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スチャリト・バクディといいます。
私は内科医であり、微生物学と感染病の専門家でもあります。
これまで感染病と免疫学における分野の研究に人生を費やしてきました。
1990年から 2012年まで、ドイツのマインツ大学の医学生物学科と衛生学科の学科長を
務めていました。その後引退し、現在に至ります。

インタビュアー：
2021年 2月 28日、あなたと他 11人の、ファイザー社の元副社長を含む著名な学者達
は共同で欧州医薬品庁（EMA）宛に、現在敏速に進められている実験的なCovid-19の
ワクチン接種の安全性を懸念し、公開文書を送りましたね。具体的にどういったことを懸
念されているのか、聞かせてもらえますか。

この文書の要は、（ワクチンによる）血栓形成及び血栓症の危険性について EMAから十
分な説明がなされていない、という事実です。我々は EMAに対し、血栓形成の危険性に
ついての考慮がなされているか、また我々が危惧している内容の根拠は除外するに値する
という証拠を提供するよう求めました。これは医学に基づいた書簡です。人々— 特に若年
層もです̶は、この遺伝子ワクチンを受けることで血栓症の異常が発現する可能性に危機
感を持つべきです。

その書簡に対する返答はあったのですか？

我々は１週間以内の回答を求めました。その一週間、3月 1日から 8日の間に回答は得ら
れませんでしたが、その間、皮肉なことにヨーロッパ中から、特に若年層の血液凝固異常
による一連の死亡事例が報道され始めました。これによって 15カ国でアストラ・ゼネカ
のワクチン接種が停止されました。（※4月 28日現在で 22カ国が使用中止または一時中
止）当然ながら EMAはこの件に関する説明を強いられることになったのですが、3月 17
日に行われた記者会見において EMAから説明がなされることはなく、世界中の人々を安
心させるべくこの一連の死亡報告はワクチンとの明白な因果関係はない、と伝えたのみで
した。
これはとても重要な点になりつつあるので掘り下げたいと思います。
彼らが言うには、これらの死亡事例は 2つの稀な血液凝固の異常のうちのいずれかが原因
だということです。ひとつはDIC（Disseminated Intravascular Coagulation – 播種性血
管内凝固症候群）と呼ばれるもので、体内に複数の血栓が形成されることで、血液凝固シ
ステムが消耗し、出血が起こる症状です。これはかなり稀です。もう一つは脳静脈血栓症、
つまり脳内血管における血栓の形成です。要は「50歳以下の接種者でDICのケースが５
名、頭蓋内または脳内血栓症のケースが 13名、どれも不運でしたが、（ワクチンの）メ



リットを考慮すると、その危険性と人数は最低限で、たいしたものではない」ということ
です。
では（そのケースにおいて）正常な数とはどれくらいなのかというと、およそ 1.3人に
CVT (Cerebral Venous Thrombosis 脳静脈血栓症)）の発症がありえるということです。
CVTが疑われるケースは全て緊急事態です。救急病棟へ搬入されて脳スキャンを受け、血
栓がないか血液検査が行われます。血栓が見つかれば緊急で治療しなければなりません。
ですが、EMAの主張は「今回は 12名（13?）がCVTのケースに確当しましたが、当初の
予測では（CVTの発症は）1.3人としており、その可能性を完全に否定していた訳ではあ
りません。とはいえこの人数は最小限だったと言えるもので、メリットの大きさを考慮し、
受け入れられるべきです」というものでした。播種性血管内凝固症候群に関しては 5例で
したが、予測される人数は 1名以下でした。「一名以下」ですよ。彼らは裁判にかけられ
るべきです。何も知らずに接種したこれらの人々にどうしてそのような事を言うことが出
来るのでしょうか。５名だとしても状況は十分悪いのですが、その上でのメリットとは一
体何なのでしょうか。命を失った方々のおよそ 10名は 55歳以下でした。それまで健康
に何の問題も無かった人々です。アストラ・ゼネカ社は「2千万人に接種を行い 2千万人
の命を救った」と発表しました。しかしその内の一千万人が 60歳以下だったとして、10
名が亡くなっている。このようなとても稀な症状によって、一体どれほどの命が失われる
ことを予測しているのでしょうか。　
仮に 6000万人の 60歳以下のドイツ国民の命を救うべくワクチン接種をすれば、それに
より 60名が命を落とすということなのです。ここで視聴者にお聞きしたい。2020年の
パンデミックと呼ばれる第一波の半年間、このウィルスによって何人の 60歳以下の個人
が命を落としたでしょうか。公式の統計によると 52名です。ドイツに住む 60歳以下でコ
ロナウィルスにより命を落としたのは 52名です。どのような考えのもとで（ワクチン
の）恩恵の方がリスクを上回るというのでしょうか。
脳の静脈で形成される血栓（CVT）は考えるだけでも恐ろしいことで、先ほど伝えたとお
り、緊急処置を要するものです。CVTの初期症状は割れるような頭痛、そして吐き気、嘔
吐、めまい、そして麻痺をおこし、聴力や視覚が遠のいていく、これら全てです。脳の静
脈に血栓ができると、どんな症状が出るかわかりません。これが、2回目のワクチンを接
種した人たちの症状が多岐にわたる理由ですが、すべてこれに当てはまります。痙攣や手
足の動きをコントロールできなくなった人も、血管内に血栓が形成された結果の 1つであ
る可能性があります。

