仙台市図書館 パスファインダー No.18

「インフルエンザ」について調べる
「インフルエンザ」に関する調べ方のガイドです。図書館では、様々なツールから
情報を入手できます。
調べ方の案内
①事典や辞書で調べる
⑤視聴覚資料で調べる

②本で調べる ③雑誌で調べる ④新聞で調べる
⑥インターネットで調べる ⑦類縁機関の紹介

キーワードを挙げてみよう
資料検索端末（OPAC）や各種データベースを検索する際に入力するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
インフルエンザ 新型インフルエンザ ウイルス
ワクチン 肺炎 二次感染 抗体 免疫

感染症

予防接種

ＳＡＲＳ

事典や辞書で調べる
調べたい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、用語事典などを
引いてみましょう。
書

著者・編者等

分類

南山堂

R490

『内科学』 2017 年

矢崎 義雄

R493

『家庭の医学』 2018 年

主婦の友社

598

『南山堂医学大辞典』

名
2015 年

（事典・辞書などの参考図書には分類の前に「R」がついています）

本で調べる
〈仙台市図書館の本を探す〉
●テーマの棚に行って探す
インフルエンザに関連する本を探すときは、まず各テーマの棚へ行ってみましょう。
＜関連分野の分類＞
493.8
336

感染症
経営管理

493.9

小児科学

598

家庭衛生

498.6

感染症対策

●資料検索端末（館内 OPAC）で調べる
各図書館にある資料検索端末で、図書館の蔵書を調べることができます。
資料の状態（在庫・貸出中など）、配架場所、請求記号（背ラベルに表示の分類）など
がわかります。
また、図書館のホームページ（Web OPAC）からも蔵書検索ができます。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ （仙台市図書館ホームページ）

＜図書館で所蔵している関連図書の例＞
書

名

著者・編者等

分類

『子どもがかかりやすい病気とけがの大事典』 2018 年

秋山 千枝子

490

『猛威をふるう「ウィルス・感染症」にどう立ち向かう
のか』 2018 年

河岡 義裕

491

岩田 健太郎

493.8

『重症新型インフルエンザ診断と治療の手引き』 2013 年

河内 正治

493.8

『もうワクチンはやめなさい』

母里 啓子

493.8

ユーラ・ビス

493.9

緑 慎也

498.6

東京海上日動リスク
コンサルティング

498.6

『マスメディアが報じない新型インフルエンザの真実』
2012 年

外岡 立人

498.6

『やり忘れ＋うっかりを防ぐ！
リスト』 2017 年

柴谷 涼子

498.6

『インフルエンザなぜ毎年流行するのか』

2018 年

2017 年

『子どもができて考えた、ワクチンと命のこと』 2018 年

『ウイルス大感染時代』

2017 年

『家族と企業を守る感染症対策ガイドブック』

2015 年

感染対策 ToDo 教えて

雑誌で調べる

『きょうの健康』

＜図書館で所蔵している関連雑誌の例＞
雑誌名
出版社
日本放送出版協会

『ジュニアエラ』
『生活と環境』
『チャイルド・ヘルス』

朝日新聞出版
日本環境衛生センター
診断と治療社

●インターネットを使って雑誌記事・論文を探す
１「国立国会図書館オンライン」（NDL ONLINE）https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学・社会科学・自然科学の記事
情報が検索できます。
2「CiNii(サイニィ)：NII 論文情報ナビゲータ」 https://ci.nii.ac.jp/
国内で発行された論文や図書・雑誌などの学術情報が検索できるデータベース
サービスです。
＜こんな記事が検索できます＞
記事･論文情報
［中年以降のワクチン インフルエンザ］
田中 敏博 掲載誌：レジデントノート 100（8） 2018-8 930p-934p
［投与する？しない？インフルエンザの予防投与］川名 明彦、高見澤 一穂
掲載紙：Infection control : The Japanese journal of infection control 27（6）2018-6
550p-555p

新聞で調べる
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたも
ので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。
●マイクロフィルム（河北新報）
明治 30 年 1 月分から所蔵しています。（市民図書館 4F・一部欠号あり）
●新聞記事や医学系のデータベースで探す
探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読
むことができます。
医中誌 Web は、医学・歯学・薬学・看護学及び関連分野の定期刊行物論文の基本情
報（タイトル・著者名・収載誌名）と一部の抄録が検索できます。
＜図書館で利用できる新聞記事・医学系データベース＞
データベース名
収録期間
提供館
河北新報データベース
1991 年 8 月から
全館
日経テレコン 21《日経 4 紙》
1975 年 4 月から（一部） 市民・泉・宮城野
聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

テキスト検索は 1985 年から
（縮刷版は 1945～1999 年）

全館

1959 年以降

全館

医中誌 Web

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［タミフル 10 代投与開始へ/厚労省/異常行動 関連わからず］
河北新報 2018 年 8 月 22 日 本紙(朝刊)
［服用 1 回のインフルエンザ新薬］
河北新報 2018 年 3 月 15 日 本紙(朝刊)
［インフル流行長期化も/「A 香港型」増え始める］
河北新報 2018 年 2 月 16 日 本紙(朝刊)
［インフル患者数 3 週連続過去最多/B 型拡大、流行収まらず］
河北新報 2018 年 2 月 9 日 本紙(夕刊)
［風邪に抗生物質、診療所の６割処方、学会調査、ウイルス性には効果なし、
薬剤耐性菌増加も。］日本経済新聞 2018 年 7 月 20 日（朝刊）

視聴覚資料で調べる
図書だけでなく、ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。
資料名
『新型インフルエンザの予防対策

パンデミックに備えて』仙台市

『しっかり学ぼう！インフルエンザ予防』 2013 年

2009 年

岡部 信彦／監修

資料種別
DVD
DVD

インターネットで調べる
●関連サイトの紹介
1 仙台市ホームページ「健康と福祉」
http://www.city.sendai.jp/kurashi/kenkotofukushi/index.html
2 宮城県ホームページ「健康・福祉」
http://www.pref.miyagi.jp/life/5/
3 国立感染症研究所ホームページ
http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
4 厚生労働省ホームページ 「健康」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
5 日本医師会ホームページ
http://www.med.or.jp/

類縁機関の紹介
●仙台市
・感染症情報
仙台市衛生研究所

TEL: 022-236-7722

・インフルエンザ予防接種など
各区役所家庭健康課
青葉区 TEL: 022-225-7211（代表） 宮城野区 TEL: 022-291-2111（代表）
若林区 TEL: 022-282-1111（代表） 太白区 TEL: 022-247-1111（代表）
泉区 TEL: 022-372-3111（代表）

仙台市健康安全課 TEL：022-214-8029

☆ 困ったとき・資料が見つからないときは
読みたい本が見つからないときや、機械の操作が分からないときなどは、
どうぞお気軽にカウンターの職員にお声がけください。

2019 年 3 月

