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ノーベル賞・本庶佑教授が改めて「PCR検査の⼤幅な拡充」訴え︕ ⼀⽅、厚労省は検査拡⼤を否定す
る⽂書を作り政権中枢に（リテラ）
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モデルさんも使う⽩髪染め
「⽩髪は嫌だ。でも⽩髪染めで傷むのも嫌」 そんな悩みを解決する⽅法

詳細を⾒る株式会社 ヴ

ノーベル賞・本庶佑教授が改めて「PCR検査の⼤幅な拡充」訴え︕ ⼀⽅、厚労省は検査拡⼤を否定す
る⽂書を作り政権中枢に

https://lite-ra.com/2021/01/post-5763.html
2021.01.15 ノーベル賞・本庶教授が「PCR検査の⼤幅な拡充」訴えるも厚労省は… リテラ

    
    ⽻⿃慎⼀モーニングショーFacebookより

 本⽇15⽇、新型コロナの全国の重症者が934⼈と過去最多となった。⽌まらない感染拡⼤および医療の逼迫という現状に対して「医療壊滅」になる恐
れが指摘されはじめているが、そんななか、「知の巨⼈」の提⾔が話題を呼んでいる。

 それは、14⽇放送『⽻⿃慎⼀モーニングショー』（テレビ朝⽇）に出演したノーベル賞受賞者の本庶佑・京都⼤学特別教授がおこなった、「PCR検査
の⼤幅な拡充を︕」という提⾔だ。

 本庶教授といえば、⾸都圏に緊急事態宣⾔が再発出された今⽉8⽇、⼭中伸弥・京⼤教授と⼤隅良典・東京⼯業⼤学栄誉教授、⼤村智・北⾥⼤学特別
栄誉教授という同じノーベル医学・⽣理学賞受賞者とともに新型コロナ対策について緊急声明を発表。「医療機関と医療従事者への⽀援の拡充」や「科
学者の勧告を政策に反映できる⻑期的展望に⽴った制度の確⽴」など5つの提⾔をおこなっているのだが、そのうちのひとつが「PCR 検査能⼒の⼤幅な
拡充と、無症候感染者の隔離の強化」だ。

 本⽇で国内感染を初確認してから1年を迎えたが、他の先進国と⽐較しても、この国のPCR検査は進んでいるとは⾔えない。政府は1⽇あたりの可能検
査数を最⼤約12.5万件としているが、実際は1⽇平均で約4.4万件（1⽉1〜11⽇）。世界で⽐較すると、⼈⼝1000⼈あたりの検査数がイギリスは8.1
⼈、フランスが4.4⼈、アメリカが3.9⼈である⼀⽅、⽇本は0.5⼈でしかない（7⽇移動平均、9⽇時点）。

 こうした現状に対し、本庶教授は「いまだに検査数が少ない」と指摘。「中国のように地域ごとに全検査・隔離するのが理想だが、現実的に⽇本では
難しい」とし、こう提⾔をおこなった。

「少なくとも『感染しているかも』と思ったら即座に検査を受けられる体制を作るべき。今、業界⽀援という形で何兆円もばらまいているが、検査にお
⾦を使うほうが断然コスト的にも社会的にも有効」

 感染拡⼤のなかでも菅政権は「GoTo」で経済を回す⽅針を押し通し、第3次補正予算案でも追加で計1兆856億円も計上。菅義偉⾸相はいまだにこの
予算案を組み替えようともしていないが、本庶教授は検査拡充に使うことこそが社会経済には有効だと訴えたのである。

■本庶教授は⾃動PCR検査機搭載トレーラーを提案、韓国は匿名の無料検査実施再び感染抑え込みへ

 本庶教授は具体例も⽰した。すでに国内で開発されている⾃動PCR検査システムを搭載したトレーラーならば、12時間で2500件の検査が可能。これ
を1000台⽤意すれば1⽇250万件の検査が可能だ。トレーラーは1台1億円だというから、「GoTo」追加予算の約11分の1である1000億円を投⼊すれば
実⾏できるのである。
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 こうした検査拡充をおこなえば無症状感染者も広く捕捉できるようになるが、本庶教授は無症状の感染者の隔離により「宿泊先や⾷事を提供するホテ
ル業界、飲⾷業界、⽣産者にもプラスになる。このほうが『GoTo』よりはるかによいと思う」と提唱した。

 政府分科会の尾⾝茂会⻑も「感染させる⼈の約半数は無症状」と認めているように、いま必要なのは検査の徹底によって無症状を含む感染者をあぶり
出し、隔離すること。これは本庶教授も「医学の教科書にも『感染者を⾒つけて隔離するのがもっとも良い』と書いてある」というように感染症対策の
基本のキだ。だからこそ他国ではそうした対策がとられてきたのだが、この国ではなぜかそれが進まず、ネット上でもいまだに「検査を増やしても感染
者は減らない」「検査しても意味がない」という意⾒が後をたたない。その主張の代表例が「アメリカは検査数が多いのに感染者は減っていないじゃな
いか」というものだ。

 しかし、約3億件近くも検査をおこなってきたアメリカでも、じつは検査数が⾜りていないという指摘がある。〈1⼈の感染者を⾒つけるために、どの
程度のPCR検査を実施したか〉を割り出したところ、〈中国が1808.7回と突出し、韓国66.6回、カナダ24.3回、イギリス22.2回、ドイツ21.0回、⽇本
19.5回と続く〉⼀⽅、アメリカは12.7回だというのだ（東洋経済オンライン13⽇付）。感染者が多いアメリカでは、それでも検査が不⾜しているとい
うわけだ。

 ⼀⽅、⽇本と同じくロックダウンはせず、「社会的距離の確保」による対策をおこない、⽇本とは違い検査に⼒を⼊れてきた韓国はどうか。

 ワイドショーでもしきりに取り上げられたように、韓国も11⽉中旬から感染者が急増し、12⽉下旬には1⽇あたりの新規感染者数が1200⼈台にまで
達した。そうしたなかで韓国は、症状の有無にかかわらず携帯番号を提出すれば誰でも匿名でPCR検査が受けられる臨時検査所を⾸都圏に計144カ所設
置。その結果があらわれはじめたのか、1⽇あたりの新規感染者数は500⼈台を4⽇連続でキープ（15⽇時点）。油断ならない状況であることには変わり
はないが、減少傾向だと分析されている。韓国の感染者が増えたときしかワイドショーは取り上げようとしないが、実際に検査体制の拡充が数字に出つ
つあるのである。

 だが、こうした成果からこの国は学ぼうとはけっしてしない。初動からドライブスルー検査や「プール⽅式」導⼊などによる検査の拡充によって感染
拡⼤を抑え込み、アメリカやドイツなどもそれを取り⼊れた。だが、⽇本ではドライブスルー検査が導⼊されるまでに時間がかかり、「プール⽅式」に
いたっては世⽥⾕区が⾏政検査として認めてほしいと再三要望も声をあげてきたにもかかわらず、厚労省はそれを無視。本⽇15⽇にようやく認めるとい
う体たらく。

■厚労省が1％の偽陽性をタテにPCR検査拡充を否定する「ご説明⽂書」をもって政権中枢へ

 しかも、全国的な感染拡⼤の局⾯にあっても、厚労省はいまだに検査拡充には消極的だ。実際、11⽇になって都市部で不特定多数を対象にした1⽇数
百〜数千件のPCR検査を実施すると公表したが、なんと実施時期は3⽉。いますぐにでも必要なのに、この状況下で「春になってからやる」というので
ある。

 なぜ、政府はここまで後ろ向きなのか。それは、「PCR検査は誤判定がある。検査しすぎれば陰性なのに⼊院する⼈が増え、医療崩壊の危険がある」
という理由からだ。

 現に、政府関係者への聞き取りをおこなったシンクタンク「アジア・パシフィック・イニシアティブ」が10⽉８⽇に公表した報告書によると、厚労省
は昨年5⽉に「検査拡⼤」を否定する内容の⽂書を作成。それを政府中枢に説明に回っていた。その内容はこうだ。
 
〈⽂書では「PCR検査で正確に判定できるのは陽性者が70％、陰性者は99％で、誤判定が出やすい」と説明。仮に⼈⼝100万⼈の都市で1000⼈の感染
者がいるとして、全員に検査した場合、感染者1000⼈のうち300⼈は「陰性」と誤判定され、そのまま⽇常⽣活を送ることになる。⼀⽅、実際は陰性の
99万9000⼈のうち1％の9990⼈は「陽性」と誤判定され、医療機関に殺到するため「医療崩壊の危険がある」とする。
 これに対し、医師や保健所が本⼈の症状などで「検査が必要」と判断した1万⼈だけに絞ると、「陽性」と誤判定されるのは100分の1に減る。〉（東
京新聞2020年10⽉11⽇）

 1％の偽陽性者による医療機関の圧迫を恐れて、70％の陽性者を⾒過ごす──。しかも、こうした検査体制のもとで感染拡⼤が起き、いまでは医療崩
壊ならぬ「医療壊滅」の⼀歩⼿前まできてしまった。この5⽉の時点で繰り返し検査がおこなえる検査体制と医療提供体制の整備を強化していたなら
ば、ここまでの状況にはいたっていなかっただろう。

 しかも、不特定多数を対象にした検査を春まで先延ばしにしたことからもあきらかなように、厚労省はいまだにこの姿勢を崩しておらず、分科会をは
じめとする政府の専⾨家も同様だ。

 さらに悲惨なのは、「縦割り打破」を掲げながら、菅⾸相はこの検査体制の問題についてまったく関⼼がないこと。記者からの質問も理解できず、よ
りにもよって「国⺠皆保険の⾒直し」を⽰唆した菅⾸相だが、『news23』（TBS）アンカーの星浩⽒が政府関係者に取材したところ、菅⾸相はこの期
に及んでも「（医療体制など現状の）本質、深刻さをまだまだ把握していない」というのだ。

 政府はいま罰則強化でこの波を乗り切ろうとしているが、⼈びとを分断し、攻撃を扇動するだけで、それで効果が出ることは絶対にあり得ない。暗澹
たる現実が、今後もつづいていくことになりそうだ。

（編集部）
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ノーベル賞受賞者・本庶佑さんの提⾔に賛同相次ぐ 「コロナ専⾨病院設置」「隔離と⾷事提供策で
ホテル・飲⾷業を⽀援」

https://news.yahoo.co.jp/articles/96350a83778ee4d8dc5974473d66b580ee8466f2
1/14(⽊) 13:42 中⽇スポーツ

