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10.
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合流異常研究会, 出雲, 2020, 11.
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75回日本消化器外科学会総会, ポスター, Web, 2020, 12.
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38. 井上 栞, 田 鍾寛, 池田 孝秀, 伊藤 慧, 浅野 史雄, 南 裕太, 山岸 茂, 吉川 俊輔, 岡 智：高齢者大腸癌に対する治療成績. 第75回日
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