
ます。ステロイド非服用日の血中コル
チゾール濃度は、いわばコルチゾール
分泌の日内変動を見ているわけで、当
然視床下部・下垂体・副腎の機能全部
が関与しているわけですので、一番簡
単であり、なおかつ全体の機能をみる
のによい方法ではないかと考えている
わけです。
　また、３回測定するのは、コルチゾ
ールが断続的に、パルス様に分泌され
ているため、１回の測定では必ずしも
ピークをとらえられないということで、
３回繰り返し、その中で１回でも10μg/
㎗を超えていれば、視床下部・下垂体・
副腎皮質機能は正常に戻っているとい
うふうに考えて、中止に持っていくこ

とにしています。
　池田　よく糖尿病に関しても質問が
ありますけれども、そのあたりはいか
がでしょうか。
　市川　ステロイドは、いわゆる糖新
生を促進しますが、それ以外に食欲を
亢進して肥満をきたしやすいというこ
とがありまして、糖尿病を悪化させま
す。ステロイドを服用しているときは
体重が増えないように注意する。また、
糖尿病が悪化したときは、いわゆる糖
尿病治療薬を追加して使い、必要があ
ればインスリンを使うということでよ
ろしいのではないかと考えています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　黒坂先生、質問のCrowned 
dens syndrome、crownは王冠で、dens
というのは突起、そのsyndrome、い
ったい何のことやらわからないのです
けれども、まず簡単なところから教え
ていただけるでしょうか。
　黒坂　一言で言いますと、環軸関節
の偽痛風発作です。臨床像の特徴は高
齢者に好発する急性の頸部痛です。ま
た、ここが一番のポイントと思うので
すけれども、頸椎CTにおいて、軸椎
歯突起の周囲に石灰化像が認められま
す。crownというのは王冠という意味
ですけれども、動詞で使われることが
ありまして、crowned dens、つまり王
冠をかぶっているdensということです。
頸椎正面の断層X線写真で馬蹄形をし
た石灰化が歯突起を包むように、突起
に王冠がかぶさったように、そのよう
な像が認められることがあります。そ

れでこの名前となりました。
　池脇　そういうことなのですね。CT
でそのあたりの石灰化を見るというの
が診断の決め手になるということです
が、そうすると今の画像診断ではいわ
ゆる王冠のような画像はちょっと見ら
れないということですね。
　黒坂　見られないということではな
いのですが、今はこの症候群を診断す
るのには、単純X線写真ではなかなか
診断できないといわれていまして、頸
椎CTを施行することが大事だといわ
れています。そのCT画像において、先
ほど申し上げた軸椎の歯突起の周囲に
石灰化像、これは軸椎を取り囲むよう
なリング状の石灰化像が認められます。
2010年に日本内科学会雑誌の６月号で
私が提示した症例のCT画像を見てい
ただけたらと思っています（図）。
　これは石灰化像を見なくてはいけな

Crowned dens syndrome（CDS）

東京慈恵会医科大学リウマチ・膠原病内科准教授
黒　坂　大太郎

（聞き手　池脇克則）

　Crowned dens syndrome（CDS）についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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いのでMRIでなくCTが決めてとなり
ます。
　池脇　先生がそこでの偽痛風ですと
おっしゃったのですけれども、偽痛風
というのはそもそもどういう病気なの
か、どういうものがたまるのかも教え
てください。
　黒坂　偽痛風は、結晶誘発性関節炎
の一種です。結晶誘発性関節炎という
のは、関節軟骨や関節周囲の組織に結
晶の沈着、これを病因とする関節炎で
す。有名なものとしては痛風があるの
ですけれども、痛風以外に、ピロリン
酸カルシウム、ハイドロキシアパタイ
ト、こういう結晶が沈着して起こるこ
とが知られています。Crowned dens
症候群の場合は両者の関与が報告され
ています。
　池脇　痛風の場合には好発部位とい
うのがありますけれども、偽痛風に関
しては、頸椎のこの部分、それ以外に
も幾つか、好発部位という関節はある

