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1:.'炭化i的ト11こjヨける 1)¥，よtMciid
一 一 一………………
id百十J1'1料 ι院

本l出，11i計六似の.11，1，、'i，，;，)(; r，、19i'以
&υ;i出i~?r引("仏i丹、 M~m

出1I 巧
… 一一一一一一…ー.， ・ ・ 一品 ‘ ・

、1':'& '.Ii JJ 11 
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(礼，ii!:)

1. }日制tω火きさは 11*1:三長持IA存八4とすること。
2 日d入闘にi似il如何学Fが収オ;りさらない場合符、総入!)PTlのすべてさと総入等むきない場ftにl士、そ
の閣に 1))11紙 ( ) のどおりjど総入して、 日別lリl陥制紙lミ令iを鼻;泌必剥f付白，)サ寸明るこ
a 百日ノ、j二0)長官，'(，¥¥なt点l式、 j辻ド(/)とJお3り0

( 1. )対j(IjJ約千総論奴111待機
相談合災}i([ナるJ)のう旬、 r 11，.'1'1.1111，'1' J j閣に1ifl，おな!恨り多くの手作約 1111，]'街、 r :/11奴しない

IIIIII'J j閣に希?悲し ïj~い 11111i'合制入ナぬこと。
(日)分!1I['j附

オ~;的立110)別自:}í\J fこ絞める分!貯のうね、終ザi十23分!lIfな淑人すること。

( a) IfllWlI品分jiL¥-~幻閤

的障免許|ヤrfí滋lz泌総したXIJ 首IJil&ナる予定のめ験}J~分泌サな削入ずること。
( .:1) rf1uh1t必の成分:1'，欄

!，~分ず'd士、一般名 (J^NXI立INN) がある場合、にはこれ会飢入し(英字1 及び日本名)、ゐ:い
J)J!i't 1こは化合'1:ず'1 (b~'~竹)な記入することリ

( 5) J党./J続的/J'iIj)I:jj問
今1!1I0) lúv'漁殺の)占 l}líf~J附(íJ'(JJ則之 1j，、点力詩的似体) J:k. V'剤j防(そ11剤、討議J剤、川) H~入

十おことり
(日 )γ":iÎ~ i~ J'，るJ総労J分史tH闘

j総効分iJf[jな:記入し、ヰ;;}if!，1こJん服装5き匂f絡先IJ分知以…ド散り・(a 11'i)も・削入'ずること。
( 7) Y'7i!される対IJIiliX1;)::制J県側

i~~効i~~1J!から j附与されるザJ自~\Z 1立効l払街、 l[l~然も議会d持 lこ記入することの

(日)予t1!される111験の111'1む!隊
助下?の対級となる -1".どされる 1111殺の 11 的、 IIIH~ のブ:1:--:;;(~と;記入ずること。

(日)+11際関分欄
111しJ2ItJ+!1絞め|充分(本:IlU勾1(/)別部U，1ひ読める判In災以分のうら、|必然!日，，'y.統制l淡、 wよ淡!日1

4明治)Vj(必後臨床試験者卒詩 I'líhí相談又 I;xlí:;級品般的l以夕日後|ねI収納免符終γ{剣IlìW~以外のもの) l，j: 
n記入し、*泊ui，11ぴ'))JI)紙 L~ 誌にぷづ合絞汁ずる限分lこ対応した点数合組入十ること q

(10) l";¥Llされる 111sI'11渓分問
+11際討が紙lilr'ずる机!絞rW，ド10)IJIII白隠分 (%)1千)効l成分 iJ: 11ì千j 十ぬもの、新 Ií;，!，泉川前~í'Ì'tiOにあ

たるもの、続投与級協のもの、来 1 *，JII~I，誌議品にあたるもの、柄引 IJ自上限共~!Il-/lにあたるもの、一1:，
紀以外のl通分の5JI))会記入し、百1)紙 L~ 21こ1it;づき絞1計十1:i1?i.分lこ対応したぷ護士会員は人十る

こと。
(11 )相談の級')1(1fζよる訓|燃機

lW1r効n>!7Jの 11日際共同h':k験 lこ係る判 IU必 lこJìß・ ~}1'ずる場1:7-には、加l努i点数 ;fj:Wi]入ずること。
( 12)持%以機

相|住民阪分、 子却されど¥1 J1目指 1当:分及び判 In'iO) 取f( Jif!それぞれの}J11}~点数の合詩卜点世紀入ずるこ
とο

(13) 111淡いj終の概lalH仲j
十日 r~IJ~総合J(体的lこ誌は人すること。五r~jl批 11;i!'f ;j!jIIW1'C' 1;):1以決りきらないJお命党~;，こ 1;1:、その

11制にゆ1)紙()のどおり j ど llU入して、月刊紙 1i: 討~H ずること p

( 14)羽1111<1)1 '?fの!lflJIii11制
制 11淡 I付 ~fy.が以 1どに絞りjする場合lこはそのけをそれぞれ飢入寸ること ο

(])海外デ…クtb手1))IJして111ft討す鳴ることそ旨検討している1具合lこl士、 「仲1外データの:(;1)川あり J
と鼠:人十ること。

f必ブリッジング戦目許により|五lい，)0)臨床試験グータを付制作して1)1 i1存十ること金検討しており、

その努"i'['Ii、ヅリッジング試験のデザインミ宇 lこ I~Jずる十111W<在行う場イ??に 1;1: 、 「ヅリッジン
グ試験の十11絞めり Jと前日入勺!雄ること。

@I り 1~，Uli附試験者f 削ìt1 li しており、与をの試日免許 l'lllli侍 lζ|刻、r る中11絞殺行う場{fには、 r )I:IIW，t) l;liiI 
試験川11絞あり j と記入すること。



(:1)小川)IJ試験、 1\'lìilJ~ 行 JIJ ，t，t!i6Uit.び'itf・IJl' II~ lilílií~'， l í'，'í' J iJ ，"t粉々ど!I，'WU，L\mIJ試験について+IIM~
な l f'う .q;}í~~よ (j 、それぞれ、 f小川JlJ'\'切免の判 lM~あり j 、 r !l百11出，';'JIJ i:，t!!険ωIIIi淡あり J又

(，1: r '1'1 • IJ l' Ii~，!ìlíl:ll'h miJ試験のHlil~;b り j なげど 'liL~ 人 ;J~ ~:)こと。
ゆJ~Jリ1Ji.上 Ij，;'iJ¥験lごνコい'c+Il，Ui {i:f 1う川口、(よI，t、IJりリIJ党午前燃の持|絞めり jksiU人ずるこど、

(ゆ1111)白戦術lこ係る111談合11うJJJ}{I'1ιI.l旬、 [1)1刊誌'Ii~怖の 111絞めり J ~~ ì;l~ 人十るこ t~ (J 

( 1 :;)行:目先')~)，íû，11'11，，1 11' I ，~ [1.]'1ごJVJ，i' ~i:1i)>1，と '!I 川 L誌の氏名 !it.1Y1ijí }i(jI例
lfi験:')!JAu ，11' [，I'i ，1.1' 11) 11 i)戊lζあたり、 HWY.'J 的 1 1'な似たタj. (n l の)，llI I1J:i~がいるJ_!;}{í'に l土、その lÏ;

;(，f之O:)，m~:!;: 刈人ずるこど υ
行I!日HII ，淡 I~.;1;;:))11 ::，，: )'. i e:しぐいる外刈'!iI"J:誌にIt、JV(， 11> .，11'11こり1;11合{、j十土どり

(1(，) 1，') 'i{;検f応についてのiliJJ，U))i')lfliJVJ，j' (i/iY;;，111総(l('lj')I関
IdJ '7fìJ~~! ，~~ 1こっしγ(1/1，¥1，1こ刈IIIIiVJ ，i' (If;白色村|誌となたね)なれっているJ持{rlこ(;1、その交付

m: ~}lk. ぴ)<，)l IIÎlVJ ，j' (治験jll\~U;: 介 :/J')の|叫分、十1IítJ~イ I'， JI 11 {;:，it:人するとどり !liJ '1h!~主成分で
め-"JV( J党Ij 給路、*)J(ìlj~)1月ip:IFべ."J'~刈lがノ~IIIIのめ日)!:1í~ ど凡なるものについてImJi{i:ねっている
JM1干に h1，，) I，)'{I::: ，i'，:人し、 fド1I11ω?をに，Ji!ir肌A干会でそのI{l'<J:刈人寸ーらとと。

( 17) 1 ，'，題化Jjljl 川 lこねけら 1)ミ ltZ状ih~1問

111 ，11í)<.Jf~!o) i'I;!i1! I¥'! 0) ~)Iii~ Iとりいて、 ~~!~S$!h 日、.\1. /:1: E U トゴコし、て水似合 JI~ 1i)'している j持(ì-に
1<1:、それぞれノ)x\r~III ，i'，ヤ，}: {i: jl'L~人し、そのf告にノI\; ，辺、 "1:， {l;; ~Líri';JJ\ 併さ(' I米 (1D!JDイ1:，(<泌) J 
のように iiL! 人十とうこと。 JM~Iご 11:"，j.)ていん7いが1f;!l1!'I'XII:IjI討I'i ' (}) J!}，(トトて七、 1，，11.誌に記入

し、その{乏に({i験1)1)&(1:ド¥l.IJ:ljI前11な!兆 (2000イ1!.Hi験1)111，合)J )1.1;1: IEU (200 I 
11 '.Ij 1約))ul，l:うに削人ずること η

ポた、)j~ b~1!1I f.人.)1.1;1:E Uのしペ.J'~ 1.1こおいてJも、円以幼iill'C'υ)IJIJ党l土れわれてい点山、が、とれ

らの Irl':'干におい ()jll~)J自誌でホM~， ñ'; tj~ おれている JJJ íT:こしl旬、 Ijth (2 0 0 2{1刈IIWJ;fil.iでノJ¥，(~，) J 
のように記入L、これらJ:)、外山Irlで+11il，~ :))J!ill 1: liIl 1二幼11(3'(')./J~'I泌されている J劫(j- {ζ{士、その 1 ，

明先立Ii1'1'(，と I)~似"r~合「カナグ( :2 () 0 :¥1ドホ必))の.1:うにt記入すること、

( 1日)i品j.j'ti料!ぬ:1附
本市M'J的{氏物ilJGlll1I似こ添付する資料の，ll'{，:1::Ij'L~人ナること}

( 1 <))ね制限伏iiii())料、刊行J~ '(，、 jiji腕及。泌総先 ('I'l1a，~"、ヅアゲシミリ) 1附
本州統的)U!~:j) 日 :~IHこなど》川吋行 I .1'， ()I.'I"IIJIIヲ誌のJ)，ij'()'(こんってl土、純然"J)の氏名、 jijfM

&ぴilUI{-r j¥， ('Nl:ぷ治u.、ソァクシミリ trfj)' ) <'1:' illJ人η)ゆるこどり

なれ、 j剣持から0)11¥)(ト¥1、'ま?内':i};1:Jこの{聞に似人 ð~ した，111、月行めて t ，:.11 うとどに出:るωマ、
計~ itL!、'，k~人ilììれサ:0) 市:いよう lこするとと、点た、彼放すI ~;ìL!人すわ Jg{f(こ 1 .1:、 1，/とあ打。)11: 
才，0)¥1111ニ仁川Il{i:f.)ぺ)，こど"

1'1 ()YUr倹(j:')~I，討する j仮出Ji O)J持什 1';) 、 l.mlf\ 1土|ク;彼機体J:i'，及ぴそ U)所11~;I~'j!'a判:;'，k!人十イ》こ k，
(20)側々 {閥

め)1、1，;)1111?i!ωjぬuにおいてilJj'(， 'C' WIJ ~îHl， !JiJ'iイ!:1 i~，) f，J~ い場介l乙川、.1 '，'1 ， i) 111I ln (/)相 fo~tI;f(，待合
lM人し、その \~Î {i: IYI らかに寸るこど。

(:l) '1'，11/1; 111)1止米((似h腿tIIUI削II，(机lI『しくl仁は!よ刈t1.特l在ケ川;社従i主:ノ11'.11物知11山11けi点4り1終純礼品¥11，パlにごt絞主吋 vサ十)，→担め:)f治li験乙烈快〉父<:{υJ:a.絞弘、円寸十掬Jら3ニtど:が}μtti込さ
どる}行治7目験免品娘Eの!悶斗f命，，:ににl仁川:1:九1:，入、 〈そか寸jれLν〆;e4れ1.1'1斗|ト}二'，Ij却III~ミ似 IlnllJ X1土fノ1)1向111~~製品(/)"1自民'I'lu (1; ì l'l~人ず

る二どの

('1) irl 11; r咋1I抑止以科i{，':仏:川して制約される ~Ú験抗 (J_)JJb {干し，):、 fj泣い hmJ耗点以i.J:fj，む111Jど

ill~ノV'J~ô ご，~。
(，1)吋ijl，1i列j自12，(' :<<i']..' 1j!H') J 1) 1;， >¥¥¥ ，'，，'， 0).1 iりii111 iil'j {f: llI1討し とし、<-1.1tれ?に11、 1，有JJlが、呼JJlJ1 'l ;.;l~ ，'，: .. JYI 
応Ijlull{i:1金，[，)'1' J ど，'r，~人十るこ~:， 

ゆ1'1iら :}~M止する IÚ!W! ωj持{ì!、:.1士、 [' J'I (，!Jり，5MLぺl角る治験Jc: ，i'，"人ずるこど" :.1' t::、1fi!!決抜lM
fJHí が;じたっている.I，~ij {j- I ニ(よ、 Ht!)(~ ，:~!j1足iJ l，行仏、 J記 llti片山 )llíif品化 Jll 、 11 11r ず1 、 t広 Mi<fI~ ~J 、ソ
ァクシミリ前}}~~í: Irl~)、ずるこどの

fりiJf怪光品.JlidJVJ，i'，'，I， 111二 InJi~ð~vn 、る Jg (;-1;)入 {:~j::，必刈1M)I)J i i' ，'，，'， 11にJliil:ヴれている nt:そv)

俄う，'，;kJIIIIIり1)i j' 111111 11 .lrfit 11 ~1: ;t~人十おこん先日\I{け 'llh' ，:.j lì 定ilJl)J交の対 r4!1'1l11 1Iメl土石I少J丸山JlI
!'lÜ~KI'， I ，(こ，Jlîíじされている|%強 l'UII については、 Hij江 111こ加えて .I I'r J幻I~}} tJ ill:人ぺl碍らとと。

:1:1ニ、絡先的I，I~j訟以いや Ifi1:<iするJH介lこl土、そのげくそ必ず以人十ること。



(り認['1!iiによるl山衣?な:ij'i‘!i'lするJ4ijaには、 rWt'iltiによるjめげな:1I，'WUとiid人すること。
(21 )その{山

住所(法人にあってI:Uilこる*務所のTVi'{EJ自)及び氏名 W，人にあって I~:.f， rf):及び(~;，xftの
氏名)役所J 入し、 11i~終 rr1h !M佐治j収!ld~長布。キ'f;にありでは、 ~'í n支氏名の1ごに約狐得舎で議千~.:1…ド
( D ，HJ)会?抗日人すること。なお、殺す?とコ…ド迭す'~J\たない相続行は.~符=，…ドを「日!J!Jf) D
!lD!)fJJ ，l;:、 ['[ら ìll~険往々おhîuずる/'í'1北支持将口腕ドを: rI)D!J!JD!JH8HJ と飢入・ずるこ

との



月 IJiII~j栄氏 2
|民;J，IS，'，，'， '11:lìfJ ，:f(illiH1淡ゾ~)Júj(t<椛[ jLl' 

r{ì目完成分乱，~u 
jJU〉ii

J交/j出世間//ill!le 
'f;jt (~~-L，~)烈効分百i

f~)i:: ~れる éfJ)自13 父 l土先1)Jll 

11I、'i分llIf

Jilliiiピf料1MIII子iiJI.¥JUI 

'k iJí~ ilx~Will!i ":，(での
1)11'1&ヅ江 F ス

'k )JI!i {f: 11< 'i'J'iするす下lifl，lHllli，111談!ベ |コ 1 '111ifl判官IIHII，淡(，'，，'，:l'1)
分 W< ~ìfiするものにチュック 日 日 '1¥:lift ，:川lIi相1，淡(.)1臨床 :tpjMl!)
な(，1'L でくだ:~，、) 日 :l ')¥: ¥)ir，I'I(11I1i州統(JP臨床:，!Ji'/'i') 

Il 炉l 引:\)if ， I 'i'lilliHI ，ìß~ (，)1川vLlJ:454知ifV)!il:，)
[1 [i ')¥:lIff，i'!1和liill淡 (百i1 1:II，r点検)

[コ (j ')¥:liil，i'I'illli判l淡 (河口111 1 ，Ilt紛)

[1 7 ')I:lift，¥'11{IIIHII統的iiIl Hl/?ii lJ[ j:JI市り険)

Ij;，抗(1.の初、'll!'l'l: 1))IJMiωと:1'3~) 

HLt ::)れる111，1，')1ベ分 11 %Jj イj' ~j)l&づIfげf似!日li ，HI
仁1xJil川氏川i問介刈l
日加1.J'}:I j 

日羽生i)¥iliIJdIjM，
日 %IÎJ~I)MIQ!.i，終 1 111' 1
仁] ねりIIIiU同'¥1之lHI
iコ i)IJ形;uJJIlIと係る|舛;.¥li，'，，'， (11 fi持fi.J例IIIJ'1'のもの)
[1 似似~)jl'l ;::1ぷ JIJ l"iLJ介i'ilJ(1IJ::!Ii'mUIIIII'I'のもの)

IJl，t，'1 1'iiDI年jりl

]('ll!クUiullilにおける/lIliZJiltbli

1， ')~hitW<~ìJい刈 Il)Ji行lたれ、
191M、N!出務ずるhili，没。)191印刷

及。(j!I!絡先J(TGli件、 7i'1'/¥リ)

制11与

hitJIこJ:り|災被1'1111q ド IÌÎf ，H! fIII i Hl，淡の')~}jû! 合 (Ix~b'j し;J， '，J'， 
1勺戊 イJ'， ) 1 11 

fl: IJj (W)dこありて1J:， 1:1::，る'IL{'))I'lf())1川(EJUl) 
lん ず， (11，人にあって1;1、f，TI，ト及び代火打'0)氏名) riJ 

事Ii、'/:1i政法人|同i¥lj，'，，'，19;: j，:<1月~H:~総命指剣持

'1持 ff.センタ… l~ J;e~ 

(ji J;ロ…ド



( ttiii:) 
I JI 1紙の.Jd:id f;.j: 114.:1'.淡.1，)1.綿入4とナること。
2 1m入11制lこifli入IJPJIの十べてな記入“むきないときは、そのj闘に r))11紙( )のとおり Jと総
人しりl)fij¥{I;添付すること。

:3 巨隊長当病I~l川l日lトF併杓ド灼11出的i日拘{有11Iす刈i十刊'1ドnイ刈il耐側11州l削日川{相11絞7災I~Jj純総t毎;が依:，~瓶釧f引[1:役持;首紅総江記L日!人jみVì.法Jムミ討化ωl仁付は;)土!上:J以スス 1ドご0仰〉と主ね〕刈り。

( 1り)i治台がl験鈴狗!成占分詩淘t日Jり別j↓
1治11!験鋭誌削計|ト向'11削iI附!同Ij潟i込潟潟L封鈴i?;ドに:言lill主した..ll.f;): rr~ 111~する γ" í:Îrω討1隊員II~分泌 ~}1i:飢入しでくださ v'，

(記))1見分-'(，1関
成分1ft!士、一般名(.J^NXI:J:INN) がめら J効f?にはこれな飢入し C9~名 jえび 11 本名)、な

い場合には化'Y'1'， (兆名)会記入してください。
( :J) ，/党 Ij.ff浪路/剤Jf~J問

今/"1の治験lIso)j9;JJ終日行 (11'01勤役.Jj.・、以術的斤t符)及び持11Jf1(ノド剤、 11射納得)を記入し
てく討ささい。

( .1 )ニ予定される終鎖J分:liH間
i総!万~)Ì'Jf~仕:剤入し、ぷ尽にJ市狐持率き <'ll長3りJ分;ill 口…ド前 Jj' (日付i):Ii:首u入してくどさい。

( 5 )予iliされる効機父lゴ:jliJJ州問
i~~ J，りj当i~llJj均 h ら JVWI される効tl~XI立完/)取について躍l~:Ii:参考 lζ記入してくどさい也

(日)拡It'fJ )J!lIT'J附
))1)紙日より目楽河十る分担F:li:J!iIlんで犯人してください。

( 7 )州統資料総II¥r'j主|昨WII鮒
相l絞獄中|会総/11"ftiおお:II!J')VI(平成仁)'1'. L). J] )合前日入してくだ怠い。

(臼};A!iJIi.依}倒的ぶマの開発ヴ品一刈|朝
Ijq)ll1liHtIli相談災J/i1iiI， ~1'r 滋似iJ11時点におけるIlfI持自のヅ品一丸、():IllII十日空宇)在記入してくださ

( 9 )災』組合{刈到サ・る!)¥:JlIl!i干iIIIi判l総長C分欄
本j減匁!の日1)紙臼なおJ!{Hこ、依~1ïす勾る|当;分以チ以ツケイヒ付。してくださ b、。なお、 6と7の|渓

分l古賀{視して :~I地iな依~1'jすること 1:1:'0'会議甘ん。首111HJ試験のみな前({llIi*.J~ とするJtHi'1:1: (j 

街、 ;~111 和紙険 1:::))1じ之、筋IIlHl試験も糾illli刈裁とする場介は 7 会~選択しでください。

( 1 ()) 1後 1!1U.Ol必事~'/'I:J閥
11媛%'H子五路島ω取扱いについて 1 (í/勺)~ 2 a ;1'. ¥J JJ 1日終食瀞潔凝り D[)li:lSl Iナ)の約 1

俊光瀞伐に問lずる事岐に記載された Ij成1凡;捗î1rJ のlf1:~-t'/u 及。:rlitl射J:.のイ])IJ似1il)l，~"o/，(令
議会句。 lこ、 ~VJn点，fl，I1 の Ií;; /I記上の必製'/'I，~了、 日本T:淡討11会A4)11紙2-日枚1'iU交に:);とめたり1)剤t
tk論付(日1)紙に I:t必理~f乙応じて j除けを飢人)してく 1:: おい。 ポjと、:lf，~.針。己的 )1) 12;:'議仏XI;}:綴
!}(~対1m)リ'11ヨ，日"']1こ Jm~ぶされている場合 1:::1士、、1-'1日当mí.izの qJff1j符lこめたって.JIIHIIした!資料・概
泌(I1本 1:議制約八411)紙2-日枚:脱皮のもの)で代えることが?合成す。ただし、対読者m
íl::以降lこ新たな知凡が初られた場合や!?;機嫌j鼠の後 1むがあった場合、事前約制Ii判|淡0)ご脇{ム~í(1
llH地1.1.111年，1，¥¥iこおける:1た似合!凡|決して{11i戊してく 1ごさい。

(11 )予:¥UされるIjl納氏分欄
Ij l し 1M! ことが了:.~引される rjl 討j ぽづ}IこでF品ツク仕付してく/ごさい。

(12) Ijql市子j削指JVH隣
fjrilll訟阿出川11itJ~:兆カûH州仮設?似/1111年l，({こおける rjliî市予定 II;'J'JU I (ボ1点。'I'.L).JJ)な総入してくだ

おい。
( 13) 公延g ，)I~)控除lにおけるノ阿部:V~i川!制

中m淡島H裂のrfl~扮淡 0)よりI)il~について、 ;~~~~1lll{ムははFυにおいて íJi詰íl :li:Jlkil)，している場{:tに
は、それぞれ/Ii総|主14'，待合印入し、その後ろにij?(i淑f14dftfWAilF舎で「米 (19!Jllイj'./M8)J 
のように犯人じてくだ出い。 I1日絡には汗iっていえRいが1111験1/'父i:tIj 1針Ijl/'O.lJth'i'も、 lilJI去に記
入し、そ0)後ろに1/11娩IJIJil(IJIユあるい1;1:Ij 111出'q;.~!: r兆(2 [) () () "I'.IIIM決IJIJ/1(1) J Xは fgυ(2
() 0 1 {FljllW)Jのように淑人してくだdいの
;~た、:1~~主1，仏 EUのし、ゲれにおいても ~'ín支効能での/IIJ織が行われていないJji守であって、

これらの問符において日1)剤I)fl~で/j'~絡がなされている JMfHこは、 rj!11 (2 () () 2 '1 月リ効il~で水



体)J (/) 1:うに以人し、これら以外の1"1T'+II i淡:日~fJll ，~ I，i) じが'Jfillで /I~\t よされぐいる JMÚ'/こ 1:1 、
その主媛県，iJDI けれど JJ~a.M， 11 ・~\:' I力ナグ(:2 () () :1 {IリI1総)J Ii)，J:う h::i¥iJ人してく伐さし、日

(1 ， 1) ノド ')~)AIi(/， '1刊の，I'[ バí 1~'氏名、 l，ilj'閥、IiVJf，売する híJiú;之の 1 '1 1イI' J lIl及ぴi!ll絡先 ('(/t ， l ，fj、ゾ f作 i り) I1羽
"j，111伐のiiJ!約;保111となる，jJl"i，;;' 1 T'， (JU，，)問)"1:の.1M(lj"にあq て 1 :1、十U);~ ，れについて必J~:

JJI:JI'i ~I:'I1'r~人してく fござし、。
な:IJ、j投H'Iからの111)(ì"lt 、指 I)~~ij;はこの|附ド;J11人主れたj I[ 、 1i 什んでに11'い);すので、，l'~l;ì'l~ 、

'， k~人向JJL/:j';;O) f.'I~いようにお側L 、 Lt十。ポた、待状 YI ~;:ぷ人ペ)る Jjj ()' 1士、 じたる iuj，ý，:~ ~'，; 0) ，1¥' 
山氏名のJiJi1こり1'11なHしてくだ与い。

1'1 らげT似合 )~bf~ ぺ)，<:， 110;: Jiili の Jj}i'i' I::1士、， '11MI ，):利減1i~IVJi'dえぴそτぴ)，iji "fI itうJt(朴1:liL!人しぐく
1::'おい。

( 1，1)俄 )-5'~間
()) Jt' h ，) 1111"底的.!J{r0-においぐi!日T'， ，(り~J)Í!r依似合ld，以いj詩作 lこ l士、 jじ 111)111) 絡の 111 r::';tl:'(， ~j);な

記入L、その¥'1"なIV)らかにしてくだ怠いけ

(立)/1'，物J11.~，似品(i1 ，~'íj~JI"物 11 1.1I(IJ'~ ， II ， {i:(\~J') [:，以、 'j する村山ÝEIOél土il~: 叶「ることが凡iさ): ~l 
る Hr!~&般のJJj i'i' 1 こLl:、そ~1，ぞれ、 1 '1;)IJJlI L~，拠品 j 又 1 :1: r ノ 1;，1[泊 11 じ~1~燃 MIO) 1刊日'I![u i: iì~ 人
してく/之さし、。

(:1l)1'lい f品III具え技術合応)IJV(I\弘前 3れる rf~!bg!終のJJ，}îf{よ l士、 r)はい r制lぬえjJif.I:i川:JlJJi: 
lid人してください。

(1)リlil去効能でfi，少丹、NJJIJ1同叫んい).Jr1)1::111 ih!J ~L'・~!Í!i討している，JJ:}i}/.こは、 I百'{J)I'月;1，¥J JIJ 1";; ;1，1，品川
it'l'iit'lなjy，，1，1 'i ' 1 ど Ij'l~人してく 1:: さい。:);1と、1l~:1こ命中目先的川以必 1\llllこJriik されている J1，1
t.'に l 土、その]'î'J:..m応 I lJkUm俊治 j}{i:" ，!'(~人レC ください。

(it J' 1 "，:J~ J，Iliするめl敗。)1持伐に1，1:、 11'1 らが:J~M!i寸ゆる i'f iVj免 J ，~~記入してく i" さし、。 :Jもた、1{ìJ~~!

d，初出 (JHí'が~~:長っている 11，1 irlこ1:1、 H71仇柴山IJHi':(，、 IÎJ~fJl行のillj絡先，JIIリili'名、?自治lliI J 
及びソァクシミワ rl~ I} fJ: 'Ir~人してく 1::: ;::いり

@(，短う¥;Mli，ilVJoÎ' ，'，，'， IIIこ lil!ι 与れている刈 f?には、その 11 "'( どその仏1 うIt~ 対 I (IÍ!VJ ， i' ， \I ， lllil~" 11 i'i:以

人しでくださし~
(て)恥'lF~・ fll川している、X:1:1、flj川ぺJ'o í"!どがある j均介l士、M1-'X員以内の仇初、&ひ:ilJj絡先企，1~)I&

してく/ごさし、匂

(1 ())その111'，

住所 W"人にあってI'j:1，たあ '1IJ:!51昨のI.'IUI:JIU)及。氏名(り、人にあって1:1:'れ初、I，Ii.O'代点灯
ぴ〉氏名)伝記入し、ド正被 Mdl\~日illU I}[~ '~~ ，(~'~li;!こめ什て{士、、ii j実J，(;ノr，U)1"[こ11fdm併合む殺行口ぃ

ド (IHm {i:削人してく/ごみい。ぬ:;)'J 、~{，(，í ご J …ドな，j!J'1と市:し、ん"1:1::IUí' ~J …ド<'i: fDilDiJ 

りilりiJi) J ど、J'Iら Hì~j(;!~í:'.M M~'-J~0 )J (:J:'~殺J? とI …ドな l' Il D !) !) D D H 8 H JどilL!人して
く fふ~ ，、。



月1)品目様式3 (後~I議終占~に関する対関助P後)

*'lilll JYrl会11:p，¥制，)長依lI!){滋(後初災総，li，ll)
処 JlJl j附

治以1111寺
品)ffíîJYrl今ソ~hÍli
:11>' ¥:イ!1111在 治!被しない 11

1111¥ 

有効11Ji::'J}~，

分jl1
子jj!おれる投/J.m'liIMi/指1))r~ 

J'ÁËおれる純労j分J~i

T'叙される川訟法び)11 J!l: 

了ぺi!される)i)J古13父はより'JMk

うも絡|記持活，JUI的

相談の|足分 日後手自|絞殺， 1 ，'，;[， 11刻午:的 lfiJ~判生相談
口後発1232I511lililti悦+11絞

2fT:dEされる1112lljM:分

*11淡 I)~鮮のji児|時

j的iJのMi(ri)めパ(紛争HII絞汽ね)

主主目先j独|事|におけるj_Jkij総:1た汎

添付資料…際

本記l刊誌{州到のれ19jんお氏名、 i:iJI'が11え
びi出絡先('/'邸i~ 、 lï !J y\9)

11/11将

J二日仏によりキ打倒LVJ況の11{'，¥沿IJI)誌をit<lIa'jしボサ二

II正成 "11 )J 11 
H: J9f (法人 lこめのでは、=1:.1.とあれ務19'1'の I.~î'印刷)
j.¥; ~，(ì.ん人lこ tわりては、名称及び{\:;j佼貯の氏名) ドIJ

(議:行口…ド

事It.s'r. lr~.立法人 li;， I!恥~"i'l I低成{漁民ii総合{紛向
指~f.センタ…N: 般



<n.(i:) 
1 JI)紙山大きさは 111'r:~'~JJH九八・!と)，ぬこど。
1 lid人|聞に ihJ人 'IP l1ωヘ「ベて令 ìh~人でさ出:い ì: 81 ιにその{閣にけj仰~ ( )の!，ねり Jl: dL~ 人

して、 }jlj紙なも件付すること。

日 'jilJ人 1:<!)Wi .1:1: ，'.'，( 1:1、J;(1;(/，)，~~3 り d
( 1) k.)i(liJVJ， l'お)，Iliめ吋(IIII!N附

