
　山内　イメージ的には、カプセルで
すから、腸の中で上下左右、あっち向
いたり、こっち向いたりといった感じ
がしますが、複雑な画像の再生はコン
ピューターでやっているのでしょうか。
　新井　データを取り込み、コンピュ
ーターで処理します。細かいことを言
うと、同じ写真が写っている、要する
にあまりカプセルが動いていないとき
はその画面をカットします。同じ画面
は省略し、まさに移り変わる写真だけ
をピックアップして、それを読影する
ので、非常に読影しやすくなりました。
　山内　構造的にはカメラの位置は何
カ所もあるのですか。
　新井　小腸は１カ所、大腸は２カ所
あります。先ほどいわれたような、く
るくる回るようなことはあまりなくて、
意外に先進していく、一方向に動いて
いきます。
　山内　意外に画像の再構築はやりや
すいとみてよいのですね。
　新井　大丈夫だと思います。
　山内　最後に、近々の展望というか、
５年、10年以内にさらにバージョンア
ップするとすれば、どういったあたり
でしょうか。
　新井　一つは、大腸カプセル内視鏡
に関しては、先ほど言った前処置の問

題などがもう少しクリアされれば、実
施担当者が医師である必要はなくなる。
検査技師さんが読影して、医師が確認
するという、今までの検診のようなか
たちを取れる可能性がある。そうなる
と、今まで面倒くさいとか、病院まで
行きたくないと考えているような方に
も、大腸がん検診がより広がっていく
可能性がある。これがここ数年で我々
が目指していきたいところと考えてい
ます。
　山内　のんでいただきさえすれば、
実際の解析は、例えば大学病院といっ
た基幹病院で行うことも当然できるの
ですね。
　新井　そうですね。画像ファイルな
ので、どこで読影しようが、全く問題
ないです。
　山内　ちなみに、もっと小型化する
とか、そういった話はないのでしょう
か。
　新井　私が聞いているかぎりでは、
今の大きさも、大きそうに見えますけ
れども、意外にのめます。私自身も試
してみましたけれども、意外にあっさ
りのめるので、大きさよりも、今は機
能面を向上する方向に開発は動いてい
るのではないかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　池田　有村先生、まず血管炎とはど
のようなもので、どんな分類があるの
でしょうか。
　有村　血管炎とは、心臓から出てき
て体中に分布する血管そのものを、炎
症の場とする疾患のことをいいます。
ですから、一つの疾患ではなくて、い
ろいろな疾患が集まってできた、たく
さんの疾患の集まりで、それを全身性
の血管炎と呼びます。
　池田　昔からいろいろな分類が試み
られているのですけれども、最新の分
類はどうなっているのでしょうか。
　有村　血管炎の分類は以前から研究
者の数ほどあるといわれてきたのです
けれども、最近、世界で一番多く用い
られているのが2012年につくられたチ
ャペルヒル分類改訂版です。これは基
本的には数ある血管炎、一次性の血管
炎を、冒される血管の太さによって分

類するというもので、心臓から出た大
きな血管である大動脈と頭部・四肢へ
の主要分岐を大型血管、大動脈から分
岐して臓器に向かう血管を中型血管、
臓器の中に分布する血管を小型血管と
いうように、大きく大型、中型、小型
血管と分類しています。
　池田　それぞれの血管を冒す血管炎
にはどのような疾患があるのでしょう
か。
　有村　大型血管炎では、主に大動脈
を冒す高安動脈炎。そのほか、側頭動
脈を冒す側頭動脈炎、現在では、2012
年のチャペルヒル分類改訂版によって
いろいろ血管炎の分類が変わりまして、
側頭動脈炎ではなく、巨細胞性動脈炎
と呼ばれていますが、この２つが大型
血管炎の代表です。
　池田　随分名前が変わっていますね。
我々が若いころとはだいぶ違う様相で