本庶佑さん（中⽇スポーツ）

 ノーベル医学⽣理学賞を受賞した京都⼤特別教授の本庶佑さん（78）が14⽇、テレビ朝⽇系の情報番組「⽻⿃慎⼀モーニングショー」にリモート出
演。本庶さんが述べた提⾔にネット上で賛同が相次いだ。

 番組では、⼤阪府など7府県が追加された13⽇の緊急事態宣⾔の会⾒を紹介。本庶さんは「相変わらず飲⾷業をターゲットにして、そこが⼤きな感染
源であるという意識」「政府側の積極的な対策、⽅針が⾒えていない」と明確さの⽋如を残念がった。

 番組の中盤にはノーベル賞受賞者4⼈が出した「緊急共同声明」の提⾔を紹介。通常の病院がコロナ患者を受け⼊れると、他の症状の患者の⾜が遠の
き経営を圧迫するため、「1つの病院を丸々、コロナ対応病院とするのが効率が良い」と述べ、専⾨病院を設けるべきだと主張した。
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 続いて「GOTOトラベル」などの業界⽀援の仕⽅ではなく、検査数をより増やすために集約して資⾦を投⼊する⽅が有効的だとした。

 ある会社が既にPCR検査の機械をトラクターに埋め込んだ移動式の検査態勢を整えていると明かし、導⼊すべきだと強調。また無症状感染者を借り上
げたホテルに滞在させ、⾷事を提供する隔離態勢を提案。ホテルと飲⾷業界にもプラスになり、効率的に経済が回せる⽅法だと訴え、「1年前から繰り
返し申し上げていますが、いまだに厚労省の考えが変わっていないのは全く理解できない」と語気を強めた。

 ネット上ではこれらの提⾔について「素晴らしい」「本庶さんのいう通り」「納得がいく」と賛同が相次いだ。ともに番組にリモート出演した東京⼯
業⼤の⼤隈良典栄誉教授の発⾔も含めて「こんな優秀な先⽣⽅の提⾔が無視される政府の無能っぷり」と嘆く声もあった。

2. ⾚かぶ[113666] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:20:22 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12442]  報告 ▲△▽▼

【モーニングショー】21/1/14抜粋 (1)〜(13)
ゲスト︓本庶佑、⼤隅良典、北村義浩

(1)出たー︕ノーベル本庶＆⼤隅。
「⼊国制限せねばならない理由は、1年も経ったのに空港での検査＆隔離をいまだに徹底できてないからだろが」と。
pic.twitter.com/sUAb2vxMcn

̶ Runner (@PV_Runner) January 14, 2021

3. ⾚かぶ[113667] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:20:57 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12443]  報告 ▲△▽▼

【モーニングショー】21/1/14抜粋 (1)〜(13)

(3)ノーベル賞学者4⼈の提⾔。
でも、英国の科学者と⽐べると遅いよ。
向こうは政府の対策発表のすぐ後に抗議声明を出してたし、⼈数も501名だった。
それに、本来ならこれは例の「学術会議」がやらねば。 pic.twitter.com/ind2Ny4CYh

̶ Runner (@PV_Runner) January 14, 2021

4. ⾚かぶ[113668] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:21:33 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12444]  報告 ▲△▽▼

【モーニングショー】21/1/14抜粋 (1)〜(13)

(5)「GoToよりも検査に投資した⽅が経済効率がいいよ」と。 pic.twitter.com/AEsnZvpyHE

̶ Runner (@PV_Runner) January 14, 2021

5. ⾚かぶ[113669] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:22:09 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12445]  報告 ▲△▽▼

【モーニングショー】21/1/14抜粋 (1)〜(13)

(7)「強権政治でないと検査もできない」うんぬんは⾔い訳で、厚労官僚の本⾳は予算をケチりたいからだろうと本庶教授。
pic.twitter.com/PhSNROOSYS

̶ Runner (@PV_Runner) January 14, 2021

6. ⾚かぶ[113670] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:23:17 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12446]  報告 ▲△▽▼

【モーニングショー】21/1/14抜粋 (1)〜(13)

(10)ワクチンと治療薬の承認が遅い件について。
「具体的にはイベルメクチンはどうなったんだ︖」と本庶教授。 pic.twitter.com/7RiDsXFz5A

̶ Runner (@PV_Runner) January 14, 2021
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7. ⾚かぶ[113671] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:23:50 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12447]  報告 ▲△▽▼

【モーニングショー】21/1/14抜粋 (1)〜(13)

(12)⾼⽊美保が偏在調整について松本モデルを紹介。
って、どこが「櫻井よしこの独⾃調査」なんだ︖
松本モデルは⽅々の番組で紹介されてるし、リーダーの相澤医師はモーニングショーにも出てただろうに。 pic.twitter.com/ffZO1jpGkU

̶ Runner (@PV_Runner) January 14, 2021

8. ⾚かぶ[113672] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:24:43 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12448]  報告 ▲△▽▼

【モーニングショー】21/1/14抜粋 (1)〜(13)

(13)まとめとして、⼆⼈そろって「近視眼的思考はダメよ」と。
北村義浩はほとんど出番なしと。 pic.twitter.com/rorjz5Txnt

̶ Runner (@PV_Runner) January 14, 2021

9. ⾚かぶ[113673] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:26:38 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12449]  報告 ▲△▽▼

ノーベル賞受賞者 本庶教授
国⺠への⾃粛ばかりで、政府として何をするかがはっきりしない。
PCR検査体制も⼀年経ってもまだ確⽴できていない。
と政府の対応の問題点を指摘。#モーニングショー pic.twitter.com/KySqKMlGjX

̶ アヤ@peace9love (@ayapeace9love) January 13, 2021

10. ⾚かぶ[113674] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:28:25 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12450]  報告 ▲△▽▼

昨⽇の #モーニングショー とても良かった︕
ノーベル賞受賞の #本庶教授 が国を痛烈に批判。
「業界⽀援ということで何兆円もばらまいているが、検査にお⾦を使う⽅が断然コスト的にも社会的にも有効。…早期発⾒と隔離は医学の教
科書に書いてある。なぜやらないのか。」https://t.co/uxHADU0ppv

̶ 弁護⼠ ⽩神優理⼦ (@yuriko_shiraga) January 15, 2021

11. ⾚かぶ[113675] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:28:59 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12451]  報告 ▲△▽▼

1/14の #⽻⿃慎⼀モーニングショー 
本庶教授、「数千億円の投資で、PCR検査専⽤トレーラー1000台分で250万件／⽇の検査が今すぐ可能。なぜすぐにやらないのか︖」
pic.twitter.com/q10UswelOl

̶ Asao Watanabe (@TakinoPark) January 13, 2021

12. 2021年1⽉16⽇ 00:29:23 : GDZwiyo7iU : Nm10R3ZMUHRTcVU=[198]  報告 ▲△▽▼
Ｇоtо検査キャンペーン是⾮。
13. ⾚かぶ[113676] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:29:30 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12452]  報告 ▲△▽▼

異世界に召喚されてみない
軍師になって美少⼥たちを救おう︕異世界召喚サクセスストーリー『ロストノア』好評配信中

詳細を⾒るPR 合同会社EXNOA

http://www.asyura2.com/acpn/k/kn/kns/kNSCqYLU/index.html
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=DiuQjGfad6
http://www.asyura2.com/acat/u/ut/utb/UTBWZXVVMUNWUkE=/index.html
javascript:requestCommentDel('http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/528.html#c7')
https://t.co/ffZO1jpGkU
https://twitter.com/PV_Runner/status/1349853565737603074?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.asyura2.com/acpn/k/kn/kns/kNSCqYLU/index.html
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=DiuQjGfad6
http://www.asyura2.com/acat/u/ut/utb/UTBWZXVVMUNWUkE=/index.html
javascript:requestCommentDel('http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/528.html#c8')
https://t.co/rorjz5Txnt
https://twitter.com/PV_Runner/status/1349854142894800896?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.asyura2.com/acpn/k/kn/kns/kNSCqYLU/index.html
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=DiuQjGfad6
http://www.asyura2.com/acat/u/ut/utb/UTBWZXVVMUNWUkE=/index.html
javascript:requestCommentDel('http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/528.html#c9')
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/KySqKMlGjX
https://twitter.com/ayapeace9love/status/1349499003575042050?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.asyura2.com/acpn/k/kn/kns/kNSCqYLU/index.html
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=DiuQjGfad6
http://www.asyura2.com/acat/u/ut/utb/UTBWZXVVMUNWUkE=/index.html
javascript:requestCommentDel('http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/528.html#c10')
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%AC%E5%BA%B6%E6%95%99%E6%8E%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/uxHADU0ppv
https://twitter.com/yuriko_shiraga/status/1349964050646515714?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.asyura2.com/acpn/k/kn/kns/kNSCqYLU/index.html
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=DiuQjGfad6
http://www.asyura2.com/acat/u/ut/utb/UTBWZXVVMUNWUkE=/index.html
javascript:requestCommentDel('http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/528.html#c11')
https://twitter.com/hashtag/%E7%BE%BD%E9%B3%A5%E6%85%8E%E4%B8%80%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/q10UswelOl
https://twitter.com/TakinoPark/status/1349505266685890560?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=GDZwiyo7iU
http://www.asyura2.com/acat/n/nm/nm1/Nm10R3ZMUHRTcVU=/index.html
javascript:requestCommentDel('http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/528.html#c12')
http://www.asyura2.com/acpn/k/kn/kns/kNSCqYLU/index.html
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=DiuQjGfad6
http://www.asyura2.com/acat/u/ut/utb/UTBWZXVVMUNWUkE=/index.html
javascript:requestCommentDel('http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/528.html#c13')


⽇本のPCR検査数はこんなに少ない。無症状の感染者が広げているのだから、あぶり出して収容するしかない。それが厚労省にはわからな
い。
慣れない仕事をやりたくないのかも。それでは、⽕を⾒て逃げ出す消防⼠�厚労省は職務放棄❗ コロナを広げているのは厚労省。
本庶教授は厚労省に予算は余っている pic.twitter.com/Dp8S7H4Pqb

̶ おくあき まさお (@tuigeki) January 14, 2021

14. ⾚かぶ[113677] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:31:09 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12453]  報告 ▲△▽▼

本庶教授は、PCR検査をやれば良いと具体的に数字を上げて提案。
⽇本製のオートマチックの検査機械があり、ホテルを借り上げ、⾷事も提供すれば良いのではないか、と。

できることがあるのにやらない厚労省は反国⺠的、犯罪的ではないかと私は思う。後で厚労省に電話だ☎  https://t.co/8UCbGuqM2h
pic.twitter.com/WTgUGBtSaQ