111談合:)S約十る JJのうん、 r ，W"i( 1111、¥'J j関!こ "riilit，: li)~ りちくの品情 11 1I.'J' êピ、 f前vf!し11;い
1111与J1問 l 二百'i~)!{ しない 1111 、，fJi~l:: ìlL~人ずること。

( 2 )イi!!)J1此分i'dl持
( 1白剤IJI&5)'の 'lj!k(l~ j'，{il、会'itlJ人ずるこ!，り

(:1 )分以|関

((:::IJII)(分の分以のみ記入するこ J::"削冷却lo)JjJ(11こIJ:，(J"IIII比うr1:そのう〉はな1'，:，(似人十

るこど。

し1) f-:，j~ されイ1')党 Ij 約附/六111信欄
I)IJ犯イ':(，)1;:していら{長崎|久;:¥')，'，/，O).f党1;主張問J!I.ぴ斉I)JI1について合、 Fllql，II'1汀…ド'}:イピ数々 にlu

人十ることの

(日) 予定与れる共li~JJ分WIII，I
f応 'VJ分布H了似人 L 、.'kJ l!，/~j，fi';IJ\ ，1¥:さむ終効分1;(/:1ード治J;'(:qii) (~・ 'Ild人ずるこ在。

( 0) J')jiされるJ11法及C):JI)l¥t1隙
r'Jh:している川W}/I.び川 II(~j: ，11，人ずることり

( 7 ) 予定おれる効的見1:)主力以|閥
('Jどしている矧IJli~ 止はがIJJ，j\令記入するこどり

(持)先13似然仙台!l':州問
う¥;Y，f.1内線IHlr}) J以必折、 11i'1~';"I:)V)IIIJ}/I.び紛糾'18'aUi: ii~人すらこと(，ì夕、"1 ずら ~M{tのみリ)。

(日) 111絞び川バ:分欄
総"j，.)， 1.1 11I淡の1.<分(後花1;1;:;秘仏ノ1:.11γ)':(I(JI'ij';');'I'1州fl持又l討を裕Yピキj品川'ftlll淡) 1こ子.;J:ツ

クするとど。

(10) f'叶:される q1j(I'j 1'(分|問
子 íJ:・されわ ql ，1J'W:分(目的自:刈)r~jj'j)JIIIこ係わ I:<'，~IJ ，'，，'， (11i'llilfl'Jリ11111IJ 'でたいもの)又1:1:1 

りの :l:そO)iIIIs)似拠品 (11f'11¥:fi.JUIIIIIIJ'マないもの)) IJ;' 'l'rIJ 人十るこ ì~ " 
( 11) 11I淡いjffFの概i時間

相|淡 iノ、~':11 {!:、 'ljJ~lよな終JII!した 1 :、 j主体的にJ11人するこど。

( 12)地，1)、の刈liliJザ'J，1' (fliH); 111総合ね)欄

I，i) '0)1全校1災;:41J，HI(ょっいもてぬれに刈IIII肋，¥'(ltIi IHllii!ii，iIJ') {i:ねっている.lJ，}u(こ1:1、その

;;;1:十I'ìI~J}Jえて):刈 IIIÎJVJ iI'の1<分、相1，1高年)]11なijd人ずること。J>i)イf!，;)J成分で£わって段/j終的、

幼íj~幼 ~j\符やIll~市1)が今 1"10) 1'11淡 I'd，! Iとiもん?るむのについて州統な行っているJl!(11こも1，;11;正
に記入し、 イ作ドJ)11 (/ω)1後免剣lにζ.)，ル1肌1¥"災1持持;;;ささ伊でそ υ的)I行守 r奇伝全ぶi刈{氾d人「寸J'絹~~♂る:l こ

(れ1日3沿) Iれ白，'}.思~う先U司汲jll川U付則11に;こに:二jJ刈I)'{る::1J式ぷj;似g:lがk持似1~1附
相 1 ，淡島I~! と 1';1 ，( f ';ÎJ成分の?長崎|災被品について、欧米lこれいで後路|見'.\~仏としてノ主総なJ[~

jl)，しているJ)，，}イ?にl士、それぞれノk泌111れ等合昨日人し、その後lこ'[(;泌司令，J11'; 11!J¥ 'II}:きで 1')1， (1 
n D D {ドIjk似) Jぴ.)，1:うに"11m1，: 布lW刊で l記入すること ο II~R記V~仰が↑;IV)(/)，1持什{士、 r 1; 1リ1J 

ど i託"I，~'J' るこど。
( 14)添付資料'欧州

本的1'1民(Id附MIII昨年にi，sHずる資料の .IV，;(~i: S~人ずる Jこど。

( 15)本品，1'I\'， i/K，Jifi的 )I! 、 'j お J~ 仏、 19ikl\)!I. ひ:減給グ'I~ ('(民illi、 アァグシミリ) 1闘
十:，mJ '11'Wdl1 0)減給;以11にたる.)11.吋 1，'1 :I'， ()I，:)d)1削減のJ，!，}{I'!こ tわっては、阿部("jJ 1:，っし、で

氏名、 1川1/1¥& (Y.i!JH~'r うも ('ilí: ， i丹、ツァクシミリ) 7，:刈入勺l'ることら
仕打、 1i主lJiなからの1111，)"lI:、従I)，n事はこの{聞に刈人eiJl，た，)11"i 1iあてに1i'うことになるので、

i1 ~J~ '11目、記入品HJl， ~'G~ 0)冷い 1:うにすること

( 1 (>)附1IJ1附



JI， líIJ1J IJヲ誌の場介には、その判 1 1'.うló~1;1r:制仕込者l聞に詩u入すること。
( 17)そのil弘

!10m (総人にめってはたど')，vJq!~mのIJÎ {l! J自)及びr~ れ W，人にあっては名利:及び代災行
の氏名)金制人し、 1~1級品終的JU<必然符符lご白めって l土、対 niHí::í'，の下 lこ的胡l潟ιきマ;殺すí':-:l-'"
ド (Dl1i) &記入するこど。なお、数:/5'と1 … J~' (JとJ守たないJJ1;J:殺;行口…ド{'"fflf)f)f)flu 

!J D D Jと背d入してください。



))IJ紙様，:1:;4

1')，'1二|久:彼等fI<:!，'，，'， 'jI:l)íJ ， I{íllli 十11 1[史')~!JíJi{/<'Iifi ，11: 

ri~ !lj9HJ現 11li のよf， {!j;):えびi泌~JIJ 'ifl~ U 

)'， iii ，~ J 1， ?) 1111日IJ

A，YII点出IIIIJ旬及ぴWf.人法{u(“の('，羽:

!l111，父I:):{む)11);'1)，の側 J~!:

l" Jt さAJ， ô ザbíì包、)，iJJJI~X 1土'I'I:@

14113ipf;ld|仏211¥ )"iiill年JUI

つ:J~);[I((j<!Jiiill年以
1111)民ツュ…ッ:

ゾ~hi!i 合(J:dkJ~?， 'jl:liil，I'I'illlilll，災|ぇ:にl l 判)íl 判官lI il l1.lj~ (安全'1'1:・('dJ'OT・'1)))))
分 (1火似ずるものlとチニ氏、yク 日 2 'j¥:liirJ'l'iIlli+II，淡 (j決然的11)¥15，免)
どと十lしてくど<lS，、) !こl ~l 'jfl'iiJ;iHllli H 1 i淡 (.1台市川:J 1{Ì'JJi~!)

1タ U)~( 1:の必'}J_(.j'1 日 IJiiJíのと ~'3 り

Fil目される1Ji，Ii'IIく分 [] %)11 ' 1 ノ I'， I;Uボヤii;í!t~IHI
[) xJl)llil<・{灼IJ.)ji)(JIjノ1:.I/，~減 t刊~IH，
1] ，ZJj矧'J@I')，/I'li;，絞り拠品

口 %1日，¥'I!l'el
'
)，'1 '，1ば彼等製品

日ねlJ1Jiltl
'
jノ1:似MPittト型VII11

日 対lÆr，~j白iJlIlこ{i{t?)I'j・ノ1:，I'Jf~j，C;判明IHJ

IjI;h'l l"i.iJI.¥'JVI 

Ifl}外lこ;J:H)'{) J作品{よ状 i，~I~

，.j，')ごJiíli{ム ~~i!}刈 I[ 、''I 1'í'氏名、
l計M、!I'i)J務ぺ)，{， hi!i ，i!l:のj'}I'(I:JUJ 
及びi点絡先 Ult，!，f;、 1;9ym

u/ll )5' 

1'，，1，\により 1144a!?JA1444 仏'jI:lìíl ， iHllli相 IM~のソ~)jí!j な 11<!J!J' i し{どすべJ

、|勺}~ 1，1'， JI 11 

11: m wu吋こんってIJ:、 J'たる '11:妨げrO)}~iMI!J)
J(; 1'， (法人に iわっては、名祢&()q~ .ji; 作山氏。1'，) 1'11 

3主羽!II、点Ir.Uれl'11吹立 !J; 人 li民、':~県応U(1)山川1hV1l1:川，1:r;:~J，-W，~i~Y~'1~介1;剣持

'ill' '，+d:ンクーj毛 I~~ 

(法行つ… F



(主):，ti!:)
I JIl紙の火器，51'，1:11 木工支持 JJ~偽八 4 c;す・ることの
2 1m入4闘に記入ヰ¥:IJ'jのvずべてな記入できないどさは、その↓閣に r)JIJ翻(( )のどおり jと鼠!

入し別紙1rrr.品1-1'ナること。
3 flj: IJ;.r~ÆIt1J，lì;il%WρcjQ)1t庁l'伽i1rl íiJl ~M)!ili依刺殺;総人 )Jì1i1 J:);~ 1ずのどおりれ
( 1 )被験製，II，Q)4'，:(lJ;lHJl織りIJ印刷闘

?11Yl免許ト ü11Í織に 1m)依したJえは向山泌する T'政の r{1~放論1~)JIJ 託'd+j-1i: 記入してください。
( 2) 予対;される j~()jIH 制

|必然1¥;11以僚機器J勾iお!illHili'約 1~訟の 2 )jIJ:I"ii12 I.i:議会:却に総統してく/之さいu

( 3 )例)j~緋1I1白及ぴ1捧入、せ遺伝子"Q)/，(r:fil;1制

I'd， nに合まれる榊l&filllJJill&'()ii浮入j段似:(.川既怖を:;)[!jllilできるようん:名称(例えば、ヒト(1'1 
B) 00 ，11 米締約シ匂ィ、、ヒト 00)段イI~ 子ウイノレソ、ベクタ…など) ~~rm入してくどさい。

(4 ) 川ìlDi. I~: f'I!ln)JIJ認の|既l1l!欄
JlJ泌 ()文 nl;射、 WM~内 J完封・キトゲ:>，19; Ij， íí，~l1fl'，lp) X 1;1:1'11川}J/1， (務jji'(l'fJIf¥'r.、 特\1向 'NÜ~);) の

11，児l1l!i¥:'泌入してくだdい。
( 5 )予犯される効筒、効月l':<.1北 '1'I， íl~11制

絡がJ押!D'現~ry;から JUJ1!1 おれる効能、効J.I~父 l立+'1:告白 lこついて努ìf以製品会護主将 1;:11(\人してくだお

(日)相目指燃料被告/1¥子総1時j抑制1
相11淡11H-:I'tdJ& IJ¥i1)flll tJ~ II，'J'JUI (平成。"1

'
，611)~削入してください。

( 7) lJrlllJ剤!和li初日炎災織が〈粉泌総11¥1時，1，'，(での111I予言ヴ誠一ズ櫛i
がIÌII判例HI絞災)Jili11< ~!r(議総11111年ぷにおける州事自のツコア eズ (tfî1lI相i符)札・首e人しでくださ

(お)災総合il<!W'(すむきが1)1)糾1出l十rr絞|式分欄
オ~J的知ぴ〕日IJ紙 7 0:誘惑I\(Hこ、(氏側ナる以分lこうF品 1ソクミと{、l してくだおい。

( 9)隊機1二の必弘H't11範
f後先!f射をのJI~;I泣いについて J (:¥IL)戊2:_; "1ミD)JJ lIi然食'併殺絡()0 () 1 ?fi 1 'J~うの箔 l

機先!海1誌に|具l十Qt)¥lIH，:紛紛された 1.¥1通防総仰のi政1剣中J1えび r1援対，~L:υ;刈rJ IH'I:J 0)総点な
装~ 15'1こ、~~読者 Ila ， FIω隠滅 1'，の必必ずJ:令、 II/fn:議却!l名A，JJIJ紙記-31交わり克lこ:J;とめた)JIWi
fと添付(jJIj紙lこ1;)必、製lこLtJじて待η・I.i;飢入) してください。 11，iこ、精ノ'N:員約川flf.ll:，隊派号事'W!
'¥/，.11.1ま倣うも刈iIriJj)J下1'，1，'， 1"1 IこJ開ïl:・されている場合lζl士、りi絞H~慌の 111納得にあたっ℃惚11\ した
資料 '\I~燃(r 1 /fヰ1:，銭。!l合A，1 JT!紙2-日校側{史のもの)で代えることがです?求す。ただし、
、州立J行総以外lこMたな知U¥Lが外られた機frや|波線機械の変化があったJ;場合、 1)1:1)11糾1111i十11日発災
Jfi!i依刺殺Hi，~I L¥ 1I/J' ，1，'ょにおける状1\"~1X:1!llとして作成レ亡ください。

(10) r'!世Jdれる1j1白書l送分開
1j1 LJ.M'J'ことがγ~切おれる111日両氏分にチよねツク役十jしてくだiさい。

(11) Ijql向子1i!1I，¥'}U)/織
+JrÎJllfl刊IIHmj1災総依~')'i滋総 I L\11.')¥ ，1，'ょにおける1j1徹子政附l割I(，ドj点。年ム月)令制入してくだ

さし、。

(12) 1(1);ýト lこ ~ll)'<，J ji~良部 :1た ìlè\附
十11絞刈~(の彼自負製品がJ民総おれている場イ?には、関~rl 、 if(似 q，、/民総ガI)ii~な romm (2 
o () a 1F.il'<総、 1[(必tiW¥1j1j)J のように記入してくださし、。

( 13) イ，;)~焔 1þ( ~~'1 の.Jn ，，~許氏名、 l川J!lI，、 WJ持jη!万脇絞のT!I1:{EJ 出及V::\Ill絡先(彼自民、 7"，' 11シリ) 1隣
オ，1-11斜10)減計十j部ねになるJ!!¥1'1;庁 1才" (:)1:ドiJIJI1織のJ;jHrにあって1;):、総数“iJ)について必綴

事，:11ぞと犯人してくださいの
ゐ，:~'J、機械から 0)//1 1合ぜ、お I}サミ予はこの|闘に記入おれた'，JII ，'j:行あてにfiいますので、Jl!l首目、

紛人ìlrJIれミn;の I;í~いようにお燃jいしょU "1'0 また、総数t(，~記入する助会l立、 t， it る組合作うもの/'î'
のJi;;;j'，ωlIi'ilこりnp仕付してくだおい。

1'1 ら ffT泌を;J:~hili'ずる 111;;向 1IのJ)Júに 1.1:、日iffh告は阪f刺殺|県lf，及ぴその所鵬首2燃料な記入してく

1:!.dい。



( 14)出ii待問
(1) )!;I"II)II認のJ持(i-1ご才'.1¥γOlj.1'，マブ'eiJltill'文相H';・1i'VtJ: ¥、.IJh(}(ごl士、 J!; 1"11)11殺の111f':，とれ 1'1';ij; 1(' 

d'jj人し、その i14 イ';;'!~1らかにしぐく/ごさい。
(;!)、11!l支効filJ'('品。ノレ決州)JJ 1 ' 1 ノ 1'，ド川氏怜 1，11~，'，，'，，;) j 1'; ，j， q ，的合怜討しぐいる n~íf(ご I士、 r <<1少渋川J)1I 

l'γi二似 i!l';i平 IJI~ ，\，'，m ，Î':， p ;:，'1 イ :1金，t ，i'!'J ど似人レぐく 1>" さい吟
(;れ1'11'， ')S)JI!i'，1ィ:J1f(1阪のJj，}(}にl上、 f 1'1 らが')ミ』討する Hì!~ß.!J tご lilJ 人してくた;:うい。 I、た、 II~!)!先

11ì~ ，'，，'， 'IJù IJH¥'が社:去りている，1).)i'i 1 ご 1:1 、 11切 ~IJel ，'，I，似 flti\' 1'，、 JhUl t/\ぴ冷似合引:"J! I 、 1 '1 fr弘、 'iii，川
治l}lk_()''7ァクシミリ fly~}~Î~SI~人してく 1，:: l~ ¥、。

(01却化対1(，IJVJ ， l' ，'，，'， 1 J 1こ1Iれじ占れているJリII'(，こl士、そのl?とそ?の』題化対11，11引1)l-i'j'u
llll.JliiJf 11なik!

人してく/とさいけ

(!l)M ド~dリ) 1I している、，\(1 土手 IIJIjする fづtがめる.111介 l 土、 M Fï~品Jz.lí' 山ず'] TfJ:及lJi泌総化合，ì~il&

L 亡く 1::'与し、“
( 1月)そのf111，

II!川 (ij，人にあって1:1:1たあ'J1l市rY['の!リi11リ111)及びJ¥:)(， (i):人{二iわって1:1:((，利;比ぴ代六 li'
のJ，i;!(，) (i: ， i~人 1 、 l'γI!1民:JM~)i; ij\~ 1¥11 íJ\~ )1d!J~ ッU15 行人\i}; lζtわってIJ入、'j絞氏名の 1;1 ，て .1 ，'1引JJ1 lq~ù で

治行・口…ド(!Hi i) {i:以人してく/之、在い。 fよね、栄町・:こ1… 1"{;;.j !iJ，: ~，:い )JI.t殺打ご!…ドな fD

D D Dリ!)日日日 J'ト、 1'11~)1{j月索令ゾS)， i'i'，I' る )JI:I、業 lí' ご!…ド<;: [0日DDリり日 HH H JどJl!
人してく 1:::I~ ¥、。



日リ織的iエロ5

f・7ァ夕、ンミリ j主的災| ヅアクシミリ':tl'fひ ()3-3G()(:I~~Ø442 

阪i効 HIn売布市浪!将校総総{白紙

);l;:f浴日: 平成 fド n 11 

[没紛れ]

制ti'l:fi政iよ人|泌総 IHII~'反対記機線総イヤ機械

?停活教務部 紛j，1'1，+11絞 NI')'il;卜I'tL!~'1 1円台

f首i奈川11I淡|式分:1!!:J自|気峨1111援策品、，~\tJ I II2;;ìJ総品、|泌総i祁外1日入防附IJ駄目、

|筏1)¥討議郎、11>タト滋断IlII?ifiIIlM，、:lIn銭J早川，'，、 |収1'12~彼等製I~'}I 、

IJI~ìlll ， r，'， o c r /0 L P /0 l'日 p絢誌、 l~ilJl\ IぬtiiGCP/仁干し p/GPSP洲浴、

flVI，I!&.lt(!，i字般，'，/，(;cP /G L P /(3 P S l'洲市、 GMド/QMS泊~，lJ:、 GCTP洲ílf.

一情iめ HI討HIII、，~ì :平成 )J 11 ( 制I1) lI;fjI 分~ 11"1' 分

!受:1、j潟:砂:

ぬ櫛JH:可符:

会社名:

判In売の11.1山行氏名14ぴiYf!1首:

*11級品B依籾ω打13ft庁氏名、 m胤1えぴ

i!IJ絡先(!tl:約、ヅアケシミリ): 

j"I総給対のJlH"r

(tle滋)

ff;昔iJh判11災以分JI附1:1司、す奈川するものにの内Ju;小lしてください。

日 交付治rj'I:l;、 f前1劾判!日誌の 111I，'i'についてJ!之総}除されてい求すり

3 r十nr淡糾dl!:の弘li~守 J 1liHこは、相談内務の概Illíi及び1!1\'弘行政治人以l~~ ，'， I"~詰暗号機脱総 f1機HlIから

ωIUI体内総会紛入してください。山i::1'3、目IJWJ¥どして添付するJ易ftl土、 1枚以内lこ簡潔に:)，と

めてくど i~ l.r¥なお、 f事li(ljlリJ針。11I )み滋(簡必中!日発)の「杭|談内科の{淡路j十時lこ愉効相!淡にお

ける機怖からの1m柊;を lì~入したもの会隙111ずることなもって代えることがマ念公ナ。



)JIH~~村llJ;\:; 6 

、 I~)& q， )J 11 

内うlt;: 

簡易相露首品U:lll:燦iヨのl，'(ait!lについて

、|勺Jt fド ) J 11 fごiJ'v、，tし1こ(j去す泣いち総IIJ1);新品、 山川I1民病 !IU1J 、I'<，~込郊外品、 IW I\，î;

JIJ I，II~ ，'，，'，、 いよ11.W品問、 11'外ρIIJiJIW人1早川J1、%)/1弘:，~~，HJ 、 |ザノ1'.1);:'1恥 ':\};~I~1¥11、似:J，~，¥，'， G C l' G 1. 

l' /(; p日l'品目向、 l災対11誉総ひじい/(; 1.ド/(; i'日i'洲市、 PJ:I，I:'け}:iヤト似!日Incド/n

LP GI'日1'，約町、 GMP (~ル!日制街、 n C T J>j州内)o)fl7i.¥J判i淡(伎十J'(i~ひ: C!Cコ

O(ヲ)Iこ対すみるj!HI:i十)，止の|人I'{川1(11総，1i'1(1I1こついて、特lこ1/111，立j，'，"(I:I:以'之けられ :);-¥1んでした

ので、 jlJHln 、 /ι し :J~ "，J~() 

耳目ヰ;、今後 xli1とにねられる幻1}， (IJや川知的路 11\ 怖によりfiJ'1釈が ~!'t;):> ゐJ，M介があるとと df

1]1 し紛え:/，中川

以 1: 

j主H枚数 枚 (i去fliftd了介u)

;'cf，! li' :重品、't.ijJI文法人 i今、 :V! ， \I ， I!';:1j詰~j主将;iぉ~tiNH昨

(相談合州、刊するi'H1lえれな，IL:，I&)

JI!、'i: (1:11淡.JII汁i:g 1(1 {I;' it12 )Ii点)



別総別議エむ7
ltUI21I11qFi}ijJHIUi惨tll¥11JI )の滋

11fafljt 介l JJ ド|

IJ I )2:， ;/i' 4'， {似の削fFjill11Af;庁と

1J1.i2:，波打;fi'4'，
iJfJl崎首111問:.!(，

iUi i1}I'胤作1I''¥i，I(，
fJfr 
~ILi 千邸前j時13向

'/r9'1¥リ治u
相談|送分 刈 íúilリjWì'災胎~;r')-立 11 相lり1づ〉日ly

治験成分泌 i} y{J級品目の…由党名 (jUi'/~ :í'， ) 減少j分立i得，yJ'

……………  一一一
[1Atll¥j司1:Jj'j]

1， 

2， 

1]1:1l1r陥i淡特別1"1



(11，ぷ)

1 JI]，j¥(山大きさ1:1、IIド1:業JJW'ri¥ :¥ ~:ずるこど。
日 以人|聞に似人'II:))'{のすべて存::Itt~人マ与ι ないど企 1，にその燃に r~JfJ剤\ ( )のどおり J!: ，I!:人

しljlJ制tな;品Hすること。

:日1 1い似う可-:.;娯P恥恥4訂l仙1日仙11!Ir刈}古仙}日狗洲IJ川jれl似(1ω11，淡I討淡i白A'i，)_烈，[引山川11川山11川l日引例jド川l川巾|ドi込，1作fiIl似;
!路悶3判l ( 1け) q巾|ドii込主J什)'11仇HI悩閥

U，人[ごめ・つ C1;): '(， ，f;おな iì-l~ 人してく/ご，~¥、。

(日) 111，淡い:分I1判
1 ¥1 )さJム子氏 (111i会，1;.1川i'，/.三)ぴ)x，hlii JIJJ ， i' u) 1'11 Mi 1，(:分なrI社人v亡くど主いの

( :ll刈IIIiIYJ，I')~)mj i'it 111悶
't附I引11川11川lリ1'1許干卜i切引'iIにこ|問司羽如JおjlJjγい@勺十rお汀?刊!5仇先|川Ili絞打淡iυω〉フご功刈!Jiif， f' リ惚，11ぴ的)1:以、土UJ泊か、¥、 T受芝{れl~ ~リ)' (主羽釧l判¥¥IJ:パ1i欣i)i人Y以，ヘ'1:;，:ぷ{押~IJふ，\日仏山1，似，J!与リ4

日目限:日;総什川l険議刻↓情f荷~i'ìll'併持 f市'è':等宇 i被恐 T均告 i問弘則WI， 染問Ml， ， I~')~抑制1111リ (杓i)i:1 (J "1 洲lliJ河'}1{ I}) のHL，I:;郊 .1 l}、抗

日~J\ 治 J り、足以前日 uの対I(lj肋， i'lll)み'，!}iιJII'I'Pされたj主刻釧11山11古f行)'J政攻以伏i人i似う災リ惚:川仏，J:，れベ〈白:/械1点記対r機没日限日市前総t士i川犠

1，¥昨11ω，、1之{付，]'1川'jllごω4紋主Lさき'SjれれtJ:たζ刊治?;けj上Bイ4な井い うi)) ，)又幻く灯lは士 |け11山出洲l引幣字{依'/{，丸V白似|
( ，J) II[、吋月う分)'DI I'什{問

~JfJ紙りより減、小113 分間?な)~-~んで Iftl人レぐください。 円白にjれI、(いiパi印州'H'判怜'1弘1: 1似I枯机l~ ， 1リ仙，1出川Ii

がA絞去吋十シ可冶().1財;持Jf什ト¥'1付はj土e、 l' {，'1'1'11怜(¥¥;lrl:¥又I:tr ，'，Ir'iXr 1'l'J!HJ ど ik~人してくどさい。
(日)悦111)'IP，!，jj悶

点IW(i:Hすどどもに、'i!fllllの1)すねなfl刊誌{i(fiiii糸川合) I こ jìL~人してください。
1，1: ;)'3、本|関 lこ立山li~ され允 ')1: ，11'0:;， 71・ o)'I'fllll '11:.Ifilこはお竹切えで会主甘ん山守、之、 (J丘く/ど在いo

'I!tllll 'I¥JJ'iなめら均、じめ'Ii'url!してjj泊、jLiちょうね!!ji(jv、し):.，)'" 
(日) ，)川IJ1(!ia'J~ '1百八ぜ 1111判

I(rlft持者:;<<，パ!する 11な十日放11 ，\~人してく/ごさい“
( 7 )そのiill

[テレ1291ミj議シスγ ムjをI'I)JI)するJ，Mii'1士、例え1:1:1 大 i以|民，~IJ ， H ， !品jEvtd〉111l}ijl{11Uiを諭吋u
lJ)上うに:)~1iur，t!，})好イ'，:1 i 1'，1よih.!ll&してく ffSい。

ヰ |弘i桃山，'，Jlf，IHr山.Irf:111' J'i.i'['jl¥) qr ¥主体iJlJ人)ii)iI:)以 1:のどおり凸

( J ) J品刻
r l'小型i川Iri"i'/市li・Ir十社i:}r，，['Ulllllr込山¥ :ご11'13，1'してくどさい。

(2) r \l \!:'I~'f，~闘
Iム人lこtわゥ，(I:t 1'，{!J、令市!人し亡く 1，;;:'δいの

( :，) jIIMU<分間、刈liliJVJ，i':J幼ir1I' ii: 111問、 Hì，l~合成分以リ側、 yfì!段、総の 般1'， (J似氏名)側、終

効分~，'!'HI~ ~}，j附に 111~人ずる必!}J!1;):めり:):'1:1:んο

(:I)jll、可分!Jlj-j闘
，1，)的 j，IIU))Jr!紙 u より日史、liずる分町会JjJ)ん ("'ìiL~人してください。

( 5) 'l'I1IIJ' I¥JJ'i1闘
1&分れ()似ヅ'~.'(，)及。:f'fll¥Jfj¥:.!_lli句会ifd人してくどさし、， 'ftlll!の11j>(ill:fmLWl(1.'11'，;(:'ヰ占)に

(ll~人してく/とさい。
市:才、1 、本|関lこ íìl! ;J虫色~hlと '11:11'(以外ぴ)'['[1 1\ 1 'IPfíIこ 1;): ;1'"科えで，~ :1，甘んdγ口、ご {Jj~ く Tごさい匂

'j!l ll\1 引 JI'iなあらかじめ 'lí~Jll!して J3かj しめよう ~31r，iii\ 、しポサユ
(0) '11:1)1(1(11，淡品、"!{1111制

I(rl総合愉悦するけを+¥U;xIllir!人してく 1:.'与し九
( 7 )そυ)Illl 

fテレビfEi誌もシステムlな平I))IJするlぬiil;)、骨収 11:1)元日正|バガJJJj協会でのポl'jillfli:J:A令市守{J 
のように:miif， J!ijl) Í' {;:~i i'.(，:"IloM! してく1'!:さい。



)JI)紙様式自
fl j: 'I:， 1州'J)~土庁;IJIV，，'，lI手前!削花見奴 IHJIII)必然

~-明白---='-'--ーがも司「一一一町四回目均一回----_.~，，--倣 r…一………餅

111 ;み祈!i'， rilLωWi絞I11 Ni'i符と

1111:ちt雪印有々 l
所)iJ!削将4'，

日住 iJil総i1111Haず1
i品
ノIJ.し-

f底許，~，{時ひ

一ï)'1;;;~ 社?り
iH淡18:分 k・11m助長1'2k!Jιf'iJ;:11 ~ij)Jリ

一 一一

被!!決1拠l仙の<(，利l及び徽))iJ乱~}} WYi戊訓IIJJ~，lえぴ将人波紋 f'ω ，;(:， fil' 

[餓111j!jI:J則
幸之

l ， 

2， 

!jf.llIJff司i淡泊R奴11

五(L]品'ibì'i'dí'lの ;lf1!l~ イl・(イj料) . 11l~ (11l~*il') 

1'，百EIζJ:りT'VI，I仰がて判明I'N，"IJf白111M淡な111し)l，みιどす旬

、|乙成 fド JJ 11 

tl， ，肝 (11<人にあq では、 いじたあれを若mのJ好MI~)
J~ ず， (ìl，人にあって);(、ギ11*及，VI~災，行の J(:.í'，) 1市

主IL\'LtT'~主総人 W~終 l'dl 隠滅{幾お:~~;母子ヤ偽情

'(時 11r.'~ンタ…将 殿

(議行'口… lご



(i!:.[J:) 
1 )11紙山大き :51士11ド1:業Ij，!j九八斗どする!二ど。

法 制人欄lζぷ人 'II:J丘の J'/'~~({iμlilJ人マ占々しり~ ，j' / J;、そのjl~JI乙 r)JIJ訓(( )のどおり i ど iÙ，~人

し;JIJ制t会討灯、jすること。
:1 11 f/l' 1矢旅);ij:l.ll!UdlJJfliffl(りがと'J!WII1] 1.\品川Ü!~人 )j ì}i l:l以|、のどねりし

( 1) 1] 1.\6 行i'!~附
法人にあぺて 1I‘ '1'，.(;ふ~~. íÍ'L~ 人し亡く 1ごさい。

(日) Illi~ilベ分{附
1]1¥6み子収 (111)さみな行っ允)の刈1(111YJ ， j' 山長 l絞|メ:分合 íì，~人してく 1~: c~ いη

(:1) MI(liJYJ i 'f')~hI~予定 11 1J.1~
1悦ぽ附11川J'，川lリ1'11仰{引刈Jt'川11にこ叫gl紛lリ山J打il出a廿.勺十i

2総ltJt総おfη削T汁l機没{術持桁}市市H伴h伐苛I'i浮字究淡狗告|限閃弘羽l陥仏係i守浩S1;務~)心'jl，松」占; i1作干下けJゾjた~)J(胸t(ij.剤抑釧1111川l山り (←'杓ド杓);占止 1 Iι:l;午ド剤制H川削i日印川!ド川lリlド;可筋f私Hυ~}れ令) ぴ)パ{恥にr'f)(j~}Cl)対
1(lIIVJ i i'lll )ι ， Ifl~ 11J11て1)された1!11点HJ[!(I，人人|民総川i内総l没;jlJtAifTJ設liYiilj ，;芝j.J'1:jJにぷ'1&された治

