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患者さんが来院すると、問診・検査等の後、医師によって疾患名が付けられます。医師の処方箋が

適切なものか判断するためには、疾患を理解し治療に最適な薬を見つける必要があります。 

ここでは『脂質異常症』を例に、疾患を理解するための資料を見つけ、医薬品の詳細（薬効・化学

式・副作用）が分かる資料を見つけます。 

 

キーワードを調べよう 

 

・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。 

 

・疾患名やキーワードの詳細が不明確な場合は百科事典、用語辞典を引いてみましょう。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵の百科事典、用語辞典（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

医学書院 医学大辞典 490.3/Ig 楠元参考（禁帯出） 

今日の診療 WEB 

・疾患名から病態・診断・処方例など検索可能 
学内データベース 

Web 版 ステッドマン医学大辞典 

・疾患名の詳細説明。医学英語活用辞典・リーダーズ

英和辞典等も検索可能 

学内データベース 

医学用語辞典 

・用語・診療科別・身体部位・索引別など様々な角度か

ら検索可能 

http://word.e-medic.net/ 

 

 

 図書を探そう 

 テーマの棚に行って探してみよう 

・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。 

書架で図書を探してみましょう。 

 

《日本図書館分類法 第 9版より》 

492 臨床医学・診断・治療 492.3 化学療法．薬物療法 

493 内科学 493.2 循環器疾患 

499.1 医薬品  

 

高脂血症、脂質代謝異常、Hyperlipemia、Dyslipidemias、血清脂質異常、生活習慣病、動脈硬化、 

コレステロール血症、脳卒中、トリグリセライド、LDL、HDL、中性脂肪、リポイド過多血症、 

JAPIC、薬局方 

「医薬品を見つけよう」（疾患名で探す） 

http://word.e-medic.net/
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 OPACで調べてみよう 

・オンライン目録（OPAC）で本学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、請求記号、配架場所がわかります。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵のテーマに関する図書（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

『今日の治療指針』 福井次矢他編：2017年版,医学書院 492/Ko 楠元開架 

『循環器疾患 8（最新内科学大系：36）』  

井村裕夫〔ほか〕編：中山書店,1991 
493/Sa/36 楠元開架 

『脂質異常の最新治療』 石川俊次著：主婦の友社,2012 493.2/Is 楠元開架 

『高脂血症診療ガイド』 村勢敏郎著：第 2版,文光堂,2012 493.2/Mu 楠元開架 

『動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療ガイド』  

日本動脈硬化学会編：2008 年版 
493.2/Ni/2008 楠元開架 

 

 ・疾患を理解するための資料と一緒に、薬の詳細情報・処方例が分かる資料も探してみましょう。 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

『処方箋からみた服薬指導マネージャー 高脂血症薬・糖尿病

薬編』 中谷矩章監修：プレーン出版,2003 
492.3/94 楠元開架 

『薬剤師のための POSの考え方と導入の仕方－標準ケア計画

の実践編-高脂血症』木村健：じほう,2002 
499/97 楠元開架 

『今日の治療薬（2017年版）』 水島裕〔ほか〕：南江堂 499.1/Ko/2017 楠元開架 

『JAPIC医療用医薬品集』 日本医薬情報センター編： 

日本医薬情報センター,2016 

499.1/Ni/17-

1,2 
楠元開架 

『日本医薬品集：医療薬』 じほう編：じほう,2017 499.1/Ni/2018 楠元開架 

  ※古い版の所蔵もあります。 

 

👉本学に所蔵がない場合は、CANを利用して無料で図書を取寄せることができます。 

南山大学・中部大学（CAN 加盟館）の蔵書を調べる 

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/can.html 

 

👉CAN加盟館にも所蔵がない場合は、有料で図書を取寄せることができます。 

国内の図書館の所蔵を探す（国内機関の所蔵を調べる） 

http://ci.nii.ac.jp/books/ 

 

 

 

http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=CARIN&wlapp=CARIN&CROSSSEARCH=
http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/can.html
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://ci.nii.ac.jp/books/
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  雑誌・雑誌記事・論文を探そう 

