医療・健康情報を調べる
《医療・健康》

医療・健康情報について知るための資料・ツールをご紹介します。

栃木県立図書館
パスファインダー
（調べ方案内）
(2015.1作成 2020.8改訂)
＜本文中の記号について＞
【 】 ： 請求記号
〈 〉 ： 資料のある場所
(館内) ： 館内閲覧のみ

目次
３． インターネットで探す
４． 関係機関・相談窓口

１． 調べるためのキーワード
２． 図書を探す

１．調べるためのキーワード
図書館の所蔵検索や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。
《キーワード》
医療情報 闘病 診療 病名（〇〇ガン、糖尿病など） 身体・機能の名称（心臓、循環器など） など

２．図書を探す

〇「健康・医療」について調べる本

○書架を探す
医療・健康関係の資料は、２階公開資料室】〈公２〉
の書架にあります。 なお、図書館の本は「日本十進
分類法（NDC）」で分類された数字の順に並んでいま
す。

・『家庭の医学

《関連分野の分類記号》 ※背ラベルの1段目の数字です。

・『病気がみえる』ｖｏｌ．１ ～１２（医療情報科学研究所／
編 メディックメディア）【492/246/ 】〈公２〉
各章で、病態、症状、検査、治療、の順に情報を整理し、その
ポイントを、様々な手法やアイディアを駆使して視覚化されてい
る。随時シリーズ続巻、改訂版が出ている。各巻のテーマは下
記の通り。
１．消化器 ２．循環器 ３．糖尿病・代謝・内分泌 ４．呼吸器
５．血液 ６．免疫・膠原病・感染症 ７．脳・神経 ８．腎・泌尿
器 ９．婦人科・乳腺外科 １０．産科 １１ ．運動器・整形外科
１２．眼科

490

医 学

491

基礎医学

492

臨床医学（診断と治療）

493

内科学、小児科学、精神医学

494

外科学、皮膚科学、泌尿器科学

495

婦人科学、産科学

496

眼科学、耳鼻咽喉科学

497
498

歯科医学
衛生学. 公衆衛生. 予防医学

499

薬学

598

家庭衛生（家庭医学）

【資料がある場所】（２階 公開資料室見取り図）

新赤本 第６版』（保健同人社 2008）
【598.3/18/008】〈公２〉（館内）
「応急処置と症状」「病気の知識」「健康な生活のために」の３
部構成のもと、知りたい医療情報と必要な病気の知識を網羅し、
第一線で活躍する約１７０人の専門医の手でわかりやすく解説。

・『今日の治療指針 ２０２０年版』（福井次矢，高木誠，
小室一成／総編集，赤司浩一〔ほか〕／責任編集 医学書院
2020）【492/23/020】〈公２〉 （館内）
各科の疾患に対する最新の治療法を、専門家が毎年全面的
に書き下ろしており、医療機関などで利用されている専門書。
病態と診断から治療方針、処方例というオーソドックスな流れ
で記述しているため、簡潔かつ十分な内容を網羅。

590 家政

・『南山堂医学大辞典 第２０版』（南山堂 2015 ）
【490.3/5/15】〈公２〉 （館内）
医学全領域に加え関連諸領域も含んだ総合的な医学辞典。
見出し語約４万語を収録。外国語索引付き。

490 医学
490 医学
分類記号が
「49＊」の本
（所蔵場所〈公２〉）

○○ ○○
閲覧席
○○
○○
○○ ○○

○○ ○○

・『家庭医学大全科 ＢＩＧ ＤＯＣＴＯＲ ６訂版』（高久
史麿，猿田享男，北村惣一郎，福井次矢／総合監修 法研
2010） 【598.3/5/010】〈公２〉（館内）
病気とけがに特化した一般向け医学情報集。各病気につい
て「どんな病気か」「原因は何か」「症状の現れ方」「治療の方
法」などの見出しがあり、読みやすくまとめられている。
・『健康医学大事典』（メイヨー・クリニック／編著・監訳，〔ス
コット・リティン〕／〔編〕 法研 2006）【598.3/19】〈公２〉（館内）
アメリカの医療機関が責任編集した家庭医学書の決定版。

〇病院・薬について調べる

３．インターネットで探す

・『医籍総覧 東日本版』（保険医療調査会／編 医事公

・「国立国会図書館 リサーチナビ」「医学」

論社 2004）【490.3/31/80】〈公２〉（館内）
都道府県別に病院と開業医の情報を掲載している（五十
音順）。

< http://rnavi.ndl.go.jp/stm/post-37.php >
「調べ方案内」のほかに、国会図書館によせられたレファレン
ス質問を閲覧することができる。

