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研究要旨
日本国内のエイズ発生動向報告数を基に、人口動態のうち特に年齢動態に焦点を当てた HIV 診
断者の出生年コホート分析等を行うことを目的とした。初年度は分析に必要になる基礎データを
NESID から抜粋し、出生年コホートに必要になるデータの整理を進めるとともに先行研究をもと
に分析方法を検討した。2019 年度以降は二次分析を行い、還元方法を検討する。
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Ｃ．研究結果
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