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はじめに

本資料は，ワクチン関連の情報，統計データを，引用元リン
ク付きでまとめたものです．
（引用元は厚労省，WHO，CDC, 国内外のニュース記事など）

ご自身，またはご家族がワクチン接種を考えている方は，健
康と命に関わることですので，信頼できる情報に基づいて，
慎重に判断なさることをお勧めします．

本資料が，判断材料の1つとしてお役に立つことを，心から
願っています．

※お時間のない方へ： で囲まれた文をたどれば，
20分程で読むことができます．



3

目次 ー前半ー

1. 新型コロナワクチンの基礎知識（p.3-11）

2. 短期的死亡リスク（p.12-23）

3. 死亡以外の短期的有害事象（p.24-39）

4. 専門家と接種者の声（p.40-47）

未承認，治験中，動物実験の中止，
投与前例のない遺伝子ワクチン

インフルワクチンの100-400倍の死亡率，
ワクチン接種者の大量死

全身麻痺，体の制御不能，足の切除，
失明，皮膚異常
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目次 ー後半ー

6. 長期リスク①：自己免疫疾患（p.56-59）

9. その他（p.79-83）

7. 長期リスク②：抗体依存性感染増強（p.60-64）

8. ワクチン開始後にコロナ死が急増する国々（p.65-78）

5. コロナ死の分析（p.48-55）
ワクチン死との徹底比較（p.53）

抗体による「再感染時の重篤化リスク」，

HIV発見のノーベル賞受賞者の警告
「ワクチンが変異株の蔓延を引き起こす」
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米国の食品医薬品局（FDA; Food & Drug Administration）の公式文書
（日本語版）をご覧ください．

1. 基礎知識 未承認であること

ワクチン接種を受ける人と介護従事者のためのファクトシート (fda.gov)

ワクチン接種を受ける人と介護従事者のためのファクトシート (fda.gov)

新型コロナワクチンには，正式承認されているものは1つもありません．
あくまで「緊急使用許可（EUA）」であり，日本の場合「特例承認」と
いう位置づけです．

https://www.fda.gov/media/145509/download
https://www.fda.gov/media/145512/download
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遺伝子ワクチン

新型コロナワクチンは，ウイルスの遺伝子を注入する点で，
従来のインフルエンザ等のワクチンと全く異なります．

遺伝子ワクチン： ウイルスのスパイクタンパクの遺伝子を注入

新型コロナ

インフルエンザ

生ワクチン： 弱毒化したウイルスを注入

不活化ワクチン： ウイルスの一部を注入
抗体形成

接種者の細胞自体を「スパイクタンパクの生産工場」にする

抗体形成

より引用

CNN.co.jp : イラストレーターに
聞く舞台裏

ワクチンの種類に関する解説記事：多様なワクチンの違いは？: 日本経済新聞 (nikkei.com)

https://www.cnn.co.jp/fringe/35153116.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61944150X20C20A7000000/
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m-RNAワクチンの人体投与は前例なし

遺伝子ワクチンの中にもいくつか種類があります．

→ ファイザー，モデルナm-RNAワクチン*

ウイルスベクターワクチン* → アストラゼネカ

ベクターワクチンの承認例は過去に2例しかなく，いずれも
エボラウイルスワクチンです．m-RNAワクチンは承認例が
ないどころか，人体に投与した前例さえありません．

参照記事：多様なワクチンの違いは？: 日本経済新聞 (nikkei.com)

新型コロナワクチンは危険 - YouTube

*これらのメカニズムについては，
新潟大学医学部名誉教授の岡田正彦博士が
動画で大変わかりやすく説明しています→

15分の動画：

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61944150X20C20A7000000/
https://www.youtube.com/watch?v=WEM2xoyz900
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新型コロナワクチン研究の完了予定日は，
ファイザー：2023年4月6日，モデルナ：2022年10月27日です．
つまり，「現在は治験期間中であること」を理解する必要があります．

治験期間中であること

Study to Describe the Safety, …- ClinicalTrials.gov

ファイザー

モデルナ

研究開始日

研究完了予定日

A Study to Evaluate Efficacy, … ClinicalTrials.gov

米国政府が運営するNational Library of Medicineより引用：

米国政府が運営するNational Library of Medicineより引用：

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
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通常のワクチン開発では，長期的な副作用を評価するため，7-10年という歳
月をかけて動物実験，臨床試験が行われた後，実用化に至ります．未だ承認
実績のないmRNAワクチンの場合，さらに慎重を期すべきでしょう．

「開発から1年未満での実用化」という異常性

Study to Describe the Safety, …- ClinicalTrials.gov

研究開始日

研究完了予定日

A Study to Evaluate Efficacy, … ClinicalTrials.gov

ファイザー

モデルナ

それが今，「緊急使用」という名のもとに，「開発から1年も経ずに
実用化されている」という異常性を認識しなくてはなりません．

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
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「新型コロナワクチンの動物実験は中止された」という事実にも注意し
て下さい．以下は，テキサス州の上院委員会における，医師の証言です．

中止された動物実験①

You「動物が死に始めたので動物実験を中止した」 / Twitter

彼らは実際に動物実験を行い
ましたが、動物達が死んだの
で、実験を中止しました。

動物実験をとばして実用化された
ワクチンを他に、見たことがあり
ますか？

日本語字幕付動画：

COVID Vaccine Trials In Animals Were Stopped Because They 
Kept Dying, Revealed In Texas Senate Hearing | GreatGameIndia

記事と1分間の動画：

Did you see any other vaccine that was put out 
for the public that skipped the animal tests?

they actually started the animal tests and 
because the animals were dying, they 
stopped the tests.

Never before.

一度もありません。

https://twitter.com/You3_JP/status/1392861346564173827
https://greatgameindia.com/covid-animal-trials-stopped/
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ファイザー社の元副社長&元科学主任であるYeadon博士が，欧州医薬品
庁（EMA）に提出した安全懸念の嘆願書には，「動物実験が失敗した主
な原因は抗体依存性感染増強（ADE）」と述べられています．

中止された動物実験②

ADEはコロナワクチンにとって深刻な問題であることが証明
されており、多くのワクチンが初期の体外試験や動物試験で
失敗した主な理由でもある。例えば、SARS-CoVウイルスの
スパイクタンパクを接種したアカゲザルは、SARS-CoVに
チャレンジした際に重篤な急性肺障害を示したが、ワクチン
を接種しなかったサルには見られなかった。同様に、4種類
のSARS-CoVワクチンのうち1種類で免疫したマウスは、
SARS-CoVウイルスにチャレンジした後、肺に好酸球の浸潤
を伴う病理組織学的変化が見られた。

Dr Yeadon's (former Pfizer VP) Coronavirus Vaccine Safety Petition (dryburgh.com)

https://dryburgh.com/mike-yeadon-coronavirus-vaccine-safety-concerns-petition/
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データを基に，ワクチンの短期的影響を考えます．はじめは死亡例に
ついてです．新型コロナワクチン接種後の死亡として， 5月21日まで
に厚労省に報告されている件数は，85件です．

2. 短期的死亡リスク 日本

000784439.pdf (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000784439.pdf
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5月21日時点での日本のワクチン接種率は，下記の通り4.53%です．日
本の人口は1億2300万人なので，接種者数は557万人となります．

日本

20日：4.37 % 23日：4.85 %

21日：4.53 %Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics 
and Research - Our World in Data

よって，ワクチン接種後の死亡率は6.6万人に1人と計算されます．

https://ourworldindata.org/covid-cases?country
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平成27年シーズンのインフルエンザワクチンと比較してみましょう．
同じく厚労省のデータです．

