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放射線災害医療学講座 
 

論  文 

〔原 著〕 
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Medicine and Public Health Preparedness. 201912; 13(5-6):853-858. 
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研究発表等 

〔研究発表〕 
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長谷川有史. 原子力災害に対応する人の意識に影響を与える因子の検討：コミュニケーションの視点から. 第24
回日本災害医学会総会学術集会; 20190318-20; 米子. 
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29; 福島. 抄録集. 98. 
 
〔シンポジウム〕 
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