̶ おくあき まさお (@tuigeki) January 14, 2021

15. ⾚かぶ[113678] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:32:30 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12454]  報告 ▲△▽▼

厚労省は公衆衛⽣の教科書にも書いてあるのに受⼊れないのが理解し難い。(本庶教授)⼤規模で強権的に中国はやって拡⼤防いだし台湾は早
期に感染拡⼤防いだ。参考例があるのに実⾏に移さない謎。(⼆教授)⽇本には科学者の勧告をまとめて政策に反映する機関を作るべき(英⽶
有⽇本無) #モーニングショー

̶ ミズイロキイロ (@mzirkir8989) January 14, 2021

16. ⾚かぶ[113679] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 00:34:45 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12455]  報告 ▲△▽▼

本庶教授・⼭中教授らノーベル賞受賞者4⼈が菅政権に提⾔「PCR検査能⼒の⼤幅な拡充と無症候感染者の隔離を強化」（モーニングショ
ー） - 健康ブログ🐾

⼩沢さんが同じ内容をツィートしたら検査スンナ派が湧いて出てきたが、ノーベル賞受賞者4⼈には何も⾔えんだろうな。
https://t.co/gCEBqefvIX

̶ 但⾺問屋 (@wanpakuten) January 14, 2021

17. ⾚かぶ[113681] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 01:12:38 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12457]  報告 ▲△▽▼

本気で⽇本のこと国⺠のことを考える⼈がいるということ。⽇本も捨てたもんじゃない。あとは政府が実⾏するか否か。

̶ Daddy_P (@DrP64250518) January 15, 2021

18. ⾚かぶ[113682] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 01:13:24 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12458]  報告 ▲△▽▼

つまり今の政権与党である⾃⺠党は何が何でも国⺠を皆殺しにしたいって事やね︖#悪夢の⾃⺠党政権さようなら 

あとさ、#今すぐ返せ給付⾦は預けた税⾦ https://t.co/MSiPCIVJiV

̶ 柊柾葵@✨単⾏本発売中✨ (@dvxs) January 15, 2021

19. ⾚かぶ[113683] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 01:14:11 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12459]  報告 ▲△▽▼

検査の邪魔ばかりする厚労省こそが、感染拡⼤の主原因︕終息すると何か困るのか︖ https://t.co/8cnah6v4Uq

̶ フィボナッチ (@WGYIasQ9uFe3ZwS) January 15, 2021

20. ⾚かぶ[113684] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 01:16:23 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12460]  報告 ▲△▽▼
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本庶先⽣も何回⽬だろうか。あまりの政府のアホさ加減に腹を据えかねているのは多くの国⺠も同様。PCRの擬陽性での医療崩壊を⾔う前に
厚労省は無症状陽性者の感染拡⼤をどう把握して抑え込むのかを明確にすべきだ。地域医療構想で実は⽇本の医療体制を削減してきたことが
ばれるのが怖いだけ。選⼿交代 https://t.co/hD6cthrfeH

̶ JAPAN ART LINK (@JAPANARTLINK) January 15, 2021

薄⽑の相談は病院へ
カウンセリング実施中

新橋駅徒歩1分 クリック

21. ⾚かぶ[113685] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 01:16:52 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12461]  報告 ▲△▽▼

普通に調べて対処しましょう…って事をノーベル賞学者に⾔わせる国…。
現状を把握しようとせずに、どうやって対処対応をしようというのでしょうね。
⾏政トップが仮定を考えないスタンスだから、調べて、分析して、仮定や想定するものですが、それが必要ないなら調べる必要も無し…って
事でしょうか。 https://t.co/UdCOGvc9ou

̶ 壁の向こうは壁だったヽ(´o｀︔ (@aiuneom) January 15, 2021

22. ⾚かぶ[113686] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 01:17:48 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12462]  報告 ▲△▽▼

「医学の教科書にも『感染者を⾒つけて隔離するのがもっとも良い』と書いてある」というように感染症対策の基本のキだ、と指摘。
https://t.co/iRRW5dsdcL

̶ matuda takahiko (@MatudaTakahiko) January 15, 2021

25. どぶさいら[101] gseC1IKzgqKC5w 2021年1⽉16⽇ 01:49:10 : qE3F3rdkxk : QTkuY1BNeThoOGc=[1]  報告 ▲△▽▼

ノーベル省がこれだから、しょうもないぜ。

皆の衆、発狂してくれ。
26. 2021年1⽉16⽇ 02:02:30 : quMKleKEOA : andmOS5lY2dYN00=[1102]  報告 ▲△▽▼
ノーベル賞って図々しい⼈が多い

これは賞を取る時点で図々しく売り込むことが必要だから
その図々しさが治らないだけなのか
27. 2021年1⽉16⽇ 02:24:29 : qIe44v6Rb2 : emlxc09ZSVZYMVU=[155]  報告 ▲△▽▼
コロナ感染の初期には、千葉県で幕張メッセの駐⾞場に、コロナ対応の仮設の専⾨病院くぉ作るって⾔ってたよね
森⽥健作は何もしないじゃないか、柴⼭の⾃宅がきになってしかたないのか︖
28. 2021年1⽉16⽇ 02:39:22 : jZwoA23GUc : L0xNRVVCZmxFMmc=[66]  報告 ▲△▽▼
⾺⿅が湧いている。
検査するな教徒＝基本的政権の⽅針＝ネトサポの⽅向
もう明らか。
ネトサポ、発狂もんだわい︕
ざまあないな。
29. 地下爺[13845] km6Jupbq 2021年1⽉16⽇ 06:08:12 : kMIc2lxf16 : MWRuOFR2bEFUbS4=[62]  報告 ▲△▽▼

   私は コロナ懐疑派だけど

   信頼のおける情報が無いので、今年の⾵邪の名称ぐらいにしか正直思えない

   ところが あると 思っている。

   それでも ⼈が死に 重篤な後遺症に悩まされるのであれば 正しく恐れる

   必要はあると 考えています。
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   本当に 問題が あるのなら 現状を知るために 検査をするのが当たり前

   現状が わからないで どうするてこと ︕︕

30. 前河[5408] kU@JzQ 2021年1⽉16⽇ 07:09:07 : evyRtSopKg : cFFWOEdoSWlZZUE=[183]  報告 ▲△▽▼
モーニングによると、厚労省ってこの期に及んでまだ検査抑制しようとしてるのか︖

⼼底頭が悪いのか︖⼈命を軽視しているのか︖どちらかだな。両⽅か︖

私が昨年三⽉頃に書いた内容を修正、まとめ直して載せます。考えはひとつも変わらない。

⼀年前の検査抑制派の意⾒⬇

＞医者や看護婦や検査技師はそうそう増やせるものではない。コロナがなくてさえ病院は⼿⼀杯なのだ。待合室はいつも満員。検査などやってる余裕は
なかろうが。

＞隔離してコロナの巣窟になったプリンセスなんたらを忘れたのか。⽇本中の病院をコロナの巣窟にしたいのか

前河⬇
逆です。検査をしない⽅が感染が広がる可能性が⾼い。勿論、感染の疑いのある⼈々がみんな病院の待合室に集まったら危険です。

検査をする⼈は、病院でも⼊り⼝を分けたり、そもそも検査できる病院と出来ない病院を分けたり、さらには病院とは別に検査所を設けるのです。

そして、症状によって病院に⼊院（重症者）、ホテル（軽症者）などを施設にするなど分ける。

検査の必要性は、その本⼈の今後のためだけに限定されるものではない。

検査をするのは、他⼈にウイルスを移さないようにするためです。

新型コロナウィルスに感染した場合、症状が軽い⼈々⾃⾝に問題はないとしても、そういう⼈からお年寄りや抵抗⼒の弱い⽅々に感染し重症化する恐れ
がある以上は、本⼈が軽軽症でも⾃分が感染しているのか、感染していないのかを知る必要がある。

お年寄りや抵抗⼒の弱い⼈々に⼤きく影響する以上は、その感染者数を把握して感染者⾃体を把握することで、感染者施設、ホテル滞在処置、⾃宅待機
などの振り分け対策が必要となる。

後々の感染拡⼤・縮⼩などに⼤きく影響する。

感染者の特定と感染者数を把握する事は物凄く⼤事なこと。

感染者数の把握を軽視しているのは⽇本だけ。

感染者数がわからなければオリンピックの開催の是⾮や各イベントの開催・中⽌、ワクチンの数などあらゆる判断に影響する。

現実把握というのは問題を解決するために最も⼤事なこと。「数だけ知ってどうするんだ︖」という話ではない。

⽇本は昔から客観的データを軽視する⾵潮があり、科学的にものを解決しようという姿勢が弱い。特に政治家や官僚は。

薄⽑の相談は病院へ
カウンセリング実施中

新橋駅徒歩1分 クリック

31. 2021年1⽉16⽇ 07:12:57 : UHrkPIPHoE : S20zNkNTQU1kTms=[1]  報告

>>24,25,26

ハイハイ。

お決まりのネトバカウヨ登場。

これだから⾃⺠党とウヨが学術会議を攻撃するわけだ。

要するにバカ殿、バカヒトラーを批判するまっとうなインテリの正論が⼤嫌いなのだ。

ただし、厚⽣省の予算節約とかの本庶先⽣の⾒⽅は違うと思う。

必要な予算は別に政府が⾜してやればいいだけだから。
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厚⽣省は国⺠を危機に陥れて、ワクチン商売をアシストしたいのだ。

アビガンを頑として承認しないのもそれだ。

ファイザーなど⽶国製薬⼤⼿の圧⼒が厚⽣省に来ていると僕は⾒る。
32. 2021年1⽉16⽇ 07:42:50 : KJ8zHNlJ02 : LzZidFFwbUpFWC4=[1]  報告

皆さん随分PCR検査を信頼しているようですね。
インチキ検査であると疑ったことは無いのですかね︖
少し調べてみてはどうですか︖情報は容易に得られます。
33. 2021年1⽉16⽇ 07:47:44 : yQZx8IqFTs : V29sakE0aHJiUk0=[140]  報告

