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情報技術の進歩と病院薬剤師の今後

～浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部・医療情報部の先生方に聞く～

厚生労働省事業「医療情報データベース基盤整備事業」
（ MID-NET ）の本格運用が2018年度に開始され、
® ＊

医療におけるIT（Information Technology：情報技術）
やAI（Artiﬁcial Intelligence：人工知能）の活用が期待
されています。浜松医科大学医学部附属病院は、1996年から独自のデータベースシステムを活用して臨床研究を
推進、2011年からはMID-NETの協力医療
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