JH:¥、う。) Y.1;):IIf'ωIJ 'II'~ il¥ !Iif! 111 iさ11{i:¥記入してく 7:::!'sし九

( ，1 ) 引けjlll附

|似P災ルL心J従P快lil'1I1仙山1，川lバ|似t任リ、~:~t立w議長ω社総2れtη小仇iυ);功刈刈hI肋l!i千行JγF令?九'1'ι:ï什1 糸の 2;別)1川lリJ.I炎ごぷ:布治1行j記4な.タミ数主 J巧3れlにζ削11波批 してく/だニ:さ3いの
( 日川) l'仰J史t駁験)1.1'側t~111川i

f治ú目駁駁J古i 計 l州，1山吋IJ可i可iJ川:~1しに、こ:'Ihli紋|総虫した又l.J:iiciW'i)'るf・J，tのl{i!UY!íìlW~JI J ;iLl ~ J ~Ji: 'llG人レてください。

(日)的成制11出".&CN!t人ll'Huj'ω，'(，.[1):1関
，\，'， 111ニ(~，U 1， ?;，j~iI北側胞)/.1..tJt¥将人減む;('0)1悦I!r，1: .JI，~払!でさら.):うなよれ折、(伊i え 1;1;、ヒト(1'1 

l斗)0(111)七自1111:'1 シート、ピト OO ll't i.μ(00 ウイノレスベグク… !J~ /:')イピiid人LてくだL!?し~

( 7) i'tlll)いJ'j榊l
1(版j{í:H")' どどもに、 '~fllll 引 J t'J. {;:附l}/i(附糸川さ) 1よ，¥s人してくどさい。

出:;11)、本|間lこl社，，1古ぢれた'IPj'，IFJ，yfの1TIIII'IPl'iIこl川、;ギトえで合 ;Jγぜんの?、ご(，(，く/ごさし、0

:I''!III) '1干JJ'iなあらかじめ紋lll!してj;かれるよう J31Jj'iiいしたiJ"o
(時) '11:j)illiliii!i 1~"1{ 11 i捌

1(l iI~ {i: ;<<，吹ずる 11なれH数11，記人してくどさい。

(リ)ぷ似 (tfI，)!l 0)イ(I!I.(欄
イr((f1';ll XI:I:燃()!i(1"I)のどちらかにのを'付してくださし¥

( 1 1))その他

r 1"レifj::絞ンスデムJ{':{:II)IIすと)n} iil士、例えばf大|甘え料収品協会マUl'llillifi(liit花作品別l
0) ように 'MJjíllJJ，hjÎ'{~ ~ i .1:.1ζih，ll\~ Lでください向



月IJ紙#Il;i't:9 

限械機iZ4 ・ 14'舛託金断JlJI災~~わ111全般十nr淡奴 1 /lIiIl ß泌
I ~ );11.¥ 11制

判断対象 1，) :1がi識見4 ・ /1(タト11J;11Jj-) 1 J阪j長111l

相!日炎111)み行(法人lとあっては

.1":[');) 

+11 flM I )2;，虹1.0J1向。'j'，

中村総iJI )L;，;]Ll :!'I '/¥' J好勝

弔村仰l問終のIllhlドliiiiiAA売担J11i111吋治品3労.針行協l(汎i制UXポ治ifm・サ所J以-) 

Jni可分間F
mill)Jリ記号。

被，;r，験iど/1%郊jのしずあ，1一か般1'1甘4fiJ4: 一一一 一
7'社Zされるクラス分者n
中11淡1)')務(災閥)

1:11絞内平手

IYiiIt:J111"切'{11 

日!日…



(itぷ)
1 ) IJ紙の大台さは 11本1'.治則的八 d，!ごすーることの

日 i紀;札氾id!人|榔閥持尚JIにこl乱刈i礼記12人'1仰下μ州j川村川riぴω〉γト砂勺寸t
iし"~JIリj制紙t 占をd，泳品刈{，付、，1η寸寸)，祖る こど♂ 

:J 1引制(~泌総・{本外出;1りr) 111叫，;\1]川'Î':1:r~llli ìÌ完 'ì'tJ II11P)主内ぷ入場.\iilil:1:):).、ド仰とj:3りj

( 1) 111，討1111込打倒

i);人にあって1;):'(， .(11; な，ì~ 人してくださいu

(日) 111淡投与，I関
[:<1，似;防止、 11;外的Il!i川)1'<却lllHI(りいすサしかに (J ，i:H してく 1~' おいο

(:3 )判、可分担J-I出l
本)IU)， 11 の ))I) iíJ\りより以叶i ナるうj !llJ' 会 n~ん 'eih-~人してく/ごさいJ なよ7、 {ii' 'h1'IJ!: 1~~ i1IEim !;'i il!i ~'í 

するJJ4{I'1土、 I{， ¥ '1'(í'I'I{~\ ，11 1: 1 と íh~人してくだδ い。
( ，1) ilii~)JI)刈 lJI関Jえぴ彼険物のれね{鮒

旬被!主i!験M挽111物f均切υωJ イ化lじ:プjβつ小、'i
てく1バごiさ=い(リ) r，J化:~才，人、 11似小ω3 ぺこ立ねi山し、て、円 iH!去刻l幾刻l成{日1:日:H!. 冷~勺I~- がl悶U羽叱|LdlにζJL似ばルJ必さ j しでい 4ど冶;) Jlリ'J(η¥'1仁υ:lそ(の/正ル)川'A'れ，ワJぷU宇lも
iil刈1，'，人し℃く 1だご3いO

(日)子〉じされる 般的れ抑制lえぴクラス分別|間

1終'11i)，おii'.:;{1tf) IO)iから治 I:Jj'(，主でのJJlit1こより J'，J:JI，;J.I'19Y)kl:(が~liiif寸る，1'ljl在中トJ'I!I幻
滅機N位、?わ11!1'i;;僚機関及'()， '11立l'l.;球機if:i(11'1' 'J~) 及。〈、総 'It:iJ、百i '.!fl第八似のIJI.iJJとより)'，'/1，
労働人~ Il(が打ííじする Ij:，)!jじ f~\':J ， li'ì:jll!l:'::iJ:W並立:i(~li ぷ)ぴ〉総1lについて 1 (、 I(I'~ I 7 "1日))1 I 
11 泌氏 l&.~'j () :1 1 1 () 0日lJ)'，J/1ュmr，I((i限付Ijj吉川，)"JK，i/lli:ll)の))1)id& 1:: .1，1， ")会 l\t~人してく 1::' i'j 
いη 市~;J-J、体外バ主的I')IJI!.心hr，品lこあってはぷ人合燃し:)，'(1;ん合

(日)判lj持IJ'j:i'" (必政j)みえ，():+II'!:jiIJ'):Iバ問
1< IliUH)ijll淡 1)111な附~;~g (tm~~ 同会) IこlhJ人しでくださいら

点、;)';、~，~間 l ご，l~ ， 1在 ~M::-， I人.j :N以外0)1'11淡 1)1'I，qこ IU3竹崎えで与、)，'U: /，ノので、ご(ノf，< Iどさい。
判Ii決1)、1WI，;:あらかじめ'lfUII!してj;かれる):うね似し、し長十。

( 7) 1(lIi淡f官''yml間
1(![IUi {;; ;rIi引する I1~):彼 1t， 11;記入してく f三3い。

(日)部l])'5' I湖
その@，、1di).11':予があれ /~l: 11'L!.人してくださいο



月IJ紙j!誇;c~ 1 0 

阪燥機総|ほII，'['IP紛相談絞IllJl11iぶ守
仕立 ).IJ[ j附

中相11談総対1/1象，iC，:1什(I)l人にあっては1'，
|災以{幾総

羽:)

十11I淡1/116抑1~!，1 ~~lí'才l

+11花見l|114413%庁所胤

相談1/116:Jn~!j ，/1れ記締役目
一…ー…

+11 悩'~111)6Jnt''J;計 FAX 祈りす

f似山のi削白耐in絞i討社ωiJ川l

JU~'!J分 !Iザ

総古川1日己 ~J'

波数4却の!(c， ~II;

:Y'iE:される般(I(J4'':!午

予tiiされるクラス分野i
/I:.~却系の内家(.0) 千]')1時

一 一一γ" ;1::品lヨ才lと"u"Fl数

了''Tヒ1/1討'jli，i，JVI
相IffIH)古学f(潔IIJj)

相談1)すね

i 川島~:ií'，. W!i1

fIiIJ待。



(iU}:) 

1 JIJ制tの大会 J3は11/1，1'，治m椛八 4どへJ'る、てと。
記 ぷ人|側問飢lにζl泊削首幻J人'Jド¥:.1判j'(oぴ的〉γト"十1

L ~J別1)1川lリJ:剤紙H汎(，を合iむ:ii品仏{什、.J ヘサ寸J'命どる》 こどゾ

日 rl，:羽(j当日:!III]11.'1' 1 Ji ;W H 1 M~ 1 Ji)主 IH~'llt.: 人 Itlif正11:1:):).ド仰とIJりり

( 1 )十Ilii削 11主1引附
iJ，人lふわってl.l:'(，.[午;;i:ltll人してく/ごヴし、。

(日) I11勺分間1'1閥
本)IÎI土11 ぴけ，jl]~J( りより J史、 '1 ずる分割f ~r: J~l\んむiuj 人しぐく 1;:' ;~ V \~ 

( :3) ，n\~ijIJ ，Il' J}J矧比ぴ波紋4知的名{州問
/!~!ト先物の化小1'，又1;1:，泊りIJIJ ilL\~} (、iil史|幻滅機litt字会i前ωJ'J論るためのlidり、'(， {!J、)，;ij;) 〆~.-!l't\人し

てくださし、。ん，:J，)、 i郎外において吋淡い.::J!.(れも331宇治'1明日こJUi.必さ!.vているJ11(i IJ そωJU~ ，lt! 1(，も

ilL:人しでください。

(， 1) )'>)1.'される '1:11):1'10，1'，:[lj、間決ぴケサス分IJH問
r I県，'JriJ，封i'，;r， ;1') 1/) J'jか九万1じ，/J'j}:での)J.¥ii!により )Ii'l二:1:;-{!fl)J _)._，; ! [( 7) ¥.J H' iiiする 1¥'(;)史I'I'J'I!I今、

jJ，(jí~初、 :jlj; JIH!'J~1itH!~ M:VえてJ:' 11iJ: 1ぅd京都民W+ (~Jiぷ)及び'11; '1下iHfi"糸川八.IJ【1めm取にJ:り)，ぷノ1，
労働大i;{が打1)i，')'<:>村山似1:)行JII!和:似Wim} (~tì'jJ~) {/_))iili-fi(..:'/_)いてJ (平IJ~ 1 7イ1'.:1)J 1. 1 
11 抜氏 11~;1j () :1 1 1 0 り日 ~JN:ノ 1'， 1J' W(!î似 IhljJ':l: ，¥，'， )，，) J会)iUJ.II)のJJIJ泌lこ)，1;づ合{iiJ人しでくだが

い。 t~;1コ、(ドノJ 、約II1rJIII~$;lif品 lこ t仏って1;1:刈人 {_i: 測し j、 lJ'んぴ

(日)生物系山内:(~0) (f!!l~ 
1，'1時lj¥jii'JI人.j，''(f.{，:，ノI;.!I句ぷr/)1 1111 111 会主~:1'j'か何かi\t~ìl北してく/どさい。

(時) f~ íJi MI 111'1 J_~ Ifdl 11 ;j&欄及ぴ f>ili Ij 1 ih'j 11.¥'， JUI HlU 
111111年111iUI札・ nじしている1111'111名、 IH，11 '~~~ィ't:' dl~ 人してく/ご:，~いり 1:1とl"iむしている 1Ji iI!'jll年JUJ

(i~ 'i 'rl~人してく j三 3 い。

(i) JI Ii~j'>)'Ñ (.).羽目)欄及び111絞内行間
l<JblJt_υ:羽!!l1~ Il，) W， 0: f'必然(似すと討会) I こ 1 1'L~人してくよささい内
ゐ1~;Lj 、本{閣に I!'~II世出れた j ，.jWJ').ヂト 0)11 j絞i人，j'NIこは17符え'C'さ:Hl'んのむ、ど fJjXく/どさいo

H Ii淡 j'、.J W なあらかじめ'If~JII! してお均叶Lるようね似し、 L 去すん

(付) 1M絞斤，'illlJI持
l{rI淡世論守!ナる 11合拡U;';:ll，i'I:人し工く 1::e';い，

(り)制i1 )511~J
そのfI弘、 111)Jil ~ネがめれば削人してくださいi



見1)紙機$~1 1 

1災燥機総ヅオ p…アッヅ'liri1淡J奴111]1Ii Jl¥議

判相l絞談対ql話jみlJ片(i)，人にあってはれ
向-，:)1'1制民合1見1

称)

相談ql)ふt1111lTfl

相談111 JZ，W. "'1;'，庁所腕
制限i1¥1込-/[1~lfJ'行 tlr.nM昨日。

…一…がd炉、、 aバ

相l際ql)z，;j[きJA)'千FAXj昨i<}

仰のi!liiOUII!li'):1庁(氏名・ 1m崎)

ノ抄百となるHI絞|託分Eえて)t交付Ifi

.JU ';~))' Ull' 

織月1/日iJ'~:l' 

j!~験4却のお幼:

'f";討される一般的名称

子滋されるクラス分11il

十日絞l何終 (;I~M民)

十日淡いlれ

II l1 i~Fm 坑1 I1 
一一鮒F~

… 一



( 11滋)
1 IIJ紙的大会与I':tII~， 1 '. ;'IW，I.棉八 4とへjるごとの
2 11t~人間に出J 人 'IrJiiの十."<~(/J: 似人でさないとさ l士、その|持HζI日 1)紙( )のど:1'.1りiどi記入
し])IJ剤t合併刻、ドJ'ること J

:J 1";Jhc1(地総ツ寸 11…γ."ゾI(IIìt~~/r:'!'IIIJ I P;1ち ;q~'!ìí~ 人 ì}J，(flft Iυユドのど:1:)り"

( 1) J:l1 i淡IPli:，例閣
w人にあって1.):'1'，称くわ江J，人してくださL、。

(日)ノ1'; どなるHl i淡い分及ぴ交付 í'l~ i}jJiJ 
ぷとなるい|絞 jく:分及び~\2;{，J<Wf~} tJ:;泌総してく jささ L 、。

(:3) jll叶分!Jli'l関
本j湯川iの ~JI)RI\ f) J:り校、'i十ら分担i'~Iピ )J，Iせんで lìl~人し亡く/ご与し凡なjJ 、 1 ， i'~a'j'i'U\\ ，ilEmlが減、'í

十るμ11ti'1士、 r 1， i'I:I'H'H¥¥，IIEJどliiJ人してく fささい。

( '1 )似!挽1均のず;体IIIW，()(，1iI'1JI) ，Id i}~ 時
被験物のI1プ;!・1'，見1;)寸前りIJIJiIL¥ ~土(、 11 '，1支H~IJæ~:lH句会話~1JI)')' るための IÌL\ U、1'，{かtf)tblU人し

℃くださいω 必 n 、 wヂ|においてリ11政機械間:~J -l，呼が l況にJVÆ必されている.!J，} r"ì- (:J:":，との IV~ ヅ!~;t'l ¥t I 

'!ìl~ 人してく 1ごさ lt '(J 
(日) f' iじされど) ，般的1'1州制改ぴクラス分j'JH関

r !~~ '11法綿 糸:訂正Jj(から荒iL;JiiJ， '('O.l )')'!í討により)'，1ノ1'，労働 k!~i がIil íi， 'j泊る山í)引'ì'f'l!以
依然告位、行J'I!I'';:械偽記~&V: 般 !'í~if:伝~;民間 (~II~.. 片)& '(F.:\~ 'IriHii "条約八Jiiの)，)，1，ii， 1こより)'!.'I'
'')J'側'1)(1:(が灼iif十J3J附ii，i.¥¥':J'I'i')1 1! 1クコぷ~;足首日(\';"(;) U))JおfjについてJ (、|えII~ 1 7イl':1 J) 1 1 
11必fυ長官i0 :1 1 1 0 () fi i})'，l:ノ I~ ")J'働~tî 似 J，li ，(tII，l，)iIJ J会，IiU!，1l)の)Jlllrfiに)，1，づ台市J人してくださ

い。なお、(j，外，i~l~i)IJliHli川にあり'('1， 1ぺi'!~人台直!S しませんも

(日)州総|人j'{，( (1<\別)及ぴliI i~ill'JWI附
J<)!Jj及υ:十11淡l人j'かな簡潔(的条れき)iこれ!人してく/とおい
~，:;j'3、本↓闘に刈'1& された|人l 'fi以外の判 liì有 IJfNIζII:~'.)~ギえ匂さ)，'tI:んのぞ、ご rIliくださいの

判i泌IJすね在めら治、じめもり引してお泊、れるようね!似し、 L:J: .，)'， 

('{) IfliMi品情 11欄
l' (11 i~ ~i: ;(fi \~i'け織と， 11 {d¥，(1立II，II!人1でく 1三さいυ

(日)i'liI i5欄
そ山I1弘、 1111JJ! ~~があれば記入してく氏。い



別紙様式 12 
!?41PMM 

一一 一一一一一
111 ;主将!{， {Il! (1) 1“お1111 Ni'I :{，.と

1.')1 J/.耳打11)!8A'，
'1，(， 

iHl 所前J， fm~問941
部守，¥j '('11日lり?昨 ~J・

7，.1Jシiリ11'1ij' 

*111淡得~)/1:11絞|通分 品Jihi助げ';J4iJ包11 制l今i分!Ilf

ヤー一一
治験成分首dりA fftl決議のサ政治()収?'[j!，(，) 議効分納得 ~J'

j'iitlllJ!JI:明|

2. 

'JI:後1:1111指:術W，{I1 

飢餓治般の千J'1!1¥ 千1・(イJ料) . 1!担(虫1(1'1.)
………-一一一一一……

1:.lfí2 により I弘主~，'，，'， )(，j' ¥{Ji Jリ'Ji'(!M&;: 1'11 I淡な'1'し込2ヵ去す。

ミドnR 1ド JJ 11 

W i9[(法人にあっては、プじたる*務iYI'(川町{E.I山)
J:i; f， (Il，人にあっては、 cj'，.ffl;及び代災z斤の氏名) I:IJ 

(治留任江… lど
5!1\点わ政法人以終I)'~II仮説çjJ!!'.l:~総介機械

宿泊:センタ…j造 機



<11:.¥:;:) 
1 J 1I 却tのんさ ~1:1:11 イ~ 1:活JJ，(約八 .Uうするこど。
日 ω人|聞に'，ld人'1i'JJ'!の十ペで『ピlJd人でみ沿いた，'j:1 .1、そのJ測に r~JIJむ\()のど :1コ fJ J ど ii'l~人し

JJIJ制t也:i/'~I.I するこど。
:1 1民生~rlllll 対 1(1ÌiU) i l' 'Ii'f剣11泌氏111]Ijl.i占¥lt'iiL¥人 Jji):W;J、|、i!l.': :1:;り円

( 1) 1 Jl 込1¥ず'，11討
U:人にめっ (1:1也i'，.ffJ、くな刈人してく 1ゴ3い。

(:z) 1111淡滑り司/判i淡iベ分1閥
')!I;[!iした対II!i肋ii' ())村l終的 U/J.iI，淡|正分合判人してくどδいQ

( :1 )対II!IJYJi i')~})íli 111間
'iIIII¥1 '/I.lI'j(こWI泌するUtM1j:ll絞υ)，)!!Jí~ 11ぴJl;f:か、<'.t1'j'i件u.(刻、'，:fI )11cW 人以 "\1ご i~t ， r\::)li防総総

1ij没lIIi'tW1e:¥': ;iBl奇関係沼紛JJi.ぷ，IJ'J，，!J郎元11It!1J(杓&1 (I {ド<<IIIJII/約.JIj-)的保式協 I~}、河'~:~~}~
治〆IU又1:1:;羽目 Ij-U)x.JllliIめぺIj1 .ii， ，IH:. JIJl川1;:ql，!之主Ii，'f. U 11)( iλ人l今、;h1i1'111 11 '(，:説付議日:~RJ~ {~1í剣持 υ〉

交付1'111 ご (l~ll返さ ~vlヒ i昨けないう。) X. 1:1: 11 N iII，'，J'/¥f: 11< 'I'I.P Jl.t6 11 1，ピi記入してく 1.:浅いリ
(サ) 111 "i分!1lfl討

)jIHJ¥ りより l波宮 'í 勺1 む分!1lf な ):i.~んで記入してください。
( (5) 'Ct1l¥1 '1下.Il'iI捌

左足司令十1"')"どと七l之、 'i!flliJOlI句作品:1111 iJ!i (f，l，j糸川主)に似人してください。

l， i:~'J、本側lζ1ft山被された '11: .1 1'1以外ぴ)I~l/I\I い1.[ 1こはお終えでò' :):枕ん山領官、ご (J((く/とさいむ

京tl/'.I'11Jl'i iJ:，わら泊‘じめ ~ì~JIII しぐ才jか~ 1，る， 1: う才3}Jj'íl'j~ 、 LJ， "iJ二
( (j) '/H虫干11i!!{治情11I附

1M総合;(Ìi 守!ずる 11 ィEJ担，~~'.( Illi'd人LでくたT3い。

(7)議!(I:i)~前守!のイi1!I(j問

イi(()下/)又Ij、然(燃料)のどちらかにの長イHてく/ざさいう

(日)その11弘
fヅレピ53i詫システムI1;;手IIJIIずるJ話合l士、十月え1.1:I )，1以1)::桃川|品会'('0)'11:級相1itJ~ {i: ~Ifi 勾{J

0) .1:. うに ')~}JÍ~Jl)!}川なイ i 1:.1こ記載してく 1:おいり



月IJ紙儀式13 
11 J: Ilo I~~ ~)ll. A:~; IWt ，'，1，対IM!VJ況守H:設相談関IIIJIP)2;滋:

1[ I )2; 4"i' ，1'， iiJ! (}) 1l1i絞/!'，Ni~ ，/i'と

一一一 j好1111{f/I "¥!fず1
1[ I J占禁["ff;./i'r，

.i!.Il 山'11滅的特1(，
総

!，iiJ 'm:r清治f)-

'Jr)シリ11干り

+11目指滑り・/相談以分 対m似'JiÆ1'~1/t!i 1:1 

~IU倣~，w，の1'， 1/1、比ぴnil~)JIJ淑沙 七時j戊和1111包及、ぴ開入i朗氏子の!t，利t

巴|
[lIif III]'J r礼II

り~ ， 

!Iq:主制111指:t/，.;被I1
一…一一一一 時一

記<<iMi，般の有111 イr(イf1，'I') j!時(1!\~1"I') 
L側一四一回一町一四戸四一時一一一一一一一

ぶi社!tζ.1:り jlf/l'，1鋭訪れ争終lV1ぷJi在i肋バ 4jFf者+11淡な1[1しiさd-;，..K十。
¥1乙IJ.比 {F， JJ 11 

i1: m ('11，人lこiわっては、 いじたるrJq1J5!i1iのかf:(E地)

):i: れ(法人にあっては、j!，ffl;及。び代;iU'i'ω):(:1，) l'll 
(袋行口一 lご

~tll忠行政法人以43511l， lgi滅機掛~;t\介機I1時

'1館内センタ…将 殿

~~'i)JII 



UI叫[J:)
1 J l)!iJ~の大きさ 1:1‘ 11 本J:渋川J品八斗どずるこど ο

2 似人悩Hご ;i"l~ 人事仰のすべて;，;;:，1'd人ぜ主たいと占f士、よとのJ聞に r1)1111¥ ( )のどねり jと市!人し

月 1I制~~:î，M)，ずるこど時

日 PJ'I'I仏、抗~"\i判明 !!U1 1 X.J'1M}リ1)LI'引後十11淡'l'tllIl111 ，i占九id人Jii};I:1川、|、ωとおり j

( 1) IP)主li'れ{附

w人にんって 1:1:'(，体~;:iÎE人してくだ《3 い。
(日) 州政治~}/十刊誌~I<分問

'J!biliした)(:IiMJザ')， i'U) I1 1淡治ij弓/HI，II11ベ分セバ'L
1，人Lてく 1どさい向

(:1) x，liiliJリ')， i':M腕川間

鋭111I'l fJùlこ 1!~ j)!ljする治験判IiljW， ')l !Júí 11 0)1土か、八U;j.1治1)' (l虫、'，:î l' JI{( i};入札;"jg品 I~;'械的日:~X，i，~

{t~倒的 ~íl\i 'lt~~jÌ; 数務関係:!I'ir~) )jWít:')~/，(!i 制1I11i 1 (、II.IJ¥(I ()I，ド制JlIJ:ti，1 IJ')の~，ìt]"~!~S" U、創立 lJ¥
刻(i，1 l} ，込 1:1:1:1)日 ~J {j)対 I{!i川1) I i'lll込山lニjll!J'11された税収行政法人 1:'，(収品以僚機出J総0'ji，~I ，Yi 0) 

必{、)'rllfこi¥dll&され，1と治りないう令)又1;1:11~'，\，山'J'II宅(六似 11 1)2; 11会;'td人Lでください。
( ，1) 1:ij1)!Hlil 

|内!，~tiM!1り氏名山:{~'j~V~ JiíJi1i1J'首'} I (:í~ rJ)日 ~J!J l2fí~ 2 <i: ~三位 lこ，\'1~4& してく 7之さし~
(日)Wllli'I¥Jlij関

}J:版i<'i: i、lずとともに、 'sIllljv)1人f尚北:fiiii;¥'1 (似守~~/r;1) 1ご似人してくださいの

なJ'，l、本↓閣に刈総されたすPlj以外の'Utllll'1下Ji'i1ご(j::trnづと句会;)，'li.姐ん(1)'('、ど fIIIください。

似11¥1'1μ到な点】らかじめ!I良川!t，'(;nかATィ:， J:うね阪Iv、L，1:ナコ
(0) '11j刻 II ，~命ワ'lJ ¥榊l

1M，淡な品川!lずる 1¥ {i;拡mlllil!人してく/どさい。

( 7) ì;'l~(i;J~ ，'ifi 引のイi!州出i

イ((イパ;ト)込1:1:1!時(!!!け:'1)のどわらかにのなイJしてく 1::'è~ いけ
(日)そのIIIl

fテレビ会総システム J~:!:平1) )11 十イ)，tMú'('.上、例え 1 l' r A: I以|対抗 11111111:~~~"Cの '11 後付 H!売合的引j

0) ようにゾご)Ji!iJ見)91なれ 1:1ζ，11，，1&してく/ごさい。



思IJ紙j，}!;E巳14 
I jI i1t'1 '1民子三戸…ク ~jü:11¥ (i'(lill1ci， j!1絞慨111]111)2，ぬ:

一 一一一…一一…………  

け1)2，行((， 仙の!Iii!淡/lINi';貯と

m総J'fII'W，"4'，
1/1)2，災(f:;(;-!(，

)lJ( í'rJ，:~， ml'件4
給

~\l Y自首í~'1~~'Y)

一
7rlJ'I;附平日

ifl自主目見分泌りI fhlgk?聡の一般1'， ()Ui(氏名) !11lW分間F

主主

[/j)司IIIJl作.l'i'l]

2， 

It日一1fl~段高ちについて
のi肋;~の対 1m肋ャパ.

十11絞殺料。

~JtZ 11¥鰍総判!日先物以11

泌総合月!のイf!!i~ 千r(イr1¥1I') . 111t (j!聴取1，)
…ー…一一一一一

I:ll~， tニより 1Ji ffI守的子グ、…づ1.lialUi総itl!，j:l1談合1/1しiるみB:・9"0

約J党 11'. JJ 11 

jJ: 19f W，人にあゅては、;じたるがま努liJfぴ)i!Ii'{I'.Ju!) 
氏 名u.よ句人にあ qて I:}:、名利:JえてJ'(~公貯の氏名) r:1J 

独、'Ln'l 文 ìJ:， 人|災iJMl 1u1 1 校~~)i討議jぷ総fTJi倒的

活Fnr.センタ…i毛 M~ 

(数4判官I…ド



Hリ ~j~i議ZU15

|対;，~~fm 外，'，.'， ')1: liif 1(lî ，淡 'l'î IIIJ iJ l)主/\~
、l正l戊 fド)J 11 

一 一
j生斤 f， {自のI(II，淡11¥Ni'; 1¥'と

111 )生向fT‘行1(，
Jリ'r)tJ~ i'刊1'11'l'， 

)lti 

出品
1jjfMHilljlf fl 

(ntlm ，~~ ~J 

I)寸シiリ.(fi:~} 

|え白 対I(JiJVJ，¥"火。脇 I'AIi11 111，リi分間f
一 一一

1"ζ却srmタトlilt

成分・分以・ (l"iMrll的)

[はI/¥Jサ1:Jj'(]
}~ J，~j 

記守

'!lniJl(IIili1i官引11



(n'.怠)
J JIJ紙の火きさは11本 1:滋JJ，!j品八 4，1:ナること。
2 首日入11調lζ議i入XJj:l況のィI¥:て1/1:f(t2人できないときは、」をの欄lこ r)JIJ紙()のどおりjと飢入し

)JIJ制t会主命付すること。
日 |佼'llll:市外川1¥Inll!i(:i絞鋭11¥11J!1611干犯人)ji}iI':J:JY，ドのどおり。
( 1) 1 J!込行ずl欄

ý} ，人 lごめつてはお称1.i~'制入してく 1~ i::S い伺
( 2)相淡い:分欄

111 iふり子)I!(1 J! J2:， Jんなれった)の対lliiJVJ符のi'll誌li1足分1.î: lì~入してください。
( il )対ifiiJVJげす〈均二f'jj!111I制

俊II\J，'IJ~((Iこ!刻l!IJ可)‘るおlï(IÎ )VJ パの'~綿子'(\"1 :&-IIs人レ亡ください。
(4 )制t¥，¥'1分間H問

r 1必45i111外jtdrJ J~ 1泌総してくなさい。
(日) r，:(!j、|隅

中11級品1¥のf''iとしている製品名 mi(i)指名XI;J:い・似合クリ…ムj符)合員日入してくだ、さい。
なお、íJflf:i JJI J!1却の場合にl士、統制~ÎJIII闘の!，(，科ì ?i: r羽詰~JJI]l枚l' 'Jと自d人してください

( (i)成分・分数・ (i"i~f:t r 1 (I~J) 欄
千j引J成分の才1称とその分絞殺:会て瀧j入してください。なお、静n添加J!I却のJJl)Yl'!:k、新添加物の

名手!liとそのう)'11洗1えぴ似合目的な首iJ人しでくださいの

( 7) fiR'I[rH閥
IJII絡を了予臨している|絞り終郊外，Idlの縦紛(化取1，水、クリ…ム狩i、事sJIH針みが脅11(iQi宇)合総入し

てください。
( 8 ) 絞11日本llUi問

災記!l:fi:イナすとともに、総11りの1)すねな簡潔(的i条i募金)1こ記入レCください。

以的、本1陣Hこす己給された !JP~(以外の餓 111)れ )1'(1こはお燃えマ台公11.'んので、ご f ノiえください引
( IJ) !lnllliili総論駁1'1欄

iiJT談合;i'If叙する 11:{;:JさlF紋ド|犯人してくださL、。
( 1 1))その(出

「ザレピ?災後シスチム J;例HIJFJ寸る J 身1't 1立、 i'~X 1;); r火IVJiI災級品協会でのJJnillWi総合前予約

のようにす1~1jl!î)おIJ1\~:.{í 1:1.:青山被してください白



(別紙 I) 

1Jí1民:J，~M，}{U:生物ヤI'I~J似内1I て，~;" (/Jli ，!I(~+llíV~ cr!rl内 ~!liIJII'1の竹';1'，111)総fN十l'耐1I判li淡、 ?糾111作F欠ベJ 北烈~rll山川llμI

t引111自川的ii狗iり11¥討;刊'I!市w官制仙側11川1I11似1，校討淡i、点羽j庁11以うM灼:コ}娘l終il1Vl1川υ〉刈{堅汎光イ'nl'市がj;市11111111首絞主、円引'1'刊似l'川川'.1主川1，ゐ{判川11悩j淡j史i、ヅ 〆…γ 口ゲ ノミ0 ス・パイオーγ…

1J …相 !M~ 、 '(111 民，:1IUI 11l1 jの対 IliilYJ ， j' 引後 111 ，淡、 j')1IJ;:'J，~M，の 11 1 iil'j'ili: {，デ… 'JJh\ 1 1\似品~， 111淡、|宍拠

品c;じい(;Lド (i 1)日ド H1，IJilAoq同級，'，，'，fi¥"Jifi刊)良市泌fT刊l抑止1，:+'11，淡4f除<") ，/JI{分
及。:内'(f

I . !~;:~~lilr，'， T~R1A\十 11 n:J~ 
|川被仙のノJf，総1I 1 ，Ìi'iのための同州、ぷ!1~!tこIMJする P'iM!き匂について相談合う1)、|則，iAil行法令、

羽 IJ，~J~'tÎ;(ζj点づき、 JI1，¥持及ぴjl)!ii''tdJうもののデータI/l，I'I!{i1liなれうもω1;I:jI者、円しない

例) . i1if伎を1I1Ib(，するために必刻々 f'統合
• il ， lï~ ， II' lI llilrlllこ泌付が必刻々災料の nn'1Jiについて
. 11/1.'，おれの日号、''1刊について(1全対 !~<h:~川似;:~lSIHJ の 111 ， 1主配~íj' ~:J') 

2， 1氏J終，¥!，v)J;i(，倹IJllbl1J'iIHlliI:Ii
判1i:Jill恥!、マ lこ 1\J. られている IJ~寸\'['1 ， '11'，'判!A，i干にはづ台、 111:1首討が彼自合行の'T:'lでli和t!t¥Iこ主的がtJ:

いど'1'1111)1した似たrh!S((!'(})ために、 じたと}治験から君!ぼされる以 1，'ω内%に|弘jして、)H，¥，ti.IAY}
JU) i j'1i:1 r~} ものο

1) 1¥1とる1(i験泊、1'，J)};)、 1(1駄のために :4~9!tf41る )J~ ，IR ' 1';j11ト)It;i1'i 
日)犯す¥I>'(iif引に点;折討の〈亡し、i(，lilillでi刊持される1合内Ji(11 、検針。ií!史、検伐 IUIllWí~
，j， /，に、約111判i出t険ltイe;，)，汁twj!fllliな11I'I'J として紋jtずお):Iilm.除外出ifll及υq金leJl!11たI)!;)( 

治験%脇H以之政1じしないニどの鍬泌について川、 iぅ~; ?県i 品;~:; 11 ~.llitf~!~)1!終 γ後十IIMilこれいで判 1 ，淡
サ鳴ることも IIJiil1どしどす内

:，1， 1必然jill ノ|二物マ:I'I~IliJ '，~;'I'I:'，決断t~判 11淡
中前I，{分(/)↑11111)1ベペ物中1'10)，11'，1);'1'1市tWfI!ぴ')il'l~ 印Ii匂rの， 1: うに、臨床郊 J ~ 1II111，1，¥I!)免や，¥I，'utlllil史・

:/" ，1¥'1'1， 111 ii!i I ，" 1人分されないが、ツゴ…J;(/)il'l!似合1i' :J 必 \~t(がある !t!f'l・ l こ|思i して、 II'{将&ぴl札?