インフルエンザワクチンとの比較

5100万人が接種して7人が亡くなられているため，割合としては730万人
に1人です．よって，新型コロナワクチンの短期的死亡リスクは，インフ

ルエンザワクチンの 110倍 と求まります．

0000185509.pdf (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000185509.pdf
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こちらは韓国の例です． 5月19日時点で192件の死亡が報告されています．

韓国

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

韓国の人口は5130万人，
接種率は7.34%であるた
め，死亡率は

2万人に1人
と計算されます．
このデータを基にすると，
短期的死亡リスクはイン
フルエンザワクチンの

370 倍です．

コロナワクチン副反応新たに925件 - Yahoo!ニュース

https://ourworldindata.org/covid-cases?country
https://news.yahoo.co.jp/articles/1c23649d4cd7a79f1aaf54ca734e75eb4cdc0e6d
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米国の例も見てみましょう．ワクチン有害事象報告システム（VAERS）
によると，ワクチン接種後の死亡件数は4434件（5月10日時点）です．

米国

一方，ワクチンを接種した米国人の割合は，45.69 %です．

Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination | CDC

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

米国の人口は3.28億人で
あるため，死亡率は

3.4万人に1人
と計算されます．
このデータを基にすると，
短期的死亡リスクはイン
フルエンザワクチンの

210 倍です．

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://ourworldindata.org/covid-cases?country
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予防接種大国である米国において，2021年のワクチン死者数は飛
び抜けています．5月1日時点ですでに，「過去20年間のあらゆる
ワクチンによる死者の合計数」を上回っています．

過去20年間のワクチン死者数を超える（米国）
V
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2001ー2020年の合計: 3049件

2021年：3409件（5月1日時点）

The Deadly COVID-19 Vaccine Coverup — Virginia Stoner Writing & Art図の引用元：

データ元：CDC

（注）2021年のワクチン投与数は，
2019年と同水準で，2020年よりも少ない．

The Deadly COVID-19 Vaccine Coverup — Virginia Stoner Writing & Art

wonder.cdc.gov データ入手方法： Death and the COVID-19 vaccines

https://www.virginiastoner.com/writing/2021/5/4/the-deadly-covid-19-vaccine-coverup
https://www.virginiastoner.com/writing/2021/5/4/the-deadly-covid-19-vaccine-coverup
https://wonder.cdc.gov/vaers.html
https://www.virginiastoner.com/writing/2021/4/19/death-and-the-covid-19-vaccines
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VAERSへの有害事象報告は自己申告制であるため，実数よりも過小評価
されているとの指摘があります．2010年の調査報告書によると，
VAERSには有害事象の1%未満しか報告されていません．つまり，実数
は報告数の100倍以上と見るべきです．

ワクチン有害事象の過小評価（VAERS）

Electronic Support for Public Health - Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS) (Massachusetts) |

AKIRA 2024/ Twitter動画（Fox News）：

https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/1391022701834235908
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同じことは，日本についても言えます．
死亡例の報告は医師の判断に委ねられているためです．

令和３年４月９日 第55回厚生科学審議会予防接種・ワ
クチン分科会副反応検討部会、議事録｜厚生労働省

ワクチン有害事象の過小評価（日本）

下記は，接種の翌日に死亡したけれど，医療機関
の判断で報告されていなかったケースです．

北海道旭川市の旭川赤十字病院では、接種翌日に死亡した男性につい
て、因果関係はないとみていったん国への報告を見送った後、遺族の
意向を受けて４月に急きょ、報告したケースがあった。
旭川赤十字病院などによると、亡くなったのは同病院事務職員の４

０歳代男性。同病院では３月５日に医療従事者向けのワクチン接種が
始まり、男性も３月１９日に接種した。当日は体調に変化はなかった
という。だが、翌２０日に体調が急変し、同病院に搬送されて死亡が
確認された。死因は急性大動脈解離による心タンポナーデだった。

接種後に死亡、報告悩む医療機関: 
読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18118.html
https://www.yomiuri.co.jp/medical/20210508-OYT1T50380/
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世界各国の高齢者施設・病院では，ワクチン接種をきっかけに大量死が発
生しており，それらはコロナ死としてカウントされています．イギリスの

高齢者施設では，ワクチン接種後に居住者の1/3以上が死亡しています．

ワクチン接種後の大量死 ーイギリスー

3週間の内に，居住者の1/3以上にあたる22人が死亡

感染爆発は，居住者がワクチ
ンを打ち始めた時に始まった

施設居住者の
60 %がコロナ陽性

Coronavirus outbreak: 22 deaths at Pemberley House Care Home | Basingstoke Gazette

https://www.basingstokegazette.co.uk/news/19043790.coronavirus-outbreak-22-deaths-pemberley-house-care-home/
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インドでは，1つの病院でワクチン接種者100人が死亡しています．

More Than 100 Patients Die | GreatGameIndia

このニュースは，インド国内の主要メディアに黙殺されている

ワクチン接種後の大量死 ーインドー

https://greatgameindia.com/100-vaccine-deaths-india-hospital/
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1月の感染爆発で
46人が死亡

スペインの高齢者施設では，ワクチン接種後の感染爆発で

46人が死亡と，アンダルシア保健局が報告しています．

年初に，施設の居住者
と労働者は，
ファイザー製ワクチン
の1回目接種
を行っていた

Un brote en una residencia de Los Barrios provoca 46 muertes por coronavirus (abc.es)

ワクチン接種後の大量死 ースペインー

https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-brote-residencia-barrios-provoca-46-muertes-coronavirus-202102040941_noticia.html?ref=https:%2F%2Findeep.jp%2Fwhats-happening-to-vaccinated-older-people-in-the-world%2F
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ドイツのウルディンゲン高齢者施設では，ワクチンを接種した居住者

42人の内13人が次々と死亡しています．以下は，医師・専門家・施設

従業員・匿名告発者等によるドキュメンタリー動画と，その抜粋です．

ワクチン接種後の大量死 ードイツー

50分の動画（日本語字幕付）：

コロナワクチン語られない真実 (rumble.com)

日本語の解説記事：

ワクチン接種後に「25％の居住者が急死」- In Deep

彼女はこのように言っていました。
「ワクチンを打つ日までは、施設の
老人達は通常通りに生活し、何の症
状も兆候もありませんでした。」

「それなのに、ワクチンを打って施
設に戻ってきた人達は全員、病気で
衰弱しきって、寝たきり状態でし
た。」
ワクチンを拒否した二人だけが健康
で、食事ができたそうです。

施設従業員の友人の証言（動画6:30~）

https://rumble.com/vglqkt-27888077.html
https://indeep.jp/whats-happening-to-vaccinated-older-people-in-the-world/
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では，死亡以外の短期的影響も見ていきましょう．
下表は，4月30日までのVAERSへの報告をまとめています．

3. 死亡以外の短期的有害事象

永久障害

入院

出生異常
命の危険

長期入院

緊急医・緊急治療室
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ワクチン接種後に，首から下が麻痺して動かなくなる症例です．

麻痺症状①：全身麻痺

Bethel Park mother left paralyzed– WPXI

Nashville woman unable to walk | WATE 6 On Your Side

ファイザー製ワクチンの1回目接種から12時間後に全身
麻痺．1週間後，麻痺部は腰から下のみとなった（↑）．

（↑）ファイザー製ワクチンの2回目接種後
に酷い首の痛み．寝て起きたら全身麻痺．
10日後，腕と足の指を動かせるようになった．

https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/
https://www.wate.com/news/nashville-woman-unable-to-walk-claims-pfizer-covid-19-vaccine-is-to-blame/?utm_campaign=socialflow&utm_source=t.co&utm_medium=referral
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顔の半分が麻痺するベル麻痺は，VAERSに1112件
報告されています（5月7日時点）．