血管炎

杏林大学第一内科学教室腎臓・リウマチ・膠原病内科教授
有　村　義　宏

（聞き手　池田志斈）

　血管炎の診断と治療についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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すけれども、次に中型の血管炎はどの
ようなものがあるのでしょうか。
　有村　中型血管炎は２つありまして、
１つは結節性多発動脈炎。以前、古典
的多発動脈炎といわれていた病気で、
中型の血管を冒します。もう１つ、小
児に多い川崎病も中型血管炎に分類さ
れています。川崎病の代表的な血管炎
症状としては、心臓の冠動脈に動脈瘤
を起こすことが知られています。
　池田　以前は原因がわからない、あ
るいは一部、感染症ではないかといわ
れていた病気まで入ってくるのですね。
小型の血管炎にはどのようなものがあ
るのでしょうか。
　有村　小型血管炎は大きく２つに分
類されています。１つは抗好中球細胞
質抗体（anti-neutrophil cytoplasmic 
antibody：ANCA、アンカ）関連血管
炎という分類で、もう１つが免疫複合
体性血管炎という分類です。ANCA関
連血管炎には、チャーグ・ストラウス
症候群、ウェゲナー肉芽腫症、顕微鏡
的多発血管炎という３つの疾患があり
ます。ただ、チャーグ・ストラウス症
候群は組織に好酸球がたくさん浸潤し
ていることから好酸球性多発血管炎性
肉芽腫症、ウェゲナー肉芽腫症は病理
組織学的な病名である多発血管炎性肉
芽腫症と名称が変更されました。顕微
鏡的多発血管炎はそのままです。
　この３つがANCA関連血管炎で、免
疫複合体性血管炎に分類されるのは、

代表的なものにアレルギー性紫斑病、
それからクリオグロブリン血漿性血管
炎というものがあります。けれども、
実はこのアレルギー性紫斑病も、病態
にIgAが関係していることが明らかな
ことから、IgA血管炎と名前が変わり
ました。いろいろ名前が変わって複雑
になってはきましたが、より病態に近
い病名になったといえます。
　池田　多くは、人の名前がついたり
すると覚えられないことから、病態に
即した名前に変わっていくのですね。
　有村　そういうことです。以前はチ
ャーグ・ストラウス症候群はどんな疾
患かと、学生の試験問題に好酸球増多
とか肉芽腫症とかの選択肢があったの
ですが、病名に好酸球性多発血管炎性
肉芽腫症とついているので、こういっ
た問題も出せなくなってしまいました。
　池田　たくさん血管炎がありますけ
れども、今のところ、原因がわかって
いるものはあるのでしょうか。
　有村　原因はよくわかっていないの
です。ただ、幾つかいわれているのは、
例えばANCA関連血管炎ですと、環境
因子、遺伝子が関係して、自己免疫異
常から自己抗体であるANCAが産生さ
れ、そのANCAが好中球を活性化して
血管壁を傷害するといわれています。
遺伝因子としては、日本ではHLAの
DR９が関係しているのではないかと
いわれています。環境因子としては薬
剤、代表的なものが抗甲状腺薬である

プロピロチオウラシル、それから粉じ
んも関係があるのではないか、それか
ら感染症なども関係しているのではな
いか、といわれていますけれども、は
っきりしたことはわかっていません。
ただ、病因が１つではなくて、遺伝子
と環境因子が複雑に絡み合って、自己
免疫機序で自己抗体が産生されるよう
な病態があると考えられています。
　池田　この中で、日本も含めてアジ
アに多い病気、あるいは北米、ヨーロ
ッパに多い病気など、傾向はあるので
しょうか。
　有村　高安動脈炎は東洋人に多いで
す。それから、巨細胞性動脈炎、以前、
側頭動脈炎といっていましたが、これ
は欧米の白人に多いということで、血
管炎の種類によっては地域差、人種差
があります。
　池田　それから考えると、やはり遺
伝的な背景も関係しているのですね。
　有村　はい。
　池田　次に気になるところは治療法
ですけれども、どのように行われるの
でしょうか。
　有村　基本的には血管炎は免疫異常
を抑えるということから、副腎皮質ス
テロイド薬と免疫抑制剤、この２つを
併用するのが原則です。免疫抑制剤に
は、代表的な寛解導入薬としてシクロ
ホスファミドがあるのですが、いろい
ろな副作用がありますし、高齢者や感
染症が疑われる場合には使いにくい。

