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症例報告 
 

髄膜炎と鑑別を要した crowned dens syndrome の 1 例 
 

                                                        

高野由美 1)、高橋広喜 1)、森俊一 1)、鈴木森香 1)、田所慶一 1)、高橋裕一 2） 

1) 国立病院機構 仙台医療センター 総合診療科、2) 同 膠原病内科 

 

<<抄録>>                                            

89 歳、女性。1 週間前より 38℃台の発熱があり、前医で抗菌薬を投与されたが改善しなかった。炎症反

応高値が続き、さらに後頚部痛が出現したことから、髄膜炎の疑いで当院へ転院搬送となった。来院時体温

37.8℃、意識は清明で会話可能であった。項部硬直に加え、頚部の回旋制限が顕著であり、両手関節に腫脹

を認めた。血液検査では白血球増多と CRP 上昇、CT では頚椎歯突起周囲を取り囲むように石灰沈着を認

めた。Crowned dens syndrome と診断し、アセトアミノフェン点滴静注で加療を開始した。入院 2 日目に

は頚部痛は軽減し、5 日目には手関節の腫脹も改善した。31 日目の頚部 CT で歯突起周囲の石灰化に著変

はなかったが、疼痛は緩和しており、アセトアミノフェン内服継続のまま 32 日目に退院となった。CDS

は頚椎歯突起周囲の偽痛風発作であり、髄膜炎様の頚部痛、発熱、炎症反応高値を呈するが、比較的意識状

態が良いのが特徴である。高齢者の頚部痛、発熱で回旋制限が顕著な場合は、CDS も考慮すべきと考える。 

                                                        

キーワード：crowned dens syndrome、髄膜炎、偽痛風、ピロリン酸カルシウム結晶沈着症 

（平成 28 年 4 月 20 日受領、平成 28 年 6 月 16 日採用） 

 

 

１ はじめに 

Crowned dens syndrome（CDS）は頚椎歯突起

周囲の偽痛風発作である。発熱、炎症反応高値、頚

部の硬直や頚部痛がみられることから髄膜炎との

鑑別を要することが多い。炎症反応高値の割に全身

状態が良く、項部硬直より回旋制限が強い傾向にあ

ることが特徴である。今回われわれは、髄膜炎の疑

いで転院搬送となった高齢者の CDS を経験したた

め、文献的考察を加えて報告する。 

 

２ 症例 

 患者：89 歳 女性 

 主訴：発熱、後頚部痛 

 家族歴：特記すべきことなし 

 既往歴：87 歳 脳梗塞、時期不明 認知症 

 生活歴：飲酒なし、喫煙なし 

 現病歴：当院受診の 1 週間前から 38～39℃の発

熱あり、前医を受診した。抗菌薬 CTRX を投与さ

れたが改善なく、4 日前から入院の上、抗菌薬を

TAZ/PIPC に変更し、免疫グロブリンも投与された。

当院受診の前日朝から頚部痛が出現し、髄膜炎が疑

われたことから、当院へ転院搬送となった。  

 入院時身体所見：体温 37.8℃、血圧 159/71 

mmHg、脈拍 87/分、SpO2 96 ％(Room air) 

意識清明、会話可能（JCS-0）、頚部：項部硬直あ

り。回旋制限あり。Kernig 徴候陽性、Brudzinski

徴候なし。眼瞼結膜：貧血なし。眼球結膜：黄染な

し。咽頭：発赤なし、白苔なし。心音：整 呼吸音：
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清、肺雑音なし。腹部：平坦、軟、圧痛なし。反跳

痛なし。両手関節に腫脹（図１）・疼痛・熱感あり、

両膝関節に疼痛あり。 

 

 
 図１ 左手関節に疼痛を伴う腫脹がみられた 

 

 血液検査所見：WBC 17,800 /μl、CRP 22.6 mg/dl

と炎症反応高値を認めた。好中球の核の左方移動は

なかった。プロカルシトニンは 0.657 ng/ml と軽度

上昇していた。Hb 10.2 g/dl の貧血と Alb 1.4 g/dl

の低 Alb 血症を認めた（表１）。 

 

 

表１ 入院時採血検査所見 

 

 頚部 CT：頚椎歯突起周囲を取り囲むように石灰

化沈着を認めた（図２）。 

 左手関節 Xp：尺骨遠位端に石灰化を認めた（図

３）。 

 治療経過：頚部の診察では, 項部硬直はあるもの

の、回旋制限が顕著だった。発熱と炎症反応高値で

頚部痛もあり、髄膜炎の可能性も完全には否定でき

なかったが、意識清明で会話も可能であり、手関節

に偽痛風と思われる疼痛を伴う腫脹がみられたこ

と、頚部 CT で CDS に特徴的な石灰化像が得られ

たことから、頚椎偽痛風と診断した。前医での抗菌

薬が無効であったため、当院では抗菌薬は投与せず、

アセトアミノフェンのみで加療開始した。 

 

