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号
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号

ファイル番
号

8 16 A3-4
[古賀照男宛年賀状、スモン
書籍雑誌など含む]

1973

8 6 168
長秀子[書簡、部落解放同盟
機関紙]

長秀子 1977-1979 制限

8 7 208 書簡 東京高等裁判所 1979、1981
8 6 156 書簡[上申書] 斎藤康紀 1980-1983、1993 要審査 制限

8 11 317-1 書簡
藤井昌子、星イチヨ、東
大小児科小林美由紀、中
里武、他

1983‐1998 要審査 制限

8 11 317-2 書簡
川出由忌、榊原利博、榊
原利典、多

1989、1993、
1997、2001

年賀状 要審査 制限

8 11 317-3 書簡 近藤信子、佐藤泰紀、多 1990‐2001 要審査 制限

8 11 317-4 書簡
藤巻篤、三浦健治、星三
枝子、榊原利典、湯浅ふ
み子、高橋玲子、他

1987‐1991 要審査 制限

8 14 400 書簡 白鷺一吉 1984.11.22 制限

8 5 130 書簡[会報等]
合成洗剤追放神奈川県
連絡会、他

1989 制限

8 11 316 書簡

斎藤康紀、米沢久佐、森
田すみ、徳安節子、石井
英雄、東京都立墨東病院
の高山俊雄、坂巻フミエ、

1991‐2001 要審査 制限

8 6 158 書簡 木村啓一・下津浦広之 1992.11
封筒の中身は
なし

制限

8 5 112 書簡
財団法人高雄病院　米澤
鉄志

1993.7 制限

8 6 155
94.01 横浜集会　講師（問題
提起者）についてのメモ

谷崎和男 1994.1 制限

8 6 161 書簡[田辺製薬上告要請書賛 堺武男 1994 制限
8 13 366 書簡 田中伸尚 1993.9 制限
8 12 347 書簡[見舞い状] 多数 1983、1994 制限

8 15 425-1
書簡[古賀ミツ逝去に対する
お悔み]

多数 1994.10 制限

8 15 425-2
書簡[古賀ミツ逝去に対する
お悔み]

多数 1994.10-11 制限

8 5 97
FLOWER CHILDREN
No.1[チラシの裏に古賀氏宛

木下健一 1995
チラシの裏に古
賀氏宛のメモあ

制限

登録番号
ファイル名 作成主体 作成年 内容備考

閲覧制限（プライ
バシー）

利用制限（著作
権）

シリーズ１：書簡

古賀照男宛
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8 2 38 書簡[機関誌、手紙]、機関誌 1979-1980 制限
8 5 118 [書簡、名簿等] 髙山俊男、他 1986、不明あり 制限

8 4 80 [古賀照男個人フォルダー] 不明 要審査

8 4 80‐1
[会員からの病状に関するア
ンケート回答用紙ファイル]

不明 要審査

8 4 80‐2
スモン（SMON）―キノホルム
被害者の闘い―　No.1

スモン訴訟東京地裁原告
団

不明 雑誌 要審査

8 4 80‐3
委任状[神奈川県調査収集の
病状資料閲覧謄写の権限]

1971 要審査

8 4 80‐4
書簡[スモン被害者など、古
賀照男宛]

全国スモンの会、他 1971-1972 要審査

8 4 80‐5
古賀照男氏の手紙や葉書な
ど私的なもの、及び、『スモン
の広場』　No,2

全国スモンの会、他
1968-1970、
1973、

要審査

8 4 80‐6
古賀照男氏の手帳（1970、
1974、1975年）

古賀照男 1970、1974-1975
1974年は二冊。
一冊年代がわ
からない。

要審査

8 4 80‐7
古賀照男氏の手帳（1976～
1979年）

古賀照男 1976-1979 要審査

8 4 80‐8
古賀照男氏の手帳（1980～
1983年）

古賀照男 1980-1983 要審査

8 6 181 [古賀照男日記] 古賀照男 1977
8 6 182 [古賀照男日記] 古賀照男 1975-1977
8 7 211 日記 古賀照男 不明

8 10 267‐1 手帳5冊 古賀照男
1989-1991、
1995、1997

要審査

8 10 267‐2 手帳5冊 古賀照男 1984-1988 要審査
8 10 268 手帳2冊 古賀照男 1992、1994 要審査
8 10 286 手帳 古賀照男 1976 、1998 要審査
8 4 74 [古賀氏書簡下書き、メモ書 古賀照男、他 1979 要審査
8 5 114 下書き[原稿用紙] 古賀照男、他 1980、1984、1987
8 5 115 下書き[原稿用紙] 古賀照男、他 1987、1989
8 5 116 下書き[原稿用紙] 古賀照男、他 1985、1988-1989
8 5 125 下書き・メモ書き[原稿用紙] 古賀照男、他 不明
8 5 126 下書き・メモ書き[原稿用紙] 古賀照男、他 1991-1992
8 5 137 下書き・メモ書き[原稿用紙] 古賀照男、他 1989
8 5 138 下書き・メモ書き[原稿用紙] 古賀照男 不明

8 5 139 下書き・メモ書き[原稿用紙] 古賀照男、他 不明
資料とは関係な
い下書き有。

その他

シリーズ２：日記・原稿等



受入番号8　古賀照男・薬害スモン資料
法政大学大原社会問題研究所環境アーカイブズ

3 ページ

8 5 140 下書き・メモ書き[原稿用紙] 古賀照男、他 1989-1990
8 5 141 下書き・メモ書き[原稿用紙] 古賀照男、他 1989、1992-1993

8 6 154
[スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース]25号原稿

古賀照男 1989

8 6 160
[スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース24号・40号原
稿印刷版]

古賀照男 1989、1992

8 6 163
[スモン訴訟を確定する会等
機関紙、古賀照男メモ書き他

古賀照男
1981-1982、不明
あり

要審査

8 6 165
原稿[スモン訴訟の確定判決
を求める会報告集会ビラ]

古賀照男 不明

8 6 166 パンフレット原稿 古賀照男 不明

8 6 167
国民の総意としてスモン判決
の確定を。原稿

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1981、不明あり

8 6 173
84.10.1日　控訴審陳述書原
稿・資料

古賀照男 1983-1984

8 6 177‐1
スモン訴訟の確定判決を求
める会　原稿

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1984-1985、
1987-1989、1991

8 6 177‐2
スモン訴訟の確定判決を求
める会　原稿

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

不明 要審査

8 9 250
[スモン訴訟の確定判決を求
める会]会報原稿11号・12号・
13号、自伝

古賀照男 1983.5.22、1985

8 6 180
会報[スモン訴訟の確定判決
を求める会ニュース]15号　原

古賀照男 1989

8 13 367
[スモン訴訟の確定判決を求
める会]会報十七号原稿

1987

8 13 377 原稿 古賀照男
1981-1982、不明
あり

8 13 378 原稿 古賀照男 1983、不明あり
8 13 380 原稿 古賀照男 1985

8 13 383
スモン訴訟の確定判決を求
める会会報6号[原稿]

1984

8 12 341
[スモン陳述書、公判後の集
会の原稿]

古賀照男 1984
公判後の集会
の原稿は2部

8 13 393
原稿[スモン訴訟の確定判決
を求める会会報]

1985-1986

8 14 402
スモン訴訟の確定判決を求
める会会報・ビラ原稿

1987、不明あり

8 10 279 川本輝夫氏を偲ぶ 〔古賀照男〕 不明

8 13 371
[スモン訴訟の確定判決を求
める会]会報十七号及び地域
医療原稿

1987、不明あり
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8 12 324－1 [ノート、原稿下書き] 1982-1983

スモンに関する
ことを含め、そ
の他のことに関
する案内などの

8 12 324－2 [ノート、原稿下書き] 1983-1987

『スモン訴訟の
確定判決を求め
る会ニュース』
No.1、「スモン訴
訟の確定判決を
求める会会
則」、上申書、多

要審査

8 12 324－3 [ノート、原稿下書き]
薬害を告発する被害者と
市民の会、多

1982‐1986

「確定判決を求
めることの意
義」、声明文、
「薬害共闘」第

8 4 82
田辺製薬の抵抗[スモン関係
の週刊誌記事コピー]

文藝春秋/週刊新潮 不明
誌面の裏にメ
モ。

8 12 329
[サリドマイド事件被害の新聞
記事]

古賀照男 1962

8 16 A3-35
[カネミ、クロロキン問題新聞
切抜]

1982

8 17 A3-52 ノート[新聞切抜帳]
1970.1.27-
1971.11.2

8 17 A3-53 ノート[新聞切抜帳]
1971.11.2-
1974.10.8

8 17 A3-54 ノート[新聞切抜帳]
1974.10.11-
1977.3.28

8 17 A3-55 ノート[新聞切抜帳]
1977.3.29-
1979.6.15

8 17 A3-56 ノート[新聞切抜帳]
1979.6.15-
1981.3.12

8 17 A3-57 ノート[新聞切抜帳] 1982.1.15-12.6

8 17 A3-58 ノート[新聞切抜帳]
1981.9.19-
1983.9.13

8 11 321
[キノホルム被害に関する新
聞記事切抜]

〔古賀照男〕 1970、1974

8 12 328－1
ノート[KSK火曜かわら版、名
簿、スモン上告要請書]

神奈川県身体障害者定
期刊行物協会、非核市民
宣言運動・ヨコスカ

1997

8 12 328－2
ノート[KSK火曜かわら版、名
簿、スモン上告要請書]

1990－1991

要請書（神奈川
スモンの会が最
高裁判所第一
小法廷宛）

要審査
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8 18 A3-112-1
神奈川スモン[古賀のメモ、患
者実態調査、要求書]

1974-1975 要審査

8 18 A3-112-2 [神奈川スモンの会記録] 1973 要審査
8 18 A3-112-3 ビラ 1976
8 18 A3-112-4 横浜社会福祉協議会（資料） 1974-1975
8 18 A3-112-5 労組団体名簿 不明 要審査

8 6 157
[古賀照男の判決と医療問題
に対するメモ書き]

古賀照男 1993

8 19 A3-133-1
[要望書、ビラ、メモ書き、議
事録、古賀照男宛書簡（ほと
んど機関紙）など]

1973-1975 古賀氏メモあり

8 19 A3-133-2
[要望書、ビラ、メモ書き、議
事録、古賀照男宛書簡（ほと
んど機関紙）など]

1973-1975 古賀氏メモあり

8 19 A3-133-3
[要望書、ビラ、メモ書き、議
事録、古賀照男宛書簡（ほと
んど機関紙）など]

1973-1975 古賀氏メモあり

8 19 A3-133-4
[要望書、ビラ、メモ書き、議
事録、古賀照男宛書簡（ほと
んど機関紙）など]

1973-1975 古賀氏メモあり

8 19 A3-133-5
[要望書、ビラ、メモ書き、議
事録、古賀照男宛書簡（ほと
んど機関紙）など]

1973-1975 古賀氏メモあり

8 19 A3-133-6
[要望書、ビラ、メモ書き、議
事録、古賀照男宛書簡（ほと
んど機関紙）など]

1973-1975 古賀氏メモあり

8 19 A3-133-7
[要望書、ビラ、メモ書き、議
事録、古賀照男宛書簡（ほと
んど機関紙）など]

1973-1975 古賀氏メモあり

8 17 A3-47
[1973年古賀照男スケジュー
ル、訴訟書類送付のお願い]

1972-1973

8 3 55‐1 名刺　6ケース分 不明
8 3 55‐2 名刺　バラ 不明
8 6 164 [署名関係チラシ] 古賀照男 不明

8 5 96
神奈川県における障害者の
自動車免許取得の困難さ[神
奈川県庁宛]

〔古賀照男〕 不明

8 5 108
神奈川県における障害者の
自動車免許取得の困難さ[神
奈川県庁宛]

〔古賀照男〕 不明

シリーズ３：裁判
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8 17 A3-84
静岡地裁第一準備書面[被告
武田薬品]

1973.10.13

8 2 48
『最終準備書面　―因果関係
論―』

スモン静岡弁護団 1978

8 2 49
『最終準備書面　責任論―第
一分冊』

スモン静岡弁護団 1978

8 2 50
『最終準備書面　責任論―第
二分冊』

スモン静岡弁護団 1978

8 2 51
『最終準備書面　責任論―第
三分冊』

スモン静岡弁護団 1978

8 2 52
『最終準備書面　責任論―第
四分冊』

スモン静岡弁護団 1978

8 2 53
『最終準備書面　責任論―第
五分冊』

スモン静岡弁護団 1978

8 2 54
『最終準備書面　―個別損害
論―』

スモン静岡弁護団 1978

8 3 58
『最終準備書面（その二　損
害各論及び因果関係論）』

原告側弁護士　鈴木寿治
郎、他

1979 製本

8 9 264-1
最終準備書面（その一－責
任論及び損害総論）

原告ら訴訟代理人弁護
士　鈴木寿治朗　他二六
名

1979.9.13

仙台地方裁判
所　昭和四八年
（ワ）第二六〇
号、昭和四九年
（ワ）第七一号、
昭和五〇年
（ワ）第一六七
号、昭和五一年
（ワ）第六五二
号、昭和五一年
（ワ）第一一四
六号、昭和五二
年（ワ）第一八
〇号、昭和五二
年（ワ）第八四
二号　損害賠償

8 10 264-2
最終準備書面（その一－責
任論及び損害総論）

原告ら訴訟代理人弁護
士　鈴木寿治朗　外二六

1979.9.13 264-2と同一

8 3 59
『損害賠償請求事件判決（静
岡スモン訴訟事件）　（全二
冊中第一冊分）』

静岡地方裁判所民事第
一部

1978 製本

8 3 60
『損害賠償請求事件判決（静
岡スモン訴訟事件）　（全二
冊中第二冊分）』

静岡地方裁判所民事第
一部

1978

8 9 247 金沢　井形昭弘証人主尋問 1974.3.22
8 9 248 金沢　井形昭弘証人反対尋 1974.5.27
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8 3 61
『原告　矢木高志外一五名
被告　国外三名　判決』

金沢地方裁判所第二部 1978

8 4 87 [金沢地方裁判判決コピー] 金沢地方裁判所第二部 1978

8 14 401
北陸スモン訴訟　証人尋問聴
取書　証人西部陽子氏　於金
沢地方裁判所

京都大学ウイルス研究所
「SMON問題を考える会」

1977.10-12

8 6 184
上申書　資料　仙台和解（ス
全協）

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1987-1988

8 5 113 最終準備書面
原告側弁護士　長谷川
純、他

1988.12

8 5 142 最終準備書面
原告側弁護士　長谷川
純、他

1988

8 5 143 最終準備書面
原告側弁護士　長谷川
純、他

1988

8 5 100 証拠説明書（六）
被告（田辺製薬株式会
社）側弁護士　石川泰

1990

8 5 101

準備書面（H2・2・5付準備書
面に対する反論）戊第七五三
号証及び訳文意見書、戊個
第一四三号証の六～一〇

被告（田辺製薬株式会
社）側弁護士　石川泰
三、他

1990

8 5 147
昭和五三年（ネ）第一九八六
号、同第二一二一号損害賠
償請求各控訴事件　判決

東京高等裁判所 1990

8 5 148
平成二年（ネオ）第七三一号
上告理由書

上告人訴訟代理人　弁護
士　大津卓滋、他

1990

8 5 149
平成三年（オ）第九七八号
上告理由補充書

上告人訴訟代理人　弁護
士　大津卓滋、他

1991

8 5 99 [上告理告]補充書 弁護士　土屋耕太郎 1992
8 5 146 最高裁上申書（案）手紙 赤萩栄一氏、古賀照男氏 不明

8 3 67
[スモン]判決四分冊の一[コ
ピー]

1971、1973
金色の紐で結
ばれていまし

8 3 66 広島スモン判決（要旨）
広島地方裁判所民事第
二部

1976 コピー

8 3 62 上申書 古賀照男 1971
8 5 133 [古賀照男]陳述書 古賀照男氏 1984
8 15 429-1 準備書面（一）（二）〔被告国〕 古賀照男 1984.10-1985.1
8 15 429-2 準備書面（四）〔被告国〕 古賀照男 1985.6.24
8 15 429-3 準備書面（一）（二）〔被告国〕 古賀照男 1984.10-1985.1

8 15 429-4
準備書面（一）（二）（三）〔被
告国〕

古賀照男 1984-10-1985.3

8 15 429-5 準備書面の入っていた箱 不明

8 13 360
スモン高裁裁判準備書面
（一）（二）（三）への見解[古
賀照男宛]

高橋晄正 1985、不明あり
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8 6 192
確認書（ス全協）[東京高等裁
判所和解調書]

東京高等裁判所 1980

8 7 209
東京高裁（地34）15部及び法
律扶助協会関係も含む

田辺製薬株式会社代理
人、他

1979、1981-1983

8 9 254-1
甲号証[古賀照男による田辺
製薬訴訟]

古賀照男、他 1989.8
「最終準備書面
訂正書」、「証拠
申出書、他（雑

8 9 254-2
甲号証[古賀照男による田辺
製薬訴訟]

不明
内科学の専門
書のコピー

8 2 47
田辺製薬東京高裁準備書面
３分冊の１

被告（田辺製薬株式会
社）側弁護士　石川泰

1979

8 6 178
準備書面（控訴理由その二
―個別論）東京高裁

田辺製薬株式会社 1979

8 12 326
準備書面[控訴：田辺製薬株
式会社、被告：古賀照男]

1990.4.9

昭和五三年
（ネ）第一九八
六号外、損害賠
償請求控訴事

8 12 337
昭和五三年（ネ）二一二一号
損害賠償請求控訴事件　判
決理由目次

東京地方裁判所 1990
pp..166－169を
別途のコピー

8 6 153 私のスモン――最高裁上申 古賀照男 1992

8 12 352
書証[ドイツ語論文和訳、古
賀照男宛]

赤荻栄一 1939、1966

丙第27号証
（『THE
LANCET』
Vol.1）、丙201号

8 14 412 [外国語の書証コピー]
1935、1940、不明
あり

8 12 327 スモン控訴審報告上申書 古賀照男 不明

8 13 379 [訴訟]準備書面（五）
古賀照男訴訟代理人弁
護士

1985.9.5

8 13 373 [裁判]陳述書資料（原本） 古賀照男 1984、不明あり

8 12 343
損害賠償請求控訴事件の書
類送付[古賀照男宛]

原告代理人 1989‐1990

訂正申出書は
1989.10.4と
1990.3.23の両
方が有り、他は
1989.10.4付の
資料

8 12 344
[書証]目録（地裁）[古賀照男
宛]

東京国際合同法律事務
所

1971‐1978

「戊号証目録」、
[２G関係事件の
目録]、[併合事
件の目録]

8 12 346
平成3年（オ）第九七八号判
決コピー[古賀照男宛]

東京高等裁判所 1994
戊個第143号証
の1、２（各コ
ピーが3部、2
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8 13 363
[東京高等裁判所提出の書証
コピー][古賀照男宛]

東京国際合同法律事務
所

1960 要審査

8 13 364 東京判決[判例時報コピー] 不明

8 14 405 裁判（関係資料）一審
1970、1971、
1981、不明あり

8 16 A3-6 甲に第三・四号証 1946
8 16 A3-7 甲に第三・四号証翻訳文 不明

8 16 A3-21
提示書証目録[スモンウイル
ス説]

不明

8 17 A3-72 丙号証の訳文 1972

8 17 A3-80
[訴訟正本コピー、被告国・日
本チバ・武田]

1978.3.1

8 17 A3-82 準備書面（第一回） 不明
8 17 A3-83 準備書面 田辺製薬株式会社 1973.10.13

8 17 A3-88
確認書[全国サリドマイド訴訟
原告団、厚生大臣、大日本製

1974.10.13

8 17 A3-89
第一書面（被告日本チバガイ
ギー株式会社）

1973.10.1

8 18 A3-106
昭和五十二年（モ）第一六一
〇号裁判官忌避申立事件

京都地方裁判所第二民
事部

1977.8.16

8 18 A3-113 証人調書[ロベルトヘス] 1974.9.10
8 18 A3-115 東京地裁ケバリ―（I）調書 不明
8 19 A3-130 証人調書[水野達夫] 1975.3.6

8 11 322
控訴状　武田・チバ・ガイキ社
[被控訴人：渋谷照外]

控訴人：武田薬品工業株
式会社

1979.4.9
東京高裁昭和
五三年（ネ）第
二一一九号

8 10 284 準備書面第2 1982、不明あり

1982年3月14日
の会議、原告準
備書面（案）一
九八二、三、一
五、第2回原告
準備書面（案）
一九八二、四、

8 16 A3-25
昭和50年（ワ）第八九六四号
損害賠償請求事件［酸素療
法と未熟児網膜症]準備書面

1977.7

8 5 釈明事項[東京高等裁判所] 不明

8 13 375
[スモン裁判]準備書面[コ
ピー]

控訴人：国訴訟代理人弁
護士

1979.3.31

古賀照男インタ
ビュー関係

シリーズ４：主題別ファイル
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8 4 86
1982年　聞き取り書き[古賀
照男インタビュー及び座談

1982

8 5 120
古賀照男氏の講演会内容を
テープおこしした資料、他（雑

1992

8 5 93
[古賀照男講演会・最高裁上
申テープ起こし]

神奈川スモンの会、他 1992-1993

8 9 258
テープ起し名古ヤ[古賀照男
聞き取り]

不明

映画「スモンの
証言と今も売ら
れているキノホ
ルム」のチラシ、
テープ起こしの

8 9 243 テープ起し名古屋 木村敦子 1986

8 12 325－1
古賀照男氏講演[テープ起こ
し]

木村 1984‐1985
古賀氏の5回の
講演の内容を
テープ起こし

8 12 325－2
古賀照男氏講演[テープ起こ
し]

木村 1984‐1985
古賀氏の7回の
講演の内容を
テープ起こし

8 13 376 古賀照男氏講演 テープ起こし：木村 1984.6.19
8 14 396 [古賀氏講演起こしコピー] 木村 1986.12
8 14 422 [合宿テープ起こしノート] 1981-1982
8 14 423 [合宿テープ起こしノート] 不明
8 12 345 テープ起こし[田辺製薬との 近藤信子 2000.3.16 コピー3部
8 5 124 集会資料[古賀照男訴訟の経 1992
8 9 241 古賀個人陳述[テープ起こし 古賀照男 不明 ビニル袋一括

8 スモン訴訟関係
8 5 111 [スモン訴訟に関する資料] 不明

8 3 65
裁判に関する合宿資料（運
動）

スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1977-1978、不明

8 3 68‐1 原告団
スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1977-1980

8 3 68‐2 原告団
スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1977-1980

8 3 68‐3 原告団
スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1977-1980

8 4 72
79,6,30日　スモン訴訟関係資
料（本人）

スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1971-1973、
1975-1976
、1978-1979

古賀氏裁判

8 6 186‐1 スモン訴訟東京地裁原告団
スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1980-1982

8 6 186‐2 スモン訴訟東京地裁原告団
スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1980-1982

8 16 A3-23 弁護団　原告団[東京地裁] 1974
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8 7 206‐1 弁ゴ団会ギ　東京高裁
日本医学会総会追求実
行委員会、他

1981-1983

8 7 206‐2 弁ゴ団会ギ　東京高裁 亀山正邦、他 1971、1974、1982
8 7 206‐3 弁ゴ団会ギ　東京高裁 不明
8 5 119 [東京国際合同法律事務所資 原告側弁護士、他 1989

8 14 420
弁ゴ団=支援と準備書面（一）
（二）（三）勉強会資料

不明

8 18 A3-111
弁護団[東京地裁のビラ・機
関紙]

1973-1975
古賀照男宛書
簡あり

制限

8 4 83 [薬害スモンに関する諸資料]
スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1979-1980

8 17 A3-50-1 （ス全協）原告団 1974-1975 制限

8 17 A3-50-2
（ス全協）原告団[スモンの会
原告団]

不明

8 17 A3-50-3 （ス全協）原告団 1973-不明 要審査

8 17 A3-41
（ス全協）原告団[メモ、チラ
シ、機関紙]

1973 要審査

8 7 213‐1 原告団 神奈川スモンの会、他
1974-1975、
1977-1978

8 7 213‐2 原告団
スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1975、1977-1978

8 9 233
原告団合宿報告　公判お知
らせ　其の他

神奈川スモンの会、他 1975
ビニル袋一括,
東京地裁

要審査

8 9 235 スモン訴訟ニュース
スモン訴訟東京地裁原告
団事務所

1974-1975 ビニル袋一括

8 14 399 [原告団会議議事録コピー] 不明
8 9 240 弁護団、原告者、会員名簿 1971-1972 ビニル袋一括 要審査

8 9 242
武田薬品静岡営業所との確
認書

武田薬品工業株式会社、
他

1976-1977 ビニル袋一括

8 6 159
医師要請書〔最高裁上告に
向けての署名願い〕

川崎幸病院　杉山孝博、
他

1992.7

8 14 406
山本宏[スモン訴訟東京弁護
団関連]

1980

8
スモン訴訟の確定判
決を求める会関係

8 6 190‐1
[スモン訴訟の確定判決を]求
める会資料

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1979、1981、1989

8 6 190‐2
[スモン訴訟の確定判決を]求
める会資料

神奈川県情報公開準備
委員会、他

1979、1981

8 13 374
[スモン訴訟の確定判決を求
める会会報、朝ビラ]

古賀照男 1982-1985
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8 5 121
[スモン訴訟の確定判決を求
める会資料]

1993
署名依頼文は2
枚だが、いずれ
も途中から。

8 5 127
[スモン訴訟の確定判決を求
める会資料]

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1993

8 5 136
『スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース』  No,16～
No,17、No,31～No,32

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1987、1990-1991

8 8 228
スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース　No.44

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1994.12 ビニル袋一括

8 9 259-1
[スモン訴訟の確定判決を求
める会]会報　[No.4-6、8-10
号、15、31、34-36]