麻痺症状②：ベル麻痺

動画：AKIRA 2024 https://t.co/gBCF2JTtJh」 / Twitter↑接種から3日後にベル麻痺を発症した看護師．

COVID DATA - OpenVaers

ファイザー製ワクチンの治験に参加し
たイスラエル人のベル麻痺症状→

13 Israelis Suffer From Bell's Palsy Following The 
Pfizer Covid Vaccination | OYE NEWS

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/1391011523955281930
https://www.openvaers.com/covid-data
https://oye.news/news/health/vaccines/13-israelis-suffer-from-bells-palsy-following-the-pfizer-covid-vaccination/


27

モデルナ製ワクチンを接種した看護師の女性は，
2日後に舌の動き，3日後に全身の動きが制御不能となっています．

身体の動きの制御不能

画像では彼女の訴えが伝わらないため，1分の動画をご覧ください
AKIRA 2024 https://t.co/gBCF2JTtJh」 / Twitter

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/1391011523955281930
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元テコンドーのチャンピオンのDave Mears氏は，3月4日にアストラゼ
ネカ製ワクチンを接種後，インフルエンザ様の症状が悪化．4月10日に
左足ひざ下が膨れ上がり，12日に切除しています．

足の切除

He said: “It started with a horrendous fever. I 
was admitted to hospital on the 10th and on 
the 12th my foot just exploded. There was 
blood everywhere.

「ひどい熱から始まったんだ。10日に入院
して、12日には足が爆発したんだ。至る所
に血が飛散した。」と彼は語った。

losing his leg weeks after receiving AstraZeneca Covid-19 
vaccination (stamfordmercury.co.uk)

https://www.stamfordmercury.co.uk/news/man-lost-leg-weeks-after-covid-vaccination-9198171/
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WHOのデータベース“VigiBase”に，欧州内でワクチン接種後の「目の障
害」が19,916件報告されています（5月1日時点）．以下に一部抜粋した
ように，その内「失明」が303件です．

失明（欧州）

19,916 ‘eye disorders’ including blindness following 
COVID vaccine reported in Europe | News | Lifesitenews

ニュース記事：

Vigibase： VigiAccess

目の痛み（Eye pain）
4616件

欧州の人口は7.3億人，ワクチン接種した人の割合は21.79 %（5月1日時
点）です．有害事象の報告率が1%と仮定すると，「目の障害」の発生確
率は80人に1人と計算されます．

視覚障害（Visual impairment）
1625件

失明（Blindness）
303件

眼球出血（Eye haemorrhage）
169件

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics 
and Research - Our World in Data

https://www.lifesitenews.com/news/19916-eye-disorders-including-blindness-following-covid-vaccine-reported-in-europe
http://www.vigiaccess.org/
https://ourworldindata.org/covid-cases?country
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米国のVAERSには，個別の症例レポートもまとめられています．

19,916 ‘eye disorders’ including blindness following 
COVID vaccine reported in Europe | News | Lifesitenews

ニュース記事：

An 83 year-old from Indiana who had Moderna’s vaccine and went blind in her left eye the 
same day. “Went to emergency room at Hospital Was told I have Blood clot in my eye causing 
the blindness and Ophthamologist says it will probably be permanent,” her report states.

インディアナ州の83歳の女性は、モデルナのワクチンを接種したところ、
同日に左目が失明しました。「病院の緊急治療室に行ったところ、目に血
栓ができて失明したと言われ、眼科医はおそらく永久に残るだろうと言っ
た」と報告しています。

VAERS：COVID DATA - OpenVaers

失明（米国，VAERS症例レポート）

A 50-year-old woman from Oklahoma with no prior health conditions experienced a central 
retinal vein occlusion (CRVO) 2 and ½ hours after receiving a second dose of Pfizer’s COVID-19 
vaccine resulted in loss of sight to her right eye, according to another VAERS report. 

オクラホマ州在住の50歳の女性が、ファイザー社のCOVID-19ワクチン
の2回目の投与を受けた2時間半後に網膜中心静脈閉塞症（CRVO）を発症
し、右目を失明したことがVAERSの別の報告書で明らかになりました。

https://www.lifesitenews.com/news/19916-eye-disorders-including-blindness-following-covid-vaccine-reported-in-europe
https://www.openvaers.com/covid-data
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米国のVAERSにも同様に眼の障害が報告されています．

「モデルナワクチンの2回目の投与を受けてから12時間以内に、左後頭葉の後
頭脳梗塞を経験した。」 フロリダ州の73歳の男性のVAERS報告書には、こ
う書かれています。「その結果、右上象限の周辺視野が失われた」

“Within 12 hours of receiving the 2nd dose of the Moderna vaccine, I experienced an occipital 
cerebral infarction in the left occipital lobe,” states the VAERS report of a 73-year-old Florida 
man. “As a result, I have a loss of peripheral vision in the right upper quadrant.”

失明（米国，VAERS症例レポート）

19,916 ‘eye disorders’ including blindness following 
COVID vaccine reported in Europe | News | Lifesitenews

ニュース記事：

VAERS：COVID DATA - OpenVaers

別のVAERSレポートでは、カリフォルニア州の68歳の男性がファイザー社
のワクチンを初めて接種した後、4日間の入院と多数の介入を行ったことが
記載されています。「COVID 19の初回接種を受けた3週間後に右目の視力
が永久に失われた。網膜動脈分枝閉塞症（BRAO）と診断された。」

Another VAERS report describes a 68-year-old California man’s four-day hospitalization and 
numerous interventions after his first dose of Pfizer’s vaccine: “Permanent loss of vision in right 
eye three weeks after receiving first COVID 19 vaccination. Diagnosed with Branch Retina Artery 
Occlusion (BRAO) clotting of the retinal artery.”

https://www.lifesitenews.com/news/19916-eye-disorders-including-blindness-following-covid-vaccine-reported-in-europe
https://www.openvaers.com/covid-data
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皮膚異常：ファイザー

引用元： 引用元： 引用元：
コロナワクチンと
皮膚症状2｜note

続いて，ワクチン接種後の皮膚異常です．ファイザー，
モデルナ，アストラゼネカ，J&Jの順にお見せします．

https://t.co/fdtBHoqNMC https://t.co/nLMMIsrb4N

https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd
https://twitter.com/seestosaysso73/status/1369821593254338561
https://twitter.com/OtleyGerald/status/1356580342623264769
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皮膚異常：モデルナ

引用元：
引用元：

https://t.co/8K6Hv7TPhW
https://t.co/yuzYipgs3h

https://twitter.com/806texasgrl/status/1382878782223110146
https://twitter.com/AlexBerenson/status/1384164546793771010
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皮膚異常：アストラゼネカ

引用元：Mother's arm erupts in agonising red rash after getting 
AstraZeneca's Covid vaccine | Daily Mail Online

コロナワクチンと
皮膚症状2｜note

引用元：

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9422323/Mothers-arm-erupts-agonising-red-rash-getting-AstraZenecas-Covid-vaccine.html
https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd
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皮膚異常：J & J

引用元：8News (wric.com) コロナワクチンと皮膚症状2｜note引用元：

下記記事に，各社製ワクチンによる皮膚異常症例が広く網羅されています

コロナワクチン 肌に出る副作用 - prettyworldのブログ(muragon.com)

https://www.wric.com/news/local-news/goochland-county-man-suffers-rare-severe-reaction-to-covid-19-vaccine/
https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd
https://prettyworld.muragon.com/entry/23.html
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リスクを認識する

これらは，コロナに自然感染した時には見られない異常な症状であるこ
とを認識して下さい．そして，「開発から1年しか経たない，未承認かつ
治験中である，海外製の遺伝子ワクチン」を打つとご自身で決めたから
には，このようなリスクが伴うことに同意したと見なされます．