 

図２ A 初診時頚椎 CT 歯突起周囲に石灰化がみられる。

B 歯突起周囲の拡大図 

 

 

図３ 左手関節 X-p 腫脹部位に一致して石灰化がみられ

る 

 

 血液培養は 2 セット全て陰性であった。入院 2 日

目には頚部痛が軽減、3 日目には食事も摂取できる

ようになった。5日目には手関節の腫脹も改善した。

入院 31 日目のフォローCT で歯突起周囲の石灰化

に著変はなかった。炎症反応高値は遷延していたが、

全身状態改善し、内服での加療が可能となったため、

入院 32 日目に退院となった。 
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３ 考察 

 偽痛風は、ピロリン酸カルシウム二水和物

（calcium pyrophosphate dehydrate deposition: 

CPPD）結晶による急性関節炎発作であり、膝関節、

足関節、手関節などの疼痛・腫脹を起こすことが多

い。無症候性の CPPD 結晶沈着症は高齢者に多く、

85 歳以上では 30～50％に沈着がみられる 1）。膝関

節の石灰化をレントゲンで評価した研究では、高齢

者ほど無症候性の CPPD 結晶沈着が多いことも報

告されている 2）。CPPD 結晶が何らかの原因で関節

腔内へ剥がれ落ちると、単球やマクロファージ、好

中球によって貪食される。これらの細胞が炎症性因

子を放出することで、急性関節炎が発症すると考え

られている 1）。まれに頚椎に起こる場合があり、

1985 年に Bouvet らによって crowned dens 

syndrome (CDS)として初めて報告された 3）。 

CDS は、軸椎歯突起（dens）周囲に CPPD 結晶

が王冠のように沈着し、炎症が惹起されることで急

性発作を起こす疾患である。発熱、頚部痛、白血球

増多、CRP 上昇などが見られ、髄膜炎との鑑別を

要することが多いが、CDS では①多くが高齢者で

ある、②激しい頚部痛に加えて頚部の回旋制限が著

しい、③膝関節・手関節・肩関節・足関節などの腫

脹を伴うことがある、④CT で軸椎歯突起周囲に石

灰化がみられる、⑤発熱と炎症反応高値の割に意識

状態がよい、といった点が特徴的であると思われる。

自験例はこれら 5 点を全て満たしたことから、髄液

検査は施行せず、抗菌薬を投与することもなく、ア

セトアミノフェンのみの加療で翌日には頚部痛の

改善を認めた。これら 5 項目の中で、CT による歯

突起周囲の石灰化証明は客観的であり、必須検査と

思われる。頚椎歯突起周囲の石灰化像は単純 X-p や

MRI での描出は困難であることからも、CT による

診断が有効である。 

治療は一般に Non-Steroidal Anti-Inflammatory 

Drugs（NSAIDｓ）が用いられ、速やかに軽快する

予後良好な疾患である。自験例では 89 歳と高齢で

あり、NSAIDｓによる腎機能低下や消化管出血の

リスクを避けるためにアセトアミノフェンを投与

した。疼痛は改善したが、炎症反応高値は遷延した。

これはアセトアミノフェンが NSAIDs と異なり、

解熱鎮痛作用は有するが抗炎症作用がほとんどな

い 4）ことによるものと考えられた。 

CDS をキーワードに医中誌で検索し入手し得た

17 論文（会議録、図説は除く）37 症例について調

べたところ 5～21）、男女比は約 4 対 6、罹患時の平均

年齢は 73.4 歳で、70 歳以上が 81.1％であった。内

閣府発表の 75 歳以上の人口が男性 38.3％、女性

61.7％であり 22）、ほぼ人口比率と同等と思われる。

髄膜炎と鑑別を要することが多いが、髄液検査施行

の記載が確認できたもので 8 例（21.6％）であった。

全例頚部 CT 検査が行われていた。治療は NSAIDs

を投与したケースが確認できただけで 19 例

（51.4％）と過半数を占めた。アセトアミノフェン

を用いたと記載されていたのは 1 例のみであった。

また, 頚椎以外の偽痛風の既往のあるケースが、記

載されているだけで 5 例（13.5％）あり、いずれも

年齢は 80 歳代であった。 

CDS は高齢者に多く、高齢者の頚部痛を診察す

る際には、CDS も考慮することで、髄液検査や抗

菌薬投与を減らすことができると考える。 

 

４ 結語 

発熱と頚部痛があり、髄膜炎との鑑別を要した

CDS を報告した。高熱、炎症反応高値に比して意

識状態がよいこと、頚部は前後屈より回旋制限が強

いこと、頚部 CT で頚椎歯突起周囲に石灰化像がみ

られ、手関節には CPPD 結晶沈着症と思われる疼

痛を伴う腫脹がみられたことが、CDS に特徴的で

あった。 

本症例の要旨は、日本内科学会東北支部主催第

206 回東北地方会（2015 年 10 月、福島市）で報告

した。 
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