
新着電子ブック一覧 2021/4/16

書名 出版者 URL 同時接続数
1 高血圧診療ガイド　2020 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094225 1
2 マンガで学ぶ漢方薬 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088874 1
3 ステップアップ解剖生理学ノート 第2版 サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091029 1
4 医療従事者のための感染対策ルールブック リーダムハウス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088421 1
5 生命倫理と医療倫理 第4版 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092953 1
6 ガイドライン+αの危険な咳・そうでない咳の見分け方 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067665 1
7 がんの症状緩和に使える!漢方薬ハンドブック ―35の推薦処方とそのエビ金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087300 1
8 これからの循環器診療に役立つ漢方薬処方テキスト 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092604 1
9 シンプルでわかりやすい薬歴・指導記録の書き方 南山堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086119 1

10 ジェネラリストのための性感染症入門 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072778 1
11 誰も教えてくれなかった循環器薬の選び方と使い分け 第2版 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086974 1
12 やっくん先生のそこが知りたかった中毒診療 ―だから中毒診療はおもし 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087304 1
13 こういうことだったのか!!CHDF 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074571 1
14 高血圧治療ガイドライン　2019年版 ライフサイエンス出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085596 1
15 専門外でも不安にならない救急外来「はじめの一手」 南山堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088424 1
16 医学系のための生化学 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090956 1
17 精神科のくすりハンドブック 第3版 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090516 1
18 医療現場のための薬物相互作用リテラシー 南山堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086116 1
19 心電図教えてノート ―チームでモニター事故を予防する!―改訂2版 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089087 1
20 イラストで学ぶ胸部エックス線写真 ―すぐに役立つ50のチェックポイン文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090095 1
21 SPSSによる統計データ解析 ―医学・看護学・生物学、心理学の例題によ現代数学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089247 1
22 内科レジデント実践マニュアル ―経時的流れに応じた適切な治療―第11文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092601 1
23 ねころんで読める医療統計 ―Dr.浅井の本当にやさしい― メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092949 1
24 クイックマスター薬理学 新訂版 第3版 サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089322 1
25 エキスパートが教える輸液・栄養剤選択の考え方 ―メディカルスタッフ 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089074 1
26 感染制御の基本がわかる微生物学・免疫学 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096587 1
27 感染症クリスタルエビデンス　感染対策・予防編 ―こういうときはこう 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089083 1
28 脳卒中治療ガイドライン　2015　追補2019対応 協和企画 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086677 1
29 呼吸器内科 ―ただいま診断中!― 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088879 1
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30 クイズde皮膚科学 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092957 1
31 電解質輸液塾 改訂2版 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095989 1
32 Dr.イワケンのねころんで読める研修医指導 ―すべての指導者のためのイメディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086470 1
33 エース薬理学 南山堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093590 1
34 精神科 （New Simple Step） 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096020 1
35 もっとねころんで読めるてんかん診療 ―医師が使える、患者にも効く、 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094806 1
36 寄生虫学テキスト 第4版 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090099 1
37 消化器内科グリーンノート 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088889 1
38 肺高血圧症診療ハンドブック 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087307 1
39 薬局で役立つ経口抗がん薬はじめの一歩 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089518 1
40 初期研修医のための外来研修マニュアル 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096574 1
41 国際標準の感染予防対策滅菌・消毒・洗浄ハンドブック 医歯薬出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079024 1
42 クイックマスター病理学 新訂版 第2版 サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089321 1
43 人工心肺ハンドブック 改訂3版 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092966 1
44 呼吸器の薬の考え方, 使い方 Ver.2 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088880 1
45 128症例で身につける臨床薬学ハンドブック ―薬物治療の考え方と服薬指羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084638 1
46 みんなで解決!病棟のギモン ―研修医のリアルな質問に答えます― 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089075 1
47 公衆衛生 （New Simple Step） 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093384 1
48 こういうことだったのか!!ECMO・PCPS 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091754 1
49 内科初診外来ただいま診断中! 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089549 1
50 がん疼痛治療薬のうまい使い方 ―使い分けやスイッチングの考え方、実 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091797 1
51 看護教員必携資料集 第4版 メヂカルフレンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094991 1
52 小児科 （New Simple Step） 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093385 1
53 研修医手技マニュアル 第2版 医歯薬出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092804 1
54 心電図の読み"型"教えます! Season2 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089086 1
55 救急外来 ―ただいま診断中!― 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088878 1
56 ここが知りたい!腎臓病診療ハンドブック 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089545 1
57 臨床研究アウトプット術 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089085 1
58 こういうことだったのか!!酸素療法 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074573 1
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59 診察基本手技マニュアル 第2版 医歯薬出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095832 1
60 外来医マニュアル ―プライマリケアのための実践書―第4版 医歯薬出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092805 1
61 Dr.ヤンデルの臨床に役立つ消化管病理 ―臨床像・病理像の徹底対比で病羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089521 1
62 最新小児・周産期遺伝医学研究と遺伝カウンセリング （遺伝子医学MOO     メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094270 1
63 こういうことだったのか!!NPPV 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074572 1
64 Net・下垂体・副甲状腺・副腎 （腫瘍病理鑑別診断アトラス） 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056841 1
65 乳癌 第2版（腫瘍病理鑑別診断アトラス） 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043924 1
66 呼吸器内科グリーンノート 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096573 1
67 プロフェッショナル腎臓病学 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092968 1
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