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【1】--- 本学発の論文新着速報（2023 年 1 月･2 月分) 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 京都府立医科大学発の学術論文(PubMed 収載)のうち、2023 年 1 月・2 月発行分のものに
ついて、お知らせします。(検索日 2023/3/3 178 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/62609396/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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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1FS3cNp9hWvAN/collections/62609396/public/


【2】--- 2022 年の電子ジャーナルベストリーダー   

……………………………………………………………………………………………… 
 
 2022 年 1 月から 12 月に、アクセス数の高かった電子ジャーナルは･･･ 
1 位 New England Journal of Medicine(9712 回）  
2 位 Nature(6599 回)  
3 位 Cell(4779 回) 
 
昨年は PNAS が 3 位でしたが、Cell が定席の 5～6 位から浮上しました。 
本学所属者であれば、上記 3 誌のジャーナルに学外からアクセスすることが可能です。 
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【3】--- 電子ジャーナルの大量ダウンロードが報告されました 

……………………………………………………………………………………………… 
 
①2/20(月)、電子ジャーナル「レジデントノート」について、複数回大量ダウンロードがあ
る旨、提供元から注意喚起がありました。 
 和雑誌データベースメディカルオンラインの通知によると、本学と学認(シボレス認証)経
由で 2/1(水)21:44～2/20(月)19:43 に文献を 241 回ダウンロードしているログが検出され、
該当端末が一時停止されたとのこと。 
 利用規約上、「契約期間内に、特定の雑誌を対象とした連続的な大量のダウンロードが行
われた場合、200 文献のダウンロードが発覚した時点で利用停止」されます。「レジデント
ノート」は冊子にて購読（卒業生寄贈）しておりますので、くまなくお読みになりたい場合
は、ぜひ冊子貸出でご利用ください。(新着/バックナンバー各 10 冊まで貸出可） 
 
②2/24(金)、学内で同一端末から短時間に大量のダウンロード（1 分間に 17 本等）があり、
自動的に 1 時間停止されました。 
 ただしこの場合は特定雑誌ではなく、多岐のジャーナルに渡っているため、禁止事項に当
たるアクセスではない旨、提供元からお詫びがありました。ご利用の方にはご不便をおかけ
して申し訳ございません。 
 ただ”短時間に連続したダウンロードがあると自動的に該当の端末が一時利用停止される
システム”が判明しました。改善を要望しておりますが、連続して論文を確認する場合は、
お手数ですが「アブストラクトを見る」等で一旦確認いただき、必要な論文のみ「全文ダウ
ンロード」することをお勧めいたします。 

https://www.nejm.org/
http://www.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/journal/cell
https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/shozousiryou/gakugairiyo/index.html
https://www.medicalonline.jp/
https://opacs.pref.kyoto.lg.jp/opac/book/554161
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【4】--- 卒業する皆様へ＜卒業後の図書館利用＞  

……………………………………………………………………………………………… 
 
 この春卒業の皆様、おめでとうございます。明日は卒業式です。 
＜資料返却のお願い＞ 
  図書館から借りている資料の返却はお済みですか？延滞本は至急返却し、晴れやかに
卒業式をお迎えください。 
＜卒業後の図書館利用＞  
  「医学科生」「看護学科生」(院生含む)の図書館利用証の有効期限は 3 月末日です。卒
業後も図書館を利用される方は、以下の利用証を発行しますので、図書館カウンターへ申請
してください。 
   ◆大学に所属する卒業生--「研修医」「看護師」等の利用証 
   ◆学外に出る卒業生--「卒業生」の利用証 
 「卒業生」カードは入館が可能ですが、貸出、マイライブラリは利用できません。 
※大学で契約している電子コンテンツは、原則として本学所属者のみ利用できます。 
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【5】---[3/9 開催]Walters Kluwer セミナー 