それから、免疫抑制剤が禁忌になって
いる場合もあることから、ステロイド
薬単独治療を行う場合も多々あります。
　池田　最近、新しい薬が使われてい
るとうかがったのですが、どのような
ものなのでしょうか。
　有村　最近注目されるのは、これま
で悪性リンパ腫に使われていたリツキ
シマブという生物製剤です。リツキシ
マブはCD20陽性B細胞を破壊する薬剤
で、ANCA関連血管炎の中で多発血管
炎性肉芽腫症と顕微鏡的多発血管炎に
保険適用となりました。リツキシマブ
は特にシクロホスファミド、ステロイ
ドを使ってもなかなか寛解導入できな
い症例に対して使って効果があるとい
われています。ただ、欧米の多施設共
同前向き研究では、シクロホスファミ
ドを上回る効果はなく、副作用も同等
ということですので、注意深く症例に
合わせて使用されています。
　池田　効果は同程度ですけれども、
シクロホスファミドが使えないような
人には特に恩恵があるということです
ね。
　有村　ヨーロッパとアメリカで行わ
れた前向きスタディでは、リツキシマ
ブはシクロホスファミドと効果も副作
用も同等であるということでした。当
初はシクロホスファミドよりもリツキ
シマブが効果が上回るのではないかと
期待されたのです。同等であったとい
うことでがっかりしたのですが、よく
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すけれども、次に中型の血管炎はどの
ようなものがあるのでしょうか。
　有村　中型血管炎は２つありまして、
１つは結節性多発動脈炎。以前、古典
的多発動脈炎といわれていた病気で、
中型の血管を冒します。もう１つ、小
児に多い川崎病も中型血管炎に分類さ
れています。川崎病の代表的な血管炎
症状としては、心臓の冠動脈に動脈瘤
を起こすことが知られています。
　池田　以前は原因がわからない、あ
るいは一部、感染症ではないかといわ
れていた病気まで入ってくるのですね。
小型の血管炎にはどのようなものがあ
るのでしょうか。
　有村　小型血管炎は大きく２つに分
類されています。１つは抗好中球細胞
質抗体（anti-neutrophil cytoplasmic 
antibody：ANCA、アンカ）関連血管
炎という分類で、もう１つが免疫複合
体性血管炎という分類です。ANCA関
連血管炎には、チャーグ・ストラウス
症候群、ウェゲナー肉芽腫症、顕微鏡
的多発血管炎という３つの疾患があり
ます。ただ、チャーグ・ストラウス症
候群は組織に好酸球がたくさん浸潤し
ていることから好酸球性多発血管炎性
肉芽腫症、ウェゲナー肉芽腫症は病理
組織学的な病名である多発血管炎性肉
芽腫症と名称が変更されました。顕微
鏡的多発血管炎はそのままです。
　この３つがANCA関連血管炎で、免
疫複合体性血管炎に分類されるのは、

代表的なものにアレルギー性紫斑病、
それからクリオグロブリン血漿性血管
炎というものがあります。けれども、
実はこのアレルギー性紫斑病も、病態
にIgAが関係していることが明らかな
ことから、IgA血管炎と名前が変わり
ました。いろいろ名前が変わって複雑
になってはきましたが、より病態に近
い病名になったといえます。
　池田　多くは、人の名前がついたり
すると覚えられないことから、病態に
即した名前に変わっていくのですね。
　有村　そういうことです。以前はチ
ャーグ・ストラウス症候群はどんな疾
患かと、学生の試験問題に好酸球増多
とか肉芽腫症とかの選択肢があったの
ですが、病名に好酸球性多発血管炎性
肉芽腫症とついているので、こういっ
た問題も出せなくなってしまいました。
　池田　たくさん血管炎がありますけ
れども、今のところ、原因がわかって
いるものはあるのでしょうか。
　有村　原因はよくわかっていないの
です。ただ、幾つかいわれているのは、
例えばANCA関連血管炎ですと、環境
因子、遺伝子が関係して、自己免疫異
常から自己抗体であるANCAが産生さ
れ、そのANCAが好中球を活性化して
血管壁を傷害するといわれています。
遺伝因子としては、日本ではHLAの
DR９が関係しているのではないかと
いわれています。環境因子としては薬
剤、代表的なものが抗甲状腺薬である

プロピロチオウラシル、それから粉じ
んも関係があるのではないか、それか
ら感染症なども関係しているのではな
いか、といわれていますけれども、は
っきりしたことはわかっていません。
ただ、病因が１つではなくて、遺伝子
と環境因子が複雑に絡み合って、自己
免疫機序で自己抗体が産生されるよう
な病態があると考えられています。
　池田　この中で、日本も含めてアジ
アに多い病気、あるいは北米、ヨーロ
ッパに多い病気など、傾向はあるので
しょうか。
　有村　高安動脈炎は東洋人に多いで
す。それから、巨細胞性動脈炎、以前、
側頭動脈炎といっていましたが、これ
は欧米の白人に多いということで、血
管炎の種類によっては地域差、人種差
があります。
　池田　それから考えると、やはり遺
伝的な背景も関係しているのですね。
　有村　はい。
　池田　次に気になるところは治療法
ですけれども、どのように行われるの
でしょうか。
　有村　基本的には血管炎は免疫異常
を抑えるということから、副腎皮質ス
テロイド薬と免疫抑制剤、この２つを
併用するのが原則です。免疫抑制剤に
は、代表的な寛解導入薬としてシクロ
ホスファミドがあるのですが、いろい
ろな副作用がありますし、高齢者や感
染症が疑われる場合には使いにくい。

