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症　例

双胎妊娠に伴う hCG 高値により
妊娠一過性甲状腺中毒症が遷延した 1 例

富山県立中央病院　内分泌・代謝内科
古村　芳樹，中田　竜介，米澤　　淳，赤堀　　弘

要　　旨

　症例は 30 歳代，女性．妊娠 7 週に双胎妊娠と診断され，8 週から 11 週にかけ妊娠悪阻を
発症した．20 週に切迫流産で入院した際の甲状腺機能検査で，潜在性甲状腺中毒症を認めた．
25 週に血中 hCG 247117 .8 mIU/mL と著明な高値とともに甲状腺中毒症が顕性化したため，
ヨウ化カリウムを開始した．以後，hCG 漸減とともに中毒症は軽快したが，31 週以降に hCG

再上昇を認め，甲状腺中毒症は遷延した．出産後は，hCG の著減に伴い，すみやかに甲状腺
機能は正常化した．hCG は，双胎妊娠では単胎妊娠に比べて高値となりやすく，妊娠後期に
再上昇をきたすことがある．双胎妊娠に伴う妊娠一過性甲状腺中毒症では，妊娠全期間を通
して，より慎重な甲状腺機能のフォローが必要である． 

key words：双胎妊娠，妊娠一過性甲状腺中毒症，hCG

富山県立中央病院医学雑誌 2022；45（ 1・2 ）25 －27

はじめに
　妊娠一過性甲状腺中毒症は，hCG の甲状腺刺激作用に
より生じる一過性の甲状腺機能亢進症である．hCG は，
受胎の直後から胎盤で産生される．hCG-βサブユニット
は TSH のβサブユニットと 30 ～ 40 ％の相同性を有し，
TSH 受容体に結合して甲状腺を刺激する．妊娠一過性甲
状腺中毒症は，妊娠悪阻を伴うことが多く，妊婦の 2 ～
11 ％にみられ，血中 hCG が 70000 ～ 80000 IU/L 以上
になる妊娠初期，特に妊娠 8 週から 11 週に出現しやすい．
通常，hCG が低下する妊娠中期には自然に消退する 1 ）．
今回，妊娠中期に顕性甲状腺中毒症を呈し，双胎妊娠に伴
う hCG 高値により妊娠一過性甲状腺中毒症が遷延した一
例を経験したので報告する．

症　　例
【 患　者】30 歳代，女性．
【 主　訴】腹部緊満感，動悸．
【 既往歴】特記事項なし．
【 常用薬】なし．やせ薬服用なし．
【 家族歴】甲状腺疾患なし．
【 妊娠歴】1 経妊 0 経産．自然妊娠．

【 生活歴】喫煙歴なし．飲酒なし．
【 アレルギー】薬：アモキシシリンで皮疹．食物：なし．
【 現病歴】
妊娠 7 週に双胎妊娠と診断され，8 週から 11 週にかけて，
妊娠悪阻を発症した．18 週より動悸を自覚した．20 週に
腹部緊満感と頸管長短縮を認め，切迫流産の診断で入院し
た．切迫流産の要因検索のため測定した甲状腺機能検査で，
潜在性甲状腺中毒症を認めた．

【 身体所見】
身 長 143 cm， 体 重 39 .7 kg，BMI 19 .4 kg/ ㎡， 体 温 

36 .9 ℃，血圧 100 / 54 mmHg，脈拍 76 / min，整であった．
眼瞼結膜に蒼白なく，眼球結膜に黄染なし．眼球突出は認
めなかった．頚部に甲状腺を触知しなかった．胸部に特記
所見なく，下腿浮腫なし．手指振戦も認めなかった．