のでしょうか。
　黒坂　一般的にいう偽痛風発作の好
発部位は、この部位でなくて、ほかの
部位、肩、肘、手、膝、足関節などで
す。今まで環軸関節の偽痛風はあまり
知られていなく、それで最近注目され
ています。
　池脇　痛風の場合、尿酸という一つ
のパラメーター、起こしやすいかどう
かということのパラメーターがありま
すけれども、偽痛風というのは何か、
血清も含めて、起こしやすいかどうか
というのは、これはないような気がす
るのですけれども、どうなのでしょう
か。
　黒坂　まだ不明な点も多いのですが、
偽痛風発作は手術、外傷、代謝性疾患、
重篤な全身疾患などに伴って生じやす
いことが知られています。Crowned 
dens症候群でもしばしば脳梗塞や手術
後に起きた症例、そういうものが報告
されていますので、高齢で脱水などが
加わったとき、発症しやすいと考えて
もいいかもしれません。
　池脇　そうすると、何かそういった
変化があって、先ほど言われたピロリ
ン酸カルシウムですとか、ハイドロキ
シアパタイトの結晶をつくって一気に
関節炎を起こす、症状としては急性の
頸部痛というのが特徴ということでよ
ろしいですか。
　黒坂　そうですね。また、Crowned 
dens症候群では血液検査においてCRP

図　頸椎単純CT

歯突起周囲に石灰沈着像を認める
出典：日本内科学会雑誌第99巻第６号P212

の陽性、白血球の増加、赤沈の亢進な
どがよく認められます。
　ここで診断をするうえで注意しなく
てはいけない点を付け加えさせてくだ
さい。CT所見ですけれども、先ほど
申し上げたCT所見があったからとい
って、Crown ed dens症候群とは言わ
ないのです。どういうことかといいま
すと、この所見は高齢者においては、
症状を呈していない方でも、ある程度
の頻度で認められることが報告されて
います。つまり、このCT所見イコー
ルCrown ed dens症候群ではないとい
うことが重要です。
　例えば、先日、教訓的な症例を経験
しました。75歳の女性で、首から肩に
かけて痛みを伴い、CRP陽性の方が来
院されました。私はCrowned dens症
候群を疑い、CTを施行しました。や
はり軸椎歯突起周囲に石灰化像が認め
られました。Crowned dens症候群と
考えたのですけれども、その後の経過
から、最終的にはリウマチ性多発性筋
痛症と診断しました。
　池脇　そういう意味で、この疾患と
いうのは先ほど高齢者に多いというこ
とで、リウマチ性多発性筋痛症という
ものが当然鑑別に上がってくると思う
のですけれども、ほかの疾患も含めて、
そのあたりはどういうふうにして鑑別
を進めていったらいいのでしょうか。
　黒坂　高齢者における炎症反応を伴
う頸部痛をきたす疾患で、鑑別疾患と

して大事なものは、一つはリウマチ性
多発性筋痛症です。そのほかに髄膜炎
あるいは脊椎炎、このような疾患が大
事かと思います。
　リウマチ性多発性筋痛症では、もち
ろん首の症状も生じることがあります
が、どちらかというと肩とか大腿を中
心に症状があります。それと、Crown-
ed dens症候群は消炎鎮痛薬である程
度コントロールできることが多いので
すけれども、リウマチ性多発性筋痛症
はステロイド薬を使わないとコントロ
ールできないことが多い。
　リウマチ性多発性筋痛症はある程度
慢性の経過をたどるのですけれども、
Crowned dens症候群はだいたい症状
が数日から数週間という経過、このあ
たりで鑑別できるかもしれません。
　髄膜炎に関しては、髄液の所見が大
事ですし、脊椎炎に関しても、MRIを
撮れば、それほど鑑別は難しくはない
と思います。
　池脇　そういう意味では、いわゆる
軸椎の歯突起の周辺の偽痛風、局所的
な偽痛風にもかかわらず、全身的な炎
症反応、CRPですとか白血球の増多、
血沈の促進、これは局所とはいっても、
けっこう強い炎症だということなので
しょうか。
　黒坂　患者さんの訴えはかなり強い
です。首がほとんど動かせなくなる、
患者さんはそのようにおっしゃること
が多いです。
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いのでMRIでなくCTが決めてとなり
ます。
　池脇　先生がそこでの偽痛風ですと
おっしゃったのですけれども、偽痛風
というのはそもそもどういう病気なの
か、どういうものがたまるのかも教え
てください。
　黒坂　偽痛風は、結晶誘発性関節炎
の一種です。結晶誘発性関節炎という
のは、関節軟骨や関節周囲の組織に結
晶の沈着、これを病因とする関節炎で
す。有名なものとしては痛風があるの
ですけれども、痛風以外に、ピロリン
酸カルシウム、ハイドロキシアパタイ
ト、こういう結晶が沈着して起こるこ
とが知られています。Crowned dens
症候群の場合は両者の関与が報告され
ています。
　池脇　痛風の場合には好発部位とい
うのがありますけれども、偽痛風に関
しては、頸椎のこの部分、それ以外に
も幾つか、好発部位という関節はある

