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す︒しかし︑この事業で税金が

スタッフ全員の
意思統一

の医局に人が少なくなり︑関連
病院に医師を派遣できなくなっ
たり︑大学病院そのものの仕事

14

なえない量です︒

免除されるのは社会福祉法人だ
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臨床研修指定病院
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基準は達成できると思います︒
厚労省でも３０００ 人とい
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