
農林水産省委託プロジェクト研究 

「生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発」 

- 化学物質チーム - 

農産物におけるヒ素およびカドミウムのリスク低減技術の開発(平成 20～24 年度) 

1200(前期)/1300(後期) 畑作物におけるカドミウムの体系的なリスク低減技術の開発 
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