原病の症状の悪化の可能性

は高い。膠原病もがんも長期的な治療を必要とし、

経済的側面や就労など社会的な問題も重複し、患

者の苦悩な多大となることを予測した看護介入が

求められる。 
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