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【1】--- 本学発の論文新着速報（2020 年 4 月・5 月分） 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 京都府立医科大学発の学術論文(PubMed 収載)のうち、2020 年 4 月・5 月発行分のもの

について、お知らせします。(162 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/59731397/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。) 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1FS3cNp9hWvAN/collections/59731397/public/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1FS3cNp9hWvAN/collections/59731397/public/


【2】--- 解剖画像が 3D で！動画で！トライアル中 

……………………………………………………………………………………………… 

  

 遠隔学習支援として、ウォルターズクルワー社から電子教材をトライアル提供いただい

ています。特に解剖学関連が充実しています。解剖実習の前後に、ぜひご利用ください。 

 

①Grant's Atolas of Anatomy  

 高解像度ビデオにて Grant メソッドによる解剖実習手順を解説。 

 期間：2020/8/8(土)まで 

 アクセス：http://thepoint.lww.com/Book/Show/742869  

[Student Resources]タブ→[Watch & Learn Videos]で目次から展開します。 

 学外からは利用できません。 

 

②Acland’s  Video Atlas of Human Anatomy(アクランドの人体解剖ビデオ全 5 巻) 

 ：肉眼解剖ビデオ教材。人体の骨、筋肉、腱、臓器など、部位ごとに解剖時の動きを解説。 

 期間：2020/8/5(水)まで 

アクセス先：こちら 学外からの利用には、ID/PW が必要。パスワード一覧に記載。 

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。 

 

③LWW Health Library Premium Basic Sciences Collection(医学学習マルチメディアポータ

ル)：『Grant's Atolas of Anatomy』『Langman's Medical Embryology』『Neuroanatomy of 

Clinical Context』を含む電子教科書プラットフォーム 

アクセス先：②と同じ→LWW Health Library にアクセス→Texts をクリック 

 

④Bates Visual Guide（ベイツ身体観察ビデオガイド） 

 ：身体診察技術及び OSCEE 臨床的推論モジュールを備えた臨床技能ビデオ教材。 

 USMLE 対策にも有効。OSCEE 向けトレーニングビデオもあり。アクセス先：②と同じ 

  

⑤5 Minute Consult（5 ミニッツ臨床リファレンステキストブック） 

 ：疾病や状態の診断、治療、管理に関する情報をパソコン、タブレット、スマホ 

 で提供。アクセス先：②と同じ 

 

⑥GIDEON（感染症・疫学診断データベース） 

https://info.lww.com/Grants-Video-JPN.html
http://thepoint.lww.com/Book/Show/742869
https://tools.ovid.com/remotelearning/asia_access.php?pcodes=fivemcc,acland,bates,gideon,hl&lang=ja
http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/library/OJ/OJpassword.pdf
https://tools.ovid.com/remotelearning/asia_access.php?pcodes=fivemcc,acland,bates,gideon,hl&lang=ja
https://tools.ovid.com/remotelearning/asia_access.php?pcodes=fivemcc,acland,bates,gideon,hl&lang=ja
https://tools.ovid.com/remotelearning/asia_access.php?pcodes=fivemcc,acland,bates,gideon,hl&lang=ja


 ：感染症情報に特化した医学教育ツール。アクセス先：②と同じ 
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【3】--- 開館制限期間の貸出特典 

……………………………………………………………………………………………… 

 

図書館は 9:00～17:00 の制限開館中につき、図書と AV 資料の特別貸出を実施中です。 

 ・貸出期限 4 週間 

 ・貸出冊数 10 冊（10 点） 
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【4】--- 2019 年度のベストリーダー 

……………………………………………………………………………………………… 

  

2019 年度、貸出の多かった資料は･･･ 

[図書部門] 

1 位 強迫性障害の行動療法(15 回) 

2 位 盗みの文化史(14 回) 

2 位 恐怖の細菌戦：裁かれた関東軍第七三一部隊(14 回) 

2 位 合理的選択(14 回) 

 

[雑誌部門] 

1 位 ペリネイタル・ケア(55 回) 

2 位 プチナース(23 回) 

3 位 京都府立医科大学附属病院看護部看護研究論文集(20 回) 

3 位 助産雑誌(20 回) 

 

アクセス数の高かった電子コンテンツは･･･ 

[電子ジャーナル部門](2019 年) 

1 位 New England Journal of Medicine(7744 回） 

2 位 Nature(7526 回) 

3 位 Science(4480 回) 

 

[電子ブック部門](2019 年度) 

https://tools.ovid.com/remotelearning/asia_access.php?pcodes=fivemcc,acland,bates,gideon,hl&lang=ja


1 位 Comprehensive Physiology(139 回) 

2 位 Oscular Disease(86 回) 

3 位 Anesthesia and Uncommon Disease 5th ed.(22 回) 

 

図書貸出数で例年トップを飾った「あたらしい皮膚科学」の最新版は、残念ながら紛失中で

すが、一部図表を除き、こちらで公開されています。雑誌貸出数は昨年 1 位の「レジデント

ノート」を抜いて看護系が席巻しています。電子ブックは、レファレンスワークスの購入で

利用度が高まりました。電子資料は来館しなくても 24 時間アクセス可能、電子ブックにも

ダウンロードして読めるものがあります。オンライン学習でも大いにご活用ください！ 
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【5】---現況調査実施中！回答は 6/26(金)まで 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ただいま各所属宛てに現況調査の調査票をお送りしています。 

現況調査では、図書館利用証をお持ちの方の在籍・職名の変更等を伺います。 

 

すでにご回答いただいた皆様、ご協力ありがとうございます。 

まだ回答がお済みでないご担当様、6/26(金)までによろしくお願いします。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [Book Review] 

……………………………………………………………………………………………… 

 

池上英子、田中優子著 『江戸とアバター 私たちの内なるダイバーシティ』 

（朝日新書 2020） 

 

 西洋の「個人主義」に対して、アジアは「アバター的分身主義」だという。曼荼羅の「分

身仏」はサンスクリット語で「アバター」らしい。 

 江戸時代に生きた渡辺崋山は武士であっても画家であり、思想家であり、蘭学に明るく、

俳諧もひねる。その場その場で分身を使い分ける人であった。江戸の町にはそんな風に 10

ぐらい名前を持って活動する、隠れ家的交際を上手に使い分ける文化があった。 

 現代でも、ネット上に別人格の世界を持つ人がいる。 

 脳は空より広大だ。宇宙は１つ(ユニバース)ではなく、マルチバース(多元的宇宙)である。

https://shimizuderm.com/textbook03/


自分の中に豊かなマルチ・バースと分身を確保して、息が詰まりそうになったら、一歩、そ

の「場」から抜け出て、歩き出してしまえばよい。という、大変元気がもらえる内容。 

 この本に、実は私の撮影した写真が掲載されている。１月に訪れた、ニューヨーク公共図

書館。ここは、無数のネットワークが交差してコミュニケーションが起きる「パブリック圏」

の 1 つである。建物に入ると、思想の交錯が相まって崇高な気持ちになる。 

附属図書館も、臨床や研究の場から一歩抜け出し、ひと息つきながらも思想の交流により

新しい宇宙を獲得する、隠れ家になりたいものである。(C.H.) 

 

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

       この本のページ：https://booklog.jp/item/1/B086DG6Q6N  

 

……………………………………………………………………………………………… 
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     (図書館メール News のバックナンバーはこちらから↓) 
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