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慶應義塾大学医学部卒業
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慶應義塾大学医学部外科研修医修了

1993年 3月
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Vol.18，No.13
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2013

著書 『インフォームドコンセントのための図説シリーズ
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4巻No.41、No.40
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論文 「医療事故が発生したときの対応」臨床泌尿器科 57号
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論文 「宗教上の輸血拒否と代替療法」小児外科 35号
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invasion and lymph node metastasis", Gastric Cancer, No. 6
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論文 "Clinical usefulness of chemosensitivity test for advanced
colorectal cancer", "Independent antitumor spectrum of UCN-01
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detected by MTT assay", Anticancer Research, No. 23
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論文 "Antitumor activity of doxorubicin in combination with
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2002
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