
R3.10月～ワクチン強化 
月間10月1日から3種並行 

：ｲﾝﾌﾙ+ｺﾛﾅ＋HPV 
＃１ｲﾝﾌﾙ 1800-2000回 
＃２ ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ(Pfizer)1000回 
 #3 子宮頸癌ﾜｸﾁﾝ(ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ) 

⑦10月のｺﾛﾅﾜｸﾁﾝは9.25の正午以降北区ワクチン予約サ
イトでの予約再開ですが、ワクチン供給緩徐の為は競争が
予測されます。ITOKCかかりつけも含め希望者について:近
くの,受診歴あるかたは特にキャンセル待ち登録を推奨しま
す。 

② 

①インフルワクチン2021解禁日の10.01（金曜日） 
ﾜｸﾁﾝフェア開催。 
②気になる値段は例年に近い以下 
平日成人3400円、小児(１２歳以下)2900円～ 
土日は別料金、12月～別料金です。 
⓷ｺﾛﾅVと他ﾜｸﾁﾝの同時接種不可.2週間あけて 
④ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝは、現在:12歳～全年齢接種可能 
⑤3回目、まだ不可です（未解禁です！） 
⑥子宮頸癌ﾜｸﾁﾝ定期接種可能(詳細は区役所に) 
HPV①～２W～CV① ～3W～ CV②～ HPV②(初回から最小
1か月) ～２W ～ HPV⓷(初回から最小4か月（高1の3月末
迄公費: 区に書類取り寄せ) 



6.07開始からの3か月で

2003回
のPfizerﾜｸﾁﾝ接種が当院で
完了。御協力頂いた皆様に感謝致します。

廃棄したワクチン ０人分

現在:全年齢層に接種可能
北区ワクチン予約サイトでの予約可能ですが、
ワクチン供給は緩徐の為ｻﾃﾗｲﾄでは競争が予測
されます。 ITOKCかかりつけも含め全ての希望
者について→受診歴あるかた、キャンセル待ち
に登録を推奨します。



8/28(土曜日)
北区予約サイトのみ～：時間は未公開

“東京都北区新コロワクチン＠ｻﾃ
ﾗｲﾄ新規予約再開日程についてR3.8.14

7月2日､以降の 新規予約停止が発令された北区
ｻﾃﾗｲﾄ施設ですが 以下の日程で再開になります。

質問は予約センター：ｗeb予約 or ｾﾝﾀｰ☎

電話 (0120-801-222)

ファイザーワクチン⓵②の間は3週＋α（モデルナは4週）
⇔ コロナ以外のワクチンとの間隔は2週

日々、適宜キャンセルによる余剰ワクチン接種対象募集を掲示
（HP、Twitterで、Facebookにて）

7.26解禁の対象が12ｰ39歳に拡大。：今年12歳になる場合その
1か月前に区から送られるが、誕生日まで接種不可。要注意

半袖（Tシャツ）にすぐなれる服装でお越しください

既にｷｬﾝｾﾙ待ち＆繰り上げ接種 希望者受付中



“ITOKC新コロワクチン＠ｻﾃﾗｲﾄ ITOKCかかりつけ
も含め全ての新規予約停止について→かかりつけのか
た特に、受診歴あるかたは、再開時･余剰時に備えて、
キャンセル待ちに登録を推奨します。

5.07開始からの5週間で

1072 回
のPfizerﾜｸﾁﾝ接種が当院で
完了。御協力頂いた皆様に感謝致します。

廃棄したワクチン ０人分

現在: 40歳以上or基礎疾患有
今後の展開, 7/26(12－39歳)に北区ワクチンセ
ンターでの予約開始予定ですが、ワクチン供給
不足の為ｻﾃﾗｲﾄでは大幅な遅延が予測されます。



7/26(12－39歳)

今後の展開は・(予約開始の目安ですが、ワクチ
ン供給不足の為遅延が予測されます。不明･･）

“ITOKC新コロワクチン＠ｻﾃﾗｲﾄ
ITOKCかかりつけも含め全ての新規
予約停止についてR3.7.15

7.12(月)深夜にに突如､ワクチン供給削減・以降
の 新規予約停止が発令された北区ｻﾃﾗｲﾄ施設で
す。しかしながら、9月、10月といつかまた予
約が再開できる日が来るかもしれません。また、
ワクチン接種は皆無ではない為、貴重なワクチ
ンをパズルを組み合わせて一人でも多くのかた
に接種を試みます。→キャンセル待ち(かかりつ
け・受診歴ありのかたは積極的にキャンセル待
ち登録をお勧めします。6月のキャンセル待ちし
たかたの半数以上のかたが接種の実績がありま

す。診療日･時間内 03-5959-7705 迄

現在: 40歳以上or基礎疾患有



7/12(40－59歳)
7/26(12－39歳)

