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2019年 新規配信タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 

アクセス 
（本体） 

同時３ 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

肺  
（胸部単純X線アトラス Vol.1） 

芦澤 和人 2006 9784902380194 ¥9,900  ¥19,800  1030534295 

縦隔・胸膜他  
（胸部単純X線アトラス Vol.2） 

芦澤 和人 2008 9784902380347 ¥9,460  ¥18,920  1030534296 

腹部単純Ｘ線アトラス 船曳 知弘 2005 9784902380149 ¥9,240  ¥18,480  1030760006 

Dr.辻本の乳腺診断 2 ―総説+カテゴリー分類MMG vs US― 

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． 

著編者名 辻本 文雄 
発行年 2019 

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  
商品コード 1030352329 

Dr.辻本の乳腺診断 ―カテゴリー分類US vs MMG― 

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． 

著編者名 辻本 文雄 
発行年 2017 

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  
商品コード 1029883425 

イチから学ぶ!大腸CT検査 ―実務・症例・基礎知識― 

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． 

著編者名 東海スクリーニング大腸CT研究会 

発行年 2018 
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  
商品コード 1030071700 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

乳腺アトラス 川島 博子 2008 9784902380392 ¥9,240  ¥18,480  1030760005 

3冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥28,600 ¥57,200 

コンパクトな１冊に，長年の経験で培われた実践的で臨床に役立つ構成
と内容がしっかり収められた，使いやすいアトラスです． 

放射線科医のみならず，若手医師，スキルアップを目指す診療放射線技師にお勧め． 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

臨床編:健診領域 ―過去問分析～出題のポイントで学ぶ!―4訂版 2018 9784906714612 ¥10,560  ¥21,120  1029883426 

臨床編:消化器領域 3訂版 2018 9784906714629 ¥10,560  ¥21,120  1029883430 

基礎編 ―過去問分析～出題のポイントで学ぶ!―5訂版 2019 9784906714711 ¥9,460  ¥18,920  1030760007 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

若い診療放射線技師こんなときどうする? ―困った悩んだ― 坂野 康昌 2012 9784902380958 ¥8,360  ¥16,720  1029883427 

消化器/消化管  
（「おっ」と思わせる!超音波検査報告書の書き方） 

寺島 茂 2010 9784902380675 ¥9,240  ¥18,480  1030071701 

心臓/血管  
（「おっ」と思わせる!超音波検査報告書の書き方） 

寺島 茂 2010 9784902380682 ¥10,340  ¥20,680  1030071702 

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

寺島 茂 2010 9784902380699 ¥9,240  ¥18,480  1030071703 

手にとるようにわかる若手CEと学生のための臨床工学
ハンドブック 上 ―教科と実務の橋渡し―改訂新版 

東邦大学医療センター
大橋病院臨床工学部 

2009 9784902380484 ¥12,100  ¥24,200  1030499485 

手にとるようにわかる若手CEと学生のための臨床工学
ハンドブック 下 ―教科と実務の橋渡し―改訂新版 

東邦大学医療センター
大橋病院臨床工学部 

2009 9784902380491 ¥13,200  ¥26,400  1030499486 

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） 

辻本 文雄 2002 9784938372842 ¥28,600  ¥57,200  1030134668 

手にとるようにわかる超音波検査法 改訂版 永江 学 2001 9784938372811 ¥14,300  ¥28,600  1029883428 

心電図ドリル 土居 忠文 2013 9784906714148 ¥4,400  ¥8,800  1030134667 

乳房超音波Q&A 佐久間 浩 2006 9784902380224 ¥7,700  ¥15,400  1030134666 

Autopsy imaging (オートプシー・イメージング) 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 

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． 

著編者名 阿部 一之 
発行年 2015 

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  
商品コード 1029883429 

 超音波検査士認定試験対策  
        ―過去問分析～出題のポイントで学ぶ!― 

東京超音波研究会如月会 著編 

3冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥30,580 ¥61,160 
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