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【1】--- 休館中の図書館サービスについて 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 図書館は、新型コロナウイルス感染症への対策として、昨日より 5/6(水 まで臨時休館し)

ています。休館中、サービスを以下の通り制限させていただきます。  

【資料の貸出】 

  図書・雑誌・DVD等資料の貸出を停止します。 

   なお、京都府立医科大学で契約している電子コンテンツは一部を除き自宅でも利用で

きます。詳細はリモートアクセスをご参照ください。   

【返却期限日の延長】 

  臨時休館に伴い、この間に返却期日を迎えた資料の返却期日を 5/7(木 に延長します。)

資料返却のために来館していただく必要はありませんが、返却の際は建物入口の返却

ポストをご利用ください。(返却可能時間 7:00～ )  23:00

【文献複写・図書の取り寄せ】 

  マイライブラリで受付けますが、依頼先がサービスを休止している可能性があります。

そのため、通常より大幅に時間がかかったり、キャンセルせざるを得ないことがあり

ます。予めご承知おきください。  

 

図書館員は出勤しておりますので、お問合わせに対応いたします。 

https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/shozousiryou/gakugairiyo/index.html
https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/webservice/mylibrary.html


＜利用全般＞library@koto.kpu-m.ac.jp  (内線 9400) 

＜電子コンテンツ＞libej@koto.kpu-m.ac.jp 

＜資料の受入整理＞libseiri@koto.kpu-m.ac.jp  

＜ILL文献取寄せ＞libcopy@koto.kpu-m.ac.jp  

＜マイライブラリ＞libuser@koto.kpu-m.ac.jp  
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【2】--- 旧 PubMedは 5/18まで 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 旧 PubMed が新 PubMed へ完全移行する日程が、2020/5/18(月 と発表されました。新)

PubMedの利用法は、NLM Technical Bulletinからツアーガイドのビデオで公開されてい

ます。1～４分の短いビデオが９本。文献の検索方法やメールアラートの設定など、基本的

な解説です。 

PubMed京都府立医科大学専用入り口はこちらです。 
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【3】--- 診察手順、看護援助技術等映像教材を 6月末まで 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 丸善出版の提供する医学・看護系の映像教材配信サービス「Educational Video 

Online」を 6 まで視聴できます。  月末

 ・研修医のための診察手順(全 10タイトル) 

 ・最新基礎看護技術シリーズ(全 24タイトル) 

 ・実験動物の取扱い(全 5タイトル) 

 ・現場で役立つ外国人患者とのコミュニケーション(全 3タイトル) 

 ・発達性協調運動障害の理解と支援(全 2タイトル) など 19シリーズ 

 期間：2020年 6 まで 月末日

 アクセス先：https://www.educational-video-online.jp  

 ログインユーザー名/パスワード：パスワード一覧に記載  

 パスワード一覧を開くために必要なパスワードは図書館へお問合せください。（メール 

または電話(内線 9400)にて受け付けています。 学内者限定のため、必ず所属とお名前をお

知らせください。） 
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【4】--- Elsevier COVID-19 Toolkitの無料提供 

mailto:library@koto.kpu-m.ac.jp
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 Elisevier社より、3/23から医師と看護師向けにツールキットが提供されました。項目は

[Community Care][Ambulatory Care] [Emergency Care] [Impatient Care][ICU]に分類さ

れており、全部で、300件以上のドキュメントやチェックリストが用意されています。アク

セスはこちらから  

 

同ページの[Expert Insights]では、専門家の意見を音声で聞くことができます。 

 

Episode 1:(収録日 3/20) コロナウイルスを 40 年以上研究している Dr.Stanley Perlman

（MD, PhD, Professor of Microbiology and Immunology andProfessor ofPediatrics at the 

University of Iowa Hospitals and Clinics）が、 

無症候性および発症前の状態での SARS-CoV-2 の伝播様式について解説します。また、病

態生理と疾患の進行、治療法の選択肢、ワクチンの開発についても触れています。 

 

Episode 2:(収録日 3/22) 緊急危機への備えの専門家 Dr.Daniel Nadworny 

(DNP, RN, Director of Emergency and Patient Care Services at Beth Israel  

Deaconess Milton Hospital in Massachusetts）が、 

隔離、トリアージ、テスト、PPE の変化するダイナミクス、および現在の危機における患

者、家族、スタッフのサポートに関するベストプラクティスとケアについて解説します。 

 

Episode 3:(収録日 3/20) Dr. Rebecca G. Mishuris 

（Associate Chief Medical Information Officer at Boston Medical Center and Assistant 

Professor of Medicine at the Boston University School of Medicine）が、 

人口レベルでの患者の特定と追跡、患者へのアドバイスと警告、遠隔医療の役割、医療提

供者と病院間のコミュニケーションにおける EHRの使用の現状を解説します。 
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【5】--- EndNote無料オンラインセミナー 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ユサコ株式会社が提供する EndNote研修の案内です。場所を問わず気軽に参加できるオ

ンラインセミナー。これから使い始める方や購入を検討中の方など初心者向けの内容です。

受講後アンケートに回答すると録画版が提供されます。よろしければご利用ください。 

 

日時：2020年 4月 23日(木  )17:00-18:00

https://covid-19.elsevier.health/
https://www.elsevier.com/clinical-solutions/covid-19-toolkit#web


内容：EndNoteを使い始めよう! 

 -製品インターフェース紹介・用語解説 

 -投稿規程に合わせた参考文献リスト自動作成 

 -PDFや PubMedから文献情報を取り込む 

 -PDFの管理  

▼オンラインセミナー詳細・申込みはこちら  

▼オンラインセミナーに関する問い合わせはユサコ株式会社アカデミア事業部 EC Sales  
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 [Book Review] 

……………………………………………………………………………………………… 

 

澤田瞳子著 『日輪の賦』（幻冬舎 2013） 

 

 「7世紀末。迫り来る唐・新羅に立ち向かう女王がいた。」という帯に惹かれ手に取った。

なるほど歴史の教科書に何度も出てきた大化の改新や大宝律令等も、このような深遠な意

味があったのかと驚いた。しかも、令和で一躍脚光を浴びた梅花の宴の作者で万葉集の編

集に大きく関わった大伴旅人・家持親子が、「倭国」「大王」に代わる「日本」「天皇」とい

う表現を使い始めたという。天智・天武からの改革を受け継ぎ外敵に立ち向かえる日本国

の礎を完成に導いた持統天皇と腹心の忍裳という二人の女性の真摯な生き方にスポットを

当て、遥か遠い古代日本の壮大なロマンが描かれていて楽しい 1 冊でした。この一連の事

件こそが所謂「大国主の国譲り」「日本国誕生物語」ではないかとの見方もあり一層魅力的

でした。(K.M.)  （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/1/4344424905  

※「K-Libnet」は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。 
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