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SYNAPSE VINCENT の画像解析技術で
緊急 IVR の迅速で正確な手技をサポート
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● MRI
・腹部 MRI の最新技術紹介

14

─体幹部イメージングにおける技術進歩（GE ヘルスケア・ジャパン）･･･････････
・圧縮センシングの応用技術“GRASP”
（シーメンスヘルスケア）････････････
・日立 1.5T MRI における Whole Body DWI 撮像技術（日立製作所）･ ･････

16
18
20

・SIGNA Works（シグナ・ワークス）

● DA
・血管撮影装置用 FPD の到達点

● PET/CT
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・腹部領域における「SYNAPSE VINCENT」の技術紹介
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IMAGE ANALYSIS SOFTWARE ─ next advances
次世代の画像解析ソフトウェア
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