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新規配信タイトル 

過去問分析～出題のポイントで学ぶ! 
超音波検査士認定試験対策 臨床編:
健診領域 4訂版 

同時1アクセス
（本体） 

¥10,560 

同時3アクセス
（本体） 

¥21,120 

冊子版ISBN 9784906714612  

著編者名 東京超音波研究会如月会 発行年 2018 商品コード 1029883426 

11月下旬の超音波検査士認定試験に向け改訂．東京超音波研究会・如月会の受講生から寄
せられたアンケートを元に過去2回の認定試験の問題を復元し，模擬試験を刷新．最新のガイ
ドライン・統計情報を反映． 

過去問分析～出題のポイントで学ぶ! 
超音波検査士認定試験対策 臨床編:
消化器領域 3訂版 

同時1アクセス
（本体） 

¥10,560 

同時3アクセス
（本体） 

¥21,120 

冊子版ISBN 9784906714629  

著編者名 東京超音波研究会如月会 発行年 2018 商品コード 1029883430 

11月下旬の超音波検査士認定試験に向け改訂．東京超音波研究会・如月会の受講生から寄
せられたアンケートを元に，過去3回の認定試験の内容を踏まえて本文をアップデート．3セット
の模擬試験も大幅に刷新． 

Dr.辻本の乳腺診断 
 ―カテゴリー分類US vs MMG― 

同時1アクセス
（本体） 

¥14,960 

同時3アクセス
（本体） 

¥29,920 

冊子版ISBN 9784906714544  

著編者名 辻本 文雄 発行年 2017 商品コード 1029883425 

乳腺の超音波検査とマンモグラフィでカテゴリーが相違してしまう．同一施設で両方の検査を受
け，カテゴリーが付けられた83症例を超音波検査のカテゴリーに基づいて並べ直し，マンモグ
ラフィと比較． 

「医療の最前線で役立つ画像診断書籍」を 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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新規配信タイトル 

Autopsy imaging検査マニュアル 
 ―診療放射線技師の教育・研修内容
のすべて―第2版 

同時1アクセス
（本体） 

¥10,560 

同時3アクセス
（本体） 

¥21,120 

冊子版ISBN 9784906714230  

著編者名 阿部 一之 発行年 2015 商品コード 1029883429 

診療放射線技師が，Ai検査に携わるうえで必要な「基礎知識」，現場で活用できるマニュアルと
しての「検査実務」などを１冊に収載．改訂にあたっては，「病理学や法医学」に関する知識，
「小児や救急」事例を拡充． 

若い診療放射線技師こんなとき 
どうする? ―困った・悩んだ― 

同時1アクセス
（本体） 

¥8,360 

同時3アクセス
（本体） 

¥16,720 

冊子版ISBN 9784902380958  

著編者名 坂野 康昌 発行年 2012 商品コード 1029883427 

想定事例を用いて，実際に起こりうる「困った・悩んだ」状況での対応方法について，それぞれ
専門領域の技師長が解説．随所に盛り込まれたコラムでプラスαの知識も補充できる．若手
技師から学生向けの入門書． 

手にとるようにわかる超音波検査法 
 改訂版 

同時1アクセス
（本体） 

¥14,300 

同時3アクセス
（本体） 

¥28,600 

冊子版ISBN 9784938372811  

著編者名 永江 学 発行年 2001 商品コード 1029883428 

甲状腺，乳房，腹部，心臓など，臓器ごとに基本走査の流れを紙上で再現．プローブ（探触子）
の持ち方や画像の現れ方など，基本テクニックも解説．走査の各段階を，モデル写真と超音波
断層像を駆使して表現． 
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Atlas series 

書名 著編者 発行年 冊子版SBN 
同時 

１アクセス(本体) 
同時 

３アクセス(本体) 
商品コード 

小児腹部超音波診断アトラス  改訂第2版（超音波編 Vol.4） 内田 正志 2002 9784938372866 ¥12,100  ¥24,200  1013032386 

心臓超音波診断アトラス 
 ―小児・胎児編―改訂版（超音波編 VOL.5） 

里見 元義 2008 9784902380354 ¥14,300  ¥28,600  1011098054 

心臓超音波診断アトラス ―成人編―改訂版（超音波編 VOL.6） 中村 憲司 2008 9784902380439 ¥14,300  ¥28,600  1011098055 

