
ミライｏｎ図書館

ミライｏｎ図書館では、病気や薬、予防など幅広い医療・健康情報を提供しています。

こんなときに　ご利用ください！
　◆病気の予防について知りたい。 　

　◆検査値について調べたい。

　◆闘病体験が書かれた本を読みたい。

　◆服用中の薬についての情報を得たい。

　◆病気になったが、どんな治療法があるのか知りたい。

医療・健康関係資料配置図（３階）

　

　

　
　
　

　

　
レファレンスサービス（あなたの情報収集をお手伝いします）

図書館では、皆様からの質問に対し、その情報が掲載されている資料をご紹介する

レファレンスサービスを行っています。

３階の調査・相談カウンターで、お気軽にお尋ねください。

当館ホームページ「調べもの相談申込」や電話でのご質問もお受けしています。

医療・健康情報サービス

ミライｏｎ図書館
〒８５６－０８３１ 長崎県大村市東本町４８１番地

ＴＥＬ ０９５７－４８－７７００
https://miraionlibrary.jp/

入口

雑誌・新聞コーナー

（医療・健康）

棚番号６９～７３

・闘病記文庫

・医療・健康関係資料

※詳細は４ページ参照

医療・健康情報を利用する上での留意事項

○特定の治療法、薬を薦めるものではありません。

○特定の病院、医師を薦めるものではありません。
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請求記号 請求記号

悪性リンパ腫 493.2 健康診断 492.1

アスペルガー症候群 493.7 健康法 498.3

アトピー性皮膚炎 494.8 検査数値 492.1

アレルギー 493.1 外科 494

アロマテラピー 499.8 言語障害 496.9

医学用語 490.3 口腔衛生 497.9

胃がん 493.4 口腔がん 496.8

依存症 493.7 高血圧 493.2

医薬品 499.1 膠原病 493.1

入れ歯 497.5 高次脳機能障害 493.7

インプラント 497.5 口唇裂・口蓋裂 496.8

インフルエンザ 493.8 高齢者医療 493.1

ウォーキング 498.3 呼吸器疾患 493.3

うつ病 493.7 骨粗しょう症 493.6

エイズ 493.8 災害医療 498.8

栄養 498.5 産科・婦人科 495

過敏性腸症候群 493.4 ざ 坐骨神経痛 494.6

花粉症 493.1 指圧療法 492.7

肝炎 493.4 歯科矯正 497.6

看護学 492.9 子宮がん 495.4

関節リウマチ 493.6 子宮筋腫 495.4

感染症 493.8 子宮内膜症 495.4

感染症対策 498.6 脂質異常症 493.2

肝臓がん 493.4 歯周病 497.2

漢方薬 499.8 死生観 490.1

がん（化学療法） 494.5 出産 495.7

がん（緩和ケア） 494.5 出生前診断 495.6

がん（免疫療法） 494.5 消化器疾患 493.4

基礎医学 491 小児科 493.9

吃音 496.9 小児歯科 497.7

近視 496.4 食道がん 493.4

く クローン病 493.4 食品衛生 498.5

け 頚痛 493.6 食品添加物 498.5

か

し

が

き

医療・健康に関する本の探し方

キーワード キーワード

あ

げ

い こ

う

え さ

医療・健康に関するキーワードから直接書架の本をお探しに

なる際に参考にしてください。

同じ病名でも本の内容によって異なる請求記号になる

場合もあります。

不明な点がありましたら、職員にお尋ねください。

※こどもの病気については「小児科 493.9」をご覧ください。

490

ｱｰ19

　　　　　　　　　　　　本の背ラベル

請求記号
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請求記号 請求記号

視力 496.4 ハーブ 499.8

針灸 492.7 肺炎 493.3

心筋梗塞 493.2 肺がん 493.3

神経科 493.7 排尿障害 494.9

心臓病 493.2 白内障 496.3

自閉症 493.7 発達障害 493.7

循環器疾患 493.2 鼻疾患 496.7

静脈瘤 493.2 ハンセン病 498.6

女性性器疾患 495.4 ぱ パーキンソン病 493.7

腎臓疾患 494.9 ひざ疾患 494.7

すい臓がん 493.4 泌尿器科 494.9

睡眠 498.3 皮膚病 494.8

ず 頭痛 493.7 び 病院・医療機関 498.1

整形外科 494.7 ふ 不妊症 495.4

精神医学 493.7 へ 変形性関節症 494.7

整体 492.7 ま 慢性閉塞性肺疾患COPD 493.3

生命倫理 490.1 み 耳鳴り 496.6

脊柱管狭窄症 494.6 む 虫歯 497.2

喘息 493.3 メタボリックシンドローム 493.1

前立腺がん 494.9 めまい 496.6

た 胆のう炎 493.4 メンタルヘルス 498.8

大腸がん 493.4 も 毛髪 494.8

男性性器疾患 494.9 や 薬用植物 499.8

注意欠陥多動性障害ADHD 493.7 腰痛 493.6

聴覚障害 496.6 ヨガ 498.3

椎間板ヘルニア 494.6 予防接種 493.8

痛風 493.6 ら 卵巣がん 495.4

爪 494.8 リハビリテーション 494.7

て てんかん 493.7 料理法（対象者別） 498.5

統合失調症 493.7 緑内障 496.3

透析 494.9 リンパ浮腫 493.2

糖尿病 493.1 老眼 496.4

東洋医学 490.9 労働衛生 498.8

ど 動脈硬化症 493.2

内科 493

難聴 496.6

乳がん 495.4

妊娠 495.6

認知症（アルツハイマー病） 493.7

脳梗塞 493.7

脳卒中 493.7

キーワード キーワード

は

じ

ひ

す

の

せ

ぜ め

だ

ち よ

つ

り

と

ろ

な

に

医療・健康関係資料が配架されてい

る棚の場所については、４ページの

「医療・健康関係書架拡大図」をご参

照ください。
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ミライｏｎ図書館３階

医療・健康関係書架拡大図

【６８】

闘病記 ４９０

医学
４９１

基礎医学

４９２

臨床医学

４９３

内科４９４

外科

４９５

婦人科、産科

４９７

歯科

４９８

衛生学、予防医学

４９９

薬学

４９６

眼科、耳鼻咽喉

【７３】

＜医療・健康関係資料＞

闘病記

患者やその家族、また支えている人たちの体験が

書かれた本を集めて、病気ごとに並べています。

詳細は本棚に設置しているリストをご覧ください。

４９０ 医学

４９１ 基礎医学

４９２ 臨床医学. 診断・治療
４９３ 内科学

４９４ 外科学

４９５ 婦人科学. 産科学
４９６ 眼科学. 耳鼻咽喉科学
４９７ 歯科学

４９８ 衛生学. 公衆衛生. 予防医学
４９９ 薬学

２、３ページの「医療・健康に関する本の探し方」に

記載している本を探す際は、背ラベルの請求記号を

参考にしてください。
（例）「悪性リンパ腫」に関する本の請求記号は「４９３．２」

なので、棚番号【７０】の「４９３内科」のところを探す。

請求記号は「４９３」、「４９３．０」、「４９３．１」「４９３．２」と

続きます。

※【 】は棚番号

4

【７２】 【７１】 【７０】

【６９】

カウンター


