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第14回日本緩和医療学会
う。

緩和ケアとプライマリケアの融合を目指す

一方，OPTIMは，その成果とし
て緩和ケアの標準化などが期待さ
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爆病院の緩和ケアカンファレンスに
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緩和ケアとプライマリケアの融合であることが示された。

〜初期臨床研修のプライマリケア研修〜

緩和ケアの基本的態度の習得に有用
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重要なことは，プライマリケアの基

宅でのEnd of Life Careを支えるに

であるという。
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