1983-1991

スモン訴訟の確
定判決を求める
会ニュース第31
号、34号、35号

8 9 259-2
[スモン訴訟の確定判決を求
める会]会報　[No.4-6、8-10
号、15、31、34-36]

1983-1991

スモン訴訟の確
定判決を求める
会ニュース第4
号～6号、8号～
10号、15号、34

8 12 330
合宿報告[スモン訴訟の確定
判決を求める会]

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1980

8 12 355
『スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース』四十六、四
十九、五十一号

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1995-1998

8 13 382
スモン訴訟の確定判決を求
める会決意表明、要望書署

1985

8 5 150
[スモン訴訟の確定判決を求
める会資料]

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1991

8 5 109
『スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース』  No,23、
No,24、No,26～No,29

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1989-1990 No,23は二冊

8 9 245 求める会 古賀照男、高橋晄正
1978.8.17、
1982.12.10

ビラ（映画）；控
訴状；井上（ウ）
に関する見解
（1）田辺3分冊
のみ（2）メル
ニック、井上ら
の論文（ランセッ

スモン支援団体
8 4 89 神奈川スモンの会 神奈川スモンの会、他 1974-1975、1980

8 6 169‐1 神奈川スモンの会
神奈川スモンの会横浜分
会、他

1977-1978、1992

8 6 169‐2 神奈川スモンの会
神奈川スモンの会 東京
地裁原告団事務局、他

1978、1981
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8 6 174‐1 神奈川スモンの会
全国スモンの会　神奈川
県支部、他

1970-1972

8 6 174‐2 神奈川スモンの会
全国スモンの会　神奈川
県支部、他

1971-1973

8 6 194‐1
神奈川スモンの会　横浜分会
資料

横浜市長　細郷道一、他
1980-1982、
1985、1987-1988

8 6 194‐2
神奈川スモンの会　横浜分会
資料

横浜市長　細郷道一、他
1982、1986-
1988、1990-

8 6 198‐1 神奈川スモンの会 神奈川スモンの会、他 1980-1982

8 6 198‐2 神奈川スモンの会
県民のいのちとくらしを守
る共同行動委員会、他

1980-1982

8 7 207
神奈川スモンの会　友好団体
労働

宮城消費者連盟ニュー
ス、他

1978-1979、1982

8 9 232‐1 分会報（神奈川スモンの会） 神奈川スモンの会、他 1973-1976 ビニル袋一括 要審査

8 9 232‐2 分会報（神奈川スモンの会） 柳原秀一、他 1973
ビニル袋一括、
古賀照男宛書
簡あり

制限

8 9 238 病状記録 神奈川スモンの会横浜分 1974 ビニル袋一括 要審査

8 13 369
[神奈川スモンの会]会員名
簿　1987.8.19修正

1987.8

8 13 387 神奈川スモンの会資料 1974-1978
8 13 388 神奈川スモンの会資料 1974-1979 制限
8 17 A3-44 [神奈川スモンの会]会報其 1972-1973

8 12 339‐1
[神奈川スモンの会活動、映
画鑑賞など]

1981、1992 書簡あり 制限

8 12 339‐2
[原発、医療、薬害などの関
連の新聞記事]

1982、1985‐1986

8 12 339‐3
[新生児期の血液製剤投与に
関する論文コピー]

1985、1994

「新生児期の血
液製剤投与が
原因と考えられ
る非血友病HIV
感染症の1例」、
「THE AIDS
KNOWLEDGE

8 4 85
KSK 神奈川スモン　No.5、
No.7-No.8

神奈川スモンの会 1978-1979

8 9 234
50年　11：22　全国キ[ノホル
ム]支援決起集会（日本看護
協会にて　23日住民広場）

宮城県スモン患者同盟、
他

1975 ビニル袋一括
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8 9 255

「スモンの証言」パンフ（PR）
（和光大自主講座）、大阪市
大自主講座共に講師高橋晄
正氏；地球号の危機ニュース
レター

1981-1985

映画「スモンの
証言」のチラシ、
「地球号の危機
ニュースレター」
58～60（1985.4
～6）、『'79活動
報告』、自主講
座の冊子、チラ
シや機関紙

8 4 90
宮城県資料[宮城県スモン患
者と共に斗ふ会]

スモン患者と共に叫ぶ
会、他

1978-1980

8 4 91
井上幸重追求実行委（京大）
（岡大医学部）

スモンウイルス説井上幸
重追求実行委員会、他

1977、1979

8 5 98
映画『スモンの証言と今も売
られているキノホルム』上映

京大医学部新聞会 不明

8 16 A3-8
第2回九州医学系ゼミナール
キノホルムによるスモン資料
[ホッチキス綴じ]

不明

8 18 A3-92
北陸スモン訴訟　証人尋問聴
取書　証人西部陽子氏

京都大学ウイルス研究所
「SMON問題を考える会」

1977.10.24、12.16

8 9 236‐1 国と企業　抗ギ文、要求、ビ 厚生省抗議行動委員会、 1976 ビニル袋一括

8 9 236‐2
国と企業　抗ギ文、要求、ビ
ラ

静岡スモン患者を助ける
グループ、他

1973、1976 ビニル袋一括

8 4 69
静岡[スモン患者を助けるグ
ループ]資料

静岡スモン患者を助ける
グループ、他

1979-1980 機関紙

8 4 71
静岡県資料[静岡スモン患者
を助けるグループ]

静岡スモン患者を助ける
グループ、他

1976、1979 機関紙

8 3 63
[東北大鳥飼内科生体実験告
発-スモン研-宮城]

仙台スモン研究会 1979-1980

8 9 256
基調[スモン控訴審判決反対
集会、古賀照男宛]

近藤信子 1990.12.15

基調（スモン訴
訟の確定判決を
求める会☆関西
支援グルー
プ）、「血友病患
者のHIV感染は
薬害である！」
（HIV薬害訴訟

8 17 A3-49 支援[仙台スモン研など] 1975 書簡あり 制限

8 6 188‐1
スモンの会　各会資料[機関
紙等]

薬害を告発する被害者と
市民の会、他

1976-1978、1981

8 6 188‐2
スモンの会　各会資料[機関
紙等]

大分県スモンの会、他
1955、1976-
1978、1981-1982

8 7 212 スモンの会全国連絡協ギ会 スモンの会全国連絡協ギ 1981-1982
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8 9 231
[各地スモンの会活動、田口
武恒宛]

松村雄 1975
ビニル袋一括、
茶封筒の中に
入っていた

8 13 384 [各地スモンの会機関紙、ビ 1971-1974

8 17 A3-45
[スモンの会]各会団体の会
報資料

1972-1973

8 9 244-1 単産要望一七通　ス連協
愛知スモンの会、スモン
連絡協議会

1976-1977

希望ミニニュー
スNo.21、No.25
～No.26、No.28
～No.30、
No.32/ス連協
ニュース第6号、

8 9 244-2 単産要望一七通　ス連協
神奈川県地方労働組合
評議会議長　諸星充司/
神奈川スモンの会　会長

1977.12.12、
197712.16

要望書は2通あ
る

8 18 A3-117 スモンの会他県資料 1973-1975
古賀照男宛書
簡あり

制限

8 18 A3-118
スモンの会全国連絡協議会
[議事録など事務局資料]

1975

8 18 A3-119-1 会報[神奈川スモンの会など] 1974
古賀照男宛書
簡あり

制限

8 18 A3-119-2 会報[神奈川スモンの会など] 1974-1975
8 スモン一般

8 16 A3-24-1 雑[スモン、その他薬害] 不明
24はすべてビニ
ル袋一括、古賀
資料

8 16 A3-24-2 雑[スモン、機関紙] 1975
8 16 A3-24-3 雑[スモン、医療] 1976
8 16 A3-24-4 雑[スモン各支部] 1975-1976

8 16 A3-24-5-1
[医療問題、スモン・サリドマ
イド、チラシ]

1976

8 16 A3-24-5-2 [医療、薬害問題、チラシ] 1976
8 16 A3-24-6 [薬害チラシ・機関紙] 1976

8 16 A3-24-7
[薬害被害者団体・支援者団
体チラシ・議事録]

1976

8 16 A3-24-8
[薬害被害者団体・支援者団
体チラシ・議事録]

不明

8 16 A3-24-9 キ剤関係資料 不明
8 16 A3-24-10 原告ニュース 1976
8 16 A3-24-11 キ支援[チラシ] 1973-1975
8 16 A3-24-12 [水俣病とカナダインディアン] 1975

8 7 215‐1
資料〔スモン被害者団体・原
告団関係〕

東京スモンの会、他 1976、1982
スモン訴訟、医
療公害裁判
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8 7 215‐2
資料〔スモン被害者団体・原
告団関係〕

スモン訴訟東京地裁原告
団、他

1972-1974、
1976-1978、1981

スモン訴訟、医
療公害裁判

8 10 282
[スモン被害者団体・原告団
関係]

1971、1979、不明
あり

昭和五三年
（ネ）第一九八
六号、同第二〇
九九号、同第二
一〇七号、同第
二一一四号乃
至第二一二一
号　各損害賠償
請求控訴事件
準備書面（一）
控訴人（第一審

要審査

8 17 A3-51-1 [スモン関係諸記録] 1975-1976
8 17 A3-51-2 [スモン関係諸記録] 1976 書簡あり 制限

8 18 A3-108
[スモンも含め薬害を取り扱っ
た諸機関紙]

1974-1976

8 18 A3-109 地方会報（支援の報告） 1973-1975
古賀照男宛書
簡あり

制限

8 17 A3-59
[田辺・武田製品不買のス
テッカー]

不明

8 17 A3-62
ノーモア・スモン全面解決は
風船にのって

スモン東京原告団（東京・
千葉）

1980.2

8 17 A3-66
スモンシンポジウム講演要旨
集

スモン・シンポジウム実行
委員会

1975.3.29-30

8 17 A3-81
スモンとキノホルムの因果関
係　第11回公判における祖

大阪スモン患者を支援す
る会

不明

8 14 403
[キノホルム・スモンに関する
医学論文及び東京高裁準備
書面に関する書類]

1983

8 14 404 [スモンその他薬害事件の年 1983
8 18 A3-116 スモン調査研協　疫学 1970-1972

8 19 A3-121
[弁護団、全国スモンの会な
ど諸資料]

1973-1976

8 19 A3-122 [スモン、薬害、環境問題諸資 1973-1974

8 19 A3-123
訴訟ニュース[機関紙]、原告
団規約

1972-1973、不明
あり

8 19 A3-126-1 ス全協（関ブロ）各支援 1973-1974
8 19 A3-126-2 ス全協（関ブロ）各支援 1974

8 4 78
薬害スモンに関する資料、他
（雑多）[古賀照男宛]

東京スモンの会事務局 1981

8 5 123
要請書[スモン訴訟判決に対
する医師の疑義]

小笠原有美 1993
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8 2 39
[県民のいのちとくらしを守る
共同行動委員会と神奈川県
庁交渉　スモン患者問題含

1979

8 2 40 スモンの会全国連絡協議会 1980
8 5 131 [スモン患者臨床検査ファイ 不明
8 6 171 [スモン関係書籍の目次コ 不明
8 6 172 [スモン関係書籍の目次コ 不明 171と同じもの。
8 6 187‐1 スモン文献資料 井形昭弘、他 1982 要審査
8 6 187‐2 スモン文献資料 1982

8 医療問題一般
8 4 88

日本の医療を告発するすべ
ての人々のつどひ

1980

8 5 110
『脳死と患者の権利』（『Brain
Death and Patient Rights』）/
「釈明事項」

東大PRC（患者の権利検
討会）企画委員会、他

1986

8 5 117
[大衆薬の安全性について機
関紙]

薬を監視する国民運動の
会代表、他

1989

8 6 197
日本の医療を告発するすべ
ての人々の集ひ

日本医学会総会追求実
行委員会反医学会総会
実行委員会、他

1982

8 6 203
都立墨東病院医療被害者住
民の会

都立墨東病院医療被害
者住民の会、他

1980-1983

8 7 214 医・薬害関係資料（論文も） Deborah Begel、他 1989

8 14 407
[日本医事新報論文、判例時
報コピー]

1983、不明あり
407-409のファ
イルは同一系統
か？

8 14 408
論文「実験的亜急性脊椎視
神経症」コピー

九州大学医学部神経学
教室神経病理部門、岡山
大学医学部神経精神病

不明
407-409のファ
イルは同一系統
か？

8 14 409
[医学法学文献コピーとリス
ト]

不明
407-409のファ
イルは同一系統
か？

8 14 411
[医療過誤事件に関するメ
モ、ビラ]

1983-1984

8 16 A3-29 [医療訴訟棄却（判決）] 不明
8 16 A3-39 医の心を問う 高橋診療所所長　新田誠 1983.9
8 18 A3-114 [医学原論コピー、チラシ] 不明

8 6 170‐1
富士見産婦人科病院被害者
同盟[機関紙]

富士見産婦人科病院被
害者同盟

1981-1982

8 6 170‐2
富士見産婦人科病院被害者
同盟[機関紙]

富士見産婦人科病院被
害者同盟

1981-1983

8 16 A3-36 機関誌[放漫診療を訴える] 1982.8.20

8 6 195
武田薬品藤沢工場　スライド
[薬害問題一般について]

不明
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8 6 176 関東ブロック会ギ（薬害共斗）
神奈川県薬害を告発する
被害者と市民の会、他

1977-1978 スモン

8 6 189 薬害共斗
薬害を告発する被害者と
市民の会、他

1981-1982
薬害共斗という
雑誌関係

8 17 A3-42-1 薬害共斗 1975
8 17 A3-42-2 薬害共斗 1973-1974
8 19 A3-127-1 薬害共斗（医療告発） 1973-1974
8 19 A3-127-2 薬害共斗（医療告発） 1973-1974
8 19 A3-127-3 薬害共斗（医療告発） 1973-1974
8 19 A3-127-4 薬害共斗（医療告発） 1973-1974
8 9 229-1 薬害展（資料） 薬害展実行委員会、他 1975 ビニル袋一括
8 9 229-2 薬害展（資料） 薬害展実行委員会、他 1975 ビニル袋一括

8 9 237-1 薬害展（神奈川共斗）
厚生省薬局務　日本薬剤
師会

1975 ビニル袋一括

8 9 237-2 薬害展（神奈川共斗） 薬害展実行委員会、他 1975-1976 ビニル袋一括

8 9 230
難病患者（児）生活実態　調
査研究委員会　報告書

社会福祉法人横浜市社
会福祉協議会

1976 ビニル袋一括 要審査

8 9 239-1
[県民のいのちと暮らしを守る
共同行動委員会活動資料]

県民のいのちと暮らしを
守る共同行動委員会、他

1975 ビニル袋一括

8 9 239-2
[県民のいのちと暮らしを守る
共同行動委員会活動資料]

県民のいのちと暮らしを
守る共同行動委員会、他

1975 ビニル袋一括

8 5 103 [薬害エイズ関連機関紙等] 1996

8 10 280
[薬害エイズ関係、雑誌コ
ピー、パンフレットなど]

1994-1997

8 11 291 HIV資料[田口武常宛]
エイズと人権を考える会
鈴木宗厳

1987-1989
エイズと人権を
考える会ニュー
ス1～9号

8 12 353
雑[HIV、朝日新聞とスモン、
機関紙]

谷崎、血液凝固因子製剤
による非血友病HIV感染
者調査小委員会、多

1994-1995

新聞記事、『ス
モン訴訟に確定
判決を求める
会』ニュース第
44号、『く～ちぃ

8 13 365 [HIVなど薬害関係] 1995-1996

8 13 386
薬害を告発する被害者と市
民の会[各団体機関紙ビラ]

1977-1981

8 13 389 クロロキン会報 1981.9.30
8 17 A3-40-1 薬害 1974-1975

8 17 A3-40-2
薬害[クロロキン金子マスさん
資料（パンフ原稿）]

1974-1975

8 17 A3-40-3 薬害[クロロキン等] 1974-1975
8 17 A3-43 第14回全国医学生ゼミナー 1975.11.2-3
8 17 A3-48 AF2[フリルフラマイド]関係 1972-1974 書簡あり 制限

8 17 A3-68
森永砒素ミルク中毒被害者
被爆二世　故藤原芳雄手記

静岡森永告発　静大森永
糾弾

1974.10.20
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8 17 A3-76 [森永不買のビラ] 不明

公害一般
8 6 202

東京・水俣病を告発する会資
料

名古屋水俣病を告発する
会、他

1977、1981、1983

8 19 A3-132 水俣（告発パンフ） 1974-1975

8 11 320 高橋晄正氏（国会証言） 1970‐1971
第六十三回国
会の記録

8 5 105 [厚生省交渉観戦記] 不明

8 19 A3-124-1 住民運動[機関紙など] 1974-1975
古賀照男宛書
簡あり

制限

8 19 A3-124-2 住民運動[雑誌] 1973-1975

8 2 37
機関誌[全国住民闘争連帯総
決起会集会、「変革をめざし
て」、古賀照男宛]

全国住民闘争連帯総決
起会集会、他

1979-1980

8 4 76 公害弁連（全国資料） 全国公害弁護団、他 1971、1978、1979

8 7 205‐1
神奈川県合成洗剤追放連絡
会資料

神奈川県合成洗剤追放
連絡会、他

1987、1981-1982

8 7 205‐2
神奈川県合成洗剤追放連絡
会資料

神奈川県合成洗剤追放
連絡会、他

1966、1974、
1981-1983

8 8 223 「く～ちぃ～」、他（雑多） 谷崎和男、他 1995、1999 ビニル袋一括
8 その他 不明

8 13 391
16mm[フィルム、映像関係雑
誌]

1982-1983、不明
あり

8 5 104

「元　東北大学理学部教授松
本彦七郎氏の処分に関する
資料写しの遺族への交付申
し入れ」についての再度の申

松本子良 1990

8 5 145
小森さん作成名簿[雑誌発送
用、古賀照男宛]

1986 要審査

8 13 368 名簿資料[古賀照男宛] 1986、不明あり 要審査
8 5 122 日本国憲法コピー 不明

8 6 196
大分県スモンの会　武田大分
営業所坐り込

大分県スモンの会 不明

8 7 204 「スモンの証言（×２）」 不明

8 7 218‐1
確定判決を求めて：スモン被
害者古賀照男氏との交流会

福岡県八女市老年医学
研究施設

1992.7.27

8 7 218‐2 スモンの証言 不明
8 7 218‐3 薬に病む：クロロキン網膜症 青林舎 不明

8 15 428
ビデオテープ[ドキュメンタ
リー「スモンは終わったか」録

1989.10

シリーズ５：視聴覚等
ビデオテープ
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8 7 218‐4 一審個別立証、8-6-A. 8-6- 不明
8 7 218‐5 4.25 [No.1-No.5] 不明

8 8 218‐6
77813 [京大]ウィルス研[No.1
～No.5]

不明

8 8 218‐7
91.9.17日　合同会ギ[No.1～
No.4]

1991.9.17

8 8 218‐8
古賀照男講演[排便、生い立
ち][6本]

不明

8 8 218‐9 [古賀氏講演][4本] 1958-1960

8 8 218‐10
6/15 決起集会　京都YMC
No.1その他（4本）

不明

8 8 218‐11
私の生い立ち（ミニコミ誌と会
報に）等計4本）

不明

8 8 218‐12 [名古屋古賀講演][4本] 1985
8 8 218‐13 古賀さんのお話、ほか[5本] 1984

8 8 218‐14
89.9.3 学習会[No.1～No.3]、
[名古屋講演]（計5本）

1989

8 8 218‐15 1990.9 名古屋（6本） 1990

8 7 217-1
[確定判決を]求める会合宿」
口述（古賀ミツ）（山田・木村）

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1981[推定]-1982

8 7 217-2
[確定判決を]求める会合宿」
口述（古賀ミツ）（山田・木村）

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1981[推定]-1982

8 7 217-3
[確定判決を]求める会合宿」
口述（古賀ミツ）（山田・木村）

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1981[推定]-1982

8 7 217-4
[確定判決を]求める会合宿」
口述（古賀ミツ）（山田・木村）

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1981[推定]-1982

8 7 217-5
[確定判決を]求める会合宿」
口述（古賀ミツ）（山田・木村）

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1981[推定]-1982

8 10 266 [録音テープ] 1978、1982

1978年5月14日
松本清一教授
（静岡）、kog合
宿（82.3.14）、上
伸93.7.1いのくら

8 12 340
[録音テープ]古賀さん聞き取
りNo１～５

不明
封筒（栃木県立
図書館から足利
図書館木村に

8 15 426
カセットテープ[スモン・古賀
高裁・合宿]

1983-1983、不明
あり

8 15 427 カセットテープ 1985-1986
「榊原内科マス
ターテープ」メモ
書き紙片あり

カセットテープ
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8 10 277 写真アルバム1冊 不明 要審査
8 11 318 [写真] 不明 要審査

8 3 56‐1
写真[古賀照男、支援者、交
渉等]、

谷崎利男
1990-1992、
1996、2000、不明

8 3 56‐2
写真[古賀照男、支援者、交
渉等]

谷崎利男
1990-1992、
1996、2000、不明

8 6 179 写真（スモン法廷前座り込み ひろば編集委員会、他 1993

8 8 225 [ネガ]タイ、フィリピン 不明
ビニル袋一括、
ネガフィルム

要審査

フロッピーディスク
8 10 281 フロッピーディスク 不明

8 9 263

「スモン大分集会」のテープ、
「古賀さん1992.9.18　4大薬
害について」のテープ、「スモ
ンの会」のフロッピーディスク

1991-1992

8 10 273
録音テープ、フロッピーディス
ク

不明
録音テープ、フ
ロッピーディスク

8 5 106
スモン訴訟の確定判決を求
める会が使用したゼッケン

スモン訴訟の確定判決を
求める会

不明

8 10 271 ゼッケン[反田辺製薬] 不明

8 2 合成洗剤追放県連絡会報告 1979-1980 要審査

8 2
神奈川県難治性疾患団体連
絡協議会[機関誌]

1976、1980 要審査

8 2
昭和55年度予算編成に関す
る要望[神奈川県スモンの会

日本社会党横浜市本部 1979.12 要審査

8 2 神奈川労働職業病ニュース 1979.12 機関誌 要審査
8 2 関東二世協ニュース 1979.12 機関誌 要審査
8 4 73 [古賀氏診療録と判決] 社会保険総合中央病院、 1967-1968 要審査

8 4 81 [大分スモン訴訟支援関係]
大分スモン訴訟を支援す
る会、他

1980
訴状あり、元々
バラバラ

要審査

8 4 84 [各スモン支援団体会報]
大分スモン訴訟を支援す
る会、他

1981-1982 要審査

8 5 92
『スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース　第四十六
号』、「私のかかわった薬害」

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1995

雑『スモン訴訟
の確定判決を求
める会ニュー
ス」は二冊

要審査

シリーズ７：混在資料

シリーズ６：物資料

写真
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8 5 102 [各種機関紙]
スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1994-1995 要審査

8 5 107 『最終準備書面』、他
原告側弁護士　長谷川
純、他

1988-1989 雑 要審査

8 5 128 『最終弁論要旨』、他（雑多）
被告（田辺製薬株式会
社）側弁護士　石川泰三

1988-1989 要審査

8 5 129
『脳代謝賦活・精神症状改善
剤　Hopate』、他（雑多）

田辺製薬株式会社、他 1993 要審査

8 5 132
『合成洗剤追放神奈川県連
絡会ニュース』 No,105、他

合成洗剤追放神奈川県
連絡会、他

1988 要審査

8 5 134
『監視団ニュース』 No,154、
他（雑多）

相模補給廠監視団、他 1990-1991 要審査

8 5 135
神奈川県の平和運動や薬害
資料（雑多）

県民のいのちとくらしを守
る共同行動委員会、他

1984、1986、
1988-1989

要審査

8 5 144

「1991・春の反医学総会に向
けて」、『スモン訴訟の確定判
決を求める会ニュース』
 No,24

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1989、1991
レジュメは三
部、雑

要審査

8 5 151
スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース No,26、他（雑

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1989 要審査

8 5 152
マッコテー！No.5、昭和五三
年（ネ）第一九八六号外　最
終準備書面

水俣病チッソ交渉団を支
える会、他

1989 要審査

8 6 162
古賀スモン訴訟最高裁勝利
全国支援集会　招請状、他

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1988、1992 要審査

8 6 175
『KSK　神奈川スモン
No,12』、他

神奈川スモンの会、他 1981-1982 要審査

8 6 183 要望書
神奈川スモンの会横浜分
会代表　古賀照男

1988 要審査

8 6 183 住所録 不明 要審査

8 6 185
[神奈川スモンの会横浜分会
機関紙]ほか

神奈川スモンの会横浜分
会

1985-1986 要審査

8 6 191 「陳述書」、他（雑多） 古賀照男、他 1984 要審査
8 6 193 「スモン患者施設について」、 横浜市長　細郷道一、他 1983、1986 要審査
8 6 199 スモン通信 スモン患者と共に斗う 1978、1980 要審査

8 6 200
8月31日　秋田県における代
表者会議報告、他

スモン訴訟東京地裁原告
団事務所、他

1980 要審査

8 6 201
神奈川スモンの会に関する
資料、他（雑多）

神奈川スモンの会、他 1990 要審査

8 7 210
「被告田辺との和解成立の経
過」/「全国青年医師通信」

スモン訴訟東京弁護団/
「全国青年医師通信」編

1979 要審査

8 8 222
「スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース」、他（雑多）

スモン訴訟の確定判決を
求める会、他

1994-1996
ビニル袋一括
、谷崎資料

要審査
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8 8 227
「『ＡＩＤＳ報道を考える』つど
いのお知らせ」、他（雑多）

谷崎和男、他
1995-1996、不明
あり

ビニル袋一括 要審査

8 9 251
[『グラフィック・ドキュメントス
モン』の年表コピー]

不明 要審査

8 9 252

診断書（古賀照男氏）（甲第
四号証）、意見書（医学博士
花龍良一氏）（第五号証）、診
断書（古賀照男氏）（第六号
証の一、二）、鑑定申立書/ス
モン訴訟の確定判決を求め
る会ニュース第51号、他