ではそれはアストラ・ゼネカのワクチンに限ったことだ、という主張に対してどうお答え
になりますか？ファイザーやモデルナ社のワクチンは違うのでしょうか？

どれも原理は同じです。このような事が起こる理由は—少なくとも私が信じる理由ですが
—、ワクチンの成分が、血管に沿う内皮細胞によって取り込まれることによります。それ
は壁にかけるタペストリーのようなものです。それから血管内の壁（表面）にあるこの細
胞がコロナウィルスのスパイクタンパク質を作り出すのですが、スパイクタンパク質その



ものが細胞の表面の血流に向き合って居座るというこの状態は破滅的なことです。このス
パイクタンパク質は血小板に触れた瞬間に活性化することが知られています。これにより
血栓が発生するのです。スイッチをオンにするようなものです。
次に起こるのは̶もしくは学説や私が以前教えていたことを基盤として、起こるべきこと、
ですが̶この細胞内で生成されたタンパク質の老廃物は、血液が流れている開口部に向か
っている細胞のドアの前に配置され、免疫系に提示されます。
そこにある免疫系、特にリンパ球が、これらの細胞の存在に気付くとそれによってウィル
ス、もしくはウィルスの要素を細胞を作られないように攻撃するようになります。ウィル
スが絶対に行き着かない場所でその一部が出来上がってしまうということです。通常ウィ
ルスが到達しない脳内血管の壁をタペストリーだとすると、それを引っ掻いているような
もので、これが血栓の前兆となって進行した後、血液が凝固するのです。これは遺伝子に
基づく全てのワクチンによって起こります。血管壁の細胞に遺伝子が導入されることによ
ると考えられます。

このmRNAワクチンはどういった作用があるのでしょうか。厳密にワクチンと呼べるも
のなのでしょうか？それとも、特許にもあるように遺伝子治療に近いものなのでしょうか？
このワクチンは細胞にスパイクタンパク質を、普段は起こりえないところで生産するよう
に仕向けるということですが、どのようにして起こるのでしょうか。またその作用はどれ
くらいの時間がかかるのですか？

では少しだけ話を戻します。従来のインフルエンザ・ワクチンは、ウィルスの一部である
スパイクで構成されています。そのスパイクが手だとすると、細胞へと続くドアの取手を
つかんでドアを開け、ウィルスが細胞に入り込む、ということです。
このように分離したウィルスの手を体内に注入することより抗体が作られ、免疫システム
はその手に対する抗体を作り出します。抗体はウィルスがドアの取手をつかまないように
阻止するためにあります。もし抗体がドアのところにあれば、作用するということです。
アストラ・ゼネカのワクチンをはじめとするmRNAワクチンのケースは、そういった
「手」を注入するのではなく、「手」をコード化する遺伝子を体内に注入するのです。筋
肉注射によってこの遺伝子が血脈に入り込み、それから細胞へと入っていきます。このよ
うな遺伝子という大きな物質が一度体内の血脈に入ったらもう出口はありません。血管の
壁は閉じられているため、そこからしみ出すことはできないのです。

