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 3. 下部尿路症状治療薬の使い分け ……………………………………永井　敦 146 （900）
1. 下部尿路症状の評価と診断　2. 薬の基礎知識　3. 過活動膀胱が疑われる場合での考え方　4. 前
立腺肥大症が疑われる場合での考え方

第７章　血液・腫瘍の薬の使い分け

 1. 総論 …………………………………………………………………………山内照夫 152 （906）
1. がん薬物療法の目的　2. がん薬物療法の効果と副作用　3. 抗悪性腫瘍薬の種類　4. がん患者の
状態　●Advanced Lecture

 2. 鎮痛薬，制吐薬の使い分け ……………………………片山英樹，久保寿夫 156 （910）
1. 薬の基礎知識　2. 鎮痛薬の実際の使い分け　3. 制吐薬の実際の使い分け　 
●Advanced Lecture

第８章　アレルギー・膠原病・骨関節疾患の薬の使い分け

 1. 総論 …………………………………………………………………………山村昌弘 162 （916）
1. NSAIDs　2. ステロイド　3. 免疫抑制薬
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