１．

はじめての腹部エコー・ステップアップ編！
じめての腹部エコー・ステップアップ編！

2015 年 11 月 くりさぽ最新刊！
くりさぽ最新

はじめてのエコー テキストシリーズで売り上げナンバーワン！の「はじめての腹部エコー」に「ステップアップ編
テキストシリーズで売り上げナンバーワン！の「はじめての腹部エコー」に「ステップアップ編」が登場！
が登場！
プローブの持ち方、あて方など、市販の書籍にはない表現で、わかりやすく、なぜそのような持ち方をする必要があるのかを
生活シーンに置き換えて表現しています。バットの持ち方が間違っていたら決してホームランは打てないんです。
今からプローブを持つ方にぜひ！

販売価格￥
販売価格￥3,５00（送・税込）
（送・税込）

２～４．
『はじめてのエコー』テキストシリーズ

株式会社クリニカルサポート発行

腹部・心臓・頸動脈

今からエコーをはじめるにあたって、どの教科書よりも先に読んでいただきたいテキストです。
何千人もの方へ教えているからこそわかる、入門者の方がぶつかる「共通の壁」をまとめてみました。
「あなた」と語りかけるように書き、とてもわかりやすい書籍です。
オールカラーA4
A4 版 販売価格 各￥3,000
3,000（送・税込み）
（送・税込み）（セミナーテキストです） 株式会社クリニカルサポート発行

『医用超音波の基礎
５．
医用超音波の基礎』問題集（解説付き）
医用超音波の基礎 問題集（解説付き）
まだ持っていないあなた！も。既に持っているあなたも！！あの医学書のベストセラー
まだ持っていないあなた！も。既に持っているあなたも！！ あの医学書のベストセラー
2012年６月増補版登場！検査士を
年６月増補版登場！検査士を
年６月増補版登場！検査士を受験する半数以上
受験する半数以上が持っている！！今や必須アイテム！
が持っている！！今や必須アイテム！
全147問
問

解説付き 販売価格 ￥4,100
4,100（送料・税込み）
（送料・税込み）

株式会社クリニカルサポート発行

6～10．
．消化器・表在・
・表在・循環器・血管・健診
・血管・健診 ５種の 超音波問題集
超音波問題集！株式会社クリニカルサポート発行
くりさぽ！オリジナル専門領域の問題集！受験される方をはじめ医師の方にも驚異的に売れています！
日常診療においても使える本です。（
（表在は 13 年 6 月に増補しました
月に増補しました）
消化器：全
全 62 問 うち画像問題 35 問！

表在： 全 60 問 うち画像問題 44 問！

循環器：全 60 問 うち画像問題 25 問！

血管： 全 56 問 うち画像問題 26 問！

健診：全９９問 うち画像問題５４問！

販売価格 各

￥3,780
3,780（送･税込み）
（送･税込み）

11．やさしい超音波装置の調整方法～エコーの上手な弾き方～
やさしい超音波装置の調整方法～エコーの上手な弾き方～

健診は￥4,640
4,640（送料・税込み）
（送料・税込み）

株式会社クリニカルサポート発行

超音波装置にはボタンやつまみがたくさん！どこをどんな時にどう調整するとどう変わるのか？
なかなか、そういう本はないと思います。装置が調整できずに見れるはずのものが見れないのは
ちょっともったいないです。あなたがお持ちの装置の性能を引き出すのはあなたしかいません。
オールカラー
オールカラーA4
版 販売価格

販売価格

各

￥3,780
3,780（送･税込み）
（送･税込み）

12．役立つ！使いこなせる！実践
役立つ！使いこなせる！実践
役立つ！使いこなせる！実践超音波の基礎
の基礎問題集！
2年連続 売上NO.1！の書籍。受験する方ももちろん。医師やの方にも非常によく売れています！
！の書籍。受験する方ももちろん。医師やの方にも非常によく売れています！
いい装置を持っても使い方が分からなければ無意味ですよね。
装置の調整方法を原理と共に問題として解き進める問題集です。
健診：全９９問 うち画像問題５４問！

販売価格 各

13．体動困難者エコーセミナーテキスト
体動困難者エコーセミナーテキスト

￥3,780
3,780（送･税込み）
（送･税込み）

株式会社 クリニカルサポート

発行

太った人・痩せた人・寝たきりの人・意思疎通
太った人・痩せた人・寝たきりの人・意思疎通のできない人・
のできない人・FAST
医療の現場ではこんな方を見るケースも多々想定されるはず。教科書通りにならないから難しいエコ
ー。ポータブルエコーの実践を記した今までにない書籍です。
オールカラー
オールカラーA4
版 販売価格 各￥3,000
3,000（送・税込み）
（送・税込み）（セミナーテキストです）

