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【甲状腺疾患　診断と治療の進歩】
治療ガイドライン　現状と問題点
Basedow病薬物治療

日本内科学
会雑誌

2010 99(4) 733-740

百目木 希実, 門傳
剛, 松村 美穂子, 清
水 裕晶, 池田 志織,
助川 敦子, 柳 一徳,
青木 千枝, 川越 宣
明, 加瀬 浩之, 笠井

甲状腺クリーゼ20例の治療と予後
甲状腺クリーゼ診断基準を用いた検
討

Dokkyo
Journal of
Medical
Sciences

2010 37(3) 181-186

中山 豊, 新津 秀孝,
齊藤 邦江, 富樫 賢

バセドウ病に対する無機ヨード療法
市立秋田総
合病院医誌

2010 19(1) 13-18

真尾 泰生, 紅粉 睦
男, 井川 裕之, 伊古
田 明美

バセドウ病初期治療におけるヨウ化
カリウム50mgとメチマゾール15mgの
併用投与法

内分泌・糖
尿病・代謝
内科

2010 30(5) 502-508

関谷 健一, 國井 葉,
松本 雅子, 渡邊 奈津
子, 向笠 浩司, 吉村
弘, 伊藤 國彦, 伊藤
公一, 菱沼 昭, 数川

先天性非自己免疫性甲状腺機能亢
進症の一例

日本甲状腺
学会雑誌

2010 1(2) 129-130



Sakurai Kanako,
Fukazawa Hiroshi,
Arihara Zenei,
Yoshida Katsumi

Sunitinib-Induced Thyrotoxicosis
Followed by Persistent
Hypothyroidism with Shrinkage of
Thyroid Volume(甲状腺容量収縮によ
る遷延性甲状腺機能低下を伴うスニ
チニブ誘発性甲状腺中毒症)

The Tohoku
Journal of
Experimental
Medicine

2010 222(1) 39-44

佐藤 真理, 麻生 敬
子, 中山 智孝, 松裏
裕行, 小原 明, 舘野
昭彦, 佐地 勉

ヨウ化カリウムによる治療を長期間
施行したバセドウ病の3例

日本小児科
学会雑誌

2010 114(11)1713-1717

赤嶺 有衣子, 旭 朝
弘, 比嘉 南夫, 眞志
取 多美, 田端 一彦,
崎原 永啓

重症大動脈弁狭窄症に甲状腺中毒
症を合併した1例

那覇市立病
院医学雑誌

2010 2(1) 51-54

廣井 直樹, 伊東 俊
秀, 薬師寺 史厚, 須
江 麻里子, 吉原 彩,
緒方 秀昭, 島田 長
人, 坪井 久美子, 渋
谷 和俊, 芳野 原

バセドウ病治療中に発見された甲状
腺微小乳頭癌の1例

内分泌外科 2010 27(3) 197-202

中村 保子, 森村 匡志
健診をきっかけとして発見された甲状
腺機能亢進症の検討
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井上 誠, 岡崎 貴裕,
北園 貴子, 柴田 朋
彦, 水島 万智子, 山
崎 宜興, 東 浩平, 山
前 正臣, 尾崎 承一

バセドウ病に対する
Propylthiouracil(PTU)治療再開後1ヵ
月で顕微鏡的多発血管炎を発症した
一例および過去の報告79例の文献
的考察

臨床リウマ
チ

2010 22(2) 243-249

松下 幸司, 谷川 隆
久, 岡田 洋右, 田中
良哉

類もやもや病を呈し、甲状腺クリーゼ
と同時に多発脳梗塞を発症したバセ
ドウ病の1例

内科 2010 106(1) 162-165

和田 剛志, 澤村 淳,
菅野 正寛, 平安山 直
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野 弘勝, 早川 峰司,

甲状腺クリーゼと診断した4例の検討
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誌
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Suenaga Matsuhiko,
Fujita Hiroshi, Fujiki
Kazuhiko, Yakushiji