私が正しく理解しているか確認したいのですが、通常のワクチンは弱力化したウィルスを
血脈に注入し、細胞にスパイクタンパクを作らせ、抗体を生産する作用を促す。それに対
し、mRNAワクチンはmRNA自体が細胞単独でスパイクタンパク質を作るよう指示する。
おっしゃっていることは、mRNAワクチンは通常より多くの細胞に指示を送り、体中の
細胞にスパイクタンパク質を作り出す、ということでしょうか。通常スパイクタンパク質を
作らない細胞を多く抱え、その結果老廃物を作り出すことは、どのような危険性があるの
ですか？そしてリンパ球のシステムはそれに対してどう反応するのですか？



厄介なのは、これまで一度も確認されていないため、この遺伝子がどこへ向かうのか分か
らないことです。これは我々が EMAに対して質問したことの一つでもあるのですが、そ
れに関するデータ、遺伝子がどこへ行くのかを調べた実験のデータはどこにあるのでしょ
うか？これは重要なことです。我々の憂虞を彼らは取り除くことが出来るのでしょうか。
我々が考え、彼らに問いかけているのは、そういった遺伝子が筋肉を通して注入され、リ
ンパ節に到達するのではないか、ということだけでなく、更に重要なのは血脈にそれが混
じるという事実です。遺伝子が血脈に入り込むと血管の組織に取り込まれます。
これは体中にはり巡らされた細かな管が全ての臓器に繋がっているというシステムですが、
血管に入っているものは肝臓などの内蔵や脳の細胞に触れることはありません。接触があ
るのは血脈から漏れがないように作用する血管の内膜だけです。このことに誰も気付かな
いのです。よって、ある程度の量のこれらの遺伝子を吸収出来る細胞は、血管そのものに
ある内膜の細胞しかあり得ないのではないか、というのが我々の考えです。理にかなった
説明になっているといいのですが。

そうなるとどのような事が起こるのですか。

遺伝子が細胞に入り込み、その遺伝子がスパイクタンパク質に翻訳されます。あなたの体
内工場にエイリアンのコードが入り込んで、細胞のタンパク質合成装置を利用して、ウィ
ルスのスパイクという製品が出来上がるようなものです。
このウイルスのスパイクは、数時間以内に、細胞の外にはみ出してしまいます。それと同
時に、老廃物もドアの前に置かれることになる。つまり、老廃物とスパイクが一緒になっ
ているのです。スパイクは、おそらく触っただけで血小板を活性化させます。一方、リン
パ球は老廃物を見ると、そうするように訓練されているので、老廃物とスパイクが作られ
ないように細胞を攻撃して殺そうとします。つまり、悲劇への二重の道を歩むことになる
わけです。スパイクはどこで作られても同じことが起こります。おそらく、血流が遅い箇
所で作られるでしょう。
これは我々が EMAへ書簡を送った時には知らなかった事実ですが、これらにおける動物
実験が一切なされていなかったのです。今では人体が実験台です。何百万人という人々で
す。今その成果が出始めていますが、成果は不快で恐るべきものです。人によっては興味
深いものかもしれませんが、私にしてみると悪夢という他ありません。

彼らによると絶対的な概念としては 12人か 13人（少人数）が亡くなっただけというこ
とです。あなたや私はその数はもっと多いと言うかもしれませんが、彼らはワクチンの効
果は 90-95%と主張しています。モデルナであれファイザーであれ、どのような考えのも
とに 95%の効果があると言えるのでしょうか。そのような発言は実際可能なものなので
しょうか？このウィルスは 99.97%、つまり殆どの人間にとって命取りにならない種類の
ものではないのですか？彼らは人々に対して長期に渡る病気や死を防ぐ効果が 95%ある
など、どうして言えるのでしょうか。



