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Ⅰ 行政文書ファイルリスト 

本リストは、行政文書ファイル管理簿（厚生労働省ホームページに掲

載）のファイル名を掲載したものである。 
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Ⅱ 出版物リスト 
 大臣官房総務課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 
 医政局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 
 健康局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 
 医薬局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９２ 
 
 
Ⅲ 私物等リスト 
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 健康局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９４ 
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行政文書ファイルリスト(大臣官房総務課）

［大臣官房総務課法令審査第二係］
行政文書ファイル名

【官総１】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和５８年１１月～６０年１１月

【官総２】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和６２年３月～６３年１１月

【官総３】厚生省事務処理規程

【官総４】厚生省事務処理規程の一部を改正する訓令（昭和６１年）

【官総５】厚生省事務処理規程の一部を改正する訓令（昭和６３年）

【官総６】厚生省事務処理規程別表（昭和５９年）

【官総７】厚生省本省文書保存規程
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行政文書ファイルリスト（医政局）

［医政局経済課総務係］
行政文書ファイル名

【医経１】長期業績見通し[長期業績見通し関係資料(平成８年)]

【医経２】再発防止フォローアップ・グループ毎討議の際の留意点（平成８年）

【医経３】医薬品健康被害再発防止策の推進状況（平成８年）

【医経４】医薬品による健康被害の再発防止対策について（報告のポイント素案）（平成８年頃）

【医経５】医薬品による健康被害の再発防止対策について（報告書要旨素案）（未定稿）（平成８年頃）
【医経６】再発防止対策のフォローアップについて［医薬品による健康被害の再発防止対策関係資料
（平成８年）］

【医経７】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書（抜粋）（平成８年）

【医経８】エイズ訴訟について（平成８年）
【医経９】再発防止対策に関する論点整理［医薬品による健康被害の再発防止対策関係資料（平成８
年）］
【医経１０】再発防止対策のために検討すべき課題［医薬品による健康被害の再発防止対策関係資料
（平成８年）］

【医経１１】改革案について［厚生省の組織再編関係資料（平成８年）］

【医経１２】薬事行政組織再編の検討状況について（平成８年）
【医経１３】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査について（第２次報告）
（平成８年）
【医経１４】医薬品健康被害再発防止対策及びエイズの治療研究対策の推進体制（仮称）について
（案）（平成８年）

【医経１５】中医協基本問題小委Ⅳ［予算ＰＲ版等薬価関係資料（平成８年）］
【医経１６】薬務局再発防止・安全対策プロジェクト・チーム［医薬品の安全性確保対策検討会中間意
見関係資料（平成８年）］

【医経１７】衆・厚生委員会エイズ集中審議国会答弁関係資料（平成８年）

【医経１８】新聞写し（平成８年）（１）

【医経１９】新聞写し（平成８年）（２）

【医経２０】薬事法等の一部改正　国会答弁整理集（平成８年）

【医経２１】薬事法等の一部改正　想定問答［未定稿］（平成８年）

【医経２２】国会想定問答（平成６年）

【医経２３】薬害再発防止プロジェクト検討資料　１（平成８年頃）

【医経２４】血液事業に関する文献等血液行政関係資料
【医経２５】医薬品による健康被害再発防止に係る厚生科学審議会や国会での議論関係資料（平成７
年～８年頃）
【医経２６】健康被害再発防止　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｔｅａｍ［医薬品による健康被害再発防止プロジェクトチーム
事務局会議関係資料（平成８年頃）］

【医経２７】医薬品による健康被害再発防止対策や薬事行政組織再編関係資料（平成７年～８年頃）
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行政文書ファイルリスト（医政局）

【医経２８】医療保険審議会や中央社会保障医療審議会関係資料

【医経２９】平成８年６月３日参議院厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会関係資料

【医経３０】１９９５年米国医学研究所がまとめた報告書の和訳等エイズ関係資料

【医経３１】医薬品による健康被害再発防止プロジェクトチームでの検討資料

【医経３２】健康被害専門委員会関係資料（平成６年～平成７年）

【医経３３】医薬品機構法審議用想定関係資料（平成８年頃）

【医経３４】経営状況見込みや平成９年度予算概算要求ＰＲ版等雑件資料（平成８年頃）
【医経３５】「血液製剤によるＨＩＶ感染問題に関する報告について」と題する書類等エイズ関係資料（平
成８年）

【医経３６】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書（平成８年頃）

【医経３７】経済からのＨＩＶ関連資料[経済課にあった血液製剤の薬価関係資料（平成元年～２年頃）]

【医経３８】「ＡＩＤＳ診断基準」と題する書類等エイズ関係資料

【医経３９】「衆議院厚生委員会（参考人質疑）（平成８年７月１２日）」と題する書類等国会関係資料

【医経４０】「６月１７日（月）（参）薬害エイズ問題小委」と題する書類等エイズ関係資料（平成８年）

【医経４１】「追加質問調査回答のまとめ」と題する書類等エイズ関係資料（平成８年頃）

【医経４２】「重要想定問答」と題する書類等国会関係資料（平成８年頃）

【医経４３】会社概要（１９９５）

【医経４４】会社案内（平成６年）

【医経４５】１ 国会[国会答弁関係資料（平成４年～平成６年）]

【医経４６】２ 国会[国会答弁関係資料（平成６年頃）]

【医経４７】８’ 国会等[国会答弁関係資料（平成８年）]

【医経４８】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告関係資料（平成８年）

【医経４９】「エイズ医薬品調査会の開催について」と題する書類等エイズ関係資料（平成４年～８年）
【医経５０】「非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査について（第１次報告）」
と「薬価差問題に関するプロジェトチーム中間報告書」を綴った資料（平成８年）
【医経５１】「「医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチーム」第１回事務局会議
の開催について」と題する書類等エイズ関係資料（平成８年頃）

【医経５２】薬価基準収載に関連した特許関係資料
【医経５３】「衆議院議員提出薬害エイズ問題に関する質問に対する答弁書」と題する書類等国会関係
資料（平成６年～８年頃）

【医経５４】８’～ 国会関係[（衆）厚生委国会答弁関係資料（平成８年）]

【医経５５】薬事法改正関係資料（平成８年）
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行政文書ファイルリスト（医政局）

【医経５６】薬事法等の一部改正国会答弁整理集（平成８年）

【医経５７】薬事法等の一部改正想定問答［未定稿］（平成８年）

【医経５８】局所管事項[薬務局所管事項関係資料（平成８年）]

【医経５９】課所管事項[経済課所管事項関係資料（平成８年）]

【医経６０】当面の諸問題[薬務局の当面の諸問題関係資料（平成８年）]

【医経６１】医薬品産業の将来像を考える懇談会関係資料（第１回～第６回）（平成７年～８年）
【医経６２】米国製薬企業が日本での特許取得につき不公正慣行があるとして申し立てを行った際の
概要及び日本製薬企業の対応を記載した資料等特許関係資料

【医経６３】医薬品適正使用推進方策検討委員会関係資料（第２回～第４回）（平成６年～平成７年）

【医経６４】薬務局執務資料（平成６年）

【医経６５】薬務局国会想定問答[薬務局国会想定問答関係資料（平成８年）]

【医経６６】国会想定（Ｈ５．１１～７．３）

【医経６７】全国厚生関係部局長会議資料（平成８年）
【医経６８】所管事項（大蔵・総務庁）Ｈ５．７～[当時の大蔵省・総務庁に対する薬務局所管事項説明関
係資料]
【医経６９】所管事項（６／２３主査・７／６局長）[当時の主査・局長に対する経済課所管事項及び薬務
局の当面の諸問題説明関係資料]

【医経７０】全国都道府県薬務主管課長会議関係資料（平成７年）

【医経７１】薬務局長異動に伴う所管事項説明関係資料（平成８年）
【医経７２】プロジェクトチーム保存資料一覧［医薬品による健康被害再発防止プロジェクトチームでの
検討関係資料（平成８年頃）］

【医経７３】薬務局職員名簿（平成８年現在）

【医経７４】国会想定問答等国会関係資料（平成５年）
【医経７５】「医薬品による健康被害の再発防止対策について（報告書）平成８年７月１日」と題する書類
等エイズ関係資料

【医経７６】薬務局全問答（Ｈ８年）

【医経７７】通知綴［薬務局の製薬関係通知（平成元年）］

【医経７８】１国会関係[国会関係資料要求・国会答弁等国会関係資料（平成２年～平成３年）]

【医経７９】２国会関係[国会関係資料要求・国会答弁等国会関係資料（平成３年～）]

【医経８０】３国会関係[国会関係資料要求・国会答弁等国会関係資料（平成３年～）]

【医経８１】４国会関係[国会関係資料要求・国会答弁等国会関係資料（平成４年～平成５年）]

【医経８２】国会関係[国会議事録・国会答弁等国会関係資料（平成５年頃）]

【医経８３】国会関係（６１．９～）[国会答弁等国会関係資料]
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行政文書ファイルリスト（医政局）

【医経８４】第１０１回（№１）国会答弁綴（５９．１～）

【医経８５】第１０１回（№２）国会答弁綴（５９．４．１９～）

【医経８６】国会答弁綴（第１０２回通常国会）（５９．１０～）

【医経８７】国会資料（６３．１～）［国会関係資料要求関係資料］

【医経８８】国会資料（５９．１．１７～）[国会関係資料要求関係資料]

【医経８９】国会資料（５９．１１．１９～６２．１２．末迄）［国会関係資料要求関係資料］

【医経９０】第９７回　第９８回　第１００回　国会[国会答弁等国会関係資料（昭和５７年～昭和５８年）]

【医経９１】国会議事録（昭和６１年～平成元年）

【医経９２】１１２回国会（６３．１～）[国会答弁等国会関係資料]

【医経９３】１２９回通常国会（Ｈ．６．１～６）[議事録・国会答弁等国会関係資料]

【医経９４】国会想定（昭和６１年～昭和６３年）
【医経９５】議員質問関係綴№１（５６－１０－２７～）[議員からの国会関係資料要求・国会答弁等国会
関係資料（昭和５３年～昭和５８年頃]

【医経９６】要望書綴［経済課への要望（薬価、医薬品の流通改善等）（平成２年～平成５年）］

【医経９７】医薬品問題小委［政党医薬品問題小委関係（議事録等）資料（昭和５９年～昭和６２年）］
【医経９８】医薬品問題小委（ＪＵＬ．８４→）［政党医薬品問題小委関係（議事録等）資料（昭和５９年～
昭和６０年頃）］

【医経９９】医薬品問題等小委［政党医薬品問題小委関係（議事録等）資料（昭和５９年～昭和６２年）］

【医経１００】新薬資料（昭和５６年１２月）[新薬収載関係資料]

【医経１０１】新薬資料（昭和６０年７月２９日収載）（交渉ファイル）[新薬収載関係資料]

【医経１０２】６２．３．１２収載分（６２．１．１２承認）[新薬収載関係資料]

【医経１０３】６２．８．２８／６２．９．０４相談[新薬収載関係資料]

【医経１０４】６３．５．２７／６．３相談[新薬収載関係資料]

【医経１０５】６２．５．２８[新薬収載関係資料]

【医経１０６】６２．１１／６２．１０　ＡＺＴ・Ｂ型[新薬収載関係資料]

【医経１０７】新薬（昭和５７年８月１２日収載）[新薬収載関係資料]

【医経１０８】新薬（昭和５８年２月３日収載）[新薬収載関係資料]

【医経１０９】Ｈ．１．５．２６／Ｈ１．６．２（相）№１[新薬収載関係資料]

【医経１１０】Ｈ１．８．２５収載分[新薬収載関係資料]

【医経１１１】６３．８．２２／６３．８．２９[新薬収載関係資料]
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行政文書ファイルリスト（医政局）

【医経１１２】Ｓ．６３．４．１８収載分[新薬収載関係資料]

【医経１１３】６３．１１．１６／６３．１１．２２相談[新薬収載関係資料]

【医経１１４】Ｈ１．４．１４[新薬収載関係資料]

【医経１１５】Ｈ１．５．２６／Ｈ１．６．２（相）№２[新薬収載関係資料]

【医経１１６】Ｈ１．１１．２４新薬Ｈ１．１２．１相談品目[新薬収載関係資料]

【医経１１７】新薬（昭和５９年３月１７日収載）（交渉ファイル）[新薬収載関係資料]

【医経１１８】新薬（昭和５９年１１月２２日収載）（交渉ファイル）[新薬収載関係資料]

【医経１１９】６１．６．１９（１）[新薬収載関係資料]

【医経１２０】６１．８．２５[新薬収載関係資料]

【医経１２１】６１．１１．２１新　１１．２８相[新薬収載関係資料]

【医経１２２】血液製剤の名称・規格変更について（平成５年頃）
【医経１２３】ＡＣＴＧ試験１１６Ｂ／１１７予備解析の要約［エイズ治療薬の臨床試験の予備解析結果資
料（平成４年）］

【医経１２４】エイズ患者見込み［薬価算定に使用するために作成した資料（平成３年頃）］
【医経１２５】血漿蛋白製剤［血漿蛋白製剤の概要（効能、効果、生産量等）等エイズ医薬品関係資料
（昭和６０年頃～昭和６２年頃）］

【医経１２６】流通調査関係原議綴（１）（昭和５８年５月～昭和５９年２月）

【医経１２７】流通調査関係原議綴（２）（昭和５９年）

【医経１２８】流通調査官原議綴（３）（昭和５９年３月～昭和６０年３月）

【医経１２９】昭６０年度原議綴　流通調査官（４）[流通調査関係の経済課原議]
【医経１３０】「ドリンク剤に対する物品税の非課税証明書の交付申請について」と題する原議等経済課
原議（昭和５９年～昭和６１年）

【医経１３１】配置薬・組合員資格裁判関係資料（昭和３８年～昭和５４年）

［医政局研究開発振興課総務係］

行政文書ファイル名

【医研１】所管事項説明等　H4.7～H5.7［省幹部所管事項説明関係資料］

【医研２】所管事項説明資料　H6.7～H7.7［省幹部所管事項説明資料］

【医研３】所管事項説明資料　H7.7～H8.4［省幹部所管事項説明資料］

【医研４】国会関係等綴（Ｈ５．２～Ｈ６．５）［国会答弁等国会関係資料］
【医研５】エイズ医薬品開発推進事業（実績報告）　S63［エイズ医薬品の研究開発に係る補助金確定
関係資料］
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行政文書ファイルリスト（医政局）

【医研６】エイズ医薬品の確定　平成元年度［エイズ医薬品の研究開発に係る補助金確定関係資料］

【医研７】エイズ医薬品・確定　平成２年度［エイズ医薬品の研究開発に係る補助金確定関係資料］
【医研８】エイズ医薬品等開発推進確定　平成３年度［エイズ医薬品等の研究開発に係る補助金確定
関係資料］

【医研９】抗HIV活性が期待されるインドネシア産植物の調査研究　１９９１年研究実績報告
【医研１０】製剤委員会（第１回～第１６回）［製剤委員会（エイズ医薬品関係）関係資料（平成４年～平
成６年）］

【医研１１】エイズ対策　Ｓ６２［エイズ対策専門会議関係資料］

【医研１２】エイズ読本　1987.3　日本医師会

【医研１３】エイズ診療の手引き　厚生省

【医研１４】エイズ医薬品開発推進事業［エイズ医薬品の研究開発関係資料（平成３年度）］
【医研１５】厚生科学研究費補助金　エイズ医薬品等開発推進事業　平成元年～平成３年度［エイズ医
薬品等の研究開発に係る厚生科学研究費補助金確定関係資料］
【医研１６】エイズ医薬品（厚生科学研究費補助金）［エイズ医薬品の研究に係る厚生科学研究費補助
金確定関係資料（昭和６３年度）］

【医研１７】医薬品副作用被害救済・研究振興基金法想定問答集（昭和６２年度）

【医研１８】６年度予算要求　４［平成６年度概算要求関係資料（平成５年）］

【医研１９】機構法の一部を改正する法律案質疑綴り　平成８年５月　衆・厚生委［国会答弁関係資料］

【医研２０】機構法の一部を改正する法律案質疑　平成８年６月　衆・厚生委［国会答弁関係資料］

【医研２１】エイズ　N0.1［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６２年度）］

【医研２２】エイズ　N0.２［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６２年度）］

【医研２３】エイズ　N0.４［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６３年度）］

【医研２４】エイズ医薬品開発推進事業　１［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６３年度）］

【医研２５】エイズ医薬品開発推進事業　２［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６３年度）］

【医研２６】エイズ医薬品開発推進事業　３［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６３年度）］

【医研２７】エイズ医薬品開発推進事業　４［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６３年度）］
【医研２８】エイズ医薬品開発推進事業［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６２年度～昭
和６３年度）］
【医研２９】エイズ医薬品等開発研究［エイズ医薬品等の研究開発に係る検討資料（平成６年～平成７
年）］
【医研３０】エイズ医薬品等開発推進事業国際研究グラント事業［エイズ医薬品等の研究開発に係る検
討資料（平成８年）］

【医研３１】昭和６３年度　エイズ医薬品開発研究報告

【医研３２】平成元年度　エイズ医薬品等開発研究報告

【医研３３】平成２年度　エイズ医薬品等開発研究報告
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行政文書ファイルリスト（医政局）

【医研３４】平成３年度　エイズ医薬品等開発研究報告

【医研３５】平成４年度　エイズ医薬品等開発研究報告

【医研３６】平成５年度　エイズ医薬品等開発研究報告

【医研３７】平成６年度　エイズ医薬品等開発研究報告

【医研３８】エイズ医薬品等開発研究総合報告　第Ⅰ期

【医研３９】エイズ医薬品等開発研究　第Ⅰ期成果報告会

【医研４０】平成７年度　エイズ医薬品等開発推進事業国際研究グラント事業研究報告書
【医研４１】ＨＩＶ－ＩＴ（Ｖ）確認申請書概要　別冊＃１　製造に関する資料［遺伝子治療関係資料（平成８
年）］

【医研４２】ＨＩＶ－ＩＴ（Ｖ）確認申請書概要　別冊＃1［遺伝子治療関係資料（平成８年）］

【医研４３】ＨIＶ感染に対するＨＩＶ－ＩＴ（Ｖ）による遺伝子治療概要［遺伝子治療関係資料（平成８年）］
【医研４４】ＨＩＶ感染に対するＨＩＶ－ＩＴ（Ｖ）による遺伝子治療／概要［遺伝子治療関係資料（平成８
年）］

【医研４５】別冊＃１　ＨＩＶ－ＩＴ（Ｖ）製造に関する資料［遺伝子治療関係資料（平成８年）］
【医研４６】ＨＩＶ感染に対するＨＩＶ－ＩＴ（Ｖ）による遺伝子治療に関する資料の提出について［遺伝子治
療関係資料（平成８年）］

【医研４７】エイズ医薬品研究開発検討資料（平成８年）

【医研４８】遺伝子治療臨床研究（ＨＩＶ）作業部会関係資料（平成８年）

【医研４９】エイズ　資料［エイズ対策関係資料（平成３年～平成４年）］

【医研５０】エイズ　93.2［エイズ研究開発に係る学会論文等エイズ関係資料］

【医研５１】遺伝子治療臨床研究に関するガイドライン関係資料（平成５年）
【医研５２】新医薬品等の再審査結果について［都道府県知事あて局長通知等医薬品審査関係資料
（昭和６１年～平成８年）］

【医研５３】遺伝子治療臨床試験関係資料（平成８年）
【医研５４】エイズ問題事務次官に対する懸案事項説明［エイズ問題についての幹部用説明資料（平成
８年）］

【医研５５】エイズ医薬品の研究開発関係資料（平成８年）
【医研５６】再発防止対策プロジェクト報告（平成８年）［医薬品による健康被害の再発防止対策プロ
ジェクトからの報告資料］

【医研５７】平成９年度組織定員要求関係資料（平成８年）

【医研５８】エイズ関係［エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（平成２年～平成４年）］

【医研５９】平成５年度エイズ医薬品等開発推進事業実施要領・事務取扱基準

【医研６０】研究の決定・評価の流れ［エイズ医薬品の研究開発推進関係資料（平成２年～平成３年）］

【医研６１】平成４年度エイズ医薬品等開発推進事業実施要領・事務取扱基準
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【医研６２】薬務局資料（Ｈ8～）［エイズ、規制緩和、研究開発関係資料］

【医研６３】機構法（平成８年改正）想定問答集

【医研６４】機構法（平成８年改正）国会答弁関係資料（平成８年）

【医研６５】薬務局経済課先端技術振興室執務引継関係資料（平成５年）
【医研６６】平成５年度血液事業における国際協力検討事業海外調査報告書（案）関係資料（平成６
年）

【医研６７】エイズ訴訟・薬事法改正関係資料（平成８年）

【医研６８】機構法（平成８年改正）法案根回しリスト（平成８年）

【医研６９】会計用［会計課に対する医薬品の研究開発の現状と今後の課題説明資料（平成７年）］

【医研７０】購入予定医薬品関係資料

【医研７１】東京大阪ＨＩＶ訴訟原告団からの大臣要求回答関係資料（平成８年）

【医研７２】薬務局執務資料　Ｈ７

【医研７３】医薬品副作用被害救済・研究振興基金法令集

【医研７４】国会想定問答　平成４年

【医研７５】国会想定問答　平成５年

【医研７６】新聞［医薬品の研究開発に係る新聞記事切り抜き（平成８年）］

【医研７７】薬務局関係通知［国会答弁関係資料（平成８年）］

【医研７８】日本薬局方調査会委員住所録（平成８年）

【医研７９】抗HIV薬の早期使用について（原紙）［エイズ医薬品の治験関係資料（平成８年）］

【医研８０】想定②リニューアル［エイズ医薬品の研究開発振興関係資料］

【医研８１】血液製剤によるエイズ感染に関する調査プロジェクトチーム検討資料（平成８年）

【医研８２】薬務局長に対する所管事項説明関係資料（平成８年）

【医研８３】エイズ医薬品等開発推進事業（Ｈ８）［エイズ医薬品等の研究開発に係る検討資料］

【医研８４】国会関係［国会答弁関係資料（平成７年～８年）］

【医研８５】国会関係［国会答弁関係資料（平成８年）］

【医研８６】日本抗生物質学術協議会関係資料（平成７年度）

【医研８７】エイズ医薬品等開発研究報告（Ｈ７）

【医研８８】主計局次長所管事項説明資料　平成８年

【医研８９】報道発表関係資料（平成６年～８年）
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【医研９０】医薬品による健康被害の再発防止対策関係資料

【医研９１】オーファンドラッグの研究開発推進関係資料（平成８年度）

【医研９２】薬務局執務関係資料（平成８年度）

【医研９３】国会［エイズ問題に係る国会答弁関係資料（平成８年）］

【医研９４】エイズ治療薬の今後の取扱い関係資料（平成８年）

【医研９５】国会質疑・議事録関係資料①（平成８年）

【医研９６】国会質疑・議事録関係資料②（平成８年）
【医研９７】医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチームでの検討資料①（平成
８年度）
【医研９８】医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチームでの検討資料②（平成
８年度）
【医研９９】医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチームでの検討資料③（平成
８年度）
【医研１００】医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチームでの検討資料④（平
成８年度）

【医研１０１】エイズ医薬品に関する専門家へのアンケート調査票（平成８年）

【医研１０２】エイズ医薬品の研究開発に係る検討資料（昭和６３年～平成６年）

【医研１０３】エイズ治療に関する法律案に対する検討メモ

【医研１０４】エイズ対策関係資料（平成８年）
【医研１０５】HIV感染に対するＨＩＶ－IＴ（Ｖ）による遺伝子治療　概要［遺伝子治療関係資料（平成８
年）］

【医研１０６】別冊＃１　ＨＩＶ－ＩＴ（Ｖ）製造に関する資料［遺伝子治療関係資料（平成８年）］

【医研１０７】質問主意書・国会答弁関係資料（平成７年～８年）

【医研１０８】エイズ医薬品研究開発関係資料（平成７年～８年）

【医研１０９】エイズ医薬品研究開発関係資料（平成６年～８年）

【医研１１０】研究開発振興課関係資料（平成６年～平成８年）

【医研１１１】国会関係１［国会答弁関係資料（平成８年）］

【医研１１２】先端ＨＢ［医薬品の研究開発に係る検討資料（平成２年～平成６年）］

【医研１１３】エイズの現状と治療薬　薬業経済研究所　平成４年

【医研１１４】人事異動等に関する補佐会議関係資料（平成７年）

【医研１１５】エイズ対策関係資料

【医研１１６】ＨＩＶ－ＩＴに関係する記者発表資料（平成７年）

【医研１１７】HIV-IT(V)による遺伝子治療概要［遺伝子治療関係資料（平成８年）］
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行政文書ファイルリスト（健康局）

［健康局総務課総務係］
行政文書ファイル名
【健総１】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査・医薬品による健康被害の
再発防止対策関係資料（平成８年ごろ）
【健総２】手持参考資料　平成７年４月１日～［平成７年度予算額（案）の概要（保健医療局関係）と題す
る書類等雑件資料（平成６年～平成８年ごろ）］

【健総３】（財）血友病総合治療普及会関係資料（１）

【健総４】血友病総合治療普及会’９６冬Ⅰ

【健総５】血友病総合治療普及会’９６冬Ⅱ

【健総６】厚生委員会Ｈ８．０７～［エイズ関係資料（平成８年ごろ）］

【健総７】局基本資料Ⅰ　９６／０７／０１～［保健医療局関係基本資料（平成８年ごろ）］

【健総８】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書等エイズ関係資料（平成８年ごろ）

【健総９】（財）血友病総合治療普及会関係資料（２）

【健総１０】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査関係資料（１）（平成８年ごろ）

【健総１１】厚生科学会議提出資料について（報告）と題する書類等雑件資料

【健総１２】研究事業関係資料（平成５年～平成８年ごろ）
【健総１３】エイズ国会Ⅰ［血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査中間報告書についてと題する書類等
エイズ関係資料（平成７年～平成８年ごろ）］

【健総１４】エイズ国会Ⅱ［エイズに関する新聞記事等エイズ関係資料（平成８年ごろ）］
【健総１５】第四ルート、再発防止［「医薬品による健康被害の再発防止対策について（通知）」と題する
書類等エイズ関係資料（平成７年～平成８年ごろ）］

【健総１６】所管事項説明資料（平成８年ごろ）

【健総１７】資料要求（自　平成７年４月　至　）（平成７年５月～平成８年７月ごろ）

【健総１８】国会答弁（自　平成７年４月　至　）（平成７年９月～平成８年３月ごろ）

【健総１９】平成７年度日米医学協力研究会

【健総２０】血友病総合治療普及会１（平成７年～平成８年ごろ）

【健総２１】血友病総合治療普及会２（平成８年ごろ）

【健総２２】問題法人について［所管公益法人に関する照会関係資料］

【健総２３】引継ぎ書と題する書類等雑件資料（平成７年～平成８年ごろ）

【健総２４】（財）血友病総合治療普及会関係資料（３）

【健総２５】財団法人血友病総合治療普及会評議員名簿等［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総２６】血友病・残高証明書［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６１年～平成７年ごろ）］

【健総２７】残高証明書［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６１年～平成７年ごろ）］
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健総２８】ＮＥＷＳ　ＦＩＬＥ［エイズに関する報道記事関係資料］

【健総２９】基本財産（初年度）の内訳と題する書類等（財）血友病総合治療普及会関係資料

【健総３０】「流れる血液」と取組んで５０年と題する資料

【健総３１】理事会議事録（原稿）［（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成元年～平成２年ごろ）］
【健総３２】設立当初役員名簿・設立発起人名簿［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６０年～
昭和６１年ごろ）］

【健総３３】寄付金・賛助会費内訳［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総３４】財団の概要（公益法人要覧より）［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総３５】理事について［（財）血友病総合治療普及会関係資料］
【健総３６】財団設立についての見解・設立の経緯・研究班・治験の経緯［（財）血友病総合治療普及会
関係資料］

【健総３７】基本財産の内訳［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総３８】〔治験〕［血液製剤によるＨＩＶ（エイズウイルス）感染薬害に関する再質問趣意書関係資料］

【健総３９】寄附行為［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総４０】理事長の対応［（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成８年ごろ）］

【健総４１】設立発起人会議事録［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６０年８月ごろ）］

【健総４２】参考人招致［（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成８年ごろ）］

【健総４３】国会想定［（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成８年ごろ）］

【健総４４】評議員名簿・就任承諾書［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総４５】履歴書［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６０年～平成６年ごろ）］

【健総４６】財務諸表［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６１年～平成７年ごろ）］

【健総４７】事業の概要（年度別）［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６１年～平成８年ごろ）］

【健総４８】昭和６３年（衆）予算委議事録［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総４９】登記簿等［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総５０】その他基礎資料［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総５１】役員の推移［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総５２】法人の解散事由、民法抜粋

【健総５３】役員名簿（新）［（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成６年４月ごろ）］

【健総５４】新聞切り抜き［（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成８年ごろ）］

【健総５５】内藤財団［内藤医学研究振興財団関係資料］
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健総５６】（財）血友病総合治療普及会平成７年度研究助成選考関係資料

【健総５７】財産及び事業の推移（手持ち）［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総５８】設立趣意書［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６０年１月ごろ）］

【健総５９】寄附行為（抜粋）［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総６０】事業報告［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６１年～平成７年ごろ）］

【健総６１】ヘモフィリアニュース［（財）血友病総合治療普及会関係資料（昭和６３年～平成７年ごろ）］

【健総６２】研究助成関係［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総６３】議員からの資料要求［（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成８年ごろ）］

【健総６４】昭和６３年当時　国会想定［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総６５】事務次官へ提出する資料原稿平成８年３月６日［（財）血友病総合治療普及会関係資料］

【健総６６】（財）血友病総合治療普及会関係資料（平成８年ごろ）

【健総６７】平成９年度組織・定員要求説明資料

【健総６８】所管事項説明関係資料（平成８年８月ごろ）

【健総６９】厚生省の組織及び定員関係法令集
【健総７０】不正請求関係［放射性医薬品の振替請求に係る返還金関係資料（平成元年～平成４年ご
ろ）］

【健総７１】所管事項説明資料　元．６～２．３（平成元年６月～平成２年３月ごろ）

【健総７２】所管事項説明資料　２．４～　（平成２年４月～平成３年１月ごろ）

【健総７３】３’所管事項綴（平成３年６月～平成３年１１月ごろ）

【健総７４】４’所管事項（平成４年４月～平成４年１０月ごろ）

【健総７５】保健医療主管課長会議資料６０．２～（昭和６０年２月～平成３年２月ごろ）

【健総７６】衛生主管部局長会議資料６０．１～（昭和６０年１月～平成３年１月ごろ）

【健総７７】保健医療主管課長会議資料４．２～（平成３年１２月～平成５年１月ごろ）

【健総７８】平成５年２月10日全国保健医療主管課長会議
【健総７９】５９組織令改正［「厚生省組織規程の全部改正について」と題する決裁等組織令改正関係資
料（昭和５９年ごろ）］
【健総８０】５９組織令改正［「厚生省の内部組織に関する訓令等の制定について」と題する決裁等組織
令改正関係資料（昭和５９年ごろ）］

【健総８１】３組織・定員要求（平成２年ごろ）

【健総８２】４組織・定員要求（平成３年ごろ）

【健総８３】５７年度組織定員関係（対行管）（昭和５６年ごろ）
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健総８４】５８組織・定員（対人事課）［組織定員要求関係資料（昭和５７年ごろ）］

