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A

ひまし油を用いた新規柔軟性材料の開発

B

多環芳香族を用いた蛍光材料の創製

C

マイクロ波照射法によるピリジン環をもつ4-PBA類似体の合成

D

3Dプリンタによる製作物

E

フェノチアジンを原料に用いた蛍光性高分子の開発

F

美容皮膚科学におけるイオントフォレーシスの有用性