昨晩のＢＳＴＢＳ１９３０で東⼤先端研の児⽟先⽣の研究で、無症状患者がコロナ感染の⼀番⼤きな問題であることが判ったと⾔っていた。

無症状患者には主に保育園、学⽣、若者たちがおり、症状がないので⾃由に動き回っている。

この⼈たちで感染したものが家庭に持ち込み、家族とくに年寄りに感染させ最悪死亡させることになっているのだ。

無症状患者は感染⼒が最も強い時期に、周りに感染させるので全⾯的なＰＣＲ検査以外で患者を⾒つけることはできない。

厚労省や感染研は、ＰＣＲ検査で擬陽性で感染者がウイルスをばら撒くと⾔っていたが、今やその何百倍︖も多くの無症状感染者が国内にうろついている

新型コロナを⽢く⾒た厚労省、感染研、政府の責任は重⼤︕

いつのまにか、⽇本はこんなアホが⼀杯いる国になったのだ。
34. 2021年1⽉16⽇ 08:00:11 : Askq0YLCxI : Qmp1Y3Rla1c0Vlk=[517]  報告

⺠間の検査（唾液）が漸く増えてきた。

飲⾷業、接客業、旅⾏業その他は無感染者限定で通常営業すれば良い。

無感染者ほど活動範囲が狭いので⼤幅割引となる⽀援⾦を出すよう政府に要請。

まあʼＧｏ ｔｏ ＊＊＊＊ʼで⾦を出していたから簡単だな。

感染が分かったなら五輪施設を全て開放することだ。可能な限り東京に集めて医療を

集中させ対策する。地⽅の県で増えても⼈員・施設拡充はままならないだろう︖
35. 2021年1⽉16⽇ 08:05:17 : pCidahNfYm : YXNIMWtMWG4wc0E=[8]  報告

⽵中平蔵⽒ その他 シンポジウム 講師紹介 （予定）
https://www.global-nikkei.com/csis19/speakers/

36. 2021年1⽉16⽇ 08:14:52 : pCidahNfYm : YXNIMWtMWG4wc0E=[9]  報告
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来年度予算では、新型コロナ対応は予備費5兆円でという財務省の説明。
 
今年度、予備費が7兆円が残っていても「予期せぬ状況に備える」というのでは、医療機関の減収補填にも、事業者への直接⽀援にも、第3波への対応にも
い。

ちゃんと何に使うかを本予算に盛り込むべき。

37. 2021年1⽉16⽇ 08:35:05 : IsaqkD5ZwY : a3ByWU80T1ZQQ1E=[2]  報告

なんだろ、コロナ懐疑派やPCR懐疑派って本当に頭⼤丈夫なんだろか。

インフルエンザ並みか以下という理屈も聞き飽きた。
世界のインフルエンザ死者数は年29万⼈〜64万⼈。
CDCの試算、年25万⼈〜50万⼈ともやや上振れてるけど符合してる。

新型コロナでの死者数は約1年で200万⼈を越えた。
乱暴にざっくり⾔えば約インフルエンザ4年分の死者数に達してる。

⽇本での死者数は奇跡的に抑えられているけど、このまま感染が増えれば
重症者や死傷者が増えていくのは⾃明の理。

約1年も経ってまだ陰謀論的な事を吹聴してる輩の論調に乗って
検査体制すら整わない現状を良しとする⾃⺠党的な思考者って⼀体何なんだ︖

厚⽣労働省は何の旨味もないPCR(精度ほぼ100％)を排除して
キックバックがおいしい抗原検査(精度50％)に挿げ替えたいという思惑が
コロナ懐疑派の思惑とマッチングしてて草も⽣えない。
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秋冬に拡⼤する事は⼀部の医師やEU諸国を⾒ても明確だったのに関わらず、
やってきたのは分科会の対策ごっこ。

政府がこの1年でやらなきゃいけなかった事は
PCR検査の拡充
病床の拡充
医療従事者の拡充
それに伴う国から医療機関への特別予算執⾏だけだった。
これ以上もこれ以下もない。
38. 2021年1⽉16⽇ 08:55:57 : Di1MeEkVSI : TURTbXVWMmNYN3c=[3180]  報告

⼀年中、吹き荒れまくっている、

コロナ感染症を、インフルエンザとは、呼ばない。

本庶⽒は去年から、⾔い続けている。

聞く⽿を持たないのは、分科会、メディア。

  
 
39. 2021年1⽉16⽇ 09:00:22 : jZwoA23GUc : L0xNRVVCZmxFMmc=[67]  報告

⾺⿅な⼈間がいるもんだ。
若い連中は感染していてもというが、コロナに感染して若いものほど
後遺症に悩まされている。
多くは⼤変な倦怠感で動くこともできないくらいの⼈もいるそうである。
また、嗅覚や味覚の異常、脱⽑等
これらの複合的症状が発症しており⼤変怖いものである。
普通の、⾵邪やインフルエンザと同⼀視できないのである。
これでもまだ⾵邪レベルと⾔う者がいるとは恐ろしいことである。
認識を⾒直すべきである。

決してコロナを⾵邪と思うべからず︕︕

薄⽑の相談は病院へ
カウンセリング実施中

新橋駅徒歩1分 クリック

41. 2021年1⽉16⽇ 09:05:47 : jZwoA23GUc : L0xNRVVCZmxFMmc=[68]  報告 ▲△▽▼
この期に及んでもまだ⾃分たちの利権に群がっていて、⽇本の国⺠のことを真剣に考えている者はどれくらいいるのだろうか︖上にいるものほど汚く貪
欲であると⾔える。
42. 2021年1⽉16⽇ 09:05:47 : Di1MeEkVSI : TURTbXVWMmNYN3c=[3181]  報告 ▲△▽▼
>>35

如何にも、気持ちの悪いのが揃っている。

スティーブバノンの

詐欺講演と全く同じ。暗躍する、闇アナリスト。

   
43. 2021年1⽉16⽇ 09:11:37 : DRZNZ4UKyk : RXk5dW1CcjV4Znc=[1]  報告 ▲△▽▼

変な偏⾒をすて中国ワクチンを習近平にお願いして今すぐ接種すればよい

 ⽇本はこの30年経済の停滞ですでに中国よりもはるかに遅れている国になってしまった

 ⽶英系（アングロサクソン）のワクチンはモンゴロイド系には中々廻って来ないよ
44. 2021年1⽉16⽇ 09:14:55 : Di1MeEkVSI : TURTbXVWMmNYN3c=[3182]  報告 ▲△▽▼
>>40

敵は、あなたの中にいる。

5Gが敵だとは電⼦レンジが敵だとと⾔ってるようなもの。

MRIが敵だ敵だと⾔って叫んでいる男。
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DSが敵だと叫ぶ男。
敵は、あなたの中にいる。

  
  
45. 楽⽼[1845] inmYVg 2021年1⽉16⽇ 09:56:25 : bXmrhAfsgQ : Rk1YSjF6a2I2akE=[136]  報告 ▲△▽▼
>29.地下爺︓私は コロナ懐疑派だけど

尊敬する地下爺さんがこうだとは知らなんだ。

>29.︓今年の⾵邪の名称ぐらいにしか正直思えない。

素⼈的には私も⼤賛成です。

感染率、致死率からみても季節性インフルと何ら変わりない。
素⼈にとって、新型コロナであれ、季節性コロナであれ、何の変わりもない。
ウィルス分析もしない素⼈には全く関係ないことだ。
⾵邪ひきゃ熱が出る、怠い、節々が痛い、⿐が詰まる、咳が出る、⾷い物が美味しくない。
こう⾔う事であって、タダの流⾏り病だ。

だから、医療⾏政の無知無能無策が引き起こしたパンデミックならぬパニックだ。
これにお調⼦者のメディアが煽りに煽った。
安倍菅(アカン)政権だからこそのなせる業だ。

マスク警察がウレタンや布マスクまで排撃して不織布マスクを強要しているらしい。
安倍晋三さまがポケットマネーを投じて、否違った、⾎税を浪費して全世帯に下賜たてられ奉った【アベノカビマスク】の出番ではないか。
マスク警察は恐れ多くも安倍晋三様に盾突く気か❗❓

嫌味はこれくらいにして

地下爺さん 個⼈としてはこの新型コロナは⼤変な病気だと思います。
場合によってはすぐ死に直結する（既往症が無くても）
後遺症が残る

だから私は巣ごもりして家で踏み段運動をしている。
ところが、このコロナ禍にもかかわらず、半年前に企画した技術講演会に受講者が集まったからと２⽉に、⾮常事態宣⾔中の恐ろしい都市で午前午後ぶ
っ通しの１⽇講演をやることになった。

医療⾏政の不⼿際なんだから
今からでも遅くはない、検査・検査・検査による陽性者の分離と発症者の隔離と治療が必要です。
PCRのサイクル数が⽇本では40だとか45だとか
いいではないか、これで陰性なら万々歳
擬陽性が１％出たからと⾔って何が問題なのか❓
(32)のようなバカもいるが
ワクチンに期待するのもアホウな話。私は絶対に接種しない。
インフルワクチンも50年以上接種したことは無いがこうして⽣きている。
よほどの憎まれ者なのか(笑)

欧⽶よりも圧倒的に少ない患者数と陽性者数で何が医療崩壊か❗❓
こうした歪な、ゆがんだ、⽩い巨塔たる医療体制を形成してきたのは厚労省と医師会だ。
コロナで役に⽴たないクリニックなどアトキンス流に淘汰してしまえ。

国⺠は頑張っている。ものすごく頑張っている。
何もせずにコロナを煽っているのは⾏政と専⾨家だ。
昨春にはパチンコ店に濡れ⾐を着せ
今また被害者である飲⾷店に責任をかぶせ
おのれ共は、ステーキ8⼈会⾷にハシゴ会⾷、⼤⼈数パーティーに、芸者やコンパニオン
挙句の果てに酔っぱらって転倒、救急⾞で運ばれる始末
これだけ批判されているのに⽯破も⾼級フグ会⾷
⾮常事態宣⾔など全く無意味となっている。

政治家が襟を正して率先垂範すればコロナなど直ぐに居なくなる
（とイイナ❗）
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46. ⾚かぶ[113694] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 10:23:24 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12470]  報告 ▲△▽▼

菅⾸相はお気に⼊りの資料が出されれば喜ぶ
違う資料が出たら左遷
まともな政治が⾏われていると思えない
政治家に問われるのは判断⼒
だから政治家は結果責任を負わなければならない
Gotoで感染を広げた責任は重い#責任転嫁の為の特措法改正反対 https://t.co/mgrUfuePHZ

̶ 未来@kasugai (@kasugaihigashi) January 16, 2021

47. ⾚かぶ[113695] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 10:24:17 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12471]  報告 ▲△▽▼

厚労省が失敗を認めない限りこの島のパンデミックは防げない。まるで偽陰性にこだわりパンデミックを拡⼤させる偽物官庁厚労省の⾏いと
相似形。負のフラクタルか︖ https://t.co/FO7nqtklNP