【健総８５】５８組織・定員（対行管）［概算要求・組織定員要求関係資料（昭和５７年ごろ）］

【健総８６】衛生部局の新組織と題する書類等組織関係資料

【健総８７】５９組織・定員［組織定員要求関係資料（昭和５８年ごろ）］

【健総８８】組織再編関係（昭和５７年～５９年ごろ）

【健総８９】昭和６０年度組織定員要求・査定

【健総９０】昭和６１年度組織定員要求書（人事課長　行管、大蔵）内示書

【健総９１】昭和６２年度組織定員要求書（人事課長　総務庁、大蔵）内示書

【健総９２】所管事項説明等（審議官関係）（昭和６３年７月ごろ）

【健総９３】所管事項説明（対大蔵省）（昭和６３年ごろ）

【健総９４】所管事項説明（平成２年～平成４年ごろ）

【健総９５】所管事項説明Ｈ３．４．（平成３年４月ごろ）

【健総９６】昭和５９年度　ＡＩＤＳ関係決裁書類(目次）

【健総９７】昭和５９年度　ＡＩＤＳ関係決裁書類

【健総９８】昭和６０年度　ＡＩＤＳ関係決裁書類

【健総９９】資料のリストアップ表（保健医療局ファイル１～４）

【健総１００】保健医療局ファイル　Ｎｏ１

【健総１０１】保健医療局ファイル　Ｎｏ２

【健総１０２】保健医療局ファイル　Ｎｏ３

【健総１０３】保健医療局ファイル　Ｎｏ４

【健総１０４】保健医療局ファイル　Ｎｏ５

【健総１０５】ＡＩＤＳ調査検討委員会用ファイル

【健総１０６】ＡＩＤＳ調査検討委員会雑誌等ファイル

【健総１０７】帝京大学教授から厚生省に提供された血液製剤小委員会等に関する資料

【健総１０８】エイズ問題についてと題する書類等エイズ関係資料（平成８年ごろ）

【健総１０９】（財）血友病総合治療普及会関係資料（４）

【健総１１０】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査関係資料（２）（平成８年ごろ）

【健総１１１】薬務局ファイル３
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健総１１２】薬務局ファイル４－（１）

【健総１１３】薬務局ファイル４－（２）
【健総１１４】保健医療局ファイルの調査結果についてと題する書類等エイズ関係資料（昭和５８年～平
成８年ごろ）

【健総１１５】ＡＩＤＳ調査の実施についてと題する書類等エイズ関係資料（昭和５８年～昭和６２年ごろ）

【健総１１６】（財）血友病総合治療普及会(昭和６１年～昭和６３年頃)

【健総１１７】（財）血友病総合治療普及会(昭和６３年～平成６年頃)

【健総１１８】（財）血友病総合治療普及会(平成７年頃)

【健総１１９】平成８年度行政監察（難病・がん・感染症（エイズ））

【健総１２０】１９９０　１９８９年次報告［日米医学協力研究会関係資料］
【健総１２１】６３’日米庶務関係綴［日米医学協力研究会関係資料（昭和６３年４月～平成元年３月ご
ろ）］
【健総１２２】６３’日米庶務関係綴・日米契約関係綴［日米医学協力研究会関係資料（昭和６３年５月～
平成元年３月ごろ）］

【健総１２３】６１’公益法人概況調査票［昭和６１年度公益法人概況調査票関係資料］

【健総１２４】６０’公益法人概況調査票［昭和６０年度公益法人概況調査票関係資料］

【健総１２５】６２’公益法人概況調査票［昭和６２年度公益法人概況調査票関係資料］

【健総１２６】６３’公益法人概況調査票［昭和６３年度公益法人概況調査票関係資料］

【健総１２７】元’公益法人概況調査票［平成元年度公益法人概況調査票関係資料］

【健総１２８】公衆衛生局関係資料（昭和５８年１月）

【健総１２９】公衆衛生局関係資料（昭和５９年１月）

【健総１３０】保健医療局関係資料（昭和６０年１月）

【健総１３１】保健医療局関係資料（昭和６１年１月）

【健総１３２】保健医療局関係資料（平成４年１月）

【健総１３３】第７７回（通常）国会想定問答（昭和５１年１月）

【健総１３４】第９８回（通常）国会想定問答（昭和５８年１月）

【健総１３５】第１０１回（特別）国会想定問答（昭和５９年１月）

【健総１３６】第１０２回（通常）国会想定問答（昭和６０年１月）

【健総１３７】２’人事関係（日米）［日米医学協力研究会関係資料（平成２年ごろ）］

【健総１３８】ＨＩＶ母子感染予防のガイドライン

【健総１３９】女性とエイズ・アジアとエイズ
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行政文書ファイルリスト（健康局）

［健康局疾病対策課総務係］
行政文書ファイル名

【健疾１】平成８年度　参考資料綴［エイズ対策全般］

【健疾２】平成８年度　通知文書綴（エイズ関係）

【健疾３】平成８年度（４月１２日（金））都道府県・エイズ拠点病院等緊急連絡会議

【健疾４】エイズ関係等感染症対策資料（平成８年頃）

【健疾５】ＨＩＶ訴訟関係等感染症対策資料（平成８年頃）

【健疾６】第１０回国際エイズ会議／国際ＳＴＤ会議公式記（平成６年）

【健疾７】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書関係（平成８年）

【健疾８】エイズ対策推進室（仮称）関係資料等感染症対策関係（平成８年頃）

【健疾９】衆議院厚生委員会他（第１３６回通常国会）［国会答弁（平成８年）］
【健疾１０】帝京大学教授から厚生省に提出された血液製剤小委員会等に関する資料（平成８年３月１
９日）及び質問調査回答資料

【健疾１１】ＨＩＶ疫学研究班昭和６３年度研究報告書

【健疾１２】ＨＩＶ疫学研究班合同報告会・総会討議資料（昭和６３年度）

【健疾１３】昭和６３年度　エイズ医薬品開発研究報告

【健疾１４】ＨＩＶ訴訟（平成７年～平成８年）

【健疾１５】血液製剤によるＨＩＶ感染者に関する調査プロジェクトチーム最終報告書等（平成８年）

【健疾１６】答弁集［国会答弁関係（平成８年）］

【健疾１７】ＨＩＶ真相究明関係（平成７年～８年）

【健疾１８】ＨＩＶ答弁［国会答弁・大臣記者会見答弁関係（平成８年）］

【健疾１９】所管座席表など／国会党派状況etc[引継ぎ関係及び国会状況等雑件資料（平成７年）]

【健疾２０】エイズ関連の大臣発言に関する検討資料（平成８年１月～２月頃）

【健疾２１】薬務局ファイル目次等ＨＩＶ関連資料（昭和６０年～平成５年）

【健疾２２】エイズ真相解明関係国会答弁等資料（平成８年）

【健疾２３】エイズ予防法制定時の関係資料（平成８年頃）

【健疾２４】AIDS 1992 Research Accomplishments, National Institutes of Health

【健疾２５】CDC HIV/AIDS PREVENTION FACT BOOK 1993

【健疾２６】参考人質疑関係（１）（平成８年）

【健疾２７】参考人質疑関係（２）（平成８年）
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健疾２８】参考人答弁に関する訂正関係（平成８年）

【健疾２９】輸血後感染症研究班関係資料及び参考人答弁に関する訂正関係（昭和５９年～平成８年）

【健疾３０】参考人質疑関係（３）（平成８年）

【健疾３１】参考人質疑関係（４）（平成８年）

【健疾３２】参考人質疑関係（５）（平成８年）

【健疾３３】解決要求書に対する答弁関係（平成７年）

【健疾３４】Report on MRC AIDS Research 1993

【健疾３５】AIDS RESEARCH 1992 MRC

【健疾３６】第１３６回国会答弁関係（平成８年）

【健疾３７】血友病患者治療研究事業関係（昭和６３年～平成７年）

【健疾３８】国会想定問答関係（平成８年）
【健疾３９】非加熱血液製剤関係資料及び血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染者調査資料（平
成７年）

【健疾４０】血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染者調査に関する想定問答関係（１）（平成７年）

【健疾４１】血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染者調査に関する想定問答関係（２）（平成７年）

【健疾４２】血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染者調査に関する想定問答関係（３）（平成７年）

【健疾４３】血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染者調査に関する想定問答関係（４）（平成７年）

【健疾４４】エイズの現状資料等エイズ対策関係（１）（平成６年）

【健疾４５】CDC National AIDS Clearinghouse

【健疾４６】HIV/AIDS RESEARCH IN THE UNITED STATES MILITARY

【健疾４７】CDC HIV/AIDS PREVENTION FACT BOOK 1993等エイズ対策関係

【健疾４８】非血友病患者のＨＩＶ感染問題調査関係（平成７年）

【健疾４９】フランス厚生大臣来訪関係（平成６年）

【健疾５０】エイズ訴訟準備書面（平成２年）

【健疾５１】引継ぎ（懸案事項等）関係

【健疾５２】薬害エイズ資料[ＨＩＶ訴訟関係資料（平成８年）]

【健疾５３】ＨＩＶ／ＡＩＤＳ関係基礎資料［エイズ対策関係（平成８年）］

【健疾５４】国会答弁（平成５年～７年）

【健疾５５】各種想定問答集［エイズ・結核・予防接種（平成５年～７年）］
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健疾５６】第１３６回通常国会・国会答弁及議事録（エイズ関係のみ）企画法令係（平成８年）

【健疾５７】エイズ予防法想定問答（６２年秋作成・６３年春追補）

【健疾５８】政党・エイズ問題に関する委員会関係（平成６年３月～７月）

【健疾５９】平成７年３月　低用量ピルに関する質問主意書

【健疾６０】人事異動に伴う所管事項説明［エイズ対策関係（平成８年）］

【健疾６１】行政監察（公費負担）［老人医療費等公費負担医療に関する行政監察関係（平成８年）］
【健疾６２】２次・３次感染者医療費負担の解消［先天性血液凝固因子障害治療研究事業関係（平成８
年）］

【健疾６３】後天性免疫不全症候群の予防に関する法律関係（昭和６２年）

【健疾６４】エイズ対策研究関係（平成８年）

【健疾６５】保健医療局ファイル　Ｎｏ１

【健疾６６】保健医療局ファイル　Ｎｏ２

【健疾６７】保健医療局ファイル　Ｎｏ３

【健疾６８】保健医療局ファイル　Ｎｏ４

【健疾６９】保健医療局ファイル　Ｎｏ５

【健疾７０】昭和５９年度　ＡＩＤＳ関係決裁書類

【健疾７１】昭和６０年度　ＡＩＤＳ関係決裁書類

【健疾７２】ＡＩＤＳ調査検討委員会用ファイル（昭和５９年～６０年）

【健疾７３】ＡＩＤＳ調査検討委員会雑誌等ファイル（昭和５７年～６０年）
【健疾７４】帝京大学教授から厚生省に提出された血液製剤小委員会等に関する資料（平成８年３月１
９日）

【健疾７５】財団法人エイズ予防財団関係綴Ⅰ（昭和６２年～６３年）

【健疾７６】（財）エイズ予防財団関係綴Ⅱ（昭和６２年～平成２年）

【健疾７７】（財）エイズ予防財団関係綴Ⅲ（平成３年～平成８年）

【健疾７８】国会答弁綴（平成７年３月～）（平成７年～平成８年）

【健疾７９】国会答弁以外の答弁書類（平成６年～）（平成６年～平成８年）

【健疾８０】幹部職員等への所管事項等（平成６年～）（平成６年～平成８年）

【健疾８１】政党・エイズ問題に関する委員会関係（昭和６３年２月）

【健疾８２】エイズ予防法勉強会［エイズ予防法・エイズ対策小委関係（昭和６２年～平成元年）］

【健疾８３】政党・エイズ問題に関する委員会関係（平成４年３月）
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健疾８４】薬務局ファイル１

【健疾８５】薬務局ファイル３

【健疾８６】エイズ研究班関係（昭和５８年）

【健疾８７】エイズサーベイランス委員会関係（平成３年～５年）

【健疾８８】エイズサーベイランス委員会関係（平成５年～７年）

【健疾８９】国会関係［国会答弁関係（平成７年～８年）］

【健疾９０】国会関係（想定問答等）（平成５年）

【健疾９１】国会議事録（平成８年）［第１３６国会］

【健疾９２】国会［国会答弁関係（平成７年～８年）］

【健疾９３】恒久対策［ＨＩＶ訴訟関連（平成８年）］

【健疾９４】血液凝固因子製剤の非血友病患者への投与例（文献報告）

【健疾９５】エイズサーベイランス委員会関係（平成７年～８年）

【健疾９６】エイズサーベ一覧［ＨＩＶ感染者届出関係（昭和６０年～８年）］

【健疾９７】血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染者調査関係（平成７年～８年）

【健疾９８】引継８．４．１　その１［エイズ係の引継関係］

【健疾９９】引継８．４．１　その２［エイズ係の引継関係］

【健疾１００】先天性血液凝固因子障害等治療研究事業関係（平成元年～８年）

【健疾１０１】エイズ雑件①[ＡＩＤＳ抗体検査結果資料等エイズ対策関係（昭和６１年～平成７年）]

【健疾１０２】エイズ患者数、ＨＩＶ感染者数及び死者数資料等エイズ対策関係（平成６年頃）

【健疾１０３】拠点病院未選定県の状況資料等エイズ対策関係（平成５年～８年）

【健疾１０４】健康管理・免疫低下防止研究事業の概要資料等エイズ対策関係

【健疾１０５】平成７年度エイズ拠点病院等医療従事者研修会研修資料

【健疾１０６】平成６年度エイズ拠点病院等医療従事者研修会研修資料

【健疾１０７】健康保険組合のエイズ対策について（中間報告）

【健疾１０８】エイズ対策委員会関係（昭和５９年～平成４年）

【健疾１０９】ＨＩＶ感染者届出一覧（平成元年～平成７年）

【健疾１１０】引継［エイズサーベイランス委員会関係資料等エイズ対策関係（平成２年）］

【健疾１１１】質問Ⅶ［国会答弁関係（平成８年）］
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健疾１１２】質問Ⅷ［国会答弁関係（平成８年）］

【健疾１１３】質問Ⅸ［国会答弁関係（平成８年）］

【健疾１１４】エイズ関係資料集［エイズ対策全般（平成８年）］

【健疾１１５】⑧エイズ企画・評価委員会資料　６／２０開催［会議資料（平成８年）］
【健疾１１６】血液凝固因子製剤による非血友病感染者調査［依頼文書、結果、記者発表資料関係（平
成８年）］

【健疾１１７】先天性血液凝固因子障害治療研究［通知綴り（平成８年）］

【健疾１１８】ＨＩＶ関係情報資料等エイズ対策関係（昭和６１年～平成８年）

【健疾１１９】ブロック拠点病院資料等エイズ対策関係（平成８年頃）

【健疾１２０】エイズ対策の概要資料（平成８年）

【健疾１２１】エイズストップ作戦関連事業資料等エイズ対策関係（平成７年）

【健疾１２２】世界の主要国のエイズ患者数（累積）年次推移資料等エイズ対策関係（平成７年頃）

【健疾１２３】東京都におけるエイズ診療の在り方について

【健疾１２４】平成７年度エイズ拠点病院等医療従事者研修会

【健疾１２５】ＨＩＶの母子感染関係等エイズ対策関係（平成７年）

【健疾１２６】都道府県・指定都市エイズ担当者会議資料（平成８年５月２２日）

【健疾１２７】全国保健医療関係主管課長会議資料（平成８年１月２９日）

【健疾１２８】全国厚生関係部局長会議資料（平成８年１月２３日）
【健疾１２９】「血友病（二次・三次感染）」［エイズ２次・３次感染者に対する医療費自己負担解消関係］
（平成８年頃）

【健疾１３０】血友病ＨＩＶ感染者からの２次・３次感染者の医療費自己負担解消関係（平成８年）

【健疾１３１】「第１号患者」認定までの経過（ＡＩＤＳ調査検討委員会）資料等エイズ対策関係（平成８年）

【健疾１３２】都道府県・エイズ拠点病院等緊急連絡会議資料（平成８年４月１２日）

【健疾１３３】エイズ拠点病院等医療従事者研修会研修資料（平成６年度）

【健疾１３４】エイズ治療・研究に関する連絡会議関係（平成８年）

【健疾１３５】ＨＩＶ調査研究事業及びＨＩＶ救済事業薬務局資料等エイズ対策関係（平成７年頃）

【健疾１３６】エイズ関係基礎資料等エイズ対策関係（平成８年）

【健疾１３７】公衆衛生審議会伝染病予防部会非血友病ＨＩＶ感染調査小委員会関係（平成８年）

【健疾１３８】ＨＩＶ感染者の生活実態資料等エイズ対策関係

【健疾１３９】公益信託今井保太郎記念エイズ研究助成基金関係（平成６年頃）
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行政文書ファイルリスト（健康局）

【健疾１４０】公衆衛生審議会伝染病予防部会非血友病ＨＩＶ感染調査小委員会関係（平成８年７月２
日、１６日）
【健疾１４１】公衆衛生審議会伝染病予防部会非血友病ＨＩＶ感染調査小委員会関係（平成８年８月１６
日、２１日）

【健疾１４２】所管事項説明資料（平成８年）
【健疾１４３】公衆衛生審議会伝染病予防部会非血友病ＨＩＶ感染調査小委員会関係（平成８年７月２６
日、８月２１日）

【健疾１４４】ＨＩＶ感染の状況資料等エイズ対策関係（平成８年）

【健疾１４５】エイズ対策資料等エイズ対策関係（平成７年）

【健疾１４６】閣僚会議[エイズ対策関係閣僚会議関係（平成５年～６年）]

【健疾１４７】国会答弁関係（平成８年）

【健疾１４８】所管事項説明資料（平成８年８月）
【健疾１４９】医薬品健康被害再発防止策及びエイズ治療研究等の推進状況資料等エイズ対策関係
（平成８年）

【健疾１５０】ＡＩＤＳ研究[エイズ調査研究関係（昭和６０年～６２年）]

【健疾１５１】ハガキ（エイズ研究評価・企画合同委員会出欠届）

【健疾１５２】HIV感染妊婦取り扱い必携（プロジェクトチーム用資料）第２版（平成５年）

【健疾１５３】「組織とエイズ」セミナー資料
【健疾１５４】臨床心理士のための第１回日本エイズ・カウンセリング・ワークショップ（平成６年１月２９日
～３０日）

【健疾１５５】献血率・血液製剤使用量地図　平成３年度

【健疾１５６】THE 5TH WORKSHOP ON EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF AIDS 9,10 March 1993

【健疾１５７】第１０回国際エイズ会議国際ＳＴＤ会議　セカンドアナウンスメント

【健疾１５８】ＡＩＤＳ海外文献リスト　１９９２～１９９３

【健疾１５９】エイズ対策企業懇話会NEWS LETTER No.2（平成７年３月）

【健疾１６０】健康保険組合のエイズ対策について（中間報告）（白）

【健疾１６１】平成４年度HIV感染者の病体把握に関する病理・血清学的研究班研究報告書

【健疾１６２】平成５年度HIV感染者の病体把握に関する病理・血清学的研究班研究報告書

【健疾１６３】平成４年度HIV感染による免疫異常に関する研究報告書

【健疾１６４】平成４年度エイズ動物モデルの作成に関する研究報告書

【健疾１６５】平成４年度HIV感染者発症予防・治療に関する研究班報告書

【健疾１６６】話題の感染症　その本態と対策　ＭＲＳＡとHIVについて

【健疾１６７】平成６年度我が国における今後の検疫所業務の在り方に関する総合的研究報告書
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【健疾１６８】平成５年度エイズ動物モデルの作成に関する研究報告書

【健疾１６９】平成４年度レトロウイルスによる神経障害に関する基礎的、臨床的研究報告書

【健疾１７０】平成５年度レトロウイルスによる神経障害に関する基礎的、臨床的研究報告書

【健疾１７１】平成５年度エイズ予防教育研修事業報告書

【健疾１７２】保健医療局関係資料　平成７年１月

【健疾１７３】感染防止　１９９３　ＳＥＰ　Ｎｏ．１２

【健疾１７４】感染防止　１９９３　Ｍａｙ　Ｎｏ．１０

【健疾１７５】平成４年度HIVの構造と機能に関する研究班報告書

【健疾１７６】平成５年度HIVの構造と機能に関する研究班報告書

【健疾１７７】平成４年度予防接種の効果的な実施方式に関する研究報告書
【健疾１７８】平成２年度日米大学生のエイズ・キャンペーン・ポスターに対する評価とエイズに関する態
度の比較研究報告書

【健疾１７９】エイズ等対策委員会報告書　平成４年１１月２８日

【健疾１８０】院内感染・ＡＩＤＳ対策セミナー

【健疾１８１】エイズ学術会議　エイズ対策研究発表・演題発表抄録集　平成５年８月２０日・２１日

【健疾１８２】エイズ国際研究協力プログラムに基づくタイ・カンボジア調査報告書　平成６年３月

【健疾１８３】ヤングのエイズ意識調査報告書　１９９２年１２月

【健疾１８４】ＡＩＤＳの予防制圧計画策定のためのガイドライン

【健疾１８５】職場環境におけるＡＩＤＳと救急処置に関するガイドライン

【健疾１８６】HIV感染症診療の手引き

【健疾１８７】平成６年度脳卒中などによる寝たきり・死亡の健康危険度評価システム開発事業報告書

【健疾１８８】血液事業の現状　平成４年統計表

【健疾１８９】平成６年度第７回エイズカウンセリング研修会報告書

【健疾１９０】平成５年度国立療養所におけるHIV感染症の実態及び意識に関する調査報告

【健疾１９１】第１回ＳＡＣ（ストップ・エイズ・キャンペーン）ワークショップレポート

【健疾１９２】平成６年度第１０回国際エイズ会議／国際ＳＴＤ会議　参加報告書

【健疾１９３】産業医科大学公衆衛生学・学習の手引き　１９９６年度

【健疾１９４】エイズ相談マニュアル

【健疾１９５】エイズ診療・看護マニュアル
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【健疾１９６】ＡＩＤＳ診断マニュアル

【健疾１９７】平成４年感染症サーベイランス事業年報

【健疾１９８】感染症　Ｖｏｌ．２３　Ｎｏ．３　１９９３．３

【健疾１９９】感染症　Ｖｏｌ．２３　Ｎｏ．６　１９９３．１１

【健疾２００】日本衛生学雑誌　Ｖｏｌ．５０　Ｎｏ．３　平成７年８月
【健疾２０１】日本公衆衛生雑誌　第４０巻　別刷　（最近の来日外国人女性ＨＩＶ感染者数の増加をどう
見るか）

【健疾２０２】エイズ受け入れに関する福岡大学病院における意識調査（平成５年）
【健疾２０３】“Standards for Pediatric Immunization Practices”ＣＤＣ ＭＭＷＲ Ａｐｒｉｌ 23,1993／Ｖｏｌ．42
／Ｎｏ．ＲＲ－５

【健疾２０４】ウイルス性出血熱（Ⅳ）（モダンメディア３７巻３号’９１「ウイルスとリケッチア」）

【健疾２０５】ファルマシア　別刷（エイズ克服を目指して）
【健疾２０６】日本臨牀　第５１巻第４号　別刷（本邦におけるＨＩＶ－１ウイルス分離状況と各種検査マー
カー及び臨床像との関連）

【健疾２０７】日本病院会雑誌　別刷（我が国のエイズの流行状況と対策）

【健疾２０８】小児科臨床　別刷（感染症の血清疫学）

【健疾２０９】健康管理手帳

【健疾２１０】エイズ読本

【健疾２１１】エイズは防げる　エイズから身を守るためのＱ＆Ａ

【健疾２１２】エイズ正知識劇場（平成３年）

【健疾２１３】エイズの真相　ウワサに惑わされるな

【健疾２１４】ポジティブな私たちからポジティブなあなたへ

【健疾２１５】エイズ予防ハンドブック

【健疾２１６】ＡＩＤＳ　正しい理解のために

【健疾２１７】もっとよく知ろう　糖尿病

【健疾２１８】エイズを知るための１０のポイント

【健疾２１９】SEVEN STEPS for STOP AIDS

【健疾２２０】エイズのすべて　Ｑ＆Ａ

【健疾２２１】エイズについて正しい知識を持ちましょう

【健疾２２２】エイズ等感染防止対策に関するＱ＆Ａ　平成３年度版

【健疾２２３】エイズってな～に？
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【健疾２２４】What is AIDS

【健疾２２５】A　PARENT’S　Guide　to　AIDS

【健疾２２６】エイズってなに？

【健疾２２７】エイズ　予防は正しい知識から

【健疾２２８】地球規模問題イニシアティヴ（人口・エイズ）

【健疾２２９】ＡＩＤＳ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ

【健疾２３０】ヒューマンサイエンス研究資源バンク

【健疾２３１】エイズに関する指導の手引

【健疾２３２】国内医薬品副作用文献集　１９９６－４

【健疾２３３】ヒューマンサイエンス研究資源バンク　細胞・遺伝子カタログ　１９９５

【健疾２３４】エイズ正知識劇場（平成４年）
【健疾２３５】昭和６３年度－平成３年度　ＨＩＶ感染者発症予防・活疫に関する研究班報告書　明日の包
括医療とカウンセリングシステムの確立に向けて（Ⅳ）

【健疾２３６】知りたいことがよくわかるエイズＱ＆Ａ

【健疾２３７】平成５年度HIV疫学研究班合同報告会・総会　討議資料

【健疾２３８】Tenth INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIDS ABSTRACT BOOK VOL1

【健疾２３９】Tenth INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIDS ABSTRACT BOOK VOL2

【健疾２４０】平成２年度HIVの構造と機能に関する研究班報告書

【健疾２４１】平成５年度エイズの医療体制に関する研究報告書

【健疾２４２】ＡＩＤＳと保険医学　Ａ研究会報告書

【健疾２４３】産業衛生学雑誌　Ｖｏｌ．３７　Ｎｏ．４　ＪＵＬＹ　１９９５

【健疾２４４】日本性感染症学会誌　第３巻　第２号

【健疾２４５】日本衛生学雑誌　Ｖｏｌ．５０　Ｎｏ．６　平成８年２月

【健疾２４６】VIROLOGICAL DIAGNOSIS OF HIV INFECTION

【健疾２４７】不思議の古都　チェンマイ

【健疾２４８】U.S.ｰJapan Cooperative Medical Science Program
【健疾２４９】THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIDS IN ASIA AND THE PACIFIC THE
FIFTH NATIONAL AIDS SEMINAR IN THAILAND

【健疾２５０】Tenth INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIDS PROGRAM

【健疾２５１】支払基金のしくみと役割
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【健疾２５２】こころとからだのセーフティー

【健疾２５３】中学生用エイズ教育教材　エイズを正しく理解しよう！

【健疾２５４】請求から給付までの手引き

【健疾２５５】学生の必修講座　エイズ・ハンドブック　１９９４

【健疾２５６】Journal of Occupational Health Vol.38 No.1 January 1996

【健疾２５７】Journal of Occupational Health Vol.38 No.2 April 1996

【健疾２５８】国内医薬品副作用文献集　１９９６．３　Ｖｏｌ．２　Ｎｏ．３

【健疾２５９】産業衛生学雑誌　３８巻２号　１９９６年３月

【健疾２６０】平成６年度緊急事態時における検疫体制に関する研究報告書

【健疾２６１】平成６年度劇症型溶連菌感染症の実態把握・治療に関する研究報告書

【健疾２６２】平成６年度ポリオサーベイランスの質的向上と根絶の評価手法に関する研究報告集

【健疾２６３】市町村のための地理情報システム

【健疾２６４】感染症　Ｎｏ．２　Ｖｏｌ．２６
【健疾２６５】INTERNATIONAL COMMISSION ON OCCUPATIONAL HEALTH-ICOH MEMBERSHIP
DIRECTORY-1995

【健疾２６６】エイズ問題訪欧米調査団報告書　平成５年２月

【健疾２６７】東京都におけるエイズ診療体制の在り方と当面の方策　中間のまとめ

【健疾２６８】感染防止　Ｖｏｌ．５　Ｎｏ．３　１９９５

【健疾２６９】感染防止　Ｖｏｌ．５　Ｎｏ．１　１９９５

【健疾２７０】感染防止　Ｖｏｌ．４　Ｎｏ．５　１９９４
【健疾２７１】Interferon-γ　as a Marker for the Effective Cancer Immunotherpy with BCG-Cell Wall
Skeleton

【健疾２７２】日本衛生学雑誌　Ｖｏｌ．５０　Ｎｏ．２　平成７年６月

【健疾２７３】ⅩⅠ　International Conference on AIDS Second Announcement

【健疾２７４】平成２年度HIV感染による免疫異常に関する研究報告書

【健疾２７５】平成２年度エイズの動物モデルに関する研究報告書

【健疾２７６】平成２年度レトロウイルスによる神経障害に関する基礎的、臨床的研究報告書

【健疾２７７】産業衛生学雑誌　Ｖｏｌ．３７　Ｎｏ．２　Ｍａｒｃｈ　１９９５

【健疾２７８】産業衛生学雑誌　Ｖｏｌ．３７　Ｎｏ．５　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９５

【健疾２７９】エイズ対策の法制のあり方等に関する研究　平成７年度報告書
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【健疾２８０】ＨＩＶの疫学と対策に関する研究　平成５年度報告書

【健疾２８１】昭和６２年度HIV感染者発症予防・治療に関する研究班報告書

【健疾２８２】平成５年度HIV感染者発症予防・治療に関する研究班報告書

【健疾２８３】私のくらしとふんかー雲仙普賢岳の噴火災害を体験した小学生の気持ちー
【健疾２８４】REGISTRATION PACKAGE（Opening ceremony:the third international conference on
AIDS in Asia and Pacific）
【健疾２８５】Document for site visit program Third International Conference on AIDS in ASIA Seminar
in Thailand等[第３回エイズ国際会議のスケジュールや講演原稿関係]

【健疾２８６】第３回アジア太平洋地域国際エイズ会議ご旅行日程表
【健疾２８７】THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIDS IN ASIA AND THE PACIFIC THE
FIFTH NATIONAL AIDS SEMINAR IN THAILAND PUROGRAM

【健疾２８８】所管事項説明資料（平成７年１月）

【健疾２８９】所管事項説明資料（平成６年９月）

【健疾２９０】平成９年度エイズ結核感染症課概算要求関係（平成８年）

【健疾２９１】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する追加質問調査項目（平成８年）
【健疾２９２】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査について（第２次報告）
（案）（平成８年）

【健疾２９３】血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関するＱ＆Ａ（平成８年４月１２日）

【健疾２９４】一般集団におけるＨＩＶ感染のモニタリング成績平成７年度総括報告（平成８年）

【健疾２９５】保健医療局ファイルの調査結果関係

【健疾２９６】クロイツフェルト・ヤコブ病（ＣＪＤ）と妊婦との関係（平成８年）

【健疾２９７】病原微生物検出情報Vol.17No.4（平成８年４月）

【健疾２９８】Ｃ型慢性肝炎についての要望書関係（平成８年）

【健疾２９９】紹介患者についての診療所からの報告書（平成８年）

【健疾３００】廃院となった医療機関関係

【健疾３０１】医薬品による健康被害の再発防止に関するプロジェクトチーム（平成８年）

【健疾３０２】漢方医はエイズ診療の最前線に立てるか？

【健疾３０３】エイズの現状資料等エイズ対策関係（２）（平成６年）

【健疾３０４】エイズ総合対策関係資料等エイズ対策関係（平成７年）

【健疾３０５】第３回日仏エイズ会議報告書（平成４年１１月１６日）

【健疾３０６】平成７年度予算関係（平成６年）

【健疾３０７】エイズ対策実態調査関係（平成６年）

26



行政文書ファイルリスト（健康局）

【健疾３０８】平成６年度「世界エイズデー」関係
【健疾３０９】第１０回国際エイズ会議／ＳＴＤ会議大口寄付者に対する厚生大臣感謝状贈呈関係（平成
６年）

【健疾３１０】低用量ピルに関する質問主意書関係（平成７年）

【健疾３１１】ＨＩＶ疫学研究班報告関係（平成５年）

【健疾３１２】医薬品による健康被害の再発防止に関するプロジェクトチームについて（平成８年）
【健疾３１３】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査について（第１次報告）
（平成８年）
【健疾３１４】Ｃ型肝炎、エイズ及びＭＲＳＡ感染症に係る労災保険資料等エイズ対策関係（平成４年～７
年）

