
　　例えば「肝硬変」について知りたいとき…

病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

肝硬変 493.47
消化器内科、消化器外科、消

化器科、内科
肝がん、肝不全 疾病22

病名・症状から調べる

このリストの使い方

１ 調べたい病名・症状を、アルファベット・50音順の一覧から探します。

２ 「主な分類」欄は、該当する病気の分類番号です。

「闘病記」欄には、闘病記の分類番号を掲載しています。

３ 該当する分類番号の書棚に本が並んでいます。

493.47 493.47は、A18の書棚です。

※近くの分類の書棚もあわせてご覧ください。

※診療科は『家庭の医学 オールカラー版』第3版（成美堂出版）を参照しています。

H30.3 東京都立中央図書館

『家庭の医学 オールカラー版』第3版（成美堂出版）

（R598.3/5073/2016）

病気の基礎知識を分かりやすく説明している辞典。

症状から病名を調べられる項目があります。

『家庭医学大全科 BIG DOCTOR』6訂版（法研）

（R598.3/5026/2010）

一般向けの辞典の中でも、詳しい解説があります。

この本で肝硬変は、「肝臓・胆嚢・膵臓の病気」に掲載。

たとえば…

家庭医学辞典で調べる

診療科や

関連キーワードを

参考にして調べる

『病気がみえる』（全11巻）（メディックメディア）

（492.0/5144/ ）

医師・看護師など医療関係者のテキスト。

イラストが豊富。この本で肝硬変は

「vol.1 消化器」に掲載。

『看護のための最新医学講座』第2版（全25巻）（中山書店）

（492.9/5236/ ）

医学知識を看護師向けにわかりやすく解説した本。

この本で肝硬変は、「5巻 肝・胆・膵疾患」に収録。

『今日の治療指針』（医学書院）（R492.0/6/ ）

各診療科の疾患に関する最新の治療方法がわかる本。

調べたい病気・症状がリストにないとき

病気の概要について簡単に知りたいとき

家庭医学辞典に病気が載っていないとき

病気についてもっと幅広く調べたいとき

書庫の本や雑誌を調べたいとき

関連したテーマの本を検索することができます。

１ 検索対象をキーワードに変えてみる

診療科や関連キーワードも参考にしてください。

２ 検索対象を分類に変えてみる
蔵書検索で調べる

たとえば…

1



病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

A ADHD 493.73 小児科、精神科、児童精神科 注意欠陥多動性障害 / 378.0 疾病1

AIDS 493.87 内科、小児科
後天性免疫不全症候群、HIV、日和見感

染症、エイズ
疾病10

ALS 493.64 神経内科 筋委縮性側索硬化症、筋委縮症 疾病30

B型肝炎 493.47 消化器内科、消化器科、内科 肝炎 疾病21

C型肝炎 493.47 消化器内科、消化器科、内科 肝炎 疾病21

COPD 493.38 内科、呼吸器科 慢性閉塞性肺疾患

ED 494.9 泌尿器科 勃起障害

HIV 493.87 内科、小児科
後天性免疫不全症候群、AIDS、エイズ、

日和見感染症
疾病10

PTSD 493.74 精神科 心的外傷後ストレス障害、トラウマ

SLE 493.14 リウマチ・膠原病科、内科 全身性エリテマトーデス

VDT症候群 496.4 眼科 眼精疲労

あ 悪性脳腫瘍 493.73 脳神経外科 脳腫瘍 脳関係3

悪性リンパ腫 493.29 血液内科
ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫

/ 494.5
がん67

アスペルガー症候群 493.76 小児科、精神科、児童精神科 高機能自閉症、広汎性発達障害 / 378.0 疾病2

アトピー性皮膚炎 494.8 皮膚科 小児科 / 493.9 疾病3

アナフィラキシーショック 493.14 皮膚科 食物アレルギー / 493.9、588.0、374.9

アルコール依存症 493.15 精神科、内科 疾病4

アルツハイマー病 493.75 神経内科、精神科 認知症 疾病132

アレルギー性結膜炎 496.3 眼科 結膜炎 疾病6

アレルギー性疾患 493.14 内科など 疾病6

アレルギー性鼻炎 496.7 耳鼻咽喉科 アレルギー性疾患 / 493.14 疾病6

い 胃潰瘍 493.45
