イーライ・リリーとチメロサール
チメロサールは49.6パーセントのエチル水銀である有機化合物です。イーライ・リリー、インディアナポリスの薬大手、
1929年のその商標メルチオレイトの下の高度に発展して公認のチメロサール‥
また抗菌性の殺菌性製品としてそれを売り始めました。それはワクチン中の最も広く用いられている防腐剤になりま
した。それがワクチンを殺すから、チメロサールは、MMR(麻疹、耳下腺炎、風疹)あるいはポリオのような実際のセル
のワクチンと共に使用することができません。チメロサールの安全性を調査するただ一つの研究は、イーライ・リリー
が後援する医者によって1930年に行われました。この人は脳膜炎で22人の患者にそれを注入しました。人体実験は、
チメロサールが無毒であることを証明しませんでした。
それにもかかわらず、研究者H.M。パウエルおよびW.A。ジェーミソンは、人間の被験者が病気で続いて死んだ、と言
わずに、チメロサールが人間のための「毒性の低位」をしていると述べた衛生のアメリカのジャーナルの中で1931年9
月に研究を公表しました。しかしながら、時間からの内部リリー・ドキュメントは、皮膚上で使用された時会社の研究
者がメルチオレイトの「燃焼性」を心配することを明らかにしました。1935年までに、彼が、犬にそれを注入しており、
彼に次のように述べさせて、厳しいローカルの反応を見た研究者から手紙を受け取った時、イーライ・リリーの
Jameison は、チメロサールの毒性を示す詳細な証拠を持っていました:
「メルチオレイトは、犬に用いるための血清のための防腐剤のように不十分です。」 70年で、チメロサール/メルチオ
レイトが開発されたので、FDA は、その毒性およびその非常にアレルギーの特性を示す広い証拠にもかかわらず、
その安全性の臨床研究を行なうことはイーライ・リリーに要求しませんでした。実際、FDA はまだ今日1931年のパウ
エルに言及します。また、Jameison は、防腐剤としてチメロサールの「安全性および有効性」の表示としてそのウェ
ブサイト上で勉強します。チメロサール/メルチオレイトは、軟膏、点眼薬、スプレー式点鼻薬およびコンタクトレンズ
用液を含む店頭取り引きの製品の中で広く使用されました。1998年には、それが水銀を含んでいる製品の安全審査
を始めた数年後、FDA は、ついにOTC products?18で使用されるチメロサールを禁止しました。CDCとFDAが幼年期
ワクチンからチメロサールを取り除いてくれるようにメーカーに依頼した前に、もう1年かかりました。イーライ・リリー
は'80年代中頃にメルチオレイトを含んでいる製品を作ることをやめましたが、世界中の製薬会社とライセンス契約か
らまだ利益を得ます。 イーライ・リリーは、彼らの自閉的の子どものためにチメロサールを非難する親からの何百も
の民事訴訟に直面します。しかし、大手製薬会社にはホワイトハウスと議会で強力な友達がいます。年上のジョー
ジ・ブッシュは1970年代にリリーの重役会をやり込めました。また、ホワイトハウス予算長ミッチ・ダニエルはリリーの
役員でした。
リリーCEO シドニーTaurel は、国土安全保障諮問委員会へのジョージ・W.ブッシュ大統領によって指名されました。
2002年11月に、議会は、訴訟をイーライ・リリーに保障し、かつ連邦予算を使ったワクチン災害補償プログラムによっ
て補償を求めることを家族に要求するために国土安全保障のための支出法案へ差し込まれて、条項を承認しました。
それは一般市民の抗議の後に2003年2月に撤廃されました。(RTenn。)上院院内総務ビル・フリストは、まだ同様の
法案を可決することを望みます。イーライ・リリーに対する議会の思いやりは意味をなします: 2002年の選挙サイクル
