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2006.11.９
16. 高田真吾. 鳥取県中部喘息座談会. 鳥取県中
部医師会学術講演会 倉吉シティホテル (倉吉).
2006.11.10
17. 光延文裕. 温泉を利用した健康づくり講演会.
財団法人東郷温泉龍鳳閣振興公社龍鳳閣 (湯梨
浜). 2007.１

