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ル

……《高島義徳、原田 明／大阪大学》

第7節 シクロデキストリンによる環境浄化─汚染油中の

有害物質を除去・回収できるシクロデキストリン材料─

……《木田敏之、明石 満／大阪大学》

◆ 第8編 安全性評価と課題

糖タンパク質バイオ医薬品の開発と品質・安全性評価

……《川崎ナナ／横浜市立大学、原園 景、石井明子／

国立医薬品食品衛生研究所》


