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1. 「パワーバリアレス」が求められている
2. 腰負担を軽減する「パワーアシストスーツ」
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4. 外科用ロボットスーツ“SAS”のコンセプト
5. SAS の設計・開発
6. SAS 実機
7. SAS の評価
第 4 節 医療用 AR システム
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6. おわりに
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2. スポーツパフォーマンスの決定要素
3. 適応の新たな手段・目標・モデルの創出へ
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5. おわりに
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4. 利用状況
5. 現状課題
6. 今後の展望
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