今後の展開は・(予約開始の目安ですが不明･･）

“ITOKC新コロワクチン＠ｻﾃﾗｲﾄ
ITOKCかかりつけのかた 新規予約
期間限定一部募集についてR3.7.09

7.02(金)に突如､以降の 新規予約停止が発令され
た北区ｻﾃﾗｲﾄ施設ですが 7.08(木)の知らせによ

るとかかりつけのかたの予約は少量の配給
の範囲内予約可能とのことです。そこで
ITOKCでは予約を精査、ｷｬﾝｾﾙ･端数ﾜｸﾁ
ﾝ少々補充を、下記時間限定で予約を募集
します。かかりつけ限定･日英語限定。
7.10(土),7.11(日),7.12(月),7.14(水),7.15(
木)診療日･時間内 03-5959-7705 迄

現在: 60歳以上or基礎疾患有



2021年7月のスタッフ募集＠ITOKC
⓵医療事務（2名程度）
②看護師(1名程度)
まずはコロナワクチンprojectから
参加も可！(土,日だけも可能)

Before 3 週の翌日に⓵回目の予約が解禁です。※

ファイザーワクチン⓵②の間は3週きっちり（モデルナは4週）
⇔ コロナ以外のワクチンとの間隔は2週

毎日、キャンセルによる余剰ワクチン接種対象募集を掲示（HP、
Twitterで、Facebookにて）

7.26解禁の対象が12ｰ39歳に拡大。：今年12歳になる場合その
1か月前に区から送られるが、誕生日まで接種不可。要注意

半袖（Tシャツ）にすぐなれる服装でお越しください

CVコロナワクチン＠ITOKC News



Before 3 weekの翌日に⓵回目の予約が解禁です。※

ファイザーワクチン⓵②の間は3週きっちり（モデルナは4週）
、 他種ワクチンとの間隔は2週

毎日、キャンセルによる余剰ワクチン接種対象募集を掲示（HP、
Twitterで、Facebookにて）

7.26解禁の対象が12ｰ39歳に拡大。：今年12歳になる場
合、その1か月前に区から送られるが、誕生日までは接種
不可。要注意

※コロナワクチン予約の法則＠ITOKC
・3週間以上前には未解禁の法則接種予定日の、3週間前以前
には、新規接種（1回目接種）の予約は解禁されていない。
・接種予定日の3週間前の日が終わったら、（その日接種した人
の2回目接種＝3週間後の日と時間が確定するので）、その夜空
き枠を確定して、新規接種（1回目接種）のかたの予約を解禁する。
・例えば、8.21の予約は、3週間前の8.01が終わった後に、8.02～
予約が可能となる。
キャンセルや空き枠が日々動く。Twitterで、HP（ここ）、Facebook
で接触的に公開募集する。

半袖（Tシャツ）にすぐなれる服装でお越しください

CVコロナワクチン＠ITOKC News



行政からの事務連絡

ファイザーワクチンの供給量減少に伴う７月以降の各種対応に
ついて 2021.7.02発令により、北区内全サテライト施設（クリニッ
ク）でのワクチン接種の新規予約が停止となりました。

詳細は追って、北区のワクチン情報相談コールセンターや

北区のホームページ、北区ニュース（配布）により知らされること
と思います。

ITOKCとしては、せめて、かかりつけのかたで予約済みのかたや、
既に接種⓵済みのかたの、2回目の接種がなんとか確保できる

よう調整をおこなっていく日々です。場合により接種日の大幅な
変更をお願いすることがございます。

お国・都 次第（行政からの配布の有無）次第なので、見守って
下さい。一応、先々の見通しは暗いわけではなく、9か10月にな
ると安定するのではないかとされております（が不明です）。

“北区新コロワクチン＠ｻﾃﾗｲﾄ
新規予約が一旦停止についてR3.7.02

(60-64歳＋基礎疾患のあるかた)

7.02(金)以降新規予約停止です

質問は予約センター：ｗeb予約 or ｾﾝﾀｰ☎

電話 (0120-801-222)



2021年7月のスタッフ募集＠ITOKC
⓵医療事務（2名程度）
②看護師(1名程度)
まずはコロナワクチンprojectから
参加も可！(土,日だけも可能)

Before 3 週の翌日に⓵回目の予約が解禁です。※

ファイザーワクチン⓵②の間は3週きっちり（モデルナは4週）
⇔ コロナ以外のワクチンとの間隔は2週

毎日、キャンセルによる余剰ワクチン接種対象募集を掲示（HP、
Twitterで、Facebookにて）

7.26解禁の対象が12ｰ39歳に拡大。：今年12歳になる場合その
1か月前に区から送られるが、誕生日まで接種不可。要注意

半袖（Tシャツ）にすぐなれる服装でお越しください

CVコロナワクチン＠ITOKC News



東京都北区コロナワクチン＠ITOKC
公開予約開始(60歳～＋基礎疾患者)
6.28(月)14時（予約サイト）

接種開始は

6/29(火)～

60歳＋基礎疾患者

7/12(40－59歳)

