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薬や病院を調べたい
「自分や家族が服用している薬の効能を調べたい」，「病院を調べたい」，その際に役立つ資料や調べ方を紹介しま
す。
！資料を利用する上でのご注意！
特定の治療法，薬，病院，医師を薦めるものではありません。医療に関する情報は，日々変わっているので，これ
が全てではありません。図書館では，医療に関する資料や情報の提供は行いますが，病気の診断など医療相談やア
ドバイスなどは行っていません。
＜もくじ＞
１ 薬を調べる
１－１ 本で調べる
１－２ インターネットで調べる
２ 病院を調べる
２－１ 本で調べる
コンシェちゃん
（キャラクターデザイン

２－２ インターネットで調べる
３ その他の役立つ情報

高橋郁丸）

※ 【 】内は中央図書館で所蔵する資料の請求記号（本のラベルの番号）です。お探しの際は，図書館職員にお尋
ねください。

１

薬を調べる

1-1 本で調べる
薬の種類について

―「医療用医薬品」と「一般用医薬品」―

・「医療用医薬品」（処方薬）：医師の処方せんを必要とし，保険薬局や病院からもらう薬。
・「一般用医薬品」（市販薬）：医師の処方せんを必要とせず，薬局などで購入できる薬。

＊医療用医薬品を調べる
資料名

/ 著者名

『医者からもらった薬がわかる本 第 29 版』 /
医薬制度研究会

出版情報

場所

/

請求記号

法研 2014 年

１階 健康医療 【Q499.1 ｲｼ 14】

よく使用される薬約 930 点のカラー写真や薬剤名の 50 音索引で，調べたい薬が探しやすい構成の資料。

『写真でわかる処方薬事典 最新版』

ナツメ社 2005 年

１階 健康医療 【499.1 ｼｬ】

薬の種類（内服薬・外用薬・注射薬）ごとに，成分，効能効果，用法用量，警告などが掲載されている。

『今日の治療薬 解説と便覧 2016』

南江堂 2016 年

１階 健康医療 【Q499.1 ｺﾝ 16】

薬剤名，組成，剤形，解説などがわかりやすく，表形式で記載されている専門的な資料。

『治療薬マニュアル 2016』

医学書院 2016 年

薬剤別に添付文書情報と臨床解説が掲載されている，専門的な医薬品集。

１階 健康医療 【Q499.1 ﾁﾘ 16】

＊一般用医薬品を調べる
資料名

/ 著者名

出版情報

場所

/

請求記号

日本医薬情報センター
『JAPIC 一般用医薬品集 2016』

2015 年

2 階 参考 【R499.1 ｼﾞﾔ 16】

日本国内の薬局薬店で流通している一般用医薬品約 11,000 製品の添付文書を，1 冊にまとめた医薬品集。会社別製
品索引があり，薬剤別に医薬品名，販売区分，会社名，リスク区分，組成などが記載されている。

『OTC 医薬品事典 一般用医薬品集 2014-15』

じほう 2014 年

１階 健康医療 【499.1 ｵﾃ 14】

症状別索引，薬の名前の 50 音順索引，会社名別索引，成分索引がある。知っておきたい薬の知識や，製薬会社の相
談窓口一覧が掲載されている。

ジェネリック医薬品とは
後発医薬品と呼ばれる薬のことです。新薬（先発医薬品）の特許消滅後に製造される，
新薬と同じ成分・容量，同じ薬効の医薬品です。開発費などがかからず，検査なども省かれるため
先発品と比較して安価な薬です。

＊ジェネリック医薬品を調べる
資料名

/ 著者名

『今日のジェネリック医薬品 2014-2015』

出版情報

場所

/

請求記号

南江堂 2014 年

１階 健康医療 【499.1 ｺﾝ 14】

薬剤別の構成で，一般名，先発・代表品名，ジェネリック医薬品名等の薬の情報が表形式で掲載されている。

『ジェネリック医薬品リスト 商品名・一般名からさ
がす 平成 27 年 8 月版』

じほう 2015 年

2 階一般 【364.4 ｼﾞｴ 15-8】

先発・代表薬の名称で，ジェネリック医薬品の効能効果等を調べることができる。薬効分類一覧や，商品名・会社名の索
引が収録されている。

＊総合辞典
資料名

/ 著者名

『薬の事典』

出版情報

場所

/

請求記号

朝倉書店 2007 年

２階 参考 【R499.1 ｸｽ】

薬の歴史，区分などの薬を取り巻く基本的情報と各疾患別の薬の種類や副作用などが調べられる。

『ピルブック 薬の事典 2015 年版』

ソシム 2014 年

１階 健康医療 【Q499.1 ﾀﾁ 15】

病医院・薬局で処方される医薬品約 10,000 品目を掲載。ジェネリック医薬品約 5,500 品目を含む最新薬価も収載。

１－２ インターネットで調べる
ＷＥＢサイト名

ＵＲＬ

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
ホームページ

「

くすりのしおり
（くすりの適正使用協議会が提供）

上手なセルフメディケーション＞おくすり検
索
（日本 OTC 医薬品協会が提供）

http://www.pmda.go.jp/
一般用医薬品・要指導医薬品の情報検索（薬局・薬店で購入できる
一般用医薬品・要指導医薬品の説明書を掲載）ができる。

http://www.rad-ar.or.jp/siori/index.html
14,860 種類の医療用医薬品の検索ができる。

http://www.jsmi.jp/
「上手なセルフメディケーション」ホームページ内の「おくすり検索」で
は，一般用医薬品を症状や製品名，メーカー名などから検索できる。