もちろんナンセンスです。当然ながらそれを証明することは出来ません。何故ならコロナ
ウィルスによる死亡例が充分でないからです。世界中の人々にワクチンを投与して、沢山の
命を救ったことを証明しなければなりません。先ほども言いましたが、（去年の）ドイツ
での第一波の期間、60歳以下でコロナウィルスにより亡くなった人数は 52人です。ワク
チンに 95%の効果があると証明するには、もう一方のワクチンを接種したグループが必要
です。そこで 52人よりもはるかに少ない数、１名以下のみが亡くなったという結果を示
さなければなりませんが、そんなことを示した治験はありません。彼らが証明しようとし
ているのは̶しかもそれは事実に基づかないものです̶私も数値を認識しているファイザ
ーのケースで、２万人のワクチン未接種者のグループと 2万人の接種済みのグループを用
意して、両方のグループからコロナ感染者の数を数え、未接種者グループからは 150名の
感染者、接種済みグループからはたった 10名の感染者しか出なかったことから 95%の効
果がある、ということです。全くもって愚かなことです。

何故それが愚かなことなのですか？

彼らによるCovid-19の定義とは一体何なのでしょうか。死でしょうか？もちろん死では
ありません。咳やくしゃみなどの風邪のような症状と PCR検査による陽性結果—しかも
PCRの検査結果は誤認ばかりの代物—くらいのものです。「あるグループで何人が風邪を
ひいたから、このワクチンで 150人が守られた」などとは言えないのです。これを目にし
たとき、私はそれ以上読むのは無駄なことと悟り、読むのをやめました。
彼らの言い分は、ファイザーのケースですが、未接種者のグループでは 10名の深刻なケ
ースがあり、接種済みのグループで深刻なケースは１名のみだったということです。9名
の「深刻な」ケースを救うために 2万人にワクチンを接種するということです。その「深
刻な」症状とは ICU（集中治療室）に運び込まれたり、生命の危険の状態にあるのではな
く、検査結果が陽性だったものによるのです。検査結果自体が間違っている可能性もあり
ます。

別のインタビューであなたが語っていた破傷風ワクチンの話が興味深いものだったのです
が、まず破傷風にかかるとどうなりますか？

死にます。タイでは 100名が破傷風にかかれば 100名が死亡します。アメリカにおいて
は、もし医者が医者としてその使命を全うしていればそのシステムは良いもので、救うべ
き命の半分または 70%は救うことが出来るでしょう。もちろん、医者がきちんとものを考
えて機器類を使用し、自己訓練を怠っていない場合です。

破傷風のワクチンについて聞かせてもらえますか。別の言い方をすると、破傷風は治療し
なければ 100%もしくは 100%に近い確率で死亡します。我々が破傷風のワクチンを接種



すれば、製造元によって安全性に関する議論はあるにしろ原則として効果がある、という
認識であっていますか？

そうです。私は生徒達にも破傷風のワクチン接種を薦めていましたし、10年 20年後に再
度接種するようにも伝えていました。そのリスクの少なさと効果の大きさを考えると疑う
余地がないからです。

ということは破傷風のワクチンは 10人中 10人に効果があって、破傷風にかかった人達
が死を免れるため、効果があると断言できますが、コロナワクチンの場合は死亡し得なか
った場合でも適応されている、ということですよね。

そうです。現状は（コロナ）ワクチンによって人々が死なされている、これが一つで、も
う一つは（その副作用により）人々に生涯にわたる障害が起こっていることです。このワ
クチンの治験では数百人の接種者に深刻な副作用が起こり、病院での治療を必要としたケ
ースがあります。一方では予防に成り得るかもしれませんが、9つの深刻なケースと 140
人のマイルドなケースのお返しに 100から 200人が病院での治療を必要とする副作用を
患ったのです。そのうち何人かは ICUに運び込まれたと聞きました。このことについては
そのデータを持ち合わせていないので、聞いたことを話しているだけなのですが、私にと
っては十分信じられることです。まだ話題にもなっていない更に酷い副作用の有無につい
て、知りたくもありません。モデルナのワクチンを接種した何人かの人々に見られるおび
ただしい量の皮膚内出血、全身に渡る筋肉麻痺、これも脳内で形成された血栓の結果かも
しれません。特にこの筋肉麻痺は恐ろしいもので、これを患った人は恐らく二度と正常な
状態に戻ることはありません。このケースは３日前、たった３日前にドイツでも発生しま
した。29歳の３児の母親です。これは生き地獄ではないでしょうか。我々は言い合いを
するのではなく、一度座って考えをめぐらせて、何かをしなければなりません。