Severe Duodenal Hemorrhage
Induced by Lugol's Solution
Administered for Thyroid Crisis
Treatment(甲状腺クリーゼの治療に
投与されたルゴール液による重度十
二指腸出血)

Internal
Medicine

2010 49(8) 759-761

Chen Yi-Ting, Yang
Gee-Gwo, Hsu Yung-
Hsiang

Thyroid Storm and Lymphocytic
Myocarditis(甲状腺クリーゼとリンパ
球性心筋炎)
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Medicine
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久保田 益亘, 三玉 幸
康, 清原 大輔, 檜井
俊英, 奥崎 健

急激に血糖コントロールが悪化した
甲状腺クリーゼの1例
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田中 啓之, 藤井 徹
郎, 戸田 孝之, 松井

甲状腺中毒症を合併した成人男性
TINU症候群の1例

日本腎臓学
会誌
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宮村 有佳, 柳生 茂
希, 山下 哲史, 小川
弘

不明熱で見つかった思春期甲状腺機
能亢進症の1例
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誌

2010 7(1) 60-64



吉野 鉄大, 野崎 勲,
西川 健一郎, 渡邉 昌
紀, 柳川 達生

巨大卵巣腫瘍にバセドウ病と著しい
肺高血圧症を呈した1例
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宮川 めぐみ
【甲状腺・副甲状腺疾患の診療-最近
の話題】 バセドウ病の薬物治療と
131I内用療法
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裕之, 伊古田 明美

バセドウ病治療におけるヨウ化カリウ
ム50mgとメチマゾール15mgの併用投
与法(第2報)　治療後2年までのTRAb
値および甲状腺腫の変動

内分泌・糖
尿病・代謝
内科
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樹, 白崎 礼美, 開田
剛史, 町野 麻美, 森
康一郎, 山崎 早江子

甲状腺疾患の既往がないのに胃癌
術後に甲状腺クリーゼを発症した1例

体液・代謝
管理

2011 27(1) 97-99

Ozlem Celik, Deram
Buyuktas, Mustafa
Sevinc, Koray
Tascilar, Cuyan
Demirkesen, Ertugrul
Tasan

Propylthiouracil-induced Anti-
neutrophil Cytoplasmic Antibodies
and Agranulocytosis together with
Granulocyte Colony-stimulating
Factor Induced Sweet's Syndrome in
a Patient with Graves' Disease(グ
レーブス病患者におけるプロピルチ
オウラシルによる抗好中球細胞質抗
体および無顆粒球症ならびに顆粒球
刺激因子によるスイート症候群)

Internal
Medicine

2011 50(18) 1973-1976

梅田 杏奈, 澤田 育
子, 山口 博文, 兪 史
夏, 数見 久美子, 宮
西 加寿也, 朴 康誠,

甲状腺中毒症を呈した胞状奇胎の1
症例
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著明な高血糖を呈さず甲状腺中毒症
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アミオダロン中止2ヵ月後にAIT1・2型
混合病態を発症し、数ヵ月にわたり強
い病勢が持続したため集学的診断・
治療を要した1例

日本甲状腺
学会雑誌

2011 2(2) 116-118

Minamitani Kanshi,
Oikawa Junko, Wataki
Kunio, Kashima
Kyoko, Hoshi Mari,
Inomata Hiroaki, Ota
Setsuo

A Report of Three Girls with
Antithyroid Drug-Induced
Agranulocytosis: Retrospective
Analysis of 18 Cases Aged 15 Years
or Younger Reported between 1995
and 2009(抗甲状腺薬により誘発され
た無顆粒球症の女児3例の報告
1995～2009年に報告された15歳以下
の18症例の後方視的分析)

Clinical
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Endocrinolog
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横手 龍, 矢野 博子,
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木村 綾乃, 吉井 大
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バセドウ病によると思われるアテトー
ゼ様不随意運動を呈した一例
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抗甲状腺薬により劇症肝炎をきたし
肝移植にて救命しえた一例
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青木 大輔, 吉村 泰典