＊このチラシの書籍は書店では買えません。お申し込みは別紙にて！
このチラシの書籍は書店では買えません。お申し込みは別紙にて！
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14．使える腹部エコー小冊子
使える腹部エコー小冊子（白黒刷）
使える腹部エコー小冊子（白黒刷）

株式会社 クリニカルサポート 発行

ポケットサイズ（ ５版）の小冊子です。ちょっとこんなのあったら便利かな・・・？と試作を作っ
ポケットサイズ（A５版）の小冊子です。ちょっとこんなのあったら便利かな・・・？と試作を作っ
たところ、口コミで広がり商品化の要望がとても強かったものです。よく見かける疾患の見るべきポ
イント。他に得られる可能性のある所見。鑑別すべき疾患などを簡潔に書き出したものです。他にも
色々載ってます。

８6
6 ページ

販売価格￥
販売価格￥2,500（送・税込）
（送・税込）

（カラー刷）
刷）
15．分類（カラー

株式会社 クリニカルサポート

発行

エコーに関連する分類を 1 冊の本にまとめてみました。（心臓大血管・末梢血管・腹部・体表臓器）
オールカラー全 46 項目・80
項目・
ページ。
ページ。1 施設に 1 冊。是非どうぞ！分類
冊。是非どうぞ！分類
８４ページ

販売価格￥2,600
2,600（送・税込）
（送・税込）

（白黒刷）
16．聞こえ辞書
聞こえ辞書（白黒

株式会社 クリニカルサポート

発行

エコーをはじめるにあたって、ぶつかる「壁」の一つでもある「医学英語」そして、実は英語だけで
はなくドイツ語が混ざっていたり、略して話したりする、いわば「業界用語」のような言葉もたくさ
んあります。耳にした言葉を辞書で引いて
んあります。耳にした言葉を辞書で引いてみても、耳に入ってくる言葉は、あくまで「カタカナ」
みても、耳に入ってくる言葉は、あくまで「カタカナ」
みても、耳に入ってくる言葉は、あくまで「カタカナ」！
166 ページ

＊定価￥2,730
2,730 アウトレット品につき 販売価格￥1,800（送・税込）
販売価格￥
（送・税込）

（一部文字欠けあり）

入門者向き
17．はじめてみよう！頸動脈エコー
はじめてみよう！頸動脈エコー
はじめてみよう！頸動脈エコー（DVD）
）入門者向き

株式会社クリニカルサポート発行

セミナーを DVD 化しました。コツ・裏技などテクニカル的なことをまとめてみました。
超音波画像・手元画像・
超音波画像・手元画像・CG（邪魔な手をとりました）
（邪魔な手をとりました）・ナレーションが全て同期して
動きガイダンスします。大事なところは、文字表示します。
DVD 販売価格￥6,500（送・税込）
販売価格￥
（送・税込）

18．腹部エコー
腹部エコー ステップアップ問題集～解剖と基礎を理解しよう～

（写真は掲載しておりませ

ん）
基本の基本！！ 解剖！
解剖
参考書を丸暗記？？ そんなのムリ～！！ というあなたに！
オールカラー
オールカラーA4版
販売価格 ￥2,９
９00（送料・税込み）
（送料・税込み）

19．腹部エコー
腹部エコー

株式会社

US
US－ism

発行

ステップアップ問題集Ⅱ～エコーのサインを理解しよう～ （写真は掲載しておりま

せん）
サインの意味を問題を解きながら理解する！・・・すると、所見書きのバリエーションも広
がっちゃう！エコーの特性もわかっちゃう！エコーが楽しくなっちゃう！
オールカラー
オールカラーA４版
販売価格 ￥3,600
3,600（送・税込み）
（送・税込み）

株式会社

US
US－ism

＊このチラシの書籍は書店では買えません。お申し込みは別紙にて！
このチラシの書籍は書店では買えません。お申し込みは別紙にて！
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20．甲状腺・頸部疾患の超音波診断
甲状腺・頸部疾患の超音波診断

第3版

頸部の超音波に特化し、頸部疾患を多岐にわたり網羅できている書籍です。
頸部の超音波に特化し、頸部疾患 多岐にわたり網羅できている書籍です。
合計 108 症例分の多彩な写真を見事にまとめあげた「読みやすい」書籍だと思います。
施設さまに是非 1 冊！
金芳堂

