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山岡邦宏、田中良哉
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山岡邦宏、田中良哉
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日本臨床社 88-93
中山田真吾、田中良哉
「T 細胞」
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骨・臓器ネットワークとオステオサイト
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「シクロスポリン」
リウマチ・膠原病治療薬ハンドブック 川畑仁人編集
文光堂 166-169 頁
岡田洋右、田中良哉
「悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症」
内分泌症候群（第 3 版）. 柳瀬敏彦編
日本臨床社 425-429 頁

平成３１・令和１年（２０１９年）
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