動画：
コロナワクチンをどう考える？打つべきか？待つべきか？ - YouTube

「僕からの提案は、待ったほうがいい、とりあ
えず待っておきましょう」

「ちゃんと誓約書みたいなのを書かされる。・・・
はい、YESと言った瞬間にもう自己責任になる」

宮城正照医師

https://www.youtube.com/watch?v=wzn1l9kWcf0
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死亡率が高く，凄惨な有害事象が出る大きな要因の一つとして，
「毒性量をヒトに投与していること」があります．

経産省の参考資料：
化学物質のリスク評価のためのガイド
ブック抜粋 (env.go.jp)

薬物の投与量

動物実験で
有害事象が発生

動物実験で
有害事象なし

最小毒性量：LOAEL
（Lowest Observed Adverse Effect Level）

ヒトへの投与量(X)は，最小毒性量
(LOAEL)より小さくすることが，
投薬における基本中の基本です．

「毒性量を投与している」異常性

X = LOAEL / UFs

不確実係数積（UFs）は，表内
の①-④のかけ算で決定

左下の表から，XはLOAELの
1000分の1以下と決まります．

http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/hisan_risk/hyoka_tih/com06/ref05.pdf
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「毒性量を投与している」異常性

ファイザーの安全データシートによると，ラットの動物実験から，
ワクチンの LOAELは 10μgと評価されています．

引用元：Safety Data Sheets | pfpfizeruscom

よって，ヒトへの投与量は，1/1000の 0.01μg 以下となるはずです．
たとえ安全性の基準を緩めたとしても，0.1μg 程度とすべきでしょう．

https://www.pfizer.com/products/safety-data-sheets
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「毒性量を投与している」異常性

しかし，実際にはなんと，30μg がヒトに投与されています．
これは，推奨値の3000倍にも上り，LOAELを越える毒性量です．

ファイザー製ワクチン（コミナティ筋注）の特例承認に関する審査報告書：
672212000_30300AMX00231_A100_4.pdf (pmda.go.jp)

製薬の肝は，「いかに毒性を抑えて効果を発揮するか」であり，
このために薬開発は長い年月を要します．「緊急使用」の名の下
に毒性を無視していいのであれば，1年未満でワクチンを開発で
きることも納得できます．

https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_A100_4.pdf
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4. 専門家と接種者の声 「未知のことが多い」

引用元：

国内で接種されている米ファイザー製と今月中に使用が承認される見通しの２
社製は、いずれも遺伝子操作技術を用いた「遺伝子ワクチン」。その“遺伝子”
への不安を口にする専門家もいる。

川上浩一教授

国立遺伝学研究所の川上浩一教授（６１）は
「未知のことが多い。遺伝子を人体に導入することには慎
重であるべきだ」と訴える。

通常は１０年以上かかるワクチン開発を、今回は約１年で
実用化。遺伝子ワクチンが実用化されるのは、今回が事実
上初めてだ。

一方、動物実験で人工遺伝子が肝臓に到達した例があっ
たといい、体内に入った後の遺伝子の動きを「完全に制
御することはできない」と川上氏は言う。

「遺伝子ワクチン」接種に慎重判断に 一部専門家が注意喚起（サンケイスポーツ）

以下の記事では，「遺伝子のプロ」と「ワクチンのプロ」が，
それぞれ遺伝子ワクチンに警鐘を鳴らしています．

https://news.yahoo.co.jp/articles/59f17bb5fc27f88d7124776260f1215dfe772456
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「私は家族や患者にも打たせたくない」

引用元：

岡田正彦名誉教授

「ワクチンではなく、『遺伝子治療』と呼ぶべきだ」とい
うのは新潟大名誉教授で予防医療学が専門の医学博士、岡
田正彦氏（７４）。

岡田氏は治療薬について「海外では１０～２０種類の有力な候補がある。
特効薬は近く出る」と期待を寄せ、対策をワクチンだけに頼るべきではな
いと強調した。

「遺伝子ワクチン」接種に慎重判断に 一部専門家が注意喚起（サンケイスポーツ）

健康への影響も２～３年、種類によっては１０年先まで見
なくてはならないとした上で、岡田氏は「健康な人にわず
かでもリスクがあるものを接種させるのは、医学の倫理に
反する。私は家族や患者にも打たせたくない」と力を込め
た。

https://news.yahoo.co.jp/articles/59f17bb5fc27f88d7124776260f1215dfe772456
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ワクチン普及者が警鐘を鳴らす意味

「『 1日経っても副作用が出なかったのでこのワクチンは安全だ』など
と間違ったメッセージを出さないように、医師の皆さんにお願いします。
そんなセリフはどうぞ10年後にしてください。」

マスメディアは，新型コロナワクチンに懸念を表明する人に
反ワクチン派というレッテルを貼ろうとしていますが，これは大き
な間違いです．
以下のような実績を有し，ワクチンの普及に携わってきた岡田博士
が，遺伝子治療の危険性を訴えている意味を考える必要があります．

新型コロナワクチンは危険 - YouTube15分の動画：

「『政府の説明だけが正しいので、巷の噂に惑わされないように』との
呼びかけがなされるようになりました。異論を許さない雰囲気があり、
これではまるで太平洋戦争当時の大本営発表ではありませんか。」

https://www.youtube.com/watch?v=WEM2xoyz900
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日本人接種者の死亡例

ワクチン接種者の死亡については，週刊現代（21年6月5日号）が
詳しく報じています．以下は26歳の看護師女性の事例です．

（事例2）
26歳女性、基礎疾患なし

３月19日ワクチン接種（１回目）。
接種後、アナフィラキシー等なし。体
調変化なし。３月22日通常勤務。３
月23日夜勤だが出勤されず、家族へ
連絡し、当院職員も自宅へ。家族、警
察、救急隊が先に午後５時15分頃到
着し、死亡確認された。

「娘は健康そのもので、頭痛など身体
の不調を訴えたことすらほとんどな
かった。原因はワクチン以外考えられ
ないだろう。」 [父親談，週刊現代]

ワクチン接種について「怖い」「打ち
たくない」と言って嫌がっていた。し
かし、コロナ病棟勤務ということもあ
り、拒むことができなかった。
[週刊現代]

23日夕方に母親がアパートを訪問し
た際、本人は両手を挙げ、リビングの
ソファーに倒れていた。食べたと思わ
れるものは嘔吐し、口から泡を吹き、
鼻血が出ていて、すでに死後硬直の状
態だった。

000784439.pdf (mhlw.go.jp)厚労省資料：

WONDERFUL WORLD (jugem.jp)

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000784439.pdf
http://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=2576
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日本人接種者の声

ファイザー製ワクチンを接種した医療従事者の方の
Facebook投稿から，一部抜粋します．

コロナワクチン 肌に出る副作用 - prettyworldのブログ(muragon.com)

https://prettyworld.muragon.com/entry/23.html
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日本人接種者の声

発熱・倦怠感・嘔吐等は，“軽症”，
“Not Serious”と分類される症状
で，報告されないケースも多いで
すが，「これまでのワクチンとは
違う」という声が上がっています．

引用元：「テレビでは拾われない声。」 https://t.co/FsUniok2rb」

https://twitter.com/KDystopia/status/1393470040213659648
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高齢者にとって高熱は深刻なリスクです．
以下は，信州大特任教授である原田曜平氏のご尊父（80代）の例です．

原田曜平氏 「国民に急いで打たせていいのか」（東スポWeb）

発熱リスク

https://news.yahoo.co.jp/articles/5356e28c7d1d4c255ef45dde72a7a4ea2183d75a
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自らワクチンを2回
接種した医師の方が，
ブログで経過報告を
なさっているので，
一部抜粋します．

写真やCT画像付きで
わかりやすいため，
ご一読をおすすめし
ます．

医師による経過報告

やっと回復 | ひげセンセのブログ (ameblo.jp)