のでしょうか。
　黒坂　一般的にいう偽痛風発作の好
発部位は、この部位でなくて、ほかの
部位、肩、肘、手、膝、足関節などで
す。今まで環軸関節の偽痛風はあまり
知られていなく、それで最近注目され
ています。
　池脇　痛風の場合、尿酸という一つ
のパラメーター、起こしやすいかどう
かということのパラメーターがありま
すけれども、偽痛風というのは何か、
血清も含めて、起こしやすいかどうか
というのは、これはないような気がす
るのですけれども、どうなのでしょう
か。
　黒坂　まだ不明な点も多いのですが、
偽痛風発作は手術、外傷、代謝性疾患、
重篤な全身疾患などに伴って生じやす
いことが知られています。Crowned 
dens症候群でもしばしば脳梗塞や手術
後に起きた症例、そういうものが報告
されていますので、高齢で脱水などが
加わったとき、発症しやすいと考えて
もいいかもしれません。
　池脇　そうすると、何かそういった
変化があって、先ほど言われたピロリ
ン酸カルシウムですとか、ハイドロキ
シアパタイトの結晶をつくって一気に
関節炎を起こす、症状としては急性の
頸部痛というのが特徴ということでよ
ろしいですか。
　黒坂　そうですね。また、Crowned 
dens症候群では血液検査においてCRP

図　頸椎単純CT

歯突起周囲に石灰沈着像を認める
出典：日本内科学会雑誌第99巻第６号P212

の陽性、白血球の増加、赤沈の亢進な
どがよく認められます。
　ここで診断をするうえで注意しなく
てはいけない点を付け加えさせてくだ
さい。CT所見ですけれども、先ほど
申し上げたCT所見があったからとい
って、Crown ed dens症候群とは言わ
ないのです。どういうことかといいま
すと、この所見は高齢者においては、
症状を呈していない方でも、ある程度
の頻度で認められることが報告されて
います。つまり、このCT所見イコー
ルCrown ed dens症候群ではないとい
うことが重要です。
　例えば、先日、教訓的な症例を経験
しました。75歳の女性で、首から肩に
かけて痛みを伴い、CRP陽性の方が来
院されました。私はCrowned dens症
候群を疑い、CTを施行しました。や
はり軸椎歯突起周囲に石灰化像が認め
られました。Crowned dens症候群と
考えたのですけれども、その後の経過
から、最終的にはリウマチ性多発性筋
痛症と診断しました。
　池脇　そういう意味で、この疾患と
いうのは先ほど高齢者に多いというこ
とで、リウマチ性多発性筋痛症という
ものが当然鑑別に上がってくると思う
のですけれども、ほかの疾患も含めて、
そのあたりはどういうふうにして鑑別
を進めていったらいいのでしょうか。
　黒坂　高齢者における炎症反応を伴
う頸部痛をきたす疾患で、鑑別疾患と

