
パスファインダー（調べ方案内） 
※パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した 「情報探索の道しるべ」です。 

「口と歯の病気」についての資料・情報の探し方をご案内します。参考にしてください。 

※この調べ方案内は資料や情報の提供を行うだけで、特定の薬や病院、治療法をすすめるものではありません。 

※症状等により治療の流れが異なりますので、最新情報か否かを含めデータの根拠や出典を確認してから、参考に

する情報を判断してください。 

 

１．関連するキーワード 

特定のテーマの情報を探す場合、事前に調べたい事柄のキーワードを決めてから調査を始めると効率よく 

情報を集めることができます。 

 

 

 

 

 

２．入門的な情報源 

基本的な事項を調べることができます。 

書誌情報 請求記号※ 配架場所 

『医学書院医学大辞典』（医学書院, 2009） R490.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『南山堂医学大辞典』（南山堂, 2006） R490.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『口と歯の事典』（朝倉書店, 2008） R497 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『新版 家族のための歯と口の健康百科』 

（医歯薬出版, 2013） 

497 千代田・開架  棚番号 12 

※請求記号とは背表紙の下方に付いているシールに書かれた番号です。本 1冊ごとの主題（テーマ）を表し、数字の

大きいものから小さいものへと順番に書架に並んでいます。 

 

３．図書を探す 

３－１．テーマの書架に行って探す 

 

 

 

  

 

３－２．検索機（OPAC)で蔵書を調べる 

館内の検索機（OPAC）や千代田区立図書館ホームページ http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/ 

を使って書名やキーワードなどで検索してみましょう。 

千代田区立図書館の所蔵の有無や、請求記号、配架場所、「貸出中」など資料の状態などがわかります。 

《検索した図書の一例》 

 

 

千代田・配架場所 

千代田・開架 12 の棚 ― 歯科学（請求記号 497） 

千代田・開架 14 の棚 ― 家庭衛生（請求記号 598） 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『総合歯科診療のすすめ』（現代書林, 2013） 497.2 千代田・開架  棚番号 12 

～口と歯の病気について調べる～ 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151044793
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=150282130
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=150877435
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=101512438
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=101494386


 

以下の資料では、タイトルが分からなくても関連資料を見つけることができます。 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『医療問題の本全情報 2003-2012』（日外アソシエーツ,2012） R498 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

 

３－３．他の図書館の蔵書を調べる  

■「国立国会図書館」 https://ndlopac.ndl.go.jp 

蔵書検索「NDL-OPAC」で、図書と雑誌の両方について調べることができます。 

 

■「東京都立図書館統合検索」 http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshd.do?tenantId=metro 

都内区市町村立図書館の蔵書を調べることができます。 

 

３－４．国内で刊行されている図書を調べる 

■“Webcat Plus ” http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

明治以前から新刊書までの図書を、キーワードや文章を入力して関連するものを連想検索できます。 

 

■“日本書籍総目録 Books.or.jp” http://www.books.or.jp/ 

  国内で発行され、現在入手可能な図書を収録した検索サイトです。既刊分約 93 万点（2013年 10月現在）

が収録されています。 

 

 

４．専門用語を調べる 

用語の意味を調べるには、主題分野の専門辞典や用語集、また、新語については『現代用語の基礎知識』（自由

国民社/R031/千代田・参考図書 貸出禁止）などの新語辞典が便利です。 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『老年歯科医学用語辞典』（医歯薬出版, 2008） R497 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『研究社歯学英和辞典』（研究社, 2012） R497 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『インプラント新辞典』（クインテッセンス出版, 2010） R497.5 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『歯科聞き言葉辞典』（医歯薬出版, 2010） 497 千代田・開架  棚番号 12 

 

 

５．テーマごとに調べる 

各テーマ（歯科医・治療・薬・統計・法令）について調べる際には、以下の資料が役立ちます。 

 ５－１．歯科医（病院）について調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『関東病院情報 2012 年版 東京・神奈川・千

葉・埼玉・群馬・栃木・茨城』（医事日報, 2012） 
R498.1 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『Q＆Aでわかる「いい歯医者」 2013 歯科の疑

問 367に Q＆Aですぐに回答！』（朝日新聞出版, 2012） 
497 千代田・開架  棚番号 12 

 

 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151456542
https://ndlopac.ndl.go.jp/
http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshd.do?tenantId=metro
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=150982863
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151376985
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151198660
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151200765
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151453133
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151453133
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151426348
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151426348


 

５－２．治療・診断法について調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『今日の治療指針 2013』（医学書院, 2013） R492 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

 

５－３．薬について調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『JAPIC 医療用医薬品集 2013』 

（日本医薬情報センター, 2012） 
R499.1 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『医者からもらった薬がわかる本』（法研, 2012） R499.1 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『JAPIC 一般用医薬品集 2013』 

（日本医薬情報センター, 2012 ） 
R499.1 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

 

５－４．統計・法令について調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『統計図表レファレンス事典 医療・介護・福祉』

（日外アソシエーツ, 2013） 

R498 
千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『医療六法 平成 25年版』（中央法規出版, 2013） R498 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

 

 

６．雑誌記事や論文を探す 

６－１．区内で所蔵している関連雑誌 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『NHK きょうの健康』（日本放送出版局）        千代田・雑誌 