先週の木曜、2回目のVaxを打ちました。
一回目が頭痛と吐き気が厳しかったので、念の為、病
院に泊まりました。
翌朝までなんてことなし。
午前中の外来も快調。
昼ごはんをいただく時に、異常な吐き気。
それから脱力感が襲ってきました。
脈が早まり、頭痛とめまい。
立って居れなくなり、外来途中に患者さん用ベッドに。

しかし、この強烈な副反応。
僕はこの病態生理も、画像所見も自分で理解できます。
これが、一般の人だったらパニックになると思います。
６０代半ば、毎日ジムに行けて、手術もできて、食欲も
あり、お酒も美味しく飲める、元気な外科医を”潰し”か
ねないこの薬剤！
後日書きますが、若い人、特に妊婦さんや成長期の若者
には個人的には絶対にお勧めしません、いや、してはい
けない、のではとうなされながら思いました。

引用元：

https://gamp.ameblo.jp/asaminaosan/entry-12675463250.html?__twitter_impression=true
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ここから後半戦に入ります．ワクチンに限らず，

「メリットとデメリットを天秤にかけること」
が大変重要です．そこでまず，日本におけるコロナ死を考えます．

5. コロナ死の分析 年代別コロナ死者数

これが，「年代別の新型コロナ関連死者数（13か月半の累計）」です．

2021年3月3日*までの累計
引用元：厚生労働省 PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

*国内初感染者の発生から13か月半後

20歳未満の
死者は0人

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000748700.pdf?fbclid=IwAR3xTwZ6Tqyg5vP3lWvoDIqJ6VcIxNI9cHIujbeoVbudptZZwQE_7P1JkLY
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年代別の人口で割ると，1年強の期間における「年代別コロナ死亡率」
が求まります．これらの数字を見てどう思いますか？

年代別コロナ死亡率

コロナ
死者数

人口
(万人)

コロナ
死亡率

コロナ
生存率

20歳未満 0 2100 0.00000% 100%

20代 3 1300 0.00002% 99.99998%

30代 16 1400 0.00011% 99.99989%

40代 57 1900 0.00030% 99.9997%

50代 175 1600 0.0011% 99.9989%

60代 564 1600 0.0035% 99.9965%

70代 1736 1600 0.011% 99.989%

80代以上 4772 1100 0.043% 99.957%

私たちは，過度に恐怖を煽られているのではないでしょうか？
それでも「高齢者の死亡率が相対的に高いこと」が気になる方は，

※年代別人口データ
の引用元：
総務省統計局
日本の統計 2021 人
口・世帯 (stat.go.jp)

最新である令和元年の
データを使用．端数は四
捨五入．

http://www.stat.go.jp/data/nihon/02.html
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70代以上でも「コロナ死は死因の0.7%」

こちらをご覧ください． 70代以上でも「コロナ死は死因の0.7%」
に過ぎません．不慮の事故で死ぬ確率の方が，3-4倍高いのです．

https://t.co/uKLseo9H8x」
図の引用元：

https://twitter.com/LaLaLanLanLan/status/1387375204821725191
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エボラやペストと同等に扱う異常性

このような感染症に対して，
「感染者致死率が50%に及
ぶエボラ出血熱」と同等の
扱いを続けている異常性を，
認識する必要があります．

※コロナ騒動の異常性については，

感染症対策の妥当性については，

にそれぞれ詳しくまとめています．

https://t.co/jv6KgBCJ8y

データで読み解くコロナ騒動｜新型
コロナ騒動の情報サイト｜note

マスクの効果とリスクの徹底検証 ｜
新型コロナ騒動の情報サイト｜note

https://twitter.com/TORANOSUKE1124/status/1394282364222640132
https://note.com/info_shinkoro/n/n092e56413635
https://note.com/info_shinkoro/n/n4a11e20ca95c


最後の一滴死亡

52より一部抜粋コロナ死亡患者の4割が｢元々寝たきり｣の波紋 | | 東洋経済オンライン | (toyokeizai.net)

※2020年11月8日～2021年1月21日の札幌市のデータ

さらに，「コロナ死者の45％は元々“寝たきり状態”」
というデータも出ています．

https://toyokeizai.net/articles/-/421720?page=3
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厚労省 災害派遣医療チーム 事務局 の近藤久禎次長による，
新型コロナ関連死の分類

① 恐怖から来る混乱で通常の医療・介護ができなくなることによる死亡

② スタッフ数の減少で受給バランスが崩壊したことによる死亡

③ 新型コロナ肺炎での死亡

④ 元々状態がよくなくて最後の死因がたまたまコロナだった死亡（最後の一滴死亡）

⑤ それ以外の死因がついた新型コロナ患者の死亡

より一部抜粋コロナ死亡患者の4割が｢元々寝たきり｣の波紋 | | 東洋経済オンライン | (toyokeizai.net)

コロナ死とカウントされている多くは④最後の1滴死亡だと，
厚労省幹部が指摘しています．つまり，元気な高齢者のコロナ
死亡率は，先程の表の値よりも，さらに小さくなります．

最後の一滴死亡

https://toyokeizai.net/articles/-/421720?page=3
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一方，米国VAERSのデータ（2, 3章）から，
ワクチン接種後の有害事象発生率は次のように求まります．

ワクチン死とコロナ死

ワクチン後 報告率1% 報告率100%

死亡 0.3 % 0.003 %

永久障害 0.3 % 0.003 %

命の危険 0.2 % 0.002 %

↑「VAERSへの報告率は1%未満」との指摘があるため, 
報告率が1%，100%の場合に分けて計算した．

先程の「年間コロナ死亡率（→）」
と単純に比較するのは間違いです．

コロナ死亡率

20歳未満 0.00000%

20代 0.00002%

30代 0.00011%

40代 0.00030%

50代 0.0011%

60代 0.0035%

70代 0.011%

80代以上 0.043%
・ワクチンの長期的リスク
・ワクチン接種者のコロナ死（2章）

を考慮する必要があるからです．

しかし，これらを考慮するまでもなく，「ワクチンを毎年接種する
リスクが大きいこと」は容易に読み取れます．

↑多くは最後の1滴死亡．
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次章以降の流れ

・抗体依存性感染増強（ADE）
ーワクチンが変異株の蔓延を引き起こす

では，「ワクチンの長期リスク」と「ワクチン接種者のコロナ死」
について，順に考えていきましょう．

・世界各国における
「ワクチン開始後のコロナ死急増」データ

・自己免疫疾患

【長期リスク】

【接種者のコロナ死】

→6章

→7章

→8章
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ワクチンによって生成した抗体が，自身の体の細胞を攻撃してしま
うことによる「自己免疫疾患のリスク」が，長期的には伴います．

6. 自己免疫疾患

自己免疫疾患という言葉をご存知でしょうか。免疫機構が何かの原因で狂ってしま
い、自分自身の臓器に対する抗体をつくり、永久に攻撃を続けるようになるという
病気です。関節リウマチやバセドウ病などがその代表です。もしかするとワクチン
接種を受けてしまった人が、ずっとあとになって「自己免疫性コロナ病」になるか
もしれない、というのが最大の心配事なのです。

自己免疫疾患、関節リウマチやバセドウ病などがその代表：コロ
ナワクチン接種は中止すべし | ビジネスジャーナル (biz-journal.jp)

抗体が生殖細胞を攻撃した場合，不妊症を引き起こす恐れがあります．
ファイザー社の元副社長&元科学主任であるYeadon博士は，欧州医薬品
庁（EMA）に提出した安全懸念の嘆願書で次のように述べています．

スパイクタンパク質には、ヒトなどの哺乳類の胎盤形成に不可欠なシン
サイティン-1に類似したタンパク質も含まれる。ワクチンがシンサイ
ティン-1に対する免疫反応を起こす可能性は絶対に排除しなければなら
ない。そうでなければ、ワクチンを接種した女性に無期限の不妊症が生
じる可能性があるからだ。 Dr Yeadon's Coronavirus Vaccine Safety Petition (dryburgh.com)