して大事なものは、一つはリウマチ性
多発性筋痛症です。そのほかに髄膜炎
あるいは脊椎炎、このような疾患が大
事かと思います。
　リウマチ性多発性筋痛症では、もち
ろん首の症状も生じることがあります
が、どちらかというと肩とか大腿を中
心に症状があります。それと、Crown-
ed dens症候群は消炎鎮痛薬である程
度コントロールできることが多いので
すけれども、リウマチ性多発性筋痛症
はステロイド薬を使わないとコントロ
ールできないことが多い。
　リウマチ性多発性筋痛症はある程度
慢性の経過をたどるのですけれども、
Crowned dens症候群はだいたい症状
が数日から数週間という経過、このあ
たりで鑑別できるかもしれません。
　髄膜炎に関しては、髄液の所見が大
事ですし、脊椎炎に関しても、MRIを
撮れば、それほど鑑別は難しくはない
と思います。
　池脇　そういう意味では、いわゆる
軸椎の歯突起の周辺の偽痛風、局所的
な偽痛風にもかかわらず、全身的な炎
症反応、CRPですとか白血球の増多、
血沈の促進、これは局所とはいっても、
けっこう強い炎症だということなので
しょうか。
　黒坂　患者さんの訴えはかなり強い
です。首がほとんど動かせなくなる、
患者さんはそのようにおっしゃること
が多いです。
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　池脇　先生のような方でも、リウマ
チ性多発性筋痛症か、Crowned dens
症候群とどちらかというふうに思うぐ
らいですから、症状に多様性があると
思うのですけれども、例えばリウマチ
性多発性筋痛症の場合は、肩が痛くて
寝返りが打てない。一方でこちらは首
が少したりとも動かせないというよう
な、多少の症状の場が違うという傾向
はあるのでしょうか。
　黒坂　そうなのですけれども、ただ、
Crowned dens症候群でも、首だけで
はなくて、下顎部とか、あるいは上肢
体に痛みを訴える方がいらっしゃいま
す。あと、全身症状としてよく発熱が
認められるので、そういう症例ではな
かなか鑑別が難しいこともあります。
　ただ、実際、この病気を診断するに
は、この病気の可能性を考え、先ほど
から何度も話していますけれども、頸
椎のCT写真を撮らなければ診断でき
ないので、鑑別疾患としては常に考え

ていただけたらと思っています。
　池脇　確かにこの疾患が頭の中にあ
るかどうかで、診断がつくかどうかと
いうのが大きく左右されて、そういっ
たものを念頭に置いて、CTの所見と
併せてやれば、先ほど先生がおっしゃ
っていましたけれども、非ステロイド
性の消炎鎮痛薬でけっこう反応してく
れる病気というふうに考えてよろしい
ですか。
　黒坂　そうですね。難治例ではステ
ロイド薬を使ったり、コルヒチンを使
ったりしますけれども、私が経験して
いる例ではほとんどが非ステロイド性
消炎鎮痛薬でよくなっています。この
病気を、知っているかどうかが大切で
す。今までほかの疾患とされていた例
が、自然に軽快した例も含めて、この
疾患の可能性があると考えてくださる
と幸いです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　住谷先生、関連痛・放散痛と
いうのもよく耳にする言葉なのですが、
改めて関連痛とはいったいどういった
ものなのでしょうか。
　住谷　関連痛とは、身体のある部位
が原因で起こる痛みを、原因となる部
位から離れた部位に感じる痛みのこと
を指します。関連痛が生じる主な原因
は内臓ですが、内臓以外にも筋肉や関
節の障害によっても起こるとされてい
ます。
　山内　これに対して、放散痛という
のはまた別になってくるわけですか。
　住谷　放散痛というのは、末梢神経
などの圧迫によって末梢神経に沿って
広がる痛みのことを、我々は放散痛と
呼んでいます。
　山内　まず関連痛のメカニズムから

おうかがいしたいのですが。
　住谷　関連痛は、内臓などに障害が
あった場合に、そこからの痛み情報が
末梢神経を伝わって脊髄に入力される
際に、同じレベルの脊髄に入力してい
る皮膚デルマトームの領域に痛みを感
じます。つまり、同じレベルの脊髄に
入力する末梢神経には、内臓由来の情
報と皮膚由来の情報が入力されていま
すが、一般的に皮膚由来の痛覚神経の
ほうが多いため、脊髄に入力してきた
痛み情報が脳に伝達される際に、内臓
ではなく、皮膚からのものであるとい
う脳の誤認識によって引き起こされま
す。
　山内　それに対して、放散痛という
のは少し違ったメカニズムと考えてよ
ろしいわけですね。

関連痛・放散痛

東京大学病院医療機器管理部長
住　谷　昌　彦

（聞き手　山内俊一）

　関連痛・放散痛に関してご教示ください。
　１．発生メカニズム
　２．発生させやすい疾患

＜愛知県開業医＞
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