花龍良一、他
1995.1-1995.3、
1998.3

要審査

8 9 253

診断書（古賀照男氏）（甲第
四号証）、意見書（医学博士
花龍良一氏）（第五号証）、診
断書（古賀照男氏）（第六号
証の一、二）/診療費領収書/
スモン訴訟の確定判決を求
める会ニュース第42号、45号

古賀照男、他
1995.1-1995.3、
1995.4.19、
1993.5、1995.6

要審査

8 9 257
サリドマイド・スモン・コラルジ
ル・クロロキン薬害事件　『四
大薬害での国=企業の責任』

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1984.10.1、
1991.11.6

東京高裁スモン
控訴審より　ス
モン訴訟の確定
判決を求める会

要審査

8 9 260
KSK神奈川スモンNO.56、他
（雑多）

不明 要審査

8 9 261 手帳、他（雑多） 古賀照男、他 不明 要審査

8 9 262
手帳（1993年、1996年）名刺
入れ、他（雑多）

1993、1996 要審査

8 10 269 [メモ、原稿、機関紙など] 1989-1991 要審査
8 10 270 書簡［手紙、電報］、他 1989-2000 要審査
8 10 272 支援要請書、他（雑多） 1991-1993 要審査
8 10 274 [薬害諸資料] 1992-1994 要審査

8 10 276
書簡、大阪集会の名簿、原告
の発病の状況の認定と総合
の基礎とされた書証の一覧

1983 要審査

8 10 278 集会の名簿、他（雑多） 不明 要審査
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8 10 283

神奈川薬害共斗事務局・会
員名簿、損害賠償請求控訴
事件「準備書面（一）」、他（雑
多）

1976、1978

昭和五三年
（ネ）第一九八
六号、同第二〇
九九号、同第二
一〇七号、同第
二一一四号乃
至第二一二一
号　各損害賠償
請求控訴事件
準備書面（一）
控訴人（第一審

要審査

8 10 285
『NO MORE YAKUGAI
SMON』　スモンニュース

身体障害者団体定期刊
行物協会

1976 要審査

8 10 287

全国スモンの会　本部・支部
一覧、封筒タイトル「スモンを
掲載号　医療ミス（森島）」、
書簡下書き原稿他

不明 要審査

8 10 288
機関紙[KSK神奈川スモン
NO.25、SSKOスモンニュース
NO.5]

神奈川スモンの会、身体
障害者団体定期刊行物
協会

1976
書簡下書き原稿
あり

要審査

8 11 289

日記（1982年1月、2月、7
月）、原稿「四大薬害での国・
製薬企業の責任」国会ウォッ
チャー誌「かわらばん」1997・
4・4号、緊急号外版

1982、1997 要審査

8 11 292
[申入書(田辺製薬宛）外関連
書類]

古賀照男 1995-2000

スモン訴訟の確
定判決を求める
会ニュース　46
号、道路使用許
可申請書（大阪
府東警察署）

要審査

8 11 290
スモン・薬害根絶を求める会
ニュース　第五十二号、他

古賀照男 1999 要審査

8 11 294 [原稿、機関紙] 1991、1999

スモン・薬害根
絶を求める会
ニュース53号、
メモく～ちぃ～
（～から～へ

要審査

8 11 319
東京高等裁判所第一五民事
部（和解調書）、甲第365号
証、戊第178号証

古賀照男 1978 要審査
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8 11 323

最終弁論要旨／上申書、　照
会請求書、　スモン・薬害根
絶を求める会ニュース第五二
号[被控訴：古賀照男]

控訴人：田辺製薬株式会
社／古賀照男

1978、1988、
1990、1999

要審査

8 12 331
昭和五三年（ネ）第一九八六
号外　損害賠償請求控訴事
件　意見書、多

東京高等裁判所 1985 要審査

8 12 332
『スモン・薬害根絶を求める
会ニュース　第五十一号』、
「私と薬害」

スモン訴訟の確定判決を
求める会、古賀照男

1998 要審査

8 12 333

昭和五三年（ネ）第一九八六
号、同五三年（ネ）二一二一
号　損害賠償請求控訴事件
準備書面（一〇）、昭和五三
年（ネ）第一九八六号、同五
三年（ネ）二一二一号　損害
賠償請求控訴事件　証拠申

1985－1986
証拠申出書
（一）は2部

要審査

8 12 334

昭和五三年（ネ）第一九八六
号、同五三年（ネ）二一二一
号　損害賠償請求控訴事件
準備書面（八）（九）、昭和五
三年（ネ）第一九八六号、同
五三年（ネ）二一二一号　損
害賠償請求控訴事件　書証

1986 要審査

8 12 335

昭和五三年（ネ）第一九八六
号、同五三年（ネ）二一二一
号　損害賠償請求控訴事件
準備書面（五）（六）（七）

1985－1986 要審査

8 12 336

昭和五三年（ネ）二一二一号
損害賠償請求控訴事件　準
備書面（三）、昭和五三年
（ネ）第一九八六号、同五三
年（ネ）二一二一号　損害賠
償請求控訴事件　準備書面

1985

別紙3「キノホル
ム及びブロキシ
キノリン含有医
薬品一覧表」

要審査

8 12 338 抗ギ文、公開質問状、ビラ、 1997 要審査

8 12 342
昭和五三年（ネ）第二一二一
号　損害賠償請求事件　準備
書面（二）、意見書

被告代理人、原告代理人 1985
意見書は準備
書面の主張に
対する異議

要審査

8 12 348

昭和五三年（ネ）第一九八六
号、同五三年（ネ）二一二一
号　損害賠償請求控訴事件
検証の申立、[スモン実態調
査　アンケート紙]、「古賀本

不明 要審査
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8 12 349

[裁判の証拠に関する書類、
上告理由書提出期間伸長申
立書と決定、東京高等裁判
所宛]

古賀照男代理人 1990－1991

昭和五三年
（ネ）第一九八
六号、同五三年
（ネ）二一二一
号　損害賠償請
求控訴事件　証
拠説明書、甲個
第一四三号証
の一五（一乃至
三）、証拠意見

要審査

8 12 350 [裁判関連の諸書類] 1989

準備書面、スモ
ン訴訟和解状
況、確認書（厚
生省薬務局長
からスモン訴訟
東京地裁原告

要審査

8 12 351
「第二章　因果関係、控訴審
を終了するに当って」

古賀照男 不明 要審査

8 12 354
[平成七年（ヤ）第一五号の判
決]、『スモン訴訟の確定判決
を求める会ニュース』四十五

最高裁判所、スモン訴訟
の確定判決を求める会

1995.3.23、1995.6 要審査

8 13 359 [書簡下書き] 古賀照男[推測] 1984[推測] 要審査
8 13 361 人間とくすり スモン基金 1985.7.1 要審査
8 13 362 写真、機関紙 不明 要審査
8 13 370 ノート[メモ、日誌] 不明 要審査
8 13 372 [スモン機関紙] 1988 要審査
8 13 381 [ビラ、陳述書、準備書面] 1983-1984 要審査
8 13 390 [機関紙、古賀控訴状] 1978 要審査
8 13 392 [書簡、テープ起こし、要望書] 1986[頃] 要審査
8 13 394 [スモン関係機関紙] 1986-1987 要審査
8 14 397 [日記ノート、書簡、上申書案] 1993-1995 要審査
8 14 398 [雑誌、雑誌コピー] 1994 要審査
8 14 414 [機関紙、出版企画主旨 1981-1984 要審査
8 14 415 [雑誌、ビラ] 1982 要審査

8 14 421
[機関紙、確認書、出版企画
案ほか]

不明 要審査

8 14 424 ノート[日記、草稿] 1979、1981 要審査
8 16 A3-1 雑 不明 要審査
8 16 A3-3 雑[空封筒、スモン関係ビラ] 不明 要審査
8 16 A3-9 雑[スモン関係ビラ] 不明 谷崎 要審査
8 16 A3-13 雑[書簡、スモン関係] 1979-1980 谷崎 要審査
8 16 A3-14 雑「スモン関係] 不明 要審査
8 16 A3-15 雑[障害児に関する機関紙] 1980 要審査
8 16 A3-16 雑 不明 要審査
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8 16 A3-17 雑[スモン] 不明 谷崎 要審査
8 16 A3-18 草の根通信[機関紙] 1980 要審査
8 16 A3-19 雑 不明 谷崎 要審査
8 16 A3-20 雑[スモンごく少数] 不明 谷崎 要審査
8 16 A3-22 雑[スモン] 不明 古賀？ 要審査
8 16 A3-31 [抜き刷りと機関紙] 不明 要審査
8 16 A3-32 [雑誌コピー、パンフレット] 不明 要審査
8 16 A3-33 [機関紙、ビラ、パンフレット] 不明 要審査

8 17 A3-46
スモン被害者の手引き[冊
子]、機関紙

1972, 1980 要審査

8 17 A3-69 雑[機関誌、原稿用紙メモ書 1976-1977 要審査
8 17 A3-70 雑[機関誌] 1975-1976 要審査
8 17 A3-71 雑[要求書、極秘] 不明 要審査

8 17 A3-73
雑[機関紙、論文コピー、告発
状、レジュメ]

不明 要審査

8 17 A3-77
雑[SMON実態調査、手紙（谷
崎宛）など]

不明 要審査

8 18 A3-107 雑[機関紙] 不明 要審査
8 19 A3-128 雑[機関紙、ビラ] 1975、不明あり 要審査
8 19 A3-129 雑[機関紙、ビラ] 1974、1977 要審査
8 19 A3-131 [雑誌、報告書] 1975-1976 要審査

8 16 A3-2
キノホルム被害者からの訴え
（スモン患者）[ビラ]

神奈川スモンの会 不明 要審査

8 16 A3-5
雑[神奈川スモンの会チラシ、
紙片]

不明 要審査

書籍
8 2 41

水俣病自主交渉川本裁判資
料集

川本裁判資料集編集委
員会

1981

8 2 43
サリドマイド裁判　第一編　総
括

全国サリドマイド訴訟統
一原告団、サリドマイド訴
訟弁護団（編）

1976

8 2 44
サリドマイド裁判　第二編　証
言一

1976

8 2 45
サリドマイド裁判　第三編　証
言二

全国サリドマイド訴訟統
一原告団、サリドマイド訴
訟弁護団（編）

1976

8 2 46
サリドマイド裁判　第四編　証
言三

全国サリドマイド訴訟統
一原告団、サリドマイド訴
訟弁護団（編）

1976

8 7 216 記録土呂久 「土呂久を編集する会」 1993

シリーズ８：刊行物
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8 8 220
スモン高裁判決は人権を絶
つ！！1990.12.7スモン控訴
審判決批判

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1991.3.31 ビニル袋一括

8 8 221
平成6年度旭桜会総会　築上
中学校・高等女学校・中部高
等学校同窓会

旭桜会総会 1994
ビニル袋一括、
谷崎氏同窓会

要審査

8 11 293
市民運動者池田新さん追悼
集

『池田新さん追悼集』編集
委員会

2000.1

8 11 295

熱意とは事ある毎に意志を
表明すること 川本輝夫さん
追悼文集 一九三一.八.一～
一九九九.二.十八

川本輝夫さんを偲ぶ会 1999.8.1

8 11 296
古賀スモン訴訟最高裁勝利
全国支援集会報告1992・4・

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1992.4.19

8 11 297
放出倫　あづましい世界　反
核燃を生きる

「放出倫作品集」を刊行
する会・編

2000.4.9

8 11 298 そして僕らはエイズになった 石田吉明・小西熱子著 1993.10.1 晩聲社
8 11 299 エイズを生きる 石田吉明・村上弘光著 1994.5.1 解放出版社
8 11 300 権暴　欺瞞の法廷 冨島克子 1992.7.20 葦書房有限会

8 11 301 詩集　そして、いま 横田弘著、他 1993.5.14

障害者の自立と
文化を拓く会
「REAVA」、パン
フレット同梱

8 11 302
こわいカゼ薬　[本畝淑子の
挨拶文同梱]

本畝淑子・宮田雄祐著 1985.12.31 三一書房

8 11 303
冬の銀河―エイズと闘うある
血友病患者の訴え

草伏村生著 1992.10.30 不知火書房

8 11 304
焼いたサカナも泳ぎだす―映
画『阿賀に生きる』製作記録

映画『阿賀に生きる』ス
タッフ著、村井勇編集

1992.8.1 記録社

8 11 305
あたり前の医療がほしい－
HIV感染者の叫びに応えて

阿鹿麻見子 1999.10.25 青木書店

8 11 306
わすれない　富士見産婦人
科病院事件

富士見産婦人科病院被
害者同盟　編

1990.11.11 晩聲社

8 11 307 魚湧く海 水俣病患者連合　編 1998.2.16 葦書房有限会

8 11 309
偽装―調査報道・ミドリ十字
事、[新聞記事切抜同梱]

毎日新聞大阪本社編集
局遊軍　編

1983.6.13 晩聲社

8 11 310
不協和音に囲まれて（私の医
療ミス裁判の実態）

中沢かよ 1983.7.1

8 11 311 証言・丸山康雄　第二次臨調 丸山康雄 1984.1.30 新地書房

8 11 312 ニッポン大家族 伊藤耕源 1996.8.15

早稲田出版、伊
藤博義宛の使
われてない封筒
が入っている

要審査

8 13 356 甲野禮作画集 甲野禮作画集刊行委員 1986
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8 13 357
スモンとともに歩んで―島史
也先生追悼集―

宮城県スモン患者同盟 1987.9.15

8 13 358 なぜ、今、足尾か 下野新聞社 1983.6.25
8 13 385 被告田辺との和解成立の経 スモン訴訟東京弁護団 1979.6.4

8 14 410
くすりのチェックは命のチェッ
ク　第1回医薬ビジランスセミ
ナー報告集

医薬ビジランスセンター
JIP

1999.11.1

8 14 413
労災・職業病―職業病闘争
前進のために―

全労災神奈川県本部 1981.8.15

雑誌
8 2 42 『ジュリスト』 No. 679 有斐閣 1978
8 3 57 判例時報 判例時報社 1979 雑誌

8 5 95

1992・4・19　古賀スモン訴訟
最高裁勝利　全国支援集会
報告　―スモン最高裁判決は
人権を絶つ！！別冊―

スモン訴訟の確定判決を
求める会

1992

8 8 219
労働者住民医療　No.57、
No.60、No.104

労働者住民医療機関連
絡会議

1994、1998 ビニル袋一括

8 8 224 「朝を待たずに…」 「砂時計」編集部 1994.8.27 ビニル袋一括
8 8 226 詩と批評　KANA　2号 KANA同人 1998.7.1 ビニル袋一括

8 9 246
憤怒もてこの闇を切り裂け-
キノホルム被害者の闘い-第

兵庫県スモンの会・兵庫
キノホルム薬禍を告発す

1976.1.1

8 9 249
判例時報　昭和57年8月11日
号

判例時報社 1982.8.11

クロロキン薬害
訴訟　第1番判
決（東京地判
57.2.1）

8 10 265
判例時報[スモン訴訟]臨時
増刊昭55.2.25号

判例時報社 1980

特集札幌・京
都・静岡・大阪・
群馬各スモン訴
訟第一審判決

8 10 275
『文藝春秋のオピニオン雑誌
諸君！』第12巻第3号

株式会社文藝春秋 1980.3 田辺製薬関係

8 11 313 技術と人間　10月号 技術と人間 1993.10
8 11 314 技術と人間　12月号 技術と人間 1993.12
8 11 315 技術と人間　9月号 技術と人間 1984.9

8 16 A3-30
九大医報別冊　特集未熟児
網膜症

1979.5

8 17 A3-60 暴かれた危険―スモンの警 スモンの会全国連絡協議 1977.12.1

8 17 A3-61
憤怒もて、この闇を切り裂け
―キノホルム被害者の闘い

兵庫県スモンの会・兵庫
キノホルム薬禍を告発す

1976.1.1

8 17 A3-63
3･23静岡スモン訴訟支援大
集合経過報告

静岡スモン患者を助ける
グループ

1978.6.10
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8 17 A3-64
スモンでなくしたものを闘いで
奪いかえす―武田薬品10日
間座り込み・共闘の記録―

大分県スモンの会ほか 1979.3

8 17 A3-65 薬害医療被害者は訴える
東北地方薬害医療被害
連絡会

1977.10.28

8 17 A3-74 薬じゃぶじゃぶ 薬害展実行委員会 1975.5.15

8 17 A3-75
叛薬禍　特集・医療の原点を
求めて

薬害問題研究会 1975.11

8 17 A3-78
スモン訴訟の確定判決を求
める会報告集会！

スモン訴訟の確定判決を
求める会事務局

不明

8 17 A3-79 会報　青い芝静岡　No.9 脳性マヒ者協会青い芝の 1974.4

8 17 A3-85
月刊地域闘争　日本列島改
造に対決する

ロシナンテ社 1973.1.15

8 17 A3-86 月刊地域闘争 ロシナンテ社 1972.7.15
8 17 A3-90 自主講座 「自主講座」編集室 1977.3.10
8 18 A3-91 不知火―いま水俣は 季刊不知火編集室 1977.3.1

8 18 A3-95
戸村一作氏との一問一答
＝戸村選挙と労共委＝

怒涛社 1974.3.31

8 18 A3-97
季刊不知火―いま水俣は
第四号

季刊不知火編集室 1976.4.1

8 18 A3-98
季刊不知火―いま水俣は
第五号

季刊不知火編集室 1976.7.21

8 18 A3-99
季刊不知火―いま水俣は
創刊号

遠見の家 1975.5.14

8 18 A3-100 批判と展望　創刊号
早大『批判と展望』編集
委員会

1971.9.1
「谷崎和男」と書
きこみ

8 18 A3-110 おびやかされる消費者主権 消費者センター池袋支所 1975.10

8 18 A3-93
赤い星　スモン運動と反薬害
市民運動の今日的課題

医療戦線活動者会議
（MFAC）

1976.9.30

8 18 A3-94 闘う三里塚　第2集（第2冊）
千葉県反戦青年委員会
三里塚闘争本部

1971.3.20

8 18 A3-96
東北医療情報センター 機関
紙No.16

東北医療情報センター事
務局

1976.8

8 18 A3-101
「青い芝」神奈川県連合会会
報　「あゆみ」　No.17

小山正義 1972.12.25

8 18 A3-102
ASK　あゆみ　生存権をかけ
て胎児チェックを阻止した県
対交渉報告

「青い芝」神奈川県連合
会

1976.5.30

8 18 A3-103
季刊不知火―いま水俣は
第二号

遠見の家 1975.9.15

8 18 A3-104
季刊不知火―いま水俣は
第三号

季刊不知火編集室 1975.12.25

8 18 A3-105
別冊　ひろば通信―反公害
住民ひろば特集―

反公害住民ひろば事務
局

1975.8
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8 19 A3-125 スモンと斗う 1977.7

8 17 A3-87
あゆみ　われらは問題解決
の路を選ばない　「青い芝」神
奈川県連合会会報　No28

「青い芝」神奈川県連合
会

1976.2.10

8 4 70
声（東京スモンの会）[SSKO
中心]

東京スモンの会、他 1976、1978-1980 機関紙

8 4 77
『SSKO　声』　臨時号、No,48
～No,49

東京スモンの会 1980-1981

8 4 79 『SSKO　声』　No,51 東京スモンの会事務局 1981

8 17 A3-67
SSKOスモンニュース　No.33-
34

身体障害者団体定期刊
行物協会

1976.10.11-
1977.2.28

SSKO=スモン東
京地裁原告団

8 14 416 SSKOスモンニュース 1984、1986
8 14 417 SSKOスモンニュース 1984

8 14 418
SSKOスモンニュース、KSK神
奈川スモン

1983

8 14 419 SSKOスモンニュース 1985
8 13 395 SSKOスモンニュース 1987
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		シリーズ１：書簡 ショカン

		古賀照男宛 コガ テルオ アテ

		8		16		A3-4		[古賀照男宛年賀状、スモン書籍雑誌など含む] コガ テルオ アテ ネンガジョウ ショセキ ザッシ フク				1973

		8		6		168		長秀子[書簡、部落解放同盟機関紙] オサ ヒデコ ショカン ブラク カイホウ ドウメイ キカンシ		長秀子 オサ ヒデコ		1977-1979						制限 セイゲン

		8		7		208		書簡 ショ		東京高等裁判所 トウキョウ コウトウ サイバン ショ		1979、1981

		8		6		156		書簡[上申書] ショカン ジョウシンショ		斎藤康紀 サイトウ ヤスノリ		1980-1983、1993				要審査 ヨウ シンサ		制限 セイゲン

		8		11		317-1		書簡 ショ		藤井昌子、星イチヨ、東大小児科小林美由紀、中里武、他 フジイ マサコ ホシ トウダイ ショウニカ コバヤシ ミユキ ナカサト タケシ タ		1983‐1998				要審査 ヨウ シンサ		制限 セイゲン

		8		11		317-2		書簡 ショ		川出由忌、榊原利博、榊原利典、多 カワデ ユウイミ サカキ ハラ トシヒロ サカキ ハラ トシノリ タ		1989、1993、1997、2001		年賀状 ネンガジョウ		要審査 ヨウ シンサ		制限 セイゲン

		8		11		317-3		書簡 ショ		近藤信子、佐藤泰紀、多 コンドウ ノブコ サトウ ヤスノリ タ		1990‐2001				要審査 ヨウ シンサ		制限 セイゲン

		8		11		317-4		書簡 ショ		藤巻篤、三浦健治、星三枝子、榊原利典、湯浅ふみ子、高橋玲子、他 フジマキ アツ ミウラ ケンジ ホシ ミエコ サカキ ハラ トシノリ ユアサ コ タカハシ レイコ タ		1987‐1991				要審査 ヨウ シンサ		制限 セイゲン

		8		14		400		書簡 ショ カン		白鷺一吉 シラサギ イチ ヨシ		1984.11.22						制限 セイゲン

		8		5		130		書簡[会報等] ショカン カイホウ ナド		合成洗剤追放神奈川県連絡会、他 ゴウセイ センザイ ツイホウ カナガワ ケン レンラクカイ ホカ		1989						制限 セイゲン

		8		11		316		書簡 ショ		斎藤康紀、米沢久佐、森田すみ、徳安節子、石井英雄、東京都立墨東病院の高山俊雄、坂巻フミエ、 サイトウ ヤスノリ ヨネザワ ヒサ サ モリタ トクヤス セツコ イシイ エイユウ トウキョウ トリツ スミ ヒガシ ビョウイン タカヤマ ジュン サカマキ		1991‐2001				要審査 ヨウ シンサ		制限 セイゲン

		8		6		158		書簡 ショカン		木村啓一・下津浦広之 キムラ ケイ イチ シモツ ウラ ヒロユキ		1992.11		封筒の中身はなし フウトウ ナカミ				制限 セイゲン

		8		5		112		書簡 ショカン		財団法人高雄病院　米澤鉄志 ザイダン ホウジン タカオ ビョウイン ベイ サワ テツ ココロザシ		1993.7						制限 セイゲン

		8		6		155		94.01 横浜集会　講師（問題提起者）についてのメモ ヨコハマ シュウカイ コウ シ モンダイ テイキ シャ		谷崎和男 タニザキ カズオ		1994.1						制限 セイゲン

		8		6		161		書簡[田辺製薬上告要請書賛同] ショカン タナベ セイヤク ジョウコク ヨウセイショ サンドウ		堺武男 サカイ タケオ		1994						制限 セイゲン

		8		13		366		書簡 ショカン		田中伸尚 タナカ ノブ ナオ		1993.9						制限 セイゲン

		8		12		347		書簡[見舞い状] ショカン ミマ ジョウ		多数 タスウ		1983、1994						制限 セイゲン

		8		15		425-1		書簡[古賀ミツ逝去に対するお悔み] ショカン コガ セイキョ タイ クヤ		多数 タスウ		1994.10						制限 セイゲン

		8		15		425-2		書簡[古賀ミツ逝去に対するお悔み] ショカン コガ セイキョ タイ クヤ		多数 タスウ		1994.10-11						制限 セイゲン

		8		5		97		FLOWER CHILDREN　No.1[チラシの裏に古賀氏宛のメモ]		木下健一 キノシタ ケンイチ		1995		チラシの裏に古賀氏宛のメモあり。 ウラ コガ シ アテ				制限 セイゲン

		その他 タ

		8		2		38		書簡[機関誌、手紙]、機関誌 ショカン キカンシ テガミ キカンシ				1979-1980						制限 セイゲン

		8		5		118		[書簡、名簿等] ショカン メイボ ナド		髙山俊男、他 タカヤマ トシオ ホカ		1986、不明あり フメイ						制限 セイゲン

		シリーズ２：日記・原稿等 ニッキ ゲンコウ ナド

		8		4		80		[古賀照男個人フォルダー] コガ テルオ コジン				不明 フメイ				要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐1		[会員からの病状に関するアンケート回答用紙ファイル] カイイン ビョウジョウ カン カイトウ ヨウシ				不明 フメイ				要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐2		スモン（SMON）―キノホルム被害者の闘い―　No.1 ヒガイシャ タタカ		スモン訴訟東京地裁原告団 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン		不明 フメイ		雑誌 ザッシ		要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐3		委任状[神奈川県調査収集の病状資料閲覧謄写の権限] イニンジョウ カナガワケン チョウサ シュウシュウ ビョウジョウ シリョウ エツラン トウシャ ケンゲン				1971				要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐4		書簡[スモン被害者など、古賀照男宛] ショカン ヒガイシャ コガ テルオ アテ		全国スモンの会、他 ゼンコク カイ ホカ		1971-1972				要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐5		古賀照男氏の手紙や葉書など私的なもの、及び、『スモンの広場』　No,2 コガ テルオ シ テガミ ハガキ シテキ オヨ ヒロバ		全国スモンの会、他 ゼンコク カイ ホカ		1968-1970、1973、				要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐6		古賀照男氏の手帳（1970、1974、1975年） コガ テルオ シ テチョウ ネン		古賀照男 コガ テルオ		1970、1974-1975		1974年は二冊。一冊年代がわからない。 ネン ニサツ イッサツ ネンダイ		要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐7		古賀照男氏の手帳（1976～1979年） コガ テルオ シ テチョウ ネン		古賀照男 コガ テルオ		1976-1979				要審査 ヨウ シンサ

