1956年に160床でスタートした永寿総合病院は、2002年、現在地に400床

図表 外来化学療法で使用するレジメン説明シートの例
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鑽に励んでいます。

製室のレイアウトや機材、運用などに

外来化学療法では、調製者の安全と
患者さんの安心に十分配慮

院 長：湯浅 祐二
● 病 床 数：400床
● 外来患者数：1日平均約800人
● 外来患者への処方箋発行枚数：1カ月平均約10,000枚
院外処方箋発行率：約97％
● 薬 剤 師 数：21名
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