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畝井浩子：TDF より TAF 変更例における血中クレアチニン及び eGFR 値の変
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9) 山﨑尚也、丸山栄子、杉本悠貴恵、村上英子、宮原明美、池田有里、喜花伸子、

石井聡一郎、小林正夫、藤井輝久：妊娠 4 ヶ月で実施した HIV スクリーニング

検査が陰性であった母子感染の一例. 第 32 回日本エイズ学会学術集会・総

会.2018 年 12 月 2 日～4 日.大阪 

10) 新谷智章、山﨑尚也、岩田倫幸、齊藤誠司、岡田美穂、松井加奈子、畝井浩子、

藤田啓子、濱本京子、木下一枝、池田有里、藤井輝久、柴秀樹：抗 HIV 薬が口

腔環境と味覚機能に及ぼす影響. 第 32 回日本エイズ学会学術集会・総会.2018 年

12 月 2 日～4 日.大阪 

11) 村上英子、山﨑尚也、藤井輝久、宮原明美、池田有里、石井聡一郎、藤田啓子、

畝井浩子、杉本悠貴恵、丸山栄子、喜花伸子、齊藤誠司、高田昇：ワークショッ
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年 12 月 2 日～4 日.大阪 

12) 井上暢子、山﨑尚也、藤井輝久：ART 療法開始後に自己免疫性溶血性貧血（AIHA)

を発症した一例.第 88 回日本感染症学会西日本地方会学術集会.2018 年 11 月 16

日～18 日.鹿児島 

13) Teruhisa Fujii Naoya Yamasaki, Seiji Saito, Tomie Fujii. Individualized 

prophylaxis can contribute to decreasing annualized bleeding ratio(ABR) in 

adult persons with hemophilia A. XXXIII International Congress of the World 
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期延長型第 VIII 因子製剤 BAY 94-9027 の安全性と有効性:日本人サブ解析の結
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19) Naoya Yamasaki, Kyoko Kajihara, Hiromi Nakagawa, Michiya Yokozaki, 
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