に、会社はそれを製薬産業で4番めに大きな寄贈者にして、反応する政治センターによれば、共和党員への4分の3
を含む、連邦候補に150万ドル以上与えました。現在の選挙サイクルに、会社は、既に連邦の候補に230,000(共和党
員への67パーセント)ドルに接近して与えました。 イーライ・リリーは、チメロサールの義務を回避しようと決心してい
るかもしれません。しかし、それは、それが神経学上の問題を持った子どもを遺棄したことを意味しません。(注意欠
陥多動性障害の治療のための新しいイーライ・リリーの薬)今年、FDA はStraterraを承認しました。イーライ・リリー

が被害を受けた子どもから利益を与える反語は親ロバート・クラクフには無意味ではありません:
「子どもの10 パーセント以内が支援することができると言って、イーライ・リリーがテレビ上のStraterra を促進してい
る場合、私たちが(何)反抗しているか理解します。」
アネット・フェンテスは、健康と社会政策の問題について頻繁に書くニューヨークのジャーナリストです。補助編集員
‥‥の中で‥‥これら‥‥タイムズ、彼女は、グローバルな工場の女性のバーバラ・エーレンライクとの共同執筆者
です
ブッシュ政権に反対しますほとんどの世界は、政府の戦争の致命的な計画に反対しますが、アメリカに外見はそれら
を支援します。なぜ? 国際的な報道と異なり、アメリカのメディアが、ブッシュの反面の真理および嘘、および主戦論
者に大部分は挑戦したくありません。私たちが主流報道の臆病に逆らうのを助けてください。支援する‥‥の中で‥
‥これら‥‥今日予約することによるタイムズ。?
私たちがサイトを改良している一方、コメントは現在無効になります。すぐにより詳細を戻ってチェックしてください。
リーダ・コメント
はい右。上院議員ビル・フリストは、製薬会社を助けるように法案を表に出すつもりです。 オールアメリカンは、医者
と立法者がよい公のもとで働くことを知っています。そして、卑怯な疾病および不遠慮な企業からの「共通の人」を保
護してください。 なぜ私は賭けるだろうか‥‥正しい‥‥これ‥‥非常に次に、立法者がいます、次のものを見つ
けるためにデータを熟慮する医者と製薬会社は「直る」そしてそのとき(もちろん)それが固定する疾病。 尐年‥‥行
う‥‥私は既に気分がよくなります。
次のものによって記入されました: 11.12.03 の上のクリス・スティーヴンズ|(IL)午後4:55
‥‥ピオリアから
医学界が否認の集合的な合唱を継続する一方、それらの単一の一人がチメロサールの毒作用を研究している研究
者に進んで話しかけて、この危険な神経毒上の掲載された記事および研究の何千も知っているのではありません知
的にまた医学的に不正なものとそれらがしばしば示すステートメントを記述することができるだけのように見えるでし
ょう。それらは17 マイクログラムの魚の消費に関して私たちを警告していますが、累積的な量の250 マイクログラム
以上のチメロサールを幼児とよちよち歩きの幼児に注入することに対する懸念はありません、国立環境健康科学研
究所が定義するもの‥‥として「食物摂取と吸入によって非常に有毒。何人かの内科医は、自閉症の増加がよりよ
い分析の結果であることを示唆します。これがJAMA のうちの1つを含むケースではないと言った尐なくとも3つの研
究がありました。しかし、ここでごく尐しの常識を使用しましょう。それは医者をすると実際に思いますか、精神病医、
親および教育者はそれらの8つをすべて認識しませんでした、9、10‥‥約束があって、彼らの手を激しくはたいた歳
子供‥‥奇妙な反復の振る舞いはありますか、知的に挑戦されWHO はできない‥‥TALK だった? また、自閉症
