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第15回日本脳ドック学会

脳ドックのガイドラインを改定へ

理所見とよく相関し，エコー輝度が
低下している症例や潰瘍病変を有す
る症例は，同側の発症頻度が高い。
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小委員会からGLの検証と改定の方向性について中間報告が行われた。
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