京大名誉教授 小西 淳二

監修

販売価格 ￥6,260（送・税込み）
（送・税込み） 岩田

政広 笠木 寛治

河合

直之

著

21．ひと目でわかる！
ひと目でわかる！ 腹部・消化管エコー実習テキスト（基礎編）
腹部のエコーを今からはじめる・・・と言う方にオススメの書籍です。
ルーチンワークではどんな写真を何を目安に、どのような順番で見ていけばよいか・・・
非常にわかりやすくまとめた書籍です。
にわかりやすくまとめた書籍です。
ポケットサイズ（ ５版）７４ページ
ポケットサイズ（A５版）７４ページ

販売価格 ￥1,620（送料・税込み）
￥
（送料・税込み） 医療科学社 浜松南病院 杉山

高

著

22．ひと目でわかる！腹部・消化管エコー実習テキスト（
ひと目でわかる！腹部・消化管エコー実習テキスト（実践編）
ひと目でわかる！腹部・消化管エコー実習テキスト（
編）
腹部エコーを始める・或いは始めて間もない方にオススメの書籍です。エコーで疾患を見たときに、
どのようなところに注意しないといけないのかを臓器別・疾患別にまとめあげた書籍です。
ポケットサイズ（ ５版）１５７ページ
ポケットサイズ（A５版）１５７ページ

販売価格 ￥3,780（送・税込み）
￥
（送・税込み） 医療科学社 浜松南病院 杉山

高

著

高

著

23．ひと目でわかる！
ひと目でわかる！ 乳腺エコー
今から乳腺エコーを始めると言う方にも、撮っているがちょっぴり自信がないときにも、気軽に「使える」書籍と
いっていいでしょう。デスクの片隅にあるだけで、とっても便利！・・・非常にわかりやすくまとめた書籍です。
いっていいでしょう。デスクの片隅にあるだけで、とっても便利！・・・
にわかりやすくまとめた書籍です。
ポケットサイズ（ ５版）140ページ
ポケットサイズ（A５版）

販売価格

￥3,240
3,240（送料・税込み）
（送料・税込み）

24．腹部エコーの実学
腹部エコーの実学

医療科学社 浜松南病院 杉山

受験対策の
の参考書に！
！

既に腹部エコーを始めているという方にオススメの書籍です。
数ある腹部エコーの書籍。高価なものが多いので、買ってしまった後に「しまった・・・」ということが無いように。
一押し！の 1 冊です。施設に是非
施設に是非 1 冊置いておきたい書籍です。
B5 版

421 ページ

販売価格 ￥9,180
9,180（送・税込み）
（送・税込み）

医療科学社

25．表在エコーの実学～乳腺・甲状腺・その他～
表在エコーの実学～乳腺・甲状腺・その他～

浜松南病院

杉山 高

受験対策
受験対策の参考書
参考書に！

数少ない表在エコーの書籍。
乳腺はマンモグラフィー画像との対比を数多く載せ、甲状腺・唾液腺等もたくさんの写真を載せています。
まさに「待っていたこの１冊」
「待っていたこの１冊」超オススメの書籍です。
「待っていたこの１冊」超オススメの書籍です。
B５版

２９２ページ 施設に是非１冊！
施設に是非１冊！販売価格￥7,560
7,560（送・税込み）
（送・税込み）

医療科学社 浜松南病院 杉山

高

著

26.27 恋する心エコー（メルクマール編
26.27．恋する心エコー（メルクマール編
恋する心エコー（メルクマール編） ・ （実践編
実践編） ～心機能
心機能は 4 つの線で理解できる
つの
できる～
Amazon 心臓売れ筋部門で 1 位を獲得した書籍！
何故その計測が必要なのか。「心機能」をきちんと理解することにより、エコーが最も得意とする
「観察する」「感じる」の意味を教えてくれます。
(株)Scicus
)Scicus
販売価格

福田 大和 （福田心臓血管外科消化器科内科）足立 太一

（栃木医療センター）

メルマーク編：￥
メルマーク編： ￥2,700（送・税込み）
（送・税込み） 実践編：￥3,024（送・税込み）
実践編：
（送・税込み）

＊このチラシの書籍は、別紙申込み書で
このチラシの書籍は、別紙申込み書で FAX または、ホームページよりご注文いただけます！