消化器内科、消化器外科、内

科、消化器科、胃腸科
消化性潰瘍

胃がん 493.45
消化器外科、消化器内科、内

科
がん15

一過性脳虚血発作 493.73 神経内科、脳神経外科、内科 TIA

いびき 493.3 耳鼻咽喉科 呼吸器疾患、鼻疾患 / 496.7

陰茎がん 494.9 泌尿器科

咽頭がん 496.8 耳鼻咽喉科 がん29

インフルエンザ 493.87
呼吸器科、内科、小児科、耳

鼻咽喉科
流行性感冒、かぜ症候群 / 498.6

う うつ病 493.76 心療内科、精神科 気分障害、双極性障害、精神疾患 疾病9

え エイズ 493.87 内科、小児科
後天性免疫不全症候群、HIV、AIDS、日

和見感染症
疾病10

円形脱毛症 494.8 皮膚科 禿頭病

嚥下障害 493.73 耳鼻咽喉科、内科

遠視 496.4 眼科

お 黄斑変性 496.3 眼科 老視 疾病11

横紋筋肉腫 493.9 整形外科、小児外科 肉腫 / 494.5 がん32

おたふくかぜ 493.9 小児科 流行性耳下腺炎
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病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

か 外反母指 494.7 整形外科

潰瘍性大腸炎 493.46
消化器内科、消化器外科、消

化器科、胃腸科、内科
IBD、クローン病 疾病136

解離性障害 493.74 精神科
解離性健忘、解離性遁走、解離性同一症

（多重人格）
疾病124

解離性大動脈瘤 493.24 循環器内科、心臓血管外科 急性大動脈解離 疾病12

顎関節症 497.3 歯科口腔外科 疾病14

角膜炎 496.3 眼科 角膜ヘルペス 疾病15

過呼吸 493.74 内科、呼吸器科、心療内科 過換気症候群

下肢静脈瘤 493.24 血管外科、外科、形成外科

過食症 493.74 精神科、心療内科、小児科 摂食障害、神経性無食症 疾病17

風邪 493.87
内科、呼吸器科、耳鼻咽喉

科、小児科
普通感冒、かぜ症候群

肩こり 493.60 整形外科 頸肩腕症候群

褐色細胞腫 494.5 内分泌内科

過敏性腸症候群 493.46
消化器内科、消化器科、胃腸

科、内科
IBS、過敏性大腸、交替性便通異常

かぶれ 494.8 皮膚科 接触性皮膚炎

花粉症 493.14 耳鼻咽喉科

川崎病 493.9 小児科 疾病20

肝炎 493.47 消化器内科、消化器科、内科 B型肝炎、C型肝炎 疾病21

肝がん 493.47 消化器外科 肝細胞がん、肝臓がん がん17・19

肝硬変 493.47
消化器内科、消化器外科、消

化器科、内科
肝がん、肝不全 疾病22

眼精疲労 496.4 眼科 VDT症候群

関節リウマチ 493.63
リウマチ・膠原病科、内科、

整形外科
若年性関節リウマチ 疾病120

乾癬（かんせん） 494.8 皮膚科 尋常性乾癬 疾病61

肝膿瘍 493.47
消化器内科、消化器外科、消

化器科、内科
化膿性肝膿瘍、アメーバ性肝膿瘍

顔面神経麻痺 493.73 神経内科、耳鼻咽喉科 ベル麻痺

き 気管支炎 493.36 内科、呼吸器科、小児科

気胸 493.3 内科、呼吸器科、呼吸器外科 疾病126

吃音 496.9 耳鼻咽喉科、心療内科 言語障害 / 378.5 疾病25

ぎっくり腰 493.60 整形外科 急性腰痛症

逆流性食道炎 493.44
消化器内科、内科、消化器

科、気管食道科
GERD

吸収不良症候群 493.45
消化器内科、消化器科、胃腸

科、内科

スプルー、腸酵素欠乏症、クローン病、

アミロイドーシス

急性骨髄性白血病 493.17 血液内科 急性リンパ性白血病 がん68

狭心症 493.23 循環器内科 心3

拒食症 493.74 精神科、心療内科、小児科 摂食障害、食欲不振 疾病26

ギラン・バレー症候群 493.73 神経内科 疾病28

筋委縮性側索硬化症 493.64 神経内科 筋委縮症、ALS 疾病30

近視 496.4 眼科
単純近視（良性近視）、病的近視（悪性

近視）

筋ジストロフィー 493.64 神経内科、小児科 進行性筋委縮症 疾病31
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病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