骨軟部の画像診断 
 ―病理像・関節鏡像との対比と参考症例に学ぶ―（CT/MRI編） 

青木 隆敏 2011 9784902380712 ¥13,200  ¥26,400  1011098042 

胸部の画像診断１．肺 
 ―病理像との対比と参考症例に学ぶ―（CT/MRI編） 

芦澤 和人 2011 9784902380811 ¥13,200  ¥26,400  1011098047 

奇形・縦隔・胸膜他 （CT/MRI 編. 胸部の画像診断 : 病理像との
対比と参考症例に学ぶ 2） 

芦澤 和人 2014 9784906714162 ¥11,000  ¥22,000  1016413716 

救急画像診断アトラス 内因性疾患編 

病理医・臨床医のための病理診断アトラス 

書名 著編者 発行年 冊子版SBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

救急画像診断アトラス 内因性疾患編 vol.1 
 ―症候から原因を探る― 

船曵 知弘 2010 9784902380620 ¥9,900  ¥19,800  1011098051 

救急画像診断アトラス 内因性疾患編 vol.2 
 ―痛みから原因を探る― 

船曵 知弘 2010 9784902380637 ¥11,000  ¥22,000  1011098052 

書名 著編者 発行年 冊子版SBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

病理医・臨床医のための病理診断アトラス 
 ―乳腺・骨軟部・皮膚・内分泌臓器・唾液腺―（vol.2） 

村田 晋一 2010 9784902380644 ¥10,450  ¥20,900  1011098049 

病理医・臨床医のための病理診断アトラス 
 ―婦人科・泌尿器・骨髄・リンパ系器官・脳・その他―（vol.3） 

安田 政実 2010 9784902380651 ¥10,780  ¥21,560  1011098050 

病理医・臨床医のための病理診断アトラス 
 ―消化器・呼吸器・縦隔・心臓・血管―（vol.1） 

清水 道生 2009 9784902380408 ¥10,450  ¥20,900  1011098053 
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好評配信中タイトル 

腹部の痛みを超音波でみるキー画像80 
 ―疾患と痛みと画像をつなぐ― 

同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥12,760 

冊子版ISBN 9784906714469  

著編者名 山口 秀樹 発行年 2016 商品コード 1023891536 

腹部超音波検査の症例集。検査依頼理由、主訴、血液データ、プローブを当てる前に考えること、診断の根拠となる
キー画像、報告書記述例、鑑別疾患、症例の判読ポイントと解説などを収録。 

発見例100例にみる胃癌X線診断の究極 
 = Insights of 100 cases x-ray diagnosis of 
gastric cancer ultimate 

同時1アクセス（本体） ¥10,450 

同時3アクセス（本体） ¥20,900 

冊子版ISBN 9784906714476  

著編者名 馬場 保昌 発行年 2016 商品コード 1023891537 

胃癌X線検診における良悪性判定基準の求め方、胃癌X線診断の組み立て方などをまとめるほか、検診発見例のX
線画像を中心に、胃癌組織発生を基軸として多数の症例を解説する。 

超音波検査士認定試験対策 臨床編:
健診領域 3訂版 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥12,320 

冊子版ISBN 9784906714483  

著編者名 東京超音波研究会如月会 発行年 2016 商品コード 1023891538 

過去問分析~出題のポイントで学ぶ。出題傾向の変化をいち早く反映! 

