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感染症とその防御について調べる 

 

■はじめに 

大阪府立中央図書館では、医学・衛生に関する資料を広く収集しており、その一環として感染症に関する資料も 

多く所蔵しています。 

ここでは、府立中央図書館で所蔵している本やその調べ方をご紹介します。 

 

■目次 

▼蔵書検索 

▼用語を知る 

▼参考図書 

▼こんな本はいかがですか？ 

▼雑誌・論文記事を調べる 

▼新聞を調べる 

▼インターネットで調べる 

 

 

 

▼蔵書検索      https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/ 

本を検索するときは、「件名」の欄に「感染症」等お探しの語句を入力し検索すると、関連資料をまとめて一覧 

することができます。 

例） 

 

 

 

▼用語を知る 

調べたいテーマ・病名等について、現状や言葉の意味を大まかに把握したい場合、以下のような資料が 

便利です。 

※タイトル関連情報は （出版者 所蔵分出版年月 請求記号） です。 

南山堂医学大辞典 第 20版 

（南山堂 2015.4 490.3/43N/） 

現代用語の基礎知識 （年刊） 

（自由国民社 1949- 031/6N/） 

毎年発行され、最新動向を踏まえた情報、新たに話題となった用語の確認に有益。 

 

▼参考図書（統計・法令集・白書等） 

・統計は、過去や現在の状況を客観的に数値で表したもので、地域別や年代別の比較等に優れています。 

バックナンバーも書庫に所蔵しています。 

  患者調査 （平成 2年から 3年に１回刊） 

（厚生労働統計協会 1962-  490.5/1N/）過去分欠号あり 

 図表でみる世界の保健医療 (隔年刊) 

 （明石書店 2005- 498/761N/） 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400178462
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 ・感染症関連の法令集を調べることによって、法令・告示・条約等を横断的に把握することが可能です。 

感染症法令通知集 平成 25年版 

（中央法規出版 2013.9 498.6/416N/） 

詳解感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 4訂版 

（中央法規出版 2016.5 498.6/230N/） 

逐条解説新型インフルエンザ等対策特別措置法 

（中央法規出版 2013.12 498.6/586N/） 

逐条解説予防接種法 

     （中央法規出版 2013.10 498.6/580N/）  

・白書は、国や自治体等が特定分野の現状分析や施策についてわかりやすくまとめたものです。 

その他感染症に関する参考図書を当館は複数所蔵しています。 

厚生労働白書 （年刊） 

（日経印刷 1956- 498.1/17N/） 

感染症発生動向調査事業報告書 （年刊） 

（大阪府感染症発生動向審議会 2004-  498.6/350N/） 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

●全般 

感染症事典 

（オーム社 2012.1 493.8/255N/） 

JAID/JSC感染症治療ガイド 2014  

（日本感染症学会 2014.12 493.8/295N/） 

感染症マニュアル 第 1・2分冊 全面改訂第 4版  

（スパイラル出版 2005 493.8/177N/） 

感染症から知るウイルス・細菌 1-3 

（学研教育出版 2011.2 J493/82N/） 

 

●対策・防御 

予防に役立つ感染症の事典 目に見えない世界をのぞいてみよう 

（PHP研究所 2008.3 J493/66N/） 

感染症予防必携 

 （日本公衆衛生協会 2015.6 498.6/619N/） 

予防接種の手びき  第 14版 

（近代出版 2014.8 493.8/12N/） 

 

●感染症； インフルエンザ 

検証：新型インフルエンザ 2009 そのとき学校は、地域社会は、行政はどう対応したか 

（成文堂 2012.3 498.6/547N/） 

重症新型インフルエンザ診断と治療の手引き 

（メディカル・サイエンス・インターナショナル 2013.3 493.8/267N/） 

感染爆発（パンデミック）にそなえる 新型インフルエンザと新型コロナ 

（岩波書店 2013.11 498.6/583N/） 

医療機関における新型インフルエンザ等対策ミニマム・エッセンシャルズ 

（南山堂 2014.8 498.6/597N/） 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302239552
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400345893
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400345893
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10019100000989
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302257274
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302257274
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101980697
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141941
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141941
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000845604
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001825873
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701338497
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400232913
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400232913
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400088947
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400088947
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202013867
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302174466
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302279803
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400085442
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●感染症：結核 

結核の統計 （年刊） 

（結核予防会 1981- 493.8/4N/）欠号あり 

結核診療ガイドライン 

（南江堂 2015.3 493.8/235N/） 

 

