
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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頭を左右に回旋させたときのほうがよ
り痛みが著明に誘発される点にありま
す。
　山内　首を回すときなのですね。
　加藤　はい。
　山内　首を回す運動に対して、非常
に抵抗するといいますか、阻止する感
じですね。
　加藤　そうです。患者さんに「少し
前後に動かしてください」というと、
痛みは出るものの、してくれるのです
が、「今度は左右に首を振ってみてく
ださい」というお願いをすると、「先生、
すみません、それはちょっとできませ
ん」という調子です。
　山内　相当な激痛なのでしょうか。
　加藤　そうです。この病気は60歳以
降の女性の方に多く、出産を経験され
ている方に聞くと、出産時よりも強い
痛みだと、皆さん口をそろえておっし
ゃいます。
　山内　一方で、静止時というか、動
かしていないと、痛みは和らいでいる
のですか。
　加藤　和らぎます。
　山内　非常に特徴的なものですね。
自然経過で、治まっていくものなので
すか。
　加藤　２週間前後で自然軽快します。
　山内　そうしますと、基本的にはそ
んなに悪性、困った病気ではないのだ
けれども、痛みそのものは激痛という
ことですね。

　加藤　激痛です。
　山内　再発率はどの程度のものなの
でしょう。
　加藤　１年後のフォローでだいたい
20％前後といわれています。
　山内　けっこう頻繁に起こす人もい
るのですね。
　加藤　そうですね。
　山内　加齢性の変化なのでしょうか。
　加藤　一つの要因と考えられます。
　山内　先ほど偽痛風云々という話が
あったのですが、やはりピロリン酸カ
ルシウムの石灰沈着なのでしょうか。
　加藤　そのとおりです。
　山内　そうしますと、膝のほうの偽
痛風と合併される方もいるのですか。
　加藤　いらっしゃいます。
　山内　その２つがそろうと、かなり
の痛みになってしまいますね。
　加藤　そうですね。
　山内　なぜここに沈着するのでしょ
うか。
　加藤　その原因はわかっていません
けれども、先ほど先生がおっしゃった
ように、加齢に伴ってピロリン酸カル
シウムの石灰沈着が増加する。ただ、
石灰沈着したからといって、必ずしも
この病気を発症するわけではないとい
われています。発症率は約30％です。
　山内　無痛性の石灰沈着もけっこう
あるのですね。
　加藤　そのとおりです。
　山内　そうしますと、そこに仮に、

偶然、石灰沈着があったからといって、
この病気の予知にはならないとみてよ
いですか。
　加藤　そうですね。
　山内　診断に移ります。まず、症状
にも絡みますが、この方は発熱があっ
て、炎症反応があったということです
が、こういった症状があるものなので
すか。
　加藤　あります。37.5度以上の発熱
を80％以上で認めますし、血液検査で
はCRP７以上が約90％の症例で認めら
れるといわれています。
　山内　７以上というと、かなり炎症
反応が激しいですね。そうしますと、
場所的には、ちょうど変形性の頸椎症
などがあるので、痛みだけだと鑑別診
断が難しいかもしれませんが、炎症反
応が非常に激しいということは鑑別診
断にかなり有効に使えることになりま
すか。
　加藤　そう思います。
　山内　確定診断は何でされるのです
か。
　加藤　頸椎のCT検査です。これだ
と、軸椎歯突起の周囲に100％、石灰
沈着像が検出できます。一方で、MRI
やレントゲンだと約20％程度です。で
すから診断するには、CT検査が最適
だと思います。
　山内　石灰沈着のサイズですが、大
きいものから小さいものまであるので
しょうか。

