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＊の原稿は，本誌発行の約 3ヵ月後に J-STAGE に掲載されます。

〈表紙の画像〉
「大動脈二尖弁の血流特徴（一例）」
画像提供：中間菜月先生（早稲田大学大学院先進理工学研究科生命理工学専攻）
収縮期の大動脈二尖弁の血流特徴は，共通してジェット流と渦流がみられる。→詳細は p.35 参照。
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