̶ ポップンポール (@hitokuchimemo) January 16, 2021

48. 2021年1⽉16⽇ 10:59:59 : o4XjKXElcY : YVpHQnpDUndlZEk=[26]  報告 ▲△▽▼
>>32

 単純な話、ＰＣＲ検査がすべてインチキなら現在の東アジアの国々の様⼦も⽇本と⼤差がないはずだがそんな事はないし、それとも⽇本のＰＣＲ検査
だけがインチキって話なの︖

それに仮にインチキだっていいじゃん、台湾や韓国のように新型コロナが抑え込めれば。

何か問題でもあるの︖
49. 2021年1⽉16⽇ 11:16:32 : i2fSDtgZQI : Q1llQ2FXck00UWs=[45]  報告 ▲△▽▼
コロナの感染⼒はインフルの3倍という報道がなされた途端
コロナは⾵邪と同じと⾔っていた軍団はだんまり
PCRについても偽陽性のことは声⾼にわめくが偽陰性についてもばっくれ
PCR検査が医療崩壊をもたらすと⾔っていたハシゲ
PCR検査をしなかったために医療崩壊に陥っているのに
誰もハシゲにそのことを問いただす者もいない
変なことを⾔うとコロナ漬けにされて海にでもたたき込まれるのかwwww
50. 2021年1⽉16⽇ 11:18:42 : D9rmkdSweA : WFZvYXdMY1l6ZS4=[1]  報告 ▲△▽▼
⽇本は植⺠地である、アメリカ様のご指導の下⽣きている。アメリカ様の⾔われることなされることは全て正義なのだ。そのアメリカのテイタラクを⾒
てもこれはいかんと気づくことはない。その上国の中枢にダニのように⾦の亡者が住んでおりそれが⾃分の都合のいいように国を動かしている。⾒識の
ある⼈が常識を知らせても彼らは効く⽿を持たない。いつの間にか、と⾔うより、お上を信じお上がすることに無批判におおよそ30年、⽇本はデタラ
メの国になった、それでもなお何も気づいていない、中国は今や先進国に変⾝している、しかし相変わらず中国批判をしている。今回のコロナが体制は
違うと⾔えそれをきしくも証明してくれている。現実を⾒つめることができないから、中国台湾に学べと⾔われても納得することはできず従うことはな
い。相変わらず先進7か国の⼀員だとやせ我慢している。滑稽な話だ。いやコロナの前から⽇本はすでに世界の笑い者だった。ついでに⾔えば無能、無
知、無恥の安倍を処理することさえできない、⻑年政府にすぐう⽵中⼀⼈⽚づけることができない、⾃浄能⼒のない国なのである。アメリカに縋り付き
アメリカの後追いをする国なのだから近い将来今のアメリカを⽇本で⾒ることになる。もう、何とも⾔えない、⼦や孫には本当に申し訳ない。

薄⽑の相談は病院へ
カウンセリング実施中

新橋駅徒歩1分 クリック

51. 2021年1⽉16⽇ 11:22:42 : A3NeEZthcc : MkZtVWxFSVhFcEk=[4]  報告 ▲△▽▼

●終わりにしましょ・・・

＿「誰でも陽性・インチキPCR検査」＋「幻の新型コロナ」＋「毒物ワクチン（⼤量殺戮）」＿詐欺︕

ノーベル受賞者は、バカなのか、国賊・詐欺集団の⼀員なのか︖ 
⼤橋眞先⽣、内海聡先⽣を国会の予算委員会＆コロナ対策会議に呼べ︕
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＞「ノーマルに戻せ︕」、⼤橋眞⽒ら内外専⾨家がコロナ対策を批判（前） 
⾼橋清隆の⽂書館 http://www.asyura2.com/20/senkyo277/msg/795.html

＞内海聡【公式】 YouTubeチャンネル の最新の動画をお⾒逃しなく
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E5%86%85%E6%B5%B7%E8%81%A1%E5%85%AC%E5%BC%8F
＿＿＿＿＿＿＿＿＿

インチキPCR検査とセットの「新コロ詐欺」。その先にあるのは「毒物ワクチン」︕ そんなヒトデナシのビルゲイツでございますが、ニポンの点脳様
（安倍総理＋宮内庁）から特⼤の勲章をいただきましたとさ。殺⼈計画に貢献すると勲章をもらえるのですか︖
https://www.publickey1.jp/blog/20/post_277.html

なぜか「インフル検査」を禁⽌し、誰でも何でも陽性を⽰すCt40のインチキPCR検査の実施。あまりにインチキなので、各国で訴訟が起こされ、かの
ビル・ゲイツの⼿先であるWHOもインチキだったことを認めました。

＞2020.3.11⽇本医師会・インフル禁⽌令︓https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/738590/

＞2020年12⽉14⽇ WHOもPCR検査のインチキを認めた︓
https://blog.goo.ne.jp/beingtt/e/73b904e35b3c7b452ecc540500a899ac
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
52. 2021年1⽉16⽇ 11:24:32 : hgJU2MQt8s : djQ5amFoSlZsRS4=[3]  報告 ▲△▽▼

冷静になりましょう。

新コロ・新コロと騒ぐも、⽶国・⾼齢の死亡者は増加しておらず、⽇本では逆に減少しています。
死亡が増えているのは、⾃殺者︕経済沈没で無職無収⼊・希望をなくし⾃殺が多発＝スガ政権の成果︕
そしてコロナの本体は、「インフルA」または「インフルB」であることが明らかになりました。

＞2020/11/24(⽕)死亡者は前年⽐減少、治療法も⼤きく進歩
 https://news.yahoo.co.jp/articles/0ca052cf5675e4ee3c157c25446a5e78387cdf09

＞爆弾発⾔︓ジョンズホプキンスの研究者︓⽶国・死亡者は増えていませんよ︕
 https://blog.goo.ne.jp/beingtt/e/f889ee44bd413d883ed0d63dfc654499

＞コロナの正体は、インフルでした︓https://ameblo.jp/don1110/entry-12649910802.html
https://www.facebook.com/WelSec7/videos/3903317926359623/
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
53. 2021年1⽉16⽇ 11:26:06 : hgJU2MQt8s : djQ5amFoSlZsRS4=[4]  報告 ▲△▽▼

世界では、１０万⼈の医師がインチキな「コロナパンデミック」と「毒物ワクチン」を告発しています。

＞10万⼈の医師と医療関係者がCOVID-19ワクチンに反対して団結
https://blog.goo.ne.jp/beingtt/e/3734d5f6c6291c8c346e5d5f322417aa
パンデミックはありません。政府は死亡者数を偽装しています（すべての死亡者をCOVIDという捏造されたカテゴリーに⼊れています）。すべての政
府は、健康な⼈を感染者としてマークするためにRT-PCR機械を使⽤しています（したがって、病気ではない⼈の恐怖に基づいた症例デミックを引き起
こしています）。これらの医師や医療専⾨家が警鐘を鳴らすように、このビデオを広く拡散してください。このビデオはすでにFacebookやYouTubeで
禁⽌されており、世界中のメディアから⾮難されています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿

⽶国では、トランプ⼤統領が「2020年のパンデミック詐欺対策法」にサインしました。詐欺の確定です︕ 外出制限・隔離・強制⼊院など、あらゆる
⼈権制限・営業制限・罰⾦・マスク強制などのコロナ対策・コロナ政策は、犯罪です︕ もちろん、毒物注射の推進は、傷害罪もしくは殺⼈罪です。

＞武⽥ 洋⼀さんがリツイート
https://twitter.com/yonaosyikakume1/status/1349632748789460994
トランプ⼤統領が新型コロナ【2020年のパンデミック詐欺対策法】にサインした︕
コロナ詐欺が世界にバレ、終焉する︕⽇本ではコロナ緊急事態宣⾔で洗脳中︕
近々⽇本の政治家、知事、メディアらは処分、処刑対象︕

＞CDC「強烈なコロナワクチン接種後作⽤」︓すでに「数千⼈」が重篤な副作⽤︕
https://indeep.jp/thousands-negatively-affected-caused-by-mrna-vaccine/?fbclid=IwAR2tVopXdbTQM3WvUN-
G1FmFNLJVZofSzxMqHe5TtOIeD3uDLznJ7AA5z0s
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
54. 2021年1⽉16⽇ 11:36:38 : Eci37SD4Fg : REM0cTFjMno5azY=[14]  報告 ▲△▽▼
やはり、この親⽗も利権の⼈だったね。
55. 2021年1⽉16⽇ 11:41:25 : Eci37SD4Fg : REM0cTFjMno5azY=[15]  報告 ▲△▽▼
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>>48
韓国と台湾のPCR検査サイクルは35だ。

⽇本は45。

それだけの話で、⽇本も35で値を出せば、すでにコロナは収束している。
56. 2021年1⽉16⽇ 11:42:26 : Eci37SD4Fg : REM0cTFjMno5azY=[16]  報告 ▲△▽▼
しかし「それじゃワクチンが売れない」、本当に、理由はそれしかない。

57. ⾚かぶ[113710] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 12:09:37 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12486]  報告 ▲△▽▼

PCR検査体制が拡充すべき課題である事は以前から叫ばれてるが、政権側が動こうとしない結果現状に留まっている。数が増えたと⼝では⾔
うが検査実績は⼀向に増えないのは国⺠世論を欺いてる証拠。 https://t.co/uQhRLq11dU

̶ おっちょとこちょい (@occhotokochoi) January 16, 2021

58. ⾚かぶ[113711] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 12:10:48 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12487]  報告 ▲△▽▼

本県では保健所が飲⾷経営者⼀⼈の検査をしなかったために三ケタのクラスター発⽣して当の保健所は⼤変な思いをしたはず。少しの⼿抜き
は何⼗倍にもなって帰ってくるって学習していただいた。 https://t.co/rsKKvMAtOa

̶ 梵 (@shouske) January 16, 2021

59. ⾚かぶ[113712] kNSCqYLU 2021年1⽉16⽇ 12:13:07 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[12488]  報告 ▲△▽▼

厚労省がPCR拡充に反対なら、その科学的根拠を本庶教授に⽰せばよい。裏でコソコソ⽂書を配ったりせずに‼ 

̶ makipooh (@makipooh1) January 15, 2021

60. 2021年1⽉16⽇ 12:22:37 : VicUyA6SLg : azVDT0ovRWdEOEU=[1]  報告 ▲△▽▼
＞約3億件近くも検査をおこなってきたアメリカでも、じつは検査数が⾜りていないという指摘がある。〈1⼈の感染者を⾒つけるために、どの程度の
PCR検査を実施したか〉を割り出したところ、〈中国が1808.7回と突出し、韓国66.6回、カナダ24.3回、イギリス22.2回、ドイツ21.0回、⽇本19.5
回と続く〉⼀⽅、アメリカは12.7回だというのだ（東洋経済オンライン13⽇付）。