【 尿検査】
pH 5 .0，比重 1 .018，蛋白（⊖）， 糖（⊖），ケトン体（ 2+），
潜血（⊖），亜硝酸塩（⊖）．

【 血液検査】
WBC 12100 / μ L（ Neut 83 .0 ％，Lymph 12 .0 ％， Mono 

4 .0 ％），RBC 4 .01 × 106 / μ L，Hb 11 .9 g/dL，Ht 36 .0 

％，Plt 346 × 103 / μ L，PT-INR 1 .00，APTT 29 .1 秒， 
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Fibrinogen 476 mg/dL，D-dimer 2 .4 μ g/mL，ALB 3 .7 

g/dL，AST 21 U/L, ALT 11 U/L，LD 201 U/L, ALP（ IFCC） 

56 U/L，γ -GT 12 U/L，T-Bil 0 .7 mg/dL，AMY 124 U/L，
CK 26 U/L, BUN 8 mg/dL，CRE 0 .42 mg/dL， eGFR137 

mL/min/1 .73 ㎡，UA 3 .8 mg/dL，Na 136 mEq/L，K 4 .3 

mEq/L，Cl 100 mEq/L，Ca 9 .7 mg/dL，IP 5 .1 mg/dL，
PG 75 mg/dL，CRP 0 .08 mg/dL．

【 甲状腺関連検体検査】
TSH 0 .02 μ IU/mL, FT3 2 .7 pg/mL，FT4 0 .9 ng/dL， 

TRAb 0 .8 IU/L 未満，TSAb 77 ％，TgAb 12 .0 IU/mL，
TPOAb 12 .7 IU/mL，Tg 9 .5 ng/mL．

【 心電図検査】
HR 87 bpm，regular sinus rhythm，軸偏位なし，ST-T 

change なし．
【 甲状腺超音波検査】
峡部 2 .2 mm，右葉 9 .8 × 13 .6 mm，左葉 10 .4 × 11 .6 

mm と腫大を認めなかった．甲状腺実質の血流は，やや亢
進していた．左葉中央に 8 .7 × 4 .4 × 5 .9 mm の境界明
瞭で内部に血流信号を認める充実性結節を認めた．

【 臨床経過】
　表 1 に臨床経過を示す．
　妊娠 25 週の血液検査で，TSH 0 .01 μ IU/mL 未満，
FT3 3 .9 pg/mL，FT4 1 .6 ng/dL と甲状腺中毒症は顕性化
した．また，血中 hCG 247117 .8 mIU/mL および hCG-
βサブユニット 54 .82 ng/mL と著明な高値を認めた．双
胎妊娠に伴う hCG 高値による妊娠一過性甲状腺中毒症の
遷延と診断した．他，AST 139 U/L，ALT 257 U/L と肝
機能異常を伴った．顕性甲状腺中毒症に対して，ヨウ化カ
リウム 50 mg/ 日を開始した．26 週に甲状腺中毒症は顕

性から潜在性に移行したため，ヨウ化カリウム 50 mg 隔
日内服に変更した．27 週には，FT4 は，正常下限値となっ
たため，ヨウ化カリウムを中止した．hCG は 25 週以降，
漸減していたが，31 週以降に再上昇した．甲状腺中毒症は，
hCG 再上昇後も潜在性にて推移したため，ヨウ化カリウ
ムを再開せずに，慎重に甲状腺機能の推移を観察した．肝
機能異常は，25 週以降，顕性甲状腺中毒症の改善に伴い
漸減し，hCG の再上昇により漸増した．また，妊娠中，
超音波検査で，胎児甲状腺腫や胎児頻脈および骨成熟亢進
などの胎児甲状腺機能異常を示唆する所見を認めなかっ
た．切迫早産に対して硫酸マグネシウムを投与していたが，
治療域上限の高マグネシウム血症をきたしたため中止し，
その翌日に下腹部痛および内診所見の進行を認め，娩出適
応と判断し，33 週で帝王切開を施行した . 出産後，新生
児において生後 1 日目と 21 日目に甲状腺機能を評価し，
新生児一過性中枢性甲状腺機能低下症等の甲状腺機能異常
を認めなかった．尚，胎盤の病理検査で，絨毛性疾患や胎
盤過形成といった hCG 高値となる所見は認めなかった．
　出産後，hCG の著減に伴って，TSH は基準値内に復し，
甲状腺中毒症の改善を得た．肝機能異常も改善し，甲状腺
中毒症に伴うものであったと判断した．また，出産 3 ヶ
月後の甲状腺超音波検査で，甲状腺腫大はなく，妊娠時に
認めた甲状腺実質の血流の亢進は消失していた．

