
　池脇　どういう疾患に対してそうい
った治療をされているのでしょう。
　絵野沢　現在は先天的に尿素回路の
酵素に変異のあるお子さんで、生まれ
てすぐに高アンモニア血症を起こして
しまう病気を対象にしています。その
お子さんに対して、肝臓移植ができる
程度に成長するまでのつなぎとして肝
細胞移植を行っています。
　池脇　今後ともそういった治療は増
えてくるのでしょうか。
　絵野沢　現在、再生医療に非常に大

きな関心と期待が高まっていますし、
日本は世界的にもこの分野をリードし
ています。臓器でいうと、肝臓以外で
は心臓や膵臓で臨床研究や治験が始ま
っていますし、眼の網膜や角膜内皮、
整形外科領域では半月板や関節軟骨と
いった組織の損傷に対して臨床研究が
行われています。今後、いろいろな分
野で細胞治療、再生医療が盛んになる
と思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　偽痛風ということで、以前に
偽痛風の一つで頸椎に出るクラウンデ
ンス症候群を取り上げました。整形外
科のお立場で偽痛風、偽りの痛風とは
どういう意味なのでしょうか。
　高井　痛風は尿酸結晶を原因とした
関節炎で、非常に痛く真っ赤に腫れま
す。一方、偽痛風の症状も全く痛風と
変わりません。両者ともに結晶性関節
炎というくくりでいえば同じ範疇です。
ただ、偽痛風の場合であれば、尿酸で
はなく、ピロリン酸カルシウムが原因
です。
　池脇　痛風でしたら、尿酸が高いこ
とで痛風になりやすい等々ありますけ
れども、偽痛風、ピロリン酸カルシウ
ムは、どういう方がなりやすいのでし
ょうか。
　高井　ピロリン酸カルシウムそのも

のの代謝異常と当然考えられますが、
実際には関節や肩鎖関節の線維軟骨に
沈着します。無症状に経過し、あると
きにピロリン酸カルシウムが関節内に
析出して、それが刺激となって関節炎
を引き起こします。
　何も症状がない50～60歳以上の人を
レントゲンで撮ると、膝の半月板や軟
骨に白い石灰化のような陰影を認めま
す。このような場合、肩鎖関節などに
も同じ沈着を認めます。
　池脇　そうしますと、関節痛、腫脹
といった発作というかたちで現れやす
くて、石灰化ですから、レントゲン上、
白く写るのですね。
　さて痛風では好発部位がありますが、
偽痛風は全身の関節に出てきやすいの
でしょうか。
　高井　偽痛風というのは膝に最も多
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く発生しますが、足関節や肩にも発生
します。一方、痛風も膝が好発部位で
す。初診時に両者とも熱感、腫脹を認
めます。
　池脇　整形外科に患者さんが来るこ
ともあれば、臨床実地の先生のところ
に、膝が腫れて痛いと来られたときに、
鑑別はどうでしょうか。
　高井　まず、痛風発作は、皆さん見
られたことがあると思います。膝の痛
風発作は患者さんが本当にかわいそう
になるぐらいの痛みです。ところが、
偽痛風の痛みもほとんど変わりません。
熱感も非常に強い。化膿性関節炎も、
関節が腫れて、真っ赤に熱を持って痛
いわけです。
　ほかに関節リウマチとか、関節が腫
れる病気はありますけれども、そこま
で熱感を持つことはないです。劇的な
痛みも、歩行時とかは当然痛いでしょ
うが、疼くような痛み、炎症性疼痛で
す。そういう意味でいうと、痛風、偽
痛風、そして化膿性関節炎の３つが挙
げられます。
　池脇　これらの３つの疾患は治療が
全く違いますから、診断がとても大事
になりますが、整形外科の場合には関
節液を抜くことで、きちんと診断でき
ると思うのですけれども、一般の医師
はそのあたりはどう考えていったらい
いのでしょうか。
　高井　関節液を穿刺排液することが
非常に重要です。また、排液の性状観

察も行う必要があります。
　結晶性関節炎であれば、穿刺排液を
顕微鏡で観察することによって簡単に
診断できます。痛風では、尿酸の針状
結晶が観察されます。一方、偽痛風で
は、原因であるピロリン酸カルシウム
の結晶が観察されます。どんなものか
というと、針よりは少し長い長方形を
しています。尿酸の針というのはなぜ
か、だいたい３～４本の結晶が同じ方
向へ向いているのに対して、ピロリン
酸カルシウムの結晶はばらばらな方向
に向いています。
　しかし、尿酸の結晶、ピロリン酸カ
ルシウムの結晶のいずれも、結晶性関
節炎ですので、排出して、ステロイド
の関節内注射をすることで劇的に改善
します。
　問題は、化膿性の関節炎との鑑別で
す。まず、関節液の穿刺排液を行いま
す。穿刺した関節液を細菌培養、ある
いは抗生剤の感受性検査に出し、一般
的なセフェム系の抗生物質を投与して、
整形外科あるいは病院に紹介するのが
確実なやり方だと思います。
　池脇　臨床実地の医師が関節液を抜
けない場合には、専門の医師に紹介す
るのが間違いないですね。
　高井　そう思います。抗生物質、消
炎鎮痛剤を処方されてから紹介される
場合が多いのですが、抗生物質を数日
間投与されていますと次の施設が細菌
検査を出すときに、起因菌の同定が困