軽度なものや多少厳しい、例えば嘔吐や「コロナっぽい」副反応があった後に回復した人
はどうでしょうか。
数百万人が既にワクチンを接種している中、拒絶反応を起こしたり、死亡しているケース
はありますが、大半は生き残っています。ではこれらの人々に関して心配すべき事柄とは
何なのでしょうか。
彼らの免疫システムに何らかの恒久的な問題が起こるのでしょうか。他のウィルスと新た
な接触があった際にサイトカインストーム（免疫システムの暴走）や自己免疫疾患の状態
に陥る可能性について、またワクチンを接種した人々における長期的な影響はどのような
ものなのでしょうか。

それはとても重要な点です。現にそれが要点であり、我々が予測してきたことです。若年
層への大量接種によりそのシナリオが整いつつあります。私達はウィルスと共存するよう



訓練された免疫システムによってウィルスから守られています。ウィルスは喉や鼻から侵
入しますが、呼吸器官の上部、つまり喉や鼻に感染します。ウィルスはそこで複製をくり
返しますが、細胞は常に生まれ変わるのでそれに気付くことはありません。免疫システム
はその特徴を、ウィルスについて更に知るための訓練に利用します。不幸にして、細胞が
常に更新されていない気管支や肺に大量のウイルスが入り込み、そこの細胞に侵入した場
合、免疫システムがやってきて、感染した気管支や肺の細胞を殺してウイルスを処理しま
す。これによって咳、もしくは肺にウィルスが到達すれば肺炎、発熱が起こされますが、
免疫システムが活動していなければ起こりません。通常、人間は風邪やただの喉の痛みで
は発熱しません。これまでこのシステムはずっとこうして作用してきたのです。免疫シス
テムはウィルスと、肺の中で広範囲に渡りウィルスが複製を行っている際、深刻な事態に
なればそれを作り出す細胞と闘うことを熟練しています。

免疫システムをオーケストラに例えると、正しい音程と音量での演奏が必須で、そこには
指揮者がいます。この指揮者が免疫システムなのです。神によるものなのか、自然の摂理
なのか、私には分かりませんがこの指揮者は完璧です。現在行われているウィルスの遺伝
子の注入はこの指揮者を惑わせていることに等しいのです。これにより免疫システムが混
乱を起こし、オーケストラのメンバーは演奏すべき内容の情報を受け取り、ウィルスに対
して反応を起こさなければなりません。免疫システムの厄介な部分は、音量を上げて演奏
するよう訓練すると、毎回の演奏の度に音量がどんどん上がっていくことです。もしあな
たの免疫システムがひとつのウィルスに対する訓練を受けていたとして、別の ウィルスが
侵入してきたら対応しきれません。それにより一方のウィルスの力が増していくのです。
免疫システムは、そのままでうまくいくように訓練されています。本物のウイルスが入っ
たり、関連するウイルスが入った場合、私たちには攻撃する準備の整った免疫システムが
あります。「これは新種のウィルスなので認識出来ません」などと発言している政治家や
科学者よりもはるかに賢いです。ウイルスが肺に入り、あまり危険ではない方法で複製を
始めた場合、（ワクチンにより）過剰に反応した免疫システムは、肺を破壊しに来ます。免
疫システムの過剰反応、つまり現在起きていることは我々が恐れていた、「抗体依存性感
染増強」なのです。これは関連するどのウィルスによっても引き起こされます。ですので
自分の身体が（ワクチンにより）守られていると思っていたら、逆に増感された状態なの
でウィルスやその亜種に感染すれば病状は（ワクチン未接種の状態よりも）悪化すること
になります。それは明日に起こるかもしれませんし、来月、もしくは来年かもしれません。
それほど私達の免疫システムの記憶力は長期に渡るものだからです。
それでは２度目のワクチン接種を受けた人はどうでしょう。今回深刻な副作用から逃れら
れたのであればそれは幸運だったと思うべきですが、再度の接種は行わないでください。
血管の内膜の細胞がスパイクを作り始めたら表面化します。この破壊的なリンパ球の動き
はとても早いものです。あなたはきっとこれをロシアンルーレットのようなものだと思う
かもしれませんが、それよりも最悪です。
もしそれでも実行したいのであれば、そうしてください。ただ、我々の警告がなかったこ
とにしないでください。