が常にまわりにあり、私たちがそれをよりよくちょうど分析している場合、その後、成人のautisticsはすべてどこです
か。
40および50歳の人が、自閉的の隣人およびクラスメートとあなたのうちのいくつを成長したか。この流行病は本当で
す。
それは巨大です。また、CDCは、チメロサールがそれを引き起こしたことを知っています。
また、不運にも、アメリカの納税者は、影響を受けた各子どものために1000万ドル以上であると推測されて、この子ど
もたちの一生支援の代価を払わなければならないでしょう。 非常に自信満々なすべてのMDにとって、子どもの身体
中のこの既知の神経毒を注入する際に、危険はありません、またワクチン 中の水銀が自閉症を含む
neurodevelopmental な混乱の流行病を引き起こしたという証拠がないと信じる、私にあなたのうちの誰でも出させる
‥‥小さな挑戦。 もし討議する勇気が公的にこの問題をしていれば、私たちは喜んであなたのうちの誰でも提供す

るでしょう。 真実の最初の動揺は、嘘がどれくらい深く嘘のよくパッケージにされたウェブが世代にわたる多量に
徐々に売られたbelieved…When だったかに正比例します、真実は完全に不合理に見えるでしょう‥‥そしてそのス
ピーカー、1 つの‥‥すさまじく精神異常。
――ドレスデン・ジェームズ次のものによって記入されました: 11.12.03 の上のボビー・マニング|午後9:56‥‥東アマ
ースト(NY)から
別のものの中の1本の脚の中の同時3および2で5つの免除を受け取るまで、私の孫は完全でした。.We はchsangeに
気づきました‥‥つまり‥‥自閉的のsymtoms‥‥すぐに注入の後に。.I‥‥だった‥‥1つの‥‥発射看護婦とし
て免除を与える看護婦for31年およびさらにgspent 2年。私は、ingrediants をすべて分配するためにワクチン薬があ
るガラス瓶をrooledする必要があることを知っています。ガラス瓶をrooling せずに、看護婦か医療助手がそれらの注
入を与えた ならば、私の孫は、 thermosil の大きな服用量を得ました 。これは明白です‥‥の中で‥‥彼の
diagnosis.The クリニック、医者、看護婦および 薬製造に由来する‥‥非難することである‥‥また、もしこれらが知
っている子どもたちならば、公正は行われるでしょう‥‥ あなたは、どのように問題に投票するだろうか!!
次のものによって記入されました: 11.14.03 の上の愛らしいAcker|2:07‥‥ミネソタからである。
非常に気が動転しているので、私は、前のコメント上のスペリングをチェックしませんでした。私のポイントは、それが
述べる内科医机参照薬本に、ありました「3 4 までのワクチンを同時に与えることができます。」
なぜそれらの知識を持った、いずれかの看護婦あるいは医者はこれをするでしょうか 31年の間の2年および看護婦
の間の免除看護婦として‥‥私は、ただ一つの理由がある幼児のために、薬を混合することおよび子どもの危険が
保険会社資金を節約することを知っています。私は一度に2つを越えるワクチンを与えませんでした。注入サイトはさ
らに混合しないために遠方に距離である必要があります‥‥ガラス瓶は底にthermisolを集結させます。そうでなけ
れば、混合EACH は注射器の時間を計ります‥‥引かれる、子どもは、水銀の2倍の服用量を越えるものを得るこ
とができました! 私は、看護婦が冷蔵庫からのガラス瓶をつかみ、かつガラス瓶を回転せずに、服用量を引くのを見
ました。私たちは、子どもを保護することをned しました、Therisolはまだいくつかのクリニックでの使用であるというこ
とです。それらは水銀中毒の危険により市場から直腸体温計を取り除きました。
これは国難です!!!
