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全国の病院、病気、医薬品、検査数値などの調べ方をご紹介します。 

 

図書館の利用者用検索機 (ＯＰＡＣ)やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索して

みましょう。検索したら、「タイトル」「所在場所」「分類」をメモしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市の図書館トップページ＞蔵書情報＞蔵書検索・予約 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx 

 

（１）病院を調べる 
 

■『病院の実力 ２０１４総合編』 

読売新聞医療部／編 読売新聞東京本社 2014 （橋本） 

五大がん（肺・胃・大腸・肝臓・乳）や脳卒中などの疾患に関する、全国の医療機関の患者

数・手術実績などの統計データが豊富に掲載されています。専門医に対するインタビュー形

式の記事も多数収録されており、病院選びの参考ガイドとして読みやすく編集されています。 

 

 ■『手術数でわかるいい病院 ２０１４』 

朝日新聞出版 2014 （市立） 

全国約 5,700 病院の診療科目・疾患部位別の手術症例数を、全国および地方別のランキング

形式でまとめた「いい病院」を探すための一冊です。『治療費負担を最小にする方法』や

『力を与えてくれる「がん闘病記」12冊』など、特集記事も掲載されています。 

 

 ■『関東病院情報 ２０１４年版』 

医事日報 2014 （市立）※大野では 2012年版、橋本では 2013年版を所蔵 

関東地区 1 都 6 県約 2,000 件の病院情報（設備、診療科、特色など）を網羅した、病院選び

のための資料です。各項目は病院の所在地域（県・市・区）ごとに構成されており、お住ま

いの地域から目的に合う施設を探して選ぶことができます。巻末には、介護老人保健施設の

一覧も付いています。 

 

  ■『全国名医・病院徹底ガイド 最新５訂版』 

主婦と生活社／編 主婦と生活社 2010 （市立・大野・橋本） 

日本全国から厳選した約 1,500 病院の所在地や連絡先の他、専門医や得意分野のＰＲなど、

各病院の概要・特色が掲載されています。索引は診療科 29項目ごとにまとまっています。 

１ ＯＰＡＣで探す 

２ 図書・雑誌で探す 

うまく検索できないときは？ 

キーワードを追加すると、絞り込んで検索できることが 

あります。 

例）病院 → 医療機関、医療施設、診療所など 

・市立→市立図書館 

・大野→相模大野図書館 

・橋本→橋本図書館 

＜所蔵館の表示＞ 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2023875
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2029344
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2094280
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1731384
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 ■『医者がすすめる専門病院 東京都版 全面改訂２００９～’１２』 

  中村康生／編 ライフ企画 2009 （市立・橋本） 

■『医者がすすめる専門病院 神奈川県版 第４版』 

  中村康生／編 ライフ企画 2009 （大野・橋本） 

実際の医療現場で働く専門医 651 人に対して行われた「自分や家族が病気を患った時、どこ

の病院を受診しますか？」というアンケートの結果をもとに、一定の基準をクリアした病院

（東京都下 230 病院 823 科、神奈川県下 183 病院 592 科）の情報を収録した資料です。主治

医・執刀医指名・セカンドオピニオンの可否なども掲載されています。 

 

（２）病気・疾患を調べる 
 

■『家庭の医学』 

成美堂出版 2013 （大野・橋本） 

医学や疾患に関する知識約 1,600 項目を、各分野の専門医総勢約 60 名が体系的に解説し、カ

ラー写真及びカラーイラストを加えた医学事典です。医療分野の資料は、その専門性の高さ

ゆえに難解な内容になりがちですが、本書は一般向けにやさしく構成されているのが大きな

特色です。 

 

 ■『病気がみえる Ｖｏｌ．１～１０』                  

医療情報科学研究所／編 メディックメディア 2011-2013 （市立・大野・橋本） 

本書は主に医学生・看護学生などを対象に編集されたテキストですが、難解な専門書とは趣

が異なり、各説明項目にイラストを用いて、病気や身体機能のメカニズムを解りやすく説明

しています。身体の部位ごとに分冊構成されており、各巻末には和文索引及び欧文索引、薬

剤表が付いています。また、余談として掲載されている「Cinema＆Literature」は、映画や

文学作品に登場する病気を解説した読物として、気軽に楽しむことができます。 

  