（インターネット情報は 2016 年 6 月 16 日確認）

２

病院を調べる

2-1 本で調べる
資料名

/ 著者名

『全国名医・病院徹底ガイド 最新 5 訂版』

出版情報

場所

/

請求記号

主婦と生活社 2010 年

１階 健康医療 【498.16 ｾﾞﾝ】

約 2000 の病院・医師へのアンケートを行い選定。診療科目別に病院を調べることができる。

『医師がすすめる「最高の名医」+治る病院
最新版』

/ 吉原 清児

講談社 2010 年

１階 健康医療 【498.16 ｲｼ 10】

「がん・心臓病・脳卒中」の三大疾病を含む日本人に多い 10 の病気別に，医師へのインタビューと全国の実力病院リスト
（医師数 2000 人，病院・クリニック数 750）を掲載している。

『病院の実力

読売新聞東京本社

2016 総合編』

2016 年

１階 健康医療 【498.16 ﾋﾞﾖ 16】

全国の病院の情報と実績一覧を，5 大がん，心臓リハビリ，認知症などの分野別に医療情報の解説記事とともに掲載して
いる。

『中部病院情報 静岡・愛知・岐阜・福井・石川・富
山・新潟・長野・山梨 2016 年版』

医事日報 2016 年

１階 健康医療 【Q498.16 ﾁﾕ 16】

新潟県を含む中部地方の 9 県 1214 病院の所在地，診療科目などの情報を掲載。病院名索引から調べることもできる。

『手術数でわかるいい病院 全国＆地方別ランキ
ング 2016』

朝日新聞出版 2016 年

１階 健康医療 【498.16 ｼｭ 16】

病気や治療法ごとに年間手術数について 3,500 を超える病院を独自調査し，回答のあった病院のうち，手術数が多い上
位病院をランキング形式で掲載。全国 5,950 病院が国に届け出ている手術数も都道府県別に紹介。

★こんな本もあります
資料名

/ 著者名

『名医はご近所にいる』 / 永田 宏

出版情報

場所

/

請求記号

ぶんか社 2006 年

１階 健康医療 【498.16 ﾅｶﾞ】

病院の探し方だけでなく，診療科目の決め方，お医者さんの選び方などを紹介。3 人の人物が病院を探す例を紹介しな
がらわかりやすく説明した本。

『世界でいちばん良い医者に出会う「患者学」 順
天堂大静岡病院に学ぶ』 / 小林 一哉

河出書房新社 2006 年

１階 健康医療 【498.04 ｺﾊﾞ】

セカンドオピニオン・インフォームドコンセントなど，良い治療を選びたい・納得した医療を受けたい方への「病院との付き
合い方入門書」。Ｑ＆Ａ形式で，わかりやすく書かれている本。

2-2 インターネットで調べる
ＷＥＢサイト名
病院検索 JAPAN
（株式会社 関 総 研 ア ド バ イ ザ ー ズ
が運営）

にいがた医療情報ネット
（新潟県広域災害・救急医療情報
システム）

ＵＲＬ
http://www.zero-dr.jp/
全国 17 万件の病院・医療機関のなかから地域別，診療科目別で検索できる。

http://qq.niigata-iyaku.jp/
新潟県が新潟県内の医療機関・薬局の情報を集約して提供。病気，治療内容から
医療機関を検索できる。

（インターネット情報は 2016 年 6 月 16 日確認）

３
ＷＥＢサイト名
国立国会図書館 リサーチ・ナビ
科学技術・医学
新潟市保健所

その他の役立つ情報

ＵＲＬ
http://rnavi.ndl.go.jp/stm/
「医学・薬学・心理学」の見出しで，医学，薬学等について，項目ごとに図書や雑誌
論文等の調べ方を紹介している。

https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenjo.html
新潟市の健康づくり，母子保健，感染症予防，救急医療等の情報を提供している。

（インターネット情報は 2016 年 6 月 16 日確認）

図書館では，資料・情報を使って，皆さん
の疑問や課題を解決するお手伝いをして
います（レファレンスサービス）。お気軽
に，図書館職員にお声がけください。

新潟市立中央図書館
〒950-0084 新潟市中央区明石 2-1-10
TEL 025-246-7700
FAX 025-246-7722
HP http://www.niigatacitylib.jp/