▲▲▲検査が多すぎる国からパンデミックになっているって話でしかない

＞感染者が多いアメリカでは、それでも検査が不⾜しているというわけだ。

▲▲▲Ct値が違うってだけだろ︖どうもそこは都合が悪いらしいな

中国、韓国、台湾などCt30-35計測の国と、欧⽶などCt40以上計測の国と、東洋と欧⽶でウイルスが違うというのは、単に、Ctサイクルにおける変異
検出数の差ではないか︖

中国、韓国、台湾などは同じ変異パターンというが、これらの国はCt35以下でしかPCR検査を⾏っていない。

⼀⽅、猛毒⽣を⾔われる変異体が流⾏している欧⽶では、ほとんどCt40以上の計測をおこなっているとされている。

PCR検査のCt増幅は、常に変異の不確実性を伴うことは今や⼀般常識fmだ。

最も有効な増幅値はCt25以上35以下というのは、当たり前の話であるのに、ワクチンを求める世論を煽っている各国では、この原則を無視してCt40以
上の増幅によって感染を判断している。
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61. 2021年1⽉16⽇ 12:23:04 : Sn6jgHZhxw : b3NoVzZ0VmtoSVk=[1]  報告 ▲△▽▼

５１⽒のコメントに賛同、

論理的理性的に反論出来る⼈間は、

感情的にならずに、
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是⾮とも、５１⽒の貼ったリンクなど熟読して

反証してください。

コロナを実体以上に恐れさせているし君、

君の主張が経済を冷え込ませ、

失業者など⽣活困窮者を⼤量に⽣み出し、

⾃殺者をコロナ死以上に⼤量に発⽣させてるって

ことを肝に命じるように、

そんな君は死後、

間違いなく地獄へ⾏ける。

62. 2021年1⽉16⽇ 13:04:22 : tp7l0QKF2M : a212YUxvQWdvVUk=[189]  報告 ▲△▽▼
トランプ、ウヨカルトが湧いて
サルの引⽤、カルト掲⽰板に蛆
降臨しない、神と仏、卑弥呼のばばあ
神々の⻩昏と存在の無
ノーベル賞の遅延提⾔は⾃⼰保存で遅いが
論理は理解すべき
イギリス、ノルウェーのワクチン接種政策は
⼈体実験を思わせる、基礎疾患を持っている
⾼齢⽼⼈に接種優先は副作⽤の確認と死因の隠蔽
それに仲介⼈の接触と因果関係は包括的実験
多数を占める若者の陽性者を野ばらしで集団免疫論
⾃信があれば医療従事者と若者を優先すべき
医療版トランプカルトは陽性者と共同⽣活し
体験談を語るべし、実践

63. 2021年1⽉16⽇ 13:24:57 : oyZaIFcmqk : MllDcjNWVHpBMmc=[161]  報告 ▲△▽▼
読売やフジのマスゴミは、この期に及んでまだしつこくＰＣＲ検査にケチをつけ検査を妨害している。ここにも出没している。

ただ安倍晋三の影響⼒は急速に衰えた。安倍についていい⽬をみていたクソのような⼈間は次々と⽴場を失っている。検察庁の⿊川、⻁ノ⾨ニュースの
百⽥ハゲ、上念司、桜井よし⼦、その他雑⿂、阿保医者、⾼須翁、もちろん安倍秘書もそうだ。
64. 2021年1⽉16⽇ 13:33:22 : xvDpWXIH9o : Q1hvS1RydWFyTDY=[1]  報告 ▲△▽▼
検査と隔離というけれどもね、これは「強制」を前提にした話でね法整備もないままこんなこと⾔ってもだめなのよ。
緊急事態の時には個⼈の⾃由を制限する法律が必要になるってことなんだよ。
65. 2021年1⽉16⽇ 15:00:30 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[858]  報告 ▲△▽▼
   じゃあ本庶さんに先に打たせてやってあげてよ。

ノーベル賞がもらえるくらいの頭の持ち主ならば、コロナにかかって死んだりしたら⼤変だ︕

本庶さんこそＰＣＲ受けたらいい︕︕

それともＰＣＲ検査の正体をい知らずにいるのかな。

ノーベル賞受賞者のくせに、よくわからないのに発⾔してるわけではないだろうなあ。
66. 2021年1⽉16⽇ 15:18:08 : pCidahNfYm : YXNIMWtMWG4wc0E=[11]  報告 ▲△▽▼
正気か︖  菅⾸相いきなり「国⺠皆保険⾒直し」 ⽰唆の真意
http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/510.html
 

緊急事態宣⾔の空疎とマヤカシ 最後の奥の⼿も もはやなまくら
http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/526.html
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67. 2021年1⽉16⽇ 15:32:19 : F4gjeaU2DI : VTZyL2RQa09kdjI=[420]  報告 ▲△▽▼
本庶に良⼼があるのなら、

https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ivd/PDF/840863_30200EZX00023000_A_01_04.pdf

この検査キット説明書にある通り、

【全般的な注意】
・本製品は、SARS-CoV-2 RNA 検出の臨床診断を⽬的とした検査 のみに使⽤すること。動物由来検体その他の診断⽬的には使⽤ できない。
・遺伝⼦検査の知識や経験を持たない場合、検査結果の判定を誤 る危険性がありうるので、本製品の使⽤にあたっては、遺伝⼦ 検査の知識、経験を有
した技術者の指導のもとで検査を実施す ること。
・使⽤する試薬及び装置の添付⽂書及び取り扱い説明書をよく読 んでから実施すること。
・添付⽂書以外の使⽤⽅法については保証しない。

（その添付⽂書）

品質管理の⽅法及び規格
1 ロットにつき 3 回以上の実測値の試験成績は 2. 最⼩検出感 度の決定において試験され、感度、正確性、同時再現性の性能 の担保を確認している。
また、出荷時の試験としては、MS2 Phage Control 及び TaqPath COVID-19 Control を使⽤して 4 アッセイを実施し、4 アッセイ ともに Ct 値≦37
の場合に陽性、4 アッセイともに Ct 値>37 の場合に陰性とするときに、これに適合する。

↑このサイクルを無視した検査結果の全てを認めないと発信すべきである。
68. 2021年1⽉16⽇ 16:00:12 : KMszoiOlZg : REFaMWNiZzcyRFk=[176]  報告 ▲△▽▼
検査→病気→治療→検査→病気→治療

製薬会社を始めとする医療業界がぼろ儲けする仕組み

元⼿は国⺠の保険料であることをお忘れなく
69. 斜め中道 (-_-ﾒ)[3322] js6C35KGk7kgKC1fLdIp 2021年1⽉16⽇ 16:01:30 : 460ZVzz1ys : SDZ2LjR6cm1sVk0=[6407]  報告 ▲△▽▼
どうも、ネトウヨの類ほど、必要以上にコロたんにビビッてんじゃねぇか︖

>>29 >>45 さまに近い感じだにゃ♪
俺も病院の増床やら何やらで、休めませんが・・・。

>>30 前河さま
「厚労省ってこの期に及んでまだ検査抑制しようとしてるのか︖
⼼底頭が悪いのか︖⼈命を軽視しているのか︖どちらかだな。両⽅か︖」
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・・・それ以上に、⾃分・⾃分たちの「失敗」に対して臆病なんだと思う。
失敗したことのない奴は昇格させるな・・・と本気で思ってる。
70. 2021年1⽉16⽇ 16:11:08 : yQZx8IqFTs : V29sakE0aHJiUk0=[141]  報告 ▲△▽▼

>64
>検査と隔離というけれどもね、これは「強制」を前提にした話でね法整備もないま>まこんなこと⾔ってもだめなのよ。

別にＰＣＲ検査を強制なんかしなくてもよいのだよ︕

⼼配な⼈、受けたい⼈にだけ無料で受けさせて検査済み証を発⾏すればよいだけ。

そうすれば受けたくない⼈が炙り出されるから、仕事がなくなるか、村⼋分になるかだけだろう。

受けたくない⼈は強制はしないけどね。

法律なんか必要ないだろう︕ 頭つかえ︕

【医薬部外品】…

1,980円
【第3類医薬品…

2,090円
【第3類医薬品…

1,067円
【第3類医薬品…

2,090円
【医薬部外品】…

1,980円
【第3類医薬品…

1,067円

71. 2021年1⽉16⽇ 16:36:36 : DjPWObczlA : Rkh2RGtxaG9aYnM=[1]  報告 ▲△▽▼
放置しておいても15⽇程度で⾃然と治る若年層の軽症コロナ感染者において、
その15⽇間を13⽇間程度に短縮する効果があったとされ
軽症若年層に限って使⽤を弱く推奨する、と結論づけられたアビガン。

先⽇のモーニングショーで、何故か⼀年近くもアビガンを強く勧めてきた⽟川⽒は、
治験が⼗分されているアビガンは重篤な副作⽤も管理できるからアビガンを使うべき、とスタジオの⼆⽊教授に賛同を求めたところ、⼆⽊教授から
『（アビガンは）副作⽤の問題以前に、効くか効かないかの問題ですから』と
バッサリ切られ、⽟川⽒、⼆の句を継げず⾙になる。
72. 2021年1⽉16⽇ 16:43:38 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[3951]  報告 ▲△▽▼
本庶佑さんって、何の⼈だっけ︖って調べちゃったよ。
オプジーボの⼈ね。
（イベルメクチンの⼤村さんと混同してたよ……）

検査と隔離を強制しようと画策してるバカな政治家がいるけど、刑事司法だって不利な証⾔はしなくていい黙秘権があるんだけど︖
もし憲法判断まで含めた裁判起こされたら、国が敗けるのは必⾄なんだよね……。
（らい予防法の轍を踏むのは阿呆）
丁寧な説明だけで説得できないなら、その担当者が悪い。
（説明が説明になってないのだろ）

>>67
お前、そのアドレス、胡散臭すぎるぞ。
独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構に変わってるけど、前の団体のアドレスだぞ（嗤）。
どこからか侵⼊してPDF⽂書を置いてきたのかね︖
当然ながら、PDF⽂書は読まない。
（PDFにもセキュリティリスクはあるからね）
今の検査にそのキットを使ってるって証拠があるか︖
（⼀つで全てを証明できるとでも思ってる︖それ、ネトウヨ論法なんだけどな）
73. 2021年1⽉16⽇ 17:13:22 : FoP2Dr9OdQ : aTNodDdDUFdFdEk=[103]  報告 ▲△▽▼
transimpex_ochd(スコットランド・ケール語で８です)で投稿しています。