な行うもの"

j)i'j) ・1klli'l IJ'Uill ~ ìfif外 1，\'UiIJO)処 )jが ，%I;I~ る JjJ I守的i何外テ祢 ，J;干1]111t~ 際してのWiXt ，1，1人
・点1I1I:lJL!Jm iこ係る IfJ~:~H Illll! こ校、 'í するのか{辻井詰ドヘ :~，iMパこ減、'í ~'J. るのか'1'1] 1 りf
• 11 ，物小川01nn'やl'l'il，~燃の止I!側iJI'i 11υ') ~'2. ，Ii刊
.ノ|ュ'1/1)";': j'1~ 1， iJ ~'HI: il，t町長h比例な附:1:えノl'物中的lヱ1，;1吋;と'l'IHlJi'l"る?号、11'け

，1， 1"::、民，'，1，'/"'h'I'I:， 111，淡
，'h~!1知似')j) 1)，、 I\H ，II I!、 ;UdlJ:うl'U) ，)Hi，¥Mぷ試験;こ!日J'<)'{) '!IJj'!(:II:，\化した十Ili~ととして、 111 ，\!f，及ぴl山 i j' 

先行うもυ)" 1，::1'3、品伐と 'i記念'1' 1;1こ *'dl~ 1" 1:: 十IJIU~ も'(;;t¥，<) 
(刈) ・ヲ告がん似合¥iA~ )'tl: る動物')~月売の，i'I'{，lIiに什いて

， iili，ji)JIII!110)'!，，;全'IJI'il'l'，{，lIiにつし、て

日 1以jゐ可公'J:ι、、以a

J)礼t↓怖持 ， ，ふ主汰t~跡』敗~)jì以jんミ九、 '?ιと ilじ~，I'什1"パ、 4似I~j治t技()ん'i~)~ιべヤ，ijト5刈υのJ 仏'tCt tにζ!ω;匹則!，j サ十必 F耳る:ら) 'lfJ J以'Hにこ4紛在{化じし1たとリ1'1川lリ1，淡淡ど しで.jI'~Î~.将持 1及之 υ:刊I1山h 
t i:'寸4了1i う《む〉 ぴの')



例) ・徐}，土料製剤、キット 4時計1Iなど*)1月， I!~民11"))j!焔.í~~時九}Jì}i
・パイオテヤノf'J ジ…山川|見終l日，1])1，銀総);U<U)l史IJl tζ伴う，\1，燃の|刈 ~~'I'I:/ I自l絞'111:
.パイエナ後統I!dtの先行パイオ|うえD制1，どぴ')11;/1燃の1fT!!!);'1'1:/ 11サ佼'1'"

(1 ， !rr~必11，¥/， tI! [十日試験IlfJ始内JHU絞(オ…ツァン以外)

初めてJ終物な人lこj創立するこどの波予WI，、首i1 111試験ヂザイ〉符について、ぞれ:1:でにね

られている仏隊、:v.'<I':燃料i然、1終日1¥紋験、総11却動燃試験、外|主Ilふりける人に対するi!!!)[]約l粉、
iM外におけるノ民総状悦及ぴ釘11以6~~ 分;の'iì~~:IHこ )it;づき、初めて相l 花誌をさ芝 1')'111)絡&びlめよ'r 会:lí
うもの。

{時) . 1ft隣諸liな人lニi政)1I寸る白JfIこ::J~)j却しておくべき ;)1;ぬi床試紛の総本i ・内科
圃封îH刊誌J1;~ぬ 1;:，ぬける I lIlMl川放及びHIJílの JI~)JIIのjJii;(btJ41倣i脱1慰fílJ を合tI:J.) 

.州、i業|でnわれjとtr)J判官jt!H免ヲ'1_.引の利)l]可能性

・インフォームドロンセント!lJ日比例文潟ωl!1-1'i'i'h 

7ι |絞殺 JVll~お[+1Ií試験 IHI ~ln)1r初級(オ…ヅアン)
手fr少峡11可!l1 阪 l~~ ， II，について、初めてíJ~!1却な人 lこ i自)1]ナることの泌~"l l"ll、百n 抑制機y'\Jt

ィン符lこっu、て、それ:1:でにfりられているSill望者、 15fz約:試験、 IJli刈liitt除、 d版物lIl}Jjlお試験、
外|判における人に対ずる{白川l総験、 i刈外におけど， /1\1制た汎lえて:前H以線対4のれ守合illlこ Q，~~j 台、

初めて~'il 淡な'11:1)' 1行機&'CFJ的問'ff:fJ'うもの。
例) . !ll険t~な人lこ j 話川する前に 3If)J[討しておくべ会 ;JI'陥Jよ試験のjjf!按i ・ I)j'l'手

・餓 l中11試験における開始!l1緩;及ひ'JIJ欺的Jl'IJJIIO)方法(J)'CI日，¥'I'J;IIIR機剤会合む)

.外|業1~lfわれた賀î I HI試験デ…与の平11)11'可能'1'1，
・インツォ…ム|どご1ンゼントパl糾1>>))(;滋ω妥・"j'I'I'

8， 1阪必終i品日弘刷tバI附JjiJω'IJ郷H出i賀鈎iIl ~相1引11詰詰紋Z占~l験3検射免剣紛1持挑洲JI別}日1M始IlJ前}泊H川{判初11詩淡1(付オ

1)前)JJリj胤り出l封筋持i江lj制相日附1託匂娩 (少数M邸M符庁 4合~JlIハb、た川川L飲険J燃祭せ綴;の語糾tω目験k幻) ~災反必。l峨i品成i説II削i刊i'I州刷州i!にこ納'1化じし lè: ~llllî1 と して、 ぞ

れまでにぬられている約 1~11í試験泌総符の機械に)i~-:5台、約機及びJl)J 討を1íうものρ

似'J) . w計における線物動機約験でnn、Qパラメ…タ紋iliの妥当性

9 ， I!i， l~ ，'，/， JlI;JVI!llll H1試験開始IlJ)相談(オーツァン)

希少燃す内川l匝294i11llについて、自i1JIJI封inHli!I:験{少紋f.1¥絞殺JI]し、た)IJnX際織の紋湖、)災Jiui計
¥lliilこ小Wじした州淡として、ぞれ，1，でにねられている!lll机lltJ点数I&K母体の悩織に必づ台、 J行j持
及。:)山~，\占(ff うもの。

例) . 1.1¥'"'"ζおけどJ~~~I陶 ![VJI般試験で川lいるパヅメ…タ fl!~AI::の淀川 '1'1:

1 0， I?ょ絞りVlq発JVmiIT十日試験IJIIT府内1)判|目指 (オーツ γン以外)

向、ìI割 l試験終1 了後、 lí，v，MZ，Jj Ii'1見m以が i)~J.位される iJ、でのi現時I~ 、 tlî II HI試験デザイン絡に'つ

いてH11tJ~を交[ナ、ぞれボでにねられている第 I 村 l試験停のI&~索、外開における人 lこ対する{リJ

Jlj総粉、 ifif.(!卜における iji総状州、 ~S(f以線 fll~; t])↑白羽1Iこ:l;tiづき、初めて相談合受fJ'問機』えて)tJYJ佼

4イ i うもの教的JVI約 II 判 l試験IJII Þ!JlìIJであっても、後 lり!?品目，111紋験日J給~U殺デザイン却下について

も打|総合行うゆfTKj;44ば分になる。

(刊) ・筋Jl制lW.r\: l~えにおける治験i~ の)11胤



• I，L¥ ，";'に X.J'~'.?:lインソ '1…ムト‘::¥1ンセント)llii!io I Y 1.;;仁川の渓叶.j'l:

I 1. l'ルリ~1\lll後間liîîlllll試験IJIJII{n 'tÎ llll淡(オぃツアン)
fもJレ:i)，!引"j)IJ 1;1 :lli ，'，，'， i こっし\"'C'、約 l 判 hv~m~~I~ J '1去、 1:;Mìlklil!'l I~ !IJ Iíl: /!q)<iii;~ 41治主でのrttriWで、

約11HI ，~~級ゾザイン ry?について判 1 iW~ i':i::没1)、それ去でにlt}，'，れている治 J+l l;t，~附t~似!)IJ~，\，'t 、

外 1'1における人 lこりする仙川約験、海外[こねける jJ\i沼状~h~、なifIJ..:I院予 ω.1，.，''II! IこJ1¥;づき、ト:)Jめ

て1;1111指先 1)'.JI'(.'，ザfえり:J出パ4・iiう1，~)" IlíllザJ.~lll H 1 ii，t!，設1111~(ìlìíl'(';ふり C 七、筏!日前日 /l l. ì，t貯1t

U)íiJ~!決デザインサiについても HliUÆ なれう，l_J，)~/土木 I.{~}になるロ

(ilj) ・iiiJJ ./llír，~験における治験時;の)IJ J辻
• 1，1.\行 l こx.j"n:)インツ j …ムドど1 ンセント JI J;i~.IY1 丈 \lrtl)~号、'H'I

I :<. 似却!1111111!u11 Hl;，¥AIHO!終 f役111ii!i (オ恥・ツアンJソjト)

l:í~~JA、 /ili悦 )1)1誌の ì)~íiJ去の代目指 I::.;I~; いて、、町政治験:~!lの+1 1 1(主どしとLJ:初めての相 11淡であり、

、1'1n史的級般の治 111 ふUS~ (j)伏見~!ソゴザイ〉怖につし γ亡、ぞれ.)，でにソミ肱された陥11、，tjt!~Î! Æ:if <~11 、'Jú

似;決別的慨にJル3設、初めて+11i::Ji {;: '3; 1)' I l'I•1持及 fYJザ1) i j' :fi: f jうも山、

J: /之、 ;~llll/II 試験にイf ~i)'I' i'，1 'I'{"lì 令 11 的として紋íJ[ナる泌)1)(・除外J，liijl;及。:ぬ，lUj'jけを拡大

Il1 mV'! :J~ iJÍlí II !j Iこ社党政しないこどの{泊!泌 {;íiH必どしJ:へJ~()

伊j) ・)11.1設Ix:J.ぷヅf…タ心1)，i'I' fllli、ぬl川、liIi'民川 Jibll>:(. "i 'i'I， 
・?ii111.111 ，t.tV，決におけるおJ I!I.H!l・たンドポイントのど19íJ: 、iJ':h!t~山総 111 処jll!};W
• Jtí/i~試験以外 iこりう，~，、 IJJ}I}) ;b ~:) iikf投
・インソォ…ムド:;，]ンセント)IJ iI比IYJ丈r1fω泌吋'1'1，

1 :3. l:r;;~VJIIII'I;~ IT 十11沿ti0~終J1刻 11 絞(オ_，ヅ γ ン)

品少捗i:h'J11]1;ふ)jg，llIll{ごつし γ仁、臨床JiI災JIJ Jíl:山 t丸山 f~のl史的{とおいて、、11J史的験;h1iの /lli百i ど

してはト))め亡の+11itJi，('あり、、円以i'fi))売却のriiJll，i.t験υ)¥試験デザインセ似こっし、て、ぞれぷでlこ

')~Jií!i (げ した lí，í~l~、試験品li J~~、Jii似必の'/ì'r7IHζl出づ注、 ì}Jめで+11絞殺処 IJm将JえてJ'JYJ ， ¥. {，;. f Jうも

(J)。

主1ム iii111 jl l;~~i決 lこイ(:i'!)'I%1刈1Ii<'~・ 111'1むとして ij~リ;ナる i波 /I( .除外)，1:11';&ぴ|角市川11を似大

治験'.~}'iJi仰い設はし点:いごとの lì(， li恨む "ríill!~ し :1，寸。

例) ・JlJiJ!;J，:.o.l.、ヅゴ…ク (1)，1'1'，{，lIi、陥川"il:ぱJlJI，l:O))身、'W)，
-河i111111，¥刈主lこおける対I!(j.;¥lj・比〉ド;J~'イ〉卜のi船j，、品'i~H仰が'é，iI処Jllリ11.人
. Jt絞試験以外に行う t町、切のある山倹

・インソ 4…J、ドご1シ・ヒント)IJ，ilI.Iy) )主 'I!tの ，~Z， 、 'HI，

I .1. 1)， ;~I之，\，'， '1'ih'i lilJ111 It!i (オ…ヅアン以外)

陥q;1)11絡が終 j'〉くlよ終J'111J.i!iでありも Jj'，総q!ilr1i 1})ためのすiHi十}i~1.i:î i' う際 lこ、Ij li治資料の

.J: どめ )j 、 'i:i~':/'O) ].分'11)，'~事 l こっし、てそれ;)，での|脳JA，出\.I~'~! ~山県 lこ人1，っ与、十1)11>，( +11正!;rr公I)JI1

イif.!えUJVJii'<'di'うもの“
{クI/) ・総.18':'f!~'ì< '1持、 'N~';lj祇}艇の{十j品 JfiJ‘

・IJX'¥1.1!， 111 ¥'i N 0，刈 j(仰となり 1\1，る陥山 !ìj~級デ胡引が 1\) られ，(いら由、どうか

1 5. 1同:J，li品iJI，Ii'i lìlJ判 JM~ (寸…ツ γン)



手fjゆ疾病nw見?総川について、 h相川、問絡が終 L¥(Iま終了111])/1であり、ノ民!f@1I1読書のための議f*q
i1
'
I&tdJ'う|燃lこ、 111総資料のiJ:どめlJ、従事干の…|イ〉ヤ1，符についてそれボでの陥J，¥{試験結l!Hこ

必づき、初めて判1I淡な!交け約機&て):JV!針Hiうものρ

{刊) ・総約機~\H件、殺事Hilllおの刊す戊)j.ì.点
• J幻自111>>1')0)似ぬとなり 11トる|恥件、試験ダ…グが11)，られているかどうか

1. (j， 1災被IHl般的JU<i)官後陥11ミ試験f吉川i'im川111淡
í1J糾制・1'):瀞況のため、 'J~1滋 111)号から li~フれる附iM'訟~!総&.ぴ(主JlJlí~i 白洲所得;の(弘、新たにソミ

J!t!i")， Q ，~，、泌が '1，じたF制球試験&.ぴiY! }lJ 1戊総 rr民I~t絡め計|弓fl!111ζ関する Hlft売として、初めて中1111員会

!交lJ'mi持及びiめバ，NJ'うものり

1 7， 1絞殺 IWl終ìlliJUÜ'I.H妻、臨床治U彼等終了1Ii~\十1It1%

次について初めて III~IÆを必けJI'(l持及びjリJ討会11'うもの。

( J) flf.f1州11'PI:市街のため、 J脳部11りJ'らfiわれていた臨床試験及び{白川I1似飼料tの的、祈
たlこソ，tlJi[し/と羽詰J，¥<紋際金及び{む1111戊絞前j術中jiが終r5<:1;1:終rIIIJillω段目切におい・てIjl紛
のための資料作成~1Î' う|祭ト亡、 111 総資料の :J‘とめ力、資料の卜分般に関十る J劫介。

(記) jJ!(íl~ 条1' 1・の Y~í似し憾について、その 111"，句会 j密やかに誇1!lllIiし級仏三潟:合作成する場合。

1 8白 限界~，j，'dW!1I判断(オ…ツアン以外)

'1f，'~NJj~(f4JTJ絞殺 1\'11 1 会|漁く|減却ü ，\r'， O)以下ぴ)r~illlこ似せi 寸る場;'tO)1引絞
(1)約 I十11斜路免IJIJTltillHn目指なねった 1:で約1l州試験1I目的1¥11相談以I1IHこ行行:4HIIII以降の判|

総

(日)後}出資OHII総険Illluf，l'JlHl1淡な行司たJ'，でj:filljll紋験終γ後初産aY.rllllこ行う日川円以降

の相談

(日)筋][相|試験i手t後+11絞H:f"7と1"で111日古川1111i1'W.、削Hニjfう2川11以降の十日目先

(.J) III r.rl JlfJ111総長:~子った上で、 1ド約 û， 'C' 1こ:fJ'う記nXIドl以降の制|淡

(5) U明治lU!i代後納床試験符首HIIJiHI談合わiった 1:で般的JMll後臨床紋燃え字終了lIiJ十日総以Ilillこ
jl'う 2川11以降の十111淡

((j) 総J1!i J以術後 11MW，~x\;~検均ii終ア 11.)'判|絞殺Î Í'った L:'C'i1HI刊日1• flVffli況が終γする訟でに1)'ぅ
日|り!日以降の判It，~

1. 9， 1必然，I，'，)sJ!II相11淡(オ…ヅアン)

希少J主的川l減殺Ir111(/) .D)，、ドの.IJ[111こ絞対する投}f，-の制!日英
( 1 )持n羽IiTt験IlflTMlir似目指ifdiった上マ筋Il1'i1試験1)日始I)IHIIs炎以前lこjjう21り111以降の判|

総

( 2) j剣山l;(iH相11点検IlllTi!l抑制|総合ffったJ:で節目制111点検終γ後十11級以前lこ行う 2111111以降
ぴ〕羽1泊先

(日)i:fi U 1'i1紋験終了後 jTl iiliHi りた kで巾 fllI llfl判 li~í以前 lこff う 21'" 日以降の相談
(.1) 1I'i1背IllHI1淡な行った 1'，で、 111約:1，でに千Jう忠則11以降の十11絞
(日) (lì!l辺i服;Øc1変|織内務~W免符 HHllíj 判 l目先訪~1-iった1・で縦波m近海後陥!~，糾1 均等終γ11<'1'+11淡以前lニ

II'う2Ii!lll以降の相1絞
(日)製粉l収。日後P白川，f>，~Vj~~lÎ;終 (11.\11' 11 露IHdトった上でjlJllij!似i • jlJ瀞l誌が終 f十QiJ‘マにti白う



21"111 )ス II~\U)判 líUi

1 )ノ I'， !I包"ï: IYJlj'~市1I 、 mむ~ {訓1I換えj主体Iをよ1，;)1I して IJI~~'lさ j'l.とうドャ拠品、|う，~，li ， tdl 、 1'<iI，I; H民間Jt字の I'd ， rf 、
イi 効'lt)k'(n，.\~'lt引縦f!1~^，予ト:1刈するìJ<1 I\ J，I!ìÍ r1~ (II{{拘I:J(j{j守政令m1 J ~J) 前日() .~.~;'私立 r(i抑
γけへの川jtlこJ，ti<5~~"}!JυUJ'倒λ:1:C rJ ).JI'ljlfずる I~V)'l1'l;)II!又(，(，(Ilfllj'li ~;\: flll!こ!I.'i日lju)ii'.，(止な明十る
|叫椛品(人以I土動物的制1)刷会J().j宅中るJ主似合}，I，;)IIし(1.1明治δれるl災'¥1，品、特，liノ!:!I')J!l1!hIJI~M，)り



(J)IJ紙 1~~ 2) 

対1(1)11))討司I1:r日制11持(六都Il'II'，11の十年(:)l，;( cJ_)詩|。燦)!i}llこついて

1.. !'.'iち，1，¥(の首|。繁()frj，
11収納紋il，jnのあった，¥，'，11 について、 i火の仏、 8.lえてj:，1..のそれぞれの約，lkのイ;・計ぷU;'，ト¥'

't~J ，1，¥(としU!十。

2. +11~JiIポ分ごとの点数

相談l式分ごとの，収容KiJ、|マ;1:{のどおりとしボすりお:約、 IJfJ捻11卜削?なf1;にわたる内燃やけ1約デ

ータパッケ…ジの11背n~キトについては、十日淡;frfl う l~h Iμ! のすご。 I~，~ω1削減のi強行状仰に応じた判l級

以分において+nliJ! 1i:受:1)'"'(い:J:十。

判1級以分 Jlt志士
|絞!Iil¥，'u'd1'i1 相I~JtV.決 IJ日始白íJ判1淡 10 A，( 
区長!liI!，'II， llíIJVJ雪印![初日~I!漁 IJlJÞlnlíJ相 1ìði 3 ，1，¥( 

|銭 ~~!'dli金 j関節J[+11試験1111始時li相In売 日以

W::~良品約 11 判1紋!紋終了後+111売 祖 h¥i.
1~& !liI!，'，/， ql官官前相談 10 ，')，( 

vl連1MJ)日))11机|淡 もとのIK分のJli‘書記
一1l¥¥ 

.1:.詰u以外0)特|絞|渓分(Il'.) ~ /1，1，( 

(il) Uゴí2以外の特 l総長五分j とは限努~，\MI.'.物小川vl刈符内総険符相続、 I~ミ終M，'~~'I'I:
相談、 校H終Mll仏官1+11総生・いいポサ9 お:~省、 |阪奴連綴~~I\í川品I日川，'，司苧-:'*llé討j'判'1山|
後 F隊陥台布;r，応記詰総~!験5娩免え符宇詩計1'1 11附iíi1'I日3絞』及えひぴ(1阪f奴鉛しυ1導獄q駁111品I日弘h!;燃j!腿l延2む)溺i銭ωl(刻;けl似以ゲ犯d後弘繍詰!山』ぷ;詩紙~v.険3放封宅符卒車\~品終l品下戸γn時L時?州制相l絞lは;1土1:、 FiWI，¥' 
1'1 Æ'，\ll州議1!:':jj うため、本話会lこ 1:):，今 ~Hれてい求せんり

日.r'~討される ql約|又分と?との点数

子却されるIj斤1111，，(分ごとの)/，O，~I~: ド伐のとおりとし ;J! ナ。

~予測されるIj l 日常 I~.分 i，~数

消1HjI)JI成分;J:f!iイf'禍るもの I 0 II ，J~( 

1Jl1iHMJIJ阿!{ti'iIJにあたるもの 7 A'日
1J1JI，):J).級協のも0) 7 ，I，¥t 

事J1効Iml匁~~，\I，にあたるもの 4 IlíJ\~ 

ま河川角l~ 1校総 I~'III にあたるもの 4 ，1，1;( 

1:.紀以外ω長五分 1 Ai( 



'1 ， そのill!，十1I!l史的 HU)ïlご i って川IJ~~( (~れる)，1，1， ，)~~ 

IIIM1のHI却jJ二 1: り IJI('v.'ふれるぶ~'l: 1よ|、 11:のどおりどし)，サ二

jll淡ω川町1

rJj ({'i)JIJ見分。'JlFII?'，} 1，'1υl訟し燃に係る+11，淡

(I!:) 

( iJ，)次の(1 )及。:(日) <~ 1，1，j 1; 術/こ，)'1 '1 111混乱~X.Jf6!とし主.，)'"111)務，11‘1111Iのqqこ11.1
|務)1，:1，，)，試験が合去れるこどのみをもっ℃が })11'~1 なれうことはあり)，，¥1'んの

でどれ:，;O":く/ど与し¥

( 1 ) 11 .1;と 111;):~外の|全1'(" 1，，)哨ヅ1:J トコル lムJjl;〆 5':'111)11りり11:::')，hÍ!i される 'iìJ~

験伊マc、b似i百iJl川i引削lリ)Iど?しで:泊i品}11 判仰l染糾t附験:父幻lυjよ、均治im削Il判相lゆ品派t目験免lにこ係る|内J句'J'N内ぐfなと 1，と してj倹F負~iî

る村州|誌U淡j先lし0 

(日)相必 j!í'があらかじめ'JM/)、するソ"hí~ ，ìI' I11Iì ，11'の後lと)，1，-5没そのJt.(1; i'1~ I:I~ 1)')ね

合Nr;t、J'('さおlな|ヰ'('('0刈IliU{1)



(日IJ紙記)

う1:;!UJIけ総fT庁Jiflllì相 n~! のいふ'!&. t): IJ， ':;~ 

<1'l4:~~rH，> 
1.先時IlIj総合計仙IHll淡 Uu'r奴)

:iU日liI)稲荷 111 'il， i Il IJlæの対忽I~~:キ~lldl (以ド f党総1)潟市的段以fWIけという匂)(J) ，'r1， ~守にi17~
る1) 1綿子俗資料(科総長h級品'i外\)1こ勺いて、 ~I:内 111こ烈11111{i:行い、 lliJII.fIA，¥の.111111¥、間!闘の終III!
tJ:，fiうものロ

記， ;'13附け総&fi州国十n 民主 (~lq~，M~)
先l以1)・'liJirtf.l将司，[長級品の;)11 I~信仰{.: 1品る1) 1紛γ'~í:Jr~守料(名1m試験fFr'i)j!;)について、がJ)IHこ仕l'

例会:1)'い、 IIIJ閥点的1111/1¥、刊誌児島の核燃をt1うものの

日。均時Ilけ'総合糾111111'11絞(臨床)
Y'，l j~ri 1 :}. '1露五空間信|長線似， OJ臨床試)~f~1こ係るけ Iilîff' 応援を*iJ' (れ紛糾!険市自然)について、 判官11こ

糾~lIìHJ'い、 IIIJ JI.[j点の訓 1111:1、出i!ld自の燃JlIlな:nうもの。

.:1， 9~期HJ 総合抑制Hl1総 (1バ ~ú'l'I'I!)
:ill~以 1) マ勝浦:J行総 12消!!I~ho)j民総 rjl 約 1111' 1こ添{わ)鳴る子似の信者約~.: ..コ v"C 1J' う{符彬H'I:Jì~111Jへのj総

合'11:1こ I~JずるH1絞り

5.先月Mj総frln'制1I判除去(C1MP)
%1以 1)'総介ßil'和Ii相 n~í (，'，1.，絞)会!支:1)、JJ!iち・削除法、't<:iir'I'I，、日現)l!1)/il点字0)，仙波lこ関ずる

1)1.日立についてJ行j持lÞ..びl仰心的tな'受けたものについて十i う日明治[リ?の燃.ìí~~rl'J!Jl及びlWI鎖中nlJ!(ClMP) 

に|刻する作1ft売。

く 1 1J. él:. 似:，~針等製品〉
1， !)tl猟け総合討もlIiHmji(，Ir'，'1威)

!A)W百 1) 後'l!f.;JI1 ~~11司 !iJ; 0)対象í'J/I:.以燃物I~Vil ， (以下「先仰け:fIF'llr.li1ili i If /1; 12f 1J誌等 IM~ ， \lrJとい
う。)の rHl慨に係る1) 1約九r'ÍI!~守料(イキ;f1R試験的思)について、守1:前 lこ誇l'制Ii'itlJ'い、 1/1)隙IA，¥(の
品11/11 、 11!~)I.lï O)I)詰Jm~j: lI'うもの伶

2. 先1~llIナ総合併仙ìj'lI絞<V1'lïMM，)
うU~ll1i'î抗;公的信仰/1ュ I:Øt号外!製品 ω4I i l，lí!lWこ係る1) 1ff向子総資料(千十 nlil試験総ぷ)について、

，)1: 1)111こ糾イIIIiHiい、!日Jh班点の.11111L¥、間!足討の絞JIIlなずiうもの。

:3.先制け総合誌干官lIi十11絞(陥):li)
先駆M1持'l!U1i7む11問。|駁世記簿奴IINlの|臨床例!換に9[，るlド百世子俗資料(討rf!ft試験斜I'mについて、

1)\:がi して n川lIì ~ql'い、 IIIJh!rjぷの11111.1.¥、出IIUliJ(/) lj寝耳 11 を:h' う~)の。

4ι 先月illI'J'総合総ill1i+1I終 (1除草H'J;)
)\l I.1引け '1~ 'I!r. J 竹~Î! llJ11'.I!i;:1京特例，¥/， (/)/比 ìt~111 仰し?に総小十お r~7l! v)災市HこついてqS う的~a)j'I'U，~

mへの溺ケ1'):1こ1111十る制淡。

5.先駆けIt.'ti1'i'M手仙iHIil'!1(OC1'I') 
先制~IJ総合判仙l十|似(L'，I ， Xl[) 会没 lナ、 J礼絡・試験級、 'li.tÁI~約:、 jll~)占 7J'i}l仰の，1，'， 11(1こ|県l十る

せOi'(についてJ許可卒及t!(jり'Jí'守合後 l )'t~むのについて行う製粉mの製約1~;illl及び1¥/1関符J11l
(0('1'1') Iこml十る中日絞り



ぐいjj，(ji見出;ろ

1. !}t';I日HJïH~什 dfilllilll総(I!lt!伐)

う'eJ¥IH)'市内.llliJ汁jlll削〉対如何11.1;1坂出 (J'.(l' I先111¥1 J '11¥: ]，刊行旬以 ~):(H~ ~:'i J ~~いう。)の仏関
!こ{吊るIj l ，l占j" íi~資料 uキ f，Il， "tl~依存，'L'jlJについて、判'1111.:. ， 1'1'仙i IJ;' -( Jい、 1IIII，:rV.'i.o))IIIII¥、制JWの
絞111!(>:11うもの。

目。先!似1J総{hl'I'自Ii111絞 (.)1附11;)
先月¥1)' :ilh'i.1 n，i， l'k!j~li~出'M.ll iJ l，品川」に 1吊るけ!U )!1 J' JJ::資本1(件倒的険料1!↓りについて、 '11'111)1、て

よド1111げ';:1 Jい、 1111則.'."(1/))111111、判!IIiM 続J'I!1，;: 11'うもω.. 