7/26(12－39歳)

今後の展開は・・(予約解禁・接種開始の目安）



“早めに打とう新コロワクチン”
＠ITOKC 後半戦予約についてR3.6.13

(60-64歳＋基礎疾患のあるかた)
【How to reservation of Vaccination】
➀かかりつけ※のかたは適宜（ ）～
診察時などに個別相談可。

②既にｷｬﾝｾﾙ待ち＆繰り上げ接種 希望者受付中
（6.25全員発送の接種券入手持参or郵送して貰います）

③かかりつけ医では、各自に届いたクーポンが
ある方は、区外・都外でも年齢･基礎疾患などで
該当期間となれば接種可。お電話ください。

④6.28(月)14時 一般予約枠解禁：
予約センター：ｗeb予約 or ｾﾝﾀｰ☎で予約可能

電話 (0120-801-222)：初診可

⑤接種開始6.29(火)～：ｷｬﾝｾﾙetc余剰ワクチンが

あれば当日接種可(ただし介護事業者etcEWが優先されます)

⑥今後7.12(40ｰ59歳),⑦7.26(16ｰ39歳)
予約・接種解禁の見込み(北区共通)



東京都北区コロナワクチン＠ITOKC
公開予約開始(60歳～＋基礎疾患者)
6.28(月)14時（予約サイト）

接種開始は

6/29(火)～

60歳＋基礎疾患者

7/12(40－59歳)

7/26(16－39歳)

今後の展開は・・(予約解禁・接種開始の目安）



当院（ITOKC）でのコロナワクチン接種会場の紹介 2021.6.14朝 

 

ITOKCで本格的な個別接種開から 1週間。累計ですが午前中に 150回を超えます。 

新発売の 7本吸える（無駄が皆無の）25ゲージ 25mm長の針付きシリンジです。 

おかげで、ワクチン破棄を最小限にできました。（今のところ廃棄数は０人分） 

このニュータイプのシリンジは、自腹ですが、道具にはこだわります。 

 

 



東京都北区コロナワクチン＠ITOKC
公開予約開始(65歳～) 6.03(木)9時

接種開始は

6/07(月)少数～

6/14(中規模接種)

6/21(大量接種)



東京都北区コロナワクチン＠ITOKC
一斉予約開始(65歳～)
➀かかりつけ※の御高齢者は5.24～
診察時などに個別相談を開始
同時にｷｬﾝｾﾙ待ち繰り上げ接種 希望者募ります
（クーポンの届いた方・もうすぐ届く方）
かかりつけ医では、各自に届いたクーポンがあ
る方は、区外・都外でも当院で可能です。
診察券番号＋クーポン番号＋ｷｬﾝｾﾙ待ち繰り上
げ希望の有無を問います。

②6.03(木)から一般予約枠も解禁
予約センター：ｗeb予約 or ｾﾝﾀｰでの予約可能

電話 (0120-801-222)

（かかりつけ：※1-2か月毎に通院、薬手帳定時、年内
受診有り)は、直接予約可）方法(Web･専用LINE・電
話・現地)でお問い合わせを(日々の受付数量制限あり)

クーポン番号＋ｷｬﾝｾﾙ待ち繰り上げ希望の有無を致します（必
要です).今後も方式は適宜HPで改訂します。

接種開始6.07(月)少数

～6.14(月)(中規模接種)



We are COVID Inhibiters. 
 

#新型コロナワクチン 

#接種会場 

#クリニック 

#個別接種 

#練馬区モデル 

#いとう王子神谷内科外科クリニック 

ITOKCでは、来る来月・再来月～のワクチン接種に向けて、院内特設第一会場について 

専用スペースの準備を開始しました。まだワクチン入荷までは時間がかかりそうですが、

始まったら、息をつく間も無く、拡がるかも、と思います。 

様々な方策にまだ結論は出ませんが、いずれにしても、近隣の区民の皆様にとって安心

して注射を打って頂けるようにと試行錯誤を重ねて行きたいと考えています。 

↓第一会場 

  
 

