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【1】--- 本学発の論文新着速報（2021 年 3 月・4 月分） 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 京都府立医科大学発の学術論文のうち、PubMed に収載された 2021 年 3 月・4 月発行の

論文をお知らせします。(検索日 2021/5/14 215 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/60820702/public/  

 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 
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【2】--- UpToDate 学外からも使えます 

……………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1FS3cNp9hWvAN/collections/60820702/public/


5/1(土)から、UpToDate Anywhere を開始しました。 

■学外（自宅・スマホ）からのアクセス 

■オフライン利用(アプリを通じて)  

■お気に入り登録・履歴のカスタマイズ 

■最新ニュースレターの受信（日本語・英語版） 

など、アカウントを登録することで利用可能になります。 

 

アカウントの作成方法は、こちらをご覧ください。有効期限は 90 日。本学の在籍確認のた

め、継続には学内で再認証が必要です。 

ウォルターズクルワー社から、オンラインによる登録サポート説明会を開催します。 

【昼の部】5/19(水)、5/28(金)：11:30～ 12:00～ 12:45～ 

【夜の部】5/25(火)、5/26(水)：16:30～ 17:00～ 17:45～ 

                   （各回 15 分程度の説明、その後質疑応答） 

  

＜参加方法＞ 

URL https://bit.ly/2R1fTuD にアクセスし、Microsoft Teams を使用します。 

・説明を聞きながら、ご自身で同時に登録作業をされる方 

  ⇒本学インターネット環境にて UpToDate の画面を表示しておいてください。 

・説明を聞きながらメモを取り、その後ご自身で登録をされる方 

  ⇒説明用紙を用意の上、参加してください。 
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【3】---『MedOne Neurosurgery』『MedOne Plastic Surgery』トライアル開始 

……………………………………………………………………………………………… 

 

脳神経外科、形成外科分野に特化した、オンライン学習ツールをトライアルで提供していま

す。トライアル期間は 2021/7/12(水)までです。 

『MedOne Neurosurgery』 

 ・電子ブック 270 タイトル（Handbook of Neurosurgery など） 

 ・電子ジャーナル 8 誌（J Neurolog.Surg PtA/B、Indian J Neurotrauma） 

 ・400 以上の手術手技を動画で解説。 

 ・220 以上の症例を解説。 

 ・ABMS 専門医認可試験 ABNS の試験対策として 1500 問の Q＆A を収録。 

 ・The Greenberg Repid Review の内容を元に 2300 問の Q＆A を収録。 

オンラインセミナー（英語）を 5/17(月)17:00 から予定しています。参加ご希望の方は電子

https://www.uptodate.com/contents/search
https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/shozousiryou/gakugairiyo/files/26729.pdf
https://bit.ly/2R1fTuD
https://www.uptodate.com/contents/search
https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/news/2021/files/26897.pdf
https://medone-neurosurgery.thieme.com/home/


コンテンツ担当(libej@koto～)までご連絡ください。 

 

『MedOne Plastic Surgery』 

 ・電子ブック 169 タイトル（Facial Volumization など） 

 ・電子ジャーナル 9 誌（J Hand Microsurg. Seminars Reconstruc microsurg) 

 ・181 の手術手技を動画で解説。 

 ・2425 の手術手技を実演・解説。 

 ・形成外科、再建外科、美容外科の Q＆A を 1100 問収録。 
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【4】--- 5/20(木)SCOPUS ウェブセミナー 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 大学における若手研究者・ 学生を対象とした Scopus の操作解説がエルゼビア主催で開

催されます。事前に質問を受け付けています。終了後、オンデマンドウェビナー（録音版）

の視聴が可能です。 

 

Scopus の紹介 ～概略と基本操作について～ 

日時：2021/5/20(木)15:00～16:00(Q&A を含む） 

項目:・Scopus とは？ 

   ・文献検索の紹介 (基本的な検索の流れ/インパクトが高い論文を調べる等) 

   ・著者検索の紹介 

   ・ジャーナル検索の紹介 (ジャーナル評価指標) 

   ・パーソナル機能の紹介 

講師：瀧本まゆみ氏（Elsevier 社 認定講師） 

事前登録用リンク：こちら  
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【5】---引き続き附属図書館は平日 20 時に閉館します 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 京都府に発令された緊急事態宣言の延長に伴い、5/11(月)以降も引き続き、開館時間を午

後 8 時までとしています。 

 

https://medone-plasticsurgery.thieme.com/home/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_zQhpaVP_RMOZwSPWUHooPw


京都府立医科大学附属図書館(5/11 更新) 

   平日 9:00～20:00、土曜 10:00～18:00、(日曜、祝日休館) 

   ＜短縮期間＞2021/5/31(月)までの予定 

京都府立医科大学附属図書館下鴨館 (4/25 更新)  

  平日 9:00～19:00  土日 9:00～17:00 (第 2 水曜、祝日休館) 

 同じ建物の京都学・歴彩館が臨時休館しているため、下鴨館の入館方法が変わっています。

詳しくは京都府立大学附属図書館へお問い合せください。 

 電話：075-703-5130 Mail：counter@kpu.ac.jp  
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[Book Review] 

……………………………………………………………………………………………… 

 

「せりふの時代 2021」（小学館 2021 年） 

 

 廃刊になった雑誌「せりふの時代」が限定復活した。特集は『ポストコロナを紡ぐ物語』。

23 人の劇作家による書き下ろし短編戯曲集である。 

 人と人を分断するコロナウイルスにより、演劇の上演中止や延期が続いているが、戯曲の

中ではソーシャルディスタンスを保って合唱の練習をしたり、元カノとマスクジョギング

をしたり、PCR 検査のアルバイトをしたり、コロナ陽性になった看護師の家族が隔離生活

を送るなど、人々は新しい生活様式に適応しながら暮らしている。 

 コロナ時代を生きて、縦横斜めに世の中を斬る、これら戯曲を読んでいると、どのような

状況でも生まれる、演劇の底力を感じる。(C.H) 

 

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

       この本のページ：https://booklog.jp/item/1/486184102X  
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