岡田正彦博士による記事：

https://biz-journal.jp/2021/03/post_213203_2.html
https://dryburgh.com/mike-yeadon-coronavirus-vaccine-safety-concerns-petition/
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ファイザー公式「不妊症を引き起こすと示唆されている」

主要メディアは不妊症リスクをデマ扱いしていますが，
そもそもファイザーの公式ページに次のように書かれています．

The Facts About the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine | pfpfizeruscom

COVID-19ワクチンは、SARS-CoV-2のスパイクタンパクと胎盤タン
パクに共通のアミノ酸配列があるため、不妊症を引き起こすことが示唆
されています。SARS-CoV-2のスパイクタンパク質は胎盤タンパク質
とアミノ酸配列を共有していますが、この2つのタンパク質は免疫学的
に異なる別のタンパク質です。

妊娠前および妊娠中にPfizer-BioNTech COVID-19 Vaccineを投与した
動物実験では、雌の生殖能力、胎児の発育、出生後の発育に対するワク
チン関連の悪影響は報告されていません。妊娠中、または妊娠を予定し
ている方は、医療機関に相談してください。

ファイザー公式ページ：

7. Pfizer-BioNTech COVID-19 ワクチンは不妊症の原因になりますか？

この動物実験については，特例承認に関する審査報告書に
記述されています（次ページ）．

https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_vaccine#:~:text=The%20Pfizer%2DBioNTech%20COVID%2D19%20vaccine%20has%20not%20been%20approved,years%20of%20age%20and%20older
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ファイザー公式「不妊症を引き起こすと示唆されている」

特例承認に関する審査報告書： 672212000_30300AMX00231_A100_4.pdf (pmda.go.jp)

このたった1回の動物実験の結果と，「アミノ酸配列は似ているがタンパ
ク質自体は異なる」という記述から，「生殖細胞を攻撃することはない」
と断定できるでしょうか？
「人体投与の結果を，今後入念に観察してみなければわからない」
という回答こそ，誠実かつ科学的な態度と言えるでしょう．

https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_A100_4.pdf
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不正出血

接種後に不正出血が起きたという声は多数上がっています．もちろん，SNS
の投稿をそのまま鵜呑みにしてはいけません．「ワクチン 不正出血」と検
索し，ご自分で一つ一つの情報を吟味なさることをお勧めします．

Harper’s BAZAAR（ハーパーズバザー） - Yahoo!ニュース 子宮から出血の女性が死亡（東海テレビ）

https://news.yahoo.co.jp/articles/e66574b2e46e18f991eea8878eb7c47ca9a021d9
https://news.yahoo.co.jp/articles/281e715c09465e3f96f4d0d6a6717d75b1b98a8c
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長期リスクのもう1つは，ADEです．

7. 抗体依存性感染増強（ADE）

感染時にかえって病気を悪化させる「悪玉抗体」が作られる恐
れがあるという。悪玉抗体がウイルスと結びつくと、全身の免
疫細胞の１種が感染してしまう。抗体依存性免疫増強（ＡＤ
Ｅ）と呼ばれる症状だ。新型コロナに近いＳＡＲＳの動物実験
で確認されており、宮坂さんは「コロナウイルスが手ごわい理
由」と話す。

こうした副作用を防ぐため、ワクチン開発ではまず動物実験か
ら始め、次に少人数の接種、最後は数千～１万人規模で接種し
て効果と安全性を調べる必要がある。ＡＤＥは個人差も大きく、
宮坂さんは「安全性や予防効果は、大規模な接種から１年程度
経過しないとわからない」とみている。

ワクチン開発、急ぐべきでない 免疫学の第一人者が警鐘：東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

免疫の宮坂先生に尋ねてみました（下）(木村正人) Yahoo!ニュースより専門的な解説記事：

大阪大学教授の宮坂昌之博士のインタビュー記事：

https://www.tokyo-np.co.jp/article/47729
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200517-00178891/
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SARSのmRNAワクチンの失敗

米国医師・外科医師協会*の元会長である Lee Merritt 医師が，
SARS（コロナウイルスの一種）のmRNAワクチンが，過去に
動物実験で失敗したことを証言しています．

LewRockwellインタビュー記事（動画有）：

日本語訳付き動画： (ameblo.jp)

再感染時に全ての動物が死亡

mRNA technology is not a vaccine.

mRNA技術はワクチンではありません。

*Association of American Physicians and Surgeons

何が起こったかというと、すべての動物が
死んだのです。しかし、彼らは「ワクチ
ン」で死んだのではありません。彼らは
「抗体依存性感染増強（ADE）」と呼ばれ
るもので死んだのです。

What happened is all animals died… but they didn’t 
die of the “vaccine”. They died from what they call it 
“antibody dependent enhancement” (ADE).

https://www.lewrockwell.com/2021/04/no_author/dr-lee-merritt-in-animal-studies-after-being-injected-with-mrna-technology-all-animals-died-upon-reinfection/
https://ameblo.jp/michiyo-sakurasaku/entry-12669000936.html
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We have never made it through an animal study successfully for this type of virus.
We have never done this in humans before.

この種のウイルス(コロナウイルス)では、動物実験が成功したことが
一度もありません。人ではやったこともありません。

When they challenged those cats with SARS, instead of killing the virus or weakening it, 
the immune response that they built into your system when out and codded the virus, 
so the virus came into the cat’s body like a Trojan Horse, unseen by the cat’s own 
immune system, and then it replicated without checking and killed the cat with 
overwhelming sepsis and cardiac failure. And that [also] happened in ferrets, that 
happened every time they tried this.

（mRNAワクチンを接種後、）猫にSARSを感染させたところ、ウイル
スを死滅させたり弱めたりするのではなく、体内に組み込まれた免疫反
応がウイルスを増殖させてしまいました。ウイルスはトロイの木馬のよ
うに猫の体内に入り込み、猫の免疫システムには気づかれないまま複製
され、強烈な敗血症と心不全で猫を殺してしまったのです。フェレット
でも同じことが起こりました。これを試すたびに起こったのです。

SARSのmRNAワクチンの失敗

https://www.lewrockwell.com/2021/04/no_author/dr-lee-merritt-in-animal-studies-after-being-injected-with-mrna-technology-all-animals-died-upon-reinfection/
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京都府立医大名誉教授 細川豊史博士は，「mRNAワクチンで生成した
抗体が，変異株への感染時に逆効果となる可能性」を指摘しています．

特に変異株に対してワクチンは高リスク

「コロナのS抗原（=スパイクタンパク）に対して抗体を作るってことは、
これは多分短期間につくることは可能性としてはあると思うんですね。」

「S抗原が変異を起こしてしまった場合、これは多分ワクチンの専門家に
とっては常識だと思うんですけども、その変異したS抗原に対して、できた
抗体っていうのはまあ中途半端な抗体なんですよね。で、ヒトの免疫って
いうのは、実は随分怖くって、暴⾛してしまうと逆に元の⽣体自分自身を
傷つけて時には死に至らしめるということは往々にしてあることなんです
けども。」

「同じようなことがかつて一番多かったのがデング熱に対するワクチン
だったんですけども、やはり似たようなことが起こって接種された多くの
方が亡くなったんですよね。」

「これは学問的にと言うかワクチンの世界ではまず常識なんです。」

インタビュー音声：https://t.co/69QxK2oi3k

↑全文書き起こし から一部抜粋Dr_Hosokawa.pdf (xdomain.jp)

