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■エキスパートによる RSNA 2018 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

・中枢神経系･････････････････････････････････････････････････ 渡邉嘉之
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・骨軟部･････････････････････････････････････････････････････ 青木隆敏
・小 児･･･････････････････････････････････････････････････ 半田淳比古
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肝画像診断へのディープラーニングの応用
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