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野上達也. 内科医のための漢方診療 正直なところ「漢方って本当に効くの?」と内心思っているあなたへ. 吉澤和
希他編. 東京: 金芳堂; 2018 Dec. 関節リウマチ, 膠原病; p. 78-86.

2)

野上達也. 内科医のための漢方診療 正直なところ「漢方って本当に効くの?」と内心思っているあなたへ. 吉澤和
希他編. 東京: 金芳堂; 2018 Dec. 女性の病態; p. 104-116.

3)

野上達也. 慢性疼痛治療ガイドライン. 「慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究」研究班 監
修. 東京: 真興交易医書出版部; 2018 Apr. CQ21: 漢方薬は慢性疼痛に有効か？: p.71-73
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Yamashita S, Suzuki T, Iguchi K, Sakamoto T, Tomita K, Yokoo H, Sakai M, Misawa H, Hattori K, Nagata T, Watanabe Y,
Matsuda N, Yoshimura N, Hattori Y. Cardioprotective and functional effects of levosimendan and milrinone in mice with cecal
ligation and puncture-induced sepsis. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2018; 391: 1021–1032.

2)

Takahashi T, Deuschle U, Taira S, Nishida T, Fujimoto M, Hijikata T, Tsuneyama K. Tsumura-Suzuki obese diabetic
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Kitahara H, Kajikawa S, Ishii Y, Yamamoto S, Hamashima T, Azuma E, Sato H, Matsushima T, Shibuya M, Shimada Y,
Sasahara M. The novel pathogenesis of retinopathy mediated by multiple RTK signals is uncovered in newly developed mouse
model. EBioMedicine. 2018 May; 31: 190-201.

◆ 症例報告
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Shimada Y, Fujimoto M, Nogami T, Watari H, Kitahara H, Misawa H, Kimbara Y, Kita KI. Recurrent drug-induced liver injury
caused by the incidental readministration of a Kampo formula containing Scutellariae Radix. Intern Med. 2018 Jun 15; 57(12):
1733-1740.
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効であった小児不応性血球減少症の一例. 日東医誌. 2018; 69(2): 178-83.
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Tatsuya N. Kampo medicine for acute diseases in a care home for elderly people: a focus on Ogonto. 全韓医学会; 2018 Oct 7;
釜山.
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Shimada Y, Fujimoto M, Nogami T, Watari H, Kitahara H, Misawa H, Kimbara Y. Patient safety incident reports related to
traditional Japanese Kampo medicines:medication errors and adverse drug events in a university hospital for a ten-year period.
7th Joint Symposium of WHO CCs for Traditional Medicine in Japan and Korea; 2018 Nov 1; Seoul.
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Shimada Y, Watari H. Department of Japanese oriental medicine, graduate school of medicine and pharmaceutical sciences,
university of Toyama (JPN-54). Recent activities as a WHO collaborating centre for traditional medicine. Third regional forum
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嶋田 豊. パネルディスカッション：漢方診察（四診）について議論しよう. 第 69 回日本東洋医学会学術総会; 2018
Jun 8-10; 大阪.
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野上達也, 藤本 誠, 渡り英俊, 北原英幸, 三澤広貴, 金原嘉之 柴原直利, 嶋田

豊. 関節リウマチに生物学的製剤

やメトトレキサートと活かしきるための漢方. 第 69 回日本東洋医学会学術総会; 2018 Jun 8-10; 大阪.
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柴原直利, 藤本 誠, 野上 達也, 渡り 英俊, 嶋田 豊. 漢方を使った治療に積極的な大学病院での診療. 第 69 回
日本東洋医学会学術総会; 2018 Jun 8-10; 大阪.
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術総会; 2018 Jun 8-10; 大阪
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北原英幸, 三澤広貴, 金原嘉之, 渡り英俊, 野上達也, 藤本 誠, 柴原直利, 嶋田 豊. パニック発作に桂枝去桂加茯
苓白朮湯が奏功した一例. 第 69 回日本東洋医学会学術総会; 2018 Jun 8-10; 大阪.

10) 渡り英俊, 三澤広貴, 北原英幸, 金原嘉之, 野上達也, 藤本 誠, 柴原直利, 嶋田 豊. 月経前の浮腫、頭痛に桂枝茯
苓丸料合茯苓沢瀉湯が有効であった 2 例. 第 69 回日本東洋医学会学術総会; 2018 Jun 8-10; 大阪
11) Kwon SW，Cho KH，後藤博三, 藤本 誠. 単純ヘルペス脳炎患者の異常運動に抑肝散料を併用しハロペリドールが
廃薬できた 1 症例. 第 69 回日本東洋医学会学術総会; 2018 Jun 8-10; 大阪.
12) 天野陽介, 並木隆雄, 赤尾清剛, 奥見裕邦, 貝沼茂三郎, 加島雅之, 鈴木達彦, 鈴木朋子, 中島正光, 藤本 誠, 別府
正志, 堀田広満, 村井政史, 矢数芳英. 英語版『漢方医学用語辞書』の作成経緯. 第 69 回日本東洋医学会学術総会;
2018 Jun 8-10; 大阪.
13) 野上達也. 漢方医学は関節リウマチ診療にどう貢献するか? 第 25 回日本東洋医学会北陸支部夏季講演会; 2018 Jul
22; 金沢. (教育講演)
14) 三原