:L 光州け~".t-~ {'iil'F和li判|淡(陥川i)
fん1¥1¥I nl¥， j'f.lI1 iじ li〈彼~)~~:-i(})I~1白川， ，汰般に{{~ミィ;~) 111 iillj f'波資料(件1Jf(;¥fttJj!izk，'i月!)1こりいて、 ')11)11 

lこが和lil，.:Uい、 III)IW.':.(の1111111、日出版i0) '1i'~Jlll な行うも υ)。

.1. うI(~!似 IH:.l f'ì，i'I' illlilllli~ (j，\~州'1:)
ノん1';1¥1)'11¥:1'仁IYIii:l:'UI，I;I没}l:}(J)JJ1勺1&Ij 1 ，11'111.')'1こy.jH、十1・あ 子社fの;iU:i:ヰiこザ 》山Lしf、て11う1 ，パ山刈fわ刊叶11十折判|十H川ij'引i[げ川V刊|白げ)が1'ι:υい，山へ、、、~(J

;滅i政辺介'1'刊悦'1生1:司lにこ|問則めサナ)"る{村仰j刊lit:淡h丸【

5， ';!()~H け総('ì ì\'l~仙i十II ， Ui (()MS) 

う¥;四¥IH怠fFli干仙川11淡 (品'Yu 令:::W、!.JIJ持・試験法、 世ぐii.:'I'1、9映2足治i)心Jパ11‘λt等宇のi品lV仙rVl'バ:11にこi似日弘W貯J'十Aどる':) 〉
'引1肝Fμ川j斗川mにζついvてC什Ii行j)羽J持持ii包及ぴi刈幼リ山1)iパi'々4な"没立交:1けJJたとf七1(/の)1にごつい (' i 1 う事似!山irf釘ωu川1所り;Ij1/山)1)拠型i治f公i1'I伐符1守e引ρ刈洲1!1及え灯てぴF刈，¥品l
l ζ m村 ② どる').111 aえ1 

ぐ 11，外 ìl~IIHJJII'':殺仏〉

1 ，仇;IIIM総í'r jl'J~仙 í+11 Im UIlV[/n 
光開I!' 'jlh' i. II'líiJIII)I(tの丸.J~主体外れ|りrJ IJI''':!\~ ，'，I， (以ド Iう'MI!1)' ijb'i.IH i立体外的Il)f)III;"，.¥I，品 l

どいう。)0)11，品川、'I'i'Iii:I;，t段段Ij:似|則的試験以外の性能{こW)'j'0 '11Jiiのうわ、 i1:I.YUIi. tPu'絞れ:
lご係る 11til市l勺iu'H:I.(i'r f ， flii，~!.日It lÎ:ii :'~~)について、 ')fJ)iilご，1'I'1111i¥'i:1 jい、 IIIIJI足以の)11111¥、i1!j¥則V)

'11'(，111な11うものの

日白う¥;1¥1¥1)総合Il'It似判1Mi ('I'I:iill) 
うL駅I)"!Ii'ft.Wn巨体外iil; l lJ f川和~!~il仙の陥同社主総試験、 +11 J)l.WI:試験、 11 :1:長，& '(PV! íii'I'1川、外的刊号

館試験に係る IPil市F俗資料(名川試験品，'1)1¥)について、 ')1'1)111ご，i'JIulli<'i:'! iい、 IIIJJ1(!点の111111¥、
日~!，，~jの '1技!'I!<'i:1)， うもの。

:l.先1¥1¥1) 総fI'， l'l~似十11Ml (附1~，'i'I総)
う'，;1¥1¥Ij:ili内，!Hj凶ドタ1・，i'jIIJi Jl I ↑";:，:V，'\!， ぴ〉怜;Hi'I'1市I1 WAW~! 又 I J:Hl WH'I:品切売に{ぷ~) IpnN 1")jジ印字1，Oi、

似試験結県)に-)いて、 'JH'rI/1こ¥1手側iをねい、 IIIJIIiI，':，i，O>JIIIII¥、制!版11/)恨.I
'
1!となれうものο j主;j允と、

品臨:¥1;川山，汁叩'i'似lド1

) 恥，1 告先;1似州lけナ付j総，t~{介?}i汗干仰側l山I1↑I it淡.~ (QM 日川

う先ul似i日引似HμlけT総総t介ijf印干州和仙制IHI州i刊1，淡詰淡i(ω，¥品l
引i柑川iiIにζ〆つJい ぐ品灼1~将!浮H及主てひびJ'J肋的 iI' イをb戸没立lけJlたt七(ω1η)1にご〆什Jい‘て(1j' うr終4目治~V川?川iぴω〉戸刈{刊似l限当五泌5ヤ竹i，ヲ引.I' I!!及え υぴ:仏 1~tl“11;十;J刈'1引i日!(Q恥M日ω) 

lこ|刻1十q るHI淡υ



())IJnl~ 2 -. 2 ) 

先i部()，総fi計官lIi相談の資料lこJ議り込'1SI!')'(i

〈阪総tflit:、
(l) J~め肉料

。1)，1経11¥夜中1，' ~路
訓告11¥問中i…殴trffij戊L、添付!してくださいの求/之、術資パ…トナ…符とのヰ):j'，fI.rf1存性的

lこ阪11.¥資料.，践をもとに、 jiJ!l.m道料。)}政1、岐についてあらかじめI;([!総してくだおい。

(~) CTD 1.5 r iLûlJ江又 I;JJ誌はめ約終及びIJII 滋 Ul料品'(~J
1/1約Ih'lのじ11)1/)詰[¥111¥¥I}~'がに 11'11ニ、先陣w総tfr判制lìれIt淡|時，'，\('c' nffJ~なドj返り J!，体的 lよ誌díl返

してください。ゴu己、 i肋JHc:j剣持1THl突が行なわれているJjij冷はその産主総合商~11\i!し、必 J!l!1ζ 
Lおじて相談すí.!<<;，~~:縮小J し勺ごくだ怠い。

iJl)今後の|刑者自針。J'j及びJI'~II淑でのiVjl日現
"¥31獄1)'総合併仙+1111おIIltl;i， 0) Ift}t俊、 Jli臨時、 I~，結成における今後の IJ日発 ì1l削(l強行 '1'めるい

は災)iIJiY'サ12の試験)1Ieび+11淡符が均える中日1'1，1，でのflllll'il(rjJfI市，1，でにfjl(.jたすべきと符えて
いQ派閥)な簡訪れこ1It2il悲してくださいの

。〉論付文'~M: (燃)
先制け総f，r抑制1十11淡 IIli'I訟で+n~'il符がよ3える!lJ W' 1111設(議)や効悩・効;~! (燃)符が分

かるよう、そのIh~/1，1:;( 'T! TIJ' 1おお:1絞り ÿ~体的な添付文;滋(容認)合作成し、者品川してください。
なお、%以;立;潟については議会f暗殺事もどして取りJ泣いボサ二

( 2 )光開』け総('i抑制Ii相談(r'，I，'G!t)
(1) CTD:e弓ジ:出…ノレ2.3 ，\/，容~Iこ!日J勺J'{;，11見liH疑事1，(燃)
(11'/;波小弓lJ:{)

ドラットl以ω悦111もTif自白?すの
そのit~、モジ品…1げの紛月bdJIH!i7ji えて、立~lliijjìl，、工 {l，\IJjîn')1[1日古級及び)J!協試験絡に

!基1する日~!Imえぴ:得議~ifi: 17った隊料も可能です。
114') CTDよ!ゴジジー…/レ3111，'1A11こIY;Jずる，'，'i(綴(綴)
UW，ll:i:別減)
・ リ~11'，ìlnの1~)Ü1Ï!!il立 :r'JJr r!ごして首í.!lll~ してく 1'!.tEい。
・ 0~川'1111'('\えぴ íE式な:~íjH弘首lt~'6! (J三JVHij!(tfl.tU)Illえぴ加泌総;験)Iこ必場!なパイ1:1ットスケ…
ノ~)以上の ;)~II'.í1fi.u: 1父:U~告し Tζlゴツトに|耳lするゲーYIよ必mとしていまLt・/ν。パイ口ツトス
ケ…ノレ!V，J:， 0) :)~IJ:， n慢な Jメ 11Iたしていない悶ツト lこ|測するうぜ~，111;1:数々 堅守中|として機IJIし

亡く 1:::さい。
斜路iJ地i↓金糸1;r.l'1i::として総111¥¥してく 1ご怠い0

<ID 阪総仏製jおl弘1?'(!iM~，r/l宮内綴(終)
先国Hj'~:c\ iT ffil\ll l1ì相談1I，lf:j1t，l;で+[1首長r什が崎えるj'J憾なIIHり具体的なl災者i品目見附!以ゲ'JliJ1(t;!i>rJ 1 

絞殺事(然)合隙1I1してくだdlハ。ぬ1;初、冷淡文様lこづいては霊長身資W'Iとして取り扱L、，)，寸。
([l JJ1(液体務総郎総完全ø7J~1/ 1計j潟、(燃)

'\~ "::¥タ…ファイル(以卜 rMFJという。)を似J/Jする(1り1Ji-似合i'Ii:tJ。以ド|白J1人)
J対('ì l土、 MF毛色。議行 (MF~主総予i長打 dtFJすれ則、ド附じ。)より JJí(級交守;苦.~~~~前(/毒殺鍬1/ 1 市')議事
(又はその終):fi:j赴111してください。ゐ1"'，ね、1¥'1ß_史文滋:について l式数;~'資料として]以 ~H設い
B: "J二

(，刊紙ヰ1:J)'j)

• MF\~í殺計にあらかじめ(''11¥ tJ:ねておいてくど窃い。 Mli~t:!謀、貯の協力がねられない場介
l士、 l'分以前F似合11'えない ííJ的燃があり点すので、 Mド紋~*/'í'からの 'Iù'IIJ! 0)入)"，について
は、 Mド~í:í当iヂ!とあらかじめ|分lこ相 1ft売しておいてください。
)t'~llけ総介初1111ì判 111淡|ド込滋の材11 削聞に、 Mド'l~似符lこイぷど】，Hl将校・泌総う\l H~ilì~ してく
どさい。

• MF1'f 11分ω資料については、 MFXï:館行より悦 111 していたどお i~ 寸が、資料燃/1 11刷リlが判l



l淡町"l:ìv1F'í r.(J~k()"e )，~~'く )111tj; ら ~J: いよう、 'IIIH!の制!!技ィi':j'_iJ!J!J'iいし JγJ二

I!，('民情;絵紋JJj{f'非核~，i\111 ，iI'U i' (えはそ J)~~~n 及 ，(Y2 ， 3 ，日(ドソサ!、以〉くはその ÚIL ， '1:'ジ!サ…
ノ1-3 (/)品1i 月~1i:U内l、えて、 関j投JiiJ，、 i仁~.f'げ、j 竹符， )1川)11 1 品試t百紛向 J/I.えひぴ:.\則111怖九 i糾ÎJ汰，~験t呼宇 lトに、ごて|似日弘則I村i
イ合:i:寸1行l〆つ)iたζf災t下什刊:1中|ド1守:守}ドv匂σf七)，ザの)(/のjうt九'， M川11ド"X校台総虫ω似J占~， 1行可TιJ由が‘叶i刊h此J北~'ψすナ)，屯Yイる'.，1'古印郎íI品i日)_:J分}1にご〆ペつ)い.てぐ( 1;1:，川、 Mドヰ主主土作から ~JIJjお

抗日1¥して〈どさし、什

資料jild1¥ 11，'1 J甘い中山総lL3ωため恥i ド1E向I~ fr' ~~ rJj: lilll(liil1:となuうJ月(¥'がめり，);ずリ
• MIド'1校主 j:，l占'， '1ド下μ刈j司J'í1にご dつ〉いwてcω也:I!刊I!阿!(恨{日，i~; '1ドFμJj点'íh油が0が此~;礼~;{;点lヤh勺)~る)，q劫;}{什~Iは:1北1:、 MIド，'~訂~涼主止 t行;才~、可[1'町Uif;汎H~制11昨呼均か、 Fら】!問1似(ゴ会ご 4令7 行い， 1七;ぺすi 勾0

( :l) 角先t刈引{れlけTパ~'，'f:拡什Tii1 
( 1心)C'I'LH'ジュ…Jレ2.4Jlq:;~，ll いこ WI十おIlJHl'ì ， i 'l!制Ii (本)及び2，()，11臨床{慨嘆(後)

(仰ぷ'IPi'O
ドツソトl以I!J.J!W¥も 11ffj[;，'c"ナj

そ υ)他、モジけいノレ，1のれ'i !l~ ':'>:iI'市1:えて、、早川 1111 川、収物if泊白I.l、 d;'I/I 'J ~Îは )~l;-; 1こIY.IηJ"<) ， lì;~ 

IV I 及ぴ行総を1ì' -)I::，'，1t~:H) "1制3'C'ナ
(わ("1'1)モジ':'1.…ノi〆"，11 日弘山\;)~!j段 'ai ~!j' il~ 
(W!，i;]:い1'1)

dj，.J/t、'，i1jJ'J!， 1)，ljll知!fUJllli(，llq~，品川 i) iごf)¥γ(I:J:I!i(I¥11として;1，どめてIMIIIL，'(くどさい。そ
れぞれのノf…卜仕分けて')hlll¥，)偽るJ思(i-(土、それぞれiI去、'i，，)，るノレ‘卜の資料会仇lll¥してく

どさい。

( .1 ) うしI¥J{I)R怠MI!!11Ii十11I淡 (陥川;)

(り CTDド1:ジμ …/レ2， 5 1~~，ll.1、 lこ IY，)'J' る慨，/lfi11判IlIi(従)及び2 ， 7 陶山II~処(従)
(WI，皆、'1引J'D

ドラット1i1Zの，111¥11¥七日JiJ!?'(:ペ)二
そのI1弘、 む宇;'，，/…ノレ5ぴ)ff:ii ，~↓~;(;:附J:えて、イ I;:c)J'I/I，必()'叫:すそ'1'1:':9:I ご I~)する ili~IYJ .iえび与 7誌な

1iったm:qも"1fiIjでナリ
@ C'I'I)'I2'ジ μ …11〆5 1胤 I~，試験刊行可決 (11点汁 í l'í1 1分 υ以外)

(日)先!日{IHお冷:i'I'!111i111I淡 11，I'hi'l'IO
判 1 ，淡対匁:品 110)1，;'似'1'1 似;111:( ，:係〆シ|たりI~ 伝的泌するために有!)\l 1 ¥が必1製品:誌ii"いこついて、和'，1

))Ij{こ1，i'山'WI:I~\ ，lit:t'(jl (ζ判lii完してく/ごさし、。
( 0 )先制!1)'総(t，iHlllillll淡 (OMIリ

判 i絞午J君!似 JrtJ ，i}Î' のI.II~Ji'ai' J II! &び仏代'，'1'JI I! U)~I~i)Ui:'仰品討する 1とめに似 /1\が仏 I}，!_( T，J:資料に
ついて、ド1))1.11こIJlI¥llTi'i¥i;Jll!li11tこ1111淡して<J;ごさし、。

<: Ilj:JI'， I"ι1~ê~ì'ト 1.lttt'IlI，>.

( 1) JI， ~IJ \~H+ 

(わ1I，~/1\'ml ，~:r: 
r 11I イ I:， I~~似 T判官 1!1I11 山事，~J1iJ収必If\M!， rll 紛 lニ際 LWI ，(í:'J'べ合引J，i'iについて 1 ('1え1&記り1):8

J) 1 :3 11泌氏名良ゑJil0 H 1 2待日})'JIP: JI:.1.i'(i助tiソ三1:('t'¥'!ノji;;o)f'I'¥'(以 ~I，W総:~. 11J ノ 1 ， 1火山 ~lÎ;剣

山"111'fr.'ii' JIJlJI!吋)JtU '1:11) (以1"1今')f'l'rJ，I，1"iJIJ知11どいう。)tが¥1'1二、仏lllJiii中| 院な1'1・
h~ し、泌J.J 1 てく Iß さい"主/之、'i1~1r.パ…トサへペトどの ')1:llil :1' J'(f'¥J:1I与にJMII¥'m:I'，1流会れ

どに、Jlu11 '，'，，~f朴のj肋イリ込についてあらかじめ (((11，it品してくた:さいら
ゅ んU!)J;CX[;1: j品川ω絡が~&a外 1 1\Iごれける使I1I:IJUIt~ ':1: Iご|貯i)'<，) ii~ 1斗j

けliWlli，パlull¥資料の仙1&1勾引にi1liじ、う，'c!¥I!IJ総(I'¥W.fll!日!1 MiU，Ji ，¥¥(でIof'lj~ (，:ド11りH休刊J1ムiU
2似し亡く I:~::sい， )， Iと、;!ljl，1こH刻1

'
I111絞が千it立J)h'(いるJM;}!よその:H1{i-(r;を，lt;'1返し、必世j

lこは:じて十11;t~~ 'jk~ {J"，'I~ <!了i!，i!，Jしてく 1'(，さいυ

I:i)今後ω1I111&.i1叩11i&ぴIJ1 ，1，'1 : J:での糾l開
抗;!II!IJ'総 fTii刈111判 1 ，1史 1I，'ll、(0) 仏n、，Jl iJ山J~; 、凶0，よーし亡。)，;1 )ら今{去の羽111，jill' 1"Ii (!似1''['X: I:J:')~ 

Jjtri r'iむの試験)及びト111淡什が与えるIjJ;tt'i:l'での，i!I!1W(ql ，11'/:)、でに仰がとすべ占どろえている

iJlt~目立) を前j1~:(こ刈4止してく fイさいり



(治主jH.J災対(然)
1'osillfJiji誌IT行11川11淡IIN，'，¥(~r}打!絞将1l~'J&える川 ìlU(J;):{山川方法(然)や効fJ位、効!~U(l;j:-t'l;

総(取)符が分かるよう、その IIlj'ぷで川fJI!な日I~ り N，体的 lj:添付"t，詩型(れ) t~ ijll品し、機11¥
してください。なお、対日立文字誌については数13Et1111どして取りJ泣い)j，十。

( 2 )允悶H) 続ìMliiIHi川市~ (rJdl奴、，)1;臨床)
()) ，'，，'，関j立び:11'陥I，[<rこ関する泌M資料及。:よその1I1!'綬
(れt{.t:5::r者以:rrll， /6irについて)

'~/I.，僚の 'll~ ，ìll: ).~r1まず"ii!として泌総してくださいり
・悲喜lJi"れ')，~4， J的知にある r!~)l!t )iìl，減ひqニJ，IU名J:/l. rJ糾~Î!))'ìJ， \1;1こ IV;J十;.r)資料 J (撚)につ
い'(1士、判!淡1111'0)γ~吋タ会主!ii乙制約してくださいο

行総JÆü+ílぷ l ;t'f'íl，としてìr~ílt~ してくださいの
・ \~ìJIII似及び.1[;火 i;t.災対派色紙験 (J送JlJJ保 (t:î試験~1;) (こ必拠点1パイ日ツトスケ…ノレ以 hの~~
11'.脱会Jxl!舟したロットにi却するデータ1;1:必jJlとしてい次世ん。パイロットスケ…ノレ以J:
0)災 '1:.厳令j泌l決していないロット lζ以lナるうむ喰タ l土議会与・1資料として ~lílIJ\ してく 1::' t!:い。

( 1Vi滋ヰ1:.1];(: :)1;臨床について)
ltM'j，、 el'!))) Ii::lit付ける試験j北時点、 {本糾}内1竹~U抵抑V)バf滋 (ω，JIド附:哨F陥陥J..iO ~;符争 lにご -""JルUい、て lは立郎[ω封刈刈|リl として建綴会司引I川'1\\')お

シオ本1ド、i泌泊知知11にζある fi矧効B幼1)1力1))又4υlは立叫{倣'1止1:1.餓潟4な旨3災i針{小、
!淡資料J (存然長誌埼)及tぴぴフア{ rω川J礼1:陥川応ミ記火t.:'t全i花1洲干刊怜1，汁lにζ閲サ十高る挙佼記料J (撚)J:/l.びその似照合1Jaどめて抑止11¥して
くださb、。

. :)4 liis IJ' )(1;):災縮予'どの試験については、 i発I));XI主性Iill~旨災イナ 1') る総験lこ|県lナる資料j
(字詰)、 r (j， )")動燃に閲する資料J (綴)及び rJIず附応決公燃に|県lずる資料J (燦)のそ
れぞれの械製にその符を泌総 I~.亡く 1'!.おい。

(g) [1)¥/1.: WH/~特製品I~)設 l阪哨!JJx 言語1) 1 総潟:(é絞)
う先'ðl!駅~Iドけ蛇ナ「総C冷T目糾干{制1)州l川)i~'制相')刊II!絞j先刻;計|時L時11p ， III以i

ゲ宛I~j淑民i総i溜羽混、u川巾|ドl吟首討紛I向j装滋率(字燃結) 占合~~j似j祉止 l川L\しでく 1犯ごさいO なお、 l，J(! 絞;丈織については参与・資料としてIl~ ~ 
倣い11<十@

(31 JJ江波符主主総JJí(綴究員~II<1) 1目指滋 (然)
マスタ…ファイ fレ(以TrMFJという。)な{'J!J[Jする(仙川子対rii: 予付~r ， l~. ド jliJ じ。)
湯冷I~: 、 MF~~9Ij~ 針 (Mド絵総予防す?を合:tJ>，以下|刈じ。)より1í1(J1~等主員長MJ)(fi判定紋1) 1紛潟;
(又はその然)な.IJt111してく犯容い。 tdJ、ぞiil.史文芸事については会主将資料として取りJ伽、
ll:寸。

(fyl潜行JPru
• MF務総滑にあらかじめγ氷合{却でおいてくださb、。 Mn~世主将の協力が外られ点:いJjHr

l立、!神分 lJ:n'I!]lIiをnえない nJIJ~'I'j，があり淑ナので、 Mド絵~t1~;行からの1iIHIlOl入手につし、℃‘
l士、 Mド1提出法:/:i'と，V;1ろかじめ l'分lこ机In決してjすいてく/ごさい。

・先駆け総合計側1'111淡 1)1込淡の船i符4聞に、 MF務総d円・に係る虹l治行・泌総y'(:，t，i:古口約してく

7ごさ1，，¥1
'Mド1'.部分ω資料。については、 MFX告総司~.より 4品川 l していただき点すが、資料拠1I11時JVI が判|
総符と MF務総省'で火t3'く凡ならないよう、そIf!l(Jの詩的I~混合~~)制いしオミ寸。

. !íí(l総得売を仰~IJ1Wt!(主総 1 )1 11出滋 (XI;J:その然)及び:タ IWr'\，)，t;*.i副知lにある[is主的;!J/占i]fccJlこ
TJIA告及び総数かが〈俸に測する資料J(後)のうわMI'殺長jl (1寸~ijュ IJ~ずるl'出分については、
MF校長¥;(1'からjJ11J窓際111してく/ざむいυ

肉料似Il¥Ih¥'JUJ<<事のl取締のためMF殺鍬9什ど rJI:前i削i淡をnうJAq命があり求中。
， MF~~Ml< fJI:)X(Fこついて!日j~!JO)'(がある場i'i'1士、 MF務総枠内|削議機fll/からl照会1i:fi'い:):す ο

( :1 )先鰍11総ii'il'l'1111HII総(臨床)
110，むした I:f!鋭利~I試験IíU資.& '(J~的IE的rú験)l~~J~1ム!，tj づき、数1]1:')'\・)，~本.ìJlj?;1Iにある!附床試

験符の約験}J~絞 l こ|弘lする従事I'J (請を)及びそω{既製:(f:jJillLJしてくだむいυ

(併殺事lJ，()
・災胸中及び:~Jjlli r. xi:: 0) 1I点検については、 rl~~í;床試験符の試験I&k，資 lこ|多l 勺J' る淡料J (終)

の~J)!燃にその門会総II\~してく 1::: 2'い。



レ1)先制(I')'Hl iI' ，H! (11Iilll ，111 ((， i"i'I'H'!;) 
制 I ，i主主Jt~! ，\I， 11 U)(，i粧H'I'j扶iI，Eiιfi{:<J状似合自主\tg" ，̂J~るために JII\11 \が必)}，~~'己資料 lこっし、ぐ、~，'，I

~JIIIごい~'J'i性 j\\，I，El'(J1 i;-， H 1 il足してください。

(日 )j¥;以け総iI'，i'I'(llIiIIIMiWCTP) 
十|じi高対立!jjl~ií'l lljíの拠出科目Jl. lk び，'，/， nQ'l'jl llの :I)~ HI~ (i:伸、泌すゆるためにJMIIIが仏刻々公平'1に

ついて、州 ~J!Jに IHI'tt!~;(;J1J川'(111ご判|淡してください。

く l;i 1l，W岩出:~>
( 1り)ク汎先t心;111似{1けy総f介?I i十討1↑川|

りω) 1い似り~~ 抗縦~1ぬ汲:ω;4お;日ilJ烈型M約'1111，版V似」わ，ツ必ノAぷi日;1川中|ドliJ紛f占1，1.渋i:( 当祭'D

11り:以~í~~:iù)総司l，tHU '/t:.JJ~ítg 11 I 約 ，1\:0)(午"RIこ !~/1 し1'{1 ，ì):')，ぺ会 'IrJ)iについて J (、 I(I)~ ~ (j ~I'， 
lIJJ~()II (.J却IH:tl!~:!i'lrl 1 1 2 () W 1 ;}I'i'lé'jj'j，{，Jr'r守大 !l(' i'nノ}~;.~， 'Jf'I'\目れに ，1h<~~主総・ 11γ 1:
I"~討作);宇~!llhin:'j1i代 )IJI(II勺) )IU);II) iこjjll じ、叫先;1似似仰lけ~H'給f芯品介 ji'IJ，汗干{郁似出州iはJ担仰11主泌絞i足却il附L山、与ω川~，，1，1以!以よどずで("付吋lザJi飽止出1以1む以J己:純|川111れ"'Cで乙口a九l心;

し亡く 1だ三3いω

(日)i4i(，H';t:I"I， (然)

l)ìi減都民訴の糾〕政i似:A~Jr\itg 川!ul't '， IHí~f，]'尚早守的{乍1&1 こ隙 LWIぷ勺I'.<:~ '1¥.11'(について 1 (ボ

!北 27 {ド 1J) !< () IHI'lhlU官級双務()1 2 0 市日 }J仰ノI:， :ïj(納行大 1:1:'!，Ç)jJ<~，;:引'1'1' (1民僚{没
itJ・111ソ1:11今、成句;似111111'{時針作JJI!，IJI"'i))1自主11) Iこ íjlll: 、 ;IL: !~I日け総介，H!{11Ii判 1終 1 1，'j' )，1，(で"1Illt!，i:純
¥111でli<l!l快してく 1:'おしに
ISTI¥D1.2 1)11慌の終的1Iこ、泌氏のk，Ji(ljJI)J， ¥'01似体干'i:íh~)1花し、 i目、 l}lHこ比;じて十IIIVi，!12<<'， I\

な添付してく/ご在い。 :1、/こ、 j'JlJ'f'[，、安全性、 I~~I;J/I、 \~lt験 ~ìþにおける今後ω1)11 もう，1I'1II'iJえ仁川11
liii ，"，が押える1['，1市:1，での派閥がんと}.tg{ì(\):総Ì，~~Iこ 1 1t~1践してく 1どさいう
rSi'leD4 紋計検討lえv(%;{.吋'l'l:i端¥t.f!.文内VJI肌刻J(ごつい '(1士、ソごiJíll'I')k.(F)~ );iú i'iJ!r})ii，t 

燃は試験計jlllll現時jのみな m~ ，I& し、 HL!される高山県、与ぅ;れト、 1 1I'iJIII による，lt~ ，I W. I'，)しないで
く/ごさしU

よ北イ，1'，<'f:j:I'"ぷN:.
"¥'oI¥I{ 1I総(i-，1'1' illlHII 応~IL~1ぷマ，J)ùll\ で企心:い fti\:トがある Hlr i}(こIJ句、その17がわかる，¥:うに
よ，]，1&し亡く/どさい"
J.lUIとだM~tll のふt似合除く jìJ~!倹 "l'IH!l; 'jlf(j)"lし (QClQ̂ ~;::/，~ n 伝IMII¥Viごく/ごさし~な

お、!Ji(イ(JJ)，びしが添付でさ市‘い守1;¥1(;1ご1:1その，III!111 i¥lな総Hしてくださいの

( 立ω)州先似，1似i託以j{イれlけJI総お {命~汁‘1寸寸11仕i十刊汗'1干附lド2
判州|ゐ絞1品対i持奴!品 11 ぴの'){i1汁4正叫州Í'i刊悦4生A仇i糾似~治十品;u泊j市似l正E:にこも係名どる}状I日d令:11(1舶椛lド[It泌品νサJ働1与:11たと tめ1わ"1に、こ:~i品'Jl I山1\が必j処;息辺g i，"心なl日司ヴt伐2午F料:千糾トれl こ〆〉片し、て、例

\)1)1これ州 '1 '1:糾~í1 IJ 仰に相談してくよささい、
( :l)先制{I)'j，1i MI' (Jlli 111総 (QMS)

判|必i 立、J(~側 ;1~lj リ rO)I.lI~~!i'i'i'j'l!)k '(p，'，，'，'i!tW Jll!の状川会 {i(I\M~ナるために IM\I¥が必岐点、資料lこ
"")いて、 (1 ，'， 11)1)1こ Ilr;ll}et~~: J1 1!tíl\トゴ 11淡してくだ~~l 、。

ピ{本列 ilミIfJ f川 I:I~却jillh 。，

(什I) 先刷肌¥1けH総i広i介'11礼'1刊|

) (ゆf)(千付休I本!ト、ω夕外卜"冷;!川1)1川|作似う災:，，)椛終IV;似目治il版似ゾ必己l川巾|いli悩iげ消f自J'i伐!昨:'(付訪1)

Ij本ク1・i合1m)IJ \夕刊日仏 V>拠.Wi'J似y日ノ広 iW， lllìhlf~こ際 t W{ ，(1:十，之;~ '11J:iilこっしγ(J (判&2 0 ~I'， 
IIJ)21I1i、)'hlifitl幾A;:;{l1 I日 I~Ù 1 () ~}J引ノ|労働 í}ì A:!:('!'¥IjJ勾'1':'1'¥目(いi，1!，(1浅間;・ Ilf

ノ\'， 1幻滅匂 il~ ，'，，'， :II\・内 'i'ì'JiI!JH吋i)，i邸(11) Iζ;jlll~ 、うII~駅けれ~0 ，i'I'， {illilil絞 rL'li，~で 'ifíill ~J: i{lli¥ll¥ 'C: ，li， 
，1史してくどさいけ

じみ添付火山(持'~)
rw外的附)¥) ¥!'i， e¥li ，'，，'，ぴ')i，f;~付文 liwjiid紋 'J1f.'Íìilについて J (、VIJ.比I7 ij'.:3 II J 0 11 ;¥Ij:l主総jお
O:)IOO()り))'J'l'1づj側1Ii'i‘|句 J，lift川)，，)J会i瓜):11))えて)'r休jHiち|↓)[川似 ~~lIH ， (J)添付文1M:の
ぷ，I，~ ~J! íiiHこ~')いて 1 (、11'1占171ド:.lI! :3 1 11烈食14，:絡w0 :l :3 1 () 1 " ;}I'/i!労働行l'ヘ



