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くすりについて調べる
病院で処方された薬（くすり）
。この薬の後発医薬品はあるの？副作用はないの？
自分や家族が使う薬（くすり）について知るための資料を紹介します。
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キーワード
オンライン目録（ＯＰＡＣ）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。

「薬価」
「薬理学」「薬物療法」「薬物治療」
「医薬品」
「薬事法」「ジェネリック」
「民間薬」
「薬草」
「薬用植物」

事典や図鑑で調べる
言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を手がかりに百科事典、用
語事典を引いてみましょう。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

『薬の事典』
朝倉書店 2001.5
『今日の治療薬 解説と便覧 2016』
浦部 晶夫／編集 島田 和幸／編集
川合 眞一／編集 南江堂 2016.1
『くすりの事典 病院からもらった薬がよくわかる』
2017 年版 片山 志郎／監修 成美堂出版 2016.6
『ピルブック 薬の事典』
2015 年版 橘 敏也／著 ソシム 2014.6
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ＳＫ／499.1／ク
（120773023）
ＳＫ／499.1／コ
（121486955）
499.1／ク
（113375398）
499.1／タ
（113299499）

配置場所
中央館
参考
中央館
参考
中央館
一般
中央館
一般

図書を探す
●図書館内の所蔵を探す
○テーマの棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでい
ます。
＜関連分野の分類記号＞
491.5 ： 薬理学
492.3 ： 薬物療法・薬物治療
499

： 薬（くすり）
・医薬品・薬事法・ジェネリック（後発医薬品）

499.7 ： 民間薬
499.8 ： 薬草・薬用植物
○オンライン目録（ＯＰＡＣ）で調べる
ＯＰＡＣで長岡市立図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有無、配架
場所、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している図書の一例＞

資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

『検査値のみかた 付パニック値・警戒値』
中井 利昭／編集代表 改訂 3 版
中外医学社 2006.6
『ジェネリック医薬品講座』
邉見 公雄／編著，武藤 正樹／編著
ぎょうせい 2011.9
『お医者さんにもらった薬がわかる本
その薬、ジェネリックでいいですか?』
関口 詩乃／著 芹澤 良子／監修
ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017.2
『よくわかる薬の危ない飲み方、飲み合わせ
99%の人が、危険で効かない飲み方をしている』
加藤 哲太／監修 有楽出版社 2013.4

配置場所

SK／492.1／ケ
（121400733）

中央館
参考

499.1／ジ
（113178578）

中央館
一般

499.1／セ
（211354410）

互尊文庫
自動車文庫
一般

499.1／ヨ
（1131721914）

中央館
一般

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌の探し方
○ 図書館内の所蔵を探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で長岡市立図書館の蔵書を調べることができます。資料の
所蔵の有無、配架場所、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している主な雑誌＞

資料情報（書誌情報）
『サンデー毎日
毎日新聞出版

請求記号･資料 ID

１６年９月２５日号』

101035335
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配置場所
中央館
一般

『こころの科学
日本評論社

１６年１１月号』

101038040

中央館
一般

●雑誌記事の探し方
○ 記事索引データベース
「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC） インターネット http://opac.ndl.go.jp/
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事情
報が検索可能。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞

記事情報
水八寿裕「ＣａｓｅとＱ＆Ａで学ぶ「ジェネリック医薬品」
総合診療 27 2017.3 ｐ343-346
小野俊介「医薬品評価の意味論入門（第１回）」
月刊薬事 59 2017.3 ｐ759-761
西崎祐史 今西典昭「虚血性心疾患領域における新薬開発の状況」
内科（臨床雑誌）119 2017.3 ｐ481-485

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたものです。
＜図書館で所蔵している専門紙＞
新聞名

配置場所

「朝日新聞 縮刷版」朝日新聞社 月刊

中央館 １F 書庫

●新聞記事の探し方
○ データベース
探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むこ
とができます。
＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース
日経テレコン２１

新聞
日経各紙

１９７５年以降

聞蔵Ⅱビジュアル

朝日新聞

１９４５年以降

新潟日報データベース

新潟日報

２００４年４月以降
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収録期間

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「健康づくり８０都市連合、さいたまや岐阜、取り組み事例共有」日本経済新聞
2017 年 2 月 21 日 朝刊 38 ページ
「膝関節痛、どう付き合うか 「穏やか運動」で炎症抑制も、ストレッチなど、
継続して筋力強化（健康生活）
」
日経プラスワン 2015 年 2 月 21 日 7 ページ
「経済連携と医薬品 後発薬の流通妨げるな ジェレミィ・ボダン」朝日新聞
2017 年 1 月 5 日 朝刊 オピニオン１ 17 ページ
「老いを健やかに あんしんネット 第 2 部「齢と病」７
骨粗しょう症 閉経後発症の危険高く 骨折、寝たきりの恐れ」 新潟日報
2017 年 2 月 28 日 朝刊 生活Ａ-10 版 23 ページ

インターネットで調べる
キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーから関連サイトを検索しましょ
う。

●代表的なサーチエンジン
○「Yahoo!」 http://www.yahoo.co.jp/
ディレクトリ型＝情報を人の手で分野分けして提供。
○「Google」 http://www.google.co.jp/
独自方式＝リンクを利用したページ分析による重要度判定を検索結果に反映
●関連サイトの紹介
○「くすりのしおり」 http://www.rad-ar.or.jp/siori/
○「医薬品医療機器総合機構」 http://www.pmda.go.jp/

類縁機関
●類縁機関の紹介
○「国立国会図書館」 http://opac.ndl.go.jp/
〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話：03-3581-2331（代）

図書館にない資料を入手するには
●文献複写／相互貸借／購入を依頼する。
探している資料が図書館にない場合は以下のサービスが利用できます。
（＊長岡市に在住・在勤・在学の方のみ利用可能。
）
○文献複写・相互貸借（有料）
国立国会図書館・他市図書館等の類縁機関の資料の複写・貸出申込ができます。相互貸
借申込み用紙に記入の上申し込んでください。
○購入依頼
図書館で購入希望の本がある場合は、リクエストカードに記入して下さい。
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