 雑誌記事・論文の探し方 

・「医中誌 Web（同時アクセス 10）」、「magazineplus（同時アクセス 5）」、「メディカルオンライン」 

「Cinii」、「Pubmed」などのデータベースを利用して、キーワードを参考にテーマに関する記事や

論文を探しましょう。 

《データべースでこんな記事や論文が検索できます》 

論文情報 

医中誌 Web №2018006702 

肥満症に合併する代表的疾患の治療のポイント 脂質異常と脂肪肝 

Author : 横尾英孝（千葉大学） 

Source : The Lipid（0915-6607）28巻 4号 Page367-373（2017.10） 

医中誌 Web №2017377092 

【脂質管理を一歩深める】新しい治療薬 新しい高トリグリセライド血症治療薬（SPPARMaなど） 

Author : 石橋俊（自治医科大学） 

Source : 診断と治療（0370-999X）105巻 9号 Page1197-1203（2017.09） 

医中誌 Web №RC11210012<Pre医中誌> 

【脂質異常症診療が変わる 新 GL の特徴から新薬の使い方まで】薬剤師による脂質異常症の 

マネジメント 

Author : 長内理大（千葉大学医学部附属病院） 

Source : 薬事（0016-5980）59巻 16号 Page3317-3322（2017.12） 

Magazineplus 

二次性高脂血症－薬剤性脂質異常症の診断－ 

Author : 平山哲 

Source : 臨床病理（0047-1860）64巻 5号 Page533-538（2016.05） 

Magazineplus 

新薬展望 2009 治療における最近の新薬の位置付け〈薬効別〉脂質異常症治療薬   

Author : 山村卓 

Source : 医薬ジャーナル（0287-4741）540号 Page248-255（2009.01） 

  

 ・上記論文を見ると『薬事』という雑誌で【脂質異常症診断が変わる 新 GL の特徴から新薬の使

い方まで】という見出しがあることが分かります。見出しは特集の内容を表しているので、該当

の雑誌を所蔵していれば、一つの記事だけではなく特集を全て確認することも可能です。 

 

 雑誌の探し方 

・オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を検索することができます。資料の所蔵情報、配架

場所がわかります。 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵の雑誌（一例）》 

資料情報（書誌情報） 所蔵状況 配架場所 

『診断と治療』診断と治療社 1928-2018（継続中） 楠元 

『臨床病理』日本医書出版 1953-2018（継続中） 楠元 

『医薬ジャーナル』医薬ジャーナル社 2005-2018（継続中） 楠元 

『薬事』薬業時報社 2005-2018（継続中） 楠元 

 

http://login.jamas.or.jp/
http://163.214.63.21/scripts/mgwms32.dll?MGWCHD=0&wlapp=CARIN&guid=EFfk9WhQvANMGF1sXnBc5C1tdgJ5ro
http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/insideonly/medical.html
https://ci.nii.ac.jp/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijpagunlib
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AV資料を探そう 

・AV資料（ビデオや DVD など）の視聴覚資料も参考になります。OPACで検索してみましょう。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵 テーマの AV資料（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『医薬品情報の検索方法：一枚の添付文書から』 日本薬

剤師研修センター監修 
VT/75/3 楠元 AV 

『日本動脈硬化学会高脂血症治療ガイドラインからみた

高脂血症の診断と治療』 日本薬剤師研修センター監修 
VT/75/30 楠元 AV 

 

 

テーマに関する Webサイト 

 関連サイトの紹介 

「Iyakusearch」http://database.japic.or.jp/is/top/index.jsp 

JAPIC が提供する国内外の医薬品情報に関するデータベースです。「医療用・一般用医薬品添付

文書情報」「学会演題情報」「効能効果の対応標準病名」など無料で検索できます。 

 

「日本動脈硬化学会」http://www.j-athero.org/ 

 学会発行の診療ガイドラインや学会誌など無料で閲覧できるものがあります。 

 

「SciFinder」https://scifinder.cas.org/scifinder/login.jsf （学内専用） 

 CAS が提供する物質科学関連分野に強い情報検索ツールです。化学物質および有機化学反応情 

報を網羅的に検索できます。「分子式検索」「化学構造検索」等も可能です。 

  

「化学書資料館」https://www.chem-reference.com/index.html  （学内専用） 

 日本化学会編纂の化学便覧・実験化学講座・標準化学用語辞典を一括検索できます。化合物の

名前から「化学式」「構造式」も調べることができます。 

 

 

 

 

 

 
    

 

 歯学・薬学図書館情報センターにない資料を入手するには？ 

 CAN加盟館から蔵書を借りるには？ 

申込方法（文献複写/相互貸借/購入依頼）等、気軽に図書館スタッフに

聞いてみましょう！ 

（歯学・薬学図書館情報センター レファレンス・カウンター） 

http://database.japic.or.jp/is/top/index.jsp
http://www.j-athero.org/
https://scifinder.cas.org/scifinder/login.jsf
https://www.chem-reference.com/index.html

