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食物アレルギーについて調べてみよう
「食物アレルギー」に関する資料や情報の探し方を紹介します。レポート
作成・研究発表のための情報検索ガイドとして活用してください。
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キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースで「食物アレルギー」に関連する資料や情報
を検索する際に利用するキーワードの例です。

食品／アレルギー／アレルゲン／アナフィラクシー／食品表示／ショック／食品衛生
法／特定原材料／準特定原材料／加工食品／食品添加物／免疫反応

言葉の理解 －入門的な情報源－
まずは「食物アレルギー」とは何かを調べましょう。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、用語辞典などを引いてみましょう。
＜辞典・辞書の一例です＞

資料情報（書誌情報）
現代用語の基礎知識 自由国民社
(毎年発行 継続購入中)

請求記号･資料 ID
813.7//G34

イミダス＝Imidas 集英社
(毎年発行 継続購入中)

813.7//I47

食品安全性辞典 ／ 小野宏[ほか]監修
共立出版 1998.8 ISBN：4320061241

498.54//Sh96

オ ッ ク ス フ ォ ー ド 食 品 ・ 栄 養 学 辞 典 ／ Arnold
E.Bender, David A.Bender 著；五十嵐脩監訳
朝倉書店 2002.11 ISBN：4254610394
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498.5//B35

配置場所
3 階・2 階
参考辞書
3 階・2 階
参考辞書
3階
参考辞書
3階
参考辞書

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
オンライン版百科事典 インターネット
「Japan Knowledge」 知識検索サイト
オンライン版百科事典 インターネット

学内接続

ホームページ→情報リンク集→
国内データベース

図書を探す
●学内の所蔵を探す
○ テーマの図書が並んでいる棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマ(主題)を表す番号が付いており、この番号順に書架に並んで
います。テーマが同じでも白書・年鑑類、新書・文庫、レファレンス資料など配架場
所が異なる場合もありますので注意してください。一例ですが「食物アレルギー」関
連分野の分類番号を挙げてみます。
493.14

アレルギー性疾患

498.54

498.519

食品衛生

食品添加物

○ オンライン版蔵書目録 OPAC (Online Public Access Catalog)で探す インターネット
http://libopac.josai.ac.jp/opac/expart-query?mode=2
ホームページ内 OPAC で本学図書館の蔵書を調べることができます。書名・著者名・出
版者・出版年等の書誌情報や配架場所、請求記号がわかります。
＜こんな図書を所蔵しています＞

資料情報（書誌情報）
食物アレルギーの手びき ： 正しい知識と治療、食
生活指導 改訂第 2 版 ／ 馬場實、中川武正編集
南江堂 2003.8
ISBN:4524235779
食物アレルギー（新しい診断と治療の ABC；26.免
疫；4） ／ 河野陽一編集 最新医学社 2005.1
トコトンやさしい免疫・アレルギーの本
／ 村口篤編著 日刊工業新聞社 2005.12
ISBN：4254610394

請求記号･資料 ID

配置場所

493.14//B12

3 階開架

493.14//Ko76

3 階開架

491.8//Mu39

3 階開架

●国内で刊行されている図書を探す
○「NDL-OPAC」

インターネット

http://opac.ndl.go.jp/

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る。
○「Webcat Plus」
インターネット http://webcatplus.nii.ac.jp/
国立情報学研究所提供。明治以前から新刊書までの図書の「一致検索」「連想検索」が
でき、所蔵している図書館も表示される。
○「Books.or.jp」

インターネット

http://www.books.or.jp/

国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出版社のホームページやオンライン書
店へのリンクもある。
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●海外の所蔵を探す
○「Library of Congress Online Catalogs」

インターネット

http://www.loc.gov/catalog/
世界最大の図書館であるアメリカ議会図書館のオンライン目録。
○「BLPC : The British Library Public Catalogue」インターネット
http://blpc.bl.uk/

大英図書館のオンライン目録。

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌の探し方
○ オンライン版蔵書目録 OPAC (Online Public Access Catalog)で探す インターネット
http://libopac.josai.ac.jp/opac/expart-query?mode=2
ホームページ内 OPAC で本学図書館の蔵書を調べることができます。雑誌名・出版者等
の書誌情報や配架場所・所蔵巻号がわかります。
＜こんな雑誌を所蔵しています＞

資料情報（書誌情報）
臨床栄養 ／日本臨床栄養研究会編集
医歯薬出版 ISSN:04851412
栄養学レビュー [日本語版] ／ 建帛社[編]
建帛社 ISSN:09182675
食生活 ／ 国民栄養協会[編]
ISSN:0386989X

国民栄養協会

配架場所
新着雑誌→1 階学生雑誌
製本雑誌→積層 M4 階
電子ジャーナル→メディカル・オンライン
新着雑誌→1 階学生雑誌
製本雑誌→積層 M4 階
新着雑誌→1 階学生雑誌
製本雑誌→積層 M4 階

○ 国内で刊行されている雑誌を探す
1「雑誌新聞総かたろぐ」 メディア･リサーチ・センター
現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。
2「NDL-OPAC」

インターネット

http://opac.ndl.go.jp/

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る。
3「Webcat Plus」 インターネット

http://webcatplus.nii.ac.jp/

一致検索では、図書と雑誌が検索できる。所蔵している図書館も表示される。
○

海外の所蔵を探す

1「Library of Congress Online Catalogs」

インターネット

http://www.loc.gov/catalog/
世界最大の図書館であるアメリカ議会図書館のオンライン目録。
2「BLPC : The British Library Public Catalogue」インターネット
http://blpc.bl.uk/
大英図書館のオンライン目録。
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●雑誌記事索引データベースで探す
○「国立国会図書館雑誌記事索引」
（NDL-OPAC）インターネット
http://opac.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可能。
○「JDreamⅡ」 インターネット 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」 インターネット 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・オンラインインターネット

