
新着電子ブック一覧 2021/9/17

書名 出版者 URL 同時接続数
1 Pythonによる統計分析入門 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055940 1
2 マッキー生化学 ―分子から解き明かす生命―第6版 化学同人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063574 1
3 新看護・リハビリ・福祉のための統計学 ―ExcelとRを使った― 近代科学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078543 1
4 整形外科診療のためのガイドライン活用術 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078611 1
5 レジデント・臨床検査技師のためのはじめての超音波検査 ―1冊でわか文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081355 1
6 外国人診療で困るコトバとおカネの問題 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083844 1
7 はじめての消化器内視鏡看護 （カラービジュアルで見てわかる!） メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084630 1
8 ABC of医療プロフェッショナリズム 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087298 1
9 ポスドクの流儀 ―悩みを解きほぐして今日から行動するためのチェック羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087299 1

10 そのまま使える災害対策アクションカード+はじめての病院BCP Ver.2 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087308 1
11 臨床研究の道標　上巻 ―7つのステップで学ぶ研究デザイン―第2版 健康医療評価研究機構 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087354 1
12 臨床研究の道標　下巻 ―7つのステップで学ぶ研究デザイン―第2版 健康医療評価研究機構 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087355 1
13 PCI紙上LIVE ―思考をつかむ!テクニックを見る! : Professionalに学べメディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089070 1
14 THE心臓リハビリテーション ―症例で紐解く超実践ガイド― 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089082 1
15 薬剤と疾患から探す循環器薬の使い方 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089516 1
16 遺伝子科学 ―ゲノム研究への扉― 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090957 1
17 はじめてのTOEIC S&Wテスト完全攻略 アルク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090977 1
18 みんな、かつては研修医だった。医師が答える医師たちの悩み 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092959 1
19 寝ころんで読む金匱要略 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095985 1
20 ワンポイント問題集解剖学 ―人体の構造と機能― サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000100343 1
21 ワンポイント問題集病理学 ―疾病の成り立ちと回復の促進― サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000100344 1
22 大学生学びのハンドブック ―勉強法がよくわかる!―5訂版 世界思想社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101408 1
23 Dr.石松の輸液のなぜ?がスッキリわかる本 第2版(増補) 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102213 1
24 医師が死を語るとき ―脳外科医マーシュの自省― みすず書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102499 1
25 数理統計学 ―統計的推論の基礎― 共立出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102550 1
26 検査値ドリル ―基礎・応用問題から鍛える、診断につながるポイントを羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102564 1
27 ていねいな化学 ―生理学・生化学につながる― 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102566 1
28 ていねいな生物学 ―生理学・生化学につながる― 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102567 1
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29 イラスト解剖学 第10版 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102587 1
30 輸液グリーンノート 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102588 1
31 心電図の読み"型"教えます! 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102590 1
32 糖尿病診療ハンドブック ―ここが知りたい!―Ver.5 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102595 1
33 不整脈薬物治療ガイドライン 2020年改訂版 ―ポケット版 : 日本循環器ライフサイエンス出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102767 1
34 図でわかるエビデンスに基づく高齢者の看護ケア 第2版 中央法規出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102772 1
35 病院・施設・地域で使える看護師のための感染対策 中央法規出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102782 1
36 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 改訂版 中央法規出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102789 1
37 疾患別看護過程セミナー 上巻 サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102997 1
38 疾患別看護過程セミナー 下巻 サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102998 1
39 臨地実習に生かす病態と治療 サイオ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103000 1
40 やさしくわかる心エコーの当て方・見かた 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103349 1
41 栄養療法ドリル ―評価・指示の出し方から病態の考え方までまるっとわ羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103350 1
42 薬剤師のための動ける!救急・災害ガイドブック ―在宅から災害時まで、羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103516 1
43 がん化学療法レジメンハンドブック ―治療現場で活かせる知識・注意点羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103517 1
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