↓第 2 会場  

   
       いとう王子神谷内科外科クリニック 院長 伊藤 

https://www.facebook.com/hashtag/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E4%BC%9A%E5%A0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E4%BC%9A%E5%A0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%8E%A5%E7%A8%AE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%8E%A5%E7%A8%AE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%86%E7%8E%8B%E5%AD%90%E7%A5%9E%E8%B0%B7%E5%86%85%E7%A7%91%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%86%E7%8E%8B%E5%AD%90%E7%A5%9E%E8%B0%B7%E5%86%85%E7%A7%91%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwdmaFBSg27-VZjqx_cZlKwKDo89OZfbTLuiCydvTe3Ey1qmwsQ2RnjEMacI9mk1GytnIkCCzDvA9Txb_kOBNC-YmX4lCYjhiJwEMjIJkMTg4xiKZ4ESKdK_1rt38ylS4&__tn__=*NK-R


ﾜｸﾁﾝ配分でﾜ
ｸﾁﾝｾﾝﾀｰが優
先される為
当院(ITOKC
に入荷･予約
開始は5月末
～6月になる
見込みです。

●急ぎで、われ先に一刻も早く打ちたい方は、ワクチンセン
ター（5.10解禁）で打つことになります。

●6月迄待てば当院（ITOKC）でも打てるようになります



■北区新型コロナワクチン予約サイト 

 

 

⇒東京都北区新型コロナウィルスワクチン接種の予約方法について 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

■新型コロナワクチン接種のご案内 

コロナワクチンナビは、新型コロナワクチンの接種会場を探したり、どうやって接種を受

けるかなどの情報をご提供しています。 

 

⇒新型コロナワクチンナビからの WEB 予約はこちらから 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■当院かかりつけの患者さん専用回線 

こちらは特定疾患にて、定期的にお薬手帳を持参、定時の上で処方をしている、 

この一年間のかかりつけの患者様専用です。 

上記ご確認のうえ、下記より友だち追加をお願いいたします。 

 

 

⇒line のお友達追加はこちらから 

https://www.city.kita.tokyo.jp/wakuchin/yoyaku.html
https://v-sys.mhlw.go.jp/search/list.html?id=131172&generalPracticeOnly=on&keyword=%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%86%E7%8E%8B%E5%AD%90&vaccineMaker=pf&page=1
https://line.me/ti/p/v-LPJD5zj2
https://area34.smp.ne.jp/area/switch/00002G0004FkeemUgF/resLoginSwitching
https://line.me/ti/p/v-LPJD5zj2


ITOKC 通院歴のあるかたに、新型

コロナ vaccine ｷｬﾝｾﾙ待ち

応募のお知らせ 4.18 募集開始！ 

（注）区の正式な接種の申し込み予約では

ありません。正式予約は区からの接種可の

通知到着後に、通知に従い Call ｾﾝﾀｰでの予

約をしてください。貴重なﾜｸﾁﾝですが 6 の

倍数で毎日接種は至難の業。また万が一ｷｬﾝ

ｾﾙが出ると余剰が出て廃棄の危機になりま

す。この時に繰り上げ接種は臨機応変(区

外･県外含めて)現場の対応で可とされてい

ます。そこで、受診歴のあるかたを中心に希

望者を募ります。受診歴無い方も事前に一

度保険証･お薬手帳を持参し登録すれば可。 

登録上位～電話を差し上げて(時間内）来れ

る人に接種します。ｽﾀｯﾌ or 電話 or 応募 BOX へ 

ITOKC   



東京都北区コロナワクチン＠ITOKC
一斉予約開始(65歳～)
サテライトのITOKCは6.03(木)から。
予約センター：ｗeb予約 or ｾﾝﾀｰ

電話 (0120-801-222)
かかりつけ(ITOKC)医院での直接予約可否・方法・解禁
日等は未定: 直前にHPにて公開

一斉接種開始 6.07(月)予定



6月

64歳以下の区民の接種券一斉発送（6/25）

7月 8月 9月

64

歳

以

下

の

接

種

券

を

一

斉

に

発

送

※高齢者施設等の従事者は、施設内で接種するなどにより優先性を確保します

基礎疾患を有する方

60歳から64歳の方

40歳から59歳の方

16歳から39歳の方

6/28から予約・接種開始

6/28から予約・接種開始

7/12から予約・接種開始

7/26から予約・接種開



 

 

新型コロナウィルスワクチン接種のキャンセル待ちについて 

 

キャンセル待ちが可能です。キャンセルで出た端数。これを破棄しない為には、

現場の判断で接種券がない世代に打つことも出てきます。 

 

主としては介護施設などのエッセンシャルワーカーさんが優先されます。例外

はあり得ます。予診票は DL して使いたいと思います。尚、キャンセル・繰り上

げ接種希望者は当院 HP や FB、Twitter で可能な限り、わかりやすい形でお示

しします。（現場で、電話などで見つかり次第、臨時接種対象者は決まる為、今

日、接種に行けますと言う場合は、来院前に一度 ITOKC(当院に)お問い合わせ

ください） 

 

厚生労働省の HP からの予診票はコチラ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000739379.pdf

