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妊娠中に甲状腺全摘術を施行したバ
頭頸部外科 2016 26(1) 147-151
セドウ病合併妊娠の2症例
バセドウ病の母から出生し、新生児
諏訪赤十字
バセドウ病を発症した後に中枢性甲
2016 9
医学雑誌
状腺機能低下症に至った1例

27-31

【撤回論文】甲状腺クリーゼを呈し、1
型糖尿病とバセドウ病を同時に診断 臨牀と研究 2016 93(3) 412-415
した多腺性自己免疫症候群(APS)3型
術後に甲状腺クリーゼが判明した人 日本集中治
工心肺非使用冠動脈バイパス手術 療医学会雑 2016 23(1) 69-70
の一例
誌

心室細動を契機に診断された甲状腺 日本甲状腺
2016 7(1)
クリーゼの一例
学会雑誌

多発肝動脈瘤を伴った血管炎の1例
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日本内科学
2016 105(1) 87-90
会雑誌

抗甲状腺薬による薬剤性無顆粒球症 島根医学検
2017 45(1) 23-25
の一例
査
卵巣甲状腺腫による甲状腺機能亢進
臨床麻酔
2017 41(4) 649-650
が術前診断された1例
大阪府立急
性期・総合
甲状腺クリーゼを契機に多形性心室
医療セン
2017 39(1) 25-28
頻拍を発症した1例
ター医学雑
誌

もやもや病所見を契機に診断された 岐阜県内科
2017 30(1) 25-28
Basedow病の一例
医会雑誌
甲状腺癌取扱い規約第7版から見た
超音波診断(低分化癌、乳頭癌特殊 乳腺甲状腺
2017 6(1)
型、ベセスダ分類による細胞診など) 超音波医学
充実型乳頭癌の臨床像と超音波像
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