次のものによって記入されました: 11.14.03 の上の愛らしいAcker|2:26‥‥ミネソタからである。
水銀の親が子どもを毒殺したので、私はこの記事に感謝したい。私たちが発達上の遅れ、精神遅滞、未知の起源の
差し押え、indiopathic な片頭痛、免疫の機能障害、甲状腺機能低下症、および私たちの美しい18歳を悩ます多数の
他のもののラベルのためのこのリンクを発見したのは前に(わずか3 年)でした。彼女はプロトコルを削除する金属だ
がそれを伸ばしています‥‥
コストを持っている‥‥私たち‥‥彼らがこの損害を認めないとともに、ほとんどの医学のメインフレームとの私たち
のリンク。(大きな大学ヘルスケア実体)実際、私の仕事場は、考えあるいは悪影響に関して教育する努力のないこの
神経毒の25 mcg を含んでいるインフルエンザ・ワクチンを持った何百もの私の同僚に予防注射を する中央にあり
ます。誠実にメアリーBrookhart
次のものによって記入されました: 11.14.03 の上のM Brookhart|8:50‥‥アイオワシティ
(IA 52240)からである。
私は、私たちはすべてに関して嘘をつかれたと思います。私たちはみなやや愚かに見えます。また、それは、このよ
うなもの(thermosial の毒作用)から来ました。またADHD、Straterra のための新薬? Duh次のものによって記入され
ました: 11.15.03 の上の草原オリヴァー|午後2:38(Tn)‥‥パリから。
実を言えば勇気を持ってくれてありがとう(高い機能する自閉症の形式)。私の息子は、3歳で、「アスペルガー症候群」

と診察されました。(一つ以外の)私は、私の息子に注入されたワクチンがすべて水銀を持っていることをその後発見
しました。彼は今9歳です。また、私たちは、DMSA/DMPSを備えた1年のキレート化を完成しました。鉛中毒を治療す
るために主流医学の中で使用されて、DMSAは実際です。(特別食、栄養補助食品、OT、聴覚の治療、ビジョン治療、
スピーチなど)数年間の異なる介在を試みた後に、私たちは、キレート化を備えた最多の改良を見ました。メディアが
多数調査するまで、チメロサールを備えた多くの隠ぺいがするでしょう‥‥私の息子および他の子どもは、損害を取
消すために最良の医療助手を持っています。
何千もの子どもが、毎日、水銀、既知の神経毒をまだ注入されています。私たちは、この荒廃を止めるためにメディ
アからの支援を必要とします。
勇敢な努力を持続してください。ありがとう。
www.MomsAgainstMercury.com
次のものによって記入されました: 11.15.03 の上のアンジェラMedlin|午後4:35‥‥ケア
リー(NC)から
これは私が時間に沿って読んだ最も正直な記事のうちの1つです。ワクチン中のチメロサールによる水銀の有毒の
子どもの親として、私は、真実を公表するために勇気を持っていることに感謝しなければなりません。メディアは製薬
会社より強力な別の唯一の実体です。私たちは側であなたを必要とします。
www.momsagainstmercury.com
次のものによって記入されました: 11.15.03 の上のエイミー・カーソン|午後7:53‥‥レスター、NC から
その状態のためにイーライ・リリーを露出する記事を最後に読んで、私は嬉しい。どんな費用で利益を達成する会
社。
私たちの子どもたちは、私たちの政府援助および教唆する犯罪の会社よりよく相当します。私は、もしそれが並べら
れている彼らのポケットの代わりに傷つけられている彼らの子どもたちならば、上院議員フリストおよびブッシュ大統
領がイーライ・リリーに関してどのように感じるだろうかと思います。彼らは誰を思いますか‥‥それらはからかって
います?
次のものによって記入されました: 11.16.03 の上のKarey ウィリアムズ|午後8:08‥‥グレンビュー(IL)から
様々な仮説の比較、それがそうである北極(恐らくフィンランド‥‥またはSaami 祖先)のヨーロッパの祖先において
高いエリアへのimmgration の最近の(また、同じ方法論(これらの仮説と関係する副国富統計を見て)によってそうし
て)深遠な増加に対して水銀、MMR、「冷蔵庫母親」などを含んでいること‥‥明白‥‥移住は、移民が免疫である
が、それに北極のヨーロッパの祖先の人々が全く敏感な、ある種の病原性の影響を輸入しています。 見てください:
http://laboratoryofthestates.com/imbamcoa.html すみません -水銀仮説は、ちょうど私が数を実行した時、積み重ねるように見えました。この時点でそれを支持して緩和するただ