然食品川'1.記念品j鍛剣UHû!:II) に市じ、先駆け総合すyitlliHlì淡nóll~ 'T! 'fíJ'古ì~市:~iUI射で飢餓して
くださいの

(お資料概波(持~)
総f付、サJ官資f宇料料|ト'に)，1ル1

母ω)r.除ぷ{十付も'H災諸剥1宇料料日刊斗|ト.G燃母翁'~)
門事外資金附r川I'lA!，総仙の1銀総l民代次総111iii~1こ燃しty(，(U:ナベ合併Jj'iについてJ(市J戊2s "1'. 
(1))211H，H総長引幾議会終 1121討'11(I f}i'P:'I'.9H時狩大Ui'Ibr']Jl議会 !jf'I'\・ (I (lH刺殺!Æ'~ ・ Pi
'1，1仰が綿製品経'df.1説明日HP'i)J崎士11)1ζ市じ、先l以1)総0fl'I'1IIIiHlIi炎11，¥"':;(-c; TlJjJll ~i: ilili.WIで泌
総レ亡く 1ささい砂

「イ 1I日ヲ富山総W.I，ょ』去、ひ:外|刈における{む川状洲符に!則する堅苦中1'1に、 i品Jえの対ru1J功後'0)終
総合M悲し、必燃には;じてjll淡飢餓1i::ri合Hしてくだおb、。;J:1と、 IHl惨(1Iil'，'!!紙除、|陥1臥1陥A似川床4ど汁沫淵'1

'
刊1'問IJ

古紛H帝紋t貯験免今等1qにこ;お長灼附i外lけ1る今1後支のi!f附l昨i守鴻自i削i刊1'i1附州H川ih及uぴ;q判州t引|出絞i符が f衿号えどる"巾}ド1討紛'1;求)，でぴのJ刻総t見腿昼がある技場1'(合¥'1は立係簡i 
、協絞誌訟j{に許d邸I1快批しwて('<1ゴさいQ

「ノ、. :b; Á~判:(こ限lする俊1l!れについて、然、;じ似試験停111統 '1'の場合1;):その i守合総3除してく
ど窃い。

r ;J;. '111，般に!共lずる資料J*~ J 、出向 4Jえて:;~*~自の i品{、l の張~ril立制 ))11での '11111が?となり
オiず。

・添付資料…!隊司之

うもUJIiけ総合fWfl1li料1ft史的人ltでI1IH.!¥できない資料がある場合には、その汁がわかるように制
似してく 1::¥さい。

・)， I!伐災協 "1" のi試験を除く紋険制約機4)~1:f. し (QC'IQ^ ~浴 n :f;:，)Jil/J¥してくだ怠いかな
お、 D江本の'I:f.しが添付できない!効冷にはその)Il!111滋合添付してくだd，、。

( 2) 先駆け総合ìilil'illli~'1 11淡 (QMS)
判記長x，J'a!撚Jl!imの製)1託行訓1&ぴ，'iI，'!守1ifJJl! 0)状汎:f;:;1(11泌するためにぬ/1\が I~\基liな資料につ
いて、似)JIJIこ tWl張('封切Itnlilこ +lln~i してください。



。jlJ部¥:l) 

ね11う~;hl5，11I11山判ill，i'l'il山HIiI'!1 0) 1"分決ぴ1)>j'i'f 

1， 1句、:¥li，'，，'， '11:lill討'u州11I決 (1IIlll[!t)
1111裕'1'の仏 1101仏絞!こ係るけ'ih'Jrづ1，資料(í十州市~i\:古品lL月りについて、判ìlllご d'l~ 制 i {i: l' Jい、

IliJJWl，(O)州1111 、 ii'l! l~:iの'Ií~JIJI(i:行った 1'，む、 ìW和IH似，(，Ij:{;; i1'i&")づ3bのり

立ι l'ヘ終，'，，'， 'Iriilf;H!J川illliiJi (.)1附山:，1げ1，)
1111党'1'の仏 11山，1;;01'1:1ニ111<る'I'，II'if')ö~i 'l'''' (1十派"北!?究結 !l!) について、 '1IIìlf!こ ii川!Iî ~í:1Jい、

Ig J)m ，l，'，~の川 11111 、制服jO)終)'1 ' 会 1i--')た 1'，'('、止1'1，l1iI似 1;'1 1\:会i1 !I，~十るものの

:~. I'l~:早川，'1I'iifr，i'I'iilli+II，淡 (.11'附応:決J'I!)
1111絡 '1'0)，'，，¥11ω被)'1

'
1こ1，1¥<:， '1' ilI'l ntYi"'，:I' (1HRii，刈有料1)1¥)について、 'liliiJ1こ，i'I'illli{dJい、

llil測点的1111111、ii'J¥似の!渋J引を{i'JI，こ1'.句、 ;W仙I':'-I!~IÎ' jl干(i:i1 !I，~ ")'るもぴ〉。

11. IIJ~:版，'，，'， llr!lfi: I 'i'削 illl ，淡 (.11判f，)よ:然物納t/IJ;)
1111発<1'のM，IIの終牧j前i)jjf<に{i，'，<:， q 1 ，11'1 l") ii災料。(Í'刊lí出~[lfá! あljJ止)について、 1)11)111 乙， i J!illli<':11 

い、 111I的.1，1，1ょの1111/1¥、i出!18，/υァ!点l'l!な1Jつ1と 1'，で、 il判

日. 1怜¥li，'，，'， '11: IIIlii'lifllli +1目指 (治 J~'II ， ~t!1験)
IJII殺<1'の"111，1_1の約 J，1'11試験(こ係る IIJiWl"i1::'tti斗(行川沿t!!Ji究品μm1:.'コいて、 '111)11仁川Ill1i{i:

11 い、 1111地j以の 1111111 、 llltω1υ)'II~J'I!在:11 った 1:で、，lHllli '(ll~';凡なイ1'1，~ナるも 0> ち

。1川被lihポIillil'l'ulli111絞(焔11，111試験)

IJII獄中の I'd ， ll の対昨日川i試験 lこ係る 11 1 11自)'-泌氏~."， (れ f， liiì，t険~，，'i_'l~) について、 '11(1111 こ，i'I 'ÍIIli<i:' 
1 Jい、 1111制点の1111/1¥，íl~U8jU) '1良川 1 ~~'1l りた l ゾザ、，I'l'íllli 凶作内全í1'1此寸イ" i， <)) 

7ι|々、:¥li:':l，'11:1)llii'l'u引illl，淡(治111111:お111111i~\験)
IJIJ~自 '1'の仏 11 的治 H初試験及 υ:1~~川川試験ω tfiliこ係る111，げif'Jじ資料(作品r(;ìl~!~~~:ii q，~)に

ついて、 '11:lil)Iこ 11'ド仙i ::'i:1iい、Jl II I:~1点の 1111111 、 im版10) 終日I!::'i: fi りた 1;('、，l J!itII i 十 f! ~I;， )1:な{十J点す‘

るもの。



(日IJ副~:[ ) 

消~JII 枚、連~，'u' dlll?~IJIIYI1 . 1j1t1市nl111H1売のlく分&.O'II~'<，~ 

1φ スイッチ()TCカi;Ij 1 filJrll1判l淡
スイッチ()TC符l乙 IMI し、こ JG~: .('1ζ11J られている:u1吉川村iHf!、千I効'1'[\十~{十社、 i対外におりる

/1'(線状況及ひ{~JH!;~!\高等約十rV?ll (ljl総 Y'i:l!泌イサ資料(1脱税)もf札Jl)q'!j; ~こぶづ者、資料0) l'分
'1'1'.':平について、約機&0之助統合rrうもの。

日， ìil~免;;4)Jjjj 首 H， lli議事燃lì{雌総相談

J(1)Jl'I'l:のi，JI;い…般)11限必r'd，{こfi{;Q ìil1数!)~約百十附íI ;1ヰの理~(A\I:のみについて総総し、 H1鴻l及。(J山
下l'J.i:f")"うもω。

:lφj計一般JTII~袋線，'，，'d)日 'ryt;'_'iZ'・"H'I，HI花ii
(り新分野でのスイッチ()T c: q¥i;の決別'1'1，、(お…般m阪lJilS，¥1，としての'i)Jfおなど、{持i弘l段附で

の洲ヲ告のl;{'・m虫、 fゆ菊i削fヤ剤0)似合;iii:織の!iI5'え)j'ぴ')2(. '11 '~I'. ， @新添加物としての2(.立H'I，得、
紛/こな叶\l:JlWifì終，W， O)IJII絡初JVJl変 li\)(における IJfI~告の~・5当性について、 J行}持及VJ均約'å::tT うも
じ〉。



()JIJ紙日)

Ilf/l '.l "Hぷ匂製品。)/(ì!決1i1l1~ (1 1 )ソ|市WXヤì;IJ~仙のク心開け総九i門出相談、 'Jrl)íf，1'1'lIlIi相談、り1M
j山パ '11'1最初級及び{， i'~民fl，)， I:ijl!政t." I'1 利氏，j:ll lIJi ~i: Iki;く。)の|メ;分及びl)fN

1， 1 1γ I.Ij:J/'~~判明 IIU1l J\~~\:HJü党

1内!可jソペi 倉刊j似4可H滅ボてヤ}》刈I!I~司引1むi~lll山川l日仙IIIÛ山)JJ3;恥i;泌住i巾iドt;!みIi
U以i;什T、illJ~I! J-;i}; (ζl出づき、 m将及。(jリ)i iなIi'うものο ヅーに司 !IJ)中|刈lIi<!:I lうも1/)I';):i!虫、'iしないの

i川) ・rut売なIJIIJ，()十らために必I)J! tJ~ T: fM，!さ
• Ili絞，11')11111，111こ;1剣Jが'IY"'!iil，，: ~;Hlo ) [l[11:1i I、こ，)"'( 

. I!l;h'ifi*干の'Ii，予備

:日~， 11内lりlノ供1'.1'仏λ:~jぷ兄似T怜予q側i司~I品lV仏仙ω/h九川;十J十J以j

{仰11品絞足11川i上山.'1':J長1ぜ引lにζf幻リ iらら jれれ1，ていどる')'~必とと:1宇令Tで:オf畑'1 '刊性'I悦1 ， 1悩11:市1; ~恨11':'非下 lトに、ζて jぷ占づさ、 十11，淡 llj"がtlJ(!仇 11'の安全1I11!1¥¥に主:!;I;;:がない

と')'111析した占，);}\îll紛のために、 uとる Hf!~&から :æ !)1l~れら以 l'の Ilfかに I~，I レ亡、1iJ.'浮及。:)山 i i' 1;: 

1 Jうも山 l

1) 1:/とる治以内、ら拡大1{iUj9!のためにノ'¥!.:ì1Usj'しる J:hHR ・除外)，~ill;

日) 安全/l11!似lこj〈ド棋のない総JiIJ'(''(I阿佐されど)~ì)! 内').1'1 1 1、検出'11.J'iI史、 .j¥I)11.)り11111'ゐ
，1: /と、 U~ ィ') 1ii!-1除lこ(1先1;'I'i'，i'!'illli1了111'1りと1，，'(紋従rる滋m・除外、lが111&ひq¥I)，+OW 11 を拡大rfì!~9!

ゾご bí~ 1I与に i1党 íU し必いこどの悌li沼、について l士、Jlf!l'l今，:1!X"，i可燃仏J活然的;iAW9r終t1金村 1淡において判 l

il)~十るこども "J白おとし E れ

:l， IlfJI ， 1以内~(/:;;，;製品 III Jjiì1)11111 i~i 

日11iiì の IJIHfì lÌ íJ めるいはIill 務担JJUJ の rttl~p計二灼いて、 IJIBì白 r' í1::(})IJ~M，の j目;/Jl\ ìtgl'jf' ， lllÆO:似L\ÛJ製品

山 dinli湖町、 1と liV;!免税ぺ?に J: る 'h'l 側、法的研究惨な)，1;1こノJíil.t!， II~IU 1こ際い!とめられる資料のIJOCQ~ I'I'J
/:1: -It!!ぷ'11:.11'1 (どの，1:うな術川:，汰!~V!が必艇と与えるか、効 }J イ~~HJII る試験的概念、{内心:燃í(f1.己主;')
について山Hl il氏、'íH支拠品について、科ヤ':I'I~IW仙i が:，'ts rしてい白くても判決な必けることがで会

るり IMII¥'i'…クωfi)'IVi'• ，i'I!制liLr.災)iui'U:c.j" 11見合:的J，}1Sボ'If.l;'.(命保ぷずるも0)け

.1， Ilf/l'I:I~j/'i ャ); IJ'~ ，¥，'， .)1' I~ML1' H 1 itJ~ 

幼)).lW:'I'I: 1i語、体内!ilJ;ll11、安全'I)J!"'，'干の 11出品川:ぬto;，免iこ|則寸(;， 'lp以lこ料化¥，1.:.判i淡として、 Jn.l持及

υ:JV;， i' {i:1iうもの(({;級IIIHIliI;;;守:ω1'11首長な対処どし、 I(S単位抑制1"淡のjlll'j}{t普及び'?;1~'1 'I: {ζ係る+IJi淡

な?をける刈 i?な除く。)ゅなれ、 tHl~~t及。I ，JPI恥)A， '!~1て '1 '1: 1ζ ネ'dおした相談も '(1;・ :/'r ，

例) ・.ii'ilJifl協怜.1)~ん)Ji(1'1: iご{吊る動物フ'~V>>t ωill'lllI íやその.i'Hllliiごついて

・似1;JJ \i. 1 ， t'I'I ，íI~{i: ¥l刻、)'1 j ゐ JI 'I~M，)~'il，\!Wl の，11' )1 1ややそ 0) ，1'1河川について

. /.111)ぷ分 (おnω1)11/1却して相|、1'1~J~ 冶む1/)符) 1/)'1;.'寸寸'1"i'I'.{IIlil:，/)lγ亡

誌i ヒiンlプネ…シリン製111111(}) I州 IViI占体(ご|射するものについては、内 'i~ Iι応じて ~}IJ ，ì会、 f心~UIH，.以上

I;J~由記事経伐の II I，~時 iベう)'0)1 '1 1総会 1~2:けていただくことがあり点す。

日， Ilfノ1':，1!};.b~t/;lÌ;iJl!.! 111111Idl~'t ，H I íI~ 

))11 1 制的匂&iJ' IIVI' 似成サ;t\l~jlllll のHI.!九・試験)Ji)， 、 'b!iJi'111:、制約)ji};サィバ，Wtlこ11'，]寸イi'jO;'II:: 

!1 ，'r1 I~ し /::'+11淡どして j!l!行、及びlリ1) iIな1i'うも11) Oll!Jjylllll ~M設符山村 1 ，淡な: Mí~! ，1: L、RSIj世怖いIII誌の

品'iVえりI'!~ 'Íl十'1 ， 1こ係る HI花見合 i~:ミ I )ふり合会l涼く。)の
{作似例~'I刈lリIJ)日) . 1い内lりf11 詞:1，似ヘf拡総iぷ~~J

• )J似i江q料5司|、材午判料|トe又 lは土!似'J，川jl付4材イ中料l千f"ω)川l脱j見11協?各~ . I糾汰目駁lυj々'ji1法jよ、川、 l出出司ザ巾{有ii泌出必if介干汁刊'1'刊川'1引1，(Mlド"1J企ヒ f汽守υ4ねJ') 



cx vivo滋似子機入創111闘に;):Jける剤II換えウイノレス守?の児院イバ川lIiOl~号羽十'1，

・削除 IJlJÞlìlをの!銀総)iìl，や1般的所ω32 り~Iζ1'1\ う、 ìMffi!)Jllr，倒的'41; (j) …Jjf~'~I:o)訪中仙i
• í浪l~íl，総fC?， (~条告F判件|ド:}及えぴj刈川U閉JlI，開限五投似~j払則{小付、\]'i，以広総令?合守1/:1') j後史dω)拠j治占j々li，総点や製足泌lJ所F珂HJ然史l児l足1ω白削附If!後免のi川[早f./伎伝Y阪4封彼そ号勾伶!i;字?ト与q拠司1山h
|附t刈dヤ符IT'I燃悲 ノ/1附t討叫'1'J撃奴f刊1叶訓1背削')!1I刑1

54 口ンピネ…シロンIli!l品の品IH的成体lこ!刻するものにリし γ('1;):、内 !fHこ J;êl~ じて日IJ，ì虫、 m~~~I'dl)(1ま

|筏僚が詰i 平日川II~~I沼分のmR完全交けていたjごくことがあり戒す。

(I. 11]:ノ'1，隠滅型事似品材料i綴約七HII絞
[1[，/1，1校総体燃仙の日現j授に判けIJされるヒト.rfvJ物111楽成分合合か材料(例え1;1:)11J山寺~vりょう以J訟

終!現品ω~I~I，J見IJX:分と欣ら沿いも的)全対象lこ、ウイルス、ヅ').~.ンキþ の:1"1':'1')ュの初idよからその]阪
i!c什もについて、 1+11絞につ合 l付料のfril!WC'約機及びJVri守合千iうもの。また、 i話術燃が総絡され
た.均的:J:、討伐材料配j制lもするお4之、制il色紙、淡df裕行ナと)(1 Itl~;お、 IJ)( lI IJ として、 HI~% ;J~IJ必1I>Ï'jり11虫、
~!j n素材料Iが(点JIlされたニ}JII!:訓 II Jli2絡が十~Jめで k 卜にJ)~与される rlりの IJ日発初JVJl変附会総践している。
※ 1州n売の対象縦UIIとなる 1+~別， O)~左手もについてはま)I:f)llffìj絞において似別に制終0:サ衡るもの

とサ・~Il

7. flJ. ~I，:.1袋械部1拠品派対~(I!J試験IJIJ始時11判1絞

l兇 lこ~I.必された4ド臨床 (I!J試験Jえ(~臨床liIrヲc 、 JilH以ω í1J:/I， IW>>;おう思~，\，'，の弘知w試験及びi臨床抑r '1e

0)語版剣Jl!Æ~j~'Ï省;.)患に、隙 VIII'I'vIfl Q漁の:j):~irllilこついて、初めて相l淡をタ~IHlìJ持及。;JVJ 統合行うもの。

(rl'. : 11)ソu，r:ぷIJieo.il; jM~ ，日!と冷るこどが見込ll:*'oる}JII:1:.副!I!lfg~lJ; について、初めて日卜 lこJ党 1J.勺l‘めに内

1こってOJIll111・;)1;陥球日(，:<rd1h検討の卜分'1'1:については、 RS戦術十f111:!l(，'，/，健次 3~'IJI:にかかるもの)
での対応となる。本相l樹:i!:{分 l立 :IHこ臨時総lぬ:~総計附lについての判|淡なうミけるの)

8. 1 年/.1.:隊派ろ\~; !l~I ， [，' rJ:型機内'v紋!験終了後HI出i
j宅金持試験:起I/Uii身、~;~II支加11:剤IIJJi:日符の相IIllえとして初めての船員iであり、1'1'001、ofCυJlccpt (pOC) 

締官;ωf'iH具、次中11試験の試験デザイン特について、ぞれポでに~;J~滅された陥jよ試験結然、 j~ifI~製
;I11t与の悩慨に)í~づき、初めて相1iti! {;:没け的特.&<.N山内なわうものの

。.T理主ュ 1:&Ij，è~'Ï事~lldlqltt育時IH )I総

j)<総qlnrtのための資料作成品':f-j'う|燃に、1[1[，向従事|の求とめん¥資料の十分'1'1:符についてそれ訟

での臨床rrl;~j支給!.IHこ必づき、初めて1 1Ii1~H'i:佼 lJm将.&ぴi山幸?なn うもの。(ìJ: :条件及ぴJVI限付

泌総合総ない1)1(総111簡がおJ線)
持{ :;J ンピネ…シ"〆 lJI~品ω日IJf持n~1いと限lするものについては、 l付税lζJ;G~ じて )JIJ1iî 、|ヌえ終，\，'， XI:J:

r1flJ，(~j説明;の相談|辺分の判l絞殺処りていた/ごくことが ，V) ~) ':J，十。

1 o. ilJlt較にIh(符似品条件jえも:JVIII)~N'IM~，後陥11:試験号車許卜fíHJ判断

lリ'JIIN小)';条j'I:&ぴjり'JlI，州、J'7式協I1記件後XI:):I[I統的lこれ核Jf，u官、社:Atlほし、::'ifl:者j)l(総後日J削Jtf..&ぴ製
油)U< !J~i金|臨床試験の首 HthJについて、ぞれ，1，でに災附された目指l収納険料fM~、好'Jj以製品の附11Hこ人1;づ
き、十jJめで判1I淡を没I)'J拘J持&びIYJパ徐行うもの。~:tと、条件JえびJVlIl)H\j' j]k憾の JVJl Iりにおい.(剣浴

日卜 JIJJJ、総験針。W，Iの炎 91体について、判J めで判所~-;1::交l')'j白線及ぴ助手会合11'うものの

1. 1. [1 1: 1 1:，阪お\í!!(字以~，\I，条例:及びJVJlI州、J'iIX獄後臨床以荷台符終γH判。II~)~

設会1' 1:2えが JVI ドH付iM~，から次の íj~ jt~，I I' fl点のためω災料作成{i:il'う隙l之、1)1総統容|の混とめか、資

事|ωi 分市1，空宇についてそれまでに紛られた総I!i..&ぴI~M"I，紋級車MIH:)品づき、初めて十'fJfi先な"交 1)

J行線Jえが!YrFHと千J'うもの。

1. 2. I II.ltl'lttポキ~;lli!l仏製}il限必後臨床試験得;11l' !，lii 1'! 1謝i



Ilf，l'l'ilHi・11f'市内:のために11われる l:i~I;H、削除の，11'111 ， /1 こ i引「る +11 ， 1主として、初めて十IliÎ首会党 1) 1i1)!~ 

1えてYJめ， j' Ii.:1 i'うものη

J :3守 1 1 I I 1 曾ド(;1/'(枠制 I'dl í.限 \j.~(J以ゾl! 後臨床試似ても終 {II ，'HII ， I先

I j f I~\州Ií . I'i消:必のために1i'JJれる臨床試!liY!が終(XI:J:X，キ (1IILi庄のn土日?においとIPilNのkめの

資料ib.止を'11うif誌に、 ql，hWH'I-(jηkどめか、資料のi";)'刊について初めてlll，t誌をρ:;;IIIi'iIl'I:JiI.びl山
， fを11'うもの

J ，)， Iザノi'.I"'，lポペ'l:'.II~ ，'，，'，.¥0 JJII H 1 ii:!と
(1) l'I.J I:， I~;， iぷ匂似品 11刊誌 1)11i 11談合1Jりた 1'，'('、 RS戦目白相続 XIよl江ドのいずれかの111M1lifJ Iゴj

う21"111以降の判|総

(2) J' jソ1，jf'， 1j，( "1: '，I'~品 )1引{JI川dll統合ね った 1: 守、 l巾|ド1，的IU刊治"出的削')1)打川1)的ii山I11羽似11，淡討淡H以;ソユJ，I'I的H向{甘11に2汁f行lう2引1"11け1\以;ユl ド附除守午与 d山)~相11 ，談淡
(3) Jい内|りlノ'1，引|ゐ宍u抗1.(れぺ句呼1宇似判}料門I，I'V，山品l川
(4心)j似1沼:沖ボ';J'I的H内'J，白b汰t娩刷|川川H川1M始(l川11川1)附)f山iJl.lli決ィそれった 1:で、 1:;'1 ~;H I'I~ J試験終J1免判1，淡)).i'l111乙rJ'う 21"111 以降ω，111

ji北
(5) 11) 沖iJ'1甘，ìJt験終 n長 111 ，淡 ~:..fi'った 1:て品、 ql，i，'lliflilli淡以前に1iう21"111 以降の~:II ，\)i
((】) rj'，I>'Il111HI，淡なわった 1:で、 q1，1，'1 ;)， '(' Iこuう21"111 以内:の~IIilJi 
(7) (M'j:!，~ぴj柳川、J'!/'，泌枚目\(，)~く í;Jt月 q~ì};\JI' !lhì+11Î[~~:1 j った 1: マ、条f'j:J，~ぴ IVIIW‘l' jJ~\1母校陥}~i的

腕:t'F終j'II，'HII ，111以lifll二行う 21>>111 以降的判 IM~
(X) キ~f'I: 1えて)IJVIIIJ~Iわf\it訓告J，\I.)年 l試験停終i1i: 11 1I 1完全 i i'った|マ、次の '11 ， 1 ，'j :1:討、汁1う21"111

以降の111i淡
(り)関11iJ以IA:1:剣品川;試験勺，11'1州制lil:見守;:1i' った 1:です山'1 JVí.必後附jぷ試験等終j'II"I'HI ，淡)~，jllliこ ii

う21"111 以降の 1II ，i!，~
( 1 0) 拠JDI以'J't;役 l:i~Mよ以断~~'IH:~ (11年十1IiiJi ~i: t iつ1之上でl'fil'I'lllIi・Ilj::，ril'i:が終 ('J'ろι1:でに!Uう2

1"111以降の相談



(別紙日)

1211ぷ機総及。河本外紗IIV1J IJ 阪線 j~"111 の yflW負担 1 jfØi ~l宇 (1泌総機#~まのう GPAW 紛でr例制Hlllì議、(本

タ.1会iり1JIJI銭期日川，0)竹;I'il.{1J総合計l111iHI 談、 I~H州議結iGCP/GLP G ド日l'判li淡及
びIí~~hî機器材例制1，)制11)滋介的ìV，\JCf. +llil;Ji 1]:除く，，)0)1ポ分!t..び内岩手

1， li;，絞{議機引11:ki{l1絞IIIJt{) l)11 j 11 iWi 
+11淡|昨までにねられ℃いるゆjfiyflitIi5144 うれこぶづ台、判 lfi先行aが ~}k!統計の日必ずÎt'{1制止に文隙がない

と判断した必;大ifl堅実0)/とめに、 1'1とる 111M決から f疑似おれる以下0)内科lこ IM'J して、 J問機及 t}IYJ~1'
ft行うものですb

1) t，JζQ 'Ìf't!決から J山火付t~投のため収支記.91 されるl:1ll'JR ・除外みらτ111

日)安会{i(dl与Hこ文隊のない申llIJWt:"(i1附される検内eJ(i11、検1¥1:刷版、 J合資)出11刊号本
，1: 1:と、おたる Ii:l貯えに街全}J1'1: 訟f，iIIli~旨 111'ゆとして白党結寸る i数以・除外)，~11112えて):検禁日 J河川合拡大rfì

l出:災!血111)1に能川iしむ:いことの鰍総についてl立、阪城機持品ヅロト乙lノレ担1K史(治験)において判|絞

ずることもりHおとしボナ。

2. 1:佼t策機械IJIJ獄。1I相11淡
1m認の1m<<(:nlfJあるいは|別強初期の段燃において受:1)'とHII淡マ、 IJIJ~~ i'iir.x IまD日終j会'1'にある

仏 111ζ何らかの胤IIiL'民地111，じ制裁i?に、機fiYI.OJJ;;].併な 1111 うものでナ。また、 J~l~i統的|災 Ihf; 1幾 'H:~寄z
fドÍ')'J件 JUlíí~総似/(どの珠山:Hif. I''1 '~I\についての総務昔、や、}判明治])1州全1LJ1l阪線機総の 1m予告における WI
絞点についてのj'll日高も合主れボサコ

対談lfh刊の|川路lこ際し、どのような紋!絞がf問、艇と衿えるか、 IflU全ω1持i'-f7;~ど偽情11\11 が命日高記 i説
得lこ際し必燃とi与えるヂ…タパッケ…ジの'同・子がJYJi誇されますれ/と/ざし、延~Jlと事")~O)具体的批
試験JJii1ギ~の機;F< I;I:1'lÞ・P 、 7/\:1 ト::lノレ (j) ~:Z'・ ~WI:や資料。の光)jH't絡について似|々に判断'(r: ;i'~す

ものではt.r.いことに11¥，'践してくださし、(lVJr守なもとに、判断は判11i!i 1'i'山々が1'1'うことになる)。

なお将来初i主されるヅ…ダパッケ…ジのJeJ込'1'1，. .2{.すりi'1'1，の+11n決もりることは111井三社、寸が、
そω{告のヂ…タ(臨床.illi臨床)や作成したゾn トロル燃に.):りは仰が)正きく交わる r'Jlì~'~1:が
めること会刈wr.<!Sれ、中1J)1lしてくだおいの

骨'J)新制製品 IJ日ぬ I!;~'!に、 i見:水泳!，å71IJ 及。q羽 lill製品 0) rl iJkl滞日前、文献検燃物による的判lt~ もどい
漁協!1M牲に|燃し求められる資料の概念;(r，)な 1)'J ~~ü

:-)， 隠滅{議総 11，\hJ，j，諮~l換型lh町村 IIIJ~

，II!臨床飢えの持快決成員立、関:(ζ::Á\ JiÎü 窃れた臨床試験、蹴球ff，ínÝ~o)青l'制li絡による制J川状I日綱引-r.~キ
なもとに líîj~号機岩出のIj ljl向 lζ際し、 ~JiJ.こな|蹴床試験の災臓が1町、giiか)lîかについて判11淡な交付、 J同

il卒及び日~)fS1'を fJ うものでナ" ，1: I之、市 ~ï11削減械機;4条件小J'Jt'.JVPJl;ni$ililJ!誌の対象1¥11↓|においては、

隊派機械1Jl!lJ:むl阪列後リスク終日I!首I'WII(然)ω1")'f.fについてもJVri"l'なnい求す今

t，J~お陥応援!jl，'ilii淡においては、 (D~ド附11，データ ωみで A)(J fl者機械の1T~りJ似・ ~.]\:'~I;が烈f出iTiJ能
と布えられるもの、(;1);)1'闘は:デ…タlこ))11え、 Ifi品川ミザ，・ク (1制l主目白文総1iIlIな合u')をJIlいて削1自li
することがを号、河と冷えられるものがあり、臨時iヂ…クなかり湯舟lこし1:rli，品味料似羽1絞JJ]燃料11i
/J~o"r引合 j を会主将 lこ資料合作成することが挑吹され淑寸。

和o. Jli附川ミヂ…グから陥I:¥.:/縦ill:!í:'Jj lifilllナることの'i~.~1'1'1:
• ì1，Þ外でZ!~J!iIlされた陥山試験ω Ij l nìlj資料としての 2Z.~!!!燃

• :ì['j)J11臨時 lÞ~1淡の lll! jfíについて

4， 1奴 11，<級協ブ口ト :;;;lJレ ~'II絞

I2f政機器~I])試験);11，絡の~'lI íW~や総監免プ口ト幻ノレの滋で1'1'1\について:の相|総会 1) 、 J行機及びlぬ
絞殺11'うも ω~r:すの 決公的、 l'dl俊、性的、以11(1的l('iW角、 Il:i般の日つの|式分があり :j，ず。



(J) ，た1"1'"
I!J~減機?i:41こ{む J 1) しI::.JJ片付ギ|のノ|ソV~"ï: i'I()吹令州、 I ，，;:jl，~I場関及1Y{JI'J1) '，J' :(" li.::JI，Wli#:IU) '11\ 九州~J'!J~

fザ|、 1 1ト制約のÐ.JWi ・ j;\;ì，!'パこ係る~å.・ 1d'l:~);~ 、 Jド臨川、試験でω泊J令1 '1: 1 ニ l叫し、判 lìí:}i 手:";'W .JI j.1均成
びlめIj'{i:ti うものむず。伐:l'JiìAr~J!1;/{によって i ぷ険から .1iIJt験以|二0)1-千fc数料|ベ:分があるた

め、{ともjI//.)11"'1 J\ と j励。 I~J~，:い:分について似泌して < iごさいの
{州) . '1'.11甘や的Ib..~ すそ'1 ' 1 以!決0) ;号、'HI

・ WM事干のí/リj物，)~験的訓 {llI iについて

・1，1;i'i 1q ，:.則 Jj:~ おれていたい7低気'必全'1'1:1:.1払jずど)'，fJ¥!狭山設吋'1'1，

• 1判明 ;~l!こ{ぷぷ 111:JUíII仙の減 IVi ・洗浄に W)，)，<:，以tllぬの望号、'HI

(わ 111I1j'{，!{

1;， jl， (1滋 ~:~U)f Iι京、 '?~~)t'I"I:/;i}; 1)) IIIIII'{，れご IY..)し、判 1 ，淡々，~:1 ) JIJ.'符及。:)リ1)i l' 1_~: t J~ うも (j r(~す。出，::j'YI'.

