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機構三重病院で小児科医として、運動誘発ぜん息などの研究診
療に従事。同時に現役レフェリー、三重県審判長としても活動し、
日本協会では審判部、アンチドーピング特別委員会委員、医事
委員としてハンドボールと深く関わる毎日を送っている。
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