【健疾３１５】パリエイズサミット関係（平成６年）
【健疾３１６】民間ボランティア所在地都道府県別一覧資料及び海外への委託研究事業関係資料等エ
イズ対策関係

【健疾３１７】エイズを理解するためのリーフレット・ＡＩＤＳ（タイ語版）

【健疾３１８】エイズを理解するためのリーフレット・ＡＩＤＳ（日本語版）

【健疾３１９】日本エイズストップ基金リーフレット

【健疾３２０】財団法人エイズ予防財団リーフレット

【健疾３２１】これだけは知っておきたい・職業とエイズ（平成７年）

【健疾３２２】第１１回エイズカウンセリング研修会報告書（平成８年）

【健疾３２３】ＨＩＶ感染者に関する実態調査委員会報告等エイズ対策関係（平成６年）

【健疾３２４】エイズサーベイランス委員会関係（平成６年～７年）

【健疾３２５】日米カウンセリングセンター等からの手紙（平成８年）

【健疾３２６】CDC Morbidity and Mortality Weekly Report　Augast 16,1996（平成８年８月）
【健疾３２７】WHO REPORT OF AN INFORMAL CONSULTATION ON INTEGRATION OF LEPROSY
ELIMINATION ACTIVITIES INTO GENERAL HEALTH SERVICES 12-13 April 1996（平成８年）

【健疾３２８】ASIA PACIFIC TOBACCO CONTROL NEWS July 1996（平成８年８月）
【健疾３２９】WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELIEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE
23 AUGAST 1996（平成８年８月）
【健疾３３０】WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELIEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE
16 AUGAST 1996（平成８年９月）

【健疾３３１】Vaccine & Immunization News June 1996（平成８年６月）

【健疾３３２】Control of Sexually transmitted Diseases（年代不明）

【健疾３３３】最新版　予防接種読本

【健疾３３４】エイズ患者第１号関係資料綴（昭和６０年～６２年）

【健疾３３５】ＨＩＶ抗体検査薬エンザイグノスト　Ａｎｔｉ　ＨＩＶ１・ＨＩＶ２　問題資料（平成６年）
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【健疾３３６】低用量ピル関係（平成２年～６年）

【健疾３３７】低用量ピル関係（平成４年～６年）

【健疾３３８】「第１号患者」認定までの経過（ＡＩＤＳ調査検討委員会）（昭和５９年～６０年）

【健疾３３９】第４ルートのＨＩＶ感染者追跡調査関係（平成８年）

【健疾３４０】エイズ対策委員会[会議資料及び委員会設置検討資料（平成４年～５年）]

【健疾３４１】国際エイズ会議　Ｎｏ１[第１０回国際エイズ会議準備関係（平成元年～４年）]

【健疾３４２】国際エイズ会議　Ｎｏ２[第１０回国際エイズ会議準備関係（平成４年～５年）]

【健疾３４３】国際エイズ会議（関係資料）[第１０回国際エイズ会議準備関係（平成５年）]

【健疾３４４】平成５年度世界エイズデー関係綴（決済含む）

【健疾３４５】７　世界エイズデー（平成７年）

【健疾３４６】ＨＩＶワーキングチーム[議事録及び資料（平成６年）]
【健疾３４７】想定問答　シャトルバス　救護所　雑件（韓国エイズ、ジャパンタイムズ）[第１０回国際エイ
ズ会議／国際ＳＴＤ会議関係（平成６年～７年）]

【健疾３４８】第１０回国際エイズ会議／国際ＳＴＤ会議関係（平成５年～６年）

【健疾３４９】国際ＡＩＤＳ治療カンファレンス（１９８７．２．１３－１４）芳名帳

【健疾３５０】エイズサーベイランス委員会[会議資料（平成５年）]

【健疾３５１】エイズ治療の拠点病院のあり方に関する検討会[会議資料（平成５年）]

【健疾３５２】国際エイズ会議（過去の開催・報告等）[報告書（平成４年頃）]
【健疾３５３】５年度　各県別エイズ予算調べ（エイズリポート２号の原稿）[エイズ対策事業関連予算調
に係る各県からの報告書]
【健疾３５４】エイズストップ作戦本部文書綴[エイズストップ作戦本部資料等エイズ対策関係（平成４年
～５年）]

【健疾３５５】Ａ．Ｉ．Ｄ．Ｓ．関連資料（パスツール研究所）

【健疾３５６】AIDS WHAT EVERYBODY NEEDS TO KNOW November 1986

【健疾３５７】Protect your health abroad sa.35/1987

【健疾３５８】FREE LEAFLET SEX
【健疾３５９】DHSS DEPARTMENT OF HEALTH & SOCIAL SECURITY SCIENTIFIC & TECHNICAL
BRANCH March 1986

【健疾３６０】DHSS ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME AIDS BLLKLET 1 MAY 1985

【健疾３６１】DHSS ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME AIDS BLLKLET 2 October 1985

【健疾３６２】DHSS ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME AIDS BLLKLET 3 APRIL 1986

【健疾３６３】DHSS ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME AIDS BLLKLET 4JULY 1986

28



行政文書ファイルリスト（健康局）

【健疾３６４】DHSS INFORMATION AND GUIDANCE ON A.I.D.S 23 July 1986

【健疾３６５】A.I.D.S. MEDICAL BRIEFING April 1985

【健疾３６６】AIDS and HTLV Ⅲ　April 1986

【健疾３６７】Facts about AIDS for drug users

【健疾３６８】AIDS THE FACTS October 1986

【健疾３６９】AIDS MORE FACTS FOR GAY MEN October 1986

【健疾３７０】A.I.D.S. IMPORTANT NEW ADVICE FOR BLOOD DONORS January 1985

【健疾３７１】WOMEN AND AIDS THE TERRENCE HIGGINS TRUST

【健疾３７２】AIDS What you must know before you give blood

【健疾３７３】AIDS DON’T DIE OF IGNORANCE

【健疾３７４】THE FACTS ABOUT A.I.D.S. March 1986

【健疾３７５】AIDS THE NATIONAL BLOOD TRANSFUSION SERVICE

【健疾３７６】LAV/HTLV Ⅲ- the causative agent of AIDS and related conditions JUNE 1986

【健疾３７７】A.I.D.S AND EMPLOYMENT

【健疾３７８】英国のＡＩＤＳ対策関係（昭和６２年）

【健疾３７９】THE CANCER BULLETIN November - December 1985

【健疾３８０】What You Must Know Giving Blood

【健疾３８１】米国のＡＩＤＳ対策関係（昭和６１年）

【健疾３８２】A.I.D.S MEDICAL BRIEFING April 1985

【健疾３８３】AIDS- EINE INFORMATION FUR LEHRER , ELTERN UND ALTERE SCHULER（小）

【健疾３８４】AIDS- EINE INFORMATION FUR LEHRER , ELTERN UND ALTERE SCHULER（大）

【健疾３８５】AIDS Unterrichtsmaterial fur 9.und 10. Klassen Klett

【健疾３８６】欧州のＡＩＤＳ対策関係（昭和６１年）

【健疾３８７】HEALTH EDUCATION IN NEWYORK CITY FEB 86

【健疾３８８】ニューヨークのＡＩＤＳ対策関係（昭和６１年）

【健疾３８９】第１０１回（特別）国会想定問答（昭和５８年）

【健疾３９０】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査関係（平成８年）

【健疾３９１】第Ⅷ因子調査施設一覧資料（平成８年）
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【健疾３９２】第Ⅸ因子調査施設一覧資料（平成８年）
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［医薬局総務課総務係］
行政文書ファイル名

【薬総１】薬務局職員名簿（平成７年１０月２日）

【薬総２】常設委員会委員長名簿（平成６年８月２日）

【薬総３】承認許可業務関係の審査課所掌業務関連（平成７から８年ごろ）

【薬総４】承認審査体制、予算、定員関係（平成８年４月ごろ）

【薬総５】血液事業に関する勉強会関係（平成８年８月ごろ）
【薬総６】医薬品安全性確保対策検討会№1[医薬品安全性確保対策検討会資料（平成６年１０月から
平成７年６月ごろ）]
【薬総７】医薬品安全性確保対策検討会№2[医薬品安全性確保対策検討会資料（平成７年７月から9
月ごろ）]
【薬総８】医薬品安全性確保対策検討会№3[医薬品安全性確保対策検討会資料（平成７年１０月から
平成８年２月ごろ）]
【薬総９】医薬品安全性確保対策検討会№4[医薬品安全性確保対策検討会資料（平成８年２月から３
月ごろ）]
【薬総１０】安全性専門委員会（血液事業対策室）[血液問題検討会、安全性専門委員会資料（平成７
年１月２５日～平成８年６月１２日）]

【薬総１１】HIV[血液製剤によるHIV感染に関する調査等ＨＩＶ関係（平成8年1月～3月ごろ）

【薬総１２】ＨＩＶ予算委8.2.19[国会答弁等国会関係（平成８年２月１９日）]

【薬総１３】課長ファイル

【薬総１４】薬務局ファイル３

【薬総１５】薬務局ファイル４－（１）

【薬総１６】薬務局ファイル４－（２）

【薬総１７】薬務局ファイル9-（1）

【薬総１８】薬務局ファイル10

【薬総１９】薬務局ファイル26-（1）

【薬総２０】薬務局ファイル26-(2)

【薬総２１】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書（平成８年３月１９日）

【薬総２２】非加熱製剤の回収関係（平成7年10月ごろ）

【薬総２３】国会参考人質疑（ＨＩＶ関連）等の議事録（平成８年３月から５月ごろ）

【薬総２４】HIV訴訟関係
【薬総２５】厚生省血液研究事業研究報告集（輸血後感染症に関する研究部分）（昭和５９年度から昭
和６１年度）

【薬総２６】引継［企画課補佐　引継書関係（平成８年７月）］

【薬総２７】厚生省血液研究事業研究報告集（昭和６２年度から平成３年度）
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【薬総２８】質問調査、参考人質疑等ＨＩＶ関係（平成８年ごろ）

【薬総２９】ＨＩＶに係る衆議院厚生委員会参考人議事録等ＨＩＶ関係（平成８年７月ごろ）

【薬総３０】ＨＩＶ問題の事務次官に対する懸案事項説明及び国会関係資料要求（平成８年７月ごろ）

【薬総３１】企画課企画法令係引継書類（平成元年６月ごろ）

【薬総３２】HIV感染想定［ＨＩＶ国会集中審議関係の想定問答関連（平成８年ごろ）］

【薬総３３】ＨＩＶ訴訟等ＨＩＶ関連資料（平成８年３月ごろ）

【薬総３４】予研と検定［ＨＩＶと国立予防衛生研究所の国家検定との関係（平成８年４月ごろ）］

【薬総３５】質問主意書１回目、２回目［質問主意書関係（平成８年１月ごろ）］

【薬総３６】3/1集中審議における宿題［ＨＩＶ集中審議に係る宿題（平成８年３月ごろ）］
【薬総３７】「輸血後感染症研究」班AIDS分科会報告［「輸血後感染症研究」班AIDS分科会議事メモ（昭
和５９年１１月）］
【薬総３８】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査、医薬品安全性確保対
策、厚生省組織令等雑件（平成８年７月ごろ）
【薬総３９】意見書［血友病患者から東京地裁への意見書の写し、ｴｲｽﾞの危険性の認識の年表関係
（平成５年ごろ）］

【薬総４０】血液　製造物責任③［血液製剤とＰＬ法との関係（平成６年）］

【薬総４１】ＨＩＶ訴訟関係（平成８年ごろ）

【薬総４２】（衆）厚生委員会７月23日（火）［衆議院厚生委員会議事録（平成８年７月２３日）］

【薬総４３】衆議院厚生委員会（参考人質疑）［衆議院厚生委員会議事録（平成８年７月１２日）］
【薬総４４】薬務局ﾌｧｲﾙ（１）［薬務局ファイル（１）～（４）目次等ＨＩＶ関連資料の記者発表資料（平成８
年ごろ）］

【薬総４５】エイズファイル［国会関係資料要求（ＨＩＶ関係資料の公表）（平成８年４月２６日）］

【薬総４６】８　再発防止ＰＴ関係［再発防止策ＰＴフォローアップ関係（平成８年7月ごろ）］

【薬総４７】国会答弁等雑件（平成８年６月から８月ごろ）
【薬総４８】エイズ第４ルート調査における薬事法第６９条の報告命令の適用関連資料（平成８年７月５
日）及び公衆衛生審議会伝染病予防部会資料（平成８年７月２日）

【薬総４９】薬害エイズ問題に関する小委員会報告書（平成８年６月１７日厚生委員会）等ＨＩＶ関係資料

【薬総５０】薬務局ファイルの公開関係（平成８年４月２３日）

【薬総５１】血液製剤によるＨＩＶ感染問題に関する報告について等ＨＩＶ関係（平成８年ごろ）

【薬総５２】在宅看護または在宅医療と薬剤師に関する書類（平成３年３月ごろ）

【薬総５３】文献等調査リスト（調査結果）等ＨＩＶ関係（平成８年ごろ）

【薬総５４】雑件２［ＨＩＶ関係（平成８年２月ごろ）］

【薬総５５】雑件３［ＨＩＶ関連新聞切り抜き等ＨＩＶ関係（平成８年３月から７月ごろ）］
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【薬総５６】国会想定問答（昭和57年１月）

【薬総５７】国会想定問答（昭和58年１月）

【薬総５８】国会想定問答（昭和59年１月）

【薬総５９】国会想定問答（昭和60年１月）

【薬総６０】国会想定問答（昭和61年１月）

【薬総６１】国会想定問答（昭和62年１月）

【薬総６２】国会想定問答（昭和63年1月）

【薬総６３】国会想定問答（平成元年３月）

【薬総６４】国会想定問答（平成2年3月）

【薬総６５】国会想定問答（平成3年1月）

【薬総６６】国会想定問答（平成4年2月）

【薬総６７】国会想定問答（平成5年3月）

【薬総６８】国会想定問答（平成6年１月）

【薬総６９】国会想定問答（平成８年１月）
【薬総７０】H8.2.27～3.1(2/27,2/29,3/1)2/27衆・予2/29衆・予第四分科会3/1衆・厚集中［国会答弁（平
成８年２～３月ごろ）］
【薬総７１】国会3/13～3/28　3/13衆・厚生3/14参・厚生3/26参・厚生3/25衆・厚生3/28参・大蔵［国会
答弁（平成８年３月１３日～３月２８日）］
【薬総７２】H8.4.24～5.7（4/24参・与4/26参・厚生5/7参・厚生）［国会答弁（平成８年４月２４日～５月７
日）］

【薬総７３】企画課国会答弁原紙H8.4.15～6.18［国会答弁（平成８年４月１５日～６月１８日）］
【薬総７４】国会H8.5.31～6.7（5/31 6/4 6/6 6/7）5/31（衆）厚生薬事法等改正6/4（参）厚生年金法改
正6/6（参）厚生機構法改正6/7（衆）厚生薬事法等改正［国会答弁（平成８年５月３１日～６月７日）］
【薬総７５】国会答弁（平成８年６月１２日～６月１３日）［国会H8.6.12～6.136/12衆・厚生6/13参・厚生
（薬事法）］

【薬総７６】国会答弁（平成８年６月５日）［国会H8.6.5（薬事法等一部を改正する法律案）衆・厚生］

【薬総７７】国会答弁［国会答弁等国会関係（平成５年１月から平成６年６月）］

【薬総７８】8.3.1衆・厚生委集中審議［国会答弁（平成８年３月１日）］
【薬総７９】国会H8.1.24～2.201/24衆・代表質問1/31衆・予算2/5衆・予算2/13衆・予算2/14参・国民生
活調査会2/15参・決算（補正）2/19衆・予算（一般）2/20衆・予算（一般）［国会答弁関係（平成８年１月
２３日～平成８年２月１９日）］
【薬総８０】国会H8.4.2～4.174/2衆・予算4/3衆・予算4/4参・厚生委（エイズ集中）4/8衆・予算4/10衆・
厚生4/12衆・予算4/15参・予算4/16参・予算4/17衆・厚生（答弁なし）［国会答弁関係（平成８年４月２
日～平成８年４月1９日）］
【薬総８１】国会5/8～5/305/8参・予算5/10衆・厚生5/15衆・厚生5/17衆・本会議5/23衆・本会議5/24
衆・厚生5/30参・厚生［国会答弁（平成８年５月７日～５月３０日）］

【薬総８２】第98国会58.3.4～58.5.17［国会答弁（昭和５８年３月４日～昭和５９年５月１７日）］
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【薬総８３】第101国会59.3～［国会答弁（昭和５９年３月２６日～昭和５９年６月２６日）］

【薬総８４】エイズ関係報道記事の切り抜き（平成８年８月ごろ）

【薬総８５】医薬品副作用被害救済・研究振興基金法令集　平成３年３月

【薬総８６】当面の諸問題　平成８年１月

【薬総８７】企画課長交替（平成６年９月）

【薬総８８】局長異動関係綴　五・六・二十九
【薬総８９】血液・PL　国会答弁書［PL法に係る血液製剤関係国会答弁（平成６年６月から平成６年１０
月）］

【薬総９０】第一三一回臨時国会　想定問答（平成６年１０月）
【薬総９１】福祉プロ エイズ問題検討WT［政党福祉プロジェクトエイズ問題検討ワーキングチーム関係
（平成８年）］

【薬総９２】６’所管事項説明等［所管事項説明関係（平成６年７月）］

【薬総９３】大蔵省主査所管事項説明（平成７年７月ごろ）

【薬総９４】平成６年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）（平成７年２月２４日）

【薬総９５】全国厚生関係部局長会議資料　平成８年1月24日（水）

【薬総９６】全国衛生主管部局長会議資料　平成7年1月24日（火）

【薬総９７】平成7年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）平成８年２月２６日
【薬総９８】昭和59年度新薬開発・血液研究事業［厚生科学研究補助金関係（昭和５９年３月から昭和６
０年６月ごろ）］

【薬総９９】血友病エイズ患者の訴訟関係［（平成３年１０月１８日～平成４年２月１４日）］

【薬総１００】ｴｲｽﾞ対策関連閣僚会議関係（平成４年２月ごろ）

【薬総１０１】ＡＩＤＳ’８８.４～［エイズ法案関連想定問答（昭和６３年４月ごろ）］
【薬総１０２】ｴｲｽﾞ請願S60.12［輸血及び血液製剤のエイズ汚染排除等に関する誓願関係（昭和６０か
ら６１年）］

【薬総１０３】資料要求・レク６１．７～６１．８．３１①[国会資料要求関係（昭和61年ごろ）]
【薬総１０４】S62～63質問主意書［血液製剤によるエイズ感染、血友病患者のエイズ感染による薬害
補償等質問主意書（昭和６２年３月～６３年４月）］

【薬総１０５】税制［血液事業に対する法人税等税制関係（昭和５９年７月～昭和６２年５月ごろ）］
【薬総１０６】平成八年薬事法改正等国会答弁集企画課H8.4.4～[国会答弁等国会関係（平成８年４月
ごろ）]

【薬総１０７】国会資料［ＨＩＶに関する国会答弁等国会関係（平成８年４月から６月ごろ）］

【薬総１０８】3/28・29手続［ＨＩＶ訴訟等に関する政党関係（平成８年３月から平成８年４月ごろ）］

【薬総１０９】国会　～8/4[国会答弁等国会関係（平成８年３月ごろ）］

【薬総１１０】委員会等［国会の各種委員会担当議員名簿等国会関係（平成８年１月から８月ごろ）］
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【薬総１１１】薬事法改正関係参考資料　平成八年四月
【薬総１１２】平成六年度会計監査　企画課分[厚生本省会計実地検査等会計検査関係（平成６年３月
ごろ）]

【薬総１１３】薬事法等の一部改正想定問答平成八年四月

【薬総１１４】平成八年薬事法改正国会答弁集（その２他課分）[（平成８年６月ごろ）]

【薬総１１５】新参議院厚生委員長所管事項説明H8.6.27

【薬総１１６】７　所管事項説明資料（大蔵省主査）　厚生省薬務局［（平成７年６月２２，２３日）］

【薬総１１７】医薬品による健康被害の再発防止対策について（報告書）等ＨＩＶ関係（平成８年７月ごろ）

【薬総１１８】政党福祉プロジェクトエイズ問題検討ワーキングチーム関係（平成８年４月ごろ）

【薬総１１９】ＨＩＶ関係書類の発見に関する質問関連（平成８年４月ごろ）

【薬総１２０】血液製剤によるHIV感染の経緯関係（平成８年１月ごろ）

【薬総１２１】エイズ訴訟の概要

【薬総１２２】エイズ集中審議における指摘事項関係（平成８年３月ごろ）

【薬総１２３】ＨＩＶ関連資料の発見・公表等国会関係（平成８年４月ごろ）

【薬総１２４】参考人質疑の国会議事録（平成８年４月ごろ）

【薬総１２５】会見概況８／１．３０［記者会見概要とＨＩＶ訴訟関係（平成８年１月から８月ごろ）］

【薬総１２６】ｴｲｽﾞ関係［ＨＩＶ訴訟関係（平成８年２月から４月ごろ）］

【薬総１２７】根回し関係［（平成８年ごろ）］

【薬総１２８】厚生科学関係［厚生科学会議関係（平成８年５月から平成8年６月ごろ）］

【薬総１２９】国会日程［企画課の国会等各種日程関係（平成８年ごろ）］

【薬総１３０】平成７年度会計実地検査資料（平成７年９月ごろ）

【薬総１３１】HIV主意書［ＨＩＶ質問主意書関係（平成７年１１月ごろ）］

【薬総１３２】国会対応［基本的な国会対応の流れ（平成６年９月１３日）］

【薬総１３３】Ｈ ［エイズ訴訟関連の予算措置関係（平成８年３月ごろ）］

【薬総１３４】行政手続法関連［行政手続法の施行に伴う薬事法等の運用関係（平成６年９月２８日）］
【薬総１３５】薬監証明室移転について[薬監証明室、調査ＰＴの作業スペース関連（平成８年１月から３
月ごろ）］

【薬総１３６】局長定例会見答弁資料［共同記者会見想定問答（平成６年４月）］

【薬総１３７】引継［薬務局企画課総務係引継書（平成８年４月）］

【薬総１３８】調査PT［血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査ＰＴ関連（平成８年２月７日）］
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【薬総１３９】医薬品の安全性確保について他雑件（平成８年ごろ）

【薬総１４０】６２’概算要求大蔵省、会計課提出資料[概算要求関係（昭和６１年ごろ）]

【薬総１４１】ＣＪＤ・ＢＳＥ関連（平成８年３月から６月ごろ）

【薬総１４２】ＨＩＶ関連（平成8年3月から6月ごろ）
【薬総１４３】医療機器センターが実施する講習会等医療機器センター関連（平成8年5月から平成8年6
月ごろ）

【薬総１４４】参考人質疑議事録等国会関係（平成8年5月から6月ごろ）

【薬総１４５】HIV訴訟関係（平成6年10月から平成8年6月ごろ）

【薬総１４６】ＣＲＯについて、ＨＩＶ関係等雑件（平成８年３月から６月）

【薬総１４７】人事関係（平成8年2月から4月）

【薬総１４８】予算・定員関係（平成8年6月ごろ）

【薬総１４９】国民保険制度改革を考える（厚生労働省）

【薬総１５０】よりよい献血をめざして

【薬総１５１】薬事法等の改正案とＨＩＶ訴訟関連資料（平成８年３月ごろ）

【薬総１５２】ｴｲｽﾞ問題ワーキングチーム関係、中薬審特別部会関係、HIV訴訟関係（平成8年2月ごろ）

【薬総１５３】ＨＩＶ関連資料（平成8年1月から2月ごろ）

【薬総１５４】ＨＩＶ訴訟について等ＨＩＶ関連資料（平成7年10月から平成8年3月ごろ）

【薬総１５５】ＨＩＶ訴訟について等ＨＩＶ関係資料その２（平成７年１０月から平成８年３月ごろ）

【薬総１５６】記者会見の議事録関係（平成８年３月から４月ごろ）

【薬総１５７】国会答弁等国会関係（平成８年２月から４月ごろ）

【薬総１５８】国会答弁等国会関係（平成8年2月から５月ごろ）

【薬総１５９】国会答弁等国会関係（平成8年2月から４月ごろ）

【薬総１６０】ＨＩＶ訴訟関係（平成５年５月から平成８年４月ごろ）

【薬総１６１】医薬品安全性確保対策検討会資料等雑件（平成8年3月ごろ）

【薬総１６２】ファイルⅠ（薬務局ファイル１）

【薬総１６３】血１（薬務局ファイル１）

【薬総１６４】薬務局ファイル２

【薬総１６５】薬務局ファイル１

【薬総１６６】課長ファイルの資料のリストアップ及び薬務局ファイル３
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【薬総１６７】ＨＩＶ関係（平成５年９月から平成８年５月ごろ）

【薬総１６８】ＨＩＶ関係（平成7年9月から平成7年10月ごろ）

【薬総１６９】治験指導・承認審査体制の充実強化策関係（平成7年8月から平成7年11月ごろ）

【薬総１７０】規制緩和関係（平成7年7月から平成7年9月ごろ）

【薬総１７１】ＨＩＶ訴訟等国会関係（平成7年3月から平成7年11月ごろ）

【薬総１７２】医療機器政策検討会中間報告等雑件（平成7年１月から平成7年11月）

【薬総１７３】大臣交代関係（平成7年8月ごろ）

【薬総１７４】国会答弁関係（平成7年2月から平成7年10月ごろ）

【薬総１７５】平成８年度予算要求・税制関係（平成7年9月ごろ）

【薬総１７６】ＨＩＶ訴訟関係（平成7年10月ごろ）

【薬総１７７】厚生省薬務局説明資料など雑件（平成7年9月から平成7年11月ごろ）

【薬総１７８】財団法人臨床薬理研究振興財団概要（平成7年4月）

【薬総１７９】医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構業務のご案内

【薬総１８０】応急手当のミニ知識５０問（厚生省監修）

【薬総１８１】研修センターニュース（’９５　８月号）
【薬総１８２】議事録＆主意書（ＨＩＶ）［厚生委員会議事録、国会答弁と質問主意書の整理（平成８年３
から６月）］

【薬総１８３】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書（平成８年４月ごろ）

【薬総１８４】厚生事務次官会見概要（H8.4.5）等ＨＩＶ関係（平成８年ごろ）

【薬総１８５】制度改正関係想定問答等ＨＩＶ関係資料（平成８年ごろ）
【薬総１８６】血液製剤によるＨＩＶ（エイズウイルス）感染薬害に関する再質問に対する答弁書（平成７
年１２月ごろ）

【薬総１８７】国会答弁等国会関係（平成８年６月ごろ）
【薬総１８８】血液製剤によるHIV（ｴｲｽﾞｳｲﾙｽ）感染薬害に関する再質問主意書関係（平成７年１２月ご
ろ）

【薬総１８９】国会答弁等国会関係（テーマごと）（平成８年６月ごろ）

【薬総１９０】３月１日衆議院厚生委員会（エイズ集中審議）における調査関係（平成８年３月ごろ）

【薬発１９１】医療体制の整備関連（平成８年ごろ）

【薬総１９２】ＨＩＶ訴訟関係（平成８年ごろ）

【薬総１９３】薬事制度改正の全体像等薬事法等の改正関連（平成８年ごろ）

【薬総１９４】ＨＩＶ訴訟関係（１）（平成８年３月ごろ）
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【薬発１９５】国会答弁等国会関係（平成８年６月１８日）

【薬発１９６】新聞切り抜き等ＨＩＶ関係（平成8年3月から平成8年5月ごろ）

【薬発１９７】参考人関係（平成8年4月から平成8年5月ごろ）

【薬発１９８】医療保険審議会全員懇談会議事次第等雑件（平成8年5月ごろ）

【薬発１９９】ＨＩＶ関係（平成8年2月から平成8年6月ごろ）

【薬総２００】HIVの質問主意書答弁書等国会関係（平成7年12月から平成8年2月ごろ）

【薬総２０１】ＨＩＶ訴訟関係（平成６年１０月から平成8年3月ごろ）

【薬総２０２】医薬品の販売規制緩和関係（平成7年11月から平成8年3月ごろ）

【薬総２０３】国会答弁等国会関係（平成８年２月から平成８年６月ごろ）

【薬総２０４】薬事法改正関係（平成８年２月ごろ）

【薬総２０５】中央薬事審議会薬事法改正等特別部会（平成８年２月１９日）資料

【薬総２０６】ＨＩＶ訴訟関係（２）（平成８年３月ごろ）

【薬総２０７】医薬品の販売規制の緩和関係（平成７年１２月から平成８年３月ごろ）

【薬総２０８】国会答弁関係（平成８年６月１２日、１３日）

【薬総２０９】医薬品の販売規制緩和関係（平成7年11月ごろ）

【薬総２１０】平成８年度予算概算要求の概要等予算関係（平成８年ごろ）

【薬総２１１】医薬品機構法の一部を改正する法律案関係（平成8年2月ごろ）

【薬総２１２】医薬品等の研究開発基本政策等医薬品機構関係（平成8年2月ごろ）

【薬総２１３】平成7年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）（平成８年２月２６日）

【薬総２１４】ＨＩＶ関係（平成7年1０月から平成８年１月ごろ）

【薬総２１５】行政改革委員会規制緩和小委員会関係（平成7年11月から平成7年12月ごろ）

【薬総２１６】薬事法改正関係、医薬品安全性確保対策検討会関係（平成7年12月）

【薬総２１７】平成８年度予算・組織要求関係（平成7年11月ごろ）

【薬総２１８】ＨＩＶ訴訟関係（平成7年１１月から12月ごろ）

【薬総２１９】中薬審常任部会資料等雑件（平成7年10月から平成7年１２月ごろ）

【薬総２２０】ＨＩＶ訴訟関係（平成7年3月から平成7年7月ごろ）

【薬総２２１】医薬品問題小委員会（薬価基準問題について）関係（平成７年１１月ごろ）
【薬総２２２】平成８年度厚生省予算等に関する関係団体とのヒアリング等予算関係（平成７年１２月ご
ろ）
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【薬総２２３】薬務局職員名簿（平成７年１２月１日現在）

