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【1】---「新 PubMed」試験的リリース 
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 NLM(米国立医学図書館)が作成する PubMed が、2020 年春にリニューアルします。今週

から PubMed のページを開くと、一番上に New PubMed！へリンクする案内が出ていま

す。 

 スマートフォンやタブレットでの利用を中心とした、使いやすくシンプルな構成となる

とのことですが、新 PubMed の検索結果に「FindFullText 京都府立医科大学」のアイコン

を表示させるためには、京都府立医科大学専用入口からのアクセスが必要です。 

 

新 PubMed 医大入口；https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ijpkpumlib  

 

 現在の PubMed はしばらく併用して運用した後、新 PubMed に置き換えられるとのこ

と。一旦、新 PubMed へアクセスした後、旧版へ戻す場合は、最上段タブの LegacyPubMed

へのリンクをクリックするか、下記の URL から御利用ください。 

 

旧 PubMed 医大入口；https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijpkpumlib  
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【2】--- ハイブリッドジャーナルから「Unpaywall」で OA 論文を見つけます 
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 このたび、本学のリンクリゾルバ SFX に「Unpaywall」ターゲットを設定しました。

「Unpaywall」は有料のジャーナルに掲載されている無料公開の論文など、オープンアクセ

ス記事へリンクします。 

 例 The Lancet Gastroenterology & Hepatology の記事  

 利用方法は従来と変わりません。PubMed 医大専用入口や Scopus の検索結果に表示され

る「FindFullText 京都府立医科大学」アイコンから御利用ください。 

 

 Unpaywall の概要、研究者のコメント、今後の開発計画等は、Nature 誌に示されていま

す。How Unpaywall is transforming open science― Nature 2018/08/15 

 

※すべてのオープンアクセス論文をカバーするわけではありません。 

【3】の「Kopernio」の利用もおススメします。 
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【3】--- 「Kopernio」を使って論文 PDF を入手  
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 検索結果から 1 クリックでフルテキスト PDF を入手する「Kopernio」(コペルニオ)を紹

介します。クラリベイト･アナリティクスが提供する無料のブラウザ・プラグインです。 

 設定すると PubMed、Google Scholar 等で自動的に立ち上がり、オープンアクセスで提

供されている論文や(学内からアクセスの場合は)大学で購読している論文を認識し、出版社

Web サイト、OA 版、プレプリント版からの取得を試みます。 

 また、EndNote などの文献管理ソフトにも連携し、文献情報とフルテキスト PDF を取り

込むことが可能です。 

 

 ■マニュアル；クラリベイト・アナリティクス PDF  

 ■対応 Web ブラウザとダウンロード；Chrome / FireFox  

 ■よくある質問；こちら (PDF)  

 

【1】で紹介した新 PubMed には、現在のところ、未対応のようです。 
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【4】---「今日の診療 Web」3 タイトルが新版に更新 

……………………………………………………………………………………………… 
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医学書院発行のベストセラー書籍 15 冊を同時に検索できる「今日の診療 Web」新版に更新

されているものを赤字で表示します。 

 

・今日の精神疾患治療指針 第 2 版 

・今日の治療指針 2019 年版   

・今日の治療指針 2018 年版 

・今日の診断指針 第 7 版  

・今日の整形外科治療指針 第 7 版 

・今日の小児治療指針 第 16 版 

・今日の救急治療指針 第 2 版  

・臨床検査データブック 2019-2020  

・治療薬マニュアル 2019    

・今日の皮膚疾患治療指針 第 4 版 

・今日の精神疾患治療指針 第 2 版 

・新臨床内科学 第 9 版 

・内科診断学 第 3 版 

・急性中毒診療レジデントマニュアル 第 2 版 

・ジェネラリストのための内科診断リファレンス  

・医学書院医学大辞典 第 2 版  

 

同時アクセス 3 名まで。利用後はログアウトをお願いします。 
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【5】---「Nature」誌の 150 年 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 本学は 3 年後に 150 周年を迎えますが、1869 年 11 月に創刊された「Nature」は、ひと

足早く 150 周年を迎え、特集サイトが設けられています。 

 

 論説やポッドキャストなど、内容は多様ですが、例えば 150 年間で掲載された主要記事

トップ 10 には 1953 年のワトソンとクリックの遺伝子 2 重螺旋構造の論文が取り上げられ

ています。 

 また 150 年の研究のデータをグラフ化したページでは、トップキーワードの変遷（大規

模な自然現象[Sun,Water,Earth]から、より専門的な用語[Gene,Quantum,Receptor]へ変遷）

や、共著者の数（この 20 年間で急速に増加し、医学分野では共著者の数の中央値が 16 人

http://top.islib.jp/bcs/ct/k_shinryo/index.php?do=check
https://www.nature.com/collections/dgabdjddji/
https://www.nature.com/collections/fajcgfjdgh/
https://www.nature.com/collections/fajcgfjdgh/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03305-w


になっている。ちなみに 2000 年頃は 5 人くらい）などの統計が紹介されています。 
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 [Book Review] 

……………………………………………………………………………………………… 

 

宇沢弘文『自動車の社会的費用』岩波新書 (1974 年） 

 

 昨今、これまで以上に自動車事故のニュース（とりわけ、あおり運転や高齢者ドライバー

によるもの等）がクローズアップされている。私は自動車を運転しないものの、著者の名著

に触れようと手に取ったものだ。 

 著者は、社会的資本である道路が誰のためのものなのか、歩行者でなく、自動車のための

ものなのか、ということを迸る憤怒を交えながら（時には、自動車をガン細胞とも）、熱い

思いで読者に語りかける。自動車保有率など、現在の状況とは符合しない点もあるものの、

半世紀ほど前に刊行されたその警句的な示唆に富んだ内容に読者と著者の距離感が縮まっ

ていくことを自覚してしまうほどだ。(T.H) 

（城陽市立図書館所蔵 K-Libnet で貸出が可能です。） 

 

         KPUM Library Booklog：http://booklog.jp/users/kpumlib  

       この本のページ：https://booklog.jp/item/1/4004110475  

 

※「K-Libnet」は 2018/4 から始まった京都府内公共図書館等との相互貸借サービスです。

詳しくはこちらをどうぞ。  
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