ということは、私達が知らされてきたこととは逆に、注入されたmRNAは長期的に体内
に居座る、ということなのでしょうか。

違います。私が言いたかったのは、免疫システムには記憶能力があるということです。で
すからこれらのスパイクがまたどこかに現れれば、免疫システムはそれらに向かうでしょ
う。我々のリンパ球です。mRNA自体が細胞で生きているのは比較的短期間です。いずれ
破壊されることになるので、mRNAがそこにあることについて心配する必要はありません。
心配すべきはそこで作り出されたもの、つまりスパイクです。スパイクの危険性は２つの
要素があります。ひとつはスパイクが老廃物と共に細胞の表面に現れるという差し迫った
危険性です。何故かというとその場所である血管の内膜は血栓の結晶点の標的になるから
です。これがスパイクによる直接的な危険性です。長期的な危険性は、作り出されたスパ
イクの存在を免疫システムが認識し、免疫システムがそこでスパイクを作り出す細胞と闘
うよう訓練されていくことです。この訓練はスパイクがやってくる度に起こります。今日、
明日、または来年かもしれません。つまり本物のウィルスが侵入してきた時か、ワクチン
を再接種した際です。

この全く新しいワクチンの提案者や支持者はそれは良いことだと主張するのではないでし
ょうか。我々はリンパ球がスパイクタンパク質を見つけたらそれを殺すよう訓練したんだ、
と。

リンパ球はスパイクタンパク質を殺すことはありません。スパイクタンパク質ではなく、
それを作り出す細胞が殺される、ということです。

ごめんなさい、間違っていましたね。ではこう言うのではないでしょうか：「我々はリン
パ球が感染した細胞を殺すように訓練した。それの何が間違っている？」

基本的には何も間違っていません。ただ、良い働きも度がすぎると悪影響となります。遺
伝子を注射するとそれまでウィルスが入り込むことがなかったところまで行き渡ります。
例えば脳内にある血管に侵入することで脳内血管の内膜が傷つけられます。これは死亡を
招きます。これが良いことだとはどの提案者も支持者も言えないのではないでしょうか。

これらのワクチンは公式に認可されているのでしょうか？もしそうでない場合、一体何を
意味するのでしょうか。

どれも認可されていません。認可されていないのです。アメリカでは緊急の際の使用のみ、
承認されています。ですのでアメリカでは法的責任もなく、作用の保証もないのです。これ
はワクチンを接種する全ての人が知らされるべき最も重要な事実ですが、それがなされて
いないことは確かです。いずれにせよ、ヨーロッパでは行われていません。



それではmRNAを基盤としていないジョンソン＆ジョンソンのワクチンはどうでしょう
か。同様の心配はありますか？

もちろんです。mRNAベースではないアストラゼネカのワクチンと同様で、遺伝子を基盤
としたワクチンです。ですがmRNAであれベクターであれ、遺伝子ワクチンそのものの詳
細について掘り下げる必要はありません。事実として、スパイクそのものではなくスパイ
クの遺伝子が血流に侵入して、侵入してはいけない場所の血管壁の細胞に到達しているの
です。もしそこでこれらの遺伝子がスパイクを作り出す細胞の組織に融合したら、それま
で一度も生産されなかった場所でスパイクが生産されることになります。通常、（スパイ
クは）脳内ではなく肺の血管で生産されるため、直接的に危険性です。スパイクが生産さ
れたら内膜から押し出され、血流の中に突き出た状態になります。免疫システムがそれに
気付いたら、肺の中での作用と同様に血管細胞の内膜を攻撃して殺そうとします。肺で小
さな血栓が見つかれば、もちろん良いことではないのですが医者が手を施すことが可能で
す。しかし、脳に血栓ができた場合、それができていることに気づかなければ、最悪の事
態です。
もう一つ、そこには（スパイクの）老廃物も置かれます。スパイクが血小板を刺激し、老
廃物は免疫システムを起動することになります。これが両方同時に起こるのは絶望的です。
これが（ワクチンによって）脳で頻繁に起こっていることなのです。２度目の接種した若
者が酷い頭痛を訴えている事実は、我々に対する叫びです。EMAが脳内血栓によって招か
れた死者数を把握していることからも、我々はそれが現実に起こっていることだと認識し
ています。人々が死亡しているのです。一度起こればまた起きます。10名が亡くなれば、
その後何百人、何千人の死亡が続きます。死でない場合でも失明や聴覚障害、もしくは回
復不可能な筋肉麻痺（ハンチントン病）などのケースがあります。これらを考慮に入れて
もメリットの方が大きいと言えるのでしょうか。それでも納得する人がいるでしょうか。
我々には失う時間が残されていません。我々は行動にうつして、これを止めなければなり
ません。