それから、免疫抑制剤が禁忌になって
いる場合もあることから、ステロイド
薬単独治療を行う場合も多々あります。
　池田　最近、新しい薬が使われてい
るとうかがったのですが、どのような
ものなのでしょうか。
　有村　最近注目されるのは、これま
で悪性リンパ腫に使われていたリツキ
シマブという生物製剤です。リツキシ
マブはCD20陽性B細胞を破壊する薬剤
で、ANCA関連血管炎の中で多発血管
炎性肉芽腫症と顕微鏡的多発血管炎に
保険適用となりました。リツキシマブ
は特にシクロホスファミド、ステロイ
ドを使ってもなかなか寛解導入できな
い症例に対して使って効果があるとい
われています。ただ、欧米の多施設共
同前向き研究では、シクロホスファミ
ドを上回る効果はなく、副作用も同等
ということですので、注意深く症例に
合わせて使用されています。
　池田　効果は同程度ですけれども、
シクロホスファミドが使えないような
人には特に恩恵があるということです
ね。
　有村　ヨーロッパとアメリカで行わ
れた前向きスタディでは、リツキシマ
ブはシクロホスファミドと効果も副作
用も同等であるということでした。当
初はシクロホスファミドよりもリツキ
シマブが効果が上回るのではないかと
期待されたのです。同等であったとい
うことでがっかりしたのですが、よく
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考えてみると、もう一つ同じ効果をも
つ治療手段が手に入った。シクロホス
ファミドで効果が少なかった人にリツ
キシマブを使って非常に効果があった
という場合もありますし、逆にリツキ
シマブを使って効果がなかった人にシ
クロホスファミドを使って効果があっ
たこともあるということで、手段が一
つ増えたと考えればいいのではないか
と思います。
　池田　そういう点では恩恵ですね。
次に予後についてうかがいたいのです
けれども、最近、ステロイド薬や免疫
抑制剤の使い方が上手になったり、あ
るいは先ほど出ましたリツキシマブが
出てきて、予後はよくなっているので
しょうか。
　有村　よくなってきています。以前
に比べると、治療法の改善があると同
時に、早期発見が進歩したことが大き
いのではないかと思います。一つは血
管炎の概念が普及してきたこと。それ
から、ANCAの測定が一般化してきた

ことで、不明熱や高齢発症の新規血尿、
蛋白尿の場合にはANCAが測定される
ようになって、臓器障害の程度が以前
より軽いうちに診断して治療できるよ
うになったことが、予後改善に大きく
貢献しているのだと思います。
　池田　終わりにガイドラインについ
てうかがいたいのですけれども、最近
はガイドラインの作成等は行われてい
るのでしょうか。
　有村　現在、ANCA関連血管炎に関
しては、厚生労働省の難治性血管炎の
研究班で、グレード法に基づくANCA
関連血管炎のガイドラインを作成して
います。今年度中には出来上がる予定
です。現在ある最新版（2014年度発刊）
は、厚生労働省の「難治性血管炎に関
する調査研究班」のホームページに掲
載されていますので、すべてダウンロ
ードできる状態になっています。
（http://www.vas-mhlw.org/）
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　山内　加藤先生、Crowned densと
いうのはあまり聞き慣れない疾患です
が、専門的にはかなり知られてきた病
気とみてよいでしょうか。
　加藤　整形外科領域では比較的知ら
れている疾患ですけれども、内科領域
になると知らない先生もいらっしゃい
ます。
　山内　ものの本によりますと、頸椎
の偽痛風といったイメージが出てきま
すが、大方のイメージとしてはそのよ
うにとらえてよいのでしょうか。
　加藤　おっしゃるとおりです。
　山内　痛みが非常に特徴的な印象の

病気ですが、痛みについては、この質
問にあるように突発性のものなのでし
ょうか。
　加藤　はい、急性の後頸部痛で発症
するのがこの病気の特徴の一つです。
　山内　まさに痛風みたいなものなの
ですね。
　加藤　そうですね。
　山内　運動で誘発されるというあた
りは、痛風とは少し違う感じがするの
ですが、こういう発症形態なのでしょ
うか。
　加藤　Crowned dens症候群の頸部
痛の臨床的特徴は、前後というよりは、

Crowned dens症候群

昭和大学神経内科講師
加　藤　大　貴

（聞き手　山内俊一）

　Crowned dens症候群についてご教示ください。
　86歳女性、陳旧性心筋梗塞等で通院中です。就寝後、手洗いのため起きたと
ころ、急に後頸部痛が出現し、頸部の前後運動ができなくなり発熱も伴ったの
で、２日後に受診されました。
　直ちに専門病院を紹介し受診すると、炎症反応の上昇、頸部CTで歯状突起周
囲の石灰化を認め上記疾患と診断され、非ステロイド性鎮痛薬を処方されまし
た。

＜大阪府開業医＞
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