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各病院での薬剤師による医療安全に対する取組みをシリーズでご紹介します。

注射薬取り揃えと
手術室セット薬品管理における
インシデント防止対策システム
大分大学医学部附属病院 薬剤部

大分大学医学部附属病院薬剤部では、システムの構築・
運用により、注射薬を中心に調剤業務でのインシデント
低減と医薬品補充業務の効率化を図っています。シス
テム導入の経緯と運用方法、有用性について、薬剤部長
の伊東弘樹先生、副薬剤部長の佐藤雄己先生、治験管
理主任の西村文宏先生に伺いました。
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