「COVID-19 診療での UpToDate の活用」 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によって医療機関や医療者が疲弊していく中、
大いに悩み、正解が分からないままの医療提供を余儀なくされた医療者も多かったのでは
ないでしょうか。他方、COVID-19 は、医学研究にも大きな衝撃を与え、発表される論文数
が急増する一方で論文の撤回も多発しました。COVID-19 に関する情報は、SNS 等を通じて
も大量に拡散され、一般市民のみならず、医療者の間でも充分に情報を吟味する必要が生じ
ています。 
 本オンラインセミナーでは、桑原篤憲医師（川崎医科大学 総合臨床医学教授）を講師に
迎え、川崎医科大学附属病院での医療体制構築や、COVID-19 診療現場における UpToDate
活用について、クリニカルケースを交え共有いただきます。第 2 部では、桑原篤憲医師と群
星沖縄臨床研修センター長 徳田安春医師によるフリートークセッションを行います 

https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/riyou/gakugai.html


 
COVID-19 診療での UpToDate の活用～ Infodemic に対する Critical appraisal の必要性 ～ 
【日時】2023/3/9(木) 19:00-20:10 
【主催】ウォルターズ・クルワー 
【場所】オンライン（Cisco Webex） 
【申込】 https://www.wolters-kluwer.jp/uptodate2022c/ 
【プログラム】第一部 講演「Infodemic に対する Critical appraisal の必要性」 
         桑原 篤憲先生（川崎医科大学 総合臨床医学 教授） 
       第二部 フリートークセッション・質疑応答 
        モデレーター： 徳田 安春先生（群星沖縄臨床研修センター長） 
        パネリスト： 桑原 篤憲先生（川崎医科大学 総合臨床医学 教授） 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【6】--- 年度末教室購入図書の登録 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 令和 4 年度予算の教育研究費で購入される図書は、早めに図書館で登録手続きを済ませ
てください。 
 ◆最終受付日は、2023/3/23(木)≪厳守≫ 
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【7】--- [3/31 まで]古本募金キャンペーン「寄付をはじめてみよう」 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 寄付は意思、寄付は投資、寄付は応援、寄付は願い。寄付で未来は変えられる。KPUM 図
書館サポートプロジェクト古本募金が参加するチャリボンでは、3/31(金)まで、寄付申込み
１件につき、500 円を寄付金に上乗せするキャンペーンが行われています。 
 大学内に設置している回収箱ＭＡＰはこちら。本をリサイクルしようと思ったら「古本募
金」を思い出してもらえると嬉しいです。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

[Book Review] 

……………………………………………………………………………………………… 

https://www.wolters-kluwer.jp/uptodate2022c/
https://www.charibon.jp/news/12560/
https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/sougouannai/kifu1803/huruhon/files/kaisyukyotenmap.pdf
https://www.charibon.jp/partner/kpum/
https://www.charibon.jp/partner/kpum/


 
村上春樹著「一人称単数」（文春文庫 2020 年) 
 
 学生時代姉の本棚で見つけた「風の歌を聴け」が村上春樹との出会いだった。クールだけ
ど親密さも持ち合わせた独特な雰囲気の小説は勿論、軽妙洒脱なエッセイから滲み出る人
柄にも魅了され「それがどうした」「だからなんだ」を座右の銘にしたり「中国行きのスロ
ウ・ボート」を携えて家出をしたりと今から思えば黒歴史な日々を過ごしたことも...。 
 現在は価値観の変化もあって読み逃しているものもぽろぽろある、まあほどほどのファ
ンとして村上作品と付き合っている。 
 本書は冒頭の作品の余りの not for me さに愕然としたが二作目で持ち直し結果的には楽
しく読んだ最新短編集。 
 良い意味でも悪い意味でもとても村上春樹らしい一冊なので初心者の人も入門編として
是非。（Y.S.)（京都府立図書館所蔵「K-Libnet」で貸出が可能です） 
 
         KPUM Library Booklog：https://booklog.jp/users/kpumlib  
       この本のページ：https://booklog.jp/item/1/416791994X  
 
……………………………………………………………………………………………… 
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