虚飾の社会、、、 ⾏き着く先は︖

全てその為に毎⽇奴隷の様に働かされ 教育されて来た。

偽装国家の典型 ⽇本。

皇室制度廃⽌・創価解体 ⾃公・維新解党など

今迄のシステム崩壊させて まともな社会へ。

派遣廃⽌の流れへ。

其れから ⾺が外れた︖
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私ではないし 家族でもない。

頼まれて買った（携帯で購⼊) 信者はこうして嘘を本当にする。

まあ 私なら そういう事にはノータッチですが。

仕事先で頼まれれば 仕⽅ない事もあるでしょうが。

⾺が⾛るのを⾒るのは好きですが 私は賭けない。

只 それだけ。

本式のというか 正式のポーカーなどはしてみたいですが

賭けはしない。

のめり込む事はしない 何事も。
74. 2021年1⽉16⽇ 17:18:09 : D9rmkdSweA : WFZvYXdMY1l6ZS4=[2]  報告 ▲△▽▼
なんでいっぱい変なのが湧いてくるのでしょう。本当に反吐が出そう。
75. 東⼤解体論者[285] k4yR5YnwkcyYX47S 2021年1⽉16⽇ 17:51:39 : yoVQ4AVkTY : b0RsTjF1WnpHQlE=[1]  報告 ▲△▽▼
>>35
ｈｔｔｐ野郎糞⻑州⽥布施⼟⼈⽊卯正⼀こと卯正⽇の⻤畜外道
はこいつらのケツを舐めているんだろうな（笑）特にケケ中とアーミテイジの
特上のクッサイクッサイのをな（爆）。それにしてもコレだけ
⼈間の⽪をかぶった悪魔どもが雁⾸を揃えているな（笑）。
76. 2021年1⽉16⽇ 18:41:23 : GDZwiyo7iU : Nm10R3ZMUHRTcVU=[200]  報告 ▲△▽▼
広島80万⼈検査を⽀持。もっとやっても良い。
77. 2021年1⽉16⽇ 19:11:24 : Eci37SD4Fg : REM0cTFjMno5azY=[17]  報告 ▲△▽▼
インチキPCR検査に迎合して時点で、本庶先⽣の信⽤も地に落ちたなあ。

オブジーボも信⽤を⾦で買った、信⽤できない製剤じゃないのか︖
78. 2021年1⽉16⽇ 19:22:38 : OknyoRTvyQ : dmlpLmg5bTI2bkE=[200]  報告 ▲△▽▼
押し切ろう 疑われても 「調整」で
79. 2021年1⽉16⽇ 19:57:02 : Omp3RmI42A : STd0VlI0ZkFReW8=[401]  報告 ▲△▽▼
・
＞つまり今の政権与党である⾃⺠党は何が何でも国⺠を皆殺しにしたいって事やね︖

＜正解。【 ⾼齢者をできるだけ殺したい︕】厚労省は今や⾼齢者の殺⼈集団だ。

 理由は【 年⾦制度が破綻したから 】で【 ⾃分らで責任を認めたくない 】からだ。

 =================================

 Ａ級戦犯ＤＮＡだから、死ぬまで⼀⽣涯、ダメなままだぁ。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
80. 2021年1⽉16⽇ 20:30:38 : SceVGHUQyY : b2llV2ZJZHFJMGc=[7]  報告 ▲△▽▼
PCR検査で45増幅もして良いという理論ないのか︖

これだけ⾔われて出せないんじゃあ、PCR検査⾃体が陰謀と確定だな。

【医薬部外品】…

1,980円
【第3類医薬品…

2,090円
【第3類医薬品…

1,067円
【第3類医薬品…

2,090円
【医薬部外品】…

1,980円
【第3類医薬品…

1,067円

81. 2021年1⽉16⽇ 20:48:18 : Eh3TEJTVmQ : OHQwajI4MER6Ri4=[1]  報告 ▲△▽▼
>>70
＞そうすれば受けたくない⼈が炙り出されるから、仕事がなくなるか、村⼋分になるかだけだろう。

これが「頭使う」ことか︖  （爆笑）
82. 2021年1⽉16⽇ 20:53:22 : kK0VHMXkeg : Y3AzTS52RndXdS4=[2]  報告 ▲△▽▼
PCR利権＝韓国利権
83. 政雄[56] kK2XWQ 2021年1⽉16⽇ 22:27:19 : DQZM8SWYZo : Ni9TaWFTM3ppVzY=[1]  報告 ▲△▽▼
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3⽉11⽇
WHOはパンデミックを宣⾔した。
同⽇、厚労省と⽇本医師会はインフルエンザの検査を禁⽌して
コロナの感染を偽装。
医療機関を指定して4⽇待たせてコロナの重篤者を作った。

夏期 PCRの検査を増やしてコロナの感染を捏造

秋期 GO TO 感染拡⼤。恐慌維持

冬期 ウイルスの安全性に気づき始めた⼈々に変異種で再攻勢

世界偽旗作戦を⽌める者はいない。
http://ja1jvr.blog72.fc2.com
84. 2021年1⽉16⽇ 22:30:32 : quMKleKEOA : andmOS5lY2dYN00=[1105]  報告 ▲△▽▼
このスレッドの趣旨は、
>>31の思っているようにPCRに賛成だと左翼で反対だと右翼、とかそんなものじゃないだろう

問題は、ノーベル賞受賞者というのは過去にある分野で⼀発当てた（しかも⻑⽣きしなければもらえない賞）が
現在は年⾦⽣活（ノーベルの年⾦もある）の廃⼈にすぎないのに
いろんな⾃分の専⾨外の分野にも図々しく⼝を出して⼤威張りですか、
という話
85. 2021年1⽉16⽇ 22:37:27 : F4gjeaU2DI : VTZyL2RQa09kdjI=[421]  報告 ▲△▽▼
ブサヨの⽅向性として、PCR検査盲信だけじゃなく、アビガンも盲信なんだよなあ︖

この辺り、共産⾰命の背後資本が、実はロスチャイルドだったというのと、決して偶然ではない統⼀性を感じるね。
86. 2021年1⽉16⽇ 22:39:19 : Hboamd8hVg : SHFDVi45YXFLS3M=[1]  報告 ▲△▽▼
>>71

WHOが効果を否定するレムデシビルを速攻で認めたんだから、⾔い訳できない。ましてアビガンは錠剤だから在宅で使⽤できる。現在、「医療崩壊」
とわめいて、在宅で何もせずむざむざ死ぬぐらいなら、せめて電話診断でアビガンを処⽅してやればいいじゃないか︖
この⼆⽊とやらはもちろん御⽤。だからあちこちテレビ出演させてもらって厚労省の代弁をしてるのだ。
87. 2021年1⽉16⽇ 22:54:47 : Hboamd8hVg : SHFDVi45YXFLS3M=[2]  報告 ▲△▽▼
>>84,85

ハイハイネトウヨ。

感染者を⾒つけるにはPCRしかないんだから、それを否定するのはコロナ蔓延万歳、ということ。

「偽陽性」というのも、同じ⼈に何度も検査すれば確度は⾼まる。議論の余地なし。
88. 2021年1⽉16⽇ 23:23:21 : n31j8wbGkQ : aEM2UnZSc1pqMVE=[8]  報告 ▲△▽▼
>厚労省が1％の偽陽性をタテにPCR検査拡充を否定する「ご説明⽂書」をもって政権中枢へ
これはひどい。「1％の偽陽性」という数字はデタラメ。0.0001% or 0.00001%以下のはず。
# 5N だとして、99.999%, 6Nなら、99.9999% 正しいので。
[site:hbol.jp PCR検査 偽陽性] で google 検索すると出る下記記事。
検査法の原理を知ればあり得ない「検査をすると患者が増える」エセ医療・エセ科学デマゴギー(前編)
https://hbol.jp/225099/3
技術的産物に絶対はなく、主としてヒューマンエラーの可能性と効果を評価する
必要があります。これには、ベイズ推定を⽤いることができます。しかしその場合の
「特異度」は99%(2N)や99.9%(3N)*といった著しく低精度の「いち、じゅう、ひゃく、
せん、たくさん、いっぱい、わかんない」という⼀部の医学・医療の⽅の世界では
なく、5N,6N,7Nといった全く異なる世界であり、更に多重化によって10Nから12N
という超極⾼精度の世界でもあります。
〈*Nとは、NineのNで、2Nが9が2個、12Nでは、9が12個を意味する。半導体⼯業などで
は、9がたくさん並んで読みにくくなるために使われる。例えば、1N 90%、2N 99%、
3N 99.9%、4N 99.99%、5N 99.999%、6N 99.999%、7N 99.9999%、8N 99.999999%、
9N 99.9999999%、10N 99.99999999%、11N 99.999999999%、12N 99.9999999999%〉
...
PCR法については2Nや3Nでの評価は誤っています。世界の運⽤実績から⾒ても本邦
での運⽤実績から⾒ても5Nから6Nが基礎的な数字
89. ＡＮ[1727] gmCCbQ 2021年1⽉16⽇ 23:28:25 : 7TkzMLzxKM : cGh5emt2eldjV2M=[231]  報告 ▲△▽▼
いやはや、これほどキチガイコメントで埋め尽くされるとは……絶句、してちゃいけないので、反撃しますけど。
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 「ウイルスなんか存在しない」と書くキチガイ（52など）や、いくらＰＣＲ検査のやり⽅を説明しても読めないキチガイ（80など）は分かりやすい
が、>>51.のような種類のキチガイ（⼯作員︖）が⼀番始末が悪い。
 「コロナパンデミック」と「毒物ワクチン」という指摘は正しいけど、「誰でも陽性・インチキPCR検査」＋「幻の新型コロナ」というウソを交えて
ノーベル賞学者を中傷している。
 しかもトランプ信奉者でもあるらしい(ﾟДﾟ)!?