く クッシング症候群 493.49 内分泌内科 満月様顔貌

くも膜下出血 493.73 神経内科、脳神経外科 脳関係5

クローン病 493.46
消化器内科、消化器科、胃腸

科、内科
IBD（潰瘍性大腸炎・クローン病） 疾病34

け 結核 493.89 内科、呼吸器科 肺結核 疾病38

結腸がん 493.46 消化器外科 消化器疾患、大腸がん がん35

結膜炎 496.3 眼科
アレルギー性結膜炎、ウイルス性結膜

炎、細菌性結膜炎

血友病 493.17 小児科、血液内科 疾病40

下痢 493.46
消化器内科、消化器科、胃腸

科、内科
腸炎

こ 睾丸（精巣）がん 494.9 泌尿器科 がん10

口腔がん 496.8 歯科口腔外科、耳鼻咽喉科 舌がん、舌根がん がん26

高血圧症 493.25 内科 疾病123

膠原病 493.14
内科、呼吸器科、アレルギー

科
リウマチ、アレルギー性疾患 疾病41

甲状腺悪性腫瘍 493.49 内分泌外科 がん41

甲状腺腫 493.49 内分泌外科

喉頭がん 496.8 耳鼻咽喉科 がん30

更年期障害（女性） 495.1 婦人科 疾病43

更年期障害（男性） 493.18 泌尿器科 疾病43

骨髄異形成症候群 493.29 血液内科 MDS がん71

骨髄腫 493.29 血液内科 がん77

骨折 494.7 整形外科 疾病47

骨粗しょう症 493.60 整形外科

骨肉腫 494.7 整形外科 がん60

さ 坐骨神経痛 494.6 整形外科、神経内科

産後うつ 495.8 心療内科、精神科 周産期、マタニティ・ブルー 疾病115

三叉神経痛 493.74
神経内科、ペインクリニッ

ク、脳外科

し 痔 494.6 肛門外科、外科 いぼ痔、内痔核、外痔核、痔疾 疾病51

子癇 495.6 産科 妊娠高血圧症候群、妊娠中毒症

耳管狭窄症 496.6 耳鼻咽喉科 滲出性中耳炎

色覚異常 496.4 眼科 色弱、色盲

子宮外妊娠 495.6 産科 異所性妊娠

子宮がん 495.4 婦人科 子宮頸がん、子宮体がん がん4

子宮筋腫 495.4 婦人科 疾病53

子宮頸がん 495.4 婦人科 子宮がん がん4

子宮体がん 495.4 婦人科 子宮がん がん4

子宮内膜症 495.4 婦人科 疾病54

歯周病 497.2 歯科、歯科口腔外科 歯槽膿漏

視神経炎 496.3 眼科 視神経乳頭炎、球後視神経炎 疾病58

失神 493.73 内科 意識障害

湿疹 494.8 皮膚科
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病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

