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〈図〉ロキタンスキー症候群の特徴と治療

第４回日本子宮移植研究会・市民公開講座
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〈図１〉日本子宮移植研究会の役割

での子宮移植の認知が十分ではない

〈図２〉
「子宮移植は倫理的に社会に許容され
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（図1，2とも木須伊織氏提供）

2015/11/19 20:14