弘, 石木 学, 野上達也, 岡澤成祐, 北島 勲. 医学生同士で一連の診療を練習する学習コンテンツ作成の試

み. 第 50 回日本医学教育学会大会; 2018 Aug 3-4; 東京.
15) 渡り英俊, 嶋田 豊, 東田千尋. アルツハイマー病の認知機能に及ぼす帰脾湯の効果の研究. 第 35 回和漢医薬学会
学術大会; 2018 Sep 1-2; 岐阜.
16) 野上達也. 漢方医学について薬剤師と医師とで共有したいこと. 第 51 回日本薬剤師学会学術大会; 2018 Sep 23; 金沢.
（ランチョンセミナー）
17)
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金原嘉之, 北原英幸, 三澤広貴, 渡り英俊, 野上達也,藤本 誠, 柴原直利, 嶋田 豊. 腰椎椎間板ヘルニアに伴う神

経根性疼痛に対し, 疼痛治療薬に当帰鬚散の併用が奏効した一例. 第 44 回日本東洋医学会北陸支部例会; 2018 Oct
21; 福井.
18) 野上達也, 北原英幸, 藤本 誠, 渡り英俊, 三澤広貴, 金原嘉之, 柴原直利、嶋田 豊. 烏頭赤石脂丸料が奏効してい
る原因不明の前胸部痛の一例. 第 44 回日本東洋医学会北陸支部例会; 2018 Oct 21; 福井.
19) 嶋田 豊. 看護に役立つ漢方の知識. 第 19 回富山大学看護学会学術集会; 2018 Dec 8; 富山. (特別講演)
20) 嶋田 豊. 感染症と漢方. 第 94 回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会; 2018 July 19; 富山.
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小池春樹, 池田昇平, 川頭祐一, 勝野雅央, 池田修一, 嶋田 豊, 菊池修一, 濱野忠則, 木村暁夫, 溝口功一, 橋本修
二, 鷲見幸彦, 寳珠山稔, 近藤良伸, 坂野秀夫, 田中千枝子, 齋藤由扶子, 西岡和郎, 服部直樹, 小長谷正明, 久留
聡. 平成 29 年度中部地区スモン患者の実態. 厚生労働科学研究費補助金 (難治性疾患等克服研究事業)スモンに関す
る調査研究. 平成 29 年度総括・分担研究報告書. 2018 Mar: 63-65.
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小池春樹, 池田昇平, 川頭祐一, 勝野雅央, 池田修一, 嶋田 豊, 菊池修一, 濱野忠則, 木村暁夫, 溝口功一, 橋本修
二, 鷲見幸彦, 寳珠山稔, 近藤良伸, 坂野秀夫, 田中千枝子, 齋藤由扶子, 西岡和郎, 服部直樹, 小長谷正明, 久留
聡. 平成 29 年度中部地区スモン患者の実態. 平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）
スモンに関する調査研究班研究報告会; 2018 Feb 2；東京.
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中心の自動問診システムを目指した課題抽出とその解決. 日東医誌. 2018; 69(1): 82-90
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藤本 誠. がん治療と漢方薬のおはなし. 平成 29 年度ほほえみサロンミニ講座; 2018 Feb 6; 富山.

5)

野上達也. 春先に使う漢方 10 処方. 日常診療の幅を広げる漢方実践講座 in 小田原; 2018 Mar 3; 小田原.

6)

野上達也. ストレスと漢方. 漢方のつどい; 2018 May 28; 加賀.

7)

野上達也. 漢方医学について. 鵜坂長寿会総会記念講演; 2018 Apr 22; 富山.

8)

野上達也. 梅雨に多い疾患の漢方治療. 福井漢方臨床講座; 2018 Jun 6; 福井.

9)

野上達也. 夏場に使う漢方 10 処方. 漢方実践講座 in 小田原; 2018 Jun 16; 小田原.

10) 野上達也. 倦怠感と漢方. 漢方のつどい; 2018 Aug 27; 加賀.
11) 野上達也. 漢方診療の実際. 日常診療の幅を広げる漢方実践講座 in 小田原; 2018 Sep 8; 小田原.

12) 野上達也. 頭痛とめまいに対する漢方治療. 益田市医師会学術講演会; 2018 Sep 14; 益田
13) 嶋田 豊. 和漢診療の実際：症例とエビデンス. 富山大学和漢医薬学総合研究所第 23 回夏期セミナー; 2018 Oct 8; 富
山.
14) 野上達也. リウマチの漢方治療 福井漢方臨床講座; 2018 Nov 7; 福井.
15) 野上達也. 不定愁訴症候群と漢方. 漢方のつどい; 2018 Nov 26; 加賀.
16) 野上達也. 冬によく使う漢方 10 処方. 漢方実践講座 in 藤沢; 2018 Dec 8; 藤沢.
17) 野上達也. 不定愁訴症候群と漢方. 漢方のつどい; 2018 Nov 26; 加賀.
18) 嶋田 豊. 漢方各論:神経・精神疾患. 平成 30 年度漢方薬・生薬研修会; 2018 Jul 8; 東京.