		8		4		80‐8		古賀照男氏の手帳（1980～1983年） コガ テルオ シ テチョウ ネン		古賀照男 コガ テルオ		1980-1983				要審査 ヨウ シンサ

		8		6		181		[古賀照男日記] コガ テルオ ニッキ		古賀照男 コガ テルオ		1977

		8		6		182		[古賀照男日記] コガ テルオ ニッキ		古賀照男 コガ テルオ		1975-1977

		8		7		211		日記 ニッキ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		10		267‐1		手帳5冊 テチョウ サツ		古賀照男		1989-1991、1995、1997				要審査 ヨウ シンサ

		8		10		267‐2		手帳5冊 テチョウ サツ		古賀照男		1984-1988				要審査 ヨウ シンサ

		8		10		268		手帳2冊 テチョウ サツ		古賀照男		1992、1994				要審査 ヨウ シンサ

		8		10		286		手帳 テチョウ		古賀照男 コガ テルオ		1976 、1998				要審査 ヨウ シンサ

		8		4		74		[古賀氏書簡下書き、メモ書き] コガシ ショカン シタガ ガ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1979				要審査 ヨウ シンサ

		8		5		114		下書き[原稿用紙] シタガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1980、1984、1987

		8		5		115		下書き[原稿用紙] シタガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1987、1989

		8		5		116		下書き[原稿用紙] シタガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1985、1988-1989

		8		5		125		下書き・メモ書き[原稿用紙] シタガ ガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		不明 フメイ

		8		5		126		下書き・メモ書き[原稿用紙] シタガ ガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1991-1992

		8		5		137		下書き・メモ書き[原稿用紙] シタガ ガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1989

		8		5		138		下書き・メモ書き[原稿用紙] シタガ ガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		5		139		下書き・メモ書き[原稿用紙] シタガ ガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		不明 フメイ		資料とは関係ない下書き有。 シリョウ カンケイ シタガ アリ

		8		5		140		下書き・メモ書き[原稿用紙] シタガ ガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1989-1990

		8		5		141		下書き・メモ書き[原稿用紙] シタガ ガ ゲンコウ ヨウシ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1989、1992-1993

		8		6		154		[スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース]25号原稿 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ゴウ ゲンコウ		古賀照男 コガ テルオ		1989

		8		6		160		[スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース24号・40号原稿印刷版] ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ゴウ ゴウ ゲンコウ インサツ バン		古賀照男 コガ テルオ		1989、1992

		8		6		163		[スモン訴訟を確定する会等機関紙、古賀照男メモ書き他（雑多）] ソショウ カクテイ カイ ナド キカンシ コガ テルオ ガ ホカ ザッタ		古賀照男 コガ テルオ		1981-1982、不明あり フメイ				要審査 ヨウ シンサ

		8		6		165		原稿[スモン訴訟の確定判決を求める会報告集会ビラ] ゲンコウ ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホウコク シュウカイ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		6		166		パンフレット原稿 ゲンコウ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		6		167		国民の総意としてスモン判決の確定を。原稿 コクミン ソウイ ハンケツ カクテイ ゲンコウ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイハンケツ モト カイ ホカ		1981、不明あり フメイ

		8		6		173		84.10.1日　控訴審陳述書原稿・資料 ニチ コウソシン チンジュツショ ゲンコウ シリョウ		古賀照男 コガ テルオ		1983-1984

		8		6		177‐1		スモン訴訟の確定判決を求める会　原稿 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ゲンコウ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1984-1985、1987-1989、1991

		8		6		177‐2		スモン訴訟の確定判決を求める会　原稿 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ゲンコウ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		不明 フメイ				要審査 ヨウ シンサ

		8		9		250		[スモン訴訟の確定判決を求める会]会報原稿11号・12号・13号、自伝 カイホウ ゲンコウ ゴウ ゴウ ゴウ ジデン		古賀照男 コガ テルオ		1983.5.22、1985

		8		6		180		会報[スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース]15号　原稿 カイホウ ゴウ ゲンコウ		古賀照男 コガ テルオ		1989

		8		13		367		[スモン訴訟の確定判決を求める会]会報十七号原稿 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ カイホウ ジュウナナ ゴウ ゲンコウ				1987

		8		13		377		原稿 ゲンコウ		古賀照男 コガ テルオ		1981-1982、不明あり フメイ

		8		13		378		原稿 ゲンコウ		古賀照男 コガ テルオ		1983、不明あり フメイ

		8		13		380		原稿 ゲンコウ		古賀照男 コガ テルオ		1985

		8		13		383		スモン訴訟の確定判決を求める会会報6号[原稿] カイホウ ゴウ ゲンコウ				1984

		8		12		341		[スモン陳述書、公判後の集会の原稿] チンジュツショ コウハン ゴ シュウカイ ゲンコウ		古賀照男 コガ テルオ		1984		公判後の集会の原稿は2部 コウハン ゴ シュウカイ ゲンコウ ブ

		8		13		393		原稿[スモン訴訟の確定判決を求める会会報] ゲンコウ				1985-1986

		8		14		402		スモン訴訟の確定判決を求める会会報・ビラ原稿 カイホウ ゲンコウ				1987、不明あり フメイ

		8		10		279		川本輝夫氏を偲ぶ カワモト カガヤ オット シ シノ		〔古賀照男〕 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		13		371		[スモン訴訟の確定判決を求める会]会報十七号及び地域医療原稿 オヨ チイキ イリョウ				1987、不明あり フメイ

		8		12		324－1		[ノート、原稿下書き] ゲンコウ シタガ				1982-1983		スモンに関することを含め、その他のことに関する案内などの下書き カン フク タ カン アンナイ シタガ

		8		12		324－2		[ノート、原稿下書き] ゲンコウ シタガ				1983-1987		『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース』No.1、「スモン訴訟の確定判決を求める会会則」、上申書、多 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ カイソク ジョウシンショ タ		要審査 ヨウ シンサ

		8		12		324－3		[ノート、原稿下書き] ゲンコウ シタガ		薬害を告発する被害者と市民の会、多 ヤクガイ コクハツ ヒガイシャ シミン カイ タ		1982‐1986		「確定判決を求めることの意義」、声明文、「薬害共闘」第37号、 カクテイ ハンケツ モト イギ セイメイブン ヤクガイ キョウトウ ダイ ゴウ

		8		4		82		田辺製薬の抵抗[スモン関係の週刊誌記事コピー] タナベ セイヤク テイコウ カンケイ シュウカンシ キジ		文藝春秋/週刊新潮 ブンゲイ シュンジュウ シュウカン シンチョウ		不明 フメイ		誌面の裏にメモ。 シメン ウラ

		8		12		329		[サリドマイド事件被害の新聞記事] ジケン ヒガイ シンブン キジ		古賀照男 コガ テルオ		1962

		8		16		A3-35		[カネミ、クロロキン問題新聞切抜] モンダイ シンブン キリヌキ				1982

		8		17		A3-52		ノート[新聞切抜帳] シンブン キリヌキ チョウ				1970.1.27-1971.11.2

		8		17		A3-53		ノート[新聞切抜帳] シンブン キリヌキ チョウ				1971.11.2-1974.10.8

		8		17		A3-54		ノート[新聞切抜帳] シンブン キリヌキ チョウ				1974.10.11-1977.3.28

		8		17		A3-55		ノート[新聞切抜帳] シンブン キリヌキ チョウ				1977.3.29-1979.6.15

		8		17		A3-56		ノート[新聞切抜帳] シンブン キリヌキ チョウ				1979.6.15-1981.3.12

		8		17		A3-57		ノート[新聞切抜帳] シンブン キリヌキ チョウ				1982.1.15-12.6

		8		17		A3-58		ノート[新聞切抜帳] シンブン キリヌキ チョウ				1981.9.19-1983.9.13

		8		11		321		[キノホルム被害に関する新聞記事切抜] ヒガイ カン シンブン キジ キ ヌ		〔古賀照男〕 コガ テルオ		1970、1974

		8		12		328－1		ノート[KSK火曜かわら版、名簿、スモン上告要請書] カヨウ バン メイボ ジョウコク ヨウセイショ		神奈川県身体障害者定期刊行物協会、非核市民宣言運動・ヨコスカ カナガワケン シンタイ ショウガイシャ テイキ カンコウブツ キョウカイ ヒカク シミン センゲン ウンドウ		1997

		8		12		328－2		ノート[KSK火曜かわら版、名簿、スモン上告要請書] カヨウ バン メイボ ジョウコク ヨウセイショ				1990－1991		要請書（神奈川スモンの会が最高裁判所第一小法廷宛） ヨウセイショ カナガワ カイ サイコウ サイバン ショ ダイ イッ コ ホウテイ アテ		要審査 ヨウ シンサ

		8		18		A3-112-1		神奈川スモン[古賀のメモ、患者実態調査、要求書] カナガワ コガ カンジャ ジッタイ チョウサ ヨウキュウショ				1974-1975				要審査 ヨウ シンサ

		8		18		A3-112-2		[神奈川スモンの会記録] カイ キロク				1973				要審査 ヨウ シンサ

		8		18		A3-112-3		ビラ				1976

		8		18		A3-112-4		横浜社会福祉協議会（資料） ヨコハマ シャカイ フクシ キョウギカイ シリョウ				1974-1975

		8		18		A3-112-5		労組団体名簿 ロウ クミ ダンタイ メイボ				不明 フメイ				要審査 ヨウ シンサ

		8		6		157		[古賀照男の判決と医療問題に対するメモ書き] コガ テルオ ハンケツ イリョウ モンダイ タイ ガ		古賀照男 コガ テルオ		1993

		8		19		A3-133-1		[要望書、ビラ、メモ書き、議事録、古賀照男宛書簡（ほとんど機関紙）など] ヨウボウショ ガ ギジロク コガ テルオ アテ ショカン キカンシ				1973-1975		古賀氏メモあり コガ シ

		8		19		A3-133-2		[要望書、ビラ、メモ書き、議事録、古賀照男宛書簡（ほとんど機関紙）など] ヨウボウショ ガ ギジロク コガ テルオ アテ ショカン キカンシ				1973-1975		古賀氏メモあり コガ シ

		8		19		A3-133-3		[要望書、ビラ、メモ書き、議事録、古賀照男宛書簡（ほとんど機関紙）など] ヨウボウショ ガ ギジロク コガ テルオ アテ ショカン キカンシ				1973-1975		古賀氏メモあり コガ シ

		8		19		A3-133-4		[要望書、ビラ、メモ書き、議事録、古賀照男宛書簡（ほとんど機関紙）など] ヨウボウショ ガ ギジロク コガ テルオ アテ ショカン キカンシ				1973-1975		古賀氏メモあり コガ シ

		8		19		A3-133-5		[要望書、ビラ、メモ書き、議事録、古賀照男宛書簡（ほとんど機関紙）など] ヨウボウショ ガ ギジロク コガ テルオ アテ ショカン キカンシ				1973-1975		古賀氏メモあり コガ シ

		8		19		A3-133-6		[要望書、ビラ、メモ書き、議事録、古賀照男宛書簡（ほとんど機関紙）など] ヨウボウショ ガ ギジロク コガ テルオ アテ ショカン キカンシ				1973-1975		古賀氏メモあり コガ シ

		8		19		A3-133-7		[要望書、ビラ、メモ書き、議事録、古賀照男宛書簡（ほとんど機関紙）など] ヨウボウショ ガ ギジロク コガ テルオ アテ ショカン キカンシ				1973-1975		古賀氏メモあり コガ シ

		8		17		A3-47		[1973年古賀照男スケジュール、訴訟書類送付のお願い] ネン コガ テルオ ソショウ ショルイ ソウフ ネガ				1972-1973

		8		3		55‐1		名刺　6ケース分 メイシ ブン				不明 フメイ

		8		3		55‐2		名刺　バラ メイシ				不明 フメイ

		8		6		164		[署名関係チラシ] ショメイ カンケイ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		5		96		神奈川県における障害者の自動車免許取得の困難さ[神奈川県庁宛] カナガワケン ショウガイシャ ジドウシャ メンキョ シュトク コンナン カナガワケンチョウ アテ		〔古賀照男〕 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		5		108		神奈川県における障害者の自動車免許取得の困難さ[神奈川県庁宛] カナガワケン ショウガイシャ ジドウシャ メンキョ シュトク コンナン カナガワケンチョウ アテ		〔古賀照男〕 コガ テルオ		不明 フメイ

		シリーズ３：裁判 サイバン

		8		17		A3-84		静岡地裁第一準備書面[被告武田薬品] シズオカ チサイ ダイ イチ ジュンビ ショメン ヒコク タケダ ヤクヒン				1973.10.13

		8		2		48		『最終準備書面　―因果関係論―』 サイシュウ ジュンビ ショメン インガ カンケイ ロン		スモン静岡弁護団 シズオカ ベンゴダン		1978

		8		2		49		『最終準備書面　責任論―第一分冊』 サイシュウ ジュンビ ショメン セキニン ロン ダイイチ ブンサツ		スモン静岡弁護団 シズオカ ベンゴダン		1978

		8		2		50		『最終準備書面　責任論―第二分冊』 サイシュウ ジュンビ ショメン セキニン ロン ダイ ニ ブンサツ		スモン静岡弁護団 シズオカ ベンゴダン		1978

		8		2		51		『最終準備書面　責任論―第三分冊』 サイシュウ ジュンビ ショメン セキニン ロン ダイ サン ブンサツ		スモン静岡弁護団 シズオカ ベンゴダン		1978

		8		2		52		『最終準備書面　責任論―第四分冊』 サイシュウ ジュンビ ショメン セキニン ロン ダイ ヨン ブンサツ		スモン静岡弁護団 シズオカ ベンゴダン		1978

		8		2		53		『最終準備書面　責任論―第五分冊』 サイシュウ ジュンビ ショメン セキニン ロン ダイ ゴ ブンサツ		スモン静岡弁護団 シズオカ ベンゴダン		1978

		8		2		54		『最終準備書面　―個別損害論―』 サイシュウ ジュンビ ショメン コベツ ソンガイ ロン		スモン静岡弁護団 シズオカ ベンゴダン		1978

		8		3		58		『最終準備書面（その二　損害各論及び因果関係論）』 サイシュウ ジュンビ ショメン ニ ソンガイ カクロン オヨ インガ カンケイ ロン		原告側弁護士　鈴木寿治郎、他 スズキ コトブキ オサ ロウ ホカ		1979		製本 セイホン

		8		9		264-1		最終準備書面（その一－責任論及び損害総論） サイシュウ ジュンビ ショメン イチ セキニン ロン オヨ ソンガイ ソウロン		原告ら訴訟代理人弁護士　鈴木寿治朗　他二六名 ゲンコク ソショウ ダイリニン ベンゴ シ スズキ コトブキ ジロウ ホカ ロク メイ		1979.9.13		仙台地方裁判所　昭和四八年（ワ）第二六〇号、昭和四九年（ワ）第七一号、昭和五〇年（ワ）第一六七号、昭和五一年（ワ）第六五二号、昭和五一年（ワ）第一一四六号、昭和五二年（ワ）第一八〇号、昭和五二年（ワ）第八四二号　損害賠償請求事件 センダイ チホウ サイバンショ ショウワ ４８ネン ダイ ２６０ ゴウ ９ ７１ ５０ １６７ ５１ ６５２ ５１ １１４６ ５２ １８０ ５２ ８４２ ソンガイ バイショウ セイキュウ ジケン

		8		10		264-2		最終準備書面（その一－責任論及び損害総論） サイシュウ ジュンビ ショメン イチ セキニン ロン オヨ ソンガイ ソウロン		原告ら訴訟代理人弁護士　鈴木寿治朗　外二六名 ゲンコク ソショウ ダイリニン ベンゴ シ スズキ コトブキ ジロウ ガイ ロク メイ		1979.9.13		264-2と同一 ドウイツ

		8		3		59		『損害賠償請求事件判決（静岡スモン訴訟事件）　（全二冊中第一冊分）』 ソンガイ バイショウ セイキュウ ジケン ハンケツ シズオカ ソショウ ジケン ゼン ニサツ チュウ ダイ イッサツ ブン		静岡地方裁判所民事第一部 シズオカ チホウ サイバンショ ミンジ ダイ イチブ		1978		製本 セイホン

		8		3		60		『損害賠償請求事件判決（静岡スモン訴訟事件）　（全二冊中第二冊分）』 ソンガイ バイショウ セイキュウ ジケン ハンケツ シズオカ ソショウ ジケン ゼン ニサツ チュウ ダイ ニ サツ ブン		静岡地方裁判所民事第一部 シズオカ チホウ サイバンショ ミンジ ダイ イチブ		1978

		8		9		247		金沢　井形昭弘証人主尋問 カナザワ イ カタチ アキヒロ ショウニン シュ ジンモン				1974.3.22

		8		9		248		金沢　井形昭弘証人反対尋問 カナザワ イ カタチ アキヒロ ショウニン ハンタイ ジンモン				1974.5.27

		8		3		61		『原告　矢木高志外一五名　被告　国外三名　判決』 ゲンコク ヤギ タカシ ホカ １５ メイ ヒコク クニ ホカ サンメイ ハンケツ		金沢地方裁判所第二部 カナザワ チホウ サイバンショ ダイニブ		1978

		8		4		87		[金沢地方裁判判決コピー] カナザワ チホウ サイバン ハンケツ		金沢地方裁判所第二部 カナザワ チホウ サイバンショ ダイニブ		1978

		8		14		401		北陸スモン訴訟　証人尋問聴取書　証人西部陽子氏　於金沢地方裁判所 ホクリク ソショウ ショウニン ジンモン チョウシュ ショ ショウニン ニシベ ヨウコ シ オ カナザワ チホウ サイバンショ		京都大学ウイルス研究所「SMON問題を考える会」 キョウト ダイガク ケンキュウジョ モンダイ カンガ カイ		1977.10-12

		8		6		184		上申書　資料　仙台和解（ス全協） ジョウシンショ シリョウ センダイ ワカイ ゼン キョウ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1987-1988

		8		5		113		最終準備書面 サイシュウジュンビショメン		原告側弁護士　長谷川純、他		1988.12

		8		5		142		最終準備書面 サイシュウ ジュンビ ショメン		原告側弁護士　長谷川純、他 ゲンコク ガワ ベンゴシ ハセガワ ジュン ホカ		1988

		8		5		143		最終準備書面 サイシュウ ジュンビ ショメン		原告側弁護士　長谷川純、他 ゲンコク ガワ ベンゴシ ハセガワ ジュン ホカ		1988

		8		5		100		証拠説明書（六） ショウコ セツメイショ ロク		被告（田辺製薬株式会社）側弁護士　石川泰三、他 ホカ		1990

		8		5		101		準備書面（H2・2・5付準備書面に対する反論）戊第七五三号証及び訳文意見書、戊個第一四三号証の六～一〇 ジュンビ ショメン ツ ジュンビ ショメン タイ ハンロン ツチノエ ダイ ７５３ ゴウ ショウ オヨ ヤクブン イケンショ ボ コ ダイ １４３ ゴウ ショウ ６ １０		被告（田辺製薬株式会社）側弁護士　石川泰三、他 ホカ		1990

		8		5		147		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同第二一二一号損害賠償請求各控訴事件　判決 ショウワ ５３ ネン ダイ １９８６ ゴウ ドウ ダイ ２１２１ ゴウ ソンガイ バイショウ セイキュウ カク コウソ ジケン ハンケツ		東京高等裁判所 トウキョウ コウトウ サイバン ショ		1990

		8		5		148		平成二年（ネオ）第七三一号　上告理由書 ヘイセイ ニネン ダイ ７３１ ゴウ ジョウコク リユウ ショ		上告人訴訟代理人　弁護士　大津卓滋、他 ジョウコク ニン ソショウ ダイリニン ベンゴシ オオツ タク シゲル ホカ		1990

		8		5		149		平成三年（オ）第九七八号　上告理由補充書 ヘイセイ サンネン ダイ ９７８ ゴウ ジョウコク リユウ ホジュウ ショ		上告人訴訟代理人　弁護士　大津卓滋、他 ジョウコク ニン ソショウ ダイリニン ベンゴシ オオツ タク シゲル ホカ		1991

		8		5		99		[上告理告]補充書 ジョウコク リ コク ホジュウショ		弁護士　土屋耕太郎 ベンゴシ ツチヤ コウタロウ		1992

		8		5		146		最高裁上申書（案）手紙 サイコウサイ ジョウシンショ アン テガミ		赤萩栄一氏、古賀照男氏 アカ ハギ エイイチ シ コガ テルオ シ		不明 フメイ

		8		3		67		[スモン]判決四分冊の一[コピー] ハンケツ ヨン ブンサツ イチ				1971、1973		金色の紐で結ばれていました。 キンイロ ヒモ ムス

		8		3		66		広島スモン判決（要旨） ヒロシマ ハンケツ ヨウシ		広島地方裁判所民事第二部 ヒロシマ チホウ サイバンショ ミンジ ダイニブ		1976		コピー

		8		3		62		上申書 ジョウシンショ		古賀照男 コガ テルオ		1971

		8		5		133		[古賀照男]陳述書 コガ テルオ チンジュツショ		古賀照男氏 コガ テルオ シ		1984

		8		15		429-1		準備書面（一）（二）〔被告国〕 ジュンビ ショメン イチ ニ ヒコク クニ		古賀照男 コガテルオ		1984.10-1985.1

		8		15		429-2		準備書面（四）〔被告国〕 ジュンビ ショメン ヨン ヒコク クニ		古賀照男 コガテルオ		1985.6.24

		8		15		429-3		準備書面（一）（二）〔被告国〕 ジュンビ ショメン イチ ニ ヒコク クニ		古賀照男 コガテルオ		1984.10-1985.1

		8		15		429-4		準備書面（一）（二）（三）〔被告国〕 ジュンビ ショメン イチ ニ サン ヒコク クニ		古賀照男 コガテルオ		1984-10-1985.3

		8		15		429-5		準備書面の入っていた箱 ジュンビ ショメン ハイ ハコ				不明 フメイ

		8		13		360		スモン高裁裁判準備書面（一）（二）（三）への見解[古賀照男宛] コウサイ サイバン ジュンビ ショメン イチ ニ サン ケンカイ アテ		高橋晄正 タカハシ ヒカリ タダ		1985、不明あり フメイ

		8		6		192		確認書（ス全協）[東京高等裁判所和解調書] カクニンショ ゼン キョウ ワカイ チョウショ		東京高等裁判所 トウキョウ コウトウ サイバン ショ		1980

		8		7		209		東京高裁（地34）15部及び法律扶助協会関係も含む トウキョウ コウサイ チ ブ オヨ ホウリツ フジョ キョウカイ カンケイ フク		田辺製薬株式会社代理人、他 タナベ セイヤク カブシキ カイシャ ダイリニン ホカ		1979、1981-1983

		8		9		254-1		甲号証[古賀照男による田辺製薬訴訟] コウ ゴウ ショウ コガ テルオ タナベ セイヤク ソショウ		古賀照男、他 コガ テルオ タ		1989.8		「最終準備書面訂正書」、「証拠申出書、他（雑多）

		8		9		254-2		甲号証[古賀照男による田辺製薬訴訟] コウ ゴウ ショウ コガ テルオ タナベ セイヤク ソショウ				不明 フメイ		内科学の専門書のコピー ナイカ ガク センモンショ

		8		2		47		田辺製薬東京高裁準備書面　３分冊の１ タナベ セイヤク トウキョウ コウサイ ジュンビ ショメン ブンサツ		被告（田辺製薬株式会社）側弁護士　石川泰三、他 ホカ		1979

		8		6		178		準備書面（控訴理由その二―個別論）東京高裁 ジュンビ ショメン コウソ リユウ ニ コベツ ロン トウキョウ コウサイ		田辺製薬株式会社 タナベ セイヤク カブシキ カイシャ		1979

		8		12		326		準備書面[控訴：田辺製薬株式会社、被告：古賀照男] ジュンビ ショメン コウソ ヒコク コガ テルオ				1990.4.9		昭和五三年（ネ）第一九八六号外、損害賠償請求控訴事件 ショウワ ５３ネン ダイ １９８６ ゴウ ソト ソンガイ バイショウ セイキュウ コウソ ジケン

		8		12		337		昭和五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　判決理由目次 ハンケツ リユウ モクジ		東京地方裁判所 トウキョウ チホウ サイバン ショ		1990		pp..166－169を別途のコピー ベット

		8		6		153		私のスモン――最高裁上申書 ワタシ サイコウサイ ジョウシンショ		古賀照男 コガ テルオ		1992

		8		12		352		書証[ドイツ語論文和訳、古賀照男宛] ショショウ ゴ ロンブン ワヤク アテ		赤荻栄一 アカオギ サカエ イチ		1939、1966		丙第27号証（『THE　LANCET』Vol.1）、丙201号証 ヘイ ダイ ゴウ ショウ ヘイ ゴウ ショウ

		8		14		412		[外国語の書証コピー] ガイコクゴ ショショウ				1935、1940、不明あり フメイ

		8		12		327		スモン控訴審報告上申書 コウソシン ホウコク ジョウシンショ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ

		8		13		379		[訴訟]準備書面（五） ソショウ ジュンビ ショメン ゴ		古賀照男訴訟代理人弁護士 コガ テルオ		1985.9.5

		8		13		373		[裁判]陳述書資料（原本） サイバン チンジュツショ シリョウ ゲンポン		古賀照男 コガ テルオ		1984、不明あり フメイ

		8		12		343		損害賠償請求控訴事件の書類送付[古賀照男宛] ソンガイ バイショウ セイキュウ コウソ ジケン ショルイ ソウフ		原告代理人 ゲンコク ダイリニン		1989‐1990		訂正申出書は1989.10.4と1990.3.23の両方が有り、他は1989.10.4付の資料 テイセイ モウシデショ リョウホウ ア タ ヅケ シリョウ