母体TRAb高値に伴う胎児甲状腺機
能亢進症に対して抗甲状腺薬による
経胎盤的治療を行った1例
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会誌
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【小児内分泌疾患の診断と治療-日
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甲状腺クリーゼ全国調査に基づく治
療ガイドラインとアルゴリズムの作成
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学会雑誌

2012 88(2) 475

中村 浩淑

【甲状腺疾患-診断・治療の最新動向
-】 主要疾患の病態・診断・治療　バ
セドウ病　バセドウ病の治療ガイドラ
インに基づく治療指針　薬物療法の
基本と有害事象への対策

日本臨床 2012 70(11) 1915-1921

Osaki Yoshinori,
Sakurai Kanako,
Arihara Zenei, Hata
Masahiro, Fukazawa
Hiroshi

Prediction of late (24-hour)
radioactive iodine uptake using early
(3-hour) uptake values in Japanese
patients with Graves' disease(バセド
ウ病の日本人患者における早期(3時
間)放射性ヨウ素取り込みを用いた後
期(24時間)取り込みの予測)
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Journal
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邊 梨紗子, 渡邉 峰守
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比較検討
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志, 伊佐治 真子, 石
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インターフェロン療法中、ヨード造影
剤投与後に甲状腺中毒症を指摘した
腺腫様甲状腺腫の1例
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病院医学雑
誌
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甲状腺機能亢進症に合併した肺高血
圧症の1例

Therapeutic
Research
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鶴田 絵里子, 高野
徹, 日高 洋

ヨウ化カリウム(KI)の併用によってチ
アマゾール(MMI)の薬効が阻害された
と考えられた2症例
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学会雑誌
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明日美

チアマゾールによる汎血球減少を認
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誌
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新生 忠司, 杉澤 千
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抗甲状腺薬長期内服中に生じた無顆
粒球症の2例
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発症後早期にDICを合併して急激な
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佳奈子, 前田 敏樹,

幻覚などの精神症状を主徴とした甲
状腺クリーゼの1例
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岩波 久威, 中村 利
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敏彦, 平田 幸一

甲状腺クリーゼを合併した橋本脳症
の1例
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今井 泰平

妊娠一過性甲状腺機能亢進症により
甲状腺クリーゼを認めた1例
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症例から学ぶ　甲状腺クリーゼの治
療中に、甲状腺中毒性ミオパチーと
思われる筋力低下が顕在化した1例
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誌
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Sato Yuichi,
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Simultaneous Occurrence of Type 1
Diabetes Mellitus and Graves'
Disease: A Report of Two Cases and
a Review of the Literature(1型糖尿
病とGraves病の同時発生　2症例の
報告と文献レビュー)
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Medicine
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Takeuchi Takako,
Mikami Takeshi,
Komeichi Katsuhide,
Tsutsumi Hiroyuki

A Case of Graves' Disease
Diagnosed in the Course of Bilateral
Carotid Artery Stenoses (Moyamoya
Disease): A Case Report and Review
of the Literature(両側性頸動脈狭窄
(もやもや病)の経過中に診断された
バセドウ病の1症例　症例報告および
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Endocrinolog
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Emul Murat, Sakalli
Ayse, Erol Turgut
Can, Ertan Turan

Thyrotoxic psychosis in an elderly
woman and haloperidol use: a case
report(高齢女性における甲状腺中毒
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例報告)
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The onset of antineutrophil
cytoplasmic antibody-associated
vasculitis immediately after
methimazole was switched to
propylthiouracil in a woman with
Graves' disease who wished to
become pregnant(妊娠を望むグレー
ブス病女性におけるメチマゾールをプ
ロピルチオウラシルに切り替えた直
後の抗好中球細胞質抗体関連血管

Endocrine
Journal

2013 60(3) 383-388

江口 透, 宮内 省蔵
比較的高齢で発症した伝染性単核球
症にバセドウ病を合併した1例
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誌
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ウ病の一例
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誌
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井 宏樹, 長沼 雄二
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重症急性循環不全を合併した甲状腺
クリーゼの1救命例
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