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Dr.辻本の乳腺診断2 

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 9784906714704  

著編者名 辻本 文雄 発行年 2019 商品コード 1030352329 

症例集に徹した前著とは異なり，充実した総説で，マンモグラフィと超音波検査の特性の違いを明確に
している．解説は，前著同様，判定当時のカテゴリーとコメントからスタート．前著を補い、強める一冊． 

心電図ドリル 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784906714148  

著編者名 杉浦哲朗 発行年 2013 商品コード 1030134667 

心電図の学習を目的とした書き込み式ドリル．臨床検査技師を目指す学生だけでなく，医療職を目指
すすべての方におすすめできる一冊．きれいで見やすい心電図と，焦点をしぼった解説で，楽しむ勉
強方法を提案． 

乳房超音波Q&A 

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 9784902380224  

著編者名 佐久間 浩 発行年 2006 商品コード 1030134666 

「いまさら聞けないあんなこと」から「精査の決断に必要な専門知識」まで，みんなの“知りたい”を読み
やすいQ&A形式でまとめた１冊．乳房超音波検査のあらゆるシーンに対応． 

腹部超音波テキスト 上・下腹部 
改訂第3版 
（Atlas Series超音波編 Vol.7） 

同時1アクセス（本体） ¥28,600 

同時3アクセス（本体） ¥57,200 

冊子版ISBN 9784938372842  

著編者名 辻本 文雄 発行年 2002 商品コード 1030134668 

500を超える症例で腹部超音波を徹底解説．解説のすみずみにまで臨床実践に役立つ走査・読影の
ポイントを満載．分かりやすい解剖図と充実した疾患解説が超音波の理解に役立つ． 

新規配信タイトル !  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

好評配信中タ イ ト ル !  
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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． 

イチから学ぶ!大腸CT検査 
 ―実務・症例・基礎知識― 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥24,200 

冊子版ISBN 9784906714636  

著編者名 服部 昌志 発行年 2018 商品コード 1030071700 

前処置から腸管拡張，撮影条件，大腸解析まで，大腸CT検査（CTC）の実務を詳細に解説．大腸の解
剖や機能，大腸癌取扱い規約，病理画像も充実．良悪性疾患，内視鏡挿入困難例も含めた６５の症例
を掲載． 

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． 

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． 
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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 
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好評配信中タ イ ト ル !  

2019年5月 

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． 

「おっ」と思わせる!超音波検査報告書の
書き方 消化器/消化管 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784902380675  

著編者名 寺島 茂 発行年 2010 商品コード 1030071701 

この症例では何を書けば良い？どこの所見が重要になる？そんな疑問に答えます．各症例毎にレポー
トを書くときのポイント，コレだけは書いて欲しい項目，観察や読影でのコツなど使えるテクニックが満載． 

「おっ」と思わせる!超音波検査報告書の
書き方 心臓/血管 

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 9784902380682  

著編者名 寺島 茂 発行年 2010 商品コード 1030071702 

この症例では何を書けば良い？どこの所見が重要になる？そんな疑問に答えます．各症例毎にレポー
トを書くときのポイント，コレだけは書いて欲しい項目，観察や読影でのコツなど使えるテクニックが満載． 

「おっ」と思わせる!超音波検査報告書の
書き方 検診/泌尿器/産婦人科/体表
臓器 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784902380699  

著編者名 寺島 茂 発行年 2010 商品コード 1030071703 

この症例では何を書けば良い？どこの所見が重要になる？そんな疑問に答えます．各症例毎にレポー
トを書くときのポイント，コレだけは書いて欲しい項目，観察や読影でのコツなど使えるテクニックが満載． 

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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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【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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