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90 2011年3月11日東北地方太平洋地震時の津波被害地域における避難事例
―ある幼稚園の場合―
『作品展示・ポスターセッション』
会場：フォーサイト21 ホワイエ（10階）
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Ａ 後期高齢者における運動能力低下に対応した近隣移動のための用具のデザイン研究
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物理的吸収促進法を用いた薬物の経皮デリバリー技術の紹介
大沢記念建築設備工学研究所の紹介