 ■『医科学大事典』            

武見太郎／（他）編 講談社 1982-1984 （大野・橋本） 

本書の疾患・症候群などの解説記事は、専門用語も多く含まれているため少々難解な構成で

す。しかし、症例写真や手術写真など画像資料の掲載量は豊富で、各症例に対して詳細かつ

現実的なイメージをつかむ上で参考になる事典です。別冊の索引（五十音索引＆欧文索引）

を含めて、全 51冊の分冊構成です。 

 

■『病気の地図帳 新版』  

講談社 2000 （市立・大野・橋本） 

医療の領域に不慣れな一般の方が、病気の原因・症状・仕組みなどを要領良く理解していく

ために、なるべく平易な言葉による解説と併せて、カラーイラストや図版を多用して構成さ

れた一冊です。部位ごとに病変がまとめられた目次は、目的の項目を探すのに便利です。 

 

（３）医薬品・医療機器を調べる 
 

 ■『くすりの事典 ２０１５年版』 

成美堂出版 2014 （市立・大野・橋本） 

医薬品（ジェネリック医薬品含む）約 6,400 点を解説した本です。なるべく平易な言葉を用

い、専門用語には解説を付すなど、一般の方の利用を前提にまとめられています。薬の名前

及び成分名による索引から、効能や用法、使用上の注意などを調べることができます。 

 

■『ピルブック ２０１５年版』 

橘敏也／著 ソシム 2014 （大野・橋本） 

病院や調剤薬局から処方される頻度の高い薬約 10,000 品目についての解説があり、各薬品の

作用・副作用、用法・用量など、服用する上での注意点が一般にもわかりやすい言葉で説明

されています。巻頭には五十音索引の他、医薬品の実物カラー写真索引がついています。 

 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1569267
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1607161
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1957986
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwIchiranKani.aspx
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwIchiranKani.aspx
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=472861
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2057835
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2059347


3 

■『日本医薬品集 ２０１５－１６一般薬』 

                じほう 2014 （市立）※橋本では 2014-15を所蔵 

一般用医薬品（※）及び指定医薬部外品、約 12,200 品目の製品情報を収録した資料です。巻

頭には五十音索引、巻末には薬に関する相談窓口一覧、製薬会社住所録がまとまめられてい

ます。関連資料を収録した付録のＣＤ－ＲＯＭも併せてご利用下さい。 

※医師による処方箋がなくとも、自らの責任で購入・使用することが出来る医薬品。 

 

■『ＪＡＰＩＣ「医療用医薬品集」 ２０１５』 

       日本医薬情報センター／編 日本医薬情報センター 2014 （橋本） 

平成 26 年 7 月 3 日現在、医療現場で使用・供給予定の医療用医薬品（※）約 20,000 件の添

付文書（品目使用、警告、使用上の注意など）を掲載した資料です。子ども・高齢者・妊婦

など、投与対象別の警告・注意点なども詳しく書かれています。 

※主に病院などの医療機関の医師による診断と処方に基づき使用される医薬品。 

 

■『第十六改正日本薬局方第二追補』 

 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団／編 じほう 2014 （市立） 

  薬局方とは、国民の保健上重要な医薬品の適正な品質を維持するため、薬に含まれる成分や

純度、製法に基準を設定してまとめたものです。本書では、日本で使用されている医薬品

1896品目の各規定を収載しています。巻末には、日本名、英名、ラテン名索引があります。 

 

■『医療機器が一番わかる』                    

 岡田正彦／著 技術評論社 2009 （市立・橋本） 

この本では、体温計を代表とした身近な機器に始まり、人工臓器や遺伝子解析装置など最先

端の機器に至るまで、高度化を続ける医療機器の役割や仕組みが説明されています。難解な

専門用語の多用は控えた一般向けの一冊ですので、予備知識は必要ありません。 

 

■『手術室の器械・器具』 

                      メディカ出版 2008 （橋本） 

手術現場で医師や看護師が扱う器械・器具について、白黒写真と併せて概要や使い方を解説

した一冊です。手術看護師向けに構成された資料ですが、一般の人が実際の手術行程をイメ

ージする上で参考になる一冊です。 

 

（４）検査結果・検査数値を調べる 
 

■『病院の検査数値早わかりハンドブック 最新決定版』             

小橋隆一郎／著 主婦の友社 2012 （橋本） 

例えば「検査を行うことで何がわかるのか」、「検査で出た数値は何を意味するのか」とい

った疑問に答える各種病院検査の解説書です。専門用語には補足説明が付け加えられており、

一般の方でも読みやすくまとめられています。片手で取り扱えるコンパクトな一冊です。 

 