【薬総２２４】非加熱製剤の回収関係（平成７年１１月から１２月ごろ）

【薬総２２５】エイズ訴訟の概要、質問主意書・答弁書等エイズ関係（平成７年１１月ごろ）

【薬総２２６】医薬品安全性確保対策、ＨＩＶ関係等国会答弁関係（平成７年１１月ごろ）

【薬総２２７】エイズ訴訟関係想定問答等ＨＩＶ関係（平成８年ごろ）

【薬総２２８】中央薬事審議会委員必携（平成５年）

【薬総２２９】第１３４回臨時国会想定問答集（平成８年６月）

【薬総２３０】安全検想定問答等医薬品安全性確保対策検討会関係（平成３年１１月６日）

【薬総２３１】薬事法等の改正案と医薬品機構評議委員会関係（平成８年ごろ）

【薬総２３２】各団体からの平成８年度予算への要望（平成７年１２月ごろ）

【薬総２３３】平成8年度予算、税制関係（平成７年１２月ごろ）

【薬総２３４】血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染関係（平成７年１２月から平成８年３月ごろ）

【薬総２３５】医薬品等回収情報関係（平成７年１２月ごろ）

【薬総２３６】医薬品等の規制緩和関係（平成７年１２月ごろ）

【薬総２３７】国会答弁等ＨＩＶ関係（平成７年１２月ごろ）

【薬総２３８】ＨＩＶ訴訟関係（平成５年９月）
【薬総２３９】平成６年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況（案）、ＨＩＶ関係新聞写し等雑件（平成６年１
２月から平成８年３月ごろ）

【薬総２４０】薬事法改正関係（平成7年１０月から平成８年２月ごろ）

【薬総２４１】HIV訴訟関係（平成７年１２月から平成８年３月ごろ）

【薬総２４２】平成８年度予算編成、税制改正関係（平成７年１２月ごろ）

【薬総２４３】保健医療局ファイル１

【薬総２４４】保健医療局ファイル２

【薬総２４５】保健医療局ファイル３

【薬総２４６】保健医療局ファイル４

【薬総２４７】保健医療局ファイル５

【薬総２４８】ＨＩＶ訴訟関係（平成６年１１月から平成７年１０月）

【薬総２４９】国会議事録（平成8年4月から平成8年6月ごろ）

【薬総２５０】当面の諸問題、所管事項説明関係（平成8年7月ごろ）

39



行政文書ファイルリスト（医薬局）

【薬総２５１】ＨＩＶ訴訟関係（平成3年1月）

【薬総２５２】ＨＩＶに関して事務次官に対する説明資料（平成8年7月ごろ）

【薬総２５３】参議院厚生委員会からの資料要求関係（平成8年6月から平成8年7月ごろ）

【薬総２５４】非加熱製剤の回収関係の新聞記事等ＨＩＶ関係資料（平成8年7月ごろ）

【薬総２５５】国会答弁、大臣記者会見概要等ＨＩＶ訴訟関係（平成8年2月ごろ）

【薬総２５６】新聞・雑誌の写し、質問主意書答弁書等ＨＩＶ関係

【薬総２５７】MR資格制度検討会報告書（概要）及びMR研修テキストⅠ～Ⅲ（平成8年7月）
【薬総２５８】エイズ関係の新聞・週刊誌切り抜き、国会議事録など雑件（平成7年１０月から平成8年6
月ごろ）
【薬総２５９】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書（抜粋）等HIV関係（平成8年4月から平成8年
7月ごろ）

【薬総２６０】エイズ問題参考人質疑関係、国会議事録等ＨＩＶ関係（平成8年5月から平成8年6月ごろ）

【薬総２６１】薬務行政の概要等薬務局所管事項関係（平成8年6月から平成8年7月ごろ）

【薬総２６２】国会答弁等国会関係（平成8年6月ごろ）

【薬総２６３】薬事法改正関係（平成8年3月ごろ）

【薬総２６４】HIV訴訟関係（平成8年3月から6月ごろ）

【薬総６４８】保健医療局ファイル１～５

【薬総６６０】医薬品安全性確保対策検討会綴（１回～１４回）（平成６年１０月～平成７年１２月）

【薬総６６１】医薬品安全性確保対策検討会綴（１５回～２２回）（平成８年１月～平成８年７月）

【薬総６６２】薬務局執務資料集（平成３年３月）
【薬総７０６】質問調査に対する回答一覧平成８年２月２８日公表１／２[調査ＰＴの質問調査に対する回
答書関係（平成８年２月２８日）]
【薬総７０７】質問調査に対する回答一覧平成８年２月２８日公表２／２[調査ＰＴの質問調査に対する回
答書関係（平成８年２月２８日）]
【薬総７０８】追加質問調査に対する回答一覧　平成８年３月１９日公表[調査ＰＴの追加調査の回答書
関係（平成８年３月１９日）]
【薬総７０９】質問調査に対する回答一覧　平成８年４月２６日公表[調査ＰＴの質問調査に対する回答
書関係（平成８年４月２６日）]

【薬総７１０】新聞記事H8.3.11～4.12各紙［新聞・雑誌等記事写し及び記者会見概要］

【薬総７１１】新聞記事H8.1.23～3.10各紙［新聞・雑誌等記事写し及び記者会見概要］

【薬総７１２】新聞記事H8.4.12～H8.［新聞・雑誌等記事写し及び記者会見概要（H8.4.12～H8.6.8）］

【薬総７１３】新聞記事の写し（平成８年１月から３月）

【薬総７１４】１　Ⅰ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７１５】２　Ⅰ－１［質問調査対象者個別回答］
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【薬総７１６】３　Ⅰ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７１７】４　Ⅰ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７１８】５　Ⅰ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７１９】６　Ⅰ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２０】７　Ⅰ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２１】８　Ⅰ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２２】９　Ⅰ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２３】１０　Ⅰ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２４】１１　Ⅰ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２５】１２　Ⅰ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２６】１３　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２７】１４　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２８】１５　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７２９】１６　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３０】１７　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３１】１８　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３２】１９　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３３】２０　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３４】２１　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３５】２２　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３６】２３　Ⅰ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３７】２４　Ⅱ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３８】２５　Ⅱ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７３９】２６　Ⅱ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４０】２７　Ⅱ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４１】２８　Ⅱ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４２】２９　Ⅱ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４３】３０　Ⅱ－３［質問調査対象者個別回答］
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【薬総７４４】３１　Ⅱ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４５】３２　Ⅱ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４６】３３　Ⅱ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４７】３４　Ⅱ－４［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４８】３５　Ⅲ－１［質問調査対象者個別回答］

【薬総７４９】３６　Ⅲ－２［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５０】３７　Ⅲ－３［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５１】３８　Ⅲ－４［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５２】３９　Ⅲ－５［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５３】４０　Ⅲ－５［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５４】４１　Ⅳ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５５】４２　Ⅳ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５６】４３　Ⅳ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５７】４４　Ⅳ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５８】４５　Ⅳ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７５９】４６　Ⅳ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６０】４７　Ⅳ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６１】４８　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６２】４９　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６３】５０　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６４】５１　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６５】５２　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６６】５３　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６７】５４　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６８】５５　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７６９】５６　Ⅴ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７０】５７　Ⅵ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７１】５８　Ⅵ［質問調査対象者個別回答］

42



行政文書ファイルリスト（医薬局）

【薬総７７２】５９　Ⅶ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７３】６０　Ⅶ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７４】６１　Ⅷ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７５】６２　Ⅸ［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７６】６３　X［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７７】６４　XI［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７８】６５　XI［質問調査対象者個別回答］

【薬総７７９】６６　XI［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８０】６７　XI［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８１】監視１　６８　XII［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８２】監視２　６９　XII［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８３】監視３　７０　XII［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８４】監視４　７１　XII［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８５】監視５　７２　XII［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８６】監視６　７３　XII［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８７】７４［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８８】７５［質問調査対象者個別回答］

【薬総７８９】７６［質問調査対象者個別回答］

【薬総７９０】７７［質問調査対象者個別回答］

【薬総７９１】７８［質問調査対象者個別回答］

【薬総７９２】７９［質問調査対象者個別回答］

【薬総７９３】８０～１０７［質問調査対象者個別回答］

【薬総７９４】３／１９調査報告書原紙［調査ＰＴの報告書関係（平成８年３月）］

【薬総７９５】２／２６　中間報告原紙（２／２８記者発表）［調査ＰＴの中間報告書関係（平成８年２月）］

【薬総７９６】４／２６　報告書原紙ファイル［調査ＰＴの報告書関係（平成８年４月）］

【薬総７９７】２／２３　１５：４７　大臣レク資料［調査ＰＴの中間報告書（案）関係（平成８年２月）］
【薬総７９８】４／１２　１８：３０大臣レク資料（質問）　４／２４　ＡＭ８：００大臣レク資料（報告）［調査ＰＴ
による調査関係（平成８年４月）］
【薬総７９９】原告弁護団中間報告［薬害エイズの真相究明に関する弁護団中間報告書等調査関係
（平成８年３月ごろ）］
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【薬総８００】文献調査資料中ＰＴ出所分[新聞記事、ＨＩＶ文献関係（平成８年２月ごろ）]

【薬総８０１】H8.2.2質問調査回答用紙原紙［調査ＰＴの回答用紙関係］
【薬総８０２】H8.2.2質問調査質問票原紙　H8.2.7文献等調査依頼原紙［調査ＰＴ質問票、文献等調査依
頼関係（平成８年２月ごろ）］

【薬総８０３】H8.3.6再質問調査回答用紙原紙［調査ＰＴの再調査依頼関係（平成８年３月）］

【薬総８０４】H8.3.6再質問調査質問票原紙［調査ＰＴの再調査関係（平成８年３月）］

【薬総８０５】H8.3.27補完調査回答用紙原紙［調査ＰＴの再々調査関係（平成８年３月）］

【薬総８０６】H8.3.27補完調査質問票原紙［調査ＰＴの再々調査関係（平成８年３月）］

【薬総８０７】H8.4.8補完調査質問票回答用紙原紙［調査ＰＴの追加補完調査関係（平成８年４月）］

【薬総８０８】H8.4.13補完調査回答用紙原紙［調査ＰＴの追加補完調査関係（平成８年４月）］
【薬総８０９】H8.4.19以降　補完調査質問票回答用紙原紙［調査ＰＴの追加補完調査関係（平成８年４
月）］

【薬総８１０】H8.4.13　補完調査質問票原紙［調査ＰＴの追加補完調査関係（平成８年４月）］

【薬総８１１】帝京大学教授提供のファイル（平成８年３月）

【薬総８１２】保健医療局ファイル１　保健医療局ファイル２

【薬総８１３】保健医療局ファイル３　保健医療局ファイル４　保健医療局ファイル５

【薬総８１４】薬務局ファイル９

【薬総８１５】薬務局ファイル１４　薬務局ファイル２６

【薬総８１６】薬務局ファイル３０

【薬総８１７】薬務局ファイル５，６

【薬総８１８】薬務局ファイル７，８

【薬総８１９】薬務局ファイル４（個人用）［薬務局ファイル４］

【薬総８２０】薬務局課長ファイル　薬務局ファイル１，２，３

【薬総８２１】Ｐ・Ｔ基礎資料①[ＨＩＶ訴訟関係（平成８年３月ごろ）]

【薬総８２２】Ｐ・Ｔ基礎資料②[ＨＩＶ訴訟関係（平成８年ごろ）]

【薬総８２３】Ｐ・Ｔ基礎資料④[エイズ研究班研究報告書、エイズ関係書籍・文献の写（平成８年ごろ）]

【薬総８２４】Ｐ・Ｔ基礎資料③[ＨＩＶ訴訟関係（平成８年ごろ）]

【薬総８２５】調査回答受付簿ＰＴ［調査ＰＴの調査対象者名簿関係（平成８年２月から４月ごろ）］

【薬総８２６】ＰＴ室資料貸出簿返却簿[(平成８年３月から４月ごろ）]

【薬総８２７】国会答弁書類・国会議事録等国会関係（平成８年２月から６月ごろ）
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【薬総８２８】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書・別添資料（平成８年４月ごろ）

【薬総８２９】調査ＰＴ住所録・エイズ関係担当者名簿（平成８年２月ごろ）

【薬総８３０】リスト［調査ＰＴの調査対象者リスト（平成８年２月ごろ）］

【薬総８３１】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調書ＰＴ保存資料一覧（平成８年３月ごろ）

【薬総８３２】国会関係資料要求（１）（平成８年３月ごろ）

【薬総８３３】国会関係資料要求（２）（平成８年３月ごろ）

【薬総８３４】国会関係資料要求（３）（平成８年３月ごろ）

【薬総８３５】国会関係資料要求（平成８年５月ごろ）

【薬総８３６】国会関係資料要求（平成８年４月ごろ）
【薬総８３７】（衆）厚生委エイズ集中答弁平成８年３月１日（金）[国会答弁等国会関係（平成８年３月１
日）]
【薬総８３８】第１３６通常国会　調査ＰＴ関係[国会答弁等国会関係（平成８年２月２６日から平成８年５
月３０日ごろ）]

【薬総８３９】（参）厚生委エイズ集中答弁　平成８年４月４日（木）[国会議事録、国会答弁等国会関係]
【薬総８４０】（衆）本会議「エイズ報告」平成８年５月１７日　（衆）厚生委「エイズ集中審議」平成８年６月
１８日［国会答弁等国会関係］

【薬総８４１】平成８年３月１日（木）（衆）厚生委「エイズ集中審議」１１時３０分～[国会答弁等国会関係]

【薬総８４２】国会答弁（ＰＴ作成分）原紙　H8.5.15～[国会答弁等国会関係（平成８年５月）]

【薬総８４３】国会答弁（ＰＴ作成分）原紙H8.2.27～5.7[国会答弁等国会関係]
【薬総８４４】国会議事録（エイズ関係）昭５８～衆参各種委員会[国会議事録等国会関係（平成８年４月
ごろ）]

【薬総８４５】参考人議事録[薬害エイズ問題に関する小委員会参考人議事録（平成８年４月ごろ）]
【薬総８４６】平成８年４月１９日衆・厚生委エイズ問題参考人に対する質疑等国会議事録、弁護団中間
報告書（平成８年３月から４月ごろ）

【薬総８４７】エイズ関係国会予定・国会関係資料要求等国会関係（平成８年２月から６月ごろ）

【薬総８４８】質問主意書関係(平成８年ごろ）

【薬総８４９】薬務局ファイル４
【薬総８５０】医薬品による健康被害の再発防止に関するプロジェクト関係（平成８年４月１８日から５月
２２日）
【薬総８５１】医薬品による健康被害の再発防止に関するプロジェクト関係（平成８年４月２６日から５月
２０日）
【薬総８５２】医薬品による健康被害の再発防止に関するプロジェクト関係（平成８年５月２０日から２８
日）
【薬総８５３】雑資料綴[医薬品による健康被害の再発防止対策の報告書等再発防止対策関係（平成８
年３月から７月ごろ）]

【薬総８５４】ＭＯＳＳ５［ＭＯＳＳ協議関係（昭和６０年８月から１０月ごろ）］

【薬総８５５】ＭＯＳＳ６［ＭＯＳＳ協議関係（昭和６０年１０月から１１月ごろ）］
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【薬総８５６】ＭＯＳＳ７［ＭＯＳＳ協議関係（昭和６０年１１月から１２月ごろ）］

【薬総８５７】ＭＯＳＳ８［ＭＯＳＳ協議関係（昭和６０年１１月ごろ）］

【薬総８５８】ＭＯＳＳ９［ＭＯＳＳ協議関係（昭和６０年１２月ごろ）］

【薬総８５９】ＭＯＳＳ１０［ＭＯＳＳ協議関係（昭和６０年１２月から昭和６１年２月ごろ）］
【薬総８６０】サーベイランス委員会［エイズサーベイランス委員会検討結果等エイズ調査関係（昭和６３
年２月から平成元年７月ごろ）］

［医薬局総務課書記付管理係］

行政文書ファイル名

【薬総２６５】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和五十八年十一月

【薬総２６６】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和五十九年十一月

【薬総２６７】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和六十年十一月

【薬総２６８】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和六十二年三月

【薬総２６９】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和六十二年十一月

【薬総２７０】厚生省の組織及び定員関係法令集　昭和六十三年十一月

【薬総２７１】厚生省の組織及び定員関係法令集　平成二年十一月

【薬総２７２】厚生省の組織及び定員関係法令集　平成三年十一月

【薬総２７３】厚生省の組織及び定員関係法令集　平成四年十一月

【薬総２７４】厚生省の組織及び定員関係法令集　平成五年十一月

【薬総２７５】厚生省の組織及び定員関係法令集　平成六年十一月

【薬総２７６】厚生省の組織及び定員関係法令集　平成七年十一月

【薬総２７７】国会想定問答　昭和６０年１月

【薬総２７８】国会想定問答　平成五年十一月

【薬総２７９】国会想定問答　平成６年６月

【薬総２８０】製薬企業等への就職状況
【薬総２８１】５９年～６１年度職員一覧表［職員一覧表（組織図）及び定数関係資料（昭和５９年４月か
ら昭和６２年１月）］

【薬総２８２】人事　５・６・２９～　給与関係

【薬総２８３】保存用薬務局職員録（S61.7～H6.6）

【薬総２８４】大臣引継関係　５・８・９（平成５年７月～平成６年２月）

【薬総２８５】局長引継関係２　５・６・２９付（平成５年７月ごろ）
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【薬総２８６】局長引継関係　５・６・２９付（平成５年７月ごろ）

【薬総２８７】事務次官引継関係　５・６・２９／６・９・２（平成５年６月ごろ、平成６年９月ごろ）

【薬総２８８】大臣引継関係６・６・３０（平成６年７月ごろ）

【薬総２８９】営利企業就職承認関係（昭和５３年ごろ）

【薬総３２６】文書台帳　薬発（昭和５６年１０月５日～昭和５８年６月２８日）

【薬総３２７】文書台帳　薬発（昭和５８年６月２８日～昭和５９年１２月２８日）

【薬総３２８】文書台帳　薬発（昭和６０年１月～昭和６１年８月）

【薬総３２９】文書台帳　薬発（昭和６１年９月～昭和６３年６月２日）

【薬総３３０】文書台帳　薬発（昭和６３年６月３日～昭和６４年１月８日）

【薬総３３１】文書台帳　薬発（平成元年１月９日～平成２年８月１５日）

【薬総３３２】文書台帳　薬発（平成２年８月～平成３年１２月）

【薬総３３３】文書台帳　薬発（平成４年１月６日～平成５年９月３日）

【薬総３３４】文書台帳　薬発（平成５年９月～平成７年６月５日）

【薬総３３５】薬務局想定問答（局長勉強用）（昭和６１年ごろ）
【薬総３３６】１０８国会大臣想定［第１０８回通常国会大臣想定問答集等国会関係（ＨＩＶ関係）（昭和６２
年１月）］
【薬総３３７】所管事項説明等　元・８・１６［大臣交代時の薬務局所管事項説明関係（平成元年８月１６
日）］

【薬総３３８】当面の諸問題　Ｈ４・１２　大臣（平成４年１２月）

［医薬局総務課書記付経理係］

行政文書ファイル名

【薬総２９０】昭和５９年度厚生省所管歳出概算要求書　会計課長要求

【薬総２９１】昭和５９年度厚生省所管歳出概算要求　参考資料

【薬総２９２】昭和５９年度概算要求参考資料　大蔵省要求
【薬総２９３】昭和５９年度医薬品等特別会計（仮称）医薬品等審査勘定概算要求参考資料　会計課長
要求
【薬総２９４】会計実地検査総括説明資料（昭和５９年２月８日）、昭和５８年度事業概要（昭和５９年９月
会計検査資料）

【薬総２９５】昭和５９年度庁費等経理計画（５９．１０．３１現在）

【薬総２９６】昭和６０年度　概算要求参考資料　会計課長要求

【薬総２９７】昭和６１年度　会計課長当初内示等復活要求書

【薬総２９８】昭和６１年度　厚生省所管歳出概算要求書会計課長要求等予算関係
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【薬総２９９】昭和６１年度　概算要求参考資料　大蔵省要求

【薬総３００】昭和６１年度　概算要求参考資料

【薬総３０１】昭和６２年度　厚生省所管歳出概算要求書　会計課長要求

【薬総３０２】昭和６２年度　概算要求補助金等調書（既定分）

【薬総３０３】昭和５８年度　厚生省所管　一般会計　歳出予算要求額明細書

【薬総３０４】昭和５９年度　厚生省所管　一般会計　歳出予算要求額明細書

【薬総３０５】昭和６０年度　厚生省所管　一般会計　歳出予算要求額明細書

【薬総３０６】昭和６１年度　厚生省所管　一般会計　歳出予算要求額明細書

【薬総３０７】昭和６２年度　厚生省所管　一般会計　歳出予算要求額明細書

【薬総３０８】平成６年度　厚生省所管　一般会計　歳出予算要求額明細書

【薬総３０９】所管事項説明資料　５９・７（厚生４係、主査、係長、担当）

【薬総３１０】５９年度予算内示後各種調べ［予算関係の各種調査（昭和５９年２月ごろ）］

【薬総３１１】昭和５９年度歳出概算要求書（経常事務費積算内訳）大蔵省要求

【薬総３１２】５９’決定三段表［歳出概算要求書（経常事務費積算内訳）（昭和５９年度）］
【薬総３１３】昭和５９年度　厚生省所管　医薬品等特別会計（仮称）医薬品等審査勘定　歳入歳出概算
要求書

【薬総３１４】昭和５９年度事業概要（昭和６０年９月会計検査資料）

【薬総３１５】厚生省所管昭和６０年度歳出概算要求額査定表

【薬総３１６】昭和６０年度事業概要（昭和６１年９月会計検査資料）

【薬総３１７】昭和６０年度　厚生省所管　あへん特別会計　歳入歳出概算要求書

【薬総３１８】昭和６０年度　厚生省所管　あへん特別会計　概算要求参考資料

【薬総３１９】昭和６１年度　厚生省所管歳出概算要求書　会計課長要求

【薬総３２０】昭和６１年度　歳出予算概算要求書（経常事務費積算内訳）大蔵省要求等予算関係

【薬総３２１】昭和６１年度　歳出予算概算要求書（経常事務費積算内訳）大蔵省要求

【薬総３２２】厚生省所管　昭和６１年度　歳出概算要求額査定表

【薬総３２３】昭和６２年度予算要求重点事項社会部会用

【薬総３２４】厚生省所管歳出概算要求額査定明細表（昭和６２年度）

【薬総３２５】予算・決算関係（昭和６０年・６１年ごろ）

【薬総６４９】会計検査資料　厚生科学研究費補助金　S63.2.9（昭和６３年）
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【薬総６５０】会計検査資料　厚生科学研究費補助金関係　S63.2.9

【薬総６５１】58’厚生科学研究［厚生科学研究費補助金関係（昭和５８年ごろ）］

【薬総６５２】60’厚生科学研究費補助金（昭和６０年度）
【薬総６５３】昭和５８年度要求　補助金等調書［昭和５８年度概算要求補助金等調書（既定分）等補助
金関係］

【薬総６５４】昭和６３年度要求　補助金等調書［昭和６３年度概算要求補助金等調書（新規分）］

【薬総６５５】昭和６０年度事業概要（６１年９月会計検査資料）

【薬総６５６】昭和６１年度事業概要（６２年９月会計検査資料）
【薬総６６３】血液事業対策室等準備室の設置について（案）、雇用保険パンフレット等雑件（平成２～３
年）
【薬総６６４】６２’大蔵省要求（特殊血液調査）組替要求　61.10.22～［昭和62年度予算概算要求関係
（昭和61年）］
【薬総６６５】６２’局議資料（61.6.3）　６２’縮減方策（61.5.9）　６２’基本方針会計課長（61.6.20)　６２’基
本方針（61.6.25）事務次官［昭和６２年度予算概算要求（昭和６１年）］

【薬総６６６】６２’支出負担行為補助簿（庁費類）

【薬総６６７】６２’支出負担行為補助簿①

【薬総６６８】６２’支出負担行為補助簿②

【薬総６６９】昭和六十年度　３［昭和６０年度予算の留保等予算関係（昭和６０年度）］
【薬総６７０】昭和六十年度　２［昭和６０年度人件費使用見込み調べ、６１年度補助金等要求額調等予
算関係］
【薬総６７１】昭和六十年度　３［昭和６１年度補助金等予算関係の作成について等予算関係（昭和６０
年度）］
【薬総６７２】昭和六十年度　４［全国都道府県薬務主管課長会議資料及び昭和６０年度各種行政手数
料等の単価調書等予算関係（６０年度）］
【薬総６７３】昭和六十年度　５［薬務局関係資料集及び６１年度暫定予算関係資料の準備等予算関係
（６０年度）］
【薬総６７４】Ｓ61起案綴［職員の派遣、後援名義使用の結果報告、研究集会への参加の承認等起案
綴（昭和６１年３月～昭和６２年３月）］
【薬総６７５】会議費綴［中央薬事審議会調査会　会議費の支出についての決裁綴（昭和６１年２、３
月）］
【薬総６７６】Ｓ61会議費綴［中央薬事審議会調査会　会議費の支出についての決裁綴（昭和６１年４～
９月）］
【薬総６７７】Ｓ61会議費綴　№2［中央薬事審議会調査会　会議費の支出についての決裁綴（昭和６１
年９月～昭和６２年１月）］
【薬総６７８】S61会議費綴　№3［中央薬事審議会調査会　会議費の支出についての決裁綴（昭和６２
年１月～３月）］
【薬総６７９】S58会議費綴　Ⅰ［中央薬事審議会調査会　会議費の支出についての決裁綴（昭和５８年
４月～１２月）］

【薬総６８０】昭和58年度概算要求参考資料　会計課長要求　薬務局
【薬総６８１】「昭和58年度概算要求書説明資料　１１厚生省所管　大蔵省要求　国立衛生試験所」等国
立衛生研究所の予算関係資料

【薬総６８２】昭和58年度　概算要求参考資料　大蔵省要求　書記室保存用　薬務局

【薬総６８３】昭和59年度概算要求参考資料　会計課長要求　薬務局
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【薬総６８４】S59年度厚生省所管歳出概算要求書　薬務局

【薬総６８５】昭和59年度概算要求関係

【薬総６８６】昭和59年度歳入予算概算見積書 11厚生省主管（現金収入）
【薬総６８７】昭和59年度医薬品等特別会計（仮称）医薬品等審査勘定概算要求参考資料　厚生省薬
務局審査課

【薬総６８８】厚生省所管　昭和59年度歳出概算要求額査定表　大蔵省要求（保存用）

【薬総６８９】59年度歳入見積予算書 NO2

【薬総６９０】昭和60年度概算要求参考資料　薬務局

【薬総６９１】昭和60年度厚生省所管歳出概算要求書　会計課長要求（内示）薬務局

【薬総６９２】昭和60年度概算要求参考資料　会計課長要求（保存版）薬務局

【薬総６９３】昭和61年度　厚生省所管歳出概算要求書　会計課長要求薬務局等予算要求関係

【薬総６９４】昭和61年度概算要求に係る資料等の提出について［概算要求関係（昭和60年）］

【薬総６９５】６１年度予算（調）　［昭和６１年度予算関係（昭和６０から６１年ごろ）］

【薬総６９６】５８　大蔵要求［昭和５８年度予算要求関係（昭和５７年ごろ）］

［医薬局総務課薬事審議会係］

行政文書ファイル名

【薬総３３９】国会想定問答　平成６年１月

【薬総３４０】平成５年度薬務主管課長会議資料（説明事項編）　平成６年２月２３日

【薬総３４１】平成５年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）　平成６年２月２３日

【薬総３４２】平成６年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）　平成７年２月２４日

【薬総３４３】平成７年度薬務主管課長会議資料（説明事項編）　平成８年２月２６日

【薬総３４４】平成７年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）　平成８年２月２６日

【薬総３４５】全国衛生主管部局長会議資料　平成６年３月１日

【薬総３４６】全国衛生主管部局長会議資料　平成７年１月２４日

【薬総３４７】全国厚生関係部局長会議資料　平成８年１月２４日

【薬総３４８】厚生省所管民法法人　平成５年４月１日現在

【薬総３４９】当面の諸問題　平成５年７月

【薬総３５０】所管事項説明　平成５年７月［局全体の所管事項説明］

【薬総３５１】中央薬事審議会委員等候補者選考関係　平成７年９月４日
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【薬総３５２】中央薬事審議会関係（平成７年７月から平成７年１２月ごろ）

【薬総３５３】中央薬事審議会委員改選及び審議結果等の取扱い関係（平成７年７月ごろ）
【薬総３５４】中央薬事審議会情報公開、委員改選及び審議結果関係（平成７年９月から平成７年１０月
ごろ)

【薬総３５５】中央薬事審議会委員改選及び審議結果関係（平成７年９月から平成８年３月ごろ）

【薬総３５６】中央薬事審議会の見直し関係（平成７年１２月ごろ）

【薬総３５７】中央薬事審議会委員等候補者選考関係（平成７年７月ごろ）

【薬総３５８】第２４回中央薬事審議会総会議事次第等中央薬事審議会関係資料（平成７年１１月ごろ）

【薬総３５９】中央薬事審議会委員名簿（平成７年１１月６日現在）

【薬総３６０】中央薬事審議会情報公開関係（平成８年１月から３月ごろ）

【薬総３６１】中薬審審議結果見直し会議資料関係（平成８年３月ごろ）

【薬総３６２】中薬審委員必携（平成７年）、中薬審常任部会（平成７年１１月６日）関係

【薬総３６３】中薬審委員名簿と中薬審委員選考関係（平成７年１１月ごろ）

【薬総３６４】中薬審薬事法改正等特別部会関係（平成８年２月ごろ）

【薬総３６５】中薬審委員等選考委員会関係（平成７年１０月ごろ）

【薬総３６６】所管事項説明　（平成７年７月）

【薬総３６７】事務次官、総務省管理官、大蔵省主査等への所管事項説明関係（平成７年６月ごろ）

【薬総３６８】局長への所管事項説明資料等雑件（平成７年７月ごろ）
【薬総３６９】所管事項・当面の諸問題・組織・予算　平成２・７・１３［所管事項説明関係（平成２年７月ご
ろ）］

【薬総３７０】中央薬事審議会の公開の方法関係（平成７年ごろ）

【薬総３７１】７　承諾書［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成７年１０月）］

【薬総３７２】７　承認書［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成７年１０月）］
【薬総３７３】承認書、承諾書（平成７年度）（改選）１１．１［中央薬事審議会委員委嘱に係る承諾書及び
承認書（平成６年１０月）］
【薬総３７４】７　辞令（再任　臨・委）［中央薬事審議会委員委嘱に係る人事異動通知書の写し（平成７
年１１月ごろ）］
【薬総３７５】薬事法改正等特別部会（７）資料［中央薬事審議会薬事法改正特別部会資料（平成７年１
２月２７日～平成８年２月２６日）］

【薬総３７６】NIRA（HIV第三者機関）・PT報告［中央薬事審議会関係（平成８年７月から８月ごろ）］

【薬総３７７】９’予算要求［中央薬事審議会予算要求関係（平成８年）］
【薬総３７８】調べ物②［中央薬事審議会委員に関する各種調査依頼（平成８年３月２１日～平成８年８
月６日）］
【薬総３７９】調べ物①［中央薬事審議会委員に関する各種調査依頼（平成７年９月２８日～平成８年１
月２３日）］
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【薬総３８０】質問主意書（七・十二・十五）（平成７年１２月）［血液製剤によるＨＩＶ（ｴｲｽﾞｳｲﾙｽ）感染薬
害に関する質問主意書及び再質問主意書関係（平成７年１２月）］

【薬総３８１】局長当面の諸問題及び所管事項説明（平成８年７月１０日）
【薬総３８２】７’辞令（新任臨時委員）［中央薬事審議会委員委嘱辞令の写し（平成７年１１月１日、平成
７年１１月６日）］
【薬総３８３】７’辞令（委員）［中央薬事審議会委員委嘱辞令の写し（平成７年１１月１日、平成７年１１
月６日）］