　加藤　90％以上が軸椎歯突起の後方
部に石灰沈着するのですけれども、サ
ークル状に石灰沈着しているものもあ
れば、片側性に結節状に石灰沈着して
いるような症例もあります。
　山内　そうしますと、サイズは必ず
しも痛みとか症状のひどさとは関係が
ないとみてよいですね。
　加藤　そうですね。
　山内　さて、そこで治療になると思
うのですが、この方はNSAIDsを使わ
れています。これはスタンダードなの
でしょうか。
　加藤　そうですね。これがゴールド
スタンダードだと思います。
　山内　痛風ですと、かなり高用量の
NSAIDsが使われることがあるのです
が、この病気に関してはどうなのでし
ょうか。
　加藤　あまり高用量のloadingはしな
いですね。NSAIDsの常用量で１週間
前後で痛みは軽快します。
　山内　ただ、非常に激痛のようです
が。
　加藤　そうなのです。１週間、この
痛みは患者さんにとってはかなり辛い。
そこにステロイドをプレドニゾロンで
１日10～15㎎程度併用すると、２～３
日で痛みは消失しますので、私は感染
症の合併が否定できたら、積極的に
NSAIDsとステロイドの併用療法を行
っています。
　山内　併用というところが、一つの
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頭を左右に回旋させたときのほうがよ
り痛みが著明に誘発される点にありま
す。
　山内　首を回すときなのですね。
　加藤　はい。
　山内　首を回す運動に対して、非常
に抵抗するといいますか、阻止する感
じですね。
　加藤　そうです。患者さんに「少し
前後に動かしてください」というと、
痛みは出るものの、してくれるのです
が、「今度は左右に首を振ってみてく
ださい」というお願いをすると、「先生、
すみません、それはちょっとできませ
ん」という調子です。
　山内　相当な激痛なのでしょうか。
　加藤　そうです。この病気は60歳以
降の女性の方に多く、出産を経験され
ている方に聞くと、出産時よりも強い
痛みだと、皆さん口をそろえておっし
ゃいます。
　山内　一方で、静止時というか、動
かしていないと、痛みは和らいでいる
のですか。
　加藤　和らぎます。
　山内　非常に特徴的なものですね。
自然経過で、治まっていくものなので
すか。
　加藤　２週間前後で自然軽快します。
　山内　そうしますと、基本的にはそ
んなに悪性、困った病気ではないのだ
けれども、痛みそのものは激痛という
ことですね。

　加藤　激痛です。
　山内　再発率はどの程度のものなの
でしょう。
　加藤　１年後のフォローでだいたい
20％前後といわれています。
　山内　けっこう頻繁に起こす人もい
るのですね。
　加藤　そうですね。
　山内　加齢性の変化なのでしょうか。
　加藤　一つの要因と考えられます。
　山内　先ほど偽痛風云々という話が
あったのですが、やはりピロリン酸カ
ルシウムの石灰沈着なのでしょうか。
　加藤　そのとおりです。
　山内　そうしますと、膝のほうの偽
痛風と合併される方もいるのですか。
　加藤　いらっしゃいます。
　山内　その２つがそろうと、かなり
の痛みになってしまいますね。
　加藤　そうですね。
　山内　なぜここに沈着するのでしょ
うか。
　加藤　その原因はわかっていません
けれども、先ほど先生がおっしゃった
ように、加齢に伴ってピロリン酸カル
シウムの石灰沈着が増加する。ただ、
石灰沈着したからといって、必ずしも
この病気を発症するわけではないとい
われています。発症率は約30％です。
　山内　無痛性の石灰沈着もけっこう
あるのですね。
　加藤　そのとおりです。
　山内　そうしますと、そこに仮に、

偶然、石灰沈着があったからといって、
この病気の予知にはならないとみてよ
いですか。
　加藤　そうですね。
　山内　診断に移ります。まず、症状
にも絡みますが、この方は発熱があっ
て、炎症反応があったということです
が、こういった症状があるものなので
すか。
　加藤　あります。37.5度以上の発熱
を80％以上で認めますし、血液検査で
はCRP７以上が約90％の症例で認めら
れるといわれています。
　山内　７以上というと、かなり炎症
反応が激しいですね。そうしますと、
場所的には、ちょうど変形性の頸椎症
などがあるので、痛みだけだと鑑別診
断が難しいかもしれませんが、炎症反
応が非常に激しいということは鑑別診
断にかなり有効に使えることになりま
すか。
　加藤　そう思います。
　山内　確定診断は何でされるのです
か。
　加藤　頸椎のCT検査です。これだ
と、軸椎歯突起の周囲に100％、石灰
沈着像が検出できます。一方で、MRI
やレントゲンだと約20％程度です。で
すから診断するには、CT検査が最適
だと思います。
　山内　石灰沈着のサイズですが、大
きいものから小さいものまであるので
しょうか。