ワクチン接種が始まる以前、病院でコロナ感染した患者の検査をしたという何人かの看護
師と話をしたのですが、その中で肺の血栓についての言及が多くありました。このメカニ
ズムと関連しているのでしょうか。ウィルスの血栓とワクチンの血栓に繋がりがあるので
しょうか？

はい。実際に病気にかかっている状態とは、肺の小血管の内膜もウィルスに感染している
ということです。ウィルスが肺に居座っているということは、肺にダメージを負わせた後
にそのウィルスが血管に侵入していく、これは事実です。そして血管壁にも感染していき
ます。血管壁が破壊されたら、恐らく....我々は確信には至っていませんが、現在起こっ
ているキラーリンパ球の脳での動きを考慮すれば、血栓となるはずです。そこにあるスパ
イクも、脳内で血栓が形成される原因です。私が言いたいのは、これまで自然（本来の人
体能力）の力によって危険から守られてきた領域を乱してしまったのであれば、その後に



泣きながら文句を言う資格はない、ということです。

これまで既に接種した人で特に何の副作用もなかった人達はその先も問題なく過ごせるこ
とが一番ですが、あなたの考えでは、例えば関連性のあるウィルスのにコンタクトがあっ
た場合など、長期的に見るとやはり危険がある、ということですね。

もちろんです。何故なら（コロナワクチン接種により）免疫システムは今では闘うことが
第一となったからです。しかも獰猛な状態なので、何らかのウィルスが入り込んで来て（と
にかくコロナウィルスの種類は多いのでそのどれかがやってきて）、それは明日かもしれ
ないし明後日、もしくは来年かもしれませんが、肺に感染し、そこで細胞がほんの少しで
もそのウィルスを作り始めた瞬間から、肺を攻撃して殺そうとするでしょう。これは過剰
反応で、「免疫依存性感染増強」といいますが、最悪といえるものです。これは SARS-
CoV-1もしくはMERSのワクチン開発の際の動物実験で見られた現象でもあるので、こう
いったことが起こりえることは分かっています。もう一つ、私が更に恐れているのは、接
種を複数回受けた場合、脳への副作用は強化して拡大します。一度目にそれを免れた人で
も次回も同じとは限りません。３度目、４度目となると...恐らく無理でしょう。変異株が
また秋頃に現れてその度にワクチンを打つとなれば、３度目の接種を受ける前にある程度
の決意が必要となると思います。

最後に、人々へ伝えたいメッセージはありますか？

私の最後のメッセージは、とにかく争いをやめて団結しましょう、ということです。我々
は真の問題を抱えています。この問題はあなた自身にも起こりえることなのです。ワクチ
ン開発、支持者に対しても、とにかく落ちついて考えていただきたい。私が今日話してい
ることにひとかけらでも真実が含まれているとしたら、あなたは危険に瀕していることに
なります。あなたがワクチンを接種することによって、あなたの家族や子供達にも危険が
及ぶことになります。今、治験で多数の子供達が接種を受けていることには戦慄を覚えま
す。これは犯罪です。これが犯罪で、我々の子供達を危険に晒していることに気付いてい
ただきたい。このようなことが、どうして出来るのですか。

END