		8		12		344		[書証]目録（地裁）[古賀照男宛] ショショウ モクロク チサイ		東京国際合同法律事務所 トウキョウ コクサイ ゴウドウ ホウリツ ジム ショ		1971‐1978		「戊号証目録」、[２G関係事件の目録]、[併合事件の目録] ボ ゴウ ショウ モクロク カンケイ ジケン モクロク ヘイゴウ ジケン モクロク

		8		12		346		平成3年（オ）第九七八号判決コピー[古賀照男宛] ヘイセイ ネン ダイ ９７８ ゴウ ハンケツ		東京高等裁判所 トウキョウ コウトウ サイバン ショ		1994		戊個第143号証の1、２（各コピーが3部、2部） ボ コ ダイ ゴウ ショウ カク ブ ブ

		8		13		363		[東京高等裁判所提出の書証コピー][古賀照男宛] トウキョウ コウトウ サイバン ショ テイシュツ ショショウ		東京国際合同法律事務所 トウキョウ コクサイ ゴウドウ ホウリツ ジム ショ		1960				要審査 ヨウ シンサ

		8		13		364		東京判決[判例時報コピー] トウキョウ ハンケツ ハンレイ ジホウ				不明 フメイ

		8		14		405		裁判（関係資料）一審 サイバン カンケイ シリョウ イッシン				1970、1971、1981、不明あり フメイ

		8		16		A3-6		甲に第三・四号証 コウ ダイ サン ヨン ゴウ ショウ				1946

		8		16		A3-7		甲に第三・四号証翻訳文 コウ ダイ サン ヨン ゴウ ショウ ホンヤクブン				不明 フメイ

		8		16		A3-21		提示書証目録[スモンウイルス説] テイジ ショショウ モクロク セツ				不明 フメイ

		8		17		A3-72		丙号証の訳文 ヘイ ゴウ ショウ ヤクブン				1972

		8		17		A3-80		[訴訟正本コピー、被告国・日本チバ・武田] ソショウ セイホン ヒコク クニ ニホン タケダ				1978.3.1

		8		17		A3-82		準備書面（第一回） ジュンビ ショメン ダイ イッカイ				不明 フメイ

		8		17		A3-83		準備書面 ジュンビ ショメン		田辺製薬株式会社 タナベ セイヤク カブシキ カイシャ		1973.10.13

		8		17		A3-88		確認書[全国サリドマイド訴訟原告団、厚生大臣、大日本製薬] カクニンショ ゼンコク ソショウ ゲンコク ダン コウセイ ダイジン ダイ ニホン セイヤク				1974.10.13

		8		17		A3-89		第一書面（被告日本チバガイギー株式会社） ダイイチ ショメン ヒコク ニホン カブシキ カイシャ				1973.10.1

		8		18		A3-106		昭和五十二年（モ）第一六一〇号裁判官忌避申立事件 ショウワ ゴジュウニネン ダイ １６１０ ゴウ サイバンカン キヒ モウシタテ ジケン		京都地方裁判所第二民事部 キョウト チホウ サイバンショ ダイニ ミンジ ブ		1977.8.16

		8		18		A3-113		証人調書[ロベルトヘス] ショウニン チョウショ				1974.9.10

		8		18		A3-115		東京地裁ケバリ―（I）調書 トウキョウ チサイ チョウショ				不明 フメイ

		8		19		A3-130		証人調書[水野達夫] ショウニン チョウショ ミズノ タツオ				1975.3.6

		8		11		322		控訴状　武田・チバ・ガイキ社[被控訴人：渋谷照外] コウソ ジョウ タケダ シャ		控訴人：武田薬品工業株式会社 コウソ ニン タケダ ヤクヒン コウギョウ カブシキ カイシャ		1979.4.9		東京高裁昭和五三年（ネ）第二一一九号 トウキョウ コウサイ ショウワ ５３ネン ダイ ２１１９ ゴウ

		8		10		284		準備書面第2 ジュンビ ショメン ダイ				1982、不明あり フメイ		1982年3月14日の会議、原告準備書面（案）一九八二、三、一五、第2回原告準備書面（案）一九八二、四、二五

		8		16		A3-25		昭和50年（ワ）第八九六四号損害賠償請求事件［酸素療法と未熟児網膜症]準備書面 ショウワ ネン ダイ ハチ キュウ ロク ヨン ゴウ ソンガイ バイショウ セイキュウ ジケン サンソ リョウホウ ミジュクジ モウマク ショウ ジュンビ ショメン				1977.7

		8		5				釈明事項[東京高等裁判所] シャクメイ ジコウ トウキョウ コウトウ サイバン ショ				不明 フメイ

		8		13		375		[スモン裁判]準備書面[コピー] サイバン ジュンビ ショメン		控訴人：国訴訟代理人弁護士 コウソ ニン コク ソショウ ダイリニン ベンゴシ		1979.3.31

		シリーズ４：主題別ファイル シュダイ ベツ

								古賀照男インタビュー関係 コガ テルオ カンケイ

		8		4		86		1982年　聞き取り書き[古賀照男インタビュー及び座談会] ネン キ ト カ コガ テルオ オヨ ザダンカイ				1982

		8		5		120		古賀照男氏の講演会内容をテープおこしした資料、他（雑多） コガ テルオ シ コウエンカイ ナイヨウ シリョウ ホカ ザッタ				1992

		8		5		93		[古賀照男講演会・最高裁上申テープ起こし] コガ テルオ コウエンカイ サイコウサイ ジョウシン オ		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1992-1993

		8		9		258		テープ起し名古ヤ[古賀照男聞き取り] オ ナ フル キ ト				不明 フメイ		映画「スモンの証言と今も売られているキノホルム」のチラシ、テープ起こしの原稿、他 エイガ ショウゲン イマ ウ オ ゲンコウ タ

		8		9		243		テープ起し名古屋 オ ナゴヤ		木村敦子 キムラ アツコ		1986

		8		12		325－1		古賀照男氏講演[テープ起こし] コガ テルオシ コウエン オ		木村 キムラ		1984‐1985		古賀氏の5回の講演の内容をテープ起こし コガ シ カイ コウエン ナイヨウ オ

		8		12		325－2		古賀照男氏講演[テープ起こし] コガ テルオシ コウエン オ		木村 キムラ		1984‐1985		古賀氏の7回の講演の内容をテープ起こし コガ シ カイ コウエン ナイヨウ オ

		8		13		376		古賀照男氏講演 コガ テルオ シ コウエン		テープ起こし：木村 オ キムラ		1984.6.19

		8		14		396		[古賀氏講演起こしコピー] コガシ コウエン オ		木村 キムラ		1986.12

		8		14		422		[合宿テープ起こしノート] ガッシュク オ				1981-1982

		8		14		423		[合宿テープ起こしノート] ガッシュク オ				不明 フメイ

		8		12		345		テープ起こし[田辺製薬との交渉] オ タナベ セイヤク コウショウ		近藤信子 コンドウ ノブコ		2000.3.16		コピー3部 ブ

		8		5		124		集会資料[古賀照男訴訟の経過] シュウカイ シリョウ コガ テルオ ソショウ ケイカ				1992

		8		9		241		古賀個人陳述[テープ起こしか] コガ コジン チンジュツ オ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ		ビニル袋一括

		8						スモン訴訟関係 ソショウ カンケイ

		8		5		111		[スモン訴訟に関する資料] ソショウ カン シリョウ				不明 フメイ

		8		3		65		裁判に関する合宿資料（運動） サイバン カン ガッシュク シリョウ ウンドウ		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1977-1978、不明 フメイ

		8		3		68‐1		原告団 ゲンコクダン		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1977-1980

		8		3		68‐2		原告団 ゲンコクダン		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1977-1980

		8		3		68‐3		原告団 ゲンコクダン		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1977-1980

		8		4		72		79,6,30日　スモン訴訟関係資料（本人） ニチ ソショウ カンケイ シリョウ ホンニン		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1971-1973、1975-1976
、1978-1979		古賀氏裁判 コガシ サイバン

		8		6		186‐1		スモン訴訟東京地裁原告団 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1980-1982

		8		6		186‐2		スモン訴訟東京地裁原告団 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1980-1982

		8		16		A3-23		弁護団　原告団[東京地裁] ベンゴダン ゲンコクダン トウキョウ チサイ				1974

		8		7		206‐1		弁ゴ団会ギ　東京高裁 ベン ダン カイ トウキョウ コウサイ		日本医学会総会追求実行委員会、他 ニホン イガク カイ ソウカイ ツイキュウ ジッコウ イインカイ ホカ		1981-1983

		8		7		206‐2		弁ゴ団会ギ　東京高裁 ベン ダン カイ トウキョウ コウサイ		亀山正邦、他 カメヤマ マサ クニ ホカ		1971、1974、1982

		8		7		206‐3		弁ゴ団会ギ　東京高裁 ベン ダン カイ トウキョウ コウサイ				不明 フメイ

		8		5		119		[東京国際合同法律事務所資料] トウキョウ コクサイ ゴウドウ ホウリツ ジム ショ シリョウ		原告側弁護士、他 ゲンコク ガワ ベンゴシ ホカ		1989

		8		14		420		弁ゴ団=支援と準備書面（一）（二）（三）勉強会資料 ベン ダン シエン ジュンビ ショメン イッ ニ サン ベンキョウ カイ シリョウ				不明 フメイ

		8		18		A3-111		弁護団[東京地裁のビラ・機関紙] ベンゴダン トウキョウ チサイ キカンシ				1973-1975		古賀照男宛書簡あり コガ テルオ アテ ショカン				制限 セイゲン

		8		4		83		[薬害スモンに関する諸資料] ヤクガイ カン ショ シリョウ		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1979-1980

		8		17		A3-50-1		（ス全協）原告団 ゼン キョウ ゲンコクダン				1974-1975						制限 セイゲン

		8		17		A3-50-2		（ス全協）原告団[スモンの会原告団] ゼン キョウ ゲンコクダン カイ ゲンコクダン				不明 フメイ

		8		17		A3-50-3		（ス全協）原告団 ゼン キョウ ゲンコクダン				1973-不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-41		（ス全協）原告団[メモ、チラシ、機関紙] ゼン キョウ ゲンコクダン キカンシ				1973				要審査 ヨウシンサ

		8		7		213‐1		原告団 ゲンコクダン		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1974-1975、1977-1978

		8		7		213‐2		原告団 ゲンコクダン		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1975、1977-1978

		8		9		233		原告団合宿報告　公判お知らせ　其の他 ゲンコクダン ガッシュク ホウコク コウハン シ ソ タ		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1975		ビニル袋一括,東京地裁 トウキョウ チサイ		要審査 ヨウシンサ

		8		9		235		スモン訴訟ニュース ソショウ		スモン訴訟東京地裁原告団事務所 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ジム ショ		1974-1975		ビニル袋一括

		8		14		399		[原告団会議議事録コピー] ゲンコクダン カイギ ギジロク				不明 フメイ

		8		9		240		弁護団、原告者、会員名簿 ベンゴダン ゲンコク シャ カイイン メイボ				1971-1972		ビニル袋一括		要審査 ヨウシンサ

		8		9		242		武田薬品静岡営業所との確認書 タケダ ヤクヒン シズオカ エイギョウショ カクニンショ		武田薬品工業株式会社、他 タケダ ヤクヒン コウギョウ カブシキ カイシャ ホカ		1976-1977		ビニル袋一括

		8		6		159		医師要請書〔最高裁上告に向けての署名願い〕 イシ ヨウセイショ サイコウサイ ジョウコク ム ショメイ ネガ		川崎幸病院　杉山孝博、他 カワサキ サイワイ ビョウイン スギヤマ タカシ ヒロ ホカ		1992.7

		8		14		406		山本宏[スモン訴訟東京弁護団関連] ヤマモト ヒロシ ソショウ トウキョウ ベンゴダン カンレン				1980

		8						スモン訴訟の確定判決を求める会関係 カンケイ

		8		6		190‐1		[スモン訴訟の確定判決を]求める会資料 モト カイ シリョウ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1979、1981、1989

		8		6		190‐2		[スモン訴訟の確定判決を]求める会資料 モト カイ シリョウ		神奈川県情報公開準備委員会、他 カナガワケン ジョウホウ コウカイ ジュンビ イインカイ ホカ		1979、1981

		8		13		374		[スモン訴訟の確定判決を求める会会報、朝ビラ] アサ		古賀照男 コガ テルオ		1982-1985

		8		5		121		[スモン訴訟の確定判決を求める会資料] ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ シリョウ				1993		署名依頼文は2枚だが、いずれも途中から。 ショメイ イライブン マイ トチュウ

		8		5		127		[スモン訴訟の確定判決を求める会資料] ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ シリョウ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1993

		8		5		136		『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース』  No,16～No,17、No,31～No,32 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1987、1990-1991

		8		8		228		スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース　No.44 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイハンケツ モト カイ		1994.12		ビニル袋一括　 フクロ イッカツ

		8		9		259-1		[スモン訴訟の確定判決を求める会]会報　[No.4-6、8-10号、15、31、34-36] ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ カイホウ				1983-1991		スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース第31号、34号、35号

		8		9		259-2		[スモン訴訟の確定判決を求める会]会報　[No.4-6、8-10号、15、31、34-36] ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ カイホウ				1983-1991		スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース第4号～6号、8号～10号、15号、34号、36号 ゴウ ゴウ ゴウ ゴウ

		8		12		330		合宿報告[スモン訴訟の確定判決を求める会] ガッシュク ホウコク		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1980

		8		12		355		『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース』四十六、四十九、五十一号 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ヨンジュウロク ４９ ５１ ゴウ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイハンケツ モト カイ		1995-1998

		8		13		382		スモン訴訟の確定判決を求める会決意表明、要望書署名、ビラ ケツイ ヒョウメイ ヨウボウショ ショメイ				1985

		8		5		150		[スモン訴訟の確定判決を求める会資料] ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ シリョウ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1991

		8		5		109		『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース』  No,23、No,24、No,26～No,29 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイハンケツ モト カイ		1989-1990		No,23は二冊 ニサツ

		8		9		245		求める会　 モト カイ		古賀照男、高橋晄正 コガ テルオ タカハシ セイ		1978.8.17、1982.12.10		ビラ（映画）；控訴状；井上（ウ）に関する見解（1）田辺3分冊のみ（2）メルニック、井上らの論文（ランセット　一九八二年四月）

								スモン支援団体 シエン ダンタイ

		8		4		89		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1974-1975、1980

		8		6		169‐1		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		神奈川スモンの会横浜分会、他 カナガワ カイ ヨコハマ ブンカイ ホカ		1977-1978、1992

		8		6		169‐2		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		神奈川スモンの会 東京地裁原告団事務局、他 カナガワ カイ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ジムキョク ホカ		1978、1981

		8		6		174‐1		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		全国スモンの会　神奈川県支部、他 ゼンコク カイ カナガワ ケン シブ タ		1970-1972

		8		6		174‐2		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		全国スモンの会　神奈川県支部、他 ゼンコク カイ カナガワ ケン シブ タ		1971-1973

		8		6		194‐1		神奈川スモンの会　横浜分会　資料 カナガワ カイ ヨコハマ ブンカイ シリョウ		横浜市長　細郷道一、他 ヨコハマシ チョウ ホソ ゴウ ミチ イチ ホカ		1980-1982、1985、1987-1988

		8		6		194‐2		神奈川スモンの会　横浜分会　資料 カナガワ カイ ヨコハマ ブンカイ シリョウ		横浜市長　細郷道一、他 ヨコハマシ チョウ ホソ ゴウ ミチ イチ ホカ		1982、1986-1988、1990-1991、1993

		8		6		198‐1		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1980-1982

		8		6		198‐2		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会、他 ケンミン マモ キョウドウ コウドウ イインカイ ホカ		1980-1982

		8		7		207		神奈川スモンの会　友好団体　労働 カナガワ カイ ユウコウ ダン タイ ロウドウ		宮城消費者連盟ニュース、他 ミヤギ ショウヒシャ レンメイ ホカ		1978-1979、1982

		8		9		232‐1		分会報（神奈川スモンの会） ブン カイホウ カナガワ カイ		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1973-1976		ビニル袋一括		要審査 ヨウシンサ

		8		9		232‐2		分会報（神奈川スモンの会） ブン カイホウ カナガワ カイ		柳原秀一、他 ヤナギハラ シュウイチ ホカ		1973		ビニル袋一括、古賀照男宛書簡あり コガ テルオ アテ ショカン				制限 セイゲン

		8		9		238		病状記録 ビョウジョウ キロク		神奈川スモンの会横浜分会 カナガワ カイ ヨコハマ ブンカイ		1974		ビニル袋一括		要審査 ヨウシンサ

		8		13		369		[神奈川スモンの会]会員名簿　1987.8.19修正 カナガワ カイ カイイン メイボ シュウセイ				1987.8

		8		13		387		神奈川スモンの会資料 カナガワ カイ シリョウ				1974-1978

		8		13		388		神奈川スモンの会資料 カナガワ カイ シリョウ				1974-1979						制限 セイゲン

		8		17		A3-44		[神奈川スモンの会]会報其の他 カナガワ カイ カイホウ ソ タ				1972-1973

		8		12		339‐1		[神奈川スモンの会活動、映画鑑賞など] カナガワ カイ カツドウ エイガ カンショウ				1981、1992		書簡あり ショカン				制限 セイゲン

		8		12		339‐2		[原発、医療、薬害などの関連の新聞記事] ゲンパツ イリョウ ヤクガイ カンレン シンブン キジ				1982、1985‐1986

		8		12		339‐3		[新生児期の血液製剤投与に関する論文コピー] シンセイジ キ ケツエキ セイザイ トウヨ カン ロンブン				1985、1994		「新生児期の血液製剤投与が原因と考えられる非血友病HIV感染症の1例」、「THE AIDS KNOWLEDGE BASE」、

		8		4		85		KSK 神奈川スモン　No.5、No.7-No.8 カナガワ		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		1978-1979

		8		9		234		50年　11：22　全国キ[ノホルム]支援決起集会（日本看護協会にて　23日住民広場） ネン ゼンコク シエン ケッキ シュウカイ ニホン カンゴ キョウカイ ニチ ジュウミン ヒロバ		宮城県スモン患者同盟、他 ミヤギケン カンジャ ドウメイ ホカ		1975		ビニル袋一括

		8		9		255		「スモンの証言」パンフ（PR）（和光大自主講座）、大阪市大自主講座共に講師高橋晄正氏；地球号の危機ニュースレター ショウゲン ワコウ ダイ ジシュ コウザ オオサカ シ ダイ ジシュ コウザ トモ コウシ タカハシ アキラ セイ シ チキュウ ゴウ キキ				1981-1985		映画「スモンの証言」のチラシ、「地球号の危機ニュースレター」58～60（1985.4～6）、『'79活動報告』、自主講座の冊子、チラシや機関紙 エイガ カツドウ ホウコク ジシュ コウザ サッシ キカンシ

		8		4		90		宮城県資料[宮城県スモン患者と共に斗ふ会] ミヤギケン シリョウ ミヤギケン カンジャ トモ ト カイ		スモン患者と共に叫ぶ会、他 カンジャ トモ サケ カイ ホカ		1978-1980

		8		4		91		井上幸重追求実行委（京大）（岡大医学部） イノウエ ユキ オモ ツイキュウ ジッコウ イ キョウダイ オカ ダイイガク ブ		スモンウイルス説井上幸重追求実行委員会、他 セツ イノウエ ユキ シゲ ツイキュウ ジッコウ イインカイ ホカ		1977、1979

		8		5		98		映画『スモンの証言と今も売られているキノホルム』上映会 エイガ ショウゲン イマ ウ ジョウエイカイ		京大医学部新聞会 キョウダイ イガク ブ シンブン カイ		不明 フメイ

		8		16		A3-8		第2回九州医学系ゼミナールキノホルムによるスモン資料[ホッチキス綴じ] ダイ カイ キュウシュウ イガク ケイ シリョウ ト				不明 フメイ

		8		18		A3-92		北陸スモン訴訟　証人尋問聴取書　証人西部陽子氏 ホクリク ソショウ ショウニン ジンモン チョウシュ ショ ショウニン ニシベ ヨウコシ		京都大学ウイルス研究所「SMON問題を考える会」 キョウト ダイガク ケンキュウ ジョ モンダイ カンガ カイ		1977.10.24、12.16

		8		9		236‐1		国と企業　抗ギ文、要求、ビラ クニ キギョウ コウ ブン ヨウキュウ		厚生省抗議行動委員会、他 コウセイショウ コウギ コウドウ イインカイ ホカ		1976		ビニル袋一括

		8		9		236‐2		国と企業　抗ギ文、要求、ビラ クニ キギョウ コウ ブン ヨウキュウ		静岡スモン患者を助けるグループ、他 シズオカ カンジャ タス ホカ		1973、1976		ビニル袋一括

		8		4		69		静岡[スモン患者を助けるグループ]資料  シズオカ シリョウ		静岡スモン患者を助けるグループ、他 シズオカ カンジャ タス ホカ		1979-1980		機関紙 キカンシ

		8		4		71		静岡県資料[静岡スモン患者を助けるグループ] シズオカケン シリョウ		静岡スモン患者を助けるグループ、他 シズオカ カンジャ タス ホカ		1976、1979		機関紙 キカンシ

		8		3		63		[東北大鳥飼内科生体実験告発-スモン研-宮城] トウホクダイ トリ カ ナイカ セイタイ ジッケン コクハツ ケン ミヤギ		仙台スモン研究会 センダイ ケンキュウカイ		1979-1980

		8		9		256		基調[スモン控訴審判決反対集会、古賀照男宛] キチョウ コウソ シン ハンケツ ハンタイ シュウカイ アテ		近藤信子 コンドウ ノブコ		1990.12.15		基調（スモン訴訟の確定判決を求める会☆関西支援グループ）、「血友病患者のHIV感染は薬害である！」（HIV薬害訴訟を考える会） キチョウ ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ カンサイ シエン ケツユウビョウ カンジャ カンセン ヤクガイ ヤクガイ ソショウ カンガ カイ

		8		17		A3-49		支援[仙台スモン研など] シエン センダイ ケン				1975		書簡あり ショ				制限 セイゲン

		8		6		188‐1		スモンの会　各会資料[機関紙等] カイ カクカイ シリョウ キカンシ ナド		薬害を告発する被害者と市民の会、他 ヤクガイ コクハツ ヒガイシャ シミン カイ ホカ		1976-1978、1981

		8		6		188‐2		スモンの会　各会資料[機関紙等] カイ カクカイ シリョウ キカンシ ナド		大分県スモンの会、他 オオイタケン カイ ホカ		1955、1976-1978、1981-1982

		8		7		212		スモンの会全国連絡協ギ会 カイ ゼンコク レンラク キョウ カイ		スモンの会全国連絡協ギ会 カイ ゼンコク レンラク キョウ カイ		1981-1982

		8		9		231		[各地スモンの会活動、田口武恒宛] カクチ カイ カツドウ アテ		松村雄 マツムラ ユウ		1975		ビニル袋一括、茶封筒の中に入っていた チャブウトウ ナカ ハイ

		8		13		384		[各地スモンの会機関紙、ビラ等] カクチ カイ キカンシ ナド				1971-1974

		8		17		A3-45		[スモンの会]各会団体の会報資料 カイ カクカイ ダンタイ カイホウ シリョウ				1972-1973

		8		9		244-1		単産要望一七通　ス連協 タンサン ヨウボウ １７ ツウ レン キョウ		愛知スモンの会、スモン連絡協議会 アイチ カイ レンラク キョウギカイ		1976-1977		希望ミニニュースNo.21、No.25～No.26、No.28～No.30、No.32/ス連協ニュース第6号、第8号 キボウ レン キョウ ダイ ゴウ ダイ ゴウ

		8		9		244-2		単産要望一七通　ス連協 タンサン ヨウボウ １７ ツウ レン キョウ		神奈川県地方労働組合評議会議長　諸星充司/神奈川スモンの会　会長松村雄　 カナガワケン チホウ ロウドウクミアイ ヒョウギカイ ギチョウ モロボシ ジュウ ツカサド カナガワ カイ カイチョウ マツムラ ユウ		1977.12.12、197712.16		要望書は2通ある ヨウボウショ ツウ

		8		18		A3-117		スモンの会他県資料 カイ タ ケン シリョウ				1973-1975		古賀照男宛書簡あり コガ テルオ アテ ショカン				制限 セイゲン

		8		18		A3-118		スモンの会全国連絡協議会[議事録など事務局資料] カイ ゼンコク レンラク キョウギ カイ ギジロク ジムキョク シリョウ				1975

		8		18		A3-119-1		会報[神奈川スモンの会など] カイホウ カナガワ カイ				1974		古賀照男宛書簡あり コガ テルオ アテ ショカン				制限 セイゲン

		8		18		A3-119-2		会報[神奈川スモンの会など] カイホウ カナガワ カイ				1974-1975

		8						スモン一般 イッパン

		8		16		A3-24-1		雑[スモン、その他薬害] ザツ タ ヤクガイ				不明 フメイ		24はすべてビニル袋一括、古賀資料 ブクロ イッカツ コガ シリョウ