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
○ 「CiNii(サイニイ)：NII論文情報ナビゲータ」 インターネット
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#
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を検索し、論文の引用
文献情報や、
「NACSIS-ELS」に登録された本文を閲覧することが可能。

＊上記雑誌記事データベースは図書館ホームページ→情報リンク集→国内
データベースから利用できます。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞
記事論題・著者
雑誌名・巻号・ページ等
論題：小児保健 アレルギー物質を含む食品の表示制度 小児科 ISSN:0037-4121
著者名：今村知明(東京大学医学部附属病院 企画情報運 44 巻 9 号
Page.1420-1426(2003.08)
営部)
論題：食物アレルギーの実態と対応
療の現状と展望
著者名：柘植郁哉、宇理須厚雄

食物アレルギー治

アレルギー科 ISSN:1341-7584
Vol.19 No.4
Page.332-335（2005.04.28）

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版を利用する
図書館の新聞資料所蔵一覧
○

今週の新聞

→

○

先週以前を含む当月分

http://libopac.josai.ac.jp/search/newspapers.htm

１階ブラウジングコーナー
→

1 階社史コーナー

○ 先月、先々月の新聞 → 1 階 AV 室
○ 朝日新聞、日本経済新聞の縮刷版・復刻版 → 当該年は 1 階 AV 室、昨年以前は積
層 M4 階の新聞コーナー

＊ 縮刷版は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。
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●データベースで新聞記事を検索する
膨大な量の新聞記事の中から､自分の読みたいテーマの記事を効率よく探すことができ、全
文を閲覧できます。
○ YAKUNET(薬事日報電子新聞)

インターネット

学内接続

「薬事日報」の 1997 年 10 月以降の記事、「Medical Academy NEWS」の 1997 年 11 月以
降の学会誌など医薬業界の情報を提供。
○ 聞蔵（きくぞう）：DNA for Libraries (朝日新聞記事データベース)
インターネット

学内接続

1945～1984 年の朝日新聞紙面、1984 年以降の記事データベース・週刊朝日・AERA・
知恵蔵が検索閲覧可能。
○ 日経テレコン 21 (日経４紙新聞記事データベース) インターネット

学内指定端末

1975 年以降の日本経済新聞朝・夕刊、日経産業新聞、日経流通新聞 MJ、日経金融新
聞、日経地方経済面、日経プラスワンの全文記事、企業情報が閲覧可能。

＊ 上記新聞記事データベースは図書館ホームページ→情報リンク集→国内デー
タベースから利用できます。
＜こんな新聞記事が検索・閲覧できます＞
見出し

新聞名・掲載日・ページ

学校の具体的対策はまだ不十分――児童・生徒のア
薬事日報 2007 年 4 月 23 日
レルギー疾患を調査 文部科学省
学会の治療指針づくりに参加、栗山真理子氏――医
日本経済新聞朝刊
療や行政に患者の声届ける(駆ける)
2007 年 5 月 13 日 11 ページ
(街かど) 給食の献立、アレルギー配慮
養士と児童の母、交換日記／宮城県

小学校の栄 朝日新聞朝刊 2007 年 7 月 4 日
宮城全県・1 地方 27 ページ

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門参考書、事典、年鑑などの情報源が役立ちます。
＜こんな資料を所蔵しています＞
資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

食品アレルギー対策ハンドブック／上野川修一、
近藤直美編集 サイエンスフォーラム 1996
ISBN 4916164229
食品衛生関係法規集 改訂版 中央法規
（加除式資料）
D1-Law.com 法情報総合データベース
「判例体系」
「現行法規」
「法律判例文献情報」
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493.14//Ka37

2 階加除式書庫

配置場所
3階
参考辞書

（禁帯出）

ホームページ→情報リンク集→
国内データベース 学内接続

ＡＶ資料
ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。 館内での視聴は AV 室が利用できます。
＜こんな資料を所蔵しています＞
資料情報（書誌情報）
安全安心な食を考えるシリーズ
農文協 VIDEO 農山魚村文化協会 2002

VHS

不安な食品とつきあうシリーズ
農文協 VIDEO 農山漁村文化協会 1992

請求記号･資料 ID

配置場所

498.5//A49//1-5

1 階 AV 資料

VHS

498.5//F51//1-3

1 階 AV 資料

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。

●代表的なサーチエンジン
○「Yahoo!」 http://www.yahoo.co.jp/
ディレクトリ型＝情報を人の手で分野分けして提供。
○「Google」 http://www.google.co.jp/
独自方式＝リンクを利用したページ分析による重要度判定を検索結果に反映。
○「Ｇｏｏ」

http://www.goo.ne.jp

ロボット型＝自動処理プログラムが情報収集。ヒット数が多いが該当以外のものを含
むことがある。

●関連サイトの紹介
○「食品安全情報」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html

厚生労働省運営のサイト、アレルギー物質を含む食品の表示などを掲載。
○「医療と健康のシンポジウム」

http://www.sympo.jp/contents/about.html

厚生労働省免疫アレルギー疾患予防・治療研究推進事業のサイト。
○「国立医薬品食品衛生研究所」http://www.nihs.go.jp/index-j.html
医薬品や食品、生活環境中に存在する多くの化学物質関連を研究している。

本学図書館にない資料を入手するには
●所蔵している図書館を調べる
○「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る。

○「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る。
文

●所蔵館訪問／献複写依頼／現物貸借依頼／購入依頼
探している資料が本学図書館にない場合は以下のサービスが利用できます。
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○ 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(資料利用願)が必要ですので、１階カウンターへ申し込んでくださ
い。
○ 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。
○ 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。
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