『明日の友』（婦人之友社）  千代田・雑誌 

 

 ６－２．関連する国内刊行雑誌を探す 

 

 ６－３．雑誌記事や論文を探す 

■国立国会図書館サーチ http://iss.ndl.go.jp/ 

 全国の公共図書館や専門機関等で所蔵している記事・論文を横断検索できます。 

 

■“CiNii  Articles/Books” http://ci.nii.ac.jp/ / http://ci.nii.ac.jp/books/ 

日本の大学、短大、高専図書館等所蔵の総合目録で、図書と雑誌の両方について調べることができます。 

 

■“JDreamⅢ” http://jdream3.com/ 

科学技術や医学・薬学関係の国内外の文献情報を検索できる、日本最大級の科学技術文献データベースです。 

※その他、「MAGAZINEPLUS」等の館内で利用できる商用オンラインデータベースについてはレファレンスカウンターで

お問い合わせください。 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『雑誌新聞総かたろぐ』（メディアリサーチセンター, 2013） R027.5 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 9 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151481122
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151442276
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151414871
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151447954
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151488290
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151488290
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=101502873
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=200000111
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=210000071
http://iss.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://jdream3.com/
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151416931


 

７．テーマごとにインターネットで調べる 

７－１．歯科医（病院）について 

■「日本歯科医師会」 http://www.jda.or.jp/search/index.html 

「全国の歯医者さん検索」で最寄りの歯科医院を探せます。 

 

■「東京都医療機関サービス ひまわり」 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp 

 医療機関検索のほか、各種電話相談窓口の紹介があります。 

 

■「病院検索 JAPAN」 http://zero-dr.jp/ 

 全国約 15万件の病院・診療所・歯科医院を調べられる日本最大級の病院・診療所・歯科医院検索サイトです。 

 

 

７－２．治療（診療マニュアル）について 

■「医療情報サービス Minds（マインズ）」 http://minds.jcqhc.or.jp/n/ 

医師や患者が適切な判断を下せるよう、一般向けと医療提供者向けの「診療ガイドライン」を提供しています。 

 

■「診療ガイドライン情報」 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/guideline/ 

 診療ガイドラインのリストを作成して公開しており、本文の掲載も一部あります。 

 

 

７－３．薬について 

■「おくすり 110番」 http://www.jah.ne.jp/~kako/ 

「ハイパー薬事典」では、病院の薬の効能や副作用、注意点などを検索できます。 

 

■「おくすり検索」 http://search.jsm-db.info/main2.php 

 市販の薬情報の検索ができます。また、包装と剤形の画像や添付文書を編集したものが掲載されています。 

 

 

７－４．統計・法令について 

■「患者調査」（厚生労働省） http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/11/ 

歯科疾患の患者について、性・年齢階級別、疾病原因等による統計が調べられます。 

 

■「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省） http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html 

 歯科医師と医療従事者数について年次推移、性・年齢階級別、所在地別等の統計が調べられます。 

 

■「歯科口腔保健法」（歯科口腔保健の推進に関する法律） http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO095.html 

 歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するための法律です。 

 

■「健康増進法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html 

「歯の健康保持」に関する「正しい知識の普及」が挙げられています。（第 7条第 2項 6号） 

 

http://www.jda.or.jp/search/index.html
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
http://zero-dr.jp/
http://minds.jcqhc.or.jp/n/
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/guideline/
http://www.jah.ne.jp/~kako/
http://search.jsm-db.info/main2.php
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/11/
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO095.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html


 

７－５．国・東京都・千代田区の取り組みについて 

＜国＞ 

■「歯科口腔保健関連情報」（厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/shikakoukuuhoken/index.html 

歯科口腔保健に関する法律や告示、参考資料が掲載されています。 

 

■「e-ヘルスネット 口と歯の健康」（厚生労働省） 

http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/index.html 

歯周病や口臭など口と歯に関する様々な項目について、各分野の専門家が解説しています。 

 

＜東京都＞ 

■「東京都の歯科保健対策」

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/shikahoken/index.html 

 東京都歯科保健目標「いい歯東京」や各種資料・報告書、パンフレットなどが掲載されています。 

 

＜千代田区＞ 

■「区民歯科検診」 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/kenko/kenkoshinsa/shikakenshin.html 

19歳以上の区民の方を対象にした歯科検診です。 

 

■「千代田区歯と口腔の健康づくり推進条例」（平成 24 年 10 月 23 日公布・施行）

http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/kenko/kuchi/jore.html 

条例本文のほか、ちらし「千代田区の目指す歯と口腔の健康づくり」には、条例の基本理念や区の取り組みに

ついて掲載されています。 

 

 

７．類縁機関 

■「東京医科歯科大学付属図書館」 http://www.tmd.ac.jp/lib/index.html 

■「東京大学医学図書館」 http://www.lib.m.u-tokyo.ac.jp/ 

■「からだのとしょしつ」（東邦大学医療センター大森病院） http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/karada/ 

■「日本歯科衛生士会」 http://www.jdha.or.jp/ 

■「日本歯科技工士会」 http://www.nichigi.or.jp/ 

■「口腔保健協会」 http://www.kokuhoken.or.jp/ 

■「日本口腔保健協会」 http://www.jfohp.or.jp/ 

■「8020推進財団」 http://www.8020zaidan.or.jp/index.html 
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