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服用し続けねばならない︒五十年ほど
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護師４人、助産師２人、歯科衛生士１人、歯科技工
士１人、
事務職員６人が勤務する 床の有床診療所。

しまう病気で︑発熱︑全身のけん怠感︑ されていたが︑現在は薬により九割以
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﹁那須へドライブに行っ の︑結婚だった︒

"

で結婚した︒

那須塩原

ひ で ゆ き

原村診療所に派遣されました︒

どり着きます︒私は︑この四月

がさわら丸﹂で二十五時間半揺

'
'

２２

#!!$年（平成１８年）"!月#"日（土曜日）
第３種郵便物認可

