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大事なことは重症化を防ぐことです。

【Ⅱ重症化を防ぐことが大事】
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なぜ、人類だけが違うと思うのでしょうか。
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であり、時期です。
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そのため高齢者で基礎疾患のある方は、自

できることもあります。
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謝の言葉を述べられ、

いところは、職種の壁を越えてケアーを考え、

協力できる関係性だと思っています。ケアー
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