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〈表紙の写真〉
「Hyper SCOT プロトタイプ」画像提供：東京女子医科大学先端生命医科学研究所TWIns（東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医
科学研究教育施設）に設置された，スマート治療室プロジェクトで開発中のHyper SCOT プロトタイプ。→詳細はp.58参照。
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