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誰でもかかる可能性があることから『心の風邪』と呼ばれるうつ病。うつ病の投薬治療は、症状や

副作用の有無などを診て、患者一人一人に合った「抗うつ薬」が処方されます。そのため、一口に

「抗うつ薬」と言っても、たくさんの種類があり、効果もそれぞれ違います。「抗うつ薬」の種類

や効果について調べてみましょう。 

 

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。 

抗うつ薬、抗うつ剤、SSRI、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、SNRI、セロトニン･ノルアドレ

ナリン再取り込み阻害薬、三環系抗うつ剤、TCA、四環系抗うつ剤、antipressants 

 

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。 

 

《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 

今日の治療薬 : 解説と便覧 

(水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 1977-) 

ここでの紹介は2017年版(第39版) 

499.1/Ko/ 2017 楠元開架 

抗うつ薬理解のエッセンス 

(Mike Briley著 ; 望月大介訳 星和書店 2006.5) 
493.7/280 末盛開架 

今日の診療 WEB 学内データベース 

Web版 ステッドマン医学大辞典 学内データベース 

ジャパンナレッジ Lib 学内データベース 

 

 図書を探そう 

n テーマの棚に行って探してみよう 
Ø 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。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター歯科学関係分類表より（NDC新訂9版を基に追加）》 

492.3 薬物治療 493.7 神経科学・精神医学 

498.3 個人衛生・健康法 499.1 医薬品 

 

n OPACで調べてみよう 
Ø 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、
配架場所、請求記号がわかります。 

「抗うつ薬」について調べてみよう 
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《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 配置場所 

抗うつ薬の選び方と使い方 

(山田和夫編 南江堂 2004.10) 
493.7/277 楠元開架 

臨床精神薬理ハンドブック 

(神庭重信,大森哲郎,加藤忠史編 医学書院 2009.11 第2版) 
493.7/Ka 楠元開架 

ジェネラリストのための"メンタル漢方"入門 : 抗うつ薬・抗不

安薬を使うその前に 

(宮内倫也著 日本医事新報社 2014.10) 

493.7/Mi 楠元開架 

あなたに合う睡眠薬と精神安定剤 

(福西勇夫著 法研 2011.10 『詳しくわかる睡眠薬と精神安定

剤』(2003年刊)の改訂) 

498.3/Fu 楠元開架 

 
 本学に所蔵がない場合は、 

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、 
    学外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/ 

 

  雑誌・雑誌記事・論文を探そう 

n 雑誌記事・論文の探し方 
Ø 「CiNii」、「医中誌Web（同時アクセス10）」、「PubMed」、「magazineplus」、「NDL-OPAC （国
立国会図書館蔵書検索）」などを利用して、学術協会発行の雑誌や、大学等で発行された研

究紀要を検索し、テーマに関する記事や論文を探しましょう。 

 

《データベースでこんな記事や論文が検索できます》 

記事情報 

医中誌Web No.2016372178 

【うつ病】 抗うつ薬の副作用 臨床で特に問題となるものについて 

Author：久保 隆光(産業医科大学 医学部精神医学教室), 山名 正人, 吉村 玲児 

Source： 最新医学 (0370-8241)71巻7月増刊 Page1547-1553(2016.07) 

医中誌Web No.2007013990 

うつ病診療における抗うつ薬SSRI,SNRIの効果比較 

Author：岡本 康太郎(古川駅前岡本クリニック) 

Source： 薬理と治療 (0386-3603)34巻8号 Page953-956(2006.08) 

新しい抗うつ薬tianeptineの行動薬理学的検討 

Author：三枝 禎 , 早川 洋 , 富山 勝則 , 越川 憲明 , 小林 雅文 

Source：日本歯科心身医学会雑誌 8(1), 19-25, 1993 (Cinii) 

PubMed  PMID: 29238196 
The role of new antidepressants in clinical practice in Canada: a brief review of 

vortioxetine, levomilnacipran ER, and vilazodone. 

Author：McIntyre RS 

Source：Neuropsychiatric disease and treatment(1176-6328) 13 2913–2919. 2017 

（英語表記 電子ジャーナルのみ閲覧可 2018.1.16現在） 

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/can.html
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://ci.nii.ac.jp/
http://login.jamas.or.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijpagunlib
http://web.nichigai.co.jp/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
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n 雑誌の探し方 
Ø 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、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 所蔵情報 配置場所 

最新医学 / 最新医学社 
2-3,5-72,73(1) 

継続中 
楠元 

日本歯科心身医学会雑誌 / 岩崎学術出版社 2-23 楠元 

 

 

新聞記事を探そう 

n 新聞記事の探し方 
Ø 探しているテーマの新聞記事を、本学データベース上から調べられます。 

 

《歯学・薬学図書館情報センターで利用できる主なデータべース》 

記事情報   

中日新聞・東京新聞記事データベース 中日新聞・東京新聞 
中日新聞：1987年4月～、東京

新聞：1997年4月～ 

朝日新聞オンライン記事データベース

（聞蔵IIビジュアル） 
朝日新聞 創刊号：1879年～ 

日経テレコン21 日本経済新聞 
見出しと抄録：1975年4月～、 

全文収録：1981年10月～ 

 

《こんな新聞記事が検索できます》 

記事情報 

抗うつ剤で自殺の危険増 

パロキセチン １８歳未満へ投与禁止 厚労省指示 

(中日新聞・東京新聞記事データベース 東京新聞 2003年10月20日 夕刊 １面 1頁 ) 

医学の現場から 抗うつ薬 低用量でも治療に効果 服用中断は半減 

(中日新聞・東京新聞記事データベース 東京新聞 2002年11月08日  朝刊 朝刊家庭 11

頁) 

「抗うつ剤で攻撃性」 副作用の疑い42件 厚労省が調査 

(朝日新聞オンライン記事データベース（聞蔵IIビジュアル）朝日新聞 2009年03月07日 

朝刊 ２社会  038頁) 

 

もっと詳しく調べよう 

更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター 所蔵の一例》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

薬の事典 

(宮崎利夫,朝長文彌編 朝倉書店 2007.6) 
499.1/Mi 楠元参考 禁帯出 
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テーマに関するWebサイト 

 

n 関連サイトの紹介 
「厚生労働省」http://www.mhlw.go.jp/index.shtml 

 医薬品・医療機器の項目でSSRIをはじめとする抗うつ薬の副作用や注意などが掲載されてい

ます。 

 

「みんなのメンタルヘルス 厚生労働省」http://www.mhlw.go.jp/kokoro/ 
 うつ病をはじめとする心の病気の症状、治療法、治療の中で用いられる薬などの掲載がありま

す。 

 

 

   

 

 

l 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？ 
l 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://www.mhlw.go.jp/index.shtml
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/