【薬総３８４】大臣・会長懇談（8.6.10大臣室）［大臣と中薬審会長の懇話関係（平成８年６月）］
【薬総３８５】議員・マスコミ・大臣①［中央薬事審議会に係る国会関連資料要求（平成７年１０月３１日
から平成８年３月１８日）］
【薬総３８６】議員・マスコミ・大臣②［中央薬事審議会に係るマスコミ及び国会関連の資料要求（平成８
年３月から６月ごろ）］

【薬総３８７】審議会の見直し結果（８.３.２９）

【薬総３８８】国会［（衆）厚生委質疑想定問答（平成７年６月７日、平成８年３月１３日）］
【薬総３８９】組織・定員要求（平成８年７月４日）［中央薬事審議会の情報公開に係る組織・定員要求
（平成８年７月ごろ）］
【薬総３９０】会議室の利用について、中央薬事審議会委員必携、当面の諸問題等雑件（平成７年７月
ごろ）

【薬総３９１】所管事項説明資料、医薬品健康被害再発防止策の進捗状況（平成８年８月ごろ）

【薬総３９２】中央薬事審議会組織図・委員名簿・情報公開関係（平成８年）

【薬総３９３】中薬審資料回収、委員再任関係（平成８年５月）
【薬総３９４】ＨＩＶ関係の新聞の切り抜き、定例事務次官記者会見概要、薬務局職員名簿等雑件書類
（平成８年８月ごろ）

【薬総３９５】中薬審の幹事発令関係（平成８年７月ごろ）

【薬総３９６】中央薬事審議会委員名簿及び臨時委員改選関係（平成８年７月ごろ）

【薬総３９７】欧和・和欧対訳　医薬業界用語集１９９５

【薬総３９８】医薬情報担当者用語集（平成７年３月改訂第６版）

【薬総３９９】国会想定問答（平成４年２月）

【薬総４００】国会想定問答（平成５年３月）

【薬総４０１】HIV訴訟関係の調査における抗体検査結果の報告関係（平成８年ごろ）

【薬総４０２】平成６年度薬務主管課長会議資料（説明事項編）（平成７年２月２４日）

【薬総４０３】審議会［審議会係が使用する電算処理用語及びファイルの一覧］

【薬総４０４】ＨＩＶ訴訟に関する中薬審関係資料（平成７年１２月から平成８年２月ごろ）
【薬総４０５】（参）厚生委員会エイズ問題集中審議議事録及び（衆）厚生委員会（参考人質疑）議事録
（平成８年６月１８日、平成８年７月１２日）

【薬総４０６】（衆）厚生委員会議事録等国会関係（平成８年７月２３日）

【薬総４０７】秘密文書関係・文書引継関係［薬剤師国家試験に係る文書の保存方法］
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【薬総４０８】人事関係綴（調査員）昭和31年12月～昭和36年7月3日［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和
３１年１２月６日から昭和３６年３月１日）］
【薬総４０９】人事関係綴昭和30年7月～昭和32年2月［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和３０年７月１１
日から昭和３２年１月２６日］
【薬総４１０】人事関係綴昭和32年1月～昭和36年2月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和３２
年１月２６日から昭和３６年２月２４日）］
【薬総４１１】人事関係綴昭和36年2月～昭和38年3月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和３６
年２月１７日から昭和３８年３月２９日）］
【薬総４１２】人事関係綴昭和38年4月～昭和38年12月［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和３８年５月７日
から昭和３９年１月２４日）］
【薬総４１３】人事関係綴昭和38年12月～昭和39年5月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和３８
年１２月１２日から昭和３９年７月１５日）］
【薬総４１４】人事関係綴昭和39年8月～昭和40年7月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和３９
年７月３１日から昭和４０年７月１５日）］
【薬総４１５】人事関係綴昭和40年度8月～2月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和４０年８月３
日から昭和４１年２月２４日）］
【薬総４１６】昭和四十一年度　人事関係綴［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和４１年６月１日
から昭和４２年３月２０日）］
【薬総４１７】人事関係綴　昭和42年度［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和４２年４月１３日から
昭和４３年３月１６日）］
【薬総４１８】人事関係綴　昭和43年度［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和４３年４月１３日から昭和４３年
１２月１９日）］
【薬総４１９】人事関係綴　昭和44年度［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和４３年４月２３日から
昭和４５年３月２６日］
【薬総４２０】人事関係綴　昭和45年度［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和４５年４月１４日から昭和４６年
３月１６日）］
【薬総４２１】人事関係綴　昭和４６年度［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和４６年３月３０日から
昭和４７年３月１日）］
【薬総４２２】四十七年度　人事関係綴［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和４７年２月２３日から
昭和４８年１月３１日）］
【薬総４２３】昭和四十八年度　人事関係綴［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和４８年５月２９日
から昭和４９年３月９日）］
【薬総４２４】昭和四十九年度　人事関係綴［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和４９年４月２５日から昭和
５０年２月２７日）］
【薬総４２５】昭和五十年度　人事関係綴［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和５０年４月８日から
昭和５１年３月１２日）］
【薬総４２６】昭和五十一年度　人事関係綴［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和５１年４月１６日
から昭和５２年４月２日）］
【薬総４２７】昭和五十二年度　人事関係綴［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和５２年３月２４日
から昭和５３年３月１３日）］
【薬総４２８】五十三年度　人事関係綴［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和５３年４月５日から昭
和５４年２月１５日）］
【薬総４２９】昭和５４年度　人事関係綴　3-1［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁（昭和５４年３月２９
日から昭和５５年１月１７日）］
【薬総４３０】昭和５４年度　人事関係綴　十一月一日発令　正臨時委員3-2［中央薬事審議会委員委嘱
関係決裁（昭和５４年１１月１日）］
【薬総４３１】昭和54年度人事関係綴　１１月１日発令者　承諾書　辞令書写　3-3［中薬審委員委嘱発
令通知の写し及び委員所属機関からの承諾書（昭和５４年１１月１日）］
【薬総４３２】人事関係綴　昭和60年度　3-1［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和６０年５月１７日から昭和
６１年３月２０日）］

【薬総４３３】人事関係綴　昭和55年度［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総４３４】人事関係綴　昭和56年度　2-1［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総４３５】人事関係綴　昭和56年度　2-2［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］
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【薬総４３６】人事関係綴　昭和57年度［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総４３７】人事関係綴　昭和58年度　3-1［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総４３８】人事関係綴　昭和58年度　3-2［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総４３９】人事関係綴　昭和58年度　3-3［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総４４０】人事関係綴　昭和60年度　3-2［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総４４１】中央薬事審議会委員名簿　昭和49年

【薬総４４２】中央薬事審議会委員名簿　昭和50年

【薬総４４３】中央薬事審議会委員名簿　昭和59年1月10日

【薬総４４４】中央薬事審議会委員名簿　昭和62年11月9日

【薬総４４５】中央薬事審議会委員名簿　昭和63年11月1日

【薬総４４６】中央薬事審議会委員名簿　平成元年11月７日

【薬総４４７】中央薬事審議会委員名簿　平成2年11月1日

【薬総４４８】中央薬事審議会委員名簿　平成3年11月12日

【薬総４４９】中央薬事審議会委員名簿　平成4年12月2日

【薬総４５０】中央薬事審議会委員名簿　平成5年11月1日

【薬総４５１】中央薬事審議会委員名簿　平成6年11月10日

【薬総４５２】中央薬事審議会委員名簿　平成7年11月6日

【薬総４５３】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和44年4月1日）

【薬総４５４】中央薬事審議会組織図及び委員（昭和47年12月13日）

【薬総４５５】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和48年1月）

【薬総４５６】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和51年1月1日）

【薬総４５７】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和52年11月1日）

【薬総４５８】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和53年1月20日）

【薬総４５９】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和54年1月10日）

【薬総４６０】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和55年1月10日）

【薬総４６１】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和56年1月10日）

【薬総４６２】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和57年1月10日）

【薬総４６３】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和57年11月1日）
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【薬総４６４】中央薬事審議会組織図及び委員名簿（昭和60年2月1日）

【薬総４６５】中央薬事審議会組織図（昭和60年11月1日）及び委員名簿（昭和61年8月1日）

【薬総４６６】国会想定問答　平成元年３月

【薬総４６７】国会想定問答　平成２年１０月

【薬総４６８】国会想定問答　平成３年１月

【薬総４６９】第１７回中央薬事審議会総会資料　昭５６年１１月６日

【薬総４７０】第１８回中央薬事審議会総会資料　昭５８年１１月７日

【薬総４７１】第１９回中央薬事審議会総会資料　昭和６０年１１月１１日

【薬総４７２】第２０回中央薬事審議会総会資料　昭和６２年１１月９日

【薬総４７３】第２１回中央薬事審議会総会資料　平成元年１１月７日

【薬総４７４】第２２回中央薬事審議会総会資料　平成３年１１月１２日

【薬総４７５】第２３回中央薬事審議会総会資料　平成５年１１月８日

【薬総４７６】薬務局執務資料　平成５年３月

【薬総４７７】薬務局執務資料　平成６年３月

【薬総４７８】所管事項説明63［所管事項説明資料（昭和６３年６月、８月）］

【薬総４７９】厚生省の組織及び定員関係法令集　平成７年１１月

【薬総４８０】履歴書

【薬総４８１】ファクシミリ電送表及び中薬審委員名簿（平成８年５月）

【薬総４８２】薬事審議会名簿及び規定（昭和32年8月）

【薬総４８３】中央薬事審議会名簿S36.9

【薬総４８４】中央薬事審議会名簿S39.2.6

【薬総４８５】中央薬事審議会名簿40.6.15

【薬総４８６】中央薬事審議会旧委員等名簿

【薬総４８７】中央薬事審議会名簿44.4.1

【薬総４８８】中央薬事審議会名簿45.2.1

【薬総４８９】中央薬事審議会名簿45年度（45.6.1）

【薬総４９０】中央薬事審議会名簿47.5.1

【薬総４９１】中央薬事審議会名簿47年度（47.8.1）
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【薬総４９２】中央薬事審議会名簿昭和49年

【薬総４９３】中央薬事審議会名簿49.3.7

【薬総４９４】中央薬事審議会名簿50.10末

【薬総４９５】中央薬事審議会名簿51.1.1

【薬総４９６】中央薬事審議会名簿51.1～51.12.31

【薬総４９７】中央薬事審議会名簿52.1.1

【薬総４９８】中央薬事審議会名簿52.1.1～52.10.31［52.1.1～52.8.1］

【薬総４９９】中央薬事審議会名簿52.11.1

【薬総５００】中央薬事審議会名簿53.1.20

【薬総５０１】中央薬事審議会名簿53.2.1～54.1.10［53.1.20～54.1.1］
【薬総５０２】中央薬事審議会名簿５４．１．１０［中央薬事審議会名簿（昭和５４年１月）及び中央薬事審
議会委員・臨時委員数調］

【薬総５０３】中央薬事審議会名簿５４．１．１０現在

【薬総５０４】中央薬事審議会名簿55.1.10

【薬総５０５】中央薬事審議会名簿56.1.10

【薬総５０６】中央薬事審議会名簿56.11.20

【薬総５０７】中央薬事審議会名簿57.1.10～

【薬総５０８】中央薬事審議会名簿58.1.10～

【薬総５０９】中央薬事審議会名簿59.1.10～［58.1.10］

【薬総５１０】中央薬事審議会名簿60.2.1

【薬総５１１】中央薬事審議会名簿60.11

【薬総５１２】中央薬事審議会名簿61.10.31［61.8.1］

【薬総５１３】中央薬事審議会名簿６２．１１．９

【薬総５１４】中央薬事審議会名簿６２．１１現在

【薬総５１５】中央薬事審議会名簿６３．１１．１

【薬総５１６】中央薬事審議会名簿Ｓ６３．１１．１

【薬総５１７】中央薬事審議会名簿H元.11.7

【薬総５１８】中央薬事審議会名簿元.6.26～元11.7

【薬総５１９】中央薬事審議会名簿H2.11.1
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【薬総５２０】中央薬事審議会名簿H3.7.1

【薬総５２１】中央薬事審議会名簿H3.2.1

【薬総５２２】中央薬事審議会名簿H3.11.12

【薬総５２３】中央薬事審議会名簿4.2.1

【薬総５２４】中央薬事審議会名簿4.12.2

【薬総５２５】中央薬事審議会名簿5.6.1

【薬総５２６】中央薬事審議会名簿5.11.1

【薬総５２７】中央薬事審議会名簿6.6.1

【薬総５２８】中央薬事審議会名簿6.11.10

【薬総５２９】中央薬事審議会名簿6.7.1

【薬総５３０】人事関係綴61年度Ⅰ［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３１】人事関係綴昭和63年度（１）［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３２】人事関係綴昭和63年9月～平成元年4月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３３】人事関係綴平成元年6月～2年4月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３４】人事関係綴平成2年5月～12月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３５】３’　人事関係綴（改選）11.1　2-1［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３６】３’　人事関係綴（改選）11.1　2-②［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３７】人事関係綴平成3年1月～4年3月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３８】人事関係綴（平成四年四月～五年三月）［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５３９】人事関係綴平成五年四月～六年三月［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５４０】人事関係綴（改選）11.1　2-1［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５４１】人事関係綴（改選）11.1　2-②［中央薬事審議会委員委嘱関係決裁］

【薬総５４２】元’改選［中央薬事審議会委員改選関係（平成元年）］

【薬総５４３】元’改選［中央薬事審議会委員改選関係（平成元年１１月ごろ）］
【薬総５４４】３’　改選関係（選考委員会総会等）2-1［中央薬事審議会委員改選関係（平成３年８月ご
ろ）］

【薬総５４５】４’　改選関係（11.1）［中央薬事審議会委員改選関係（平成４年）］

【薬総５４６】５’　改選関係　３－１［中央薬事審議会委員改選関係（平成５年）］

【薬総５４７】５’　改選関係　３－２［中央薬事審議会委員改選関係（平成５年）］
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【薬総５４８】５’　改選関係　３－３［中央薬事審議会委員改選関係（平成５年）］

【薬総５４９】平成２年改選（11.1）［中央薬事審議会委員改選関係（平成２年）］

【薬総５５０】３’　改選関係（選考委員会総会等）2-2［中央薬事審議会委員改選関係（平成３年）］

【薬総５５１】平成２年改選発令(11.1)［中央薬事審議会委員改選関係（平成２年）］

【薬総５５２】４’改選発令(11.1)［中央薬事審議会委員改選関係（平成４年）］

【薬総５５３】中央薬事審議会委員委嘱　承認書・承諾書（昭和６０，６１年）
【薬総５５４】昭和六十三年度人事関係綴（承諾書・承認書）［中央薬事審議会委員委嘱関係（昭和６３
年１０月ごろ）］

【薬総５５５】２’承諾書承認書（改選）11.1［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成２年１０月ごろ）］

【薬総５５６】３’部会・調査会開催通知２の２［中央薬事審議会調査会開催通知（平成３～４年）］

【薬総５５７】2-1　３’承諾書承認書（改選）11.1　［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成３年）］

【薬総５５８】2-②　３’承諾書承認書（改選）11.1［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成３年）］

【薬総５５９】４’承諾書承認書（改選）11.1［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成４年１０月ごろ）］

【薬総５６０】５’承諾書（改選）11.1［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成５年１０月）］

【薬総５６１】５’承認書（改選）11.1［中央薬事審議会委員委嘱関係（平成５年１０月）］

【薬総５６２】中央薬事審議会委員の任免等について　陳情(昭和５８年ごろ)

【薬総５６３】第１１回中央薬事審議会総会関係綴 44.11.25(昭和４４年)

【薬総５６４】第１２回中央薬事審議会総会関係綴　46.11.29(昭和４６年)

【薬総５６５】第１０回中央薬事審議会総会関係資料　(昭和４２年)

【薬総５６６】42　中央薬事審議会委員改選資料(昭和４２年)

【薬総５６７】中央薬事審議会臨時委員異動　54.11.1～56.3.31

【薬総５６８】中央薬事審議会規程(昭和４９、５４、５５年)

【薬総５６９】46 中央薬事審議会改選資料(昭和４６年)

【薬総５７０】第１５回中央薬事審議会総会関係綴　52.11.7(昭和５２年)

【薬総５７１】中央薬事審議会総会関係綴(４～９回)(昭和３２、３４、３５、３６、３８、４０年)

【薬総５７２】52 中央薬事審議会委員改選資料(昭和５２年)

【薬総５７３】中央薬事審議会返納報告書（平成６年度）

【薬総５７４】第２１回中央薬事審議会総会関係綴 平成元年.11.7(平成元年)

【薬総５７５】昭和６３年度部会開催通知原義綴(昭和６３年～平成元年)
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【薬総５７６】第１８回中央薬事審議会総会関係綴　58.11.7(昭和５８年)

【薬総５７７】56 中央薬事審議会委員等改選資料 ２の１ (昭和５６年)

【薬総５７８】第１３回中央薬事審議会総会関係　48.11.5(昭和４８年)

【薬総５７９】第２３回中央薬事審議会総会関係　平成５年１１月８日(平成５年)

【薬総５８０】第２２回中央薬事審議会総会関係 平成３年１１月１２日(平成３年)

【薬総５８１】議事録等の公表［中薬審議事録等の公表関係(昭和５９年ごろ)］

【薬総５８２】第１９回中央薬事審議会総会関係　60.11.11(昭和６０～６１年)

【薬総５８３】任免関係［中薬審委員・部会委員任免関係(昭和６３年～平成２年)］

【薬総５８４】第１７回中央薬事審議会総会関係　56.11.6(昭和５６年)

【薬総５８５】第１４回中央薬事審議会総会関係 50.11.5(昭和５０年)

【薬総５８６】昭和五七年十一月期中薬審委員改選資料(昭和５７年)

【薬総５８７】部会開催通知原議(昭和６２～６３年)

【薬総５８８】中薬審委員の責務の自覚・文書管理の徹底通知「保存」(昭和５６～５８年)

【薬総５８９】引継事項［薬事審議会係引継書］

【薬総５９０】審議会等への女性委員の登用関係(昭和５８年～平成６年)

【薬総５９１】審議会等ガイドライン関係(平成６年)

【薬総５９２】中薬審の検討したい問題点等中薬審関係(昭和４４年ごろ)

【薬総５９３】債主コード表 61.12.10［中薬審関係債主コード表(昭和６１年)］

【薬総５９４】引継書［薬事審議会係引継書］
【薬総５９５】３’中薬審・常任部会(医薬品部会含ム)開催資料の広報持込について［中薬審部会関係
(平成３～４年)］
【薬総５９６】秘密文書の取扱いについて［指定は行っていないが秘密文書として取り扱われている文
書等秘密文書取扱い関係(昭和６１年)］
【薬総５９７】中央薬事審議会諮問書取下げ書　企画課［中薬審諮問書取下げ書関係（昭和４７～平成
４年)］

【薬総５９８】中央薬事審議会委員の罷免申立書 昭和５６年７月２１日
【薬総５９９】年度別中央薬事審議会部会等開催日内訳(H2～)［中薬審総会・部会・調査会開催日(平
成２～６年）］

【薬総６００】第１６回中央薬事審議会総会関係 54.11.5

【薬総６０１】常任部会小委員会平成２年２月６日
【薬総６０２】昭和６３年度 新薬事前調査［中薬審・新薬資料事前調査謝金の支出に関する決裁(平成
元年)］
【薬総６０３】昭和６２年度 新薬事前調査［中薬審・新薬資料事前調査謝金の支出に関する決裁(昭和
６３年)］
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【薬総６０４】平成２年度 新薬資料事前調査謝金［中薬審・新薬資料事前調査謝金の支出に関する決
裁(平成２～３年)］
【薬総６０５】平成元年度 新薬資料事前調査謝金［中薬審・新薬資料事前調査謝金の支出に関する決
裁(平成２年)］

【薬総６０６】平成元年度 新薬資料事前調査謝金［中薬審・新薬資料事前調査謝金関係(平成元年)］
【薬総６０７】昭和６１年度 新薬資料事前調査謝金(在宅謝金)［中薬審・新薬資料事前調査謝金の支出
に関する決裁(昭和６２年)］
【薬総６０８】昭和６０年度 新薬資料事前調査謝金(在宅謝金)［中薬審・新薬資料事前調査謝金の支出
に関する決裁及び関係資料(昭和６０～６１年)］

【薬総６０９】平成２年度 委員手当［中薬審委員手当の支出に関する決裁及び関係資料(平成２年)］

【薬総６１０】２’委員手当［中薬審委員手当の支出に関する決裁及び関係資料(平成２～３年)］

【薬総６１１】平成元年 委員手当［中薬審委員手当の支出に関する決裁(平成２年)］

【薬総６１２】中薬審委員手当支出関係資料(平成元～２年ごろ)

【薬総６１３】中薬審委員手当の支出に関する決裁及び関係資料(昭和５３～５６年)

【薬総６１４】幹事履歴（写）厚生省以外［中薬審幹事の履歴関係(昭和５８年～平成６年)］

【薬総６１５】薬事法改正等に関する懇談会　薬事法改正等特別部会関係(昭和５３～５４年)

【薬総６１６】中薬審規程、委員名簿等中薬審関係(昭和４２～５６年)

【薬総６１７】中央薬事審議会規程関係(改正毎) 26～42［中薬審規程に関する決裁(昭和２６～３８年)］
【薬総６１８】中央薬事審議会組織改廃S60～H5［中薬審部会・調査会の改廃関係起案書（昭和60年～
平成5年）］
【薬総６１９】中央薬事審議会組織改廃（S50～59）［中薬審部会・調査会の改廃関係起案書（昭和50～
59年）］
【薬総６２０】中央薬事審議会組織改廃（42.11～49）［中薬審部会・調査会の改廃関係起案書（昭和42
～49年）］

【薬総６２１】平成二年度開催通知(1)［中薬審部会・調査会開催通知（平成2年度）］

【薬総６２２】平成2年度開催通知(2)［中薬審調査会開催通知（平成2年度）］

【薬総６２３】３’部会・調査会開催通知　2の1［中薬審総会・部会・調査会開催通知（平成3年度）］

【薬総６２４】４’部会・調査会開催通知　2-1［中薬審部会・調査会開催通知（平成4年度）］

【薬総６２５】４’部会・調査会開催通知　2-2［中薬審調査会開催通知（平成4年度）］

【薬総６２６】５’部会・調査会開催通知　3-1［中薬審総会・部会・調査会開催通知（平成5年度）］

【薬総６２７】５’部会・調査会開催通知　3-2［中薬審調査会開催通知(平成５～６年)］

【薬総６２８】５’部会・調査会開催通知　3-3［中薬審調査会開催通知(平成５～６年)］
【薬総６２９】昭和六十二年度調査報告書［審議会等における婦人の参加状況調について等中薬審関
係（昭和６２～６３年）］
【薬総６３０】昭和６３年度調査報告書　平成元年度調査報告書［審議会等における婦人の参加状況調
について等中薬審関係（昭和６３年～平成２年）］

【薬総６３１】平成２年度調査報告書［中薬審部会・調査会開催回数調等中薬審関係（平成２～３年）］
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【薬総６３２】３’～４’調査報告書［審議会答申検索システムデータ入力の為の資料提出について等中
薬審関係（平成３～５年）］
【薬総６３３】５’調査報告書［審議会における女性の参画状況調べについて等中薬審関係（平成５～６
年）］

【薬総６３４】中央薬事審議会諮問書［中央薬事審議会諮問書(昭和３６年～平成６年)］

【薬総６３５】昭和六十三年度・選考委員会委嘱関係資料１［中薬審委員委嘱関係資料(昭和６３年)］

【薬総６３６】会議室予約関係(平成５～６年)

【薬総６３７】中央薬事審議会文書発翰簿昭４９～(昭和４９年～５４年)

【薬総６３８】昭和６２年度新薬資料事前調査謝金(昭和６１年度)

【薬総６３９】昭和６０年度新薬資料事前調査謝金(昭和６０年度)

【薬総６４０】昭和46年7月22日常任部会議事録

【薬総６４１】昭和６２年度・選考委員会委嘱・総会関係資料１［中薬審委員委嘱関係資料(昭和６２年)］
【薬総６４２】昭和六十二年度・選考委員会委嘱・総会関係資料２［中薬審委員委嘱関係資料(昭和６２
年)］

【薬総６４３】平成元年議事録２－１［中薬審部会・調査会議事録(平成元～２年)］

【薬総６４４】平成元年議事録２－２［中薬審調査会議事録(平成元～２年)］

【薬総６４５】平成２年議事録［中薬審部会・調査会議事録(平成２～３年)］

【薬総６４６】平成４年度部会・調査会議事録２－１(平成３年度)

【薬総６４７】平成４年度部会・調査会議事録２－２(平成３年度)

【薬総６５７】諮問書等中央薬事審議会資料関係（１）（昭和５８年）

【薬総６５８】諮問書等中央薬事審議会資料関係（２）（昭和５８年）

【薬総６５９】諮問書等中央薬事審議会資料関係（昭和５９年）
【薬総６９７】臨時委員改選資料５９．１１［昭和５９年１１月期　中央薬事審議会臨時委員の改選資料
（昭和５９年８月ごろ）］

【薬総６９８】昭和６０年度中央薬事審議会委員手当

【薬総６９９】部会別・調査会別名簿（６０．１１改選）［中薬審部会・調査会委員名簿（昭和６０年）］

【薬総７００】中薬審委員名簿（五十音順）（昭和６０年９月１日現在）
【薬総７０１】昭和六十一年度　調査会開催通知②－①［中央薬事審議会調査会開催通知（昭和６１年
４月から昭和６２年３月）］
【薬総７０２】昭和六十一年度　調査会開催通知②－②［中央薬事審議会調査会開催通知（昭和６１年
４月から昭和６２年３月）］
【薬総７０３】昭和６２年度開催通知（１）　［中央薬事審議会部会・調査会開催通知（昭和６２年３月から
昭和６３年３月）］
【薬総７０４】昭和６２年度開催通知（２）　［中央薬事審議会調査会開催通知（昭和６２年３月から昭和６
３年３月）］
【薬総７０５】昭和６２年度人事関係　［中薬審委員委嘱関係決裁（昭和６２年４月１６日から昭和６３年２
月８日）］
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［医薬局総務課医薬品副作用被害対策室管理係］

行政文書ファイル名

【薬副１】東京地検取扱注意［（平成8年）］

【薬副２】資料[ＨＩＶ訴訟、新聞切り抜き等ＨＩＶ関係(平成元～２年ごろ)]
【薬副３】国会想定　対策室関係　昭和６０．６１．６２．６３　平成元．２．３．４．５[国会想定問答のうち
副対室関係分(昭和６０年１月～平成５年２月)]

【薬副４】血液事業情報誌[血液事業関係資料]

【薬副５】セミナー講演録等ＨＩＶ訴訟関係（平成４年８月ごろ）

【薬副６】ＨＩＶ訴訟関係（１）（平成５年４月から平成５年７月ごろ）

【薬副７】ＨＩＶ訴訟関係（２）（平成５年５月から平成５年７月ごろ）

【薬副８】ＨＩＶ関係学会抄録等ＨＩＶ関係（平成４年ごろ）

【薬副９】昭和６４年度医薬品副作用被害救済・研究振興基金事務費補助金関係（昭和６３年ごろ）

【薬副１０】抗血友病製剤（第Ⅷ、第Ⅸ製剤）におけるＡＩＤＳに関する対応策関係（Ｓ５８年７月ごろ）

【薬副１１】昭和５９年度国立予防衛生研究所年報等ＨＩＶ関係論文

【薬副１２】国会参考人質問記録メモ等国会関係（平成８年４月～５月ごろ）

【薬副１３】国会参考人質問時の議事録抜粋等国会関係（平成８年ごろ）

【薬副１４】諸外国の薬事法における製薬企業の責任等責任・救済関係資料（平成７～８年ごろ）
【薬副１５】「中央薬事審議会の調査結果等の取扱いについて」（S56.11.6中薬審総会決議）の見直しに
ついて(H8.3.27)及びAIDS症例に関するメモ（平成８年ごろ）

【薬副１６】集中審議想定問答（平成８年）

【薬副１７】AIDS班会議出席者等ＨＩＶ関係

【薬副１８】エイズ集中審議のポイントと想定問答（平成８年）

【薬副１９】ＨＩＶ関係議事録の整理（平成８年）

【薬副２０】大臣記者会見概要、国会答弁等国会関係(平成８年)

【薬副２１】大臣国会答弁等国会関係(平成８年)

【薬副２２】大臣記者会見、国会答弁等国会関係(平成８年)

【薬副２３】大臣・事務次官記者会見概要(平成８年)

【薬副２４】3/1集中審議［集中審議答弁資料とＨＩＶ訴訟に関する想定問答(平成８年)］

【薬副２５】大臣記者会見概要、国会答弁等国会関係(平成７～８年)

【薬副２６】原告・原告代理人・「支援者」［陳情関係（平成７～８年ごろ）］
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【薬副２７】基本想定・資料集［HIV訴訟関係(平成７年ごろ)］

【薬副２８】ＨＩＶ訴訟関係(平成７～８年ごろ)

【薬副２９】捕物帖［HIV刑事事件関係(平成８年)］

【薬副３０】輸血判例［第6回健康被害専門委員会資料と輸血関係判例（平成７年１１月）］

【薬副３１】血友病因子製剤の評価と需給体制に関する報告書及びＰＬ法説明関係資料

【薬副３２】エイズ研究班配布資料に関する照会関係(平成８年１～２月)

【薬副３３】ＨＩＶ訴訟関係資料(平成７年ごろ)

【薬副３４】乾燥濃縮第Ⅷ因子製剤臨床試験総合報告等第Ⅷ因子製剤の臨床報告に関する論文

【薬副３５】エイズに関する質問調査関係（平成８年）

【薬副３６】エイズに関する質問調査回答のまとめ(平成８年)

【薬副３７】エイズ参考人質疑関係（平成８年）

【薬副３８】参考人質問資料等国会関係(平成８年)

【薬副３９】薬務局ファイル3公表関係(平成８年)

【薬副４０】6/10（参）エイズ小委参考人配付資料等第VIII因子製剤関係資料（平成７～８年)

【薬副４１】エイズに関する質問調査等ＨＩＶ関係(平成８年)

【薬副４２】昭和５９年度厚生科学研究費(血液研究事業)補助金

【薬副４３】昭和６０年度　厚生科学研究費補助金［厚生科学研究費(血液研究事業)補助金］
【薬副４４】５９ 厚生科学研究費補助金（確定）[昭和５９年度厚生科学研究費(血液研究事業)補助金実
績報告書]

【薬副４５】ＨＩＶ訴訟についての説明資料等HIV訴訟関係(平成７年ごろ)

【薬副４６】ＨＩＶ訴訟状況資料(平成８年６月ごろ)

【薬副４７】ＨＩＶ訴訟関係資料(平成４～５年ごろ)

【薬副４８】血液製剤自主回収経過(S58.11.10付写し)
【薬副４９】厚生省記者クラブへの申入書（1996.5.7）及び「後天性免疫不全症候群の実態把握に関す
る研究」の報告書写し(平成８年ごろ)

【薬副５０】製造承認資料［クリオ製剤製造承認資料(平成４年ごろ)］

【薬副５１】国会問答集　58.4.1～［国会答弁及びレク・資料要求等国会関係(昭和５８年４～１１月ごろ)］
【薬副５２】国会問答集　58～59(Ⅰ)［国会答弁及びレク・資料要求等国会関係(昭和５９年２～３月ご
ろ)］