一つのものは、ポイントのそうでなければ関連しないクラスタの内部の変則の線形の関係の外観です。これは任意
に発生する特徴でありえます。しかし、そうでなければ、それは、状態の尐数だけに適用されるある種のより正確な
測定技術に関係のあるかもしれません -- 水銀がその問題を引き起こす事実にある場合。
次のものによって記入されました: 11.17.03 の上で木陰の多いジェームズ|12:17‥‥ワシントンからである。
嫌悪する私‥‥その移住を示唆するステートメントは、病原体の導入に対して責任のあるべきです。国の至る所で
の自閉症の無限のパーセンテージ上昇を見て、人はチメロサール・リンクの完全な否認になければならないでしょう。
それ‥‥あるいは単に水銀毒物学上で全くeduated されませんでした。あるEVERYONE KNOWS‥‥人体中の水銀
濃度にとっての危険。(特にチメロサール)しなければならないのは、すべてのワクチンの中の成分のリストを見ること
です。

35マイクログラムはウサギを殺します。しかし推測する‥‥何、6か月の時代の前にhepatits b ワクチンの中で計算
する場合、幼児はより多くの35mg を得ています! 成人のためのインフルエンザの予防注射の中の25mg、および子
どものためのインフルエンザの予防注射の中の25mg。平均110ポンドとなる大人は単に5つのACCORDING TO CDC
を消耗させているべきです。これが成人のための5倍以上の許可された量である間、40ポンドの子どものための狂気
の量を計算してください!!!!! 移民はいくつかの病原体をimportanting しているかもしれません。しかし、ワクチンは人
口を感染させているものです。
それらの免疫系が、ワクチン中のチメロサール、alumunim 水酸化物および他の補佐人によってcompormised され
ないので、移民は病原体に対して容易に免疫があります。誰ははそれにロジックを見出すことができませんか。免疫
系を危険にさらしてください。しかし、それは機能の不足です。そうすれば、実際に何も期待するべきではありません。
安全なワクチンとしてNO SUCH THING があります。ワクチンは、人類から疾病をまた除去しませんでした。
なぜ(それらが行った場合、)畜生‥‥子供はまだ得ていますか‥‥予防注射をした? またそれである‥‥任意の驚
異‥
‥トーチィズ博士によるそれ‥‥SIDS(103 を含んで)幼児に関する研究、2/3 以上は完全に予防注射を受けまし
た。
ピーク・ポイントである、24 で1 6 か月accured された死。これらはポリオ、hib、DTPの回です など‥‥予防接種。
一致?私はそう思いません。安全なワクチンを求める前に‥‥あるいは、チメロサールのような補佐人の否定は、自
閉症、SIDS ですることを持っていました。.. ETC。(ジェームズB)尐なくとも何について話しているか知っているように
見えるように、研究を行ってください。
次のものによって記入されました: 11.21.03 の上のキンバリーMedlin|午後2:21‥‥プレスコット(AZ)から
誰か、その試みの中で使用される22 の主題が死んだ時、チメロサールが安全であることをイーライ・リリーがどのよ
うに決めたか説明することができますか。それが幼児に注入するべき金庫であると断定しました。
箇条を書いてくれてありがとう。
たとえそれが彼のワクチンの後に直接起こったとしても、私には注射の「ルーチン」丸の後に多くの合併症に苦しん
だ息子およびすべての否定されたワクチン関係がいます。また、他の原因は見つかっていません。私たちは、5人の
子どものうちの誰もの近くの別のワクチンを許可しないでしょう!!
次のものによって記入されました: フロリダからの11.23.03 の上のクリスティーンEwton|午後4:07
こんにちは、私はさらに子どもの親です‥‥どのように‥‥このものへ滑り込んだ‥‥自閉症を呼びました。私は、
私の息子が怪我をした水銀であると言うことを好みます。彼は正常で、生まれて開発段階すべてに会いました。次に、
突然、彼はゆっくりスピーチを失い、コミュニケーションで坂の下に螺旋状になりました。私たちの政府はそうであるべ
きです‥‥それら自身を恥じる‥‥最大を最も大きく作成した会社の保護‥‥病歴中のscandel。私は、私がlatino
ステーションおよびネットについての情報上で気づくので、転覆されたと感じます‥‥latino コミュニティーに利用可
能でありません。彼らはこの重大な問題に関してできるだけ多くの人々に教えないでおきたい。私はその人々たちの
うちの1人でした‥‥そのdidnt‥‥知っています。
私はこの恐ろしい問題に関して書くことに感謝したい。あなたのようにさらにジャーナリストがいるべきです。