し 歯肉炎 497.2 歯科

歯肉がん 497.2 歯科口腔外科、耳鼻咽喉科

自閉症 493.76 小児科、精神科、児童精神科 気分障害、強迫性障害  / 493.9 疾病59

脂肪肝 493.47 消化器内科、消化器科、内科 肝臓病

縦隔腫瘍 493.39 内科、呼吸器科、呼吸器外科

十二指腸潰瘍 493.45
消化器内科、消化器外科、内

科、消化器科、胃腸科
消化性潰瘍

心的外傷後ストレス障害 493.74 精神科 PTSD　トラウマ

絨毛がん 495.6 婦人科 がん8

食道炎 493.44
消化器内科、内科、消化器

科、気管食道科

食道がん 493.44
消化器外科、消化器内科、内

科
がん24

食物アレルギー 493.14 皮膚科
アナフィラキシーショック / 493.9、

588.0、374.9

自律神経失調症 493.73 精神科、心療内科、内科

脂漏性皮膚炎 494.8 皮膚科 乳児脂漏性湿疹

腎盂がん 494.9 泌尿器科

腎盂炎 494.9 腎臓内科、泌尿器科 腎盂腎炎

心筋炎 493.23 循環器内科 心2

心筋梗塞 493.23 循環器内科 心1

神経繊維腫症 494.8 皮膚科 フォン・レックリングハウゼン病 疾病56

腎結石 494.9 泌尿器科 尿路結石

腎細胞がん 494.9 泌尿器科 がん22

心臓弁膜症 493.23 循環器内科、内科 心7

心不全 493.23 循環器内科 疾病64

腎不全 494.9 腎臓内科 疾病63

心房細動 493.23 循環器内科 不整脈

心房中隔欠損 493.9 小児科、循環器小児科 先天性心疾患 / 493.23 心5

蕁麻疹 494.8 皮膚科

す 膵炎 493.47 消化器内科、消化器科、内科 急性膵炎 疾病65

膵臓がん 493.47 消化器外科 がん21

水頭症 493.73 脳神経外科、小児科 脳水腫 疾病66

髄膜炎 493.73 神経内科、内科、小児科 疾病67

睡眠時無呼吸症候群 493.3 耳鼻咽喉科、呼吸器内科 睡眠障害

頭痛 493.74 神経内科、脳神経外科、内科 慢性頭痛、片頭痛

せ 生活習慣病 493.18 内科など がん、心臓病、脳卒中、肥満

精巣がん 494.9 泌尿器科 がん11

咳 493.30 内科、呼吸器科

脊髄炎 493.73 神経内科

脊髄腫瘍 493.73 脳神経外科 がん76

脊髄損傷 494.6 整形外科 疾病77

脊柱側弯症 493.6 整形外科 疾病72

脊椎分離症 494.6 整形外科

舌がん 496.8 歯科口腔外科、耳鼻咽喉科 口腔がん がん27

摂食障害 493.74 精神科、心療内科、小児科 過食症、拒食症、食行動障害 疾病17・26

接触性皮膚炎 494.8 皮膚科 かぶれ
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病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

せ 全身性エリテマトーデス 493.14 リウマチ・膠原病科、内科 SLE

ぜんそく 493.36
内科、呼吸器科、アレルギー

科、小児科

先端巨大症 493.49
小児科、内科、内分泌代謝

（内）科
下垂体性巨人症

先天性心疾患 493.9 小児科、循環器小児科 493.23 疾病78

前立腺がん 494.9 泌尿器科 がん12

前立腺肥大症 494.9 泌尿器科 過活動膀胱、膀胱炎、膀胱結石 疾病80

そ 躁鬱病 493.76 心療内科、精神科 双極性障害 疾病81

僧帽弁狭窄症 493.23 循環器科、内科 心臓弁膜症 心8

た 帯状疱疹 493.87 皮膚科

大腸がん 493.46 消化器外科 結腸がん、直腸がん、肛門がん がん33

大腸ポリープ 493.46
消化器内科、消化器外科、消

化器科、胃腸科、内科

大動脈弁狭窄症 493.23 循環器科、内科 心9

大動脈瘤 493.24 循環器内科、心臓血管外科 解離性大動脈瘤、急性解離性大動脈瘤 疾病144

ダウン症 493.9
遺伝子診療科、遺伝子医療セ

ンター、小児科
染色体異常症 / 378.6 疾病84

唾液腺がん 493.43 耳鼻咽喉科
耳下腺がん、顎下腺がん、舌下腺がん、

消化器疾患

多発性硬化症 493.73 神経内科、内科 疾病85

多発性骨髄腫 493.29 血液内科 悪性リンパ腫 がん53

胆管がん 493.47 消化器外科 がん20

胆石 493.47 消化器内科、消化器科、内科 疾病87

胆嚢炎 493.47
消化器内科、消化器外科、消

化器科、内科

胆嚢がん 493.47 消化器外科 がん74

ち 注意欠陥多動性障害 493.73 小児科、精神科、児童精神科 ADHD 疾病1

中耳炎 496.6 耳鼻咽喉科

虫垂炎 493.46
消化器外科、消化器内科、消

化器科、胃腸科、内科、外科
盲腸炎

腸炎 493.46
消化器内科、消化器科、胃腸

科、内科

直腸がん 493.46 消化器外科、肛門外科 大腸がん がん36

つ 椎間板ヘルニア 494.6 整形外科 疾病89

痛風 493.6 リウマチ科、内科 高尿酸血症

て 低血圧症 493.25 内科

てんかん 493.74
神経内科、精神科、脳神経外

科
疾病91

と 統合失調症 493.76 精神科 精神分裂病 疾病94

糖原病 493.12
内科、内分泌代謝内科、小児

科
ポンペ病 疾病92

糖尿病 493.12
内科、内分泌代謝内科、糖尿

病外来
疾病93

動脈硬化症 493.24 内科 疾病141

特発性心筋症 493.23 循環器内科 心11

ドライアイ 496.3 眼科
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病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