■『検査と数値を知る事典 最新改訂版』 

和田高士／著 日本文芸社 2012 （市立・大野） 

本書では、健康診断・人間ドック等で受ける各種病院検査の目的、検査数値の読み解き方、

異常値から予想される病気などをやさしく説明しています。さらには、日常生活を送る上で

の専門医によるアドバイスも載っています。検査費用や所要時間など、検査を受診する前に

気になる情報も豊富です。 

（５）その他 
■『医療問題の本全情報 ２００３－２０１２』  

日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2012 （市立・橋本） 

2003 年 7 月から 2012 年 6 月までに刊行され、医療問題を中心に取り扱った図書情報（書名、

出版者、内容、ISBN など）約 140,000 件を収録した目録です。巻頭には見出し一覧、巻末に

は 50事項名索引が付いており、多角的な検索を助けます。 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2090641
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2083795
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2049790
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1572298
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwIchiranKani.aspx
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1852297
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1870247
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2023700
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■『医療白書 ２０１４－２０１５年版』  

日本医療企画 2014 （市立・大野・橋本） 

日本における医療の現状・未来像など、より巨視的な視点で理解を深めていく上で、知って

おくべき統計情報の他、近年のトピックスや問題提起、先見事例などをまとめた白書です。 

 

■『がんの統計 ２０１３年版』  

がんの統計編集委員会／編 がん研究振興財団 2013 （市立・大野・橋本） 

日本国内の死亡原因のトップである「がん」に関する統計資料集です。各種統計データをグ

ラフ化して解説を付した「図表編」と、関連する数理データをまとめた「資料編」の二部構

成です。資料全編にわたって英文が併記されています。 

 

 

■かながわ医療情報検索サービス http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/ 

神奈川県内の医療機関・薬局を検索することができるサービスです。診療科目からの検索は

もちろん、「駐車場の有無」や「在宅医療」などの細かな条件を設定して、目的に適った医

療機関を探すことができます。 

 

■神奈川県救急医療情報システム http://www.qq.pref.kanagawa.jp/ 

神奈川県内の休日・急患診療に対応した診療所（医科・歯科）の住所や電話番号などを調べ

ることが出来るウェブサイトです。近くの救命医療機関を調べておくと、もしもの時に役に

立つでしょう。 

 

■相模原市の医療機関検索 http://www.sagamihara.kanagawa.med.or.jp/searchmedicals 

相模原市医師会が運営するウェブサイトです。診療科目や所在地などの条件から、相模原市

内の医療機関に関する情報（電話番号、診療科目、診療時間など）を探すことができます。

講演会や予防接種の案内、健康情報「健康さがみはら」なども随時更新されています。 

 

■医薬品医療機器情報提供ホームページ http://www.info.pmda.go.jp/ 

医薬品・医療機器に関する総合情報サイトです。医薬品に関する情報検索のほか、一般向け

のＱ＆Ａも随時更新されています。また、「くすり相談」の窓口からは、作用・副作用、用

法・用量、その他の薬に関する心配事などについて、電話での相談を受け付けています。 

 

発行   相模原市の図書館   http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/  

（◆市立図書館 ℡042-754-3604 ◆相模大野図書館 ℡042-749-2244 ◆橋本図書館 ℡042-770-6600） 

 

★図書館にない本を入手するには？ 

リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ）ができます。 

詳しくは調べものカウンター、またはリクエストカウンターへご相談ください。 

★図書館にない雑誌記事を入手するには？ 

県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写（有料）を、それぞれ取り寄せる

ことができます。調べものカウンターでご相談ください。 

★調べ方がわからなかったら？ 

図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っています。 

お気軽に調べものカウンターでご相談ください。 

３ Ｗｅｂで調べる 

当誌の掲載事項は特定の病院・医師・医薬品・治療方法を案内するものではありません。

また、目的への適合性に関して、いかなる保証または約束をするものではありません。 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2082743
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=2008120
http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/
http://www.qq.pref.kanagawa.jp/
http://www.sagamihara.kanagawa.med.or.jp/searchmedicals
http://www.info.pmda.go.jp/
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/