【薬副５３】国会問答集　59Ⅲ［国会答弁及びレク・資料要求等国会関係(昭和５９～６０年ごろ)］

【薬副５４】国会想定問答　62［国会想定問答(昭和６２年ごろ)］
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【薬副５５】国会想定問答　62～63［国会想定問答(昭和６１～６３年１月ごろ)］

【薬副５６】国会　S.63［国会議事録・主意書(昭和６０～６３年ごろ)］

【薬副５７】第114～118回（臨時）国会想定問答　元～２［国会想定問答(平成元～２年ごろ)］

【薬副５８】Pチーム報告書 4/26［「エイズに関する質問調査回答のまとめ」 (平成８年)］

【薬副５９】HIVワーキングチーム［政党HIVワーキングチーム関係(平成６年ごろ)］

【薬副６０】刑事告発［HIV刑事告発関係(平成８年)］

【薬副６１】「埋もれたAIDS報告」の件［平成６年２月６日放送のテレビ番組関係(平成６年)］

【薬副６２】HIV訴訟資料（保存用）［HIV訴訟関係（平成６年ごろ）］

【薬副６３】刑事告発想定［HIV刑事告発関係（平成８年ごろ）］

【薬副６４】マスコミからのＨＩＶに関する取材(平成７～８年ごろ)

【薬副６５】HIV訴訟関係(平成３年)

【薬副６６】加熱クリオ製剤［AIDSの実態把握に関する研究報告書及び血液製剤関係(平成元～２年)］
【薬副６７】HIV訴、責任問題に関する論文等［米国のエイズ訴訟の最新事情、雑誌・新聞の写し等HIV
訴訟関係(平成３年)］

【薬副６８】血液調査会（基準改正）５６．６．３　　９．２４［血液製剤部会・調査会関係(昭和５６年)］

【薬副６９】サンプル保存の件［血液製剤保存サンプル等ウイルス汚染血液関係(平成２～３年)］

【薬副７０】血友病団体AIDS対策委［血友病団体関係(昭和６１年～平成元年)］

【薬副７１】国会関連資料要求と企業への事情聴取関係(昭和６３年１１～１２月ごろ)

【薬副７２】家庭注射の導入［血友病患者の自己注射療法関係］

【薬副７３】HIV訴訟関係(平成３年から平成４年ごろ)

【薬副７４】厚生省血液研究事業　昭和58年度研究報告集

【薬副７５】HIV問題関係国会答弁・想定問答(平成８年)

【薬副７６】HIV問題関係資料(平成８年)

【薬副７７】血液製剤によるHIV感染者救済とエイズ予防法関係(昭和６３年)

【薬副７８】HIV訴訟関係　血液事業資料④［HIV訴訟に係る血液事業関係(平成２年ごろ)］

【薬副７９】血液製剤によるHIV感染者救済関係(昭和６３年)

【薬副８０】国会関係綴 60.6～63.2［国会答弁・議事録(昭和６０～６３年)］

【薬副８１】血液凝固製剤に関する外国文献、外国情報等HIV関係(昭和６３年～平成元年ごろ)
【薬副８２】エイズ対策に関する省内連絡会議平成２年１０月３０日～［エイズ対策に関する省内連絡会
議等エイズ対策関係資料(平成２年１０月～４年３月）］
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【薬副８３】国会関係綴 63.3～［国会答弁(昭和６３年～平成元年ごろ)］

【薬副８４】スモン・HIV資料［スモン・HIV訴訟関係(平成３～４年ごろ)］

【薬副８５】国会関係綴63年度［国会答弁・議事録関係(昭和６２～６３年ごろ)］
【薬副８６】エイズ関係想定等［血液製剤によるHIV感染者救済関係の国会答弁・主意書等国会関係
(昭和６０～６３年ごろ)］

【薬副８７】質問主意書［HIV関係質問主意書(昭和６０年～平成３年ごろ)］

【薬副８８】エイズ関係（一般）［国会委員会議事録、雑誌写し等エイズ関係(平成６～８年ごろ)］

【薬副８９】エイズ訴訟［(平成４～８年)］

【薬副９０】HIV救済事業［(平成５～８年ごろ)］

【薬副９１】「血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書(H8.4.26付)」

【薬副９２】HIV訴訟関係(平成８年８月ごろ)

【薬副９３】HIV関係論文

【薬副９４】AIDS（Ⅰ）［HIV関係外国情報、雑誌・新聞切り抜き等ＨＩＶ関係(昭和５８年ごろ)］

【薬副９５】AIDS（Ⅱ）［HIV関係外国情報、雑誌・新聞切り抜き等ＨＩＶ関係(昭和５８年ごろ)］

【薬副９６】原紙入れ［ＨＩＶ訴訟関係(平成８年ごろ)］

【薬副９７】エイズ問題に係る調査の回答文書(平成８年)

【薬副９８】エイズ訴訟資料綴［(平成７～８年ごろ)］

【薬副９９】エイズ訴訟、告発に係る概要ペーパー及び新聞記事(平成８年ごろ)
【薬副１００】血液事業検討委員会［会議資料・報告等血液事業検討委員会関係(昭和５９年１０月～６
０年８月ごろ)］

【薬副１０１】血液［血液事業関係国会答弁等血液関係(昭和５７年３月～５９年４月ごろ)］

【薬副１０２】採血量見直しに関する提言、国会答弁等血液事業関係(昭和５８年５月～６０年６月ごろ)
【薬副１０３】血液成分製剤の需給、血液研究運営委員会等血液事業関係資料（昭和５８年５月～６２
年１１月ごろ）

【薬副１０４】薬務局ファイル関係調査資料（平成８年１月～２月ごろ）

【薬副１０５】ファイルが発見想定問答（平成８年）

【薬副１０６】HIV調査研究事業判定委員会資料(第４ルート関係)(平成５～８年ごろ)

【薬副１０７】団体からの質問に対する回答の写し関係(平成８年)

【薬副１０８】11/18 原稿［非加熱製剤回収関係衆議院質問主意書関係(平成７年１１月ごろ)］

【薬副１０９】HIV訴訟書類(平成６年６月～平成７年ごろ)

【薬副１１０】G ’83 ［HIV関係報告書・論文・新聞切り抜き］
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【薬副１１１】「抗血友病血液製剤の使用によるAIDS感染の危険性を排除するなどのために必要な具
体的措置を要請する件(S58.9.22起案)」の写し

【薬副１１２】雑誌記事「血液製剤の需要と供給」の写し

【薬副１１３】血液製剤の精製法、臨床使用に関する文献の写し

【薬副１１４】HIV関係文献

【薬副１１５】HIV訴訟甲第１２８号証(帝京医学雑誌（昭和５８年１２月）の写し)

【薬副１１６】文献等血液製剤関係

【薬副１１７】HIV経過メモ等HIV関係資料

［医薬局審査管理課総務係］

行政文書ファイル名

【薬審１】「遺伝子治療について」等遺伝子治療関係（平成６年ごろ）

【薬審２】国会想定問答　平成４年２月　厚生省薬務局

【薬審３】国会想定問答　平成６年１月　厚生省薬務局

【薬審４】薬務局執務資料　平成３年３月　厚生省薬務局

【薬審５】薬務局執務資料　平成４年３月　厚生省薬務局

【薬審６】薬務局執務資料　平成５年３月　厚生省薬務局

【薬審７】薬務局執務資料　平成６年３月　厚生省薬務局

【薬審８】当面の諸問題　平成８年７月

【薬審９】所管事項説明　平成８年７月

【薬審１０】「厚生科学会議の開催について」等エイズ関係（平成８年）

【薬審１１】中央薬事審議会名簿及び平成８年１１月改選該当委員リスト（平成８年１１月ごろ）

【薬審１２】根回し［法案等説明先国会議員リスト（平成８年２月ごろ）］

【薬審１３】血液製剤によるHIV（ｴｲｽﾞｳｲﾙｽ）感染薬害に関する再質問主意書（平成７年１２月１５日）

【薬審１４】国会関係資料要求（平成７年１０月ごろ）

【薬審１５】薬害防止対策ＰＴ等HIVに係る国会関係資料（平成７～８年）

【薬審１６】国会関係Ｈ７［国会関係資料要求（平成７年１０月ごろ）］

【薬審１７】Ｈ７　スケジュール［審査管理課課内会議関係（平成７年～８年ごろ）］

【薬審１８】雑　ヒ［業務引継（平成７年６月３０日）］

【薬審１９】外国の審査制度Ｈ７（平成７年８月ごろ）
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【薬審２０】治験・審査制度の検討　Ｎｏ．２［治験・審査制度のあり方の検討関係（平成７年８月ごろ）］
【薬審２１】各界の意見Ｈ７［審査体制充実強化策策定に向けての中薬審、業界団体、企業から意見聴
取関係（平成７年８月ごろ）］

【薬審２２】ハンセン病治療薬関係（平成８年３～４月）

【薬審２３】座談会［薬と健康のハーモニー（平成７年１０月３１日）関係］

【薬審２４】特別部会用調査報告書［中央薬事審議会医薬品特別部会関係（平成８年２月ごろ）］

【薬審２５】薬害再発防止（フォローアップ）［再発防止ＰＴのフォローアップ関係（平成８年８月ごろ）］

【薬審２６】常 Ｈ７．９［中央薬事審議会常任部会審議結果関係（平成７年９月７日、平成８年３月７日）］

【薬審２７】第２３回中央薬事審議会総会資料（平成５年１１月８日）

【薬審２８】違反等［薬事法違反関係（平成２年～平成５年ごろ）］

【薬審２９】１国会［国会答弁等国会関係（平成７年１０月１３日～平成８年５月１２日）］

【薬審３０】２国会［国会答弁等国会関係（平成８年５月２３日～平成８年６月７日）］

【薬審３１】想定１［想定問答等薬事法改正関係（平成８年ごろ）］

【薬審３２】想定２（関連）［想定問答等薬事法改正関係（平成８年ごろ）］
【薬審３３】再発防止ＰＴ．１［医薬品による健康被害の再発防止対策に関するＰＴ関係（平成８年４～５
月）］
【薬審３４】再発防止ＰＴ．２［医薬品による健康被害の再発防止対策に関するＰＴ関係（平成８年５月～
７月）］

【薬審３５】再発防止ＰＴ．３［医薬品健康被害再発防止対策ＰＴ関係（平成８年４～７月ごろ）］

【薬審３６】国会答弁等HIV関係Ｈ７～「要保存」Ｎｏ．１［（平成７年１０月から平成７年１２月ごろ）］

【薬審３７】国会答弁等HIV関係Ｎｏ．２［国会答弁等HIV関係（平成８年２月ごろ）］

【薬審３８】国会答弁等HIV関係Ｎｏ．３［国会答弁等HIV関係（平成８年２月～３月ごろ）］

【薬審３９】国会関係①［国会答弁等HIV関係（平成７年４月から平成７年１１月ごろ）］
【薬審４０】雑件綴（Ｈ８．４～［HIV公開資料、欧州通商担当委員長の来省等雑件（平成８年４月から平
成８年６月ごろ）］

【薬審４１】再発防止フォローアップに関する大臣レク資料（平成８年８月２８日）

【薬審４２】薬事法改正関係参考資料　平成８年７月　厚生省薬務局

【薬審４３】薬事法等の一部改正国会答弁整理集　平成８年７月　厚生省

【薬審４４】薬事法等の一部改正　想定問答［未定稿］平成８年７月　厚生省薬務局

【薬審４５】第２８回厚生科学会議議事録　厚生省大臣官房厚生科学課（平成８年５月）
【薬審４６】厚生科学と健康被害防止のための行政のあり方　～薬害エイズ問題から何を学ぶべきか
～　平成８年６月１０日　厚生科学会議

【薬審４７】血液製剤によるHIV感染問題に関する報告について　厚生省（平成８年６月ごろ）
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行政文書ファイルリスト（医薬局）

【薬審４８】中央薬事審議会　薬事法改正等特別部会　資料（平成８年２月２６日）

【薬審４９】中央薬事審議会　薬事法改正等特別部会　資料（一部）（平成８年２月２６日）
【薬審５０】IOMの要約版資料　エイズと血液供給－危機の意思決定の分析－（抄訳）等会議資料（平
成８年ごろ）

【薬審５１】ＨIV救済事業に関する諸外国の状況等（平成７年９月から平成８年４月ごろ）

【薬審５２】平成８年第１回エイズ医薬品調査会議事録及び資料（平成８年５月ごろ）

【薬審５３】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書（抜粋）（平成８年４月２６日）
【薬審５４】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査について（第１次報告）（平
成８年６月２７日）

【薬審５５】生物学的製剤製造承認台帳（昭和３６年４月から平成２年９月）

【薬審５６】生物学的・抗生物質製剤承認整理受付簿（昭和４６年４月から平成２年９月）

【薬審５７】生物学的製剤輸入承認台帳（昭和４９年６月から平成２年９月）

【薬審５８】血液製剤の承認書原議の写し（１）

【薬審５９】血液製剤の承認書原議の写し（２）

【薬審６０】国会関連［国会答弁等国会関係（昭和６３年ごろ）］

【薬審６１】国会関係資料要求（平成８年６月ごろ）

【薬審６２】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書（平成８年４月２６日）
【薬審６３】再発防止ＰＴ［医薬品による健康被害の再発防止対策に関するＰＴ会議関係（平成８年５月
ごろ）

【薬審６４】血液製剤調査会資料（１分冊の１）（平成８年５月１５日）

【薬審６５】血液製剤調査会資料［免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤関係］

【薬審６６】血液製剤調査会指示事項回答概要（平成８年５月７日）

【薬審６７】国会答弁等国会関係（平成８年６月５日）

【薬審６８】国会答弁等国会関係（平成８年５月３１日、６月１８日）

【薬審６９】国会答弁等国会関係（平成８年６月７日、１３日、１５日）
【薬審７０】医薬品による健康被害の再発防止対策について等記者発表資料及び国会予定表（平成８
年７月）
【薬審７１】血液製剤調査会・特別部会記録［平成５年第１回～７回及び平成６年第１回血液製剤調査
会決裁］

【薬審７２】HIV回収フランス Ｈ５年［フランスにおけるHIV検査薬に対する措置（平成５年１０月）］

【薬審７３】ドイツにおけるHIV検査薬に対する措置（平成６年ごろ）
【薬審７４】新血検 第一次報告 Ｈ元．８［新血液事業推進検討委員会第一次報告関係資料（平成元年
８月）］

【薬審７５】薬務局執務資料　平成７年５月　厚生省薬務局
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行政文書ファイルリスト（医薬局）

【薬審７６】血液製剤によるHIV感染に関する調査ＰＴ関係（平成８年７月ごろ）

【薬審７７】基準承認受付台帳（昭和４９年～平成２年）

【薬審７８】治験中に得られる安全情報の取り扱いについての通知関係（平成７年３月２０日）
【薬審７９】エイズ発症予防・治療研究［HIV感染者に対する治療薬剤の臨床効果に関する昭和６３年
研究実施要項、医薬品開発と国の関与についての考え方等エイズ治療薬の研究関係（昭和６３年１１
月から平成元年３月ごろ）］
【薬審８０】報告書等［生物学的製剤（治験薬）の回収等指摘事項に対する回答関係（昭和６３年４月か
ら１１月ごろ）

【薬審８１】５８　２／３要望書（血液製剤）［生物学的製剤基準改正要望等基準関係］

【薬審８２】血小板製剤の製造承認申請書

［医薬局安全対策課総務係］

行政文書ファイル名

【薬安１】その②厚生省医薬品情報ＮＯ．１１～［厚生省医薬品情報ＮＯ．１１関係（平成元年３月）］

【薬安２】薬安第５８号　昭和６３年６月９日　緊急安全性情報配付計画書
【薬安３】薬安第１３６号　昭和６３年１１月２５日　医薬品の使用上の注意事項の変更等について及び
安全性情報配付完了報告書

【薬安４】緊急安全性情報（小柴胡湯）配付完了報告書（平成８年３月～４月ごろ）
【薬安５】小柴胡湯Ｈ８．３［薬安第１０号平成８年３月１日緊急安全性情報配付計画書（小柴胡湯）関係
（平成８年３月）］
【薬安６】輸血用血液成分製剤と輸血後ＧＶＨＤ関係及び使用上の注意事項の変更（緊急安全性情報
の発出）（平成８年ごろ）
【薬安７】５　指示書原議５９年度第１回～６０年度第４回［副作用調査会の検討結果に伴う行政措置に
ついての決裁（昭和５９年６月１２日～昭和６０年１１月７日）］
【薬安８】６　指示書　昭和６０年度第５回～昭和６１年度第７回［副作用調査会の検討結果に伴う行政
措置についての決裁（昭和６０年１０月２１日～昭和６１年１２月１７日）］
【薬安９】指示書　昭和６１年度第８回～［副作用調査会の検討結果に伴う行政措置についての決裁
（昭和６２年２月１３日～昭和６３年１月２０日）］
【薬安１０】指示書６３．２．２３～６３．１１．１４［副作用調査会の検討結果に伴う行政措置についての
決裁（昭和６３年２月２日～昭和６３年１１月１４日）］

【薬安１１】「当面の諸問題」・「所管事項説明」（大臣）（平成４年１２月ごろ）

【薬安１２】「当面の諸問題」・「所管事項説明」（事務次官・局長・安全課長）（平成４年７月ごろ）

【薬安１３】「当面の諸問題」・「所管事項説明」（事務次官・局長・審議官）（平成２年６月ごろ）

【薬安１４】所管事項説明（大臣・政務次官）（平成３年１０月ごろ）
【薬安１５】所管事項説明（会計課主査・同３係長・総務庁管理官・会計課係長・大蔵主計官）（平成元
年～４年）
【薬安１６】免疫グロブリン製剤［平成元年１０月１６日付再評価指定に係る再評価申請書関係（平成２
年２月２０日）］

【薬安１７】国会想定問答（平成５年３月）

【薬安１８】平成五年　全国衛生部長会議・薬務主管課長会議資料（平成５年１月～２月ごろ）

【薬安１９】審査事務等の改善・薬務局組織再編成（課内検討）（平成４～５年）
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行政文書ファイルリスト（医薬局）

【薬安２０】課長ファイル及び資料のリストアップ表

【薬安２１】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書（平成８年３月１９日）

【薬安２２】血液行政に関する局内勉強会関係（平成８年８月ごろ）

【薬安２３】薬務局ファイル等HIV関係の資料リスト及び質問調査回答関係（平成８年ごろ）

【薬安２４】再発防止のフォローアップ及び副作用情報の収集・提供関係（平成８年ごろ）

【薬安２５】第２１回医薬品安全性確保対策検討会関係（平成８年６月）

【薬安２６】ＨＩＶ関係、血液製剤関係、規制緩和関係の国会答弁・想定問答（平成８年ごろ）
【薬安２７】医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチーム会議関係（平成８年７月
ごろ）

【薬安２８】陳情綴・照会［陳情、意見書関係（平成６～７年）］
【薬安２９】「市販後調査で得られた医薬品情報の利用方法に関する研究　平成６年度研究報告書」、
「SBR作成要領」、「SBR作成要領の手引き（案）」（平成7年）［市販後調査で得られた医薬品情報の利
用方法に関する研究　平成６年度研究報告書（平成７年３月）］

【薬安３０】記者発表等［医薬品等の安全対策関係（平成７～８年）］

【薬安３１】再審査再評価関係業務内容（平成７年ごろ）

【薬安３２】PCR-C肝［FDAの血液製剤のHCV対策の進展関係（平成８年５月ごろ）］

【薬安３３】医薬品分野の研究開発振興策等に関する想定問答（平成８年ごろ）
【薬安３４】血液および血液製剤を介したHIV伝播調査委員会（米国）報告書「HIVと血液供給」和訳（暫
定版）（平成8年5月）［アメリカＩＯＭエイズ報告書の和訳（暫定版）（平成８年５月１７日）］

【薬安３５】平成９年度予算概算要求の概要（平成８年８月２７日）

【薬安３６】乾燥人フィブリノゲン製剤再評価追加臨床試験資料関係（平成６年９月１４日）

【薬安３７】薬事法等改正における血液製剤によるエイズ感染問題の位置付け関係（平成８年ごろ）

【薬安３８】衆議院厚生委員会（参考人質疑）速記録等国会関係（平成７年～８年）
【薬安３９】事務次官懸案事項説明（Ｈ８．７）［事務次官に対する懸案事項（エイズ問題）説明資料（平
成８年７月）］

【薬安４０】局長当面の諸問題・所管事項説明（Ｈ８．７）
【薬安４１】血液および血液製剤を介したHIV伝播調査委員会（米国）報告書「HIVと血液供給」和訳［ア
メリカＩＯＭエイズ報告書の和訳（平成８年ごろ）］

【薬安４２】HIVキャッシユ JAN FEB 96［薬務局ファイル・HIV訴訟関係(平成８年ごろ)］

【薬安４３】国会キャシュ［問整理表等国会関係(平成７年～平成８年)］

【薬安４４】薬害エイズ関連国会関係(平成７～８年ごろ)］

【薬安４５】事務次官に対する懸案事項説明（平成８年７月ごろ）

【薬安４６】後天性免疫不全症候群AIDSの実態把握に関する研究の研究報告書の写し

【薬安４７】薬事法改正関係参考資料（未定稿）（平成８年４月ごろ）

70



行政文書ファイルリスト（医薬局）

【薬安４８】第１３回医薬品安全性確保対策検討会資料（平成７年１１月ごろ）

【薬安４９】国会答弁等国会関係（平成６年ごろ）

【薬安５０】平成７年度薬務主管課長会議資料（説明事項編）（平成８年２月２６日）

【薬安５１】平成７年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）（平成８年２月２６日）
【薬安５２】HIV、O-157［非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査について（第
1次報告）等ＨＩＶ関係とＯ１５７関係（平成８年）］

【薬安５３】IFN、C型肝炎［副作用被害判定関係（平成６年ごろ）］
【薬安５４】Anti-AIDS Products［エイズ対策医薬品開発及びエイズ関連記事関係（平成２年から平成３
年ごろ）］
【薬安５５】Appropriate Use of Blood［安定化ヘモグロビン等血液事業関係(昭和６２年から平成３年ご
ろ)］

【薬安５６】血液製剤評価委員会記録（昭和６３年５月ごろ）

【薬安５７】昭和63年度第2回副作用調査会記録（昭和６３年５月）

【薬安５８】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書（平成８年４月）
【薬安５９】５８　５９．　モニター報告　５８年度No.473～766　５９年度No.1～35 ［医療機関からの医薬
品副作用報告書（昭和５８年１２月～昭和５９年４月）］
【薬安６０】５９／６０　５９年度モニター報告書No.36～400 ［医療機関からの医薬品副作用報告書（昭
和５９年度）］
【薬安６１】５９／６０　５９年度モニター報告書No.401～ ［医療機関からの医薬品副作用報告書（昭和５
９年１０月～昭和６０年３月）］
【薬安６２】６０／６１　６０年度モニター報告書No.1～296 ［医療機関からの医薬品副作用報告書（昭和
６０年４月～昭和６０年９月）］
【薬安６３】６０／６１　６０年度モニター報告書No.304～803 ［医療機関からの医薬品副作用報告書（昭
和６０年９月～昭和６１年３月）］

【薬安６４】６１年度モニター報告書No.1～358 ［医療機関からの医薬品副作用報告書（昭和６１年度）］
【薬安６５】副作用調査会原紙・保留事項その他　５４年第８回～(昭和54～59年)［副作用調査会資料
原紙・保留事項及び保留事項に対する回答（昭和５３年５月～昭和５９年１０月）］

【薬安６６】その①　厚生省医薬品情報No.1～No.10（昭和５０年から昭和６０年ごろ）

［医薬局監視指導・麻薬対策課総務係］

行政文書ファイル名

【薬監１】都道府県・政令指定都市衛生担当部（局）幹部職員名簿（平成６年１１月）

【薬監２】医療機器の団体の会員名簿（平成８年７月）

【薬監３】医療機器の団体の会員名簿（平成７年８月）

【薬監４】漢方薬の団体の案内

【薬監５】漢方薬の団体の会員名簿（1995年9月）

【薬監６】（財）医療機器センター設立１０周年記念

【薬監７】財団法人医療機器センター事業概要平成７年度

71



行政文書ファイルリスト（医薬局）

【薬監８】医薬品製造メーカー等の団体の案内

【薬監９】薬務局関係団体一覧、各局配置図（平成７年４月から平成８年ごろ）
【薬監１０】１．報告命令（Ｈ８．２．５）２．立入検査（２／２３、３／４）［血液製剤メーカーに対する報告命
令、立入検査（平成８年ごろ）］
【薬監１１】平成８年１月［薬事法違反に対する行政処分等連絡・調査・報告関係（平成７年９月～平成
８年１月ごろ）］
【薬監１２】回収処分②［医薬品等の回収報告・処分等連絡・調査・報告関係（平成７年４月から平成８
年４月ごろ）］
【薬監１３】処分①［医薬品等の回収報告・処分等連絡・調査・報告関係（平成７年４月から平成７年９月
ごろ）］

【薬監１４】国会質問（Ｈ７．１）Ｈ７．４～（Ｈ７．３国会想定を含む）［国会答弁等国会関係（平成７年）］

【薬監１５】国会想定問答等国会関係（平成８年２～５月ごろ）

【薬監１６】大蔵省厚生３係主査所管事項説明Ｈ５．７．９

【薬監１７】所管事項（厚生大臣）Ｈ３．１１［当面の諸問題、所管事項説明（平成３年１１月ごろ）］

【薬監１８】所管事項　・大蔵省・厚生省官房会計Ｈ４　６月７月８月［所管事項説明関係］

【薬監１９】薬事法改正関係（平成７年１２月ごろ）

【薬監２０】厚生省（担当）所管事項説明資料［（平成５年４月から平成６年４月ごろ）］

【薬監２１】処　保存［医薬品製造業者等の行政処分の手順等処分基準関係（平成元年１月ごろ）]

【薬監２２】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書（１９９６．３．１９）

【薬監２３】所管事項（局長）Ｈ５．６．２９付

【薬監２４】第１３４回臨時国会薬務局想定問答Ｈ７．９．２９～
【薬監２５】６年度部長・課長会議（Ｈ７・１／２４、２／２４）［全国衛生主管部長、薬務主管課長会議関
係］

【薬監２６】Ｈ８　７／２　薬務局長　当面の諸問題・所管事項説明

【薬監２７】Ｈ８　７／２　監視指導課長［課長異動に係る当面の諸問題・所管事項説明関係］

【薬監２８】総務庁管理官所管事項説明Ｈ５・７・１２

【薬監２９】監視指導課長への所管事項説明（各係資料）［（平成５年７月ごろ）］

【薬監３０】Ｈ７・６／３０監視指導課長［課長異動に伴う当面の諸問題・所管事項説明関係］

【薬監３１】Ｈ８／８　所管事項説明①大蔵主計局次長②総務庁管理官　副管理官
【薬監３２】所管事項説明　大蔵省厚生３係主査　７．６．２３・主計局次長７．７．１４・総務庁管理官７．
７．２０

【薬監３３】当面の諸問題（局長）Ｈ５・６・２９付次官懸案事項（大臣）

【薬監３４】７・６／３０薬務局長当面の諸問題・所管事項説明

【薬監３５】企画課長レク９／１４［企画課長への監視指導課所管事務説明関係（平成６年９月ごろ）］
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【薬監３６】Ｈ８’再発防止ＰＴ報告関係［再発防止ＰＴ報告書指摘事項・平成９年度予算要求資料等Ｈ
８．７．２３課長会議資料］

【薬監３７】平成６年度薬務主管課長会議資料（説明事項編）平成７年２月２４日

【薬監３８】平成６年度薬務主管課長会議資料（参考資料編）平成７年２月２４日

【薬監３９】機構法質疑の議事録、再発防止対策に関する資料等雑件（平成８年１月から８月ごろ）

【薬監４０】薬事法等の一部改正国会答弁整理集平成８年７月

【薬監４１】薬事法等の一部改正　想定問答［未定稿］平成８年７月

【薬監４２】薬事法改正関係参考資料　平成８年７月
【薬監４３】国会報告・調査ＰＴ関係資料［血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書関係（平成８年
３月ごろ）］

【薬監４４】国会答弁等国会関係（平成７年１０月２４日から平成８年４月２日）

【薬監４５】国会答弁等国会関係（平成８年１月２３日～平成８年４月４日）

【薬監４６】国会答弁等国会関係（平成７年１０月１３日～平成８年６月１８日）

【薬監４７】国会答弁等国会関係（平成６年８月～平成８年７月ごろ）

【薬監４８】大臣、事務次官会見概要（平成８年４月から６月ごろ）

【薬監４９】ＨＩＶ訴訟関係（平成７年１０月から平成８年３月ごろ）

【薬監５０】質問主意書関係（平成８年４月から５月ごろ）

【薬監５１】医薬品等回収情報関係（平成８年４月から７月ごろ）

【薬監５２】国会議事録等国会関係（平成８年５月ごろ）
【薬監５３】平成７年度薬務主管課長会議資料等補佐引継書（Ｈ８．４．１）関係（平成８年２月から４月
ごろ）

【薬監５４】医薬品等の監視指導体制概要等監視指導業務関係（平成７年３月から平成８年４月ごろ）
【薬監５５】監視指導課平成八年業務処理スケジュール表等監視指導業務関係（平成７年４月から平
成８年２月ごろ）
【薬監５６】非加熱血液凝固因子製剤による非血友病ＨＩＶ感染に関する調査について（第２次報告）
（案）、承認書の写し等雑件（平成８年７月ごろ）

【薬監５７】オーストリアからの血液製剤の輸入関係①（平成６年３月ごろ）

【薬監５８】オーストリアからの血液製剤の輸入関係②（平成６年３月ごろ）

【薬監５９】オーストリアからの血液製剤の輸入関係③（平成６年３月ごろ）

【薬監６０】不良医療用具等の発見・報告関係（平成３年４月ごろ）

【薬監６１】血対［血液製剤に対する放射線照射関係（平成５年３～８月ごろ）］

【薬監６２】ＨＩＶ恒久対策関連［要望に対する考え方等輸入手続き、国家検定関係（平成８年３月ごろ）］

【薬監６３】保存血液等の抜取り検査通知改正資料（平成６年６月ごろ）
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【薬監６４】血液製剤一覧（１９９４年４月）

【薬監６５】平成２年度定期調査　血液事業に関する調査結果に基づく勧告（平成３年８月）総務庁
【薬監６６】平成２年度定期調査　血液事業に関する調査結果報告書（平成３年８月）総務庁行政監察
局

【薬監６７】企業の移転に係る国家検定の扱い［（平成３年７月から平成４年４月ごろ）］
【薬監６８】米国・血漿製剤工場・査察　昭和６１年８月［米国の血液製剤工場のＧＭＰ査察関係（昭和６
１年８月）］

【薬監６９】ｷｾﾉﾝｶﾞｽの輸入承認申請関係（昭和６３年５月ごろ）

【薬監７０】ｷｾﾉﾝｶﾞｽに係る薬事法違反関係（昭和６３年１０月から１２月ごろ）

【薬監７１】７月２４日［キセノンガスの無許可販売関係調査（昭和６２～６３年ごろ）］

【薬監７２】フランス大使館［キセノンガスに関するフランス側との会談関係（昭和６３年６月ごろ）］
【薬監７３】平成４年９月～平成５年７月第二係原議綴［医薬品等の事故発生、検査不合格に係る調査
等監視指導案件関係］

