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の三分の二を宣言下での生活を 余儀なくされました。 その間に
は東京オリンピックもありまし た。このような状況で も開催で
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も言われてい るので、侮
らないでください。
冬季うつの特徴として
・炭水化物や 甘いものば
かり食べたくなる

ピースプラザ

医）清新会

・いくら寝て も寝足りず
に過眠傾向になること
・気分が落ち 込み、無気
力となる。 自己否定的
になる。
・集中力が著しく低下し、
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