		8		16		A3-24-2		雑[スモン、機関紙] ザツ キカンシ				1975

		8		16		A3-24-3		雑[スモン、医療] ザツ イリョウ				1976

		8		16		A3-24-4		雑[スモン各支部] ザツ カク シブ				1975-1976

		8		16		A3-24-5-1		[医療問題、スモン・サリドマイド、チラシ] イリョウ モンダイ				1976

		8		16		A3-24-5-2		[医療、薬害問題、チラシ] イリョウ ヤクガイ モンダイ				1976

		8		16		A3-24-6		[薬害チラシ・機関紙] ヤクガイ キカンシ				1976

		8		16		A3-24-7		[薬害被害者団体・支援者団体チラシ・議事録] ヤクガイ ヒガイシャ ダンタイ シエンシャ ダンタイ ギジロク				1976

		8		16		A3-24-8		[薬害被害者団体・支援者団体チラシ・議事録] ヤクガイ ヒガイシャ ダンタイ シエンシャ ダンタイ ギジロク				不明 フメイ

		8		16		A3-24-9		キ剤関係資料 ザイ カンケイ シリョウ				不明 フメイ

		8		16		A3-24-10		原告ニュース ゲンコク				1976

		8		16		A3-24-11		キ支援[チラシ] シエン				1973-1975

		8		16		A3-24-12		[水俣病とカナダインディアン] ミナマタビョウ				1975

		8		7		215‐1		資料〔スモン被害者団体・原告団関係〕 シリョウ ヒガイシャ ダンタイ ゲンコクダン カンケイ		東京スモンの会、他 トウキョウ カイ ホカ		1976、1982		スモン訴訟、医療公害裁判 ソショウ イリョウ コウガイ サイバン

		8		7		215‐2		資料〔スモン被害者団体・原告団関係〕 シリョウ ヒガイシャ ダンタイ ゲンコクダン カンケイ		スモン訴訟東京地裁原告団、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ホカ		1972-1974、1976-1978、1981		スモン訴訟、医療公害裁判 ソショウ イリョウ コウガイ サイバン

		8		10		282		[スモン被害者団体・原告団関係] ヒガイシャ ダンタイ ゲンコクダン カンケイ				1971、1979、不明あり フメイ		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同第二〇九九号、同第二一〇七号、同第二一一四号乃至第二一二一号　各損害賠償請求控訴事件　準備書面（一）　控訴人（第一審被告）国、他 ショウワ ５３ネン ダイ １９８６ ゴウ ドウ ダイ ２０９９ ゴウ ドウ ダイ ２１０７ ゴウ ドウ ダイ ２１１４ ゴウ ナイシ ダイ ２１２１ ゴウ カク ソンガイ バイショウ セイキュウ コウソ ジケン ジュンビ ショメン １ コウソ ニン ダイ １ シン ヒコク コク タ		要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-51-1		[スモン関係諸記録] カンケイ ショ キロク				1975-1976

		8		17		A3-51-2		[スモン関係諸記録] カンケイ ショ キロク				1976		書簡あり ショ				制限 セイゲン

		8		18		A3-108		[スモンも含め薬害を取り扱った諸機関紙] フク ヤクガイ ト アツカ ショ キカンシ				1974-1976

		8		18		A3-109		地方会報（支援の報告） チホウ カイホウ シエン ホウコク				1973-1975		古賀照男宛書簡あり コガ テルオ アテ ショカン				制限 セイゲン

		8		17		A3-59		[田辺・武田製品不買のステッカー] タナベ タケダ セイヒン フバイ				不明 フメイ

		8		17		A3-62		ノーモア・スモン全面解決は風船にのって ゼンメン カイケツ フウセン		スモン東京原告団（東京・千葉） トウキョウ ゲンコクダン トウキョウ チバ		1980.2

		8		17		A3-66		スモンシンポジウム講演要旨集 コウエン ヨウ シ シュウ		スモン・シンポジウム実行委員会 ジッコウ イインカイ		1975.3.29-30

		8		17		A3-81		スモンとキノホルムの因果関係　第11回公判における祖父江証言 インガ カンケイ ダイ カイ コウハン ソフ エ ショウゲン		大阪スモン患者を支援する会 オオサカ カンジャ シエン カイ		不明 フメイ

		8		14		403		[キノホルム・スモンに関する医学論文及び東京高裁準備書面に関する書類] カン イガク ロンブン オヨ トウキョウ カントウ コウサイ ジュンビ ショメン カン ショルイ				1983

		8		14		404		[スモンその他薬害事件の年表] タ ヤクガイ ジケン ネンピョウ				1983

		8		18		A3-116		スモン調査研協　疫学 チョウサ ケン キョウ エキガク				1970-1972

		8		19		A3-121		[弁護団、全国スモンの会など諸資料] ベンゴダン ゼンコク カイ ショ シリョウ				1973-1976

		8		19		A3-122		[スモン、薬害、環境問題諸資料] ヤクガイ カンキョウ モンダイ ショ シリョウ				1973-1974

		8		19		A3-123		訴訟ニュース[機関紙]、原告団規約 ソショウ キカンシ ゲンコクダン キヤク				1972-1973、不明あり フメイ

		8		19		A3-126-1		ス全協（関ブロ）各支援 ゼン キョウ セキ カク シエン				1973-1974

		8		19		A3-126-2		ス全協（関ブロ）各支援 ゼン キョウ セキ カク シエン				1974

		8		4		78		薬害スモンに関する資料、他（雑多）[古賀照男宛] ヤクガイ カン シリョウ ホカ ザッタ アテ		東京スモンの会事務局 トウキョウ カイ ジムキョク		1981

		8		5		123		要請書[スモン訴訟判決に対する医師の疑義] ヨウセイショ ソショウ ハンケツ タイ イシ ギギ		小笠原有美 オガサワラ ア ウツク		1993

		8		2		39		[県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会と神奈川県庁交渉　スモン患者問題含む] ケンミン マモ キョウドウ コウドウ イインカイ カナガワ ケンチョウ コウショウ カンジャ モンダイ フク				1979

		8		2		40		スモンの会全国連絡協議会情報 カイ ゼンコク レンラク キョウギ カイ ジョウホウ				1980

		8		5		131		[スモン患者臨床検査ファイル] カンジャ リンショウ ケンサ				不明 フメイ

		8		6		171		[スモン関係書籍の目次コピー] カンケイ ショセキ モクジ				不明 フメイ

		8		6		172		[スモン関係書籍の目次コピー] カンケイ ショセキ モクジ				不明 フメイ		171と同じもの。 オナ

		8		6		187‐1		スモン文献資料 ブンケン シリョウ		井形昭弘、他 イ カタチ アキラ ヒロ ホカ		1982				要審査 ヨウシンサ

		8		6		187‐2		スモン文献資料 ブンケン シリョウ				1982

		8						医療問題一般 イリョウ モンダイ イッパン

		8		4		88		日本の医療を告発するすべての人々のつどひ ニホン イリョウ コクハツ ヒトビト				1980

		8		5		110		『脳死と患者の権利』（『Brain Death and Patient Rights』）/「釈明事項」 ノウシ カンジャ ケンリ シャクメイ ジコウ		東大PRC（患者の権利検討会）企画委員会、他 トウダイ カンジャ ケンリ ケントウカイ キカク イインカイ ホカ		1986

		8		5		117		[大衆薬の安全性について機関紙] タイシュウ ヤク アンゼンセイ キカンシ		薬を監視する国民運動の会代表、他 クスリ カンシ コクミン ウンドウ カイ ダイヒョウ ホカ		1989

		8		6		197		日本の医療を告発するすべての人々の集ひ ニホン イリョウ コクハツ ヒトビト ツド		日本医学会総会追求実行委員会反医学会総会実行委員会、他 ニホン イガク カイ ソウカイ ツイキュウ ジッコウ イインカイ ハン イガク カイ ソウカイ ジッコウ イインカイ ホカ		1982

		8		6		203		都立墨東病院医療被害者住民の会 トリツ スミ ヒガシ ビョウイン イリョウ ヒガイシャ ジュウミン カイ		都立墨東病院医療被害者住民の会、他 ホカ		1980-1983

		8		7		214		医・薬害関係資料（論文も） イ ヤクガイ カンケイ シリョウ ロンブン		Deborah Begel、他 ホカ		1989

		8		14		407		[日本医事新報論文、判例時報コピー] ニホン イジ シンポウ ロンブン ハンレイ ジホウ				1983、不明あり フメイ		407-409のファイルは同一系統か？ ドウイツ ケイトウ

		8		14		408		論文「実験的亜急性脊椎視神経症」コピー ロンブン ジッケンテキ ア キュウセイ セキツイ シシンケイ ショウ		九州大学医学部神経学教室神経病理部門、岡山大学医学部神経精神病学部門 キュウシュウ ダイガク イガク ブ シンケイ ガク キョウシツ シンケイ ビョウリ ブモン オカヤマ ダイガク イガク ブ シンケイ セイシンビョウ ガク ブ モン		不明 フメイ		407-409のファイルは同一系統か？ ドウイツ ケイトウ

		8		14		409		[医学法学文献コピーとリスト] イガク ホウガク ブンケン				不明 フメイ		407-409のファイルは同一系統か？ ドウイツ ケイトウ

		8		14		411		[医療過誤事件に関するメモ、ビラ] イリョウ カゴ ジケン カン				1983-1984

		8		16		A3-29		[医療訴訟棄却（判決）] イリョウ ソショウ キキャク ハンケツ				不明 フメイ

		8		16		A3-39		医の心を問う イ ココロ ト		高橋診療所所長　新田誠 タカハシ シンリョウ ショ ショチョウ ニッタ マコト		1983.9

		8		18		A3-114		[医学原論コピー、チラシ] イガク ゲンロン				不明 フメイ

		8		6		170‐1		富士見産婦人科病院被害者同盟[機関紙] フジミ サンフジンカ ビョウイン ヒガイシャ ドウメイ キカンシ		富士見産婦人科病院被害者同盟 フジミ サンフジンカ ビョウイン ヒガイシャ ドウメイ		1981-1982

		8		6		170‐2		富士見産婦人科病院被害者同盟[機関紙] フジミ サンフジンカ ビョウイン ヒガイシャ ドウメイ キカンシ		富士見産婦人科病院被害者同盟 フジミ サンフジンカ ビョウイン ヒガイシャ ドウメイ		1981-1983

		8		16		A3-36		機関誌[放漫診療を訴える] キカンシ ホウマン シンリョウ ウッタ				1982.8.20

		8		6		195		武田薬品藤沢工場　スライド[薬害問題一般について] タケダ ヤクヒン フジサワ コウジョウ ヤクガイ モンダイ イッパン				不明 フメイ

		8		6		176		関東ブロック会ギ（薬害共斗） カントウ カイ ヤクガイ キョウ ト		神奈川県薬害を告発する被害者と市民の会、他 カナガワケン ヤクガイ コクハツ ヒガイシャ シミン カイ ホカ		1977-1978		スモン

		8		6		189		薬害共斗 ヤクガイ キョウ ト		薬害を告発する被害者と市民の会、他 ヤクガイ コクハツ ヒガイシャ シミン カイ ホカ		1981-1982		薬害共斗という雑誌関係 ザッシ カンケイ

		8		17		A3-42-1		薬害共斗 ヤクガイ キョウ ト				1975

		8		17		A3-42-2		薬害共斗 ヤクガイ キョウ ト				1973-1974

		8		19		A3-127-1		薬害共斗（医療告発） ヤクガイ キョウ ト イリョウ コクハツ				1973-1974

		8		19		A3-127-2		薬害共斗（医療告発） ヤクガイ キョウ ト イリョウ コクハツ				1973-1974

		8		19		A3-127-3		薬害共斗（医療告発） ヤクガイ キョウ ト イリョウ コクハツ				1973-1974

		8		19		A3-127-4		薬害共斗（医療告発） ヤクガイ キョウ ト イリョウ コクハツ				1973-1974

		8		9		229-1		薬害展（資料） ヤクガイ テン シリョウ		薬害展実行委員会、他 ヤクガイ テン ジッコウ イインカイ ホカ		1975		ビニル袋一括

		8		9		229-2		薬害展（資料） ヤクガイ テン シリョウ		薬害展実行委員会、他 ヤクガイ テン ジッコウ イインカイ ホカ		1975		ビニル袋一括

		8		9		237-1		薬害展（神奈川共斗） ヤクガイ テン カナガワ キョウ ト		厚生省薬局務　日本薬剤師会 コウセイショウ ヤッキョク ム ニホン ヤクザイシ カイ		1975		ビニル袋一括

		8		9		237-2		薬害展（神奈川共斗） ヤクガイ テン カナガワ キョウ ト		薬害展実行委員会、他 ヤクガイ テン ジッコウ イインカイ ホカ		1975-1976		ビニル袋一括

		8		9		230		難病患者（児）生活実態　調査研究委員会　報告書 ナンビョウ カンジャ ジ セイカツ ジッタイ チョウサ ケンキュウ イインカイ ホウコクショ		社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 シャカイ フクシ ホウジン ヨコハマシ シャカイ フクシ キョウギカイ		1976		ビニル袋一括		要審査 ヨウシンサ

		8		9		239-1		[県民のいのちと暮らしを守る共同行動委員会活動資料] ケンミン ク マモ キョウドウ コウドウ イインカイ カツドウ シリョウ		県民のいのちと暮らしを守る共同行動委員会、他 ケンミン ク マモ キョウドウ コウドウ イインカイ ホカ		1975		ビニル袋一括

		8		9		239-2		[県民のいのちと暮らしを守る共同行動委員会活動資料] ケンミン ク マモ キョウドウ コウドウ イインカイ カツドウ シリョウ		県民のいのちと暮らしを守る共同行動委員会、他 ケンミン ク マモ キョウドウ コウドウ イインカイ ホカ		1975		ビニル袋一括

		8		5		103		[薬害エイズ関連機関紙等] ヤクガイ カンレン キカンシ ナド				1996

		8		10		280		[薬害エイズ関係、雑誌コピー、パンフレットなど] ヤクガイ カンケイ ザッシ				1994-1997

		8		11		291		HIV資料[田口武常宛] シリョウ アテ		エイズと人権を考える会　鈴木宗厳 ジンケン カンガ カイ スズキ ムネ キビ		1987-1989		エイズと人権を考える会ニュース1～9号 ジンケン カンガ カイ ゴウ

		8		12		353		雑[HIV、朝日新聞とスモン、機関紙] ザツ アサヒ シンブン キカンシ		谷崎、血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染者調査小委員会、多 タニザキ ケツエキ ギョウコ インシ セイザイ ヒ ケツユウビョウ カンセンシャ チョウサ ショウイインカイ タ		1994-1995		新聞記事、『スモン訴訟に確定判決を求める会』ニュース第44号、『く～ちぃ～』 シンブン キジ ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ダイ ゴウ

		8		13		365		[HIVなど薬害関係] ヤクガイ カンケイ				1995-1996

		8		13		386		薬害を告発する被害者と市民の会[各団体機関紙ビラ] ヤクガイ コクハツ ヒガイシャ シミン カイ カク ダンタイ キカンシ				1977-1981

		8		13		389		クロロキン会報 カイホウ				1981.9.30

		8		17		A3-40-1		薬害 ヤクガイ				1974-1975

		8		17		A3-40-2		薬害[クロロキン金子マスさん資料（パンフ原稿）] ヤクガイ カネコ シリョウ ゲンコウ				1974-1975

		8		17		A3-40-3		薬害[クロロキン等] ヤクガイ ナド				1974-1975

		8		17		A3-43		第14回全国医学生ゼミナール ダイ カイ ゼンコク イガクセイ				1975.11.2-3

		8		17		A3-48		AF2[フリルフラマイド]関係 カンケイ				1972-1974		書簡あり ショ				制限 セイゲン

		8		17		A3-68		森永砒素ミルク中毒被害者被爆二世　故藤原芳雄手記 モリナガ ヒソ チュウドク ヒガイシャ ヒバク ニセイ コ フジワラ ヨシオ シュキ		静岡森永告発　静大森永糾弾 シズオカ モリナガ コクハツ シズダイ モリナガ キュウダン		1974.10.20

		8		17		A3-76		[森永不買のビラ] モリナガ フバイ				不明 フメイ

								公害一般 コウガイ イッパン

		8		6		202		東京・水俣病を告発する会資料 トウキョウ ミナマタビョウ コクハツ カイ シリョウ		名古屋水俣病を告発する会、他 ナゴヤ ミナマタビョウ コクハツ カイ ホカ		1977、1981、1983

		8		19		A3-132		水俣（告発パンフ） ミナマタ コクハツ				1974-1975

		8		11		320		高橋晄正氏（国会証言） タカハシ ヒカリ セイ シ コッカイ ショウゲン				1970‐1971		第六十三回国会の記録 キロク

		8		5		105		[厚生省交渉観戦記] コウセイショウ コウショウ カンセン キ				不明 フメイ

		8		19		A3-124-1		住民運動[機関紙など] ジュウミン ウンドウ キカンシ				1974-1975		古賀照男宛書簡あり コガ テルオ アテ ショカン				制限 セイゲン

		8		19		A3-124-2		住民運動[雑誌] ジュウミン ウンドウ ザッシ				1973-1975

		8		2		37		機関誌[全国住民闘争連帯総決起会集会、「変革をめざして」、古賀照男宛] キカンシ ゼンコク ジュウミン トウソウ レンタイ ソウ ケッキ カイ シュウカイ ヘンカク アテ		全国住民闘争連帯総決起会集会、他 ホカ		1979-1980

		8		4		76		公害弁連（全国資料） コウガイ ベン レン ゼンコク シリョウ		全国公害弁護団、他 ゼンコク コウガイ ベンゴダン ホカ		1971、1978、1979

		8		7		205‐1		神奈川県合成洗剤追放連絡会資料 カナガワケン ゴウセイ センザイ ツイホウ レンラクカイ シリョウ		神奈川県合成洗剤追放連絡会、他 ホカ		1987、1981-1982

		8		7		205‐2		神奈川県合成洗剤追放連絡会資料 カナガワケン ゴウセイ センザイ ツイホウ レンラクカイ シリョウ		神奈川県合成洗剤追放連絡会、他 ホカ		1966、1974、1981-1983

		8		8		223		「く～ちぃ～」、他（雑多） ホカ ザッタ		谷崎和男、他 タニザキ カズオ ホカ		1995、1999		ビニル袋一括　 フクロ イッカツ

		8						その他 タ				不明 フメイ

		8		13		391		16mm[フィルム、映像関係雑誌] エイゾウ カンケイ ザッシ				1982-1983、不明あり フメイ

		8		5		104		「元　東北大学理学部教授松本彦七郎氏の処分に関する資料写しの遺族への交付申し入れ」についての再度の申し入れ モト トウホク ダイガク リガクブ キョウジュ マツモト ビコ ナナ ロウ シ ショブン カン シリョウ ウツ イゾク コウフ モウ イ サイド モウ イ		松本子良 マツモト コ ヨ		1990

		8		5		145		小森さん作成名簿[雑誌発送用、古賀照男宛] コモリ サクセイ メイボ ザッシ ハッソウ ヨウ アテ				1986				要審査 ヨウシンサ

		8		13		368		名簿資料[古賀照男宛] メイボ シリョウ アテ				1986、不明あり フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		5		122		日本国憲法コピー ニホン コク ケンポウ				不明 フメイ

		シリーズ５：視聴覚等 シチョウカク ナド

		ビデオテープ

		8		6		196		大分県スモンの会　武田大分営業所坐り込 オオイタケン カイ タケダ オオイタ エイギョウショ スワ コ		大分県スモンの会 オオイタケン カイ		不明 フメイ

		8		7		204		「スモンの証言（×２）」 ショウゲン				不明 フメイ

		8		7		218‐1		確定判決を求めて：スモン被害者古賀照男氏との交流会 カクテイ ハンケツ モト ヒガイシャ コガ テルオ シ コウリュウカイ		福岡県八女市老年医学研究施設 フクオカケン ハチ オンナ シ ロウネン イガク ケンキュウ シセツ		1992.7.27

		8		7		218‐2		スモンの証言 ショウゲン				不明 フメイ

		8		7		218‐3		薬に病む：クロロキン網膜症 クスリ ヤ モウマク ショウ		青林舎 アオ バヤシ シャ		不明 フメイ

		8		15		428		ビデオテープ[ドキュメンタリー「スモンは終わったか」録画 オ ロクガ				1989.10

		カセットテープ

		8		7		218‐4		一審個別立証、8-6-A. 8-6-B イッシン コベツ リッショウ				不明 フメイ

		8		7		218‐5		4.25 [No.1-No.5]				不明 フメイ

		8		8		218‐6		77813 [京大]ウィルス研[No.1～No.5] キョウダイ ケン				不明 フメイ

		8		8		218‐7		91.9.17日　合同会ギ[No.1～No.4] ニチ ゴウドウ カイ				1991.9.17

		8		8		218‐8		古賀照男講演[排便、生い立ち][6本] コガ テルオ コウエン ハイベン オ タ ホン				不明 フメイ

		8		8		218‐9		[古賀氏講演][4本] コガ シ コウエン ホン				1958-1960

		8		8		218‐10		6/15 決起集会　京都YMC No.1その他（4本） ケッキ シュウカイ キョウト ホカ ホン				不明 フメイ

		8		8		218‐11		私の生い立ち（ミニコミ誌と会報に）等計4本） ワタシ オ タ シ カイホウ ナド ケイ ホン				不明 フメイ

		8		8		218‐12		[名古屋古賀講演][4本] ナゴヤ コガ コウエン ホン				1985

		8		8		218‐13		古賀さんのお話、ほか[5本] コガ ハナシ ホン				1984

		8		8		218‐14		89.9.3 学習会[No.1～No.3]、[名古屋講演]（計5本） ガクシュウ カイ ナゴヤ コウエン ケイ ホン				1989

		8		8		218‐15		1990.9 名古屋（6本） ナゴヤ ホン				1990

		8		7		217-1		[確定判決を]求める会合宿」口述（古賀ミツ）（山田・木村） カクテイ ハンケツ モト カイ ガッシュク コウジュツ コガ ヤマダ キムラ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1981[推定]-1982 スイテイ

		8		7		217-2		[確定判決を]求める会合宿」口述（古賀ミツ）（山田・木村） カクテイ ハンケツ モト カイ ガッシュク コウジュツ コガ ヤマダ キムラ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1981[推定]-1982 スイテイ

		8		7		217-3		[確定判決を]求める会合宿」口述（古賀ミツ）（山田・木村） カクテイ ハンケツ モト カイ ガッシュク コウジュツ コガ ヤマダ キムラ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1981[推定]-1982 スイテイ

		8		7		217-4		[確定判決を]求める会合宿」口述（古賀ミツ）（山田・木村） カクテイ ハンケツ モト カイ ガッシュク コウジュツ コガ ヤマダ キムラ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1981[推定]-1982 スイテイ

		8		7		217-5		[確定判決を]求める会合宿」口述（古賀ミツ）（山田・木村） カクテイ ハンケツ モト カイ ガッシュク コウジュツ コガ ヤマダ キムラ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1981[推定]-1982 スイテイ

		8		10		266		[録音テープ] ロクオン				1978、1982		1978年5月14日松本清一教授（静岡）、kog合宿（82.3.14）、上伸93.7.1いのくら ガッシュク ウエ シン

		8		12		340		[録音テープ]古賀さん聞き取りNo１～５ ロクオン				不明 フメイ		封筒（栃木県立図書館から足利図書館木村に送付） フウトウ トチギケンリツ トショカン アシ リ トショカン キムラ ソウフ

		8		15		426		カセットテープ[スモン・古賀高裁・合宿] コガ コウサイ ガッシュク				1983-1983、不明あり フメイ

		8		15		427		カセットテープ				1985-1986		「榊原内科マスターテープ」メモ書き紙片あり サカキバラ ナイカ ガ シヘン

		写真 シャシン

		8		10		277		写真アルバム1冊 シャシン サツ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		11		318		[写真] シャシン				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		3		56‐1		写真[古賀照男、支援者、交渉等]、 シャシン コガ テルオ シエンシャ コウショウ ナド		谷崎利男 タニザキ トシオ		1990-1992、1996、2000、不明 フメイ

		8		3		56‐2		写真[古賀照男、支援者、交渉等] シャシン コガ テルオ シエンシャ コウショウ ナド		谷崎利男 タニザキ トシオ		1990-1992、1996、2000、不明 フメイ

		8		6		179		写真（スモン法廷前座り込み外） シャシン ホウテイ マエ スワ コ ホカ		ひろば編集委員会、他 ヘンシュウ イイン カイ ホカ		1993

		8		8		225		[ネガ]タイ、フィリピン				不明 フメイ		ビニル袋一括、ネガフィルム フクロ イッカツ		要審査 ヨウシンサ

								フロッピーディスク

		8		10		281		フロッピーディスク				不明 フメイ

		8		9		263		「スモン大分集会」のテープ、「古賀さん1992.9.18　4大薬害について」のテープ、「スモンの会」のフロッピーディスク オオイタ シュウカイ コガ ダイ ヤクガイ カイ				1991-1992

		8		10		273		録音テープ、フロッピーディスク ロクオン				不明 フメイ		録音テープ、フロッピーディスク ロクオン

		シリーズ６：物資料 モノ シリョウ

		8		5		106		スモン訴訟の確定判決を求める会が使用したゼッケン ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ シヨウ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイハンケツ モト カイ		不明 フメイ

		8		10		271		ゼッケン[反田辺製薬] ハン タナベ セイヤク				不明 フメイ

		シリーズ７：混在資料 コンザイ シリョウ

		8		2				合成洗剤追放県連絡会報告 ゴウセイ センザイ ツイホウ ケン レンラクカイ ホウコク				1979-1980				要審査 ヨウシンサ

		8		2				神奈川県難治性疾患団体連絡協議会[機関誌] カナガワケン ナン チ セイ シッカン ダンタイ レンラク キョウギカイ キカンシ				1976、1980				要審査 ヨウシンサ

		8		2				昭和55年度予算編成に関する要望[神奈川県スモンの会宛]　 ショウワ ネンド ヨサン ヘンセイ カン ヨウボウ アテ		日本社会党横浜市本部		1979.12				要審査 ヨウシンサ

		8		2				神奈川労働職業病ニュース カナガワ ロウドウ ショクギョウ ビョウ				1979.12		機関誌 キカンシ		要審査 ヨウシンサ

		8		2				関東二世協ニュース カントウ ニ セイ キョウ				1979.12		機関誌 キカンシ		要審査 ヨウシンサ

		8		4		73		[古賀氏診療録と判決] コガ シ シンリョウロク ハンケツ		社会保険総合中央病院、他 シャカイ ホケン ソウゴウ チュウオウ ビョウイン ホカ		1967-1968				要審査 ヨウシンサ