な 難聴 496.6 耳鼻咽喉科

に にきび 494.8 皮膚科

乳がん 495.4 乳腺外科、外科 がん1

乳腺症 495.4 乳腺外科、外科 乳腺疾患、乳房疾患

尿管がん 494.9 泌尿器科

尿失禁 494.9 泌尿器科

尿道炎 494.9 泌尿器科

尿毒症 493.17 腎臓内科 494.9

尿路結石 494.9 泌尿器科

妊娠中毒症 495.6 産科 妊娠高血圧症候群、子癇

認知症 493.75 神経内科、精神科 アルツハイマー病、脳ピック病 疾病132

ね 熱傷 494.3 形成外科、皮膚科 やけど 疾病145

熱中症 493.19 内科 熱射病 疾病96

ネフローゼ症候群 494.9 腎臓内科 疾病97

捻挫 494.7 整形外科

の 脳炎 493.73 内科、神経内科、小児科 脳関係18

脳梗塞 493.73 神経内科、脳神経外科 脳関係2

脳出血 493.73 神経内科、脳神経外科 脳溢血 脳関係6

脳腫瘍 493.73 脳神経外科 脳関係３

脳卒中 493.73 神経内科、脳神経外科 脳関係1

脳卒中後遺症 493.73 神経内科、精神科 リハビリ 脳関係1

は バージャー病 493.24 循環器科 閉塞性血栓血管炎

肺炎 493.38 内科、呼吸器科

肺がん 493.38
外科、内科、呼吸器科、呼吸

器外科
がん13

肺気腫 493.38 内科、呼吸器科 疾病98

パーキンソン病 493.74 神経内科 疾病101

肺結核 493.89 内科、呼吸器科 結核 疾病38

敗血症 493.83 内科、小児科

肺高血圧症 493.38 内科、呼吸器科 疾病99

肺線維症 493.38 内科、呼吸器科 突発性肺線維症（IPF）

白内障 496.3 眼科 疾病102

はしか（麻疹） 493.87 小児科

破傷風 493.84 外科、内科、小児科

バセドウ病 493.49 内分泌内科 甲状腺機能亢進症

白血病 493.17 血液内科 がん68

発達障害 493.9 小児科、小児神経科 378.0

鼻づまり 496.7 耳鼻咽喉科

パニック障害 493.74 精神科 疾病103

はやり目 496.3 眼科 流行性角結膜炎

ハンセン病 494.8 皮膚科 疾病106

ひ ピック病 493.75 神経内科、精神科 若年性認知症 疾病109

皮膚がん 494.8 皮膚科

貧血 493.17 血液内科、内科
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病名・症状 主な分類 診療科 関連キーワード / その他の分類 闘病記

ふ 風疹（三日はしか） 493.87 小児科

腹痛 492.1 内科

不整脈 493.23 循環器内科

不妊症 495.4 婦人科、不妊科、産婦人科 疾病112

不眠 498.3 精神科、睡眠専門外来 睡眠障害 / 493.70

へ ベーチェット病 493.11
リウマチ・膠原病科、内科、

眼科、皮膚科
Behcet症候群、自己免疫疾患 疾病113

ヘルペス 493.87 皮膚科 単純性疱疹

変形性股関節症 494.7 整形外科 疾病44

扁桃炎 496.80 耳鼻咽喉科

便秘 493.46
消化器内科、消化器科、胃腸

科、内科

ほ 膀胱炎 494.9 泌尿器科

膀胱がん 494.9 泌尿器科 がん39

勃起障害 494.9 泌尿器科 ED

ま マタニティ・ブルー 495.8 心療内科、精神科 周産期、産後うつ 疾病115

マラリア 493.88 内科、小児科 原虫感染症

慢性閉塞性肺疾患 493.38 内科、呼吸器科 COPD

み 味覚障害 496.5 耳鼻咽喉科、内科、心療内科

未熟児網膜症 493.9 新生児科、小児神経科、眼科 疾病125

水疱瘡（水痘） 493.87 小児科

三日はしか（風疹） 493.87 小児科

水虫 494.8 皮膚科 足白癬 / 493.8

む 虫歯 497.2 歯科 う蝕

め メタボリックシンドローム 493.12
内科、内分泌代謝内科、肥満

外来

メニエール病 496.6 耳鼻咽喉科 メニエール氏病

めまい 496.6 耳鼻咽喉科

も 網膜色素変性症 496.3 眼科 疾病148

網膜剥離 496.3 眼科 496.2

もやもや病 493.73 脳神経外科

や 薬疹 494.8 皮膚科

薬物依存症 493.15 精神科 疾病117

やけど 494.3 形成外科、皮膚科 熱傷 疾病145

よ 腰椎椎間板ヘルニア 494.6 整形外科 椎間板ヘルニア 疾病89

腰痛 493.6 整形外科

ら 乱視 496.4 眼科

卵巣がん 495.4 婦人科 がん7

卵巣嚢腫 495.4 婦人科

り リウマチ 493.60 リウマチ・膠原病科、内科 リウマチ性多発筋痛症 / 493.14 疾病120

緑内障 496.3 眼科

ろ 老視 496.1 眼科 老眼 / 496.3
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