弘前大学医学部附属病院は、北東北医療圏の中核病院として、高度・高質な医療
の提供に貢献しています。薬剤部では「患者さん中心の医療」を念頭に地域がん
感染防止対策においても院内や他施設の薬剤師と連携し、抗菌薬の適正使用に
早狩誠先生と、薬剤師の岡村祐嗣先生に伺いました。
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図表2 AUD及びDOTによる抗菌薬の使用量推移
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図表1 抗菌薬変更内容の内訳
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