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■エキスパートによる RSNA 2017 ベストリポート

1．領域別最新動向：CT ＆ MRI の技術と臨床を中心に

・頭部（中枢神経系を中心に）･･･････････････････････････････････ 渡邉嘉之
・胸部（肺）･･････････････････････････････････････････････････ 梁川雅弘
・乳腺（ブレストイメージング）
･ ････････････････････････････････ 中島一彰
・循環器（心臓を中心に）･･･････････････････････････････････････ 中村壮志
・循環器（血管系を中心に）･････････････････････････････････････ 菊池穏香
・腹部（肝胆膵を中心に）･････････････････････････････････････ 市川新太郎
・骨盤部（女性臓器を中心に）･････････････････････････････ 竹内麻由美ほか
・骨盤部（腎・泌尿器・前立腺を中心に）･････････････････････････ 吉廻 毅
・骨盤部（下部消化管全般）････････････････････････････ 龍 泰治 / 吉田広行
・骨軟部･････････････････････････････････････････････････････ 野崎太希
・小 児･････････････････････････････････････････････････････ 細川崇洋

2．CT の最新動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 辻岡勝美
3．MRI の最新動向・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原田雅史
4．US の最新動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 矢田典久
5．核医学の最新動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三田村克哉
6．デジタルイメージングシステムの最新動向
FPD を中心に･･･････････････････････････････････････････････ 田中利恵
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9．CAD システムの最新動向

AI の動向も含めて･･･････････････････････････････････････ 藤田広志ほか
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