【薬監７４】回収開始報告書［医薬品等自主回収関係報告（平成７年１０月から平成８年２月）］

【薬監７５】Ｈ８．７当面の諸問題の抜粋及び新聞記事（平成８年８月ごろ）

【薬監７６】新聞記事写し（平成８年６月から８月ごろ）

【薬監７７】エイズ治験薬関連（平成８年３月ごろ）

【薬監７８】第２２回医薬品安全性確保対策検討会会議資料（平成８年７月２２日）

【薬監７９】医薬品等回収報告書等回収関係（平成７年１１月から平成８年２月ごろ）

【薬監８０】血液製剤の回収関係（平成8年6月から平成8年7月ごろ）

【薬監８１】国会答弁等国会関係（平成５年３月２６日）

【薬監８２】監視指導課所管事項（総括）[（平成８年７月）］

【薬監８３】監視指導課所管事項（資料編）[（平成８年７月ごろ）]

【薬監８４】廃棄血液問題[行政処分（平成８年２月２０日）等調査・処理関係]

【薬監８５】キセノンガス関係違反措置報告書（昭和６３年５月）

【薬監８６】キセノンガス関係違反措置報告書（昭和６３年）

【薬監８７】キセノンガス関係違反措置報告書（昭和６３年６月１３日）

【薬監８８】キセノンガス関係違反措置報告書（一部）（昭和６３年６月１３日）

【薬監８９】キセノンガス関係違反措置報告書（昭和６３年５月２３日）

【薬監９０】Ｈ５．１１[ヒスタグロビン自主回収関係（平成５年１１月から平成６年３月ごろ）]

【薬監９１】当面の諸問題Ｈ６．４未使用
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【薬監９２】監視指導課の懸案事項一覧表

【薬監９３】国会答弁等国会関係（平成８年ごろ）

【薬監９４】「読めばわかる血漿分画製剤マニュアル」等エイズ関係資料（平成８年６月ごろ）

【薬監９５】報告命令[血液製剤の業者に対する報告命令（平成８年４月１９日）関係]

【薬監９６】薬価事典［保険薬事典の写しと血液製剤の製造実績（平成8年1～４月ごろ）］
【薬監９７】公衆衛生審議会伝染病予防部会非血友病ＨＩＶ感染調査小委員会資料等非血友病ＨＩＶ感
染関係（平成８年７～８月）

【薬監９８】血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書・中間報告書関係（平成８年２～４月）

【薬監９９】２１６　医薬品回収の件[医薬品の自主回収関係（平成６年１１月～平成７年４月）]
【薬監１００】４５３　告発　人毛ＨＩＶ＆アダラート含量の件[医薬品に関する調査関係（平成７年４月～平
成８年４月）]

【薬監１０１】４５８　医薬品回収（ＣＪＤ）の件[医薬品の自主回収関係（平成８年２～５月ごろ）]

【薬監１０２】４６９　医薬品回収（ＨＡＶ）[医薬品の自主回収関係（平成８年２～４月ごろ）]

【薬監１０３】４７０　医薬品回収の件（ＣＪＤ）[医薬品の自主回収関係（平成８年１～６月）]

【薬監１０４】５１２　医薬品異物混入の件[医薬品の自主回収関係（平成８年１～３月ごろ）]
【薬監１０５】５４７　ＣＪＤに係る３件の回収事例の読売新聞記事関連資料[医薬品の自主回収関係(平
成８年６月ごろ）]
【薬監１０６】５４８　ＭＩＤＯＲＩ報道資料［新聞記事写し・大臣記者会見等ＨＩＶ関係（平成８年２～６月ご
ろ）］

【薬監１０７】５６０　医薬品回収の件　報道[医薬品の自主回収関係（平成８年６～８月ごろ）]

【薬監１０８】５８２　医薬品自主回収の件[医薬品の自主回収関係(平成８年５～７月ごろ）]
【薬監１０９】５４６　年間（１月～１２月）回収件数まとめＨ６，Ｈ７[医薬品等回収事例関係（平成８年５月
ごろ）]

【薬監１１０】大臣の発表等[記者会見概要（平成８年７月～８月ごろ）]
【薬監１１１】処理済案件[ゼラチン含有ワクチン製剤の一変申請の取扱い、使用成績調査に係る投書
等監視指導関係（平成８年８月ごろ）]

【薬監１１２】新聞スクラップ[新聞記事の写し（平成８年７月～８月ごろ）]

【薬監１１３】引き継ぎ９６．７．１５[引継事項等業務内容関係（平成８年７月ごろ）]

【薬監１１４】予算[平成９年度予算概算要求等予算関係（平成８年）]

【薬監１１５】国会答弁等国会関係（平成８年６月ごろ）

【薬監１１６】Ｈ６回収報告概要一覧[医薬品等の回収報告関係（平成７～８年ごろ）]

【薬監１１７】非加熱製剤の納入先医療機関・卸業者一覧関係（平成８年５月ごろ）

【薬監１１８】医薬品による健康被害の再発防止対策について（報告書）（平成８年７月１日）
【薬監１１９】非加熱血液凝固因子製剤及び加熱凝固因子製剤の出荷等調査関係（平成７年から平成
８年２月ごろ）
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【薬監１２０】第４ルート　９６．４．２～７．３１報告命令等資料類（一，二次報告は含まず）［非血友病HIV
感染に関する調査関係（平成７～８年ごろ）］

【薬監１２１】国会５．３．２６～[国会答弁等国会関係（平成６年１０月～平成８年７月ごろ）]

【薬監１２２】主意書[ＨＩＶ関係質問主意書関係（昭和６０年１１月～平成８年５月ごろ）]

【薬監１２３】資料[エイズ関係経緯のまとめ]

【薬監１２４】エイズ集中審議のポイント［衆議院エイズ集中審議答弁等国会関係（平成８年）］
【薬監１２５】想定等[衆議院厚生委員会参考人質疑議事録等国会関係（平成８年２月から平成８年７
月）]
【薬監１２６】プロジェクトチーム調査報告書［血液製剤によるＨＩＶ感染に関する調査報告書関係（平成
８年４月２６日）］

【薬監１２７】昭和６０年度医薬品等一斉取締り（原紙）［医薬品等一斉取締り関係（昭和６０年度）］

【薬監１２８】昭和５９年度医薬品等一斉取締り［医薬品等一斉取締り関係（昭和５９年度）］

【薬監１２９】ＦＤＡ～９０年１０月［ＦＤＡ関係（昭和５３年～平成４年）］
【薬監１３０】国会答弁書（自５９．１２．１～至６０．５）第１０２回通常国会［国会答弁書等国会関係（昭
和５９年１２月１４日から昭和６０年５月３１日）］
【薬監１３１】国会答弁書（自６０．６．１～至６１．５．１５）［国会答弁書等国会関係（昭和６０年６月３日
から昭和６１年５月１５日）］
【薬監１３２】国会答弁書（自５８．９．８～至５９．１１）［国会答弁等国会関係（昭和５８年９月２２日から
昭和５９年１１月２０日）］
【薬監１３３】№３　国会関係資料提出５８．４～［薬事に係る国会関係資料要求関係（昭和５８年４月か
ら昭和６１年２月）］
【薬監１３４】№４国会関係資料提出６１．３～６２．４［薬事に係る国会関係資料要求関係（昭和６１年３
月４日から昭和６２年４月９日）］

［医薬局血液対策課総務係］

行政文書ファイル名
【薬血１】ＩＯＭ血液機構訳［「ＨＩＶと血液供給：危機における意志決定の分析」の仮訳関係（平成８年５
月１４日）］
【薬血２】血液製剤の管理等に関する調査の結果通知（案）等血液事業に関する雑件文書（平成６年１
０月～７年１２月）

【薬血３】輸血ＨＩＶ感染資料［医学的文献］

【薬血４】遺伝子組換え血液凝固因子製剤への人毛混入関係（平成７年５月～平成８年１月）

【薬血５】ＨＢワクチン［Ｂ型肝炎ワクチン用原料関係（平成６年１０月５日）］

【薬血６】ＨＩＶ訴訟関係（平成８年３月ごろ）

【薬血７】血液凝固因子製剤の供給関係（平成７年２月～８年４月）
【薬血８】血液製剤によるＨＩＶ（エイズウイルス）感染薬害に関する再質問主意書関係（平成７年１２月
ごろ）

【薬血９】国会問答事例集（平成８年）

【薬血１０】エイズについての調査関係書類及び国会議事録のまとめ（平成８年３月～６月）
【薬血１１】米国における後天性免疫不全症候群を示す（ＡＩＤＳ）の発生とその病因に関する研究の現
状調査報告書（昭和５８年ごろ）
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【薬血１２】血液製剤製造メーカーからの「エイズハイリスクグループからの供血によるものでない旨の
証明書」に関する追加報告関係（平成8年7月）

【薬血１３】エイズ関係国会議事録　６１．３．１４～（昭和６１年３月～平成４年４月）

【薬血１４】厚生省血液研究事業「輸血後感染症に関する研究」についての調査関係（平成８年４月）

【薬血１５】加熱製剤の治験に当たっての調整に関する調査結果（平成８年３月２１日）

【薬血１６】医薬品等の原料とする血液関係（平成元年４月～平成８年１月）

【薬血１７】血液センター業務標準・技術部門（平成４年３月）

【薬血１８】日本医薬品集のコピー（平成８年ごろ）

【薬血１９】血液製剤によるHIV感染に関する質問主意書関係（1）（平成８年１月から平成８年２月ごろ）

【薬血２０】血液製剤によるHIV感染に関する質問主意書関係（2）（平成８年２月ごろ）

【薬血２１】厚生委員会（衆）ＨＩＶ問題参考人質疑関係(平成８年5月）

【薬血２２】厚生委員会［（衆）参考人質疑議事録等ＨＩＶ関係（平成８年４月１９日）］

【薬血２３】血液凝固因子製剤によるＨＩＶ感染者調査関係（平成７年３月～８年６月）

【薬血２４】血液製剤の供給に関する質問主意書関係（平成８年４月～５月）

【薬血２５】薬害エイズ問題に関する質問主意書関係（平成８年３月～４月ごろ）

【薬血２６】衆議院エイズ集中審議想定問答（平成８年６月ごろ）

【薬血２７】国会答弁等国会関係（平成８年６月１８日）

【薬血２８】薬害エイズ問題に関する質問主意書関係（平成８年５月～６月）
【薬血２９】血液関係主要事項（－９０．３）［新血液事業推進検討委員会第一次報告書等血液事業関
係（昭和６３年８月～平成２年５月）］

【薬血３０】重要　凝　資料［血液凝固因子製剤の国内自給関係（平成３年１月～９月）］

【薬血３１】過去　重［血液事業の進捗状況等血液事業関係（平成元年１０月～３年１０月ごろ）］
【薬血３２】凝固因子検討経緯［血液事業の在り方、血液製剤の供給体制等血液事業関係（昭和６３年
１月～元年３月）］

【薬血３３】薬務局執務資料（平成７年５月）

【薬血３４】所管事項説明（平成８年７月）

【薬血３５】所管事項説明（血液分）（平成８年７月）

【薬血３６】血液事業事務必携等血液事業事務関係（平成６年１１月～８年６月）

【薬血３７】血液事業対策室から発見されたファイルの概要等ＨＩＶ関係

【薬血３８】高齢者の献血について等血液事業関係（平成６年３月～４月）

【薬血３９】血液製剤によるＨＩＶ救済事業等ＨＩＶ関係（平成８年ごろ）
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【薬血４０】中央血液センター概要（平成８年８月）

【薬血４１】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告及び質問調査回答のまとめ（平成８年４月ごろ）

【薬血４２】ＨＩＶ関係資料等雑件（平成７年１１月～８年５月）
【薬血４３】ブロック会議における質疑応答　５８’～［血液事業関係会議の質疑・要望事項関係（昭和５
８年度～６３年度、平成４年度）］

【薬血４４】ＨＩＶ－２関係［献血血液に対する抗体検査体制関係（平成５年ごろ）］

【薬血４５】局長所管事項［所管事項説明等局長交代関係（平成７年７月７日）］

【薬血４６】国会［国会答弁等国会関係（平成７年１２月２６日～平成８年２月２７日）］

【薬血４７】国会［国会答弁等国会関係（平成８年３月１日～平成８年３月２６日）］

【薬血４８】国会［国会答弁等国会関係（平成７年９月８日～平成８年１月８日）］
【薬血４９】安全性専門委員会速記録等［安全性専門委員会及び血液問題検討会の中間報告その他
雑件（平成６年１２月９日～平成８年１月１６日）］
【薬血５０】健康被害専門委員会速記録等［健康被害専門委員会の中間報告その他雑件（平成６年１２
月９日～平成７年１１月２７日）］
【薬血５１】雑件綴［遺伝子組換え血液凝固因子製剤の審査状況等血液製剤関係（平成６年８月～７年
６月）］

【薬血５２】都道府県からの照会への対応等血液関係（平成６年５月～平成８年３月ごろ）

【薬血５３】国会答弁等国会関係（平成８年６月ごろ）

【薬血５４】国会答弁等国会関係（平成８年３月から６月ごろ）

【薬血５５】国会答弁等国会関係（平成７年９月から１０月ごろ）

【薬血５６】国会答弁等国会関係（平成７年１１月～８年２月）

【薬血５７】国会資料要求等国会関係（平成８年１月１０日～平成８年５月８日）

【薬血５８】エイズ関係資料（平成８年２月～７月）

【薬血５９】エイズ集中審議における調査事項等国会関係資料（平成８年３月ごろ）
【薬血６０】第１回血漿分画製剤小委員会（昭和５９年１２月１４日開催）中間報告及び新聞記事（平成８
年８月）

【薬血６１】血液事業関係の各種会議資料の原紙（平成３年１２月～平成４年９月）

【薬血６２】原紙入［血液事業関係の各種会議資料関係の原紙（平成２年～４年）］

【薬血６３】昭和５６年度血液研究運営委員会［血液研究運営委員会会議資料（昭和５６年５月２７日）］

【薬血６４】大臣、血液事業対策室あて要望書（平成８年４月～６月）

【薬血６５】血液製剤使用の適正化について（第６版）厚生省薬務局（平成３年）

【薬血６６】記者会見概要（平成８年ごろ）

【薬血６７】共同通信記事（平成８年３月～８月ごろ）
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【薬血６８】製剤への照射の件（ＧＶＨＤ）６３［血液製剤投与に伴う免疫学的異常の予防に関する研究
班報告等輸血後移植片対宿主病（ＧＶＨＤ）関係（昭和６３年１１月１４日～元年４月６日）］

【薬血６９】参考人に対する質問事項等［国会参考人招致関係等国会関係（平成８年ごろ）］

【薬血７０】血液事業法（案）［血液事業法等血液事業関係（平成元年８月～２年４月）］

【薬血７１】想定（血液事業）Ｈ７［国会答弁等国会関係（平成７年１０月～１１月）］

【薬血７２】資料のリストアップと課長ファイル

【薬血７３】薬ファイル　２［薬務局ファイル２］

【薬血７４】薬ファイル　１［薬務局ファイル１］

【薬血７５】薬務局ファイル　４－（１）

【薬血７６】薬務局ファイル　４－（２）

【薬血７７】調査PTへの回答と課長ファイル

【薬血７８】課長ファイル

【薬血７９】血液製剤小委員会関係（平成８年３月１９日）

【薬血８０】薬務局ファイル　1

【薬血８１】保健医療局ファイル　1

【薬血８２】保健医療局ファイル　２

【薬血８３】保健医療局ファイル　３

【薬血８４】保健医療局ファイル　４

【薬血８５】保健医療局ファイル　５

【薬血８６】ＨＩＶ関係国会答弁（平成７年１０月～８年６月）
【薬血８７】第１３６回　通常国会　平成８年［国会答弁等国会関係（平成８年１月２２日～平成８年３月５
日）］
【薬血８８】第１３６回　通常国会　Ｖｏｌ．２［国会答弁等国会関係（平成８年３月１３日～平成８年３月１８
日）］

【薬血８９】通常国会（衆）厚生委エイズ集中審議［国会答弁等国会関係（平成８年３月１日）］

【薬血９０】大蔵省主査所管事項説明資料（平成７年６月２２・２３日）

【薬血９１】国会答弁資料［国会答弁等国会関係（平成８年２月～８月）］

【薬血９２】国会作業関係［質問整理票等国会関係（平成８年６月１８日）］

【薬血９３】血液事業対策室懸案綴（平成８年８月）

【薬血９４】国会要求資料等国会関係（平成８年４月）
【薬血９５】厚生科学研究費補助金の確定　５４年［昭和５４年度厚生科学研究費（血液研究費）補助金
の確定の決裁（昭和５５年１２月１９日）］
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【薬血９６】厚生科学研究費補助金の確定　５５年［昭和５５年度厚生科学研究費（血液研究費）補助金
の確定の決裁（昭和５６年９月２１日）］
【薬血９７】厚生科学研究費補助金の確定　５６年［昭和５６年度厚生科学研究費（血液研究事業）補助
金の確定の決裁（昭和５７年１０月２２日）］

【薬血９８】エイズ研究班班長の主な発言等エイズ関係書類
【薬血９９】新血液事業検討委員会Ｓ６２．９．４～６３．６．２［新血液事業推進検討委員会関係（昭和６
２年９月～昭和６３年６月）］
【薬血１００】新血液事業検討委員会Ｓ６２．１０．２９［新血液事業推進検討委員会関係（昭和６２年９月
２８日～１０月２９日）］
【薬血１０１】新血液事業検討委員会Ｓ６１．１０．２５～［新血液事業推進検討委員会関係（昭和６１年１
０月ごろ）］

【薬血１０２】新血検原議綴［新血液事業推進検討委員会関係（昭和６２年７月～平成元年４月）］

【薬血１０３】新血検原議綴［新血液事業推進検討委員会関係（昭和６２年９月～平成４年１月）］
【薬血１０４】資料　血液事業検討委員会中間報告　厚生省薬務局生物製剤課（昭和６０年１０月１５
日）

【薬血１０５】資料　血液事業検討委員会第２次中間報告　厚生省薬務局生物製剤課（昭和６１年９月）

【薬血１０６】血液事業特別会計の見方［血液事業特別会計関係（昭和６１年度）］

【薬血１０７】Ｓ６１’大蔵省要求参考資料

【薬血１０８】Ｓ６２’特殊血液調査費［大蔵省予算要求資料（昭和６１年）］
【薬血１０９】昭和６２年度内需拡大［血液凝固因子製剤増産関係（昭和６２年４月６日～昭和６２年６月
２１日）］

【薬血１１０】推進方策［献血推進関係（昭和６３年８月～１１月）］

【薬血１１１】推進方策［原料血漿の確保関係（平成元年７月～８月）］

【薬血１１２】収支関係［採血業者の収支関係（昭和６３年３月～平成元年７月ごろ）］
【薬血１１３】都道府県打合会［血液事業推進についての打合会（昭和６２年１１月１７日）関係（昭和６２
年１１月ごろ）］

【薬血１１４】昭和６３年　血液製剤の需給状況［血液製剤の需要報告（昭和６３年）］
【薬血１１５】６２’～６３’厚生科学研究費［厚生科学研究費（血液研究費）関係（昭和６２年度～６３年
度）］

【薬血１１６】血液事業年表等血液事業関連資料（昭和６３年ごろ）

【薬血１１７】薬務局ファイル　１

【薬血１１８】薬務局ファイル　２
【薬血１１９】国会等資料要求関係（昭和６３年４月～１２月）［国会議員資料要求関係（昭和６３年４月６
日～昭和６３年１２月２２日）］
【薬血１２０】請願［輸血及び血液製剤のエイズ汚染排除等に関する請願（昭和６０年１１月２３日～昭
和６１年１１月２０日）］

【薬血１２１】陳情・来訪者関係［陳情関係（昭和６１年５月～平成元年８月）］

【薬血１２２】医薬品問題小委［（昭和６２年９月１８日～６３年３月２日）］

【薬血１２３】エイズ問題小委員会・対策本部［国会関係（昭和６２年８月～６３年８月ごろ）］
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【薬血１２４】質問主意書関係（昭和６０年１１月ごろ）

【薬血１２５】社団法人の定款変更等の決裁（昭和３２年３月１日～昭和５８年７月４日）

【薬血１２６】社団法人関係の決算等の決裁（昭和６１年４月１８日～平成８年６月１７日）

【薬血１２７】文書台帳（昭和６１年１月１０日～平成２年９月２９日）

【薬血１２８】文書台帳（昭和４５年１月７日～昭和６０年１２月２７日）
【薬血１２９】５７　厚生科学研究費補助金（確定）［昭和５７年度厚生科学研究費（血液研究事業）補助
金の決裁原議（昭和５８年）］
【薬血１３０】５８　厚生科学研究費補助金（確定）［昭和５８年度厚生科学研究費（血液研究事業）補助
金の確定の決裁（昭和６０年３月２３日）］

【薬血１３１】血液事業について等血液事業関係資料（平成２年ごろ）

【薬血１３２】血友病に関する文献

【薬血１３３】血液事業推進部会［血液事業推進部会関係（昭和５９年５月～９月）］
【薬血１３４】第５回使用適正化小委員会［第５回血液製剤使用適正化小委員会会議資料関係（昭和６
１年４月２１日）］
【薬血１３５】適正化ガイドライン説明会　Ｓ６１．９．９［血液製剤使用適正化ガイドライン説明会関係（昭
和６１年８月～９月ごろ）］

【薬血１３６】供給速報　６１．４～Ｈ１．３［血液製剤供給本数速報（昭和６１年４月～平成元年１２月）］

【薬血１３７】資料　６２．２．２７［生物製剤課の薬務主管課長会議資料（昭和６２年２月２７日）］

【薬血１３８】血漿分画製剤［血漿分画製剤の製造状況関係（昭和６２年１月～１２月）］
【薬血１３９】Ｓ６２．１～　採血業者報告書（民間分）［採血及び供血あつせん業取締法に基づく採血業
者報告書関係（昭和６２年１月～１２月）］
【薬血１４０】ガイドライン申込状況　６１．１０．２８［血液製剤使用適正化ガイドライン普及用リーフレット
の申込関係（昭和６１年１０月２８日）］

【薬血１４１】最新想定Ⅰ　Ｓ６２．５／１［国会質疑想定問答等国会関係（昭和６２年４月～５月）］

【薬血１４２】最新想定Ⅱ　Ｓ６２．５／２［国会質疑想定問答等国会関係（昭和６２年５月～７月）］

【薬血１４３】ＡＩＤＳ［エイズ関連予算、ＡＩＤＳｻｰﾍﾞイﾗﾝｽ調査票等エイズ関係（昭和６１年４月ごろ）］

【薬血１４４】ＡＩＤＳ　Ⅴ［エイズ対策関係（昭和６０年１２月）］
【薬血１４５】ＡＩＤＳ（国会答弁）63.2～クリオ切替等［国会答弁等国会関係（昭和６３年２月２３日～昭和
６３年５月１９日）］
【薬血１４６】ＡＩＤＳ、ＡＴＬ関係　ＰＡＲＴ２［エイズ調査、現時点におけるAIDSの概要等エイズ関係（昭和
６２年ごろ）］
【薬血１４７】血漿の確保、血液事業におけるAIDS対策、質問主意書等血液事業関係資料（昭和６０年
ごろ）
【薬血１４８】適正使用小委［血液事業検討委員会、血液製剤使用適正化ガイドライン説明会・小委員
会関係（昭和６０年１月～６１年９月）］
【薬血１４９】10．15　全国血液担当者会議［全国血液事業関係担当者会議関係（昭和６０年９月～１０
月ごろ）］

【薬血１５０】ＡＩＤＳ研究費　６２・６３～［エイズ対策予算要求関係（昭和６２年７月～６３年２月）］
【薬血１５１】国会関係資料　８．３．１～８．３．１４［国会質疑等国会関係（平成８年３月１日～３月１４
日）］
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【薬血１５２】１３６国会関係資料　８．６．６～８．６．７［国会質疑等国会関係（平成８年６月６日～平成８
年６月７日）］

【薬血１５３】１３６国会関係資料　８．６．１３［国会質疑等国会関係（平成８年６月１３日）］

【薬血１５４】１３６国会関係資料　８．６．１７［国会質疑等国会関係（平成８年６月１７日）］

【薬血１５５】１３６国会関係資料　８．６．１８［国会質疑等国会関係（平成８年６月１８日）］
【薬血１５６】１２８～１３４国会関係資料　５．１１．１１～７．１０．３［国会答弁等国会関係（平成５年１１
月１１日～平成７年１０月３日）］
【薬血１５７】国会関係資料　４．３．１２～５．２．２３［国会答弁等国会関係（平成４年３月１２日～平成５
年２月２３日）］

【薬血１５８】国会関係　答弁・想定・問・資料等（平成３年３月）
【薬血１５９】国会関係　６１．４／１１～［国会答弁等国会関係（昭和６１年４月１６日～昭和６２年３月２
５日）］
【薬血１６０】国会質問（血液その３）　６１．２～６１．４～６２．９［国会答弁等国会関係（昭和６１年２月
～昭和６２年９月）］

【薬血１６１】第１２６回国会［国会答弁等国会関係（平成５年１月～３月）］

【薬血１６２】国会答弁［国会答弁等国会関係（平成４年３月～４月）］

【薬血１６３】③６３．３／９～６３．４国会［国会答弁等国会関係（昭和６３年３月）］

【薬血１６４】⑤国会６３．１１～［国会答弁等国会関係（昭和６３年１１月～平成元年２月）］
【薬血１６５】国会関係　～６１．４／１１［国会答弁等国会関係（昭和６１年１月３１日～昭和６２年３月１
３日）］

【薬血１６６】ＡＩＤＳ（非加熱回収関連）［非加熱製剤回収関連等のエイズ関係（昭和６３年ごろ）］
【薬血１６７】国会関係資料　７．１０．１１～７．１２．１［国会答弁等国会関係（平成７年１０月～１１月ご
ろ）］
【薬血１６８】国会関係資料　８．３．２６～８．４．８［国会答弁等国会関係（平成８年３月２６日～平成８
年４月８日）］
【薬血１６９】国会関係資料　８．４．１２～８．５．１０［国会答弁等国会関係（平成８年４月１２日～平成８
年５月１０日）］
【薬血１７０】国会関係資料　８．５．１５～８．５．３０［国会答弁等国会関係（平成８年５月１５日～平成８
年５月３０日）］
【薬血１７１】国会関係資料　８．５．３１～８．６．５［国会答弁等国会関係（平成８年５月３１日～平成８
年６月５日）］

【薬血１７２】国会関係資料　６３．１．２５～３．１４［国会答弁等国会関係（昭和６３年２月～３月ごろ）］
【薬血１７３】国会関係資料　６３．３．２５～６３．５．１８［国会答弁等国会関係（昭和６３年３月～昭和６
３年７月ごろ）］
【薬血１７４】国会関係資料　６３．５．１９［国会答弁等国会関係（昭和６３年５月１９日～昭和６３年７月
１３日）］
【薬血１７５】国会関係資料　６３．５．２０～６３．１０．２７［国会答弁等国会関係（昭和６３年５月２０日～
昭和６３年１０月２７日）］
【薬血１７６】国会関係資料　６３．１１．２２～［国会答弁等国会関係（昭和６３年１１月２２日～平成２年
５月２３日）］
【薬血１７７】国会関係資料　３．３．１３～３．１２．１７［国会答弁等国会関係（平成３年３月１３日～平成
３年１２月１７日）］
【薬血１７８】国会関係資料　６２．１．２６～６２．６．１８［国会答弁等国会関係（昭和６２年１月２６日～
昭和６２年６月１８日）］
【薬血１７９】国会関係資料　６２．７．６～６２．１２．２［国会答弁等国会関係（昭和６２年７月６日～昭和
６２年１２月２日）］
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【薬血１８０】国会関係資料　６３．３．１５～６３．３．２４［国会答弁等国会関係（昭和６３年３月１５日～
昭和６３年３月２４日）］
【薬血１８１】国会関係資料　７．１２．２６～８．２．２９［国会答弁等国会関係（平成７年１２月２６日～平
成８年２月２９日）］

【薬血１８２】国会答弁書　Ｈ６．９～［国会答弁等国会関係（平成６年９月～平成７年４月ごろ）］

【薬血１８３】質問主意書（Ⅱ）　３－３（平成８年３月～４月）［質問主意書関係（平成８年３月）］

【薬血１８４】質問主意書（Ⅱ）　３－２（平成８年３月～４月）［質問主意書関係（平成８年３月）］

【薬血１８５】質問主意書（平成８年３月～４月）［質問主意書関係（平成８年３月～４月）］

【薬血１８６】質問主意書（Ⅱ）　H８．３　　３－１（平成８年３月）［質問主意書関係（平成８年３月）］

【薬血１８７】Ｈ８．５　再質問主意書［再質問主意書関係（平成８年４月～平成８年５月）］
【薬血１８８】血液製剤によるHIV（エイズウイルス）感染薬害に関する再質問主意書関係（平成７年１２
月～８年２月）
【薬血１８９】質問主意書関係（Ｈ８．１）［血液製剤によるＨＩＶ（エイズウイルス）感染に関する質問主意
書関係（平成８年１月）］
【薬血１９０】質問主意書（６０．１１．１６）［抗ガン剤（免疫療法剤）に関する質問主意書関係（昭和６０年
１１月１６日）］
【薬血１９１】平成８年３月　質問主意書［薬害エイズ問題に関する質問主意書関係（平成８年３月～４
月）］
【薬血１９２】血液製剤による血友病患者へのエイズ感染の現状と安全確保に関する質問主意書関係
（昭和６０年１１月１日）

【薬血１９３】質問主意書［血液製剤によるエイズ感染に関する質問主意書（昭和６３年４月）］

【薬血１９４】質問主意書　６０．１１～（昭和６０年１１月～平成２年４月）
【薬血１９５】質問主意書綴［血液製剤によるエイズ感染に関する質問主意書関係（昭和６０年８月～６
３年４月）］
【薬血１９６】Ｈ８．６　第三回　質問主意書［薬害エイズ問題に関する質問主意書関係（平成８年５月～
平成８年６月）］

【薬血１９７】ＨＩＶ　①［新聞記事等ＨＩＶ関係資料（平成７年７月～８年３月）］

【薬血１９８】ＨＩＶ　②［新聞記事等ＨＩＶ関係資料（平成８年１月～３月）］
【薬血１９９】ＨＩＶ　③　基本資料等［エイズに関する基本資料等エイズ関係（平成７年１０月～８年３
月）］

【薬血２００】ＨＩＶ　④［ＨＩＶ関係の新聞記事（平成８年４月～５月）］

【薬血２０１】ＨＩＶ　⑤［ＨＩＶ関係の雑誌記事（平成８年３月～７月）］
【薬血２０２】国会等資料要求関係綴６０．４～６１．３［国会関係資料要求関係（昭和６０年４月～昭和６
１年３月）］
【薬血２０３】国会資料要求関係綴（昭和５９年１１月～６２年１０月）［国会関係資料要求関係（昭和５９
年１１月～６２年１０月）］
【薬血２０４】国会関係綴（昭和６０年１０月～１１月）［国会答弁等国会関係（昭和６０年１０月５日～昭
和６０年１１月１４日）］

【薬血２０５】国会関係綴［国会答弁等国会関係（昭和６０年１１月～６１年７月）］
【薬血２０６】国会関係資料綴（昭和６０年３月～１２月）［国会関係資料要求等国会関係（昭和６０年３
月～１２月）］
【薬血２０７】国会関係等作業依頼　６２．１～６２．９［想定問答作成等作業依頼（昭和６２年１月～昭和
６２年９月）］
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【薬血２０８】国会等資料要求関係綴　６２．１０～６３．３［国会関係資料要求等国会関係（昭和６２年１
０月～昭和６３年３月）］
【薬血２０９】国会関係資料要求等綴　３．１～［国会関係資料要求等国会関係（平成３年１月～平成５
年３月）］

【薬血２１０】衆・参予算委員会資料要求　６３年２月［国会関係資料要求等国会関係（昭和６３年２月）］
【薬血２１１】国会等資料要求関係綴　６２．１～６２．９［国会関係資料要求等国会関係（昭和６２年１月
～昭和６２年９月）］
【薬血２１２】国会等資料要求関係綴　６１．３～６１．１２［国会関係資料要求等国会関係（昭和６１年４
月～昭和６１年１２月ごろ）］
【薬血２１３】国会関係等作業依頼　６３．４～６３．１２［想定問答作成依頼等国会関係作業依頼（昭和
６３年３月～昭和６３年１２月ごろ）］
【薬血２１４】国会関係等作業依頼　６１．１～６２．１①［薬務主管課長会議関係資料及び国会関係作
業依頼（昭和６１年１月～昭和６２年２月ごろ）］

【薬血２１５】資料要求関係綴（2年12月～）［国会関係資料要求関係（平成2年～3年ごろ）］

【薬血２１６】国会関係資料要求　63.3.23

【薬血２１７】国会質問（血液）S41.2.21～52.4.26［国会答弁（昭和41年2月～昭和52年4月）］

【薬血２１８】④　63.4～63.10末［国会答弁（昭和63年4月～昭和63年10月）］

【薬血２１９】国会答弁（昭和52年10月～61年2月）
【薬血２２０】記者レク関係（平成5年～）血液製剤、自己血輸血［自己血輸血等の記者発表関係（平成5
年11月～平成6年2月ごろ）］

【薬血２２１】HIV関係［過去の国会答弁関係（平成8年ごろ）］
【薬血２２２】AIDS・ATL及びB型肝炎総合対策国際会議　62.10.5～62.10.9［AIDS・ATL及びB型肝炎総
合対策国際会議関係］

【薬血２２３】血液製剤によるHIV感染に関する調査報告書［PT報告書（平成8年4月26日）］
【薬血２２４】国会議事録（エイズ関係のみ）61.3.14～［エイズ関係の国会議事録（昭和61年3月～平成4
年4月）］

【薬血２２５】国会答弁［国会答弁関係（平成3年4月～平成4年3月）］

【薬血２２６】血液関係　質問主意書　60.11～（昭和60年11月～昭和63年4月）
【薬血２２７】党　AIDS　訪米・欧調査報告　６２・３／２５［政党ｴｲｽﾞ問題対策本部の訪米・欧調査報告
関係（昭和62年3月）］

【薬血２２８】資料要求等［血液製剤の供給状況等血液行政関係（昭和58年2月～昭和61年ごろ）］
【薬血２２９】会議費関係綴り５８’～６０’３［会議費の支出についての決裁（昭和５８年４月１９日～昭和
６１年３月７日）］

【薬血２３０】平成元年新聞切抜　１月～４月　No1.生物

【薬血２３１】平成元年新聞切抜　5月～8月　No2.生物

【薬血２３２】平成元年新聞切抜　9月～12月　No3.生物

【薬血２３３】平成2年新聞切抜　1月～5月　No1.