・『栃木県病院・診療所名簿 令和２年度』（令和２年４

・「Minds ガイドラインライブラリ」 （公益財団法人日本医
療機能評価機構）

月１日現在 栃木県保健福祉部医療政策課 2020）
【Ｔ490/53/020C】〈地域資料室〉
※インターネット上から閲覧可能。（ＰＤＦファイル）
<http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/ippan/byo
u-sin-meibo.html >

< https://minds.jcqhc.or.jp/>
病気の治療に関して参考になる「診療ガイドライン」やガイド
ラインの解説を閲覧することができる。

・『医者からもらった薬がわかる本 ２０２０－２０２１年版』

・「とちぎ医療情報ネット」（栃木県）

（医薬制度研究会／著 法研 2020）【499.1/40/020】〈公２〉
（館内）
約13000品目の内服薬・外用薬・注射薬・漢方薬について、
使用法、副作用等の解説を掲載。薬の名前や、主な病名か
ら薬を調べることができる。主な薬のカラー写真も掲載して
いる。

・「日本医療機能評価機構 病院機能評価結果の情報提供」

・『今日のジェネリック医薬品 ２０１３－２０１４」 （増原
慶壮、北村正樹、「今日の治療薬」編集室／編 南江堂
2013）【499.1/54】〈公２〉（館内）
先発品・ジェネリック医薬品の、薬剤名（商品名）、剤形、
薬価、薬価％、会社名等を掲載。先発医薬品に対応する
ジェネリック医薬品を検索することができる。

・『ピルブック 薬の事典 ２０１４年版』（橘敏也／著 ソ

<http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.
aspx >
栃木県内の医療機関や医療情報を検索することができる。外
国語にも対応。

< http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php >
認定病院のうち、病院機能評価結果の情報提供に同意され
た病院のみ評価結果を閲覧できる。

・「国立がん研究センター がん情報サービス」
< http://ganjoho.jp/public/index.html>
がんについての知識、統計、病院検索や相談窓口等がんに
関する様々な情報を提供している。

シム 2013）【499.1/53/014】〈公２〉（館内）

・「くすりのしおり」 （くすりの適正使用協議会）

・『介護のための薬の図鑑』（饗庭三代治／監修 エクス

<http://www.rad-ar.or.jp/siori/index.html>
病医院・薬局で処方される約16540種の薬について、効能、
用法・用量、副作用等を調べることができる。英語にも対応。

ナレッジ 2012）【499.1/50】〈公２〉

（雑誌）
・『週刊朝日 125巻12号（5632）2020年3月6日創刊98
周年記念増大号』
「がん放射線治療 全国284病院リスト」（朝日新聞社）【308】

・『週刊朝日 124巻65号（5616）2019年12月6日増大号』
「難聴・耳鳴りのいい病院 全国294リスト」（朝日新聞社）
【308】

・『週刊朝日 124巻44号（5595）2019年8月16日-23日
合併号』
「眼のいい病院 全国439リスト」（朝日新聞社）【308】

・『週刊朝日 124巻42号（5593）2019年8月9日増大号』
「人工透析のいい病院 全国505リスト」（朝日新聞社）【308】

・『週刊朝日 124巻34号（5585）2019年7月5日号』
「漢方専門医がいる病院リスト332」（朝日新聞社）【308】
このほかにも、多数資料を取り揃えています。所蔵検索で
お調べいただくか、レファレンスカウンター職員にお尋ねく
ださい。
当館が未所蔵の資料でも、県内外の図書館や国立国会
図書館からの取り寄せが可能です。

４．関係機関・相談窓口
・栃木県医療安全相談センター
宇都宮市塙田1-1-20 県民プラザ内（栃木県庁本館2F）
TEL ： 028-623-3900
FAX ： 028-623-2057
E-mail ： iryouan@snow.ucatv.ne.jp
相談方法 ： 電話、面談（要予約）、手紙、FAX、 E-mail
平日 9時～11時30分、13時～16時30分
<http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/ippan/anzenc
enter.html>
患者・家族と医療機関（病院、診療所等）との信頼関係の構
築を支援するとともに、 医療の質と安全を高めることを目的と
した施設。

・とちぎ男女共同参画センター相談ルーム
（女性のための健康相談）
TEL ： 028-665-8720
相談方法 ： 面談（要予約）
毎月第１木曜日 16時30分～18時30分
<http://parti.jp/soudan/05.html>

栃木県立図書館

調査相談課

レファレンスサービス担当
栃木県立図書館では、さまざまなテーマ
や課題に関する資料・情報の調べ方、入
手方法に関する相談に応じています。
お気軽にご相談ください。

火-金 9:00-19:00 土日祝 9:00-17:00
〒320-0027 栃木県宇都宮市塙田1-3-23
URL：http://www.lib.pref.tochigi.lg.jp
TEL：028-622-5112 FAX：028-624-7855
E-Mail ： chousaka@lib.pref.tochigi.lg.jp