マンモグラフィ撮影 
 ―見てすぐわかるポジショニング― 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784906714346  

著編者名 小山 智美 発行年 2015 商品コード 1022371058 

現場の声に応える待望の1冊ついに刊行。「ポジショニングの基本とコツ」や「撮影画像に見られる典型的な異常状
態とその解決策」について、実際のモデル写真と症例写真を元に丁寧に解説。撮影技術がぐっと上がるアドバイス
が満載です。 

Autopsy imagingガイドライン 第3版 
同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784906714360  

著編者名 今井 裕 発行年 2015 商品コード 1022371059 

本ガイドライン１冊で，Ai（死亡時画像診断）の「概念整理」から「実務に役立つ知識」まで網羅しておりますので，Ai
に携わるすべての方におすすめします．今回の改訂では「死因究明二法」と「医療事故調査制度」の施行に伴い内
容を刷新しました．Aiを活用した医療事故調査のために是非ご一読ください． 
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好評配信中タイトル 

乳房アトラス 3訂版 
（コンパクト超音波αシリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784906714377  

著編者名 佐久間 浩 発行年 2015 商品コード 1022371060 

11年ぶりの全面改訂！この10年の「疾患と画像に関する知見の深まり」「検査スキルの向上」「超音波検査装置の
進歩」を踏まえて全画像を入れ替え！さらに，臨床での検査実務の実際に即して，収載する症例数も全面的に見直
しました．臨床でよく遭遇する疾患は，より多くの症例を収載（多様なヴァリエーションを体感し，目に馴染ませること
ができま）．画像も解説も，基本となるBモードに徹しています（形態学である超音波検査の原点，Bモードを極めるこ
とができる一冊です）． 

過去問分析〜出題のポイントで学ぶ超音波
検査士認定試験対策 改訂版（臨床編:消化
器領域） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784906714391  

著編者名 東京超音波研究会如月会 発行年 2015 商品コード 1022371056 

・刊行から3年,消化器領域の出題傾向を反映して改訂しました. ・模擬試験は3編全問を一新しています. ・クイック復
習ノートの内容も改めて見直し,加筆・修正を行っています. ・より的確で,よりわかりやすい対策本となっています. 

過去問分析〜出題のポイントで学ぶ超音波
検査士認定試験対策 3訂版（基礎編） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784906714384  

著編者名 東京超音波研究会如月会 発行年 2015 商品コード 1022371057 

直近2年の認定試験の出題傾向を反映して改訂．模擬試験2セットを差し替えたほか，新たに出題された用語・概念
の解説を追加．認定試験を目指す皆さまにおすすめ． 

若い医師のための麻酔科学 = 
Anesthesia for young doctors  三訂版 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784906714131  

著編者名 横山 武志 発行年 2014 商品コード 1016413717 

麻酔科研修を受ける若い医師のための麻酔科学のテキスト。術前回診から術後回診までの流れをわかりやすくまと
めるとともに、胸部外科・整形外科など各科ごとに麻酔の手順・注意点等を解説。コラムも満載。 

血管エコー 
 ―頚部・腹部・下肢・バスキュラーアクセス― 
（コンパクト超音波αシリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥12,760 

冊子版ISBN 9784906714186  

著編者名 寺島 茂 発行年 2014 商品コード 1016413718 

血管領域、とりわけ「頸動脈・腹部動脈・下肢動静脈・バスキュラーアクセス」に携わる医療従事者に向けて、血管超
音波検査を実施する際の手順とコツを鮮明な画像で系統的に解説する。臨床で実際に遭遇する症例も多数収載。 
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好評配信中タイトル 

手にとるようにわかる注腸X線検査 
 基本手技編  増補版 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥15,400 

冊子版ISBN 9784906714193  

著編者名 奥田 圭二 発行年 2014 商品コード 1016413719 

膨大な数の注腸X線写真を駆使して、検査を始める前の準備から検査の実際、精度管理、読影、そして典型的な症
例までを解説。診療放射線技師の業務範囲の見直しに伴い、「直腸の解剖」「読影レポート例」などを追加した増補
版。 

過去問分析〜出題のポイントで学ぶ超音波
検査士認定試験対策 ―模擬試験3×35+クイッ

ク復習ノート―改訂版（臨床編:健診領域） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784906714223  

著編者名 東京超音波研究会如月会 発行年 2014 商品コード 1022371055 

より充実した対策書を目指し、重要語句の強調、最新ガイドライン・統計データへの対応、画像解説の充実、直近の
試験に基づく模擬問題の改変を行った。 

[○秘]腹部エコーテクニックとその理論 
 ―手にとるようにわかる― 改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥14,300 