考　　察
　本症例の甲状腺中毒症の成因として，双胎妊娠により，
胎盤からの hCG 産生が多量となり，妊娠一過性甲状腺中
毒症が遷延したことが考えられた．双胎妊娠は，単胎妊娠
と比較し hCG が高くなり，hCG 高値の状態が遷延する．
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妊娠週数 20 25 26 27 30 31 32 出産後1M
AST(U/L) 21 139 63 32 24 31 51 20
ALT(U/L) 11 257 117 40 18 26 60 20

表 1　臨床経過
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甲状腺刺激作用のある hCG- βサブユニットも同様であ
る 2 ）．また，hCG は妊娠 8 週から 15 週で上昇後，一旦
減少し，妊娠後期に再上昇する例がみられる 3 ）．妊娠一
過性甲状腺中毒症において，妊娠後期の hCG 再上昇に伴
い，甲状腺中毒症が再増悪し得ることがある 4 ）．双胎妊
娠では，hCG が単胎妊娠より高値となり，顕性の甲状腺
中毒症になりやすいことに留意し，さらに，妊娠後期の
hCG 再上昇による甲状腺中毒症の再増悪に，より注意が
必要と考えられる．
　本症例では，妊娠 20 週に潜在性甲状腺中毒症であった
が，双胎妊娠による hCG の著明な高値とともに 25 週に
甲状腺中毒症が顕性化した．甲状腺中毒症は，流早産の発
症リスクが一般妊婦に比較して高くなるが，潜在性の甲状
腺中毒症に対しては，治療によって妊娠の経過を良くする
という証拠はなく，かえって胎児に悪影響を与える可能性
があるため，経過観察とした 5 ）．ただし，甲状腺中毒症
の増悪は流早産の発症リスクを高めるため，切迫早産を合
併していた本症例では，顕性甲状腺中毒症に対して治療介
入を検討した．甲状腺中毒症の程度が小さく，ヨウ化カリ
ウム単独治療で改善させることが可能であると見込まれ，
また，抗甲状腺薬を使用した場合による肝機能異常のさら
なる悪化のリスクを回避するために，ヨウ化カリウムを使
用した．その後，hCG 漸減とともに中毒症は軽快した．
妊娠後期に hCG が再上昇したが，甲状腺中毒症は再増悪
せずに，潜在性で推移した．その要因として，切迫早産に
対して投与していた硫酸マグネシウムが寄与した可能性を
考える．甲状腺機能亢進症において，マグネシウムの投与
により，甲状腺内の血管増殖が抑制されるとともに，甲状
腺機能が改善することが報告されている 6 ）．同報告では，
4 .2 mmol/ 日のマグネシウムの内服によって，血中マグネ
シウム濃度の上昇を認めなかったが，甲状腺ホルモン値は，
20 ％の漸減を認めたとされている．本症例では，およそ
100 mmol/ 日のマグネシウムを投与しており，この高マ
グネシウムにより甲状腺中毒症の程度が緩和され，hCG

再上昇後も，甲状腺中毒症が顕性化せずに推移したと推測
される．
　また，母体の TRAb，抗甲状腺薬および無機ヨウ素，一
部の甲状腺ホルモンは胎盤を移行する．胎児の甲状腺は，
妊娠 12 週頃から機能を開始し，20 週以降，胎児甲状腺
は完成する 7 ）．すなわち，妊娠後半では，母体と胎児の
ケアをする必要がある．妊娠一過性甲状腺中毒症が遷延し
た際は，母体と胎児・新生児を一元的に管理するために，
内科・産科・新生児科・小児科の連携が重要である．

おわりに
　双胎妊娠に伴う hCG 高値により，妊娠一過性甲状腺中
毒症が遷延した一例を経験した．hCG は，双胎妊娠では
単胎妊娠に比べて高値となりやすく，妊娠後期に再上昇を
きたすことがある．双胎妊娠に伴う妊娠一過性甲状腺中毒
症では，妊娠全期間を通して，より慎重な甲状腺機能のフォ
ローが必要である．
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