難になります。速やかに専門の病院へ
送ることができるなら、消炎鎮痛剤の
投与だけにしてご紹介いただいたほう
がよいと思います。
　池脇　痛風の場合には発作は１週間
前後で自然とおさまりますが、偽痛風
は、例えば関節液を抜いて、洗浄して、
ステロイドを入れた場合には、すっと
おさまるのでしょうけれども、そうい
った処置がされない場合はどうなので
しょうか。発作ですから、あるところ
でおさまっていくのでしょうか。
　高井　偽痛風で関節穿刺をしないで
経過を見ていっておさまることは普通
はありません。析出した結晶が原因で
すので、なかなか痛みは取れません。
しかしながら、穿刺をして、生理食塩
水で中を洗浄して、ステロイドを少し
入れてやると劇的に改善します。２日

ぐらいで全く痛みがなくなる人もいま
す。残念ながら自然消退することはな
いと思います。
　池脇　今先生がおっしゃった処置、
治療は、膝関節のような大きなところ
でしたらイメージしやすいのですけれ
ども、小さな関節の場合でも治療は原
則同じなのでしょうか。
　高井　小さな関節にあまり析出しな
いのです。ただ、痛みを訴えられる方
はいますが、それは内服のステロイド
を処方するケースが多いと思います。
　池脇　通常のNSAIDSにステロイド
を併用するという判断は、どのように
するのでしょう。
　高井　偽痛風の診断が確実で著明な
痛みの場合にはステロイドを単回投与
します。
　池脇　ありがとうございました。
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く発生しますが、足関節や肩にも発生
します。一方、痛風も膝が好発部位で
す。初診時に両者とも熱感、腫脹を認
めます。
　池脇　整形外科に患者さんが来るこ
ともあれば、臨床実地の先生のところ
に、膝が腫れて痛いと来られたときに、
鑑別はどうでしょうか。
　高井　まず、痛風発作は、皆さん見
られたことがあると思います。膝の痛
風発作は患者さんが本当にかわいそう
になるぐらいの痛みです。ところが、
偽痛風の痛みもほとんど変わりません。
熱感も非常に強い。化膿性関節炎も、
関節が腫れて、真っ赤に熱を持って痛
いわけです。
　ほかに関節リウマチとか、関節が腫
れる病気はありますけれども、そこま
で熱感を持つことはないです。劇的な
痛みも、歩行時とかは当然痛いでしょ
うが、疼くような痛み、炎症性疼痛で
す。そういう意味でいうと、痛風、偽
痛風、そして化膿性関節炎の３つが挙
げられます。
　池脇　これらの３つの疾患は治療が
全く違いますから、診断がとても大事
になりますが、整形外科の場合には関
節液を抜くことで、きちんと診断でき
ると思うのですけれども、一般の医師
はそのあたりはどう考えていったらい
いのでしょうか。
　高井　関節液を穿刺排液することが
非常に重要です。また、排液の性状観

察も行う必要があります。
　結晶性関節炎であれば、穿刺排液を
顕微鏡で観察することによって簡単に
診断できます。痛風では、尿酸の針状
結晶が観察されます。一方、偽痛風で
は、原因であるピロリン酸カルシウム
の結晶が観察されます。どんなものか
というと、針よりは少し長い長方形を
しています。尿酸の針というのはなぜ
か、だいたい３～４本の結晶が同じ方
向へ向いているのに対して、ピロリン
酸カルシウムの結晶はばらばらな方向
に向いています。
　しかし、尿酸の結晶、ピロリン酸カ
ルシウムの結晶のいずれも、結晶性関
節炎ですので、排出して、ステロイド
の関節内注射をすることで劇的に改善
します。
　問題は、化膿性の関節炎との鑑別で
す。まず、関節液の穿刺排液を行いま
す。穿刺した関節液を細菌培養、ある
いは抗生剤の感受性検査に出し、一般
的なセフェム系の抗生物質を投与して、
整形外科あるいは病院に紹介するのが
確実なやり方だと思います。
　池脇　臨床実地の医師が関節液を抜
けない場合には、専門の医師に紹介す
るのが間違いないですね。
　高井　そう思います。抗生物質、消
炎鎮痛剤を処方されてから紹介される
場合が多いのですが、抗生物質を数日
間投与されていますと次の施設が細菌
検査を出すときに、起因菌の同定が困

難になります。速やかに専門の病院へ
送ることができるなら、消炎鎮痛剤の
投与だけにしてご紹介いただいたほう
がよいと思います。
　池脇　痛風の場合には発作は１週間
前後で自然とおさまりますが、偽痛風
は、例えば関節液を抜いて、洗浄して、
ステロイドを入れた場合には、すっと
おさまるのでしょうけれども、そうい
った処置がされない場合はどうなので
しょうか。発作ですから、あるところ
でおさまっていくのでしょうか。
　高井　偽痛風で関節穿刺をしないで
経過を見ていっておさまることは普通
はありません。析出した結晶が原因で
すので、なかなか痛みは取れません。
しかしながら、穿刺をして、生理食塩
水で中を洗浄して、ステロイドを少し
入れてやると劇的に改善します。２日

ぐらいで全く痛みがなくなる人もいま
す。残念ながら自然消退することはな
いと思います。
　池脇　今先生がおっしゃった処置、
治療は、膝関節のような大きなところ
でしたらイメージしやすいのですけれ
ども、小さな関節の場合でも治療は原
則同じなのでしょうか。
　高井　小さな関節にあまり析出しな
いのです。ただ、痛みを訴えられる方
はいますが、それは内服のステロイド
を処方するケースが多いと思います。
　池脇　通常のNSAIDSにステロイド
を併用するという判断は、どのように
するのでしょう。
　高井　偽痛風の診断が確実で著明な
痛みの場合にはステロイドを単回投与
します。
　池脇　ありがとうございました。
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