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【診療上の悩み】
病院選択・信頼関係・告知・コミュニケーション・理解不足
【身体の苦痛】
痛み・症状・合併症・副作用・後遺症
【心の苦痛】
不安・恐怖・うつ・孤独感・生き方・人生の意味
【暮らしの負担】
家計・就労・家族・人間関係・社会復帰
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（静岡がんセンターによる静岡分類の４つの柱）
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医療の最前線

医療の最前線

どのような働き方をしてもらえばい

司が、「就労と糖尿病治療両立支援