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/1386272647927930888
http://artemis2024.html.xdomain.jp/corona/Dr_Hosokawa.pdf
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HIVを発見した功績でノーベル
生理学・医学賞を受賞したLuc
Montagnier教授は，そもそも
ワクチンが変異株の蔓延を引き
起こすことを指摘しています．

ワクチンが変異株の蔓延を引き起こす

「効き目があって費用のかからない治療法が
あるはずなのに、大国でワクチンの大規模接
種が行われていることをどう思うか？」

2分の動画（字幕付）: https://t.co/WBSb6HvE73

「とんでもない過ちではないだろうか？科学
的誤りであると同時に、医学的な誤りだ。」

「なぜなら、ワクチン接種が変異株を生み
出しているのだから。」

「どの国でも同じことが起きている。ワクチ
ン接種の曲線に死者の曲線が続いている。」

聞き手

教授

「パンデミックの時にもワクチンを接種すべ
きでしょうか？」

聞き手

「そんな事は考えられない。彼らは沈黙して
るのだ。多くの人が知っていることで、疫学
者も知っている。」

教授

抗体が生成すると，免疫逃避
した変異株が他株を淘汰する
（選択圧）現象は，医学的に
よく知られています．

The Coronavirus Won't Stop Evolving When the 
Vaccine Arrives - The New York Times

https://t.co/WBSb6HvE73
https://www.nytimes.com/2020/11/27/science/covid-vaccine-virus-resistance.html
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8. ワクチン後のコロナ死急増 ーモンゴルー

接種開始

非常に良くコロナを抑えていたアジアの国々では悉く，
ワクチン接種後にコロナ死が急増しています．
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Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

https://ourworldindata.org/covid-cases?country
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接種開始
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ワクチン後のコロナ死急増 ーカンボジアー

カンボジアに至っては，2021年2月まで累計コロナ死0を記録し
ていたにも関わらず，ワクチン接種により死者が出始めました．

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

https://ourworldindata.org/covid-cases?country
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接種開始
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ワクチン後のコロナ死急増 ータイー

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

タイについては，2つの観点から見てみましょう．
こちらはコロナ死者数の推移で，

https://ourworldindata.org/covid-cases?country
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コロナ陽性率とワクチン接種率の相関：タイ

接種開始

こちらはコロナ陽性率とワクチン接種率の推移です．
両者は強く相関していることがわかります．

感染（陽性）率↑

接種率
←

人口あたりの新型コロナウイルス感染者数・ワク
チン接種率の推移【世界・国別】 (sapmed.ac.jp)

https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/case_vaccine.html
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コロナ陽性率とワクチン接種率の相関：台湾

接種開始

感染（陽性）率→

接種率→

徹底した検査・隔離を行っていた台湾でも，

人口あたりの新型コロナウイルス感染者数・ワク
チン接種率の推移【世界・国別】 (sapmed.ac.jp)

https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/case_vaccine.html
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コロナ陽性率とワクチン接種率の相関：日本

接種開始

感染（陽性）率↑

接種率
←

日本でも同様です．
人口あたりの新型コロナウイルス感染者数・ワク
チン接種率の推移【世界・国別】 (sapmed.ac.jp)

ワクチンの大量接種で感染者が増えているという話｜You3｜note

世界各国で〇〇チン注入と一致して感染激増｜日々予め幸せ｜note右記事に，多くの国々のデータが
まとめられています：

医学誌BMJでも指摘されています：Re: Will covid-19 vaccines save lives? …| The BMJ

https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/case_vaccine.html
https://note.com/you3_jp/n/nf9f0d31e0edb
https://note.com/jinniishii/n/n399b9563d424
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037/rr-20
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ワクチン未接種の国はコロナ死の増加なし

対照的に，（2021年5月15日時点で）ワクチン接種が始まっていない
アフリカの5か国では，死者の増加は全く起きていません．

アフリカにおけるコロナワクチン・感染者最新の状況 (abp.co.jp)

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

以上のデータから，ワクチン接種が感染増・コロナ死増の
引き金となっていることは，明らかです．

https://abp.co.jp/perspectives/business/Corona_data.html
https://ourworldindata.org/covid-cases?country
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ワクチン接種後のコロナ死増加の分析

なぜワクチン開始後にコロナ死が急増するのでしょうか？生物医学者の
Hervé Seligmann博士は，イスラエルでのファイザーワクチンの大規模
接種データを詳細分析した報告書の中で，次のように述べています．

Expert evaluation on adverse effects of 
the Pfizer-COVID-19 vaccination -
Frontline News 
(americasfrontlinedoctors.org)

ワクチン接種の過程では、ワクチンによる免疫が獲得される前に、
一時的に免疫系が弱くなるのが普通だ。そのため、ワクチン接種の
過程で脆弱化し、通常は免疫システムが体を守る病気を発症しやす
くなる。これには、ウイルスや細菌の感染、がん細胞などが含まれ
る。よって、中長期的にはがんを引き起こす可能性がある。

Vaccination processes usually imply temporary immune system weakening, before vaccine-
induced immunity is acquired. Hence, the vaccinated are fragilized during the vaccination process, 
and more likely to develop any diseases against which the immune system usually defends the 
body. This includes any viral and bacterial infections, and individual cancer cells that would 
escape extermination by the immune system during this vaccination-induced weakened period. 
This could cause cancer in the medium- or long-term.

https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/expert-evaluation-on-adverse-effects-of-the-pfizer-covid-19-vaccination
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ワクチン接種後のコロナ死増加の分析

この「ワクチンによる免疫系の弱体化」は，「高齢者施設・病院での接種
者の大量死（2章）」にも，大きく寄与していると考えるのが自然です．

イスラエルでも，「ワクチン開始後のコロナ死急増」が起きていることを
見逃してはなりません．「ワクチンのお蔭で収まった」かのように報じら
れていますが，「昨年同時期と同じ水準に戻った」に過ぎないのです．

接種開始
（イスラエル）
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ワクチン接種後のコロナ死増加の分析

報告書では，さらに次のように分析しています．

2回接種の間の21日間、ワクチン接種者の1日当たりのコロナ死亡率は、
非接種者の11.65倍となり、1回目の接種に関連して発生した過剰死亡
を補償するためには、11.65x21=244.65日にわたるワクチン接種後の
完全防御が必要となる。2回目の接種後の7日間に適用すると、
14.82×7日＝195.44日が必要となる。

During the 21-day period between the 2 injections, daily vaccinated COVID19 death rates are 
11.65 times greater than for the unvaccinated, requiring 11.65x21 = 244.65 days of full 
postvaccination protection against COVID19 to compensate excess deaths occurring in 
association with the 1st dose. Applied to the first 7 days after the 2nd injection, compensation 
requires 14.82x7 days = 195.44 days. 

Expert evaluation on adverse effects of the Pfizer-COVID-19 vaccination -
Frontline News (americasfrontlinedoctors.org)

https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/expert-evaluation-on-adverse-effects-of-the-pfizer-covid-19-vaccination
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ワクチン接種後のコロナ死増加の分析

つまり、ファイザー社のワクチン接種で救命効果を得るためには、変異
性RNAコロナウイルスに対する27.28ヶ月以上の安定した完全なワクチ
ン防御（=ワクチンの有効率100%）が必要である。これは非現実的であ
り、この大規模なワクチン接種プロジェクトにはコストばかりがかかり、
接種された人々には何のメリットもないということになる。

This means that in order to reap life saving benefits from the Pfizer vaccination, more than 27.28 
months of stable perfect vaccine protection against the mutable RNA coronavirus is required. 
This is unrealistic and means there will be only costs, and no benefits to this massive vaccination 
project for the vaccinated population. 