【薬血２３４】平成2年新聞切抜　6月～12月　No2.生物

【薬血２３５】新聞記事　平成2年6月～［新聞切抜（平成2年5月から9月）］
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【薬血２３６】新聞切抜　3年1月～12月

【薬血２３７】新聞切抜　平成四年一月～九月
【薬血２３８】大蔵省（次長7/2・補佐7/29・主査7/11）所管事項説明(61.7)(昭和61年)［大蔵省担当主査
等への所管事項説明資料（昭和61年7月）］

【薬血２３９】昭和60年度　AIDS関係決裁書類

【薬血２４０】61.11.1 全血・血液成分製剤薬価［薬価関係(AIDS・ATL抗体検査導入)(昭和60～61年)］

【薬血２４１】血液研究運営委員会［血液研究運営委員会関係(平成4年)］

【薬血２４２】内需拡大62.5［血漿分画製剤製造施設関係(昭和62年)］
【薬血２４３】献血血液による血漿分画製剤の製造及び原料血漿の供給に関する契約書等血漿分画
製剤用原料血漿関係(平成3年8月ごろ)

【薬血２４４】血液事業関係(昭和60年から昭和61年)

【薬血２４５】血液事業関係(平成3年9月から11月ごろ)

【薬血２４６】骨髄バンク事業関係(平成3年)

【薬血２４７】血液事業検討委員会資料（昭和61年ごろ）

【薬血２４８】血液事業検討委員会関係（昭和61年ごろ）

【薬血２４９】厚生科学研究費（血液研究事業）　血液研究運営委員会関係（昭和59年ごろ）

【薬血２５０】昭和55年度血液事業概算要求関係（昭和55年ごろ）

【薬血２５１】血液製剤の規制［採血及び供血関係（昭和30年～昭和41年）］
【薬血２５２】S61年　血液需要量等調査［血液需要量等調査の都道府県からの回答(昭和61年2月から
4月ごろ）］
【薬血２５３】62　血液需要量等調査［血液需要量等調査の都道府県からの回答（昭和62年2月から3月
ごろ）］
【薬血２５４】昭和63年度（ブロック資料）血液需要量調査［血液需要量等調査の都道府県からの回答
（昭和63年2月から4月ごろ）］
【薬血２５５】60.8.22医薬品に係る中薬審特別部会用資料［血液製剤に係る中薬審特別部会用資料
（昭和60年5月24日）］
【薬血２５６】60.10.25中薬審諮問関係（医薬品一部変更） ［血液製剤に係る中薬審への諮問関係書類
（昭和60年８月16日）］
【薬血２５７】58.5.27中薬審諮問関係 ［血液製剤に係る中薬審への諮問関係書類（昭和56年2月25
日）］
【薬血２５８】60.4.16 中薬審諮問関係 ［血液製剤に係る中薬審への諮問関係書類（昭和60年1月22
日）］

【薬血２５９】60.11.5中薬審諮問関係［血液製剤に係る中薬審への諮問関係書類（昭和60年8月20日）］
【薬血２６０】昭和60年度公益補助金交付申請関係［血液事業に関する書類関係（昭和57年から昭和
59年）］

【薬血２６１】出張採血原議［出張採血の指示方針関係(昭和40年3月31日から昭和42年10月6日)］

【薬血２６２】供覧 法令係［血液行政に係る行政監察関係（昭和39～41年）］
【薬血２６３】一般供覧文書　41．1～43.3［採血及び供血あつせん業取締法違反報告書等血液事業関
係の決裁（供覧）(昭和41年1月6日～昭和43年3月8日)］
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【薬血２６４】供覧　47.1～［献血・血液製剤・肝炎・予算関係等血液事業関係の決裁（供覧）(昭和47年1
月27日～昭和49年5月7日)］
【薬血２６５】供覧［輸血に関する勧告について等血液事業関係の決裁（供覧）(昭和４９年８月１日～昭
和５１年１月８日)］

【薬血２６６】血液銀行関係裁判控訴審判決(S53.10.30)上訴通知関係（昭和53年～54年ごろ）］

【薬血２６７】５０’５１’要望書関係［献血関係、陳情等血液事業関係（昭和51～53年）］

【薬血２６８】国会関係資料［昭和35年度予算概要及び採血・ワクチン関係想定問答（昭和35年ごろ）］
【薬血２６９】採血基準に関する血液打合せ会記録　法令係［血液問題打合会関係（昭和40年から昭和
41年ごろ）］

【薬血２７０】血液製剤を指定する政令原議　S37.11.7 永久保存(昭和37年)

【薬血２７１】採血事故関係（昭和41年から昭和43年）

【薬血２７２】大学附属病院における採血事故関係　44.5（昭和44年5月ごろ）
【薬血２７３】映画等厚生省名義使用許可綴 40.8起［血液事業関係厚生省名義使用許可関係（昭和40
年から昭和46年)］

【薬血２７４】預血制度実施要綱等献血事業関係冊子（昭和38～47年ごろ）
【薬血２７５】昭和54年度厚生科学研究費補助金確定［昭和54年度厚生科学研究費補助金（血液研究
事業）事業実績報告書（昭和55年4月ごろ）］
【薬血２７６】昭和55年度厚生科学研究費補助金確定［昭和55年度厚生科学研究費補助金（血液研究
事業）事業実績報告書（昭和56年4月ごろ）］
【薬血２７７】昭和56年度厚生科学研究費補助金確定［昭和56年度厚生科学研究費補助金（血液研究
事業）事業実績報告書（昭和57年4月ごろ）］
【薬血２７８】昭和57年度厚生科学研究費補助金（確定）［昭和57年度厚生科学研究費補助金（血液研
究事業）事業実績報告書（昭和58年3月ごろ）］
【薬血２７９】57 厚生科学研究費補助金［昭和57年度厚生科学研究費補助金（血液研究事業）交付決
定関係（昭和57年10月から昭和58年3月ごろ）］
【薬血２８０】昭和61年度厚生科学研究費実績（血液）［厚生科学研究費補助金（血液研究事業）事業
実績報告書(昭和62年4月ごろ）]
【薬血２８１】厚生科学研究費 ６３’証拠書［昭和62～63年度厚生科学研究費補助金会計報告書（昭和
63年3月ごろ）］
【薬血２８２】原議　昭和35年（1月～7月） 管理係［血液事業関係原議(昭和34年12月から昭和35年7
月)］
【薬血２８３】原議　昭和３５年８月から12月 管理係［血液事業関係原議(昭和35年８月から昭和36年２
月)］

【薬血２８４】採血業の許可・廃止等原議関係(昭和46年3月～平成元年10月)

【薬血２８５】採血業の変更届等採血業の許可関係(昭和58年7月から昭和61年5月)

【薬血２８６】「血漿分画製剤の製造主体をめぐって」と題する論文（昭和50年8月22日）
【薬血２８７】昭和48年度輸血状況精密調査および血液に関するアンケート調査統計表（第1報）及び血
液製剤の原価計算表
【薬血２８８】６３’愛の血液助け合い運動実施報告書①［昭和63年度「愛の血液助け合い運動」実施報
告書 1（昭和63年9月ごろ）］
【薬血２８９】６３’愛の血液助け合い運動実施報告書②［昭和63年度「愛の血液助け合い運動」実施報
告書 2（昭和63年9月ごろ）］
【薬血２９０】平成元年度「愛の血液助け合い運動」実施結果報告②［平成元年度「愛の血液助け合い
運動」実施結果報告（平成元年9月ごろ）］
【薬血２９１】厚生科学研究（血液事業） 血液製剤による治療方法の適正化に関する研究等研究報告
(昭和58年度)
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【薬血２９２】採血業者の状況報告関係（昭和60年12月～昭和61年2月ごろ）
【薬血２９３】ISBT NUMERICALISTING’84　稀血班用 旧［コンピュータ打ち出しデータ（昭和59年8月～
12月ごろ）］
【薬血２９４】昭和50年度　保存血液供給事業費補助金（Ⅰ）［昭和50年度保存血液供給事業費補助金
交付決定原議関係1（昭和50年3月～7月）］
【薬血２９５】50　保存血液供給事業費補助金（Ⅱ）［昭和50年度保存血液供給事業費補助金交付決定
原議関係 2（昭和50年8月ごろ）］
【薬血２９６】50　保存血液供給事業費補助金（Ⅲ）［昭和50年度保存血液供給事業費補助金交付決定
原議関係 3 （昭和51年2月ごろ）］
【薬血２９７】51　保存血液供給事業費補助金（Ⅰ）［昭和51年度保存血液供給事業費補助金交付決定
原議関係 1（昭和51年5月から7月ごろ）］
【薬血２９８】51　保存血液供給事業費補助金（2）［昭和51年度保存血液供給事業費補助金交付決定
原議関係 2（昭和51年9月ごろ）］
【薬血２９９】52’保存血液供給事業費補助金［昭和52年度保存血液供給事業費補助金交付決定原議
関係1（昭和52年6月～9月ごろ）］
【薬血３００】52’保存血液供給事業費補助金　Ｎｏ．2［昭和52年度保存血液供給事業費補助金交付決
定原議関係 2（昭和52年10月から昭和53年3月ごろ）］

【薬血３０１】補助金原本（写）　52年［保存血液供給事業費補助金交付決定関係(昭和52年度)］
【薬血３０２】53　保存血液供給事業費補助金　１［昭和53年度保存血液供給事業費補助金交付決定
関係 1］

【薬血３０３】53　保存血液供給事業費　２［昭和53年度保存血液供給事業費補助金交付決定関係 2］

【薬血３０４】58　保存血液供給事業費　確定［昭和58年度保存血液供給事業費補助金確定関係］
【薬血３０５】58　新鮮血液確保対策推進費　確定［昭和58年度新鮮血液確保対策推進費補助金確定
関係］
【薬血３０６】58　保存血液供給事業費補助金［昭和58年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］

【薬血３０７】56　保存血液供給事業費確定［昭和56年度保存血液供給事業費補助金確定関係］

【薬血３０８】55　保存血液供給事業費確定［昭和55年度保存血液供給事業費補助金確定関係］
【薬血３０９】昭和45年度　献血受入施設整備費補助金事業実績［昭和45年度献血受入施設整備費補
助金事業実績関係］
【薬血３１０】46　保存血液供給事業費補助金［昭和46年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］

【薬血３１１】51’　保存血液補助金確定綴［昭和51年度保存血液供給事業費補助金確定関係］

【薬血３１２】52　保存血液補助金確定綴［昭和52年度保存血液供給事業費補助金確定関係］
【薬血３１３】54　保存血液供給事業費補助金［昭和54年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］

【薬血３１４】54　保存血液供給事業費　確定［昭和54年度保存血液供給事業費補助金確定関係］
【薬血３１５】57　保存血液供給事業費補助金［昭和57年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］

【薬血３１６】57　保存血液供給事業費　確定［昭和57年度保存血液供給事業費補助金確定関係］
【薬血３１７】56　保存血液供給事業費補助金［昭和56年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］
【薬血３１８】55　保存血液供給事業費補助金［昭和55年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］
【薬血３１９】59　保存血液供給事業費補助金［昭和59年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］
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【薬血３２０】59　保存血液供給事業費補助金（確定）［昭和59年度保存血液供給事業費補助金確定関
係］
【薬血３２１】昭和60年度　保存血液供給事業費補助金　確定［昭和60年度保存血液供給事業費補助
金確定関係］

【薬血３２２】採血状況速報（昭和51～52年）

【薬血３２３】昭和43年度　移動採血車等整備補助金申請書（第一次分）
【薬血３２４】昭和44年度献血受入施設整備費補助金［昭和44年度献血受入施設整備費補助金交付
関係］
【薬血３２５】47　保存血液供給事業費補助金［昭和47年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］
【薬血３２６】48　保存血液供給事業費補助金［昭和48年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］

【薬血３２７】48　保存血液供給事業費補助金　確［昭和48年度保存血液供給事業費補助金確定関係］

【薬血３２８】昭和49年度公益補助金関係［公益補助金関係（昭和49、51年度）］
【薬血３２９】49　保存血液供給事業費補助金［昭和49年度保存血液供給事業費補助金交付決定関
係］
【薬血３３０】49　保存血液供給事業費補助金　②［昭和49年度保存血液供給事業費補助金交付決定
関係 2］
【薬血３３１】49　保存血液供給事業費補助金　確定［昭和49年度保存血液供給事業費補助金確定関
係］
【薬血３３２】50　保存血液供給事業費補助金（Ⅳ）［昭和50年度保存血液供給事業費補助金減額交付
決定関係］
【薬血３３３】50　保存血液供給事業費補助金　（原本類）［昭和51年度保存血液供給事業費補助金交
付決定関係］
【薬血３３４】50’　保存血液供給事業費補助金確定［昭和50年度保存血液供給事業費補助金確定関
係］
【薬血３３５】53　新鮮血液確保対策推進費［昭和53年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付決定関
係］
【薬血３３６】54　新鮮血液確保対策推進費［昭和54年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付決定関
係］
【薬血３３７】55　新鮮血液確保対策推進費［昭和55年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付決定関
係］
【薬血３３８】56　新鮮血液確保対策推進費［昭和56年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付決定関
係］
【薬血３３９】57　新鮮血液確保対策推進費［昭和57年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付決定関
係］
【薬血３４０】58　新鮮血液確保対策推進費［昭和58年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付決定関
係］
【薬血３４１】59　新鮮血液確保対策推進費補助金［昭和59年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付
決定関係］
【薬血３４２】60　新鮮血液確保対策推進費補助金［昭和60年度新鮮血液確保対策推進費補助金交付
決定関係］
【薬血３４３】53’　新鮮血確保対策補助金確定［昭和53年度新鮮血液確保対策推進費補助金確定関
係］
【薬血３４４】54　新鮮血液確保対策補助金確定［昭和54年度新鮮血液確保対策推進費補助金確定関
係］
【薬血３４５】55　新鮮血液確保対策推進費 確定［昭和55年度新鮮血液確保対策推進費補助金確定
関係］
【薬血３４６】56　新鮮血液確保対策推進費 確定［昭和56年度新鮮血液確保対策推進費補助金確定
関係］
【薬血３４７】57　新鮮血液確保対策推進費確定［昭和57年度新鮮血液確保対策推進費補助金確定関
係］
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【薬血３４８】昭和59年度新鮮血液確保対策推進費補助金 確定［昭和59年度新鮮血液確保対策推進
費補助金確定関係］
【薬血３４９】56　血液研究費補助金［昭和56年度厚生科学研究費補助金(血液研究事業)交付決定関
係］

【薬血３５０】昭和51年度保存血液供給事業費補助金交付決定関係
【薬血３５１】51’保存血液供給事業費補助金(減額)(3)［昭和51年度保存血液供給事業費補助金減額
交付決定関係］

【薬血３５２】昭和53年度保存血液供給事業費補助金確定関係
【薬血３５３】昭40年度　血液銀行監視取締費委託費綴［昭和40年度血液銀行監視取締事務委託費精
算・昭和41年度血液銀行監視取締事務委託費交付決定関係］
【薬血３５４】昭和42年度血液銀行監視取締事務委託費［昭和42年度血液銀行監視取締事務委託費
交付決定等採血業者関係］
【薬血３５５】昭和43年度　血液銀行監視取締事務委託費所用額調綴［昭和43年度血液銀行監視取締
事務委託費所用額調及び昭和40、41年度地方献血運動促進費補助金確定関係］
【薬血３５６】昭和43年度 血銀監視取締事務委託費精算書綴［昭和43年度血液銀行監視取締事務委
託費精算関係］

【薬血３５７】血液代金支給要綱原稿［血液代金支給関係（昭和57年）］

【薬血３５８】血液代金自己負担金償還事業［血液代金自己負担償還関係（昭和48～50年）］

【薬血３５９】保存血液自己負担金軽減措置（案）［保存血液自己負担金関係（昭和48～49年）］
【薬血３６０】昭和43年度移動採血車等整備費補助金原議綴［昭和43年度移動採血車等整備費補助
金交付決定関係］

【薬血３６１】特別研究費　54年度（IF）［インターフェロンの臨床応用に関する研究関係（昭和54年度）］

【薬血３６２】56採血業者報告書[（昭和56年1月から12月ごろ）]

【薬血３６３】57採血業者報告書[（昭和57年1月から12月ごろ）]

【薬血３６４】採血業者(有償)報告書 58年分[採血業者報告書（昭和58年1月から12月ごろ）]
【薬血３６５】55 血液研究費補助金［昭和55年度厚生科学研究費補助金(血液研究事業)交付決定関
係］
【薬血３６６】54 血液研究費補助金［昭和54年度厚生科学研究費補助金(血液研究事業)交付決定関
係］

【薬血３６７】血液問題懇話会［血液問題懇話会関係（昭和45～48年）］

【薬血３６８】院内採血小委員会原稿［院内採血小委員会関係（昭和52年）］

【薬血３６９】院内採血基準調査報告書［院内採血基準調査報告書関係］

【薬血３７０】出張採血の指示について［出張採血の指示原議(昭和57～60年)］

【薬血３７１】原議綴　41～43［血液事業関係原議(昭和41～43年)］

【薬血３７２】原議綴　46.12～48.12［血液事業関係原議(昭和46～48年)］

【薬血３７３】原議綴　49.1～50.12［血液事業関係原議(昭和49～50年)］

【薬血３７４】諸方面提出資料［血液事業関係（昭和45年5月ごろ）］

【薬血３７５】保存血液価格1,860→1,550改訂経過［保存血液価格改訂関係（昭和46年3月ごろ）］
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【薬血３７６】血液価格改訂最終資料（決定）［保存血液価格改訂起案関係(昭和44年)］
【薬血３７７】要望／陳情／投書　綴　42.12～46.12［血液事業に関する陳情・要望の起案(昭和42～46
年)］

【薬血３７８】陳情［陳情・要望の起案関係(昭和57～61年)］

【薬血３７９】一般供覧綴　法令係［血液事業関係起案（昭和43～45年）］
【薬血３８０】新鮮血液　血漿分画［新鮮血漿確保・血漿分画製剤関係（昭和51年3月から昭和54年11
月ごろ）］

【薬血３８１】副No.1［昭和56年度補助金交付申請関係］

【薬血３８２】昭和44年度献血受入施設整備費補助金事業実績

【薬血３８３】献血推進事業費補助金要求書（46年度分） 予備費［昭和46年度血液確保予算関係］

【薬血３８４】国会請願、処理意見綴［国会請願処理関係原議（昭和41～48年)］

【薬血３８５】稀な血液型調査委託費［昭和56、57年度稀な血液型調査委託費関係］

【薬血３８６】中間報告（第9回～）［血液問題研究会中間報告（第9、10回）（昭和49年）］

【薬血３８７】血問研資料　etc［血液問題研究会中間報告及び関係資料（昭和49～50年）］

【薬血３８８】第2回 血液研究運営委員会会議資料（昭和54年8月ごろ）

【薬血３８９】採血所関係資料（昭和49～50年）

【薬血３９０】血液代金自己負担金に関する資料（昭和49～50年）
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出版物リスト

［大臣官房総務課法令審査第二係］
整理
番号 名称

整理
番号 名称

1 厚生省職員録　昭５５～昭５７ 9
労働法学研究会報　ＮＯ１９１９

2 厚生省職員録　昭５8年10月1日 10
総合社会保障　１９９２－５

3 厚生省職員録　昭59年９月１日 11
公衆衛生情報　１９９２－１２

4 厚生省職員録　昭60年10月１日 12
医療’９４　８月号

5 厚生省職員録　昭61年10月１日 13
Ｎｅｗｔｏｎ　１９９３－５臨時増刊号

6 厚生省職員録　昭62年11月１日 14
月刊新医療　１９９５－９

7 厚生省職員録　昭63年11月１日 15
メディカル・クオール　１９９５－１０

［医政局経済課総務係］ 16
連合　１９９２－１１

整理
番号 名称 17

エイズに関する指導の手引き　（財団法人
日本学校保健会）

1
有価証券報告書総覧（株式会社ミドリ十
字） 18

呼吸器疾患・結核　資料と展望　Ｎｏ．４
１９９３　ＪＡＮ

［健康局総務課総務係］ 19
日本臨床　１９８７別冊

整理
番号 名称 20

HIV治療マニュアル　（松田重三）

1 厚生省五十年史（記述編） 21
エイズの流行に関する米国大統領諮問委
員会報告

2 厚生省五十年史（資料編） 22
臨床とウイルス　ＶＯＬ２３　Ｎｏ．１　Ｍａｙ
１９９５

3
エイズ　（厚生省エイズ対策専門家会議委
員長　塩川優一編） 23

呼吸器疾患・結核　資料と展望　Ｎｏ．１４
１９９５　ＪＵＬ

4 AIDS防衛戦　（渡部一郎） 24
漢方医学　１１／１２　Ｖｏｌ１８／１９９４　合
併号

［健康局疾病対策課総務係］ 25
中医臨床　ＶＯＬ．１５

整理
番号

名称
26

日本公衆衛生雑誌　平成５年１２月

1
エイズ対策関係法令通知集（平成７年６
月） 27

日本公衆衛生雑誌　平成５年７月

2
エイズ対策関係法令通知集　平成５年版

28
日本公衆衛生雑誌　平成６年６月

3
エイズの流行に関する米国大統領諮問委
員会報告（平成２年） 29

日本公衆衛生雑誌　平成８年１月

4
エイズ対策関係法令通知集（エイズ対策
必携）平成５年版 30

日本公衆衛生雑誌　平成７年４月

5
エイズ対策関係法令通知集（エイズ対策
必携）平成５年版 31

日本公衆衛生雑誌　平成６年１月

6
健康手帖　エイズ・正しい知識と予防

32
経営者のためのエイズ対策マニュアル

7
現代社会保険　１９９５－１０

33
Ｄｒ．Ｉのメッセージ　（社団法人日本女医
会）

8
労働法学研究会報　ＮＯ１９２２

34
海外旅行健康肝心帳　（財団法人日本健
康開発財団）
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整理
番号 名称

整理
番号 名称

35
あなたに　（ウイルス肝炎研究財団）

62
日本公衆衛生雑誌第４３巻第２号　１９９６
－２

36
職場でエイズに取り組もう　（東京商工会
議所） 63

生活教育　’９５－１１

37
エイズと職場　（社団法人全国労働衛生
団体連合会） 64

バイオクリニカ　ＡＰＲ　１９９６

38
ＡＩＤＳ　REPORT　第６号　平成５年１２月

65
REVIEW AIDS Asia's Economic Cost

39

エイズってなあに？

66

ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）に効果的な
滅菌法及び消毒法に関するガイドライン
（平成３年３月）

40
HIV/AIDS IN SWEDEN　  Socialstyrelsen

67
ＨＩＶとカウンセリング（平成５年）　（財団法
人日本公衆衛生協会）

41
HIV AND AIDS IN CARE   Socialstyrelsen

68
職場環境におけるＡＩＤＳと救急処置に関
するガイドライン（平成３年３月）

42
STD-SEXUALLY TRANSMITTED
DISEASES 69

THE NEW YORKER Nov.14,1994（平成５
年１１月）

43
平成教育講座　エイズ

70
ＡＩＤＳ　ＲＥＰＯＲＴ　創刊号

44
わたしたちの創るエイズポスター　「もうひ
とつのエイズポスターを創る」実行委員会 71

ＡＩＤＳ　ＲＥＰＯＲＴ　第１１号

45
ＡＤＡ　障害をもつアメリカ国民法

72
ＡＩＤＳ　ＲＥＰＯＲＴ　第２１号

46
エイズ教育Ⅲ　（日本エイズ予防協会）

［医薬局総務課総務係］

47
エイズ教育Ⅱ　（日本エイズ予防協会） 整理

番号 名称

48
エイズ教育Ⅰ　（日本エイズ予防協会）

1 血液ハンドブック

49
ばんぶう　１９９６ー４

2 血液事業実務用語集

50
判例時報　平成７年６月２１日号

3 介護福祉教育（ＮＯ．１、平成7年1月）

51
メディカル・クオール　１９９６－４

4 総合医学（１９９５　7月号）

52
メディカル・クオール　１９９５－９

5 国会議員要覧（平成7年8月版）

53
ＬＯＯＫ　ＪＡＰＡＮ　ＡＵＧＵＳＴ－１９９４

6 医療と社会Ｖｏｌ．５Ｎｏ．３（平成7年11月）

54
日経メディカル　１９９５－１

7 衛生行政六法平成７年度

55
AIDS images of the epidemic

8 現代社会保険第225号（平成7年12月）

56
GP net 1996-4

［医薬局総務課書記付管理係］

57
Ｔｏｇｅｔｈｅｒ　創刊号 整理

番号 名称

58
メディカル・クオール　１９９６－８

1 厚生法規総覧①

59
公衆衛生情報　１９９６－３

2 現行法規総覧61

60
厚生科学要覧　’９５

3 ガイドブック厚生省、社会保険庁

61
日本公衆衛生雑誌　第４３巻第３号　１９９
６－３ 4 薬務公報　昭和55年度
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整理
番号 名称

整理
番号 名称

5 薬務公報　昭和58年度 3
エイズ犯罪　血友病患者の悲劇　（櫻井よ
しこ）

6 薬務公報　昭和59年度 4
薬害エイズ　原告からの手紙　（東京ＨＩＶ
訴訟原告団）

7 薬務公報　昭和60年度

8 薬務公報　昭和61年度

9 薬務公報　昭和62年度

10 薬務公報　昭和63年度

11 薬務公報　平成元年度

12 薬務公報　平成２年度

13 薬務公報　平成３年度

14 薬務公報　平成４年度

15 薬務公報　平成５年度

16 薬務公報　平成６年度

17 薬務公報　平成７年度

［医薬局総務課薬事審議会係］
整理
番号 名称

1 厚生省職員録（平成七年十月一日）

2
厚生省社会保険庁ガイドブック　平成８年
４月版

3
厚生省社会保険庁ガイドブック　平成８年
８月版

4 薬事法薬剤師法関係法令集平成二年版

5 新薬承認申請ハンドブック

［医薬局審査管理課総務係］
整理
番号 名称

1 新薬臨床評価ガイドライン

［医薬局監視指導・麻薬対策課総務係］
整理
番号 名称

1 医薬品ＧＭＰ関係法令集

2 日本のエイズ　（広河　隆一）
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［医政局］
整理
番号 名称

整理
番号 名称

1 メモ用紙 5 名刺ホルダー

2 日記帳 6 県人会関係資料

3 日記帳 7 雑誌

4 手帳 8 地図

5 手帳 9 歌集の表紙

6 手帳 10 テレフォンカード

7 手帳 11 私信

8 手帳 12 私信

9 手帳 13 名刺

10 手帳 14 和歌、写真

［健康局］ 15 県人会関係資料
整理
番号 名称 16 県の新聞の切り抜き

1 ノート 17 地図

2 名刺 18 私信

3 名刺 19 私信

4 ノート 20 私信

5 名刺 21 メモ用紙

6 名刺 22 私信

7 ノート 23 私信

8 ノート 24 私信

［医薬局］ 25 名刺
整理
番号 名称 26 罫紙

1 名刺 27 メモ用紙

2 薬務局ＯＢ会の名簿 28 福祉施設概要

3 ノート 29 福祉施設機関誌(平成7年1月）

4 名刺ホルダー 30 福祉施設機関誌(平成7年9月）
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私物等リスト

整理
番号 名称

整理
番号 名称

31 福祉施設概要 58 手帳

32 家計簿 59 手帳

33 県人会関係資料 60 手帳

34 メモ帳 61 手帳

35 名刺 62 手帳

36 メモ帳 63 手帳

37 メモ帳 64 手帳

38 日記帳 65 手帳

39 私信 66 手帳

40 メモ帳 67 手帳

41 手帳 68 手帳

42 名刺ホルダー 69 手帳

43 名刺ホルダー 70 手帳

44 名刺ホルダー 71 手帳

45 名刺ホルダー 72 ノート

46 名刺ホルダー

47 名刺ホルダー

48 名刺

49 ノート

50 ノート

51 ノート

52 薬務局ＯＢ会の名簿

53 内政関係者名簿

54 名刺

55 手帳

56 手帳

57 手帳
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