		8		4		81		[大分スモン訴訟支援関係] オオイタ ソショウ シエン カンケイ		大分スモン訴訟を支援する会、他 オオイタ ソショウ シエン カイ ホカ		1980		訴状あり、元々バラバラ ソジョウ モトモト		要審査 ヨウシンサ

		8		4		84		[各スモン支援団体会報] カク シエン ダンタイ カイホウ		大分スモン訴訟を支援する会、他 オオイタ ソショウ シエン カイ ホカ		1981-1982				要審査 ヨウシンサ

		8		5		92		『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース　第四十六号』、「私のかかわった薬害」 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ダイ ４６ ゴウ ワタシ ヤクガイ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1995		雑『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース」は二冊 ザツ ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ニサツ		要審査 ヨウシンサ

		8		5		102		[各種機関紙] カクシュ キカンシ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1994-1995				要審査 ヨウシンサ

		8		5		107		『最終準備書面』、他 サイシュウ ジュンビ ショメン ホカ		原告側弁護士　長谷川純、他		1988-1989		雑 ザツ		要審査 ヨウシンサ

		8		5		128		『最終弁論要旨』、他（雑多） サイシュウ ベンロン ヨウシ ホカ ザッタ		被告（田辺製薬株式会社）側弁護士　石川泰三 ヒコク タナベ セイヤク カブシキ カイシャ ガワ ベンゴシ イシカワ ヤス サン		1988-1989				要審査 ヨウシンサ

		8		5		129		『脳代謝賦活・精神症状改善剤　Hopate』、他（雑多） ノウ タイシャ フ カツ セイシン ショウジョウ カイゼン ザイ ホカ ザッタ		田辺製薬株式会社、他 タナベ セイヤク カブシキ カイシャ ホカ		1993				要審査 ヨウシンサ

		8		5		132		『合成洗剤追放神奈川県連絡会ニュース』 No,105、他（雑多） ゴウセイ センザイ ツイホウ カナガワケン レンラクカイ ホカ ザッタ		合成洗剤追放神奈川県連絡会、他		1988				要審査 ヨウシンサ

		8		5		134		『監視団ニュース』 No,154、他（雑多） カンシダン ホカ ザッタ		相模補給廠監視団、他 サガミ ホキュウ ショウ カンシ ダン ホカ		1990-1991				要審査 ヨウシンサ

		8		5		135		神奈川県の平和運動や薬害資料（雑多） カナガワケン ヘイワ ウンドウ ヤクガイ シリョウ ザッタ		県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会、他 ケンミン マモ キョウドウ コウドウ イインカイ ホカ		1984、1986、1988-1989				要審査 ヨウシンサ

		8		5		144		「1991・春の反医学総会に向けて」、『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース』 
 No,24 ハル ハン イガク ソウカイ ム		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1989、1991		レジュメは三部、雑 サンブ ザツ		要審査 ヨウシンサ

		8		5		151		スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース No,26、他（雑多） ホカ ザッタ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1989				要審査 ヨウシンサ

		8		5		152		マッコテー！No.5、昭和五三年（ネ）第一九八六号外　最終準備書面 ガイ サイシュウ ジュンビ ショメン		水俣病チッソ交渉団を支える会、他 ミナマタビョウ コウショウダン ササ カイ ホカ		1989				要審査 ヨウシンサ

		8		6		162		古賀スモン訴訟最高裁勝利全国支援集会　招請状、他（雑多） コガ ソショウ サイコウサイ ショウリ ゼンコク シエン シュウカイ ショウセイジョウ ホカ ザッタ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイハンケツ モト カイ ホカ		1988、1992				要審査 ヨウシンサ

		8		6		175		『KSK　神奈川スモン　No,12』、他 カナガワ タ		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1981-1982				要審査 ヨウシンサ

		8		6		183		要望書 ヨウボウショ		神奈川スモンの会横浜分会代表　古賀照男 カナガワ カイ ヨコハマ ブンカイ ダイヒョウ コガ テルオ		1988				要審査 ヨウシンサ

		8		6		183		住所録 ジュウショロク				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		6		185		[神奈川スモンの会横浜分会機関紙]ほか カナガワ カイ ヨコハマ ブンカイ キカンシ		神奈川スモンの会横浜分会 カナガワ カイ ヨコハマ ブンカイ		1985-1986				要審査 ヨウシンサ

		8		6		191		「陳述書」、他（雑多） チンジュツショ ホカ ザッタ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1984				要審査 ヨウシンサ

		8		6		193		「スモン患者施設について」、他 カンジャ シセツ ホカ		横浜市長　細郷道一、他 ヨコハマシ チョウ ホソ ゴウ ミチ イチ ホカ		1983、1986				要審査 ヨウシンサ

		8		6		199		スモン通信 ツウシン		スモン患者と共に斗う会、他 カンジャ トモ ト カイ ホカ		1978、1980				要審査 ヨウシンサ

		8		6		200		8月31日　秋田県における代表者会議報告、他 ガツ ニチ アキタケン ダイヒョウシャ カイギ ホウコク ホカ		スモン訴訟東京地裁原告団事務所、他 ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン ジム ショ ホカ		1980				要審査 ヨウシンサ

		8		6		201		神奈川スモンの会に関する資料、他（雑多） カナガワ カイ カン シリョウ ホカ ザッタ		神奈川スモンの会、他 カナガワ カイ ホカ		1990				要審査 ヨウシンサ

		8		7		210		「被告田辺との和解成立の経過」/「全国青年医師通信」 ヒコク タナベ ワカイ セイリツ ケイカ ゼンコク セイネン イシ ツウシン		スモン訴訟東京弁護団/「全国青年医師通信」編集局 ソショウ トウキョウ ベンゴダン ゼンコク セイネン イシ ツウシン ヘンシュウキョク		1979				要審査 ヨウシンサ

		8		8		222		「スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース」、他（雑多） ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ ザッタ		スモン訴訟の確定判決を求める会、他 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホカ		1994-1996		ビニル袋一括　、谷崎資料 タニザキ シリョウ		要審査 ヨウシンサ

		8		8		227		「『ＡＩＤＳ報道を考える』つどいのお知らせ」、他（雑多） ホウドウ カンガ シ ホカ ザッタ		谷崎和男、他 タニザキ カズオ ホカ		1995-1996、不明あり フメイ		ビニル袋一括　 フクロ イッカツ		要審査 ヨウシンサ

		8		9		251		[『グラフィック・ドキュメントスモン』の年表コピー] ネンピョウ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		9		252		診断書（古賀照男氏）（甲第四号証）、意見書（医学博士花龍良一氏）（第五号証）、診断書（古賀照男氏）（第六号証の一、二）、鑑定申立書/スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース第51号、他 シンダンショ コガ テルオ シ コウ ダイ ４ ゴウ ショウ イケンショ イガク ハクシ ハナ リュウ リョウイチ シ ダイ ５ ゴウ ショウ シンダンショ コガ テルオシ ダイ ６ ゴウ ショウ １ ２ カンテイ モウシタテショ タ		花龍良一、他 ハナ リュウ リョウイチ タ		1995.1-1995.3、1998.3				要審査 ヨウシンサ

		8		9		253		診断書（古賀照男氏）（甲第四号証）、意見書（医学博士花龍良一氏）（第五号証）、診断書（古賀照男氏）（第六号証の一、二）/診療費領収書/スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース第42号、45号 ４ ５ ６ シンリョウヒ リョウシュウショ カイ ダイ ゴウ ゴウ		古賀照男、他 コガ テルオ ホカ		1995.1-1995.3、1995.4.19、1993.5、1995.6				要審査 ヨウシンサ

		8		9		257		サリドマイド・スモン・コラルジル・クロロキン薬害事件　『四大薬害での国=企業の責任』 ヤクガイ ジケン ４ダイ ヤクガイ クニ キギョウ セキニン		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1984.10.1、1991.11.6		東京高裁スモン控訴審より　スモン訴訟の確定判決を求める会 トウキョウ コウサイ コウ		要審査 ヨウシンサ

		8		9		260		KSK神奈川スモンNO.56、他（雑多） カナガワ タ ザッタ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		9		261		手帳、他（雑多） テチョウ タ ザッタ		古賀照男、他 タ		不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		9		262		手帳（1993年、1996年）名刺入れ、他（雑多） テチョウ ネン ネン メイシ イ ホカ ザッタ				1993、1996				要審査 ヨウシンサ

		8		10		269		[メモ、原稿、機関紙など] ゲンコウ キカンシ				1989-1991				要審査 ヨウシンサ

		8		10		270		書簡［手紙、電報］、他 ショカン テガミ デンポウ タ				1989-2000				要審査 ヨウシンサ

		8		10		272		支援要請書、他（雑多） シエン ヨウセイショ タ ザッタ				1991-1993				要審査 ヨウシンサ

		8		10		274		[薬害諸資料] ヤクガイ ショ シリョウ				1992-1994				要審査 ヨウシンサ

		8		10		276		書簡、大阪集会の名簿、原告の発病の状況の認定と総合の基礎とされた書証の一覧表、他 ショカン オオサカ シュウカイ メイボ ゲンコク ハツビョウ ジョウキョウ ニンテイ ソウゴウ キソ ショ ショウ イチラン ヒョウ タ				1983				要審査 ヨウシンサ

		8		10		278		集会の名簿、他（雑多） シュウカイ メイボ タ ザッタ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		10		283		神奈川薬害共斗事務局・会員名簿、損害賠償請求控訴事件「準備書面（一）」、他（雑多） カナガワ ヤクガイ トモ ト ジムキョク カイイン メイボ タ ザッタ				1976、1978		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同第二〇九九号、同第二一〇七号、同第二一一四号乃至第二一二一号　各損害賠償請求控訴事件　準備書面（一）　控訴人（第一審被告）国、他 ショウワ ５３ネン ダイ １９８６ ゴウ ドウ ダイ ２０９９ ゴウ ドウ ダイ ２１０７ ゴウ ドウ ダイ ２１１４ ゴウ ナイシ ダイ ２１２１ ゴウ カク ソンガイ バイショウ セイキュウ コウソ ジケン ジュンビ ショメン １ コウソ ニン ダイ １ シン ヒコク コク タ		要審査 ヨウシンサ

		8		10		285		『NO MORE YAKUGAI SMON』　スモンニュースNo.37、他 タ		身体障害者団体定期刊行物協会 シンタイ ショウガイシャ ダンタイ テイキ カンコウブツ キョウカイ		1976				要審査 ヨウシンサ

		8		10		287		全国スモンの会　本部・支部一覧、封筒タイトル「スモンを掲載号　医療ミス（森島）」、書簡下書き原稿他 ゼンコク カイ ホンブ シブ イチラン フウトウ ケイサイ ゴウ イリョウ モリ シマ ショカン シタガ ゲンコウ タ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		10		288		機関紙[KSK神奈川スモンNO.25、SSKOスモンニュースNO.5] キカンシ		神奈川スモンの会、身体障害者団体定期刊行物協会 カイ シンタイ ショウガイシャ ダンタイ テイキ カンコウブツ キョウカイ		1976		書簡下書き原稿あり		要審査 ヨウシンサ

		8		11		289		日記（1982年1月、2月、7月）、原稿「四大薬害での国・製薬企業の責任」国会ウォッチャー誌「かわらばん」1997・4・4号、緊急号外版 ニッキ ネン ガツ ガツ ガツ ゲンコウ ４ダイ ヤクガイ クニ セイヤク キギョウ セキニン コッカイ シ ゴウ キンキュウ ゴウガイ バン				1982、1997				要審査 ヨウシンサ

		8		11		292		[申入書(田辺製薬宛）外関連書類] モウシイレショ タナベ セイヤク アテ ガイ カンレン ショルイ		古賀照男 コガ テルオ		1995-2000		スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース　46号、道路使用許可申請書（大阪府東警察署） ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ゴウ ドウロ シヨウ キョカ シンセイショ オオサカフ ヒガシ ケイサツショ		要審査 ヨウシンサ

		8		11		290		スモン・薬害根絶を求める会ニュース　第五十二号、他 ヤクガイ コンゼツ モト カイ ダイ ５２ ゴウ タ		古賀照男 コガ テルオ		1999				要審査 ヨウシンサ

		8		11		294		[原稿、機関紙] ゲンコウ キカンシ				1991、1999		スモン・薬害根絶を求める会ニュース53号、メモく～ちぃ～（～から～へ21）、他 ヤクガイ コンゼツ モト カイ ゴウ タ		要審査 ヨウシンサ

		8		11		319		東京高等裁判所第一五民事部（和解調書）、甲第365号証、戊第178号証 トウキョウ コウトウ サイバン ショ ダイ １５ ミンジ ブ ワカイ チョウショ ツチノエ ダイ ゴウ ショウ		古賀照男 コガ テルオ		1978 				要審査 ヨウシンサ

		8		11		323		最終弁論要旨／上申書、　照会請求書、　スモン・薬害根絶を求める会ニュース第五二号[被控訴：古賀照男] サイシュウ ベンロン ヨウシ ジョウシンショ ショウカイ セイキュウショ ヒ コウソ コガ テルオ		控訴人：田辺製薬株式会社／古賀照男 コウソ ニン タナベ セイヤク カブシキ カイシャ コガ テルオ		1978、1988、1990、1999				要審査 ヨウシンサ

		8		12		331		昭和五三年（ネ）第一九八六号外　損害賠償請求控訴事件　意見書、多 イケンショ タ		東京高等裁判所 トウキョウ コウトウ サイバン ショ		1985				要審査 ヨウシンサ

		8		12		332		『スモン・薬害根絶を求める会ニュース　第五十一号』、「私と薬害」 ヤクガイ コンゼツ モト カイ ５１		スモン訴訟の確定判決を求める会、古賀照男 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ コガ テルオ		1998				要審査 ヨウシンサ

		8		12		333		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　準備書面（一〇）、昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　証拠申出書（一） ドウ ５３ ネン ２１２１ ゴウ ジュンビ ショメン １０ ショウコ モウシデショ １				1985－1986		証拠申出書（一）は2部 ショウコ モウシデショ １ ブ		要審査 ヨウシンサ

		8		12		334		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　準備書面（八）（九）、昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　書証に対する認否書 ８ ９ ショショウ タイ ニンピ ショ				1986				要審査 ヨウシンサ

		8		12		335		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　準備書面（五）（六）（七） ５ ６ ７				1985－1986				要審査 ヨウシンサ

		8		12		336		昭和五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　準備書面（三）、昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　準備書面（四） ショウワ ジュンビ ショメン ３ ４				1985		別紙3「キノホルム及びブロキシキノリン含有医薬品一覧表」 ベッシ オヨ ガンユウ イヤクヒン イチラン ヒョウ		要審査 ヨウシンサ

		8		12		338		抗ギ文、公開質問状、ビラ、他 コウカイ シツモン ジョウ タ				1997				要審査 ヨウシンサ

		8		12		342		昭和五三年（ネ）第二一二一号　損害賠償請求事件　準備書面（二）、意見書 ジュンビ ショメン ２ イケンショ		被告代理人、原告代理人 ヒコク ダイリニン ゲンコク ダイリニン		1985		意見書は準備書面の主張に対する異議　　 ジュンビ ショメン シュチョウ タイ イギ		要審査 ヨウシンサ

		8		12		348		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　検証の申立、[スモン実態調査　アンケート紙]、「古賀本人尋問」 ドウ ５３ネン ２１２１ ゴウ ケンショウ モウシタテ ジッタイ チョウサ シ コガ ホンニン ジンモン				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		12		349		[裁判の証拠に関する書類、上告理由書提出期間伸長申立書と決定、東京高等裁判所宛] サイバン ショウコ カン ショルイ ジョウコク リユウ ショ テイシュツ キカン シンチョウ モウシタテショ ケッテイ アテ		古賀照男代理人 コガ テルオ ダイリニン		1990－1991		昭和五三年（ネ）第一九八六号、同五三年（ネ）二一二一号　損害賠償請求控訴事件　証拠説明書、甲個第一四三号証の一五（一乃至三）、証拠意見書、 ショウコ セツメイショ コウ コ ダイ １４３ ゴウ ショウ １５ イチ ナイシ ３ ショウコ イケンショ		要審査 ヨウシンサ

		8		12		350		[裁判関連の諸書類] サイバン カンレン ショ ショルイ				1989		準備書面、スモン訴訟和解状況、確認書（厚生省薬務局長からスモン訴訟東京地裁原告団宛）、多 ジュンビ ショメン ソショウ ワカイ ジョウキョウ カクニンショ コウセイショウ ヤクム キョクチョウ ソショウ トウキョウ チサイ ゲンコクダン アテ タ		要審査 ヨウシンサ

		8		12		351		「第二章　因果関係、控訴審を終了するに当って」 ダイ ２ ショウ インガ カンケイ コウソシン シュウリョウ アタ		古賀照男 コガ テルオ		不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		12		354		[平成七年（ヤ）第一五号の判決]、『スモン訴訟の確定判決を求める会ニュース』四十五号 ヘイセイ ７ネン ダイ １５ ゴウ ハンケツ ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ４５ ゴウ		最高裁判所、スモン訴訟の確定判決を求める会 サイコウ サイバン ショ ソショウ カクテイハンケツ モト カイ		1995.3.23、1995.6				要審査 ヨウシンサ

		8		13		359		[書簡下書き] ショカン シタガ		古賀照男[推測] コガ テルオ スイソク		1984[推測] スイソク				要審査 ヨウシンサ

		8		13		361		人間とくすり ニンゲン		スモン基金 キ キン		1985.7.1				要審査 ヨウシンサ

		8		13		362		写真、機関紙 シャシン キカンシ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		13		370		ノート[メモ、日誌] ニッシ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		13		372		[スモン機関紙] キカンシ				1988				要審査 ヨウシンサ

		8		13		381		[ビラ、陳述書、準備書面] チンジュツショ ジュンビ ショメン				1983-1984				要審査 ヨウシンサ

		8		13		390		[機関紙、古賀控訴状] キカンシ コガ コウソ ジョウ				1978				要審査 ヨウシンサ

		8		13		392		[書簡、テープ起こし、要望書] ショカン オ ヨウボウショ				1986[頃] コロ				要審査 ヨウシンサ

		8		13		394		[スモン関係機関紙] カンケイ キカンシ				1986-1987				要審査 ヨウシンサ

		8		14		397		[日記ノート、書簡、上申書案] ニッキ ジョウシンショ アン				1993-1995				要審査 ヨウシンサ

		8		14		398		[雑誌、雑誌コピー] ザッシ ザッシ				1994				要審査 ヨウシンサ

		8		14		414		[機関紙、出版企画主旨（案）] キカンシ シュッパン キカク シュシ アン				1981-1984				要審査 ヨウシンサ

		8		14		415		[雑誌、ビラ] ザッシ				1982				要審査 ヨウシンサ

		8		14		421		[機関紙、確認書、出版企画案ほか] キカンシ カクニンショ シュッパン キカク アン				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		14		424		ノート[日記、草稿] ニッキ ソウコウ				1979、1981				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-1		雑 ザツ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-3		雑[空封筒、スモン関係ビラ] ザツ カラ フウトウ カンケイ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-9		雑[スモン関係ビラ] ザツ カンケイ				不明 フメイ		谷崎 タニザキ		要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-13		雑[書簡、スモン関係] ザツ ショ カンケイ				1979-1980		谷崎 タニザキ		要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-14		雑「スモン関係] ザツ カンケイ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-15		雑[障害児に関する機関紙] ザツ ショウガイジ カン キカンシ				1980				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-16		雑 ザツ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-17		雑[スモン] ザツ				不明 フメイ		谷崎 タニザキ		要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-18		草の根通信[機関紙] クサ ネ ツウシン キカンシ				1980				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-19		雑 ザツ				不明 フメイ		谷崎 タニザキ		要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-20		雑[スモンごく少数] ザツ ショウスウ				不明 フメイ		谷崎 タニザキ		要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-22		雑[スモン] ザツ				不明 フメイ		古賀？ コガ		要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-31		[抜き刷りと機関紙] ヌ ズ キカンシ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-32		[雑誌コピー、パンフレット] ザッシ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-33		[機関紙、ビラ、パンフレット] キカンシ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-46		スモン被害者の手引き[冊子]、機関紙 ヒガイシャ テビ サッシ キカンシ				1972, 1980				要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-69		雑[機関誌、原稿用紙メモ書き] ザツ キカンシ ゲンコウ ヨウシ ガ				1976-1977				要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-70		雑[機関誌] ザツ キカンシ				1975-1976				要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-71		雑[要求書、極秘] ザツ ヨウキュウ ショ ゴクヒ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-73		雑[機関紙、論文コピー、告発状、レジュメ] ザツ キカンシ ロンブン コクハツジョウ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		17		A3-77		雑[SMON実態調査、手紙（谷崎宛）など] ザツ ジッタイ チョウサ テガミ タニザキ アテ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		18		A3-107		雑[機関紙] ザツ キカンシ				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		19		A3-128		雑[機関紙、ビラ] ザツ キカンシ				1975、不明あり フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		19		A3-129		雑[機関紙、ビラ] ザツ キカンシ				1974、1977				要審査 ヨウシンサ

		8		19		A3-131		[雑誌、報告書] ザッシ ホウコクショ				1975-1976				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-2		キノホルム被害者からの訴え（スモン患者）[ビラ] ヒガイシャ ウッタ カンジャ		神奈川スモンの会 カナガワ カイ		不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		8		16		A3-5		雑[神奈川スモンの会チラシ、紙片] ザツ カナガワ カイ シ ヘン				不明 フメイ				要審査 ヨウシンサ

		シリーズ８：刊行物 カンコウブツ

								書籍 ショセキ

		8		2		41		水俣病自主交渉川本裁判資料集 ミナマタビョウ ジシュ コウショウ カワ ホン サイバン シリョウ シュウ		川本裁判資料集編集委員会 カワモト サイバン シリョウ シュウ ヘンシュウ イインカイ		1981

		8		2		43		サリドマイド裁判　第一編　総括 サイバン ダイ イッペン ソウカツ		全国サリドマイド訴訟統一原告団、サリドマイド訴訟弁護団（編） ソショウ トウイツ ゲンコクダン ソショウ ベンゴダン ヘン		1976

		8		2		44		サリドマイド裁判　第二編　証言一 サイバン ダイ ニ ヘン ショウゲン イチ				1976

		8		2		45		サリドマイド裁判　第三編　証言二 サイバン ダイ サン ヘン ショウゲン ニ		全国サリドマイド訴訟統一原告団、サリドマイド訴訟弁護団（編） ソショウ トウイツ ゲンコクダン ソショウ ベンゴダン ヘン		1976

		8		2		46		サリドマイド裁判　第四編　証言三 サイバン ダイ ヨン ヘン ショウゲン サン		全国サリドマイド訴訟統一原告団、サリドマイド訴訟弁護団（編） ソショウ トウイツ ゲンコクダン ソショウ ベンゴダン ヘン		1976

		8		7		216		記録土呂久 キロク ツチ ロ ヒサ		「土呂久を編集する会」 ツチ ロ ヒサ ヘンシュウ カイ		1993

		8		8		220		スモン高裁判決は人権を絶つ！！1990.12.7スモン控訴審判決批判 コウサイ ハンケツ ジンケン タ コウソ シン ハンケツ ヒハン		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1991.3.31		ビニル袋一括　 フクロ イッカツ

		8		8		221		平成6年度旭桜会総会　築上中学校・高等女学校・中部高等学校同窓会 ヘイセイ ネンド アサヒ サクラ カイ ソウカイ チクジョウ チュウガッコウ コウトウ ジョガッコウ チュウブ コウトウ ガッコウ ドウソウカイ		旭桜会総会 アサヒ サクラ カイ ソウカイ		1994		ビニル袋一括、谷崎氏同窓会 フクロ イッカツ タニザキシ ドウソウカイ		要審査 ヨウ シンサ

		8		11		293		市民運動者池田新さん追悼集 シミン ウンドウ シャ イケダ シン ツイトウ シュウ		『池田新さん追悼集』編集委員会 イケダ シン ツイトウ シュウ ヘンシュウ イイン カイ		2000.1

		8		11		295		熱意とは事ある毎に意志を表明すること 川本輝夫さん追悼文集 一九三一.八.一～一九九九.二.十八 ネツイ コト ゴト イシ ヒョウメイ １９３１ ８ １ １９９９ ２ １８		川本輝夫さんを偲ぶ会 カワモト テルオ シノ カイ		1999.8.1

		8		11		296		古賀スモン訴訟最高裁勝利全国支援集会報告1992・4・19　 コガ ソショウ サイコウサイ ショウリ ゼンコク シエン シュウカイ ホウコク		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1992.4.19

		8		11		297		放出倫　あづましい世界　反核燃を生きる ホウデ リン セカイ ハン カクネン イ		「放出倫作品集」を刊行する会・編 ホウデ リン サクヒン シュウ カンコウ カイ ヘン		2000.4.9

		8		11		298		そして僕らはエイズになった ボク		石田吉明・小西熱子著 イシダ ヨシアキ コニシ アツ コ チョ		1993.10.1		晩聲社 バン コエ シャ

		8		11		299		エイズを生きる イ		石田吉明・村上弘光著 イシダ ヨシアキ ムラカミ ヒロシ ミツ チョ		1994.5.1		解放出版社 カイホウ シュッパンシャ

		8		11		300		権暴　欺瞞の法廷 ケン ボウ ギマン ホウテイ		冨島克子 トミ シマ カツコ		1992.7.20		葦書房有限会社 イ ショボウ ユウゲン カイシャ

		8		11		301		詩集　そして、いま シシュウ		横田弘著、他 ヨコタ ヒロ チョ タ		1993.5.14		障害者の自立と文化を拓く会「REAVA」、パンフレット同梱 ショウガイシャ ジリツ ブンカ タク カイ ドウコン