　加藤　90％以上が軸椎歯突起の後方
部に石灰沈着するのですけれども、サ
ークル状に石灰沈着しているものもあ
れば、片側性に結節状に石灰沈着して
いるような症例もあります。
　山内　そうしますと、サイズは必ず
しも痛みとか症状のひどさとは関係が
ないとみてよいですね。
　加藤　そうですね。
　山内　さて、そこで治療になると思
うのですが、この方はNSAIDsを使わ
れています。これはスタンダードなの
でしょうか。
　加藤　そうですね。これがゴールド
スタンダードだと思います。
　山内　痛風ですと、かなり高用量の
NSAIDsが使われることがあるのです
が、この病気に関してはどうなのでし
ょうか。
　加藤　あまり高用量のloadingはしな
いですね。NSAIDsの常用量で１週間
前後で痛みは軽快します。
　山内　ただ、非常に激痛のようです
が。
　加藤　そうなのです。１週間、この
痛みは患者さんにとってはかなり辛い。
そこにステロイドをプレドニゾロンで
１日10～15㎎程度併用すると、２～３
日で痛みは消失しますので、私は感染
症の合併が否定できたら、積極的に
NSAIDsとステロイドの併用療法を行
っています。
　山内　併用というところが、一つの
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コツといえばコツなのですね。
　加藤　そうですね。
　山内　ただし、ステロイドは感染症
ではなるべく使わないことになってい
ます。先ほどの話ではけっこう炎症が
あったり、発熱があったりすると、判
断が難しそうですね。白血球のほうは
いかがでしょう。
　加藤　CRPに比べて白血球は１万を
超えてくる患者さんが60％程度ですの
で、CRPのほうが有意に上昇する傾向
があり、そこも一つ、感染症との鑑別
診断になるかと思います。
　山内　軽度上昇にとどまると考えて
よいのですね。
　加藤　はい。
　山内　再発するとのことですが、同
じ場所なのでしょうか。
　加藤　同じ場所の方もいますし、違
う場所の方もいます。ですから、診断
のポイントとしては、過去に尿酸の高
値がないにもかかわらず、原因不明の
関節炎の既往があるという点が診断の

一助になるのではないかと思います。
　山内　痛みの強さで、ある種トラウ
マのようなものが残ってしまうケース
がありますね。発作後も痛みが残るこ
とが多いのですが、この疾患ではどう
でしょうか。
　加藤　Crowned dens症候群に関し
ては、痛みは治療で完全に治まります。
　山内　それはありがたいですね。
　加藤　そうですね。
　山内　最後に、誘因としてわかって
いることがあったら教えてください。
　加藤　最近、脳卒中の急性期に偽痛
風が合併しやすいといわれています。
また、外傷や感染症のストレス後に起
こることもあるので、おそらく全身性
因子としては、炎症反応の惹起とか、
交感神経の亢進、脳卒中の患者さんの
麻痺側で発症しやすい傾向があります
から、“動かさない”ということも一
つ局所性因子として考えられています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　口唇部の振戦は我々も時々目
にする病態、症状ですが、原因は非常
に多方面にわたるようですね。
　栗田　この質問のように、抗精神病
薬の副作用もありますし、他にパーキ
ンソン症候群に伴うもの、それからそ
れこそ手の震えの本態性振戦と一緒で、
本態性に口唇が震えるものもあります。
また、特殊な神経疾患、不随意運動を
呈するような神経病の随伴症状で出る
ものもあります。
　山内　それぞれメカニズム的にはか
なり違うと考えてよいでしょうか。
　栗田　そうですね。広いバリエーシ
ョンを持っています。
　山内　末梢部で起こっていることは
共通でも、かなりいろいろなメカニズ
ムが働いて出てくることから、症候群

のような感じになってくるのですね。
　栗田　そうですね。
　山内　そうなると、こういう病態を
見たときに、どうやって原因を絞り込
んでいくかですが。
　栗田　まず問診のときに、原因とな
る薬をのんでいないかをうかがいます。
それから家族歴、特に神経疾患の場合
ですと家族歴を持っている人もけっこ
ういらっしゃるので、そこをチェック
します。あと、口唇以外に、例えば手
足にも不随意運動があるかどうかを尋
ねます。これが出ていると口唇だけの
話ではなくなってしまい、全身的な神
経疾患の有無を確認することになりま
す。あくまでも口唇部の振戦だけです
と、今度は舌はどうか、口蓋部はどう
か、口周囲に震えはないかという点を

口唇部の振戦

帝京大学ちば総合医療センター神経内科教授
栗　田　　正

（聞き手　山内俊一）

　口唇部の振戦について、一般的には抗精神病薬の副作用といわれていますが、
薬服用のない人でも時々見かけます。どのようなメカニズムで出るのか、また
治療方法についてもご教示ください。

＜福岡県開業医＞
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