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すべてが終わった。ワクチンは効果がなく安全でもなく、さらに害がある。

⽇本の推進者も責任を問われるべきだ。

Covid-19ワクチンの安全性と有効性を疑問視する科学的研究がいくつか発表され、ワクチンによる潜在的な害や感染予防・感染防⽌
能⼒について警鐘が鳴らされている。
これらの研究結果は憂慮すべきもので、ワクチン接種を受けた⼈は、疑惑のCovid-19ウイルスに感染し拡散するリスクが⾼い可能性
を⽰唆している。また、「ワクチン」が感染症に対する感受性を⾼める可能性も⽰唆されている。
これらの事実は、現在進⾏中のワクチン接種の取り組みに重⼤な影響を与え、国⺠に実験的な注射を義務付けることを疑問視させて
いる。
なぜなら、その証拠が明らかになったからだ。
⽶国疾病管理センター（CDC）、英国政府、オックスフォード⼤学が発表した3つの個別の研究によると、Covid19ワクチンは有害で
効果がないのだ。
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CDCの衝撃的な調査により、ワクチン接種者はワクチン未接種者よりもCovid-19に感染・拡散する可能性が⾼いことが明らかになった。
公共の集まりに参加したマサチューセッツ州⺠を対象に調査した469例のうち、なんと346例がワクチン接種者であり、その74％にCovid-

19症状が現れ、1.2％が⼊院している。
⼀⽅、残りの123例はワクチン未接種者であり、⼊院したのは1名（0.8%）のみで、死亡例はいずれのグループでも発⽣していない。
また、ワクチン接種者と⾮接種者のウイルス量は⾮常によく似ており、両者の感染⼒は同等であることがわかった。

まとめ

このトピックについて、すでに知られていることはなんですか?

SARS-CoV-2 の亜種が出現し続けています。 B.1.617.2 (デルタ) バリアントは、⾮常に伝染性が⾼いです。
このレポートによって追加されたものはなんですか?

2021 年 7 ⽉、マサチューセッツ州バーンスタブル郡の町で複数の⼤規模な公開イベントが⾏われた後、7 ⽉ 3 ⽇から 17 ⽇の間に町
に旅⾏したマサチューセッツ州の住⺠の間で 469 ⼈の COVID-19 症例が確認されました。 346 (74%) が完全にワクチン接種を受けた
⼈で発⽣しました。テストでは、133 ⼈の患者からの検体の 90% で デルタ変異種 が特定されました。サイクルの閾値は、完全にワク
チン接種を受けた患者と受けていない患者の検体間で類似していました。
公衆衛⽣の実践にはどのような影響がありますか?

管轄区域は、特にSARS-COV-2感染のレベルが異なる多くの地域からの旅⾏者を含む⼤規模な公共の集まりのために、屋内の公共の場
での普遍的なマスキングを含む、拡⼤された予防戦略を検討するかもしれません.

オックスフォード⼤学研究

オックスフォード⼤学の驚くべき研究により、Covid-19ワクチンは、実際にウイルスに感染し拡散する可能性を⾼めることが明らかにな
った。
この研究では、2021年3⽉と4⽉にオックスフォード／アストラゼネカ社のワクチンを接種したベトナムの病院スタッフ900⼈を追跡調査
した。

5⽉にスタッフ全員がCovid-19の検査で陰性だったにもかかわらず、6⽉11⽇にワクチン接種組の最初の患者が検出された。
再検査の結果、すぐに52⼈の追加患者が確認され、病院は閉鎖に追い込まれた。
その後2週間で、さらに16件が発⾒された。
この調査では、Covid-19陽性のスタッフの76%が呼吸器症状を発症し、3⼈のスタッフが肺炎を発症、1⼈が酸素療法を必要としたことが
わかった。

衝撃的なことに、2020年3⽉から4⽉にかけて、感染したワクチン接種群のウイルス量のピークが、ワクチン未接種のスタッフの251倍
であることが判明した。

調査結果

2021 年 6 ⽉ 11 〜 25 ⽇ (2 回⽬の投与後 7 〜 8 週⽬) に、69 ⼈の医療従事者が SARS-CoV-2.62 の陽性反応を⽰し、臨床試験に参加し
た。 49 ⼈は (前) 症状があり、1 ⼈は酸素補給が必要だった。全員無事に回復した。 23 の完全なゲノム シーケンスが得られた。それ
らはすべてデルタ変異種に属しており、コミュニティ感染ケースから得られた現代のデルタ変異種シーケンスとは系統発⽣的に異な
り、労働者間の進⾏中の感染を⽰唆している。ブレークスルー デルタ変異種感染症例のウイルス量は、2020 年 3 ⽉から 4 ⽉の間に検
出された古い株に感染した症例の 251 倍だった。診断から PCR 陰性までの時間は 8〜33 ⽇だった（中央値︓21 ⽇）。ワクチン接種
後および症例の診断時の中和抗体レベルは、対応する感染していない対照よりも低かった。ワクチン誘発性中和との間に相関関係はな
かった。