冊子版ISBN 9784906714063  

著編者名 金田 智 発行年 2013 商品コード 1014005321 

腹部エコー検査に必要なテクニックとその理論をまとめた好評書が改訂。「なぜこうするのか」 根拠が理解できるか
ら、見落としのない検査手技が確実に身につきます。 

肺癌細胞診断 ―形態とその臨床― 改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥17,160 

冊子版ISBN 9784906714124  

著編者名 池田 徳彦 発行年 2013 商品コード 1016413715 

適確な肺癌診断には総合的な知識が必要であるという判断の下に、検体の種類と扱い方、検査法別診断率、検査
法の選択、実際の症例を提示し、臨床所見と細胞所見の関連性を示す。遺伝子情報や蛋白質分析情報も加味した
改訂版。 

Autopsy imaging症例集 
 ―死亡時画像診断のための読影マニュアル― 

同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥12,760 

冊子版ISBN 9784906714056  

著編者名 高橋 直也 発行年 2012 商品コード 1013032385 

全国のAi(オートプシー・イメージング)実施施設から寄せられた、死亡時画像診断に役立つ実際的な症例を、「解剖
と対比できた症例」「Aiのみで診断できた症例」等に分けて解説。読影に必要な知識も実際の画像と共に説明。 
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好評配信中タイトル 

乳房超音波トレーニングブック 
同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784902380866  

著編者名 佐久間 浩 発行年 2011 商品コード 1011098043 

乳房超音波画像の読み方を豊富な症例で学ぶトレーニングブック。1症例を表裏2ページで取り上げ、1ページ目に2枚
の超音波画像と年齢・性別を、2ページ目に所見の読み方、超音波診断、結果、解説を記載する。 

マンモグラフィⅡ ―読影力をアップさせる厳選62例 :  

解説強化・症例追加版―改訂版（手にとるようにわかる） 

同時1アクセス（本体） ¥10,340 

同時3アクセス（本体） ¥20,680 

冊子版ISBN 9784902380910  

著編者名 松永 忠東 発行年 2011 商品コード 1011098044 

マンモグラフィ像の組織構築がいかにして像として投影されるのかを考える下地になることを目指したテキスト。超音波
検査の画像所見と標本の割面の肉眼像、病理組織所見との対比も掲載。62の症例を収録した改訂版。 

関節リウマチにおける生物学的製剤の実際 
 ―5剤の臨床データによる治療最前線― 
（手にとるようにわかる） 

同時1アクセス（本体） ¥6,336 

同時3アクセス（本体） ¥12,672 

冊子版ISBN 9784902380859  

著編者名 神戸 克明 発行年 2011 商品コード 1011098045 

5剤を使用して得られた経験と臨床データをもとに、関節リウマチにおける生物学的製剤の実際を紹介。製剤の使い方、
選択の仕方などを具体的に解説する。 

臨床3次元心エコー 
 ―症例から学ぶ2次元心エコーとの比較― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784902380804  

著編者名 塩田 隆弘 発行年 2011 商品コード 1011098046 

3次元心エコーが心臓の解剖学的把握を容易にし、日々の臨床の場面で如何に有効かを、米国の病院の症例を通して
紹介。症例のポイントや、最新文献も掲載する。 

Clinical 3D echocardiography ―a comparison 

with 2D echocardiography : case presentations― 

同時1アクセス（本体） ¥15,950 

同時3アクセス（本体） ¥31,900 

冊子版ISBN 9784902380705  

著編者名 塩田 隆弘 発行年 2010 商品コード 1011098048 

日本および世界の学会でも注目されている3D心エコーについて、その最前線の内容を300枚以上の写真で解説。全編
英語の書籍です。（書籍付属DVDの内容は含みません） 

これで安心!診療放射線技師のためのよくわかる
オートプシー・イメージング(Ai)検査マニュアル 
 ―死亡時画像診断における教育・研修内容のすべて― 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784902380729  

著編者名 阿部 一之 発行年 2010 商品コード 1013032384 

診療放射線技師がＡｉをはじめるための基礎知識から、検査技術・画像処理・画像管理・画像読影等の専門的な技能、
関連分野の知識までを解説。各施設での取り組み、Ａｉに関連した動向など、タイムリーな実情も紹介する。 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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