私は、latino コミュニティーにこれに関してもっと通知されるべきであると明確に思います。私は、univision ステーシ
ョンへ情報を送ろうとしました。しかし、驚いたことに、連絡情報は尐しもそこにありません。それは実際に奇妙です。
Telemundo は連絡情報を持っています。私は、それらにこの問題に関する手紙を送りました。井戸はもう一度、感謝
します。
次のものによって記入されました: ニュージャージーからの11.27.03 の上のデボラAdames|午後10:56

このカバーを露出するために私たちがメディアを必要とすると考える親に... 言うのに残念です... それらはその一部
です。クリストファー・ホッグ卿は、グラクソ・スミスクラインのCEO およびさらにロイター・ニュースの「非代表取締役
会長」です...他の通信社のための主な「ニュース材料。」私は、調合薬用の多くの「悪評」がまもなく常にあるかどうか
高度に疑います‥
‥与えられた‥‥私たちの社長(父親はイーライ・リリー重役会をやり込めた)の非常にinfluencial な役割、およびブ
ッシュJr。に非常に緊密に結び付けられたすべてのイーライ・リリーの幹部と同様に両方の産業におけるこの人の非
常にinfluencial な役割も。
さらに、ラムズフェルドがサールのためのCEO だったことに注意してください.. 別の調合薬。したがって、私は、どん
な真実も、これらの問題についてのメディアあるいは政府から出て来るのを見るつもりでありません。
また、ところで、アルツハイマー病と統合失調症は、さらに非常にこれへ遊ぶように見えます。3つの障害すべて―自
閉症、アルツハイマー病および統合失調症は、基本的に同じクリニックから始まりまし(エミール・クレペリンに)た。自
閉症はかつては「児童精神分裂病」と呼ばれました。統合失調症よって発見されたはかつては「早発性痴呆」と呼ば
れました。また、驚くほど、アルツハイマー病はまた「早発性痴呆」と呼ばれました。
.. アロイス・アルツハイマーがエミール・クレペリンの若い被保護者で、それらが、確かに「これらの障害を異なるもの
と呼ぶことに合意したように見えたという事実は言うまでもありません」攻撃の時代に基づきました。
興味を持っている人々のための私のウェブサイトですべてのこれについてはるかに詳細です。
http://www.autismhelpforyou.com
次のものによって記入されました: 11.30.03 の上のジャンヌA.Brohart|午後9:06‥‥から
ついに! 誰かが紙上にこれらの事実をすべて組み立てました。それは、国土安全保障ビルの中のフリスト準備に抗
議する私の理由を述べるかタイプしなければならないこと(何度も)から私を救うでしょう。 私は、この主題上のより包
括的な記事を見たことがありません。あなたの出版およびフェンテスさんが賞賛されることになっています!
次のものによって記入されました: 12.16.03 の上のクリスティーンかわいい人|10:22‥‥CT からである。
状態でのみ、人は合理的な生活を持っています...マンは彼の全生活を状態に負い、その内に単独であって、彼のも
のを持っています。 価値がであるものすべて、および彼が所有する精神的な現実はもっぱら状態によって彼のもの
です。賭博によって
次のものによって記入されました: http://www.free―カジノ・ゲームからの12.12.04 の上のオンライン・ブラックジャッ
ク|午後4:45 - 000.com
1 年後に、その戦争は起こり、その美の世界から奪いました。それは破壊しました‥‥だけでなく‥‥通り抜けた地
方の美、およびそれはそのパスの中で会っただけでなく、私たちの誇りを粉砕した芸術品‥‥文明の業績、多くの哲
学者および芸術家への私たちの賞賛、および国家とレースの間の差に対する最終的勝利に対する私たちの望み。
それは、科学の高い公平を曇らせました、それは、それらのすべての裸の中の私たちの本能を明らかにしました‥
‥またさせる‥‥
緩い‥‥私たちが思った私たちの内の悪霊は、最も高貴な心による連続的な教育の世紀までに永久に慣らされまし
た。それは再び我が国を小さくし、その他の世界をはるかに遠隔にしました。それは私たちから奪いました‥‥非常
に‥‥私たちは愛しました、またどれくらい暫時か私たちに示した‥‥
私たちが一定に見なした多くのものでした。オンライン・カジノによって次のものによって記入されました :
http://www.online―カジノからの12.13.04 の上のオンライン・カジノ|午後8:40 - 001.c
オーム
アネット・フェンテスによって|11.11.03 印刷します。|電子メール|コメント__

