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Josai University Mizuta Memorial Library Pathfinder（2014/07） 

 
 

キーワード 

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。 

キーワードがうまく探せない場合は、城西大学図書館の OPAC からリンクがある NDLSH（国

立国会図書館件名標目表）を参照してみましょう。上位語、下位語、関連語の相関図がグ

ラフィカルに表示されます。 

 

＜関連キーワード（一例）＞ 

漢方、漢方薬、和漢薬、本草学、漢方医学、薬用植物、薬草、薬用動物、薬膳、東洋医学、

皇漢医学、中国医学、生薬、医薬品、薬学など 

 

 

入門的な情報源 

そもそも、「漢方薬」って、何？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。 

 

＜図書館で所蔵している事典類（一例）＞ 

書誌情報 請求記号 配架場所 

漢方医学大辞典 / 漢方医学大辞典編集委員会編 雄

渾社 1983.5- 
490.9//Ka41//1-2 

3階 

参考図書 

JAPIC 漢方医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 

日本医薬情報センター 2011.1 
499.1//N77 

漢方のくすりの事典 : 生ぐすり・ハーブ・民間薬 / 

鈴木洋著 
499.8//Su96 

和漢薬の事典 / 富山医科薬科大学和漢薬研究所編集 499.8//To79 

身近な漢方薬材事典 / 鈴木昶編 499.8//Mi92 

和漢薬百科図鑑 / 難波恒雄著 499.8//N47//1,2 

図表で見る漢方製剤の活用便覧 : 全面改訂病名症候

と漢方薬便覧 / 谿忠人 著 
499.803//Ta87 

原色牧野和漢薬草大圖鑑 / 和田浩志, 寺林進, 近藤

健児編 修北隆館 2002.10 
499.87//G34 

「JapanKnowledge Lib」 知識検索サイト 

※「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」「大辞泉」

「日本人名大辞典」や英和・和英辞典等を一括検索 

インターネット 学内接続 

図書館ホームページ→データベー

ス集→辞書・事典をひく 

「Weblio 辞書」 

※辞書・百科事典をはじめ、様々なジャンルのオンラ

イン辞書を収録。 

インターネット  

図書館ホームページ→情報リンク

集→辞書・事典 

 

  

「漢方薬」について調べよう 
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図書を探す 

●テーマの棚に行って探す 

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。 

＜漢方薬関連分野の分類記号＞ 

490.9 漢方医学 499.8 生薬学・和漢薬 499.9 本草学 

 

●OPAC で調べる 

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。 

 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

書誌情報 請求記号 配架場所 

漢方医学 / 渡辺賢治著 490.9//W46 

開架図書 

(3階) 

薬学生のための漢方医薬学 / 山田陽城, 花輪寿彦, 

金成俊編集 
490.9//Y19 

漢方 : 第三の医学。健康への招待 / 田畑隆一郎著 

源草社 2006.8 
490.9//Ta11 

身につく漢方処方 : 基本 30生薬と重要 13処方 / 入

江祥史著 
499.8//I64 

伝統医薬学・生薬学 / 御影雅幸, 木村正幸編集 499.8//Mi21 

基礎からわかる最新漢方薬入門 : 生薬治療の集大成 

/ 関水康彰著 
499.8//Se33 

薬の神様・神農さんの贈り物 : 本草の世界をみつめ

る / 三宅康夫, 野尻佳与子編著 
499.9//Mi76 

東アジアの本草と博物学の世界 / 山田慶兒編 499.9//Y19//1-2 

 

 

雑誌・雑誌記事・新聞記事を探す 

●雑誌架に行って探す 

 

＜図書館で所蔵している雑誌（一例）＞ 

書誌情報 配架場所 

漢方と診療 = Kampo practice journal / 臨床情報セ

ンター 

新着･･･１階学生用雑誌 

バックナンバー･･･積層 M4階 

漢方医薬学雑誌 = The journal of kampo medicine & 

pharmacy / 臨床情報センター 

１階学生用雑誌 

（５年保存受入中） 

日経メディカル / 日経マグロウヒル社 [編]  

新着･･･１階学生用雑誌 

バックナンバー･･･積層 M4階 

電子ジャーナルでも閲覧可 

（OPAC 書誌情報からリンクあり） 

漢方研究 : 評論・研究・解説 / 月刊漢方研究 
新着･･･１階学生用雑誌 

バックナンバー･･･積層 M4階 

漢方医学 / 漢方医学社 [編]  

