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【1】--- 本学発の論文新着速報（2019 年 12 月･2020 年 1 月分） 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 京都府立医科大学発の学術論文(PubMed 収載)のうち、2019 年 12 月・2020 年 1 月発行

分のものについて、お知らせします。(195 件) 

 

         ◆ ↓  次の URL をクリックしてください ↓ ◆ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1FS3cNp9hWvAN/collections/59283604/publ

ic/  

 

 この情報は以下の抽出条件のもとに月に 1 回お知らせしています。 

     ①直近 2 ヶ月分 

     ②論文の著者が本学所属 

     (筆頭著者でない場合には抽出されないこともあります。) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1FS3cNp9hWvAN/collections/59283604/public/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1FS3cNp9hWvAN/collections/59283604/public/
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【2】--- 新型コロナウィルスに関するトピックが開設されています 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 中国で発生し、現在世界的な拡がりを見せつつある新型コロナウイルスに関するトピッ

クが、以下のデータベースに収録されています。最新のエビデンスは常時アップデートされ

ますので、ご確認ください。 

 

【DynaMed】診療サポートツール DynaMed 

 トピック名： Novel Coronavirus (2019-nCoV)→トピックへのリンク 

 

【Elsevier】公衆衛生当局や関連する研究者、臨床医向け情報サイト  

  [Expert guidance][Clinical Solutions][Chinese-language][Research][Related Sources]の

項目から確認できます。 

 情報のリソースは、The Lancet 等の科学・医学学術誌、教科書、教育用製品、および Centers 

for Disease Control の渡航に関する注意事項等、幅広く集約しています。 

 

【Wolters Kluwer】新型コロナウィルス関連リソース＆ツール 

 ・GIDEON(Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network) 

   →感染症の包括的かつ正確なデータベース。2 月末まで無償で利用できます。 

 ・エキスパートサーチ 

   →Ovid Medline と Journals@Ovid から高度な検索でナビゲートします。 

 ・検索ウィジェット 

   →学術・研究機関のウェブサイトにインストールして利用できます。 
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【3】--- 2020 年の電子ジャーナル購読タイトル情報 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2020 年の購読タイトルは、ほぼ 2019 年から継続した内容で御利用いただけます。 

〇出版社を変更するタイトルがありますが、これまでどおり閲覧可能です。 

・Annals of Oncology（OUP→Elsevier に移管) 

・FASEB Journal（FASEB Journal→WILEY に移管) 

・Journal of Cataract & Refractive Surgery(Elsevier→LWW Ovid に移管） 

https://www.dynamed.com/condition/novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.dynamed.com/condition/novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
http://tools.ovid.com/coronavirus/index.php?lang=ja&cid=2020-MEDADMN-210-Revenue-Ovid%20Intake%20Campaign.04-SEND-0V026%20JPN%20ALL%20re&rid=V_0000000043283076&mkt_tok=eyJpIjoiTm1GbE5ETTNOV016T1dNMSIsInQiOiI4cnlxZkx1TDBudmJ2QjU1M3dwcU1CbWRJWVNqa2RVZGJDUXNIU0VMMlltXC96OCtXZ0hyb2VUWU9zWWxWK0FhYzhhMG0wOVFVbzVZbU0wZitWbDRyeTZPZWtZaXFFckNTV3JFdGxzejNVWnJVYklER0txTm5JclZ5UDY4WGZSRmsifQ%3D%3D
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【4】--- ［2 月 25 日開催］UpToDate 講習会 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 本学では、診療および学習支援のツールとして UpToDate を導入しています。日常の診

療のサポートの他、研修医や医学生教育にも有用なツールです。 

 下記日程で提供元の Wolters Kluwer 社スタッフによる講習会を開催します。今回は病棟

会議室にて 2 回実施します。皆様奮って御参加ください。 

 

日程 ： 2020 年 2 月 25 日(火) ①15:00～15:40 ②17:30～18:10 

        ※同一内容で 2 回行いますので、都合の良い回にお越しください。 

場所 ： 第 6 会議室（臨床医学学舎 6 階） 

申込 ： 不要 

内容 ： UpToDate の概要、効率的な検索方法、時間短縮の裏技 (References、プレ 

        ゼン用 PowerPoint 資料作成) など 

ポスター ： こちら 

 

UpToDate とは？ 

 UpToDate®はエビデンスに基づいた臨床意思決定支援システムで、医師が執筆していま

す。薬剤情報や患者向け情報もあり、薬剤師や看護師にも便利な正確性の高い情報源です。

25 の専門領域にわたって掲載されている 11,600 件以上の臨床レビューを検索できる他、

185 種類以上の医療用計算機能が備わっています。 

 また、成人・小児向け医薬品や国際医薬品に関する 6,300 件以上の情報をカバーする厳選

医薬品データベースと薬物相互作用ツール（Lexicomp®と提携）が収載されています。

UpToDate 日本語サイト  
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【5】---  令和元年度第 3 回企画展示＜江戸すてっぷ明治＞展開催中 

……………………………………………………………………………………………… 

  

■期間：2020/1/27(月)～2/10(月) 

■場所：附属図書館１階 カウンター前 

■チラシ：こちら 

 

https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/news/2020/files/22760.pdf
https://www.uptodate.com/ja
https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/news/2020/files/22631.pdf


 江戸末期から明治初期の波乱の時代に医師たちは何を読んで治療に努めたのか、町の

人々たちはどのように時代の変貌を見届けていったのかなど、医大図書館の資料に加え、京

都府立図書館の資料も取り寄せて展示をおこなっています。 

 医大図書館は「眼科摘要」「解體説約」など和綴本を展示、京都府立図書館からは坂本龍

馬や高杉晋作の足跡を辿る図書などを展示しています。 

 どちらも貴重資料のため貸出は出来ませんが、10 日まで展示していますので足を運んで

実物をお確かめください。 
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【6】---  Ebook Central メンテナンス 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ProQuest 社の電子ブックが、メンテナンスを予定しています。 

 ・2019 年 2 月 9 日(日) 12:00～18:00 

 メンテナンス中は、Ebook Central プラットフォームを利用できません。御不便をおかけ

しますが、御了承ください。 
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 [Book Review] 

……………………………………………………………………………………………… 

 

今村昌弘『屍人荘の殺人』（東京創元社 2017） 

 

 出版社のリツイにうまいこと乗せられました。 

 本格ミステリ。大学ミステリ研（正確には愛好会）。某著名作家のオマージュ的なものを

想像しつつ読み進めると、とんでもなかった。 

 リツイ、うまい。 

 多くを語るとネタバレになってしまうので、語ることができないのが大変残念ですが、こ

れだけは言えます。 

 多くが認める新感覚ミステリーです。(T.K) 

 （京都府立図書館所蔵 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/1/4488466117  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kyotop-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
http://booklog.jp/users/kpumlib
https://booklog.jp/item/1/4488466117


 

※「K-Libnet」は 2018 年 4 月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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