英国保健社会福祉省調査

英国保健社会福祉省の研究により、Covid-19ワクチンは有害である可能性があり、感染や伝播の防⽌に有効でないことが明らかになっ
た。
この研究では、英国で進⾏中の集団規模のSARS-CoV-2モニタリングを分析し、ワクチン接種者と⾮接種者のウイルス量がほぼ同じで、こ
れまでの記録よりはるかに⾼いことを明らかにした。
また、ワクチン接種を受けた⼈々のうち、陽性と判定された時点で症状を呈しているケースが⼤半であることもわかった。
にもかかわらず、この研究の著者らはファイザー社とオックスフォード社/アストラゼネカ社のワクチンは、Covid-19のデルタ変異体への
感染を防ぐのに67%〜80%の効果があると主張しているのだ。
しかし、本調査におけるPCR検査陽性者のうち82％は完全ワクチン接種者だった。

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262237v1


つまり、この研究の著者は確実に嘘をついており、ワクチンは感染に対する感受性を減少させるのではなく、むしろ劇的に増加させてい
るのだ。

アルファ優位期とデルタ優位期の18歳以上におけるワクチン効果（95％CI）（A）とワクチン間⽐較と既往感染との⽐較（B）
デルタ優位期では、18歳以上で、最初のChAdOx1ワクチン接種後21⽇以上経過すると効果が低下するエビデンスがあったが（VE

46%（95% CI 35-55%）、異質性p=0.004）、2回⽬の接種後14⽇以上では効果はなかった（アルファ優位期67%、62-71%対79%、56-

90%、異質性p=0.23）。エビデンスはなかった。

結論

これらの研究で⽰された証拠は憂慮すべきものであり、Covid-19ワクチンの安全性と有効性について深刻な懸念を抱かせるものである。
ワクチンを接種した⼈は、ウイルスに感染したり拡散したりするリスクが⾼いだけでなく、ワクチンによって感染しやすくなっている可
能性がある。
これらのワクチンの摂取を国⺠に義務付けることは有害で無責任な⾏為であることは明らかであり、それを⾏った者は⻑期にわたる被害
に対して責任を負わされるべきだ。
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COVID-19ワクチンmRNAが⺟乳中に発⾒されるようになった。
COVID-19ワクチンmRNAが⺟乳中に発⾒されるようになった。 研究…
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アメリカ国⺠の約半数がワクチン接種を回避していた︕
アメリカ国⺠の約半数がワクチン接種を回避していた︕ アメリカ…
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VAERSに報告されたエイズ起因の疾患とがんは2021年に11.45倍から337.15倍に増加（上）
VAERSに報告されたエイズ起因の疾患とがんは2021年に11.45倍か…
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CDCの”ファクト”の崩壊 ── ワクチンはDNAを変化させる。
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« 英国国会議員が「ワクチン」をホロコース… ワクチンを打てば打つほどコロナで⼊院す… »

読者になる

このブログについて
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国防総省は国家安全保障プログラムのもとで当初から新型コロナ「ワクチン」を管理していた。

2023-01-13

英国の研究所がCovid-19ワクチンに含まれるグラフェンを発⾒し、科学者たちはワクチン接種者が未接種者に感染させていると信
じている。（下）
コロナウイルスとワクチン ファイザー、モデルナ、J&J、アストラゼナカ グラフェン シェディング 脂質ナノ粒⼦

2023-01-13

英国の研究所がCovid-19ワクチンに含まれるグラフェンを発⾒し、科学者たちはワクチン接種者が未接種者に感染させていると信
じている。（上）
コロナウイルスとワクチン ファイザー、モデルナ、J&J、アストラゼナカ グラフェン シェディング 脂質ナノ粒⼦
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英国国会議員が「ワクチン」をホロコーストと⽐較
コロナウイルスとワクチン イギリス
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CDC、英国政府、オックスフォード⼤学は、COVIDワクチン接種が効果がなく、致命的な結果をもたらす可能性があることを認め
た。
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はてなブログをはじめよう︕

tantotempoさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか︖

はてなブログをはじめる（無料）

はてなブログとは

 Tanto Tempo
Powered by Hatena Blog | ブログを報告する
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