{本 j刊~(j) い;泌総出J どしての交わけ、判官I'.~;~ ぴ)ゾ 1 ]卜口ノレiシル、てl土、、月日支+11，1たr:fiし、;)，')'"
WIj) ・)1，(材料の引は'~I，から M<<(i- 1，\引I\UyÞ.~)Jグ1;な，Jli'ítずる没、円 '1 '1:

. す行刈!九i似!燃F訳終~，日1(J) i以自険免初l点討悩Hに乙 Jよ: Iり)，紋i己没1世!，似ιおjれ1たイ11効j刈川リ明l日!川11川lり1，必i没世司応!Uω))渓主 予叫i守汗引i干刊'1

• 11 1" 111 J 似i践に係るイf~:)J JU)ll lJ i;j占 'j ， i::の潟、 'H'I:

(;1) '1'1:俄
;)1 臨床，~\自立における性的試験 lこ I)!I Iペ ~'IIii0i 1;:交IJJn将及びiり)， Hdi'うものですd たお'it¥l倹放

によって l中tm4!からど1i)，¥II[I<)，/， 1.. ぴ〉弁 n~料1<分がめるため、 J均的 JI! 勺 n と i封切ないう〉につ，、
で鍬必Lでくだ3いり

{ji)) • 'I 'l: íjll をケJ~ナためにL川;ÎJi した (1:1，こは')$)Ji'i r. Ai!ω)刷物約験ω波川WI

. )自))11主主的0>'1'1'1113，尚191するためのベンナテストのY号、'i'1'1サ

• llnJì~;~J: O) リパwφ 刊日二ンジ以γ リングlこ 1，(;づく、 Ilf制約 II\P'IN!J I) 作、 jj，(W~#:V~(J IlfJI:.1'Hi ，¥，'， 0) 

'i'1:jjjj，i'I!{Jiliの段、'H'I

じi) J~1 ，，fi 的治目立

JCl; 1ζ')~}JÍ~ された JI々 l:j，\MA~ 治t粉、 1Ji1f~.0) 1う~: 1J~付幾日:-}o)陥J~~-lìJ~M~0) ;M:!~~tJ&耐itlト 4・もとに、 1:."* クノL 品t

験 lこうもなら ')~}J~r :~れる )~1、 i松山:JÎú!淡 ω')~ Jftlilごついて、判 1 ，[充ið:'・ I J' J 1'1 'tilHNVJ ， j'な1rうものです。

{タi)) • ~?n叶?!'l~JiÚt1免 I lI l Ýllの潟、'HI，

・ヅリト :~1 ノレの淀川Ht

-1;:"*タノ(， 'i'iJ¥t百t11: tlUJ1!1;主1ご，;'I'{llIiJj'111i})!号、'i什.t午、どのような的紛が必憾であるか白

ゆ N;験
W[(ζ')~ Jj(Ji され，/:: IJIIIJ'I}! 、'(;.・ t'I'I: ，i，t粉、 J~i'，~lIY)III!敗、。卜 1(1 における (')1川状似/陥)j，，;，t粉、 :Wfl~.1川

成~~党総lこ IY，)すど)'IIIJ \;世ヤト lリル 1 命、1::"ボゲノレ\ì)~阪のìÎJt験テ'-v'イシ、 :j，HWI)J;xωt号、 'í 判。て与についてね l
M~~j:受け、 .Ji'íi!ï&lJ'Jl)) ， i'なii弓もので十。

がj) ・泌/，t:、丸jふが;仰のj波択のf!:・3午1
'
1，

• 1;，刊日PI(の1号、'H'I。

• )1:般市t目立の必坦l"l'I:&ぴ)，r，!1境対1去の}J.'吋'Iij:
・ょにシト、 ;:J~ イン卜の il党 iじの泌、'HI

• Æ}i~~ (j)!tdt:al到し j] I! )/IMJ 没汁Ht

日。 I'<~)~<~j境問J刊 {l lIì+IIM~
|什ポH射止な|川裕するに，;Ii/":てりれわれj三試験抗'iJlllごついてω十IllJi会党1)'，JH将、&V'iめ11'1i:1i う

もωです， '1;: 1" 1'1: 、 All奴、性的、仰が的Uì粉、 11;駁10) 日つ 0)1イ分があり j、ぺl二点:~;、 l相談、りた
りのII)t級官立の L:IW上、公的続的怖により l河川liJii)‘ベ'川i'r)，[， '('1が))1，位さht:: )/i)冷 J:1¥川し公試験



!求総合間:合、 20試験となり，)， .~'" 

CD "必グ8，1/1，
|幻州議総lζ W!II) した脂(材料の然物う:的:b; 1~'1'1，、|授燥機お:~&ぴ1Ji'J1Iずる阪総機械ω11í:気的安

全'1'1:，PH関治の滅的・持Ilì下(~係る :U éÎ': 'I't物、 ~I時;!~， iÌl~l!îrC'のz，;éÎ':'III:符の詐~J剣 i決について~'II総
会受u 、 J行 j捧&'()(J的問念行うものず十。 tJ~;おすj~Jl角数によって I 1t，~，j脅から 4 試験以 J:のれ p数料
以分があるため、機械JI1~河内と j断切なじ五分について総立おしてください。

例) '11.:物中 (1甘公金燃や~J検納!品。) 9，2， 1'j '~J: 

， 11，(村'1!;トのuもIjll却災l!'itの庁，，'i!41糾flUiについて

， )，~j1!Hこi比定されてい~~い?低気'!Á息子8'1'1'1こ!則する i;'~U 為市'1 )1¥ 
， 11)~(li世 illilζ {fÃ るí1111:.府11仙の滅的・ぬ怜lζ!則すめ1tJ~駒市'1県

。D，1Mを
i奴!~号機械の 11:線、 f/J: JJ! 'I~I: ~~; (j) MI'従lこ闘する以l陶戊絞糾lll1iについて十日統合交付、 J行j持及びJVJ鈴

~1'I' うもωです。なお!:1~1判的?の|援がr，~~製品誌としての'/，;'I': ，)11;、担1 ， 1ì路線の締官liについては、~:'，ín真相
目指でれいます。

li1J) ・tt"t成'i'tff，t験品li処の}:(.，''J 1'1: 
・有:l似製品の試験成総により紋~j! されたイJ 効JUJl l lJ i 党従 I})21.. ~}，í 日:

'11附[11泌総lこ係る;1f;<')J期間設応のZI."i'l/t

億)ヤ1，自it
;11;臨床試験での悦lì白紙燃に IY"J'~滑る討i駄について+11 1I!Ji:fi:'受:1ナ、 JIすj持及びi山後なrr危うものでナ。

市，:~'l1!古験場(1:::よ，;;，( 1 和~W負から斗詰tl歳以上の係 T'数料隠分がめるため、機十待tlH~;貯と i鼠切な
1浅分について{il兵器してください。

例) ・校総合治十ために災blli した(または::t~版予燃の) !fVJI均約紛糾i:!l¥O)笈;"'1 '1'1， 

， ì!JJJII!1見Ij~の'l'l， fl~11見1則するためのベンチテスト車内駄のを発対'1'):
'， 11]:1泌総のリパーァ、ニにンジょユプリングlζ)í~づく、川容~，i'l II J. li]H~! 1II 1災械除去:t1kO:P):';I，郎品。J

判I1目白川聞の)1(.・'"1'111， 

!'I(l !，寝織的lIl験
I!日封ì~!'IJり I備えの高山県について+11淡な受 1')' 、 J竹崎&ぴll)J i守 ~:t;J; うものです。

似J) ・際:t!l(1力的!絞*iIj思の)J{.切れす
. t:~ボタル試験 :fi:Y~似えた約'Mi)良刊の長努力ぬ等、どのような試験が必1jlf'C'，bるか。

の)行i!検
約百免の品，'i駄について中IIff夜食!免11'、 Hli別立て'1均読¥'1i:n'うものです。

例) . 1fs険料jj¥の2志望H'I
-託)1険納*におけるイ1‘)i1J 'I'I:及び4泣:~'IJ.I;

'WI波紋験紡!llでの有効性及。:ψげて'1'1，
6， 1奴!M険社出燃料ゾt:J:義制:・1) 1紛 I;<:~ì中11n:A 

|奴隊機器IO)j)l;n品川!針jlこ燃し、添付すべき資料ωJf'予言¥;(1'"r.J: 光地'11 1，、 lえぴ1) 1約以分の~.è!'!ポ1， (j走者自

|刻刺殺総へのff!H日州、特~JEω必!l!lこ係 Q.f.統合(いjつゆる特)，1;:，寸決)への 11奈川 '1'1，)についてのt!?
将及。:rVJ下?なすrうものです匂…クの抑制月d:ドうものは波警1しつ:甘んむ
仰1)) 1) 1 日市長記料のダ[~JJ!'II);Iこ係る形式的なチ羽ツク

7， 1絞球機#~)WJII十11 花見



k，liililり1)， i'の刈1:~~ 11:日1:1) て必~Jlなねったり(t ~，こ、その性、リ1111;'伐の淀川H'I刊こっし、亡、さらに 111総会

行う Hi}介、 1，11じ判l淡|ベ分の判|よ1i{;: 1ザI(Fi1;1)、111'符及(}:Iり1)i i' ~(汁 l うも山ですー

付， (1;外，i~It)1)111民')，1，，'，/，IJlI対l'iillll，淡

1)11 j白山IIIH{lliijめるいr:I:1111 ííi 押)J州支j;P，'I，にわいて'えける HI ，lJ~マ十。 j出;/JXìtH品 111えぴl則 ~H製品の di
.I!，}，UM~，il.、文献1w:JH~ìらによる約十日、 J ，I;li眠時 1:~íE~"i; なれどにノ立;;ìe，1I~1!ト lこ隙 L).Jçめられる代中i の Illt念、的市:

'?Ji ，lJと'lfJ氏(どのような中t紛が必JEJJ:与えらか、 貼附陥M球1ぷ2叩f刊i合泊h依官為ぷt目除免UのJ唱叫:5I内f可「点々:ど)1にζ〆つJい←てCム、 .ln ，1祢持J及えひびq~肋り山j 

t パi4を::'1わrうもぴωr噂でcぴv勺，)

、吋可d絞変i似泌l品lV仙，'，パlトにlこごシdペつ?フJ山し、て、 4中小I'I()，1'1市li がう'L~ {していt.J~ くても判1淡令交けるもの'C" J二/ヶ 1:': し、必)I~ '1下

J IlのJl.体的 ~'j~\pt験 IJ i}パ卒。)1M，)ミiJ:t! v'.)品、ヅ 11 トリノレの%!Z'¥fi 'I'!:べ Jほ:1"1の lèJ似'I: ~jト lこついて似々

の'l'IJlljf1: '1、すもの ('Itありポ'iI:ん(J山Il' {i;もどlム 'l'IJII)i(;I:HI，1災1昨I'IUが11'うこどになる) なお
*'J. ~~;\lJ ~i ;~ 1.1， o 'jゴ…ケノ古ツケ…ジu，):l1~)J~'I'I:・ E岳、 'í'1'1' (/)+II ，:j~もここマ4交けること 1.1:11DIC:J， ，，)，が、そ

のi去のグ…クやjí:)J~l. 1:: ';/ \:1 ト口ノレ~t~ 1こより凡仰がえ台く交わる IIfíill'I'1 があること ~I:JlI!WI，され、
1'1)111し亡く 1とさし、。

例) . ;111IJi，製MdllJ1~ 1I年 l 之、 l昨ソ(\'M~，仏 11& び|見J.ìtll1ji引llV) dinH総向、 3(1~机1tJ!沖i';字 {ζj: る '1 ，';判Ui: I，どに
ノjI(ite.J以外1;:附Lぷめられる災料的側念I'IV~I: I'oj:if 

・:m)J!))'i 11、お1JJUWJi.IJ火山側，1111)(/)ノJXII，品 IIÍ( 1!H~. j:;íl し、 :kめられる資料ω|悦，~~I'r.J l，'J: 内 :r{.

n。 コンパrニオン，1"IIJi !~Ij 1I1I絡I)IJ111絞
コンパニオン，L~ !lm終|別的の 1 1I 1 ~!lil ílあるいは 1111待相JJり11交付にねいて受ける十11 ，淡です二勝(ソ I(似品

11&び IY.Jj出，IJ~flllllの íljJMìWJ'J1 r 、文 !I州全保!~t~ によるもれ1I 、 J出 fìll!ii)f ;jl~ ~rトなもとにJli ，t~， II Í(1IHこ隙 L， )Jとめら

j しら ii~判的 11児tt的な\ll!， 1と '1μ1'( (どのような íîl\!~1告が必犯と冷えるか、日品川市;fjllli，t 狭山 ì，!~r~f t.たど)に
ついて、 llli時』えて)'1めdを1iうものマ十。点、:I'J:::1 ンパニオン l冷 11J1'!民のIl~、引'1 ， 1ごつい，(もちlii主判 1ilJ1で
1I"、長η1・0

、 1'1 11者側 11li について、利 ρj!的，1'I'flH iが完了し Cいたくぐも~ II ，IJiを交けるものです温。 1'， 1，~:し、必 JR'JI 
J!iのH体!'1(JI.J~\\Jt)_1険 )J ì)パ事のJMd、 1;.1;1 dyjヘヅ 11 ト口ノレω'~~. 、 'H'I ベμ~~fけの 1éltl'I 'I; ~;i;1こついて {1M 々
山中IJlVi'~;:心ナものではあり点目ん (1山 í'l 合もとに、中IJI院は十日淡Ií'1'1 ，I?が1.['うことになる)η 片立jコ
将来:¥Ll)じδれるヅ…ゲノtッウ…ジぴ)1dJ~'I' I; • 1号、 'H'l:<J)↓ 11 淡もここ'("':~けることはIIU~ますが、そ
の1去のジ~・夕刊J竹 j点したヅ口ト:コノレゲ誌により~.lf~<pが).:，さく ch:わる刊行j凶'1' があるこどをJlI!併され、

利111してくだ窃い"

似，1) ・ロレ r~:~:./i"ン 11311)1般のJI¥i部取れれこ|際し、 :1とめられる従事:1.(/)似;~的 !j:llfN

10ι 11;タI.;I会11)[!IJ l 'l~，j，~，''''，ゾ 11 トヒi ノ川Ilil}i

w外 ii}:1りI川 i夕、 ~ílil'dl的 SA百貨 )ji} ，~干の 111I淡や試験ゾ '1 トロノレの}号、片山について Ul 制 !ii認を党 1) 、 m

j符及びl山jj' .:i:'f iうものでηl二品問、 '1'1イ'j12Ud，'l:f以外)、相IWH'I" 附JAi'I'1抗日中U)?!、ロンパニオンふ
IlJi ，~lil細川d'l:íilí'，ì，~験の日つの|え分があり去十。

(1) IIUIIJl't 

弘知川、 'I'I@試験lIdY判 IIY.WI'i~tUjßlIV， ill，(/ )'1'1 fj~ にJllJ') る 'IP)'jのうわ、 11:以・泣・ ílS'I'I:(ζ係るヅ¥:1トごt
ノレについて州総長.，;:;~ ~ )'、 m，;持及。:1的パ ~i: f j' 行~) J})でナ。

(ゆ '1'1< Ijl1 (，'，，'.1!1以外)

内;)，1什'1'節約百すq//1.. v: 1II Il!WI:山t!日~&(Y11:似・'1;.孔!'I'l: l:J，外的 '111'fJlíλW~1こj{{;ど3 ゾ 11 卜汀ノレについて
+Ii淡な必~')'、 m将及。tJ，I)) I 1を1iうも引でナα なお試験11，1こJ、って 1ITt験から :1試験以上のずrP 
11<*11足分があるため、ぬめill!、11，/i'ど.i&JIVJ 1:，: 1ベ分について縦it詳してくださいο

c台 IIIIY，WJ
+11 1'~H!I"ì， t!!ji， iこWJηl'るゾ11卜:;:-lノレについて+11総合処け、 IH)持及(!'IYJ，i'なfi'うものいi二



(D 臨床'1'1，1)白紙験
{f，'，I )JI 1拠品の，tdl級、般的試験紡!弘、タ~ll;11ニオ\11') るも~川状州、立:H以 lj)fドタ1・i診1i!1JJj阪ii511J1lこ限lする

(肉十I!i;~; Iこぷづ舎、臨床'111:1出品rt~免デザイン (~ùf例数、高~Uj9r)J'ìJ1 の-~，‘ :!í似体)について相談合!受け、
約iJ持及ぴl，U)符:ti::fJ'うものですロ

ゆ と1ンパニ2オン絞l析然防¥(，v川1:11官試験
口ンパユオン鈴Ivn\!fに 1弘lナる|刈符'I'I ， IÞ~!紋?itの紋l段デザインについて 1'11総会没け、問符1Æ'()t

1的行合行うもの-('十。

1 1 ，体外的IU1川lab県!I'，!，;i'!'11I1HII絞
wタ1・日易問r川 I災:~~IHIの紋験再iti取についてω中11淡な没け、 t行J略主主ぴl山長?を行うものでナ。 II，jll 'U~、 '11 1 ，

1>>2 (，H ， ~\r以外)、中111刻仙、誌面対~-t'I，泌総監0:、口ンパおう1・ンi診断然i拘11'的自話料l織の 5 つの!式:分があり
ポナ。

CD ，'，，'，奴

|附i話縦胤j陥飢iμl内収制十附1生h凶自飽包i紙b制仇~!燃娩及ひび:判相I悶f似桃1，首語紋7式えtよ~~験険拠!c').
につい砂てC判相l耐絞H在をt旨.受没:汁lυj、JW持及ぴ助役HTうものです。

復) 性能 UN，~司以外)

臨床的機試験及(刈111馴'1，試験及ぴ11:~ì(，・!必'i.b:'I'I ，J，V、外 UJ<ll I ， @~I~験 l乙係る試験料i 4kについて+11
総合'交 1)' 、問機Jえぴi幼子守{î: fi うものマ十。なお訟t験数によって 1 訟t~狭から日試験以上。の待手数
料長五分がめるため、機術Jlll'(t貯とj闘切なIs::i}について術協してください。

仮) 十日間十4・
相 i限H~U，~主主 lこ!処十る糾験計i駄について制 11も~{;:タ;け、 J同i持及ぴlめ符を:1-1'うものマサ二

(J; 臨床机:fJ白紙険
l丸に千jわれたf制球1'1，1滋I~ti漁対i!+lについて1'11淡を交け、 J行線目立ぴl山例会1íうもの -r:;.-れ

(強 烈ンパエユオンj会削減臨床刊，1指紋l娩

;:;，ンパ wユオン紗 IIJ1~1こ測す‘る|刈得H'I:紋関東部Fの自N;~長について相1総合没 1)' 、 J行線及びJV)討会千l 
うも0)'です。

1 日， 1本刻、首~11)1J刊阪 ~ltlitHl 川 I filllず易統判1ft先
体外資会iりrJfl 1 í1終，11. 0)水銀 IJI 討~Iこ燃し、 i論{すすべき資料の形式的なあJ.í'J'liについて机|絞殺伐け、

約J持及びl助言?なnうものですのグー引の削イIIIiHドうものは日文明1し:)，'V:ん。 IJI¥i市|述分のllJ(持i'111:1こ係
る111絞もJ良りボナ。

1 日， 14'タト長会的日 1I 日f;~終 IWd自))IIHI絞

件+1 1総務:分において~nn認をnった{去に、 J品j1~j~ し/之助隊|人1 1';-:::1:'[INJl:検討した上で、 i部分的な{阪府、
I)~ :i;tのを完 ~J'I't符校、間じ相談|ぷ分の相談として ilH支炎 lす、術開14ぴJYrWl な 11 うものです。



0)11制¥7 ) 

111ソ1，1同括れj;íll~ 11111)の'11:I)il ，I'!i仰illl政ω|イ分及。:I}すね

l仁， 11川iザ3川ノ刊引|れ，1快似台必;羽械tヤ坪PI製型，'，仏lV仙lh: IがlドF内)白川前)f，泊i臼'Ji¥十刊'1川|
11山川11川IH絡詰iサ小|ドlυ的)，川1111111 /}の)，宏々ノ十卜i'd'十V刊1リt.，川l日1，告佼:1'. 効/んJIにこi係仏るi中|ドl治 }子~勺川M応iじ;主災f~中判;;司;サ|ト， (1仔νヰrパfifl ，μI;J~Jト仇免 4N仙J出i 引) について、 がi)iJ

lご仕ド似たれい、 IIIJjW.. :，(O) 111111¥. ， 1'↓!JWの '1 i'~JlI! ~i了 11 つ/こ 1'，で、詑1'. 11i Ii すIt1 1 1')}な竹!戊ナるもの。

2， Ilj.l l: 似彼等 Ij~I ，'，/， '11' 11110十l'fllliHli淡(1 11術的ゐ~Y!Ýl)

関税'1'01，¥，'， 11の総点的試験lよ係る IjI前 f'M，'iH'I(行 f，li，汰験i!.，'umIごついて、 '11:1)111ご村和li(i: 

1J'い、 IIIIIW":，(の1111111、約!被10)牧)II!令iì った 1: で、 íW，(I同 i ，:ili~lí' M令作11比十おも /})o

泊。 111:ノ|ュ杭1';(.~"rÌ; '.!tVU1J lJf l)ifil干制作lH者 (検出E山~j{ì険)

!川)1川11門ヰ将自1小Jド"の/.η川)，仙i

f行tい、 11リ総点ω品1111¥、1l!HJWυ)¥Jiそ)'I!なIi'，'，I:1'，で、 'IW'{I出i(似li'j!j:な{午!えするもω。



(jJリ剤t日)
ql絡協子デ…州法1 1\織品部付 l絞殺中lirr~11世現!11)j

1/ 1 絡協子デ…ク雌IJH品ot忍+11淡の淡料1:::織り込行|付行 1; 1:、 ~II日発事以により駄なるが、以下 l""4
O)i，11械が1li;J，れているこどが相談，;:"イr)IL~ 培える。許UIII~O)様式につし、では本別紙のやJ 鍬会場宗 11(1
すむこと。

~，:~U 、 l、247小心にゆ古11ω作f'dlについては、1/'よみ鮮と滋似してωrm'il告なお前1いするの

1.抜本僚級
• rflWj完成分布i.H3'
・l以必ず" (子従)

• 11官:rl
-斉IJlf~ • i究)!x
• ql 白書 'J' 'J.ぷ効 jl~ ・効*
・1/'約千xt:JlJi.ん・ ITJJ設
・1'11n荷予xt:Jj.¥)J
• 1:11悩i符よy，
• J出絡先 Wl対自由約半日)

2. *n~指f付与撃の概富島
3.臨床データパyケ日ジとR結成総監売の4車問詩

( 1 )γ・1註される附成ヂーゲパッケ…ジ

千院予 Ijjlillll (() :{r ~II~にかかわらず、|伽Jミデータパッケージにiすまれる γ"'~lrの全ての
鮒床試験なー組織十めの

(日)徹子ヂ…引な機11¥寸る J')主の臨床総数

'r~':r~ヂー字削続 1I1寸Q 了斗:t:の P話jぷ~.t!淡についで、ヅザインO){明(1111首会館jll~')'Q" 
4. 襲喜子データ機t討を予E立する CDISC~隣泌が討とめられる各i瀦除去終盤誌、統合解併、臨床浅草却。綴j成

の解析絡の情報
キ;械については、対象となる臨床試験、統合併折、 1~，ír.L1( ìJi!i JJ l! íU'~械の島l(>lJi~字 lこj??jJtlzwC総泌

をf恐l!JRし、州統1I!J11こ災カrUi!iみ又I;t災対u予ほの1)，伐を首i311il:ずることで涼し交えない。

ただし、側々の陥jぷ訟U投手?…タJ:/l.ぴ統i守内例年0)CJJJSC 対告側 lと閣総・ずる I)~燃や、臨床務1m

jlW成のIIJI(.析に|持lして撚11¥寸ぺ合資料lこ|潟足lll...1ζ内:rtii1j:ll紛れJ'i!Iこ合成れる場合lこは、 i液型i
するJt:i1'1について bl飽な限り制縦十ること。 1J:お、 (日)について、 CDJSC策協に悶泌する
|人j綴l立(1)Iこも有山続可i禍ること。

( 1 )徹子ヂー州JMII-li:了づ長十る許試験中トの告すNl(CnISC:対日J憾の臨床紋l鋭、1i1¥1険jtHに削減)

α) 陥I主総ViHこ|射する情報(試験諮り、総邸主デザイン概刻、ダ…タ仏il)1::11) 
(Jl) '111子ヂF タlこl羽十る情報

• CIJlSC I和協状似

・機1]¥，/"-イ0)C日{日C 司'H~n，状I.IL (ノく…ジ剖ン)

・よその似のlJl~ýl!1への可!i慨が((日 ((:01111"011 (l(1 TOI'm; (lO 1 ogy、ModJlllA祢)

.倣1I1ヂ…タと総m村l↑J，(主幹どの限lイii¥
• 11~1長さ~，i/ij).Jm 'II!íl，，'l則十j点 lニ!IJ v 、ら ~1.1とそ〆…引のうち、持llll.l\される日IlTM、 AlluM

タセットlこf庁公れないいi約:
・SlJTM、ADuM ぃ‘タセットのツァイルJfれに
・徹子ぺ外語タ 0)サイズ(介首l') 
• jJHII"~ r.縦十~):;戸、-"タセット (SfJTM、AlJuM、その{削IWi文滋符)

(ぬ 倫子予定ータ 0)CllJSC j鼠u'IJI:1こ限jするが!W
・制J川したパリヂーシυンツ…ノレ

. 1湖u'I'Uこ|事lナる特?記事)y!
。)s時折lこ限lする十i"'W

-的::!fiヅ日ゲ-;Iムの機11¥の“IJi昨(叩ク引のHI¥III'山布、 fl:総淡のIlGll¥)



• (~UIJ し 1~wrl庁、ノットウ:に γ どそのパ…ジサン、的制1''')，5 hí!U~VJ't 
(立)対(ゲw タ~Jå11 ¥令子札V偏る抗試験ヤ);<1) lr'l ':'11 (，1M尚早相i)

(1) 抑制I'1 J (I(J及ひ:対匁iご!羽ぺ}為る'1，'1':-11 
ゆ '，11 f"〆--.y ~ιWI十ィ:汁I'HI1
「ふ向'1IJÎ' :J~M!iJ こ1\!1"j' ィ()'1 i!i付l

( :ll 悩(，ソゴャ泊ク ~låW;: 予定する作品tW~~)i;の 'Irlf';'11 (1織内部)11!ii(iJ北 i'l~ ijlll'l{J 1.;:泌物!rVJfIBW!IJi')
(1) lí~I;J1; ，ì，~!ï(~ I乙[¥lJ寸‘る{向付i
(;i) 'J¥H デ旨噌クlこI.VJずる'11'1刊i
(!!) 抑制?にIY.Jする'1，'1'~Ii 
(，1) ソ二…夕刊，)トlご!日i十(;，'¥r'1 N1 

( ，1 )礼げ~IMII\合引むずる名前t~JI~"干の的問(臨1~;'lliJII!れ(.(.1成 PJ問、IIWII!1)
(J) WIIJI' 1 J i'l0& (j(対理Hこ|到する'It'.'十11
己1) 'i1J; {ウ九・タ lζIVJ，j司 6'ir'iYll
(;l) (1抑制行三Il!-Iずる泊料i
ゆ アウトヅットlこ|昨jする'¥，'Hll
f沿 デ…ク句ットlc閃ナイi'11'，' 1'11 

(日)'Ni: (，うJ12 …ゲ ~I>iII H'i: 子社:十<~) -{!い-iltt~向怜 dパf十日1 (I:'~品川、押UJ'llíiij峨 ノ1'，)'11 "jI: j'l( J 'hli!1当社()立 iil~
(i'BI市)よ廿デノレfiJ'IW)

(1) (~午折 lこ WJ'J'どJ ↑，'j- 判i
(~) '1;氏子グ…ク[こi刻する'¥I'dl!
@ 陥以前日向lニWJナ引制11



十l'似
rl'l機穏やデータ燦/J:H務総十日露員資料 機器℃

1. :1事*情報

計T 品分百Ü'~土
… … … … … … … … 一 … …

IU~ 抗 ey，燦)
一門 抗

. r 
一 一. ~め JA~

“J' • )/1紋

111 l'ず，

H(iねWiお~__ I_'Ii'1tlfif絡l先、所長時、波絡先)

2.相1絞務司直

3. ~臨床デ}タパ yケ日ジと臨床静土曜免の4統芸努
( 1 )予1立される臨床デ}タパyケ}ジ

分刻 試験静iナ(又1;):*IWi護111昨日・) 抑制i/護送符

-協子ラ戸… '1 のお古川\Ol{l'燃にかかわらず、臨1*データペッケー~Iζ合，)，れる子似の，;[そでの臨床試

験在詰11総ナQQ
.1分行jJIζ1.1:、mr州、約日中11、約III十日、陥l恥終期試験、 1b;'_1;桃イJHt併併、 1f効'1'1，01'('ffir'f折、
I'PKfiri(.桁符な青山|車十る。

(2)溺チデータな損色刷するや7認の院臨床統廃責主とは解析

試験前13'
災l崩 J党IJ.IIY'

j占仔1t1'仰の 有効燃斜1引1I1政|一|
(えはキ1!1J1f思 島I霧』 試験ヂザイン ()IH1， . !lH設)

ll~験ん行数 '1-;.1'.'1'1:前市Ii以下|j号IJ')
|出J成

.JI;):.1手JVllllJ

• 1院予グ…ク安保/11する f' í~O)陥川、試験XI'~向!(>1Jfについて、デザインの側怖を泌総サる。
・fソ4泌:1伏i見J1こは、 子俗、'必Jiili'1'、終了4平安首't21除するの

:i4J!ls 
:I~汎

4. 1誌やう戸}タ機/:[¥を予i話する CDISC柄拘が;Jとめられる各臨床総除、統合解析、臨床建E路llff闘機
の餓it庁長事のf宵線
( 1 )季語チデータ綴闘を予i犯する令試験警告の僚級 (CDISC納税』の臨床管北陸賞、統廃賞係aζ官日戦)

ヰ，j'í[fこ l士、相談時lこJl~;\こ災幼lXI:I:T" 江 ð*しているい17予のみを飢織することで~(~し支えない。
ただし、側々 の|制球討議免グ…う10)CIl.I日Cf1IljW1l::限Ji!Jiした内ねが担In先取閣に含まれる1結合lこ
は、試案明i ナミ5j~j 引について líJ1j位以目立り約|告すること。

臨床総数lこ関十Q111'ねi
紋w免許~-~} (又1;1:キ111潟7Frf}) : 
臨床紋!投デザインの{郎幹¥: 



〉 ι ヘー屯 均J“ー可。 “ ー屯 司、〉んが 屯町ミペ 均 〉ー屯F ー屯 ーψ ー屯

ゾ'S 1J(~IPの ~I~j~!日iの J，~~介(/)ゾJ…クプJ ッ卜寸ア (('ÁI ，) 11 : 

市:Fメ… ytこ関する'11'{什i

CIlI日Cill i1'<!\:IJ(ì)\~ (討ll'I'MJ
仁JCDi¥向11 )I; ，~'('デ… ljJI!lHi 
[1 C日MlII以外的11:'"にでヂャ 'ljJ!~U\校、日J)'I'M 形式lこり主総(J'似合'(i;り)
i二! 日])'I'Mj:J.>'トのJIわにのうjナ…クセットイピ日])'I'M)f~ J ¥:1こ'!l:W!()勺じを 1'Firr) 