●感染症； エボラ出血熱、デング熱 など 

エボラの正体 死のウイルスの謎を追う 

（日経 BP社 2015.1 493.8/294N/） 

エボラ出血熱とエマージングウイルス （岩波科学ライブラリー : 235） 

（岩波書店 2015.2 493.8/297N/） 

ウイルスと感染症 

（ニュートンプレス 2015.2 493.85/298N/） 

 

●感染症； エイズ 

エイズ事典 

（明石書店 2007.6 493.1/860N/） 

知っていますか?AIDS と人権一問一答  第３版 

（解放出版社 2005.12 498.6/99N/） 

長期療養時代の HIV感染症/AIDSマニュアル 

（日本医事新報社 2014.8 493.19/1281N/） 

 

●感染症の歴史 

図説病の文化史 虚妄の怖れを糾す （図説シリーズ） 

（柘植書房新社 2006.12 498.6/395N/） 

感染地図 歴史を変えた未知の病原体 

（河出書房新社 2007.12 498.6/420N/） 

天然痘根絶史 近代医学勃興期の人びと 

（思文閣出版 2002 493.8/133N/） 

黒死病 疫病の社会史 

（青土社 2002.9 230.4/106N/） 

疫病の時代 

（大修館書店 1999.2 493.8/77N/） 

コレラの世界史 

（晶文社 1994.4 230.6/14N/） 

流行性感冒 「スペイン風邪」大流行の記録 （東洋文庫） 

（平凡社 2008.9 L7/778N/） 

史上最悪のインフルエンザ 忘れられたパンデミック 

（みすず書房 2004.1 493.8/150N/） 

 

▼雑誌・論文記事を調べる 

・速報的な情報や論文等、図書として出版されていないものを雑誌で閲覧できる場合があります。 

・当館では以下の雑誌記事・論文検索データベースを用意しております。是非ご活用ください。 

医中誌 Web： 国内の医学関連文献情報のデータベース 

J DreamⅢ ： 日本最大級の科学技術文献情報のデータベース 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400178877
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400147579
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400147579
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400160174
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400160174
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156929
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156929
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701218954
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500870116
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400093457
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601109177
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701305548
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001854434
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001849738
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001545811
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000051136
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801439771
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001949351
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CiNii ： 学術論文情報に強みをもつデータベース 

MAGAZINEPLUS ： 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

Web ＯＹＡ-bunko： 一般誌・大衆紙の記事情報を多く含むデータベース 

雑誌記事索引集成データベース（皓星社）：明治から現在までの雑誌記事索引 

日経 BP記事検索サービス：日経 BP社発行の雑誌記事が検索可能 

ELNET ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988年以降を収録 

・以下のような医学関連の雑誌も当館でご利用いただけます。（貸出できませんが、著作権法の範囲内で複

写していただけます） 

日本医事新報（日本医事新報社 週刊 P49/62N/） 

日本医師会雑誌（日本医師会 月刊 P49/61N/） 

医薬ジャーナル（医薬ジャーナル社 月刊 P49/59N/）  等 

 

▼新聞を調べる 

・過去の出来事・ニュースを確認する際に便利です。当館では大手 5紙について、古いものでは明治期の 

ものから閲覧可能です。 

・また以下のような新聞記事検索データベースを当館内でご利用いただけます。 

聞蔵Ⅱビジュアル ： 朝日新聞データベース 

日経テレコン 21 ： 日経新聞データベース 

ヨミダス歴史館 ： 読売新聞データベース 

毎索 ： 毎日新聞データベース 

The Sankei Archives ： 産経新聞データベース 

ELNET ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 

 

▼インターネットで調べる 

・大阪府感染症対策情報（健康医療部 保健医療室医療対策課 感染症グループ） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/index.html 

府内の感染症発生状況・発生届等の情報を提供。 

･感染症情報（厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html 

主な感染症の発生動向、対策、届出基準・制度等を掲載。 

・感染症疫学センターホームページ（国立感染症研究所） 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html 

感染症に関する統計、最新情報、リンクについて発信。 

・感染症関連情報（日本医師会） 

http://www.med.or.jp/jma/kansen/ 

感染症に関するトピックや、各地医師会情報を提供。 

・日本感染症学会ホームページ（日本感染症学会） 

http://www.kansensho.or.jp/ 

学会案内、総会・学術集会を紹介。電子ジャーナルも掲載。 

 

 

 

 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001008767
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001008415
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000961666
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
http://www.med.or.jp/jma/kansen/
http://www.kansensho.or.jp/