１階学生用雑誌 

（５年保存受入中） 

バックナンバー･･･積層 M4階 
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●データベースで調べる 

 いずれも、図書館ホームページ→データベース集 からリンクしています。 

 

＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

CiNii Articles - 日本の論文をさがす 

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行さ

れた研究紀要の両方を検索し、検索された論文

の引用文献情報や、無料公開されている論文は

本文を参照したりすることが可能。 

JDreamⅢ 

学内接続 (OPACへのリンク機能あり） 

JST作成の科学技術・医学・薬学関係の国内最大

の雑誌・論文記事のデータベース。 

医中誌Ｗｅｂ 

学内接続 (OPACへのリンク機能あり） 

国内で発行される医学、歯学、薬学、及び看護

学などの定期刊行物の文献情報を収録したデー

タベース。  

メディカル・オンライン 

学内接続 (OPACからのリンク機能あり） 

日本国内の学会・出版社発行の雑誌に掲載され

た医学、歯学、薬学、看護学、医療技術、栄養

学、衛生・保健などのあらゆる医学関連分野の

「医学文献」から検索し、全文閲覧・ダウンロ

ードが可能。 

YAKUNET 

学内接続 

「薬事日報」は月・水・金発行の医薬新聞です。

YAKUNET では、「薬事日報」の記事全文、写真、

図表をインターネット上で閲覧できます。 

 

＜検索される雑誌記事（一例）＞ 

記事情報 

漢方薬 呼吸器疾患にきく漢方治療  / 水嶋 丈雄 難病と在宅ケア 

20(1) (通号 223) [2014.4]  p55～58  [NDL-OPAC] 

がん化学療法の副作用を軽減するために、漢方薬を組み合わせることで対応が可能に (特

集 がん治療と漢方薬) /今津 嘉宏 統合医療でがんに克つ : 「がん難民」をつくらない

ために標準治療+ 70 2014-04 p22-25 [CiNii] 

方剤における生薬の役割 麻黄 麻黄湯・麻杏甘石湯 / 石毛 敦 漢方と診療 5(1) ｐ76 

(2014.04)  [医中誌] 

 

 

ＡＶ資料 

DVD などの視聴覚資料も参考になります。 

 

＜図書館で所蔵している DVD（一例）＞ 

書誌情報 請求記号･資料 ID 配架場所 

王様の漢方 [映像資料] / 牛波監督・脚本・原作 ; 江

戸木純脚本東芝デジタルフロンティア 
DVDリスト：No.306 

AV資料 

コーナー 
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Webサイト 

キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーから関連サイトを検索しましょう。 

 

●関連サイトの紹介 

○ 「漢方のお医者さん探し」 http://www.gokinjo.co.jp/kampo/index.html 

○ 「きぐすり.com」 http://www.kigusuri.com/ 

○ 「日本漢方生薬製剤協会」 http://www.nikkankyo.org/ 

○ 「日本臨床漢方医会」 http://kampo-ikai.jp/ 

 

 

図書館にない資料を入手するには 

城西大学図書館に所蔵がない資料でも、下記の要領で利用することができます。 

 

●他に所蔵している図書館があるか調べる 

○「NACSIS Webcat」 http://webcat.nii.ac.jp/ 
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベース。 

探している資料の所蔵館を確認できます。 

→他大学図書館に所蔵がある場合は、後述の「所蔵館を訪問」「文献複写・現物貸借依

頼」が利用できます(資料によっては利用できない場合もあります)。 

 

○「NDL-OPAC」 http://opac.ndl.go.jp/index.html 
国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

→国立国会図書館に所蔵があれば、「文献複写依頼」「現物貸借依頼」が利用できます。 

  直接訪問も可能です。 

 

●所蔵館訪問／文献複写依頼／現物貸借依頼／購入依頼  

 

○所蔵館を訪問 

他大学図書館・その他の類縁機関を訪問し資料を閲覧することができます。 

訪問する際には紹介状が必要ですので、１階カウンターへ申し込んでください。 

※埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)加盟館を利用したいときは「SALA 共通

閲覧証」を貸出します。 

 

○文献複写・現物貸借依頼 

国立国会図書館・他大学図書館・その他の類縁機関から資料の複写・借り出しができ

ます。OPAC リクエストサービスから申し込んでください。（有料） 

 

○購入依頼 

購入してほしい本がある場合は OPAC リクエストサービスから申し込んでください。 

 

作成：城西大学水田記念図書館 
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