ワクチン接種は，「有効率100%」という理想的場合を仮定し
ても，「コロナ死の防御効果はマイナス」という結論です．
その上，死亡を含む様々な有害事象リスクを伴います．

Expert evaluation on adverse effects of the Pfizer-COVID-19 vaccination -
Frontline News (americasfrontlinedoctors.org)

https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/expert-evaluation-on-adverse-effects-of-the-pfizer-covid-19-vaccination
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ファクターX

そもそも，アフリカ・アジアでは，欧米に比べて桁違いにコロナを抑えてい
ました．その要因は「ファクターX」と呼ばれ，「BCG」や「過去における
コロナ蔓延」等の仮説が提案されています．これらに共通する点は，「何ら
かの形でアフリカ・アジア人はすでに免疫を獲得していた」ということです．

2種類の免疫機構

・液性免疫（抗体免疫）

・細胞性免疫 日経バイオテクONLINE (nikkeibp.co.jp)

日本人は抗体保有率がわずか1 %程度だったことも考慮すると，

細胞性免疫記憶を有していると考えるのが妥当です．
実際，「抗体を持たない人の58 %が，細胞性免疫記憶を持っていた」とい
う論文が，Nature系列誌に掲載されています．

新型コロナ抗体多くの人が保有せず厚労省が調査結果公表 | NHKニュース

Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection | Nature Communications

日本人は「T細胞記憶による交差免疫」で新型コロナを撃退してい
る可能性について | アゴラ言論プラットフォーム (agora-web.jp)

参考：森田洋之医師の解説記事

https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/20/03/30/06749/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210330/k10012945351000.html
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22036-z
https://agora-web.jp/archives/2050940.html
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抗体は諸刃の剣

この論文を解説している石井仁平医師の記事から，一部抜粋します．

『抗体陰性の人でも新型コロナの免疫記憶を持っている』｜日々予め幸せ｜note とてもわかりやすい記事です．
ご一読をおすすめします

抗体はオーダーメイドのミサイルのようなものだ。一つのタン
パク質ごとに特別なタンパク質を作成しなくてはならず、コス
トがかかり効率が悪い。またその抗体が自分の似たタンパク質
を誤爆してしまう危険もある。体としては本来、抗体なんか作
らずにすめばそれに越したことはないのだ。

SARSの研究では、T細胞の免疫記憶は少なくとも6-11年持続
していることが確認されている。

T細胞の免疫記憶は、抗体より汎用性が高く、交差免疫と言っ
て新型でない従来のコロナウイルスやいわゆる「変異株」にも
対応できる可能性がある。

このように，日本では細胞性免疫でうまく対処できていたところ，
「mRNA注入で体に負担をかけ，わざわざADEリスクを伴う抗体を
作らせる」というのが，ワクチン接種の実態と言えます．

https://note.com/jinniishii/n/nfac26cf2929f
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フォーム改造で防御率悪化

この状況をわかりやすく野球に例えている
研究者がいます．

防御率が最高レベルの国々（アジア・アフリカ）は、
抗体を作らずT細胞で対応していた。

防御率が最低レベルの国々（欧米）は、
抗体を作って対応していた。
その抗体価を主に上げるフォーム改造を行った。

なぜか防御率が最高レベルの国々も抗体価を上げるフォー
ム改造を行いだし、防御率が悪化し出した。

J Sato

https://twitter.com/j_sato/status/1393389137906999297
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9. その他 ワクチンを勧める“専門家”

テレビで盛んにワクチン
を勧める“専門家”の言う
事を，そのまま鵜呑みに
してはいけません．
製薬会社から謝礼や研究
費を受け取っている場合，
会社の利益に反する発言
は難しいからです．

ファイザー

3,379,300円

二木芳人氏
医師平均

db.wasedachronicle.org

データ引用元：謝礼報酬データベース

（注：セキュリティー保護なし）

https://db.wasedachronicle.org/search/
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ファイザー

3,230,381円

↓三鴨廣繁氏

医師平均

db.wasedachronicle.orgデータ引用元：謝礼報酬データベース （注：セキュリティー保護なし）

ワクチンを勧める“専門家”

https://db.wasedachronicle.org/search/
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厚労省関係者も次のように漏らしています．

厚労省の本音

2020年11月26日発売 週刊新潮より一部抜粋

加藤官房長官は「俺は打たねーよ」 | デイリー新潮 (dailyshincho.jp)

「加藤勝信官房長官は、厚労大臣時代から“俺はワクチンを打た
ねーよ”と漏らし、その姿勢はいまに至るまで一貫しています。」

「厚労省の幹部たちも一様に、“ワクチンを打つほうがリスク
は高いでしょ”と話します。彼らの頭にあるのは、2009～10年
にかけて新型インフルエンザが流行った際、ワクチンを接種し
た133人が亡くなったこと。五輪を開催するためにもワクチン
は必要だが、こと日本人は死亡率も低いので、効果がわからず
副作用が出るかもしれないワクチンは、必ずしも必要ではない、
というのが厚労省の本音でしょう」

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/11300556/?all=1
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警鐘を鳴らす海外の医師・専門家

動画：

「インフォームドコンセントの原則は医療におい
て不可欠だが、今やそれすら望めない。このワク
チンについて何も知らされていないからだ。」

医師 Vernon Coleman 博士

分子生物学者，免疫学者 Dolores Cahill 教授

「Covid-19の症状に対して非常に効果的なのは、
ビタミンD&C、亜鉛というとても安全な治療法。
ワクチンは必要ない。副作用の数が著しく、死
亡率が高いことが、過去20年の動物実験でわ
かっているからだ。」

世界医師連盟の創設者，医師 Zac Cox 博士

「全てのCovid-19ワクチンには、安全性を確
認する長期的データがない。これは、私たちが
実験台になることを意味する。ニュールンベル
グ綱領に違反している。」

AKIRA 2024 字幕：字幕大王 Lihsia

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/1393230130709884930
https://www.jimakudaio.com/
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作成予定項目の一覧

・長期的リスク：自然免疫の阻害
（他の感染症にかかりやすく，重症化しやすくなる）

J Sato「【緊急・重要】ファイザーワクが自然免疫による
炎症性サイトカインの産生を変調させること」

資料は，こちらのサイトで随時更新します．

作成予定の項目を以下にまとめます．

HighWire：ワクチン惨劇が間近に(字幕修正版) (odysee.com)

新型コロナワクチン情報の厳選まとめ｜新型コロナ騒動の情報サイト｜note

・mRNAワクチン接種者の周囲で起きている疾患

Maxwell Smart「新論文マサチューセッツ工科大学」

ワクチン接種を受けた人と接触した数万人の未接種女性たちに生殖機能の副反応- (bonafidr.com)

これは新型コロナワクチンではない女性の生理周期に何が起きているの
か？ What's Going On with Women's Cycles? 2021/04/19 (rumble.com)

・コロナの治療法のまとめ
Maxwell Smart「新型コロナウイルス感染症の治療法は本当にないのか？ 」

※ワクチン問題全般に関する秀逸なまとめ資料（リンク付PDF）
must_read_info_to_understand_corona.pdf (xdomain.jp)

https://twitter.com/j_sato/status/1391348421731110918
https://odysee.com/@jimakudaio:9/HighWire%EF%BC%9A%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E6%83%A8%E5%8A%87%E3%81%8C%E9%96%93%E8%BF%91%E3%81%AB(%E5%AD%97%E5%B9%95%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88):5
https://note.com/info_shinkoro/n/n8e88da9471ac
https://twitter.com/universalsoftw2/status/1393917624627601415
https://bonafidr.com/2021/04/27/%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e5%b7%9e%e3%81%ae%e7%a7%81%e7%ab%8b%e6%a0%a1%e3%80%81%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%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e3%82%92/
https://rumble.com/vgletz--whats-going-on-with-womens-cycles-20210419.html
https://twitter.com/universalsoftw2/status/1359690215376359427
http://artemis2024.html.xdomain.jp/corona/must_read_info_to_understand_corona.pdf

