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について～. 第 186 回日本口腔外科関東地方会, 東京都, 2008
23.Nakamoto N, Sakata Y, Kokabu S, Yanagida A, Kanetsuki M, Kobayashi A,Yoda T:
The possibility to form new bone by using osteogenesis devices placed between bone and
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