		8		11		302		こわいカゼ薬　[本畝淑子の挨拶文同梱] クスリ モト ウネ ヨシコ アイサツ ブン ドウコン		本畝淑子・宮田雄祐著 モト ウネ ヨシコ ミヤタ ユウスケ チョ		1985.12.31		三一書房 ３１ ショボウ

		8		11		303		冬の銀河―エイズと闘うある血友病患者の訴え フユ ギンガ タタカ ケツユウビョウ カンジャ ウッタ		草伏村生著 クサ フ ムラ ススム チョ		1992.10.30		不知火書房 フ チ ヒ ショボウ

		8		11		304		焼いたサカナも泳ぎだす―映画『阿賀に生きる』製作記録 ヤ オヨ エイガ オモネ イ セイサク キロク		映画『阿賀に生きる』スタッフ著、村井勇編集 エイガ アガ イ チョ ムライ ユウ ヘンシュウ		1992.8.1		記録社 キロク シャ

		8		11		305		あたり前の医療がほしい－HIV感染者の叫びに応えて マエ イリョウ カンセンシャ サケ コタ		阿鹿麻見子 ホトリ シカ アサ ミ コ		1999.10.25		青木書店 アオキ ショテン

		8		11		306		わすれない　富士見産婦人科病院事件 フジミ サンフジンカ ビョウイン ジケン		富士見産婦人科病院被害者同盟　編 フジミ サンフジンカ ビョウイン ヒガイシャ ドウメイ ヘン		1990.11.11		晩聲社 バン セイ シャ

		8		11		307		魚湧く海 サカナ ワ ウミ		水俣病患者連合　編 ミズ マタ ビョウ カンジャ レンゴウ ヘン		1998.2.16		葦書房有限会社 イ ショボウ ユウゲンガイシャ

		8		11		309		偽装―調査報道・ミドリ十字事、[新聞記事切抜同梱] ギソウ チョウサ ホウドウ ジュウジ コト シンブン キジ キ ヌ ドウコン		毎日新聞大阪本社編集局遊軍　編 マイニチ シンブン オオサカ ホンシャ ヘンシュウキョク ユウグン ヘン		1983.6.13		晩聲社 バン セイ シャ

		8		11		310		不協和音に囲まれて（私の医療ミス裁判の実態） フキョウワ オン カコ ワタシ イリョウ サイバン ジッタイ		中沢かよ ナカザワ		1983.7.1

		8		11		311		証言・丸山康雄　第二次臨調 ショウゲン マルヤマ ヤスオ ダイ ２ジ リンチョウ		丸山康雄 マルヤマ ヤスオ		1984.1.30		新地書房 シンチ ショボウ

		8		11		312		ニッポン大家族 ダイカゾク		伊藤耕源 イトウ タガヤ ミナモト		1996.8.15		早稲田出版、伊藤博義宛の使われてない封筒が入っている ワセダ シュッパン イトウ ヒロヨシアテ ツカ フウトウ ハイ		要審査 ヨウシンサ

		8		13		356		甲野禮作画集 コウ ノ レイサク ガシュウ		甲野禮作画集刊行委員会 コウノ レイサク ガシュウ カンコウ イインカイ		1986

		8		13		357		スモンとともに歩んで―島史也先生追悼集― アユ シマ シ ヤ センセイ ツイトウ シュウ		宮城県スモン患者同盟 ミヤギケン カンジャ ドウメイ		1987.9.15

		8		13		358		なぜ、今、足尾か イマ アシオ		下野新聞社 シモノ シンブンシャ		1983.6.25

		8		13		385		被告田辺との和解成立の経過 ヒコク タナベ ワカイ セイリツ ケイカ		スモン訴訟東京弁護団 ソショウ トウキョウ ベンゴダン		1979.6.4

		8		14		410		くすりのチェックは命のチェック　第1回医薬ビジランスセミナー報告集 イノチ ダイ カイ イヤク ホウコク シュウ		医薬ビジランスセンターJIP イヤク		1999.11.1

		8		14		413		労災・職業病―職業病闘争前進のために― ロウサイ ショクギョウビョウ ショクギョウビョウ トウソウ ゼンシン		全労災神奈川県本部 ゼン ロウサイ カナガワケン ホンブ		1981.8.15

								雑誌 ザッシ

		8		2		42		『ジュリスト』 No. 679		有斐閣 ア アヤ カク		1978

		8		3		57		判例時報 ハンレイ ジホウ		判例時報社 ハン レイ ジ ホウ シャ		1979		雑誌 ザッシ

		8		5		95		1992・4・19　古賀スモン訴訟最高裁勝利　全国支援集会報告　―スモン最高裁判決は人権を絶つ！！別冊― コガ ソショウ サイコウサイ ショウリ ゼンコク シエン シュウカイ ホウコク サイコウサイ ハンケツ ジンケン タ ベッサツ		スモン訴訟の確定判決を求める会 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ		1992

		8		8		219		労働者住民医療　No.57、No.60、No.104 ロウドウシャ ジュウミン イリョウ		労働者住民医療機関連絡会議 ロウドウシャ ジュウミン イリョウ キカン レンラク カイギ		1994、1998		ビニル袋一括　 フクロ イッカツ

		8		8		224		「朝を待たずに…」 アサ マ		「砂時計」編集部 スナ ドケイ ヘンシュウ ブ		1994.8.27		ビニル袋一括　 フクロ イッカツ

		8		8		226		詩と批評　KANA　2号 シ ヒヒョウ ゴウ		KANA同人 ドウジン		1998.7.1		ビニル袋一括　 フクロ イッカツ

		8		9		246		憤怒もてこの闇を切り裂け-キノホルム被害者の闘い-第2集 フンド ヤミ キ サ ヒガイシャ タタカ ダイ シュウ		兵庫県スモンの会・兵庫キノホルム薬禍を告発する会 ヒョウゴケン カイ ヒョウゴ ヤッカ コクハツ カイ		1976.1.1

		8		9		249		判例時報　昭和57年8月11日号 ハンレイ ジホウ ショウワ ネン ガツ ニチ ゴウ		判例時報社 ハンレイ ジホウ シャ		1982.8.11		クロロキン薬害訴訟　第1番判決（東京地判57.2.1） ヤクガイ ソショウ ダイ バン ハンケツ トウキョウ チ ハン

		8		10		265		判例時報[スモン訴訟]臨時増刊昭55.2.25号 ハンレイ ジホウ ソショウ リンジ ゾウカン アキラ ゴウ		判例時報社 ハンレイ ジホウ シャ		1980		特集札幌・京都・静岡・大阪・群馬各スモン訴訟第一審判決 トクシュウ サッポロ キョウト シズオカ オオサカ グンマ カク ソショウ ダイ １ シン ハンケツ

		8		10		275		『文藝春秋のオピニオン雑誌　諸君！』第12巻第3号 ブンゲイ ハル アキ ザッシ ショクン ダイ カン ダイ ゴウ		株式会社文藝春秋 カブシキ カイシャ ブンゲイ シュンジュウ		1980.3		田辺製薬関係 タナベ セイヤク カンケイ

		8		11		313		技術と人間　10月号 ギジュツ ニンゲン ガツゴウ		技術と人間 ギジュツ ニンゲン		1993.10

		8		11		314		技術と人間　12月号 ギジュツ ニンゲン		技術と人間 ギジュツ ニンゲン		1993.12

		8		11		315		技術と人間　9月号 ギジュツ ニンゲン ガツゴウ		技術と人間 ギジュツ ニンゲン		1984.9

		8		16		A3-30		九大医報別冊　特集未熟児網膜症 キュウダイ イ ホウ ベッサツ トクシュウ ミジュクジ モウマク ショウ				1979.5

		8		17		A3-60		暴かれた危険―スモンの警告― アバ キケン ケイコク		スモンの会全国連絡協議会 カイ ゼンコク レンラク キョウギカイ		1977.12.1

		8		17		A3-61		憤怒もて、この闇を切り裂け―キノホルム被害者の闘い―第2集 フンヌ ヤミ キ サ ヒガイシャ タタカ ダイ シュウ		兵庫県スモンの会・兵庫キノホルム薬禍を告発する会 ヒョウゴケン カイ ヒョウゴ ヤク カ コクハツ カイ		1976.1.1

		8		17		A3-63		3･23静岡スモン訴訟支援大集合経過報告 シズオカ ソショウ シエン ダイシュウゴウ ケイカ ホウコク		静岡スモン患者を助けるグループ シズオカ カンジャ タス		1978.6.10

		8		17		A3-64		スモンでなくしたものを闘いで奪いかえす―武田薬品10日間座り込み・共闘の記録― タタカ ウバ タケダ ヤクヒン ニチカン スワ コ キョウトウ キロク		大分県スモンの会ほか オオイタケン カイ		1979.3

		8		17		A3-65		薬害医療被害者は訴える ヤクガイ イリョウ ヒガイシャ ウッタ		東北地方薬害医療被害連絡会 トウホク チホウ ヤクガイ イリョウ ヒガイ レンラクカイ		1977.10.28

		8		17		A3-74		薬じゃぶじゃぶ クスリ		薬害展実行委員会 ヤクガイ テン ジッコウ イインカイ		1975.5.15

		8		17		A3-75		叛薬禍　特集・医療の原点を求めて ソム ヤク カ トクシュウ イリョウ ゲンテン モト		薬害問題研究会 ヤクガイ モンダイ ケンキュウカイ		1975.11

		8		17		A3-78		スモン訴訟の確定判決を求める会報告集会！ ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ホウコク シュウカイ		スモン訴訟の確定判決を求める会事務局 ソショウ カクテイ ハンケツ モト カイ ジムキョク		不明 フメイ

		8		17		A3-79		会報　青い芝静岡　No.9 カイホウ アオ シバ シズオカ		脳性マヒ者協会青い芝の会 ノウセイ シャ キョウカイ アオ シバ カイ		1974.4

		8		17		A3-85		月刊地域闘争　日本列島改造に対決する ゲッカン チイキ トウソウ ニホン レットウ カイゾウ タイケツ		ロシナンテ社 シャ		1973.1.15

		8		17		A3-86		月刊地域闘争 ゲッカン チイキ トウソウ		ロシナンテ社 シャ		1972.7.15

		8		17		A3-90		自主講座 ジシュ コウザ		「自主講座」編集室 ジシュ コウザ ヘンシュウシツ		1977.3.10

		8		18		A3-91		不知火―いま水俣は シラヌイ ミナマタ		季刊不知火編集室 キカン シラヌイ ヘンシュウシツ		1977.3.1

		8		18		A3-95		戸村一作氏との一問一答　＝戸村選挙と労共委＝ ト ムラ イッサク シ イチモンイットウ トムラ センキョ ロウ トモ イ		怒涛社 ドトウ シャ		1974.3.31

		8		18		A3-97		季刊不知火―いま水俣は　第四号 シラヌイ ミナマタ ダイ ヨンゴウ		季刊不知火編集室 キカン シラヌイ ヘンシュウシツ		1976.4.1

		8		18		A3-98		季刊不知火―いま水俣は　第五号 シラヌイ ミナマタ ダイ ゴ ゴウ		季刊不知火編集室 キカン シラヌイ ヘンシュウシツ		1976.7.21

		8		18		A3-99		季刊不知火―いま水俣は　創刊号 シラヌイ ミナマタ ソウカン ゴウ		遠見の家 トオ ミ イエ		1975.5.14

		8		18		A3-100		批判と展望　創刊号 ヒハン テンボウ ソウカンゴウ		早大『批判と展望』編集委員会 ソウダイ ヒハン テンボウ ヘンシュウ イインカイ		1971.9.1		「谷崎和男」と書きこみ タニザキ カズオ カ

		8		18		A3-110		おびやかされる消費者主権 ショウヒシャ シュケン		消費者センター池袋支所 ショウヒシャ イケブクロ シショ		1975.10

		8		18		A3-93		赤い星　スモン運動と反薬害市民運動の今日的課題 アカ ホシ ウンドウ ハン ヤクガイ シミン ウンドウ コンニチテキ カダイ		医療戦線活動者会議（MFAC） イリョウ センセン カツドウ シャ カイギ		1976.9.30

		8		18		A3-94		闘う三里塚　第2集（第2冊） タタカ サンリ ヅカ ダイ シュウ ダイ サツ		千葉県反戦青年委員会三里塚闘争本部 チバケン ハンセン セイネン イインカイ サンリ ヅカ トウソウ ホンブ		1971.3.20

		8		18		A3-96		東北医療情報センター 機関紙No.16 トウホク イリョウ ジョウホウ キカンシ		東北医療情報センター事務局 トウホク イリョウ ジョウホウ ジムキョク		1976.8

		8		18		A3-101		「青い芝」神奈川県連合会会報　「あゆみ」　No.17 アオ シバ カナガワ ケン レンゴウ カイ カイホウ		小山正義 コヤマ マサヨシ		1972.12.25

		8		18		A3-102		ASK　あゆみ　生存権をかけて胎児チェックを阻止した県対交渉報告 セイゾンケン タイジ ソシ ケン タイ コウショウ ホウコク		「青い芝」神奈川県連合会 アオ		1976.5.30

		8		18		A3-103		季刊不知火―いま水俣は　第二号 シラヌイ ミナマタ ダイニ ゴウ		遠見の家 トオ ミ イエ		1975.9.15

		8		18		A3-104		季刊不知火―いま水俣は　第三号 シラヌイ ミナマタ ダイ サン ゴウ		季刊不知火編集室 キカン シラヌイ ヘンシュウシツ		1975.12.25

		8		18		A3-105		別冊　ひろば通信―反公害住民ひろば特集― ベッサツ ツウシン ハン コウガイ ジュウミン トクシュウ		反公害住民ひろば事務局 ハンコウガイ ジュウミン ジムキョク		1975.8

		8		19		A3-125		スモンと斗う ト				1977.7

		8		17		A3-87		あゆみ　われらは問題解決の路を選ばない　「青い芝」神奈川県連合会会報　No28 モンダイ カイケツ ミチ エラ アオ シバ カナガワケン レンゴウ カイ カイホウ		「青い芝」神奈川県連合会		1976.2.10

		8		4		70		声（東京スモンの会）[SSKO中心] コエ トウキョウ カイ チュウシン		東京スモンの会、他 トウキョウ カイ ホカ		1976、1978-1980		機関紙 キカンシ

		8		4		77		『SSKO　声』　臨時号、No,48～No,49 コエ リンジ ゴウ		東京スモンの会 トウキョウ カイ		1980-1981

		8		4		79		『SSKO　声』　No,51 コエ		東京スモンの会事務局 トウキョウ カイ ジムキョク		1981

		8		17		A3-67		SSKOスモンニュース　No.33-34		身体障害者団体定期刊行物協会 シンタイ ショウガイシャ ダンタイ テイキ カンコウブツ キョウカイ		1976.10.11-1977.2.28		SSKO=スモン東京地裁原告団 トウキョウ チサイ ゲンコクダン

		8		14		416		SSKOスモンニュース				1984、1986

		8		14		417		SSKOスモンニュース				1984

		8		14		418		SSKOスモンニュース、KSK神奈川スモン カナガワ				1983

		8		14		419		SSKOスモンニュース				1985

		8		13		395		SSKOスモンニュース				1987
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谷崎

		箱 ハコ		ファイル番号 バンゴウ		表題 ヒョウダイ		作成主体 サクセイ シュタイ		作成年 サクセイ ネン		内容備考 ナイヨウ ビコウ		利用制限 リヨウ セイゲン		複写制限 フクシャ セイゲン		状態 ジョウタイ

		3		64		静岡スモン患者を助けるグループ[谷崎] シズオカ カンジャ タス タニザキ		静岡スモン患者を助けるグループ、他 シズオカ カンジャ タス ホカ		1978-1979

		16		A3-12		仙台スモン研究会発谷崎和男宛[コラルジル和解] センダイ ケンキュウカイ ハツ タニザキ カズオ アテ ワカイ				1980

		16		A3-37		谷崎氏書簡 タニザキシ ショ				1982.3.15

		16		A3-34		[谷崎宛書簡、チラシ] タニザキ アテ ショカン				1981-1982								写真 シャシン

		18		A3-120-1		森永[砒素ミルク問題] モリナガ ヒソ モンダイ				1969、1972、不明あり フメイ						橋口宛書簡 ハシグチ アテ ショカン

		18		A3-120-2		森永[砒素ミルク問題] モリナガ ヒソ モンダイ

		18		A3-120-3		森永[砒素ミルク問題] モリナガ ヒソ モンダイ				1974

		18		A3-120-4		コピー原紙ファイル保存 ゲンシ ホゾン				不明 フメイ								文字退色 モジ タイショク

		16		A3-38		[予防接種・ワクチンの機関紙とメモ] ヨボウ セッシュ キカンシ

		16		A3-10		スモン薬害被害者訪中団 ヤクガイ ヒガイシャ ホウチュウ ダン

		16		A3-11		[兵庫県スモンの会機関紙] ヒョウゴケン カイ キカンシ				1976-1980

		1		29		[医療問題関係] イリョウ モンダイ カンケイ		地域医療研究会’95　神奈川実行委員会、他 チイキ イリョウ ケンキュウカイ カナガワ ジッコウ イインカイ ホカ		1994-1996

		1		30		[医療過誤原告の会資料] イリョウ カゴ ゲンコク カイ シリョウ		医療過誤原告の会、他 イリョウ カゴ ゲンコク カイ ホカ		1994-1996		30から36は同一の封筒内。 ドウイツ フウトウ ナイ		個人診断情報 コジン シンダン ジョウホウ

		1		31		医療事故に関する資料、他（雑多） イリョウ ジコ カン シリョウ ホカ ザッタ		医療過誤原告の会、他 イリョウ カゴ ゲンコク カイ ホカ		1994-1996				個人診断情報 コジン シンダン ジョウホウ

		1		32‐1		医療事故と裁判に関する資料、他（雑多） イリョウ ジコ サイバン カン シリョウ ホカ ザッタ		納得のいく裁判を考える市民の会、他 ナットク サイバン カンガ シミン カイ ホカ		1993-1995								ホッチキス錆 サビ

		1		32‐2		医療事故と裁判に関する資料、他（雑多） イリョウ ジコ サイバン カン シリョウ ホカ ザッタ		医療過誤原告の会、他 イリョウ カゴ ゲンコク カイ ホカ		1994-1995

		1		33‐1		医療事故に関する資料、他（雑多） イリョウ ジコ カン シリョウ ホカ ザッタ		朝日新聞、他 アサヒ シンブン ホカ		1994-1996

		1		33‐2		医療事故に関する資料、他（雑多） イリョウ ジコ カン シリョウ ホカ ザッタ		医療過誤原告の会、他 イリョウ カゴ ゲンコク カイ ホカ		1994-1995

		1		34		砒素汚染に関する資料、他（雑多） ヒソ オセン カン シリョウ ホカ ザッタ		土呂久鉱害問題を考える会、他 ツチ ロ ヒサ コウガイ モンダイ カンガ カイ ホカ		1995

		1		35		砒素汚染に関する資料、他（雑多） ヒソ オセン カン シリョウ ホカ ザッタ		土呂久鉱害問題を考える会、他 ツチ ロ ヒサ コウガイ モンダイ カンガ カイ ホカ		1995-1996

		1		36‐1		砒素汚染に関する資料、他（雑多） ヒソ オセン カン シリョウ ホカ ザッタ		土呂久鉱害問題を考える会、他 ツチ ロ ヒサ コウガイ モンダイ カンガ カイ ホカ		1993、1995-1996

		1		36‐2		砒素汚染に関する資料、他（雑多） ヒソ オセン カン シリョウ ホカ ザッタ		土呂久鉱害問題を考える会、他 ツチ ロ ヒサ コウガイ モンダイ カンガ カイ ホカ		1994-1996

		1		1		福岡県の教育に関する資料、他（雑多） フクオカケン キョウイク カン シリョウ ホカ ザッタ		吉富町外一市中学校組合教育委員会、他 キチ チョウ ガイ イッ シ チュウガッコウ クミアイ キョウイク イインカイ ホカ		1998-1999

		1		2		戦後教育に関する資料、毎日新聞「新教育の森」の切り抜き、他（雑多） センゴ キョウイク カン シリョウ マイニチ シンブン シン キョウイク モリ キ ヌ ホカ ザッタ		毎日新聞社、他 マイニチ シンブンシャ ホカ		1999

		1		3		福岡県の教育に関する資料、『楽農ぐらし』、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） フクオカケン キョウイク カン シリョウ ラク ノウ バン ホカ ザッタ		平和といのちをみつめる会、他 ヘイワ カイ ホカ		1991、1997、1999-2000

		1		4		『かわら版』、他（雑多） バン ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		1999-2000

		1		5		教育、人権、男女共同参画社会、HIVに関する資料、他（雑多） キョウイク ジンケン ダンジョ キョウドウ サンカク シャカイ カン シリョウ ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		1999-2000

		1		6		人権、クロロキンに関する資料、『楽農ぐらし』、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） ジンケン カン シリョウ ラク ノウ バン ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		1998-2001

		1		7		ハンセン病、薬害・医療被害、豊前市に関する資料、『楽農ぐらし』、他（雑多） ビョウ ヤクガイ イリョウ ヒガイ ユタ マエ シ カン シリョウ ラク ノウ ホカ ザッタ		薬害・医療被害をなくすための厚生省交渉団、他 ヤクガイ イリョウ ヒガイ コウセイショウ コウショウダン ホカ		1999-2002

		1		8		学校教育やいじめに関する資料、他（雑多） ガッコウ キョウイク カン シリョウ ホカ ザッタ		子どもの人権を守る県連絡会、他 コ ジンケン マモ ケン レンラクカイ ホカ		1995-1996、1998-1999

		1		9		エイズ、教育に関する資料、『楽農ぐらし』、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） キョウイク カン シリョウ ラク ノウ バン ホカ ザッタ		平和といのちをみつめる会、他 ヘイワ カイ ホカ		1995-1996、1998-2000

		1		10		教育に関する資料、『楽農ぐらし』、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） キョウイク カン シリョウ ラク ノウ バン ホカ ザッタ		平和といのちをみつめる会、他 ヘイワ カイ ホカ		1997-1999

		1		11		「アイヌと九州・沖縄」、いじめ、薬害・医療被害に関する新聞切り抜き（雑多） キュウシュウ オキナワ ヤクガイ イリョウ ヒガイ カン シンブン キ ヌ ザッタ		毎日新聞社、他 マイニチ シンブンシャ ホカ		1999

		1		12		『楽農ぐらし』、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） ラク ノウ バン ホカ ザッタ		平和といのちをみつめる会、他 ヘイワ カイ ホカ		1997-1999、2001-2002

		1		13		教育、転院問題に関する資料、『楽農ぐらし』、『かわら版』、他（雑多） キョウイク テンイン モンダイ カン シリョウ ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		1991、1997、2000

		1		14		産婦人、エイズ、クロロキンに関する資料、他（雑多） サン フジン カン シリョウ ホカ ザッタ		クロロキン被害者の会、他 ヒガイシャ カイ ホカ		1999-2000				個人情報あり（山下睦子さんの入院診療費請求書兼領収書）。

		1		15		人権、教育に関する資料、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） ジンケン キョウイク カン シリョウ ホカ ザッタ		平和といのちをみつめる会、他 ヘイワ カイ ホカ		1991、2001

		1		16		運転免許に関する資料、『かわら版』、他（雑多） ウンテン メンキョ カン シリョウ バン ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		1991

		1		17		障害児や子どもに関する資料、『楽農ぐらし』、『なずな』、他（雑多） ショウガイジ コ カン シリョウ ホカ ザッタ		平和といのちをみつめる会、他 ヘイワ カイ ホカ		2001

		1		18		『クロロキン被害者の会』、『かわら版』、他（雑多） ヒガイシャ カイ バン ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		2001-2002				個人情報あり（診断書）

		1		19		『HIVと付き合う開業医の会』、『楽農ぐらし』、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） ツ ア カイギョウイ カイ ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		2001

		1		20		ハンセン病や子育てに関する資料、『楽農ぐらし』、『なずな』、『かわら版』、他（雑多） ビョウ コソダ カン シリョウ ホカ ザッタ		同人・かわら版、他 ドウジン バン ホカ		2000-2001

		1		21		子育て、教育に関する資料、他（雑多） コソダ キョウイク カン シリョウ ホカ ザッタ		豊前市教育委員会、他 ユタ マエ シ キョウイク イインカイ ホカ		2001

		1		22		〔中学生の自殺と経過』 チュウガク セイ ジサツ ケイカ

		1		23		戦後教育や学校でのいじめに関する資料、他（雑多） センゴ キョウイク ガッコウ カン シリョウ ホカ ザッタ		豊前市学校活性化委員、他 ユタ ゼン シ ガッコウ カッセイカ イイン ホカ		1999-2000

		1		24		的場大輔氏のいじめによる自殺に関する新聞記事、他（雑多） マトバ ダイスケ シ ジサツ カン シンブン キジ ホカ ザッタ		西日本新聞社、他 ニシ ニホン シンブンシャ ホカ		1995-1996、1999

		1		25		的場大輔氏のいじめによる自殺に関する資料、他（雑多） マトバ ダイスケ シ ジサツ カン シリョウ ホカ ザッタ		毎日新聞社、他 マイニチ シンブン シャ ホカ		1995、1999

		1		26		戦後教育や学校でのいじめに関する資料、他（雑多） センゴ キョウイク ガッコウ カン シリョウ ホカ ザッタ		豊前市教育委員会、他 ユタ ゼン シ キョウイク イインカイ ホカ		1995-1996、1999

		1		27		学校教育といじめに関する資料、他（雑多） ガッコウ キョウイク カン シリョウ ホカ ザッタ		プレイボーイ、他 ホカ		1994-1996

		1		28		学校教育といじめに関する資料、他（雑多） ガッコウ キョウイク カン シリョウ ホカ ザッタ		豊前市教育委員会、他 ユタ マエ シ キョウイク イインカイ ホカ		1996-1997、1999