CDISC ;jlJj'(Ij:!J(/，¥¥ (i¥llnMJ 
日目])'I'M ク νI~ 、ソトからi\ IMvI クセット':I:11:)北(予見{;fi:'{ijむ)

日 出])'I'M以外のfデ…クセ、ソトからJ¥llnM クkットイi:ij;)戊(i"it <，;; ，'i i"J' J 
小!/IJW!析にJIJ，、たf.l'i'lJiグ…タ句、ソトのイl然
|コ Jhl/I¥あり
日 JJ，¥/I\~J: し

J!~ II\;~ *1 (f，iJ川判i11i内(十)&1ご，)1I ¥、られたデ…クのうわ、，IM/I¥されどうお))TM、i¥Iln Mデ…ゲセット

i之内 iJ~ れない|付利:

{必JIJしたM!'i-11jどパ…ジリン

U1司J， ノミ…ジリン 齢社 )S 
自D'l'lv1
日1)'1'11'110 
i¥DnM 
八IJniV11 () 
1)(、f'iJ1(いXMI，
Conl，¥'oll刊i 日ll'I'M:
'1('1'111 i nology i¥J)η恥1: 

釦1(何そ1の0H{dAL) 
(J [J，i会)

日 IJ'J'JVJ 、八J)nM ヅ…タ・I~ ットのツ γ イルm}:; : 
?自 fうf町/;のサイズ(什;11'): 

阪/11{i: )川;ずらγ会…クゼット "，)j;(日J)'I'M)

iじJ長ツァイノレ |日 IJdi川

，/!~"夕立/イド Iiコ臼tudyJ)nln ，11"8 Guido 
ヂ…ゲ L:ツト IJ品 111 のイ1・ 11l~ ~~似/1\のあるものにチょんツク闘なf.) IJ てくだ t3 い

'11¥ |ω 
'1']) |日

'l' 1~ 

'I'V 
'1'1 |ω 
T丹 |日

グク kット
LHイ1W74W3liJあlrこ:りy下eの以jJツljEfク子K、ドj]は長…も'IIiZu問，1批泊IjlviJ有…る||iW抗;弘告、、ソtIiIナクF[イオW J jlJ fT lこチ

1li';J，IlEC 1ニ会JI，ぶしてUdil
Afぷ'，1主
11本 ;ill11対砂川アーク勺ツト

1川IJ
co 1[1 [1 [1 [1 日

1JJ'v1 |ひ 日 臼 ICJ |コ
日g |口 日 [コ 。 臼

日V |口 [コ 。 11コ [J 

CM コ 日 コ [1 コ
!日c |日 日 日 1[1 コ



!日 コ コ
コ
コ

口 口
C日 コ コ 口 ロ
。日 コ コ コ コ
DV コ コ
l!O コ コ
MH コ コ
])A 臼 日 口 悶 問

DD コ コ ロ 口 口
gG コ 口 日 日 iコ
IT~ ω 日 日 臼 日

IS コ コ 口 口 日

LB コ 悶 ω 日 口
MB コ 悶 ロ 口 ロ
Ml o o ω 悶 口
1¥10 コ 口 口 ロ ロ
M日 コ 口 ロ 問 口
PC コ 口 口 口 口
1'1' コ 口 ロ 日 臼
pg コ 問 口 o 悶

qs コ じ| ω 臼 ω 
RP コ 口 ロ [コ o 
H日 口 o Eコ じi iコ
日C 口 日 o 10 o 
日目 臼 |仁i o |ω ω 
'l'U 口 |口 口 |ω 閃

TR 。 日 口 10 口
VS o 臼 臼 。 閃

]<'i¥ o |悶 コ コ
時代 ロ |ロ ロ 10 

際11¥をf予iじiJ"::;，ークセットヤ'p(A))al¥1)※当日{捕に1;)‘ヂ タセット4告と内科tb泌総してく 1:てお
し、

?と豪語ツァイル 口 D<'fino'XML
AI1/¥lysis Rc>sull十sM(lI，/Hlata O)ijJllIJ¥ 
口{母/1¥あり

悶 1)，、j'illO'XMLIこ合めで似111
ロその似(

図版/11々し

ヅ…タノJイド 口 Analy村i自Ilal，/¥Hοviowol'匂 Guido
';Jj~ (J合ット !デ…タセットωI)ff予



AUC3ah/1l1s1J 1JiLヅ 11グツムωIMII¥ 

[コ '卜 IIJ (.II¥!III : 

IMII ¥ {;: 1"<11すめグータι1:ットヤト(その(似)

i¥nnotnt(Jd CIU' |仁lコ11M仏日IllliMh:し

1 '，11子ウf…タの CDI 日Cllお [1'1"'1こ I\~Jずる lN 村! (パリソヱ…ショシレボ…卜rJ)1刈せをも 111)

日IYl'lv1

十~i )IJ したパ|かl ずリヂるI…15iVh18L1jIi〉ji ツ…※ノ(レ:1北)18ぴCそ(の日lパ)11'…Mジ:/!へI~の ifii仰のf'，tl立に I V" Iずらし??|149l;山総しでくださ減(r'I"1。に
し、

lデ…，"，'1;，ソト'n; 11人f(~l~

人1)川 1

{jiむお介川{し中
たパリヅ…~ :Jンツ…ノレ及。:そのパ…ジ lン:
(，てWI'，I'i:， !I，'I' 1託~ JJI:JJ'( ※CDI日C:(i¥ f)llM)へ0);1'11処の1"U史i;:1Yc1十る'h'lH!<i; ，(1]，1&してく 1とさ

し、

グ…タセットサ; 111'1 'ff 

向'11Ifに|対十る約機

Ml!i'ヅ11ゲツムのIMIII
臼 γ ゲ1コもfru}l11。γ 夕刊引'all\1:1:イ~ nf (JII! 111 : 

iコ 内'(，析γノレゴリズムt(:戸i:lsil:以内等の1111111"1'
日 ィ~ nJ (.III!III : 

日 fiJ'(.JIj")'ノレゴリズム安 (lì:tJ'11訓'~í!V:'字の，1111111 "J 
|コその(臥(

j~ 1I 1 した向判庁ソソトウニ1:γ ※ゾ }"I グラムにより jもたるソフトウニ1二ア 'S:j~)11 しているJ見介lこ1;1
JI，'， I 々 iこ iìlルlí~ してく!.~: è~ V、

ソフトウコ;')' !t， (パ』ジリン): 

Wllli':だ}，IlíJï!JJ~ (;十ベレ…ション会スソーム、ノい4 ジυン咋): 

(2)滋チヂ…タ総社iをやii!ずる各紙験者誌の情報(統合併がi') 
本以lこ l士、判 lil知的にl況に ')~hitiXI;): f'定3れているl付%のみなilolえすることマぷし支えないα

た1ざし、，1!;ifM1Ilヅ…引の CDI日Cijl!j加と|羽Jìl1し/と|付制がH1?t~'JPmこ作まれる Jj，} ifl乙{士、日告、1
'1

'J'ぉJJ'i11についてI!j'自Jj~，:限り制<1止するこど ο
片付;、統介内'1析にj討し、1とソヴ…タ '1: ツトど、例))IJ rJ)手 ~!\3，r!) fiJI(¥J1'C') 1I ャ、 1~ グ…クセットが~'t~伐と3

j見(r!土(例えば、ソゴ…ク 1，I，J!.i:J1等)、，iJZi'i'I:、4白 v) (1)ω総点ぜたIIJ い -('dí~紋し .c もよい。

JlY折口約&ぴ対象 lご I~Jずら約千11
的制I'O)11的，



ニニ了………下二二二二二二千
タlと限付ゆる十i!l'Il!

f<l1川した以前とパ…ジ 11ン

忠良ipl パ…ジ引ン 納得

目。'I'M
日])'I'.MlG 
l̂lnM 
l̂)aM IG 
円。l'ino・XML
COll(，'oll(J(1 

lAmPJniMF4: ; rrOl'lllinolo官Y
か1凹IDHA
(その(t!l) UIH議)

1ll:('ザ'…タω・，)，イズ(-s・KI‘) : 

11d1J¥ ':J:・子社汁・るう，t…タ勺ツト

日1)'.1可M |ヂ…小kット:

JJ::f(発ツァイノレ。1)0 IIlW" XML 

|ヂ口イ問1.ガイ 1"
udy DnLa HuviowC']匂 Gujdc

AηnM ヅータ'lr.ット:

政務ブアイノレ

Cコ DοfillO・XML
n̂nly財政 RC'8UIt.8Mo(.ndalnの!JJliLI
日制iH1¥あり

D ひofi110・XJVILに7育めてI)i¥1+1 
口 その{山(

ロ拠1.11々 し

ラず…タガイ|ど

D n̂nlysis J)n(.1l I¥oviowc'l:匂 Guido
(その他) ‘勺匂7ア姐 。セット(1何Yr!y.): 

1録制Î.~)tlÍÍ lζ|刻する f例目

的~jfヅ口グラムの担frl lJ
o "，'"夕日もfTめTiJ。γ クロ jJfrlIH:1刈~TiJ (，II! 111 : 

ロ 財布行'ノレヱfリ，';1:ムをや;む11:倣護主体の総/lITザ
口 1、flJ U11!rll : 

[そコの{島臥平析(アノレゴリズム右77rjyfl;総滋守?;ω担HJI"J
口)

|酬ソヅしトたウ附コユアfソIツ(パト私ウ吋コジ二アEJ 〆): 

解析:J~iJ包i構成(オベレーシ FJ ンシステム、パ…ジ Er ンミ事) : 



(a)降雪子デ…タWZII¥::i:: ~r，泌する各試験符の情線(11，品川、終飢餓i成 1 関与的なlJ;I!物!劇J枇l~f(<:j}r)
~';Jîil乙川、 l:iÜ; J主総，Jl I!訂jJ戒めHt (ソ'…クのろ九、{部，1時n:J冷却;物!fV!trl目的析にIY，Jη)司るものlこ勺いて、

的判l'山11(1甘どどに刈約十<')(1な;/'3、CJ)ISCilll憾に1y'，Ji1Ij'，J'〆:，1)j:iH.I:.I， 0) (1) Iこも似，ll~'J お

こ~，~ 'J ，!:j 1 a~~ H ，1)1 {こIl日こ'J!iJisli.l:l:)"itされノている11，'与のみ合爪'..1&ナるこ hでJfぺF 主:凡ない たよざ

し、ヴ，…lJ・1:ツトそのItll，O)11，1/1Wlj(:.Iy'，Jする lU1，(山市:内'i!hl!II，fJiIjPl'H乙ヴ kれるJ!，}{I'にl土、 l法、'1
ずるJii 11 について "1(112な 11j~ f) ，iL'. ， lí~するこど。

!í~I~J~Z ii，ttti;討にmJずる十古fl!
試験ì1~~} (足以 ~'I~ ~Ii' ;t:も~~ ~}) : 

総I~，ii，tl%， 0) [1ft 1Jj 
日 1/t:JILHt!ドIl:1持frlJ'(' 0げれ 1 +II ， ì，U~ト先
[J iけ11紅〈人と外 |い川Lバ1人ぴの〉メパ児jル'JIにこ午刈)1しd て'Jたミ』版郎::;~llたζf首!布i 11川IliT凶刈¥;1時l却1免1(け11け|附jしbωり:1ふ1"ω¥;Ilji対験j先:ペや》ゾ!リjツジ〉 グ itJ~略験免

':1; 1:利)IJした/)IJ殺の1l1(¥-) 
仁] ICII ]<;11ガイドライ :'-1こ)，1，づく(l'I'/qT<:iI品目角
[] J)tl'litìIJ~'字。)~I;物 ![UJfll，、見 I~I:ι，li11切，[v!!rl)/級))"/:Jご|思j十お ，i，¥;Vjgu&紛が川i11• JIJ IAO) 1，憾なWJ1sI::(1: 

七日J持{iの苛i1 Hlil，¥;験.¥l.I.l:!ri11 !11i試験
日小VI~ 0: 士、j 卑l どし j::I;，:~H抗告IDljI，J，\;ぬ

lJ ，1'/; 11I~.lí もしく 1:1: 111 機fl~又 1:1色 t)l1機fìlll総'川
仁J 然物+llld刊IJii，U~決

CJ jを 'Jro)影響l\li)~l1(1!
日 '1 二物ワ:1'1(J I<i) ~~'III:試験
仁J j¥'，'r J バイオ|う;:'~~j'd l どの 11I~ ~li;悦/1 ， ;J'l't'I'I:{~1世'iHした出t険
日 その!Ill(以1' 1こ川町l .(J: \\~'íl批)

f法r:7!…)/1ζ|羽ずる(均株

，Ih¥lllアァイノレのザイズ ({I'¥i卜)。

1 t~11 '; Irl l'l~ J 点、般物ifVJflÜi抑制j"}"…夕刊ゴツトのH~ぷ

o i¥ /)"M 
日 i¥ /)"M J:U十(ツアイノレJfgパ，

イj 効 '1 '1:、 '!4寸~'I'I:~平仰向中 Ili (ご!弘l十ど}町{↓Ii"F…担ヒットの似11¥0)イ(1出
ω i(i) ~) 

仁] i¥J)"M 
fJ /¥I)"M 以外

日 し々 (JII!III: 

Wi1li'1こly，J'.J'る悩{'11
{占川した解析ソツトウレ"ア

ソソトウニ，.ノ'仇(パージリン): 

foi'(相 r)~"削減ば(寸ベレ…シリンシステム、パ…ジリン怜) ， 

Wiliiil:I:i! ，ヰの1Jtll¥o)イ111出
日 ;t)り

日 I'DF mパ;

o I'h0011ix 1'1吋
日そU)I自(

o 仕し (JII!III : 

デ…タビットlと限jする'I'j'i十11
ゾf…タセット対二 iも~/ "/イノレのJJWIU)イd!l.¥

日 あり
日 D"JiI1O"XM L 
ω 1'1)10' Jf~J\; 



口その{也( ) 

仁]なし (刈!111 : ) 

(4) 閣や夕日夕健闘を予i.Î!する翁・総数毒事の '1宵*~ (隣隊総耳目f飼j成 1lJ;霊長閥解析)
本J)'(Iこ l立、 j臨床終Jm似械の筒了ヴ f…クのう '1;，、 11}:然 !-IIM析に限lナるものについて、 f~r(-Vi'O) 11 

(1'0 どどに iWjli~ずる。判1WlII.'Hこl児1':::TflllliX 1:1: 予見;おれている I)~ ;r~のみ合総~ll進ずることで泌しy.:
え沿い句ただし、グ…タ匂ツトそぴ)似の11 占/1\1却に IMI十る !U本[1':)な|人jねが Wrt首そII:JJîIこで?求れ~).場
frには、日実11，;'jサ鳴るJI(11について川台誌な限り乱防法することり

解析1:1r'~2えぴ対象lと際iずる僚級
内1(-仰の 111'内:

朗itJt~読削除三ひ百(又三は四線|日i抗総動淵)11州l7Iij-紛「の附郡H 朝羽55-bm  

裂i<j詩的 VJ') 例目リ品lltlgの告ざ千戸I、向日jj眠夕j結 CDJSC 然il1iroの千i亀

|階ほ う戸…タ lこ隊j・判 ~i~1 十日

角j駐r(，.日Hfl7ツ2…ァタ匂ツトのツァイノレj仰に:
イノレのザイズ (ft首卜): 

11平:1mこ|対ずる情fll
{リI!)IJした仰{仔ソフトウエi二γ

ソヅトウニuア名(パ…ジ幻ン): 

W(- :jlî'~}j制幻覚(オベレ…シ u ンシスゲム、パF ジ LJ ンキ);) : 

II)'JI~卜H角!(-.Im日ブn グツムの~JIl I上l のイI' jl\\
( 1 ) 総本Jをうぜん (1)附I!modol) 
口 あり

ブアイ!j，.Jfgパ
口 A日CII デ中スト JI;; ，，:~

日そのilll( 
o 1J:し (目lllll:

. 
(2) iÎ~終モデル(I1nl\ l Jl1od0l) 
口 あり

ツァイル形式

悶 ŜCIIテ斗ストJ防火
口その(自(

口 なし (Jfl!lll : 
(el)その11IlO)モデル

口 あり
アァイノレ)[れに

ロA日cnデ今ストJIラパ
[1 その(む(

口 ゐ:し

シミ μ レーシロンlこ仙川した11/(-jJlソツトウ以プ
ソツトウぷγ4:，(パ…~:!iJ ン) : 

W(. :jW:)~lj似荒城(オベレーシ口ンシステム、パ…ジ 3 ンミ事) : 



シミ品レ…シ:.1ン卜 1こ{必史1!3111lし、:1，たUゾじて11iグjすねラムツ γイノレの'IMIIIの心力民
。，hJ) (以 ごと

戸、ltヤ:
ツァイノレ形式

日八日ClI'/キストI1わに
日 その{臥(

ゾ¥1グツム pjllJ'i引の'IMIII
o ;~) 1) 
o 片f~ L (JlI!IIi : 

日 市:l. (JII! 111 : 
日 fiJiHlii'ノレゴ 1)::< J、なたねj/;jι'(，，1;:':t，';O)))'HlI "J 

γウトア1、ソト(::I手l十，~)'11'/1'11 

( I ) リザノレトツ γイノレ (NONMI';M"川口11f'i 1，、うト)u汁la/I¥υ〉イi!民
[] ;v， l) 

口 L々 ()11!11i : 
(日)その仙のいノ γイル(例、 1'1:1，11ト11角'(Hi'に)，1;づくシミ::1.レ…シ:1~'Iζmlするマ γ イルヤ};)ω)IW\

のイO!思
仁] あり(以ド、必岐に応じて I)frf ごど 1 ご'， i'l~jl山)

I}、jね:

仁] なし

ダ…タセヅトiζ限jする'11'1i'll 

ゲ タ‘1，ツト)iU色ツ γイノレ01)1'¥11¥0)()力!r;
日 ;ti) 1') 

日 なし (JII¥III : 

(5)読ま子デ…!IHllll.1を了予犯する各試験停の悩線(1欄外;;終耳li釘JJj島 ~1~ 11f!~1史的i附封鎖IJl: R命 (PBPK)
モデノレj称。j')

1.:Jli Iニl士、陶MiWiJI訂正jI点の'rlir ッ?…ゲのうわ、ドIlド1<そグノレ解析 lこ I~l寸るものについて、月下
川ω11が):ゴどに似.I&'J'イ，，判 1I討ilk'J'I，:1丸(こ~腕又 1;1; (，)じされている1)すねのみな品!，1主ナるこどで
j{rし文えなし¥_， 1とだし、 7九・クセットそのiIll1)) ，lJt 11 ¥物lζ|刻ずるHi本(1白山ドすねが相談'IrJ)I(，二台J、
才しめ J.~lfi' Iζ1，1:、終吋すむιlJ'i11 についぐJlJii位以IIJll)'I~ ， I世すること。

Wflli'lごIY.J十.;;)'Ii'IW
試験治~} (又1";)::';'ll~ll; ìtl 治~]') : 

内午lJiの11(の
日却Is!1知1111(，j1:111hJ11J 

日小川1111鴻
o !I，¥-'I)I)ぬ:取ト11 (J II 紘 (PIJtlí~ Íl ll附'I!~!JJ 行吟;)のお物IrVJ(IB.O))勺)111
日 そのiu" (j;)， ト l と係訂i イゴぷII，~)

内ソ午桁ツ，)トi』?yJ兆氏五γ百7(lオ(ベノく…レ…ジシlン!)ン:システム、 パ…ジョン~i};) : 

7除rデータ lご|刻ずるfi'nl!
引W¥されるツァイノレ

日 {持 :jX~ し/てI' B I'K ノレぴ '1 的i)1i :a: 1í~ ~:J' ~ノ γ イノレ
。 角1(-併にIIJ，、たパラメ…J; C版物jlllJ!II:iパツメ…夕、ノI:.J II!'.'/:I'I~パツメ…ク t中)イr介:tr ファイノレ
臼 シミ品レ…シ LI ンした持品川、試験デザイン合 fj~;}} ヅ γ イル

白 内1()Jir断の，1，'iHlが合:巨れるソ γイノレ

ロ l必成分析の七JH!f!が(;i:J~れるヅ γ イノレ



口E3 jそ~I(>+)iのfれfbiiよ14(以配合ド ilυこ繍ツ1ァ'tl イなノ首レUllil!) 
機/1¥ツァイノレのサイズ(合詩十): 

11部隊約険ラゴ…タIζi潟ずか|背卒11

I'llPKモデル解析に取J)IJした陥依然刈!紋燃の{I官1[;
o あり

タセット ~iMII0刈J'jl日
口 ;b 1:1 (以ド lこ試験ごとにImìl(~)
o fH." (JIJ!III : 

ω~C し

l11r!f??引ψ吋.仲約IJJ山叫山リ、町4掬担oJ川川川、桁-，口ぜw向|日川lハiうI-t!ットのアァイ/レ1拶ム~:

クセット'，j}:線ヅアイ JvGり，JJtI/11())1ijllr; 
あり

o なし 01l!1J， : 



(日1)紙 D)

おrll<:総11Jt、以依w総:'i及rJjlfJI-: 1~;: ，1~é ~l}; ~t~I\11川)分 !llf

1， i'Ji似'，~~，¥，'， ，¥1.1 J守 IIJII二 1" ，占1:(ヤ~IJI!bHdこっし "C 1よ、J;(ドのど才J りうì !llj''{;:'il~J}..ii しレJ二

分間f j.J 巧:

討11分!III'
il'iil:.il日'i'rJlI'際、タj.}記 )1)'.然、~ÍlI史 Jll l[ l ， l)剤、その (1江((UlU)分!II引こう〉灯i与
れなし、j，ω)

;;fj 2 j)'!llf 仙波{i:f'l'¥，J IJ 娘、 JAパ…キンソン有'l JíIj、 γ ルツハイ，"-";llj.J~lf

初日分仰の l 'l'jl¥1'I'綿糸川知、ぷ11'i1tJ'綿糸)IHIj"ただし、 J似闘争川;総合|治く

ヨ1日分Illfぴ)，) !山:附J1)'!li、h品党総'i'I・川被(:長 :1，'1('I'I ，jU，よ)1こ係るもの右'::I \:íi く)、 11'ド，:~li

約 1分野
，1/1: I'，'.j Jill、u¥;tlイルス市1)(ょにイズ1'，，;'¥1，，\/，分 !II 1' 1と係るものを I~-gく)、.J/l:

t'J; 1!1j;Îj~IJ 、J!'r:JJ:(!I，内1)、!'，I¥!L，斉1)

羽:~ G分間F 下町、M供向日記'i'l'l・， 111:111)川然、 ド:J;:~):~川似 f下方1)

首1日分限1'1/)1 
l呼吸続行J1Ulf、アレル'1心)J)，終(外1先月)，限必除く)、 I¥MJ:MWI'C)11 ')i!i 
(炎1;1('1'1，'1九WI乙{品るもの)

百.~ (j分間)'(1)2 t，jqtJ /YレUJU;t?シ，;，)剤、代詩H'i:jJ~ 札，\)1)川(的知l州、，)，)， jll!刻IÎf、州H，\、ぬ )~'I'H~

，I/LIIl¥'1生時[lj弱点1)分!II1' .!;'t:l附'1'小[リ16:阪

エイズ似i民品分!ll[' JJ J V!~対日 '1 ，'1\1'11掛か常i

h土井Joj'I:1州日以J1分問 Il{身，)'1' 1 ， 1;'ミ，~lil\ll1

{本内総ドJi"，終分!llf J)~dM 市リ、 j\足íl~:j会内:)11約占，Ii({本外治|りiJ 111災 :~!il 'dl ~i:I~~ く)

パイオ l'illl伐分!II[' バイオMll!I、バイオ役紛，'，

')クイ治ン分間f ワクチン (!~\~M~仰の(.切に係るものに IIUる)、 1)'I:JIí:，rr!:rl

1111.;成総点1)分時 1111;1切I~Jll)

11f!1'1仮出記事1品分!JIJ' Ilf '1' 1:'.，11¥<ヤ):収Mllv_)うん制約品11織な)111)'，したもω

)}Lt1l{ ('Yfi~)~t分間f Ilj.l I:， I'<制作〉拠 111(11のう I:)j~t f，; nil!J，I;{I; 11 i'1~ どした i ， ú)、カルクヘ j命

(れか)

(りf~~ !l!(}(\1川崎1Í1i1))11'然、 WI<山内IJ，II¥t齢者ぷiiU，L¥J1)操iサ:1士、百)I分仰にの:り jγ，).

(均約 l分肝心 1m化M:i'J'j'J 11 !lliJ 1;1 、 111:徽 l~淡1より 1) 抗、 1)平 IJ縫糸刊!WIIUli\'í:;守み町長ナ“「外皮)1).:¥1; J 

{こ(土、外)1)以外の戊胸中i川!日、及び…般に休内1吸収投:11 i'liJ ，1:，ずる外川lil)l，(合:7J.JHtん。

(:j)JJ'I: 'H7J1!! Ii: 11効成分，l;~~.る I JlHり IJ 庁IJ'~.I;-;(:t，第九分!Jlf'ぴ，JI 、ヨ}九分!II{'I))2、節目分!llfo)I ，(: 

1 J: 1，，:く、丸il()分担('1ご11:り;)，")." 

れ)治日分野山 11必 1/，1; )1)1"1，](\叶1)) と 1;1、 1，として紅jf以処 Jjl" ，;1ぷ川内{~{ì-iilJ ~i: ，) Irしj汁二それ以外

1)))災対，iJ 1) '";'0'(1 fillについてl士、 {"ü される!，)J(im ・ 'ïh!RのM~ 叶分担1' 1こ必り:):.J'" 

正予約()5)'1J!Y.の 1v) rγ レノレヘヨ… JI)'~~J 1:1、l)jIJIU~ な島)Si!どし Cい j汁二 「γレノレギ…JI)':11¥ J 



のうち、外JfJ ~~1式首51 分野lこえ:り，1: ナ。
ゆ節目分野の 20)r 11υI>:~ン斉1) 、 l~fiqJヤ'Ji呼V.l!，)IJ!M!，I 1:):、制以f内線、 '1')'~Jl'l'~泌総、ìl'11~ ，Jミノレモン

以外のがノレモン剤、対'jIU\\然、 ';\l米側代制対11~rúifh~k臨 tki究みまずりただし、ホノレ舟ン消1)のう
も泌!必然WtIlWI'r)IJ キJについては、節目分mr-の誌で 1;1:なく、 t~î 5 y)' W!'になり ~Ia 十。

日， l'ii，j釘!幾総(11'外i診断川以，:Jil~IJlf'J なJnサí '，1'る分!Iザな:1汚1'.1')については、以|ずのどおり分UIY'{i:ffli:)ぷ
し主十。

分 Ulf' 午1!怨
…山内〉叫がや'-'-…〉……………一……~--~-悶一……………一一………………M…

¥-j ìJ~ ット・ 1 C '[‘・ 一1，として刊 7H~ソト技術、。'tl )J1l的 ICT 1k:'II'iq!);{i:i，¥JfJした1作品11的|後世記
その他f，W成 {幾お、多科I:IY，Jわる際fj/，tW問位、及ぴ(自分野lζE認さt.r.いI気対〈機総

. として数If多分UI干のうち))来・ 1:.1)主!県ltm、l政・術開tm絡に関する
l'li僚機総

前ïJE~ ・ 1防j戊'ra' iJI& . J" どして核!杉分野のうおヅレ…ト・スクリ品…、制I)~ør • i'fHli 
停の間取材及り:限ntiするi州北・機械、，1IWqこ形成外科、)J/.)将利。f総
械のi媛11.]機部

f糾l'・，1'1'絞・ II'P.I，成 '11同.lfl!1成機(心脳役目'J~ く)、1I'y. ij成総、 *111'1' • f I) Iìin\m~)成の材料I
社~ . JJ問・ lilL約'依iJl)X . ))目・術i探訪r，~ (心脳合住民く)、 l呼吸日位、 *1~l I) I ・やJl総{1)1械の機州

消化器4・'):3紙幣Hu時}1J'l 1 ，として消化綿糸、泌!Jl!#~糸、，1'((桁1人科i納長

一
除外川内似J成 ぷとして仰や1，日前J波

IIIH"I，・ lJ'!議{GI，jIIV成 として11101料、 lJ'i初戦l験中|似l或

心JiIIj術i昭社日f民JlJIG
-術勝iお4F誌の|袋1.1，i機織のうち、 として心臓|州系の]'1料
-前1j 1取#i~"誌の|反療機訪日のう旬、犯として心臓!日WI:の機微

体外賞金断然倒j波 だとして 11，\1.床検次倣Jjl~ (体外的I/JlJIJ阪液仏関係)



jJリlid
11 本IJi~I，\lll:)1 休i点介会会.1'::

11本側!仏 uril品たたl会

'，，:~n: Fl li，白人 11 本附)，1， 1有印r決協会会j会

米Ikl研究関係 1:渋協会J主1，1'1'Aぷ(¥:，;;iaLl土
欧州 (\I~ ，j，l! ト 11{1，j'li í'ì';~ .I!i f.l:i J) 1 ，¥:，;;品川j"
見!計上1.11ih人11~，I'<減険協jl1L'~\，U~I~ ii'会合J毛
紋1'¥:トI¥W人*1"11""域防総圃 JV 1) 1'，:!/，~:，，:，;;.1く
欣州ピジネ 1協会似1似í~出湯川会正常1l.Iえ
IIJ~ナH I~ ジネス協会 11~li)kl全両事長}f:~. I V 1) :JJ:IJ，1会必l¥.I占
11 ~.:{lj1) 1:，''/， IJ/li'li{子会会J占
11，1':輸入化引1:，'，/，11，/1:';;J1J! '1下j会
11イ.:.filts.洗剤 J~ ~~会会 J会
111，m)IJJiIj 1治会会以

時党ト1:卜Ili人人 11本ぉアゾ…ノレ協会会J会
11 ~，以γ ゾノレヘア…ワッカ… r:x~制 1 i守J1J!'If.l会
イl'11 ~， Iilli'lj 1:::討議I~i I\ê，取 tl!lth~5 L1~おw会
欧州[.:'シネス|品会{帥¥，，¥/，・|見J阿部外品 i:'I.l会決111占

.~)りI:I，I\W 人 11 本柑)11:'+11':トJ:約i111干会合j会

11 l'パ…γ ネントウ ι…ゾi伐にた訓IMII!引l会
111'時j'}Hl，I:;n:t:会長
111':ヘアカジ…1'.業会会長

111':'ぷliO1I殺虫剤 rJ~~0J占
111':防波紋!IIJiリ|品会合j去
見立ト1:1.lliJi人11本Q 研̂究会会以

'?~:ノト:'IJtW ，t!lg江戸;~~ ìl(:抑rr;ëH民 I~，J Il，t総合会|去
自党付 Ul i) i 人 11 本 111I.if~IJI~剤協会JII! 'Jfjえ
由党ト1:1-111)，人 111':'7クチン戸li;R1(¥ NI! 'Jりえ

公~，~tl:l:lli!、人 11本1);:向li:，;; 111!'l~!IJ~.ìjIjセンタ… j占
i民徳川|民 I!，(Æ幾N:;~l};ýI~ 校1;，kMJilIE機 I Y. J ¥I，tii協会代ぷ幹'Ir
111' ジコネリ、ソク !lì~;，版協会 .0J占
合:~~~ト 1: I-l IW 人 íUJj(I 'l ;:jh~IHI 1'，業協会~J，，，
大阪1);:引~11111 !品 ~.0"p:!lJ; 

11イμ 〈イオチク|品11能合会長

'!I¥ttlJlli1、人Ilf/I'.Ili減イノベー会リンソォ…ジム会以

1け上卜1111、人 111入I'!i:j州制限テクノ 11ジ…協会会長