 またそれに賛同して、
＞論理的理性的に反論出来る⼈間は、
＞感情的にならずに、
＞是⾮とも、５１⽒の貼ったリンクなど熟読して
＞反証してください。
とか書く⼈（61）も出ちゃうから。「熟読して反証する」ってとても⼤変な⼿間なんですよ。 それでも書こうとするとシステムから「同じコメントは
書けません」て⾔われちゃうし。

 話変わって、
>>45. 楽⽼さん
＞感染率、致死率からみても季節性インフルと何ら変わりない。

 ⼩⽣以前から、新コロはインフルと⽐べて、感染⼒は若⼲低く、致死性は若⼲⾼い、と考え、総合的に「インフルと同等ないし恐くても１０倍以下の
恐さ」と云ってきたのですけど、「感染⼒は若⼲低く」は根拠なしの推定でした。
 さっき以下の⽂章を⾒つけたので紹介します（>>49.はよく読むよーに︕）
・感染⼒は「基本再⽣算数Ｒ0」で定義できる。
・新コロのＲ0は、１.７程度と⾒積もられ、インフルは２〜２.４。
・ちなみにハシカ１２〜１６、⽔ぼうそう８〜１０、百⽇咳１２〜１７。
http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/resilience/documents/criterion91_miyazawa.pdf と
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu090828-01.pdf より改変。
90. ＡＮ[1728] gmCCbQ 2021年1⽉16⽇ 23:31:50 : 7TkzMLzxKM : cGh5emt2eldjV2M=[232]  報告 ▲△▽▼
うわ、またミスった︔︔

>>89.
＞「基本再⽣算数Ｒ0」
を、「基本再⽣産数Ｒ0」に訂正。
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★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から⾒つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

すべてのページの引⽤、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引⽤元リンクを表⽰してください。

  管理⽤ ▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・ＮＨＫ278掲⽰板 次へ  前へ

ノーベル賞・本庶佑教授が改めて「PCR検査の⼤幅な拡充」訴え︕⼀⽅、厚労省は検… ⾚かぶ（62）

藤原・各⾃確認・トラ反乱法発動、バデ就任取消し、私再任、主要局停波… ポスト⽶英時代（24）

＜いよいよ、危険⽔域に突⼊︕＞内閣⽀持３４．２％、不⽀持と逆転 新型コロナ… ⾚かぶ（22）

カレ・ワシントンが終りテキサスで新しい⽶国、バカチンと英国が⿊幕と… ポスト⽶英時代（22）

吉村府知事また出たドヤ顔“妄⾔”「陽性者と感染者は違う」（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ（21）

コメント数ランキング（２４時間）  2021/01/17 00:00更新 …もっと⾒る

ノーベル賞・本庶佑教授が改めて「PCR検査の⼤幅な拡充」訴え︕⼀⽅、厚労…⾚かぶ（2,830）

春⾼バレーコロナ⼤感染の衝撃（植草⼀秀の『知られざる真実』）…⾚かぶ（2,546）

再エネで「嘘」を…英国政府を“激怒”させた経産省の⼤失態（⽇刊ゲンダイ）…⾚かぶ（1,865）

＜それは政治家のやってるフリ＞緊急事態宣⾔の空疎とマヤカシ 最後の奥の⼿…⾚かぶ（1,698）

＜いよいよ 危険⽔域に突⼊︕＞内閣⽀持３４ ２％ 不⽀持と逆転 新型コロ ⾚かぶ（1 551）

政治 アクセス数ランキング（２４時間）   2021/01/16 23:45更新 …もっと⾒る
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菅⾸相はなぜ国⺠から⽀
持されなくなったのか 望
⽉⾐塑⼦記者が感じた記者
会…⾚かぶ（961）

菅会⾒仕込む⼭⽥広報官を
映さぬNHK（植草⼀秀の
『知られざる真実』）…⾚
かぶ（924）

共同・ＮＹＴ・五輪中⽌の
可能性。ノリノリなのは⾺
⿅と失脚が⾒えてきた簾
ハ…ポスト（917）

疑惑の安倍晋三と林検察＜
本澤⼆郎の「⽇本の⾵景」
（３９６５）＜ホテル明
細…⾚かぶ（857）

無能クズっぷり全国トップ
の吉村知事が「評価」され
る怖さ それでもバカと
は…⾚かぶ（830）

菅政権は、政権の意に沿わ
ない者へは恫喝・圧⼒・制
裁しか頭にないのか（ま
る…⾚かぶ（829）

頑なにコロナ対策の失敗を
認めない菅⾸相 ブレーン
の⼼も折れたか（NEWS…
⾚かぶ（816）

菅⾸相の「五輪を必ずやり
きる」発⾔に「どうやっ
て︖」の声（⼥性⾃⾝）…

アクセス数ランキング

23:55 
 更新

内洗浄をした結果に感激
詳細を⾒るPR 株式会社ヘルスアップ
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ノーベル賞・本庶佑教授が
改めて「PCR検査の⼤幅な
拡充」訴え︕⼀⽅、… ⾚か
ぶ（63）

春⾼バレーコロナ⼤感染の
衝撃（植草⼀秀の『知られ
ざる真実』） ⾚かぶ（48）

⼩沢⼀郎⽒、菅⾸相を酷評
「アドリブがきかない」
（⽇刊スポーツ） ⾚かぶ
（34）

再エネで「嘘」を…英国政
府を“激怒”させた経産省の
⼤失態（⽇刊ゲ… ⾚かぶ
（30）

菅⾸相の「五輪を必ずやり
きる」発⾔に「どうやっ
て︖」の声（⼥性⾃… ⾚か
ぶ（27）

菅政権は、政権の意に沿わ
ない者へは恫喝・圧⼒・制
裁しか頭にないの… ⾚かぶ
（26）

疑惑の安倍晋三と林検察＜
本澤⼆郎の「⽇本の⾵景」
（３９６５）＜ホ… ⾚かぶ
（24）

＜いよいよ、危険⽔域に突

拍⼿ランキング 00:00
 更新
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東京五輪中⽌の可能性、⽶
紙が報道 ＩＯＣでも「安
全な⼤会開催は不… ⾚かぶ
（20）

菅会⾒仕込む⼭⽥広報官を
映さぬNHK（植草⼀秀の
『知られざる真実』）… ⾚
かぶ（20）

吉村府知事また出たドヤ
顔“妄⾔”「陽性者と感染者
は違う」（⽇刊ゲ… ⾚かぶ
（17）

頑なにコロナ対策の失敗を
認めない菅⾸相 ブレーン
の⼼も折れたか（N… ⾚か
ぶ（15）

最良の対策は総辞職うまい
話のつまみ⾷いは賢者にな
れぬ 中村敦夫末… ⾚かぶ
（15）

藤原・各⾃確認・トラ反乱
法発動、バデ就任取消し、
私再任、… ポスト⽶英時代
（14）

トリチウム汚染⽔海洋投棄
阻⽌︕＜本澤⼆郎の「⽇本
の⾵景」（３９６… ⾚かぶ

拍⼿ランキング 00:00
 更新
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ノーベル賞・本庶佑教授
が改めて「PCR検査の⼤

幅な拡充」訴え︕⼀⽅、厚
労…⾚かぶ（2,830）

春⾼バレーコロナ⼤感染の
衝撃（植草⼀秀の『知られ
ざる真実』）…⾚かぶ
（2,546）

藤原・各⾃確認・トラ反乱
法発動、バデ就任取消し、
私再任、主要局停波。だ
そ…ポスト（2,300）

再エネで「嘘」を…英国政
府を“激怒”させた経産省の
⼤失態（⽇刊ゲンダイ）…
⾚かぶ（1,865）

カレ・ワシントンが終りテ
キサスで新しい⽶国、バカ
チンと英国が⿊幕と知り
作…ポスト（1,699）

＜それは政治家のやってる
フリ＞緊急事態宣⾔の空疎
とマヤカシ 最後の奥の
⼿…⾚かぶ（1,698）

＜いよいよ、危険⽔域に突
⼊︕＞内閣⽀持３４．
２％、不⽀持と逆転 新型
コロ…⾚かぶ（1,551）

東京五輪中⽌の可能性、⽶
紙が報道 ＩＯＣでも「安
全な⼤会開催は不可能」
と…⾚かぶ（1,520）

アクセス数ランキング
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アク
セス

  1
トランプの最終的な勝利が確定した。あと数⽇で、戒厳令で、敵 Deep
State を撃滅する／副島隆彦10⽉10⽇ 仁王像

11,195

  2
テレ朝報ステ富川悠太アナに引退勧告（植草⼀秀の『知られざる真実』）
⾚かぶ

5,634

  3
アベノマスクも学術会議介⼊もGoToも擁護、もはや権⼒の「中の⼈」に…
御⽤ジャーナリスト5位〜2位、そして⼤賞を発表（… ⾚かぶ

5,188

  4
菅⾸相のポンコツが⽌まらない︕「変異種」という⾔葉さえ忘れ、患者を
「お客さん」と呼び、やたら机を叩く謎パフォーマンス（… ⾚かぶ

4,912

  5
正気か︖ 菅⾸相いきなり「国⺠皆保険⾒直し」⽰唆の真意（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

4,643

  6
安倍政権でも菅政権でもとにかく権⼒⼤好き︕ 御⽤ジャーナリスト⼤賞10
位〜6位発表︕指原莉乃、ほんこん、⼩松靖もラン… ⾚かぶ

4,457

  7 NHKは不公正な扱いを改めよ ⼭本太郎  ⾚かぶ 4,421

  8
菅⾸相と同じ後⼿…吉村知事の卑劣な⼿⼝を“8割おじさん”⻄浦教授が「チ
ープ」と批判︕「ガラスの天井」誤⽤でも恥ずかしい展… ⾚かぶ

4,393

  9
藤原・トラがテキサスで演説した驚くべき理由、ＵＳ・敗北演説ではない。
てな訳でトラ劇場は終わっていないようである。 ポスト⽶英時代

4,336

 10
＜さらば菅⾸相 虚像の仕事師＞それにしても前評判との落差に愕然（⽇刊
ゲンダイ） ⾚かぶ

4,277

 11
東京五輪「1⽉18⽇（⽉）中⽌発表」浮上…2032年再招致か（週刊実話）
⾚かぶ

4,265

 12
報ステ・⽇曜討論「仮定の事は考えない、答えを差し控える」に批判の嵐
（まるこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

4,209

13
菅⾸相はなぜ国⺠から⽀持されなくなったのか 望⽉⾐塑⼦記者が感じた記

3 869

君も億万⻑者になろう︕
買収、投資、提携、本格的な企業経営シミュレー
ションゲーム︕

詳細を⾒るPR 6699.jp

「飲んだ翌朝ドバババッ」75kg妻が初…
「飲んだ翌朝ドバババッ」75kg妻が初回500円
モニターでやり過ぎた

詳細を⾒るPR 株式会社ヘルスアップ

https://spsvcpc-tls.i-mobile.co.jp/ad_link.ashx?pid=14087&asid=685089&advid=6309765&vh=c1dd5cfe186bd55b90952e964fa3df21&xid=62cf79a4-113d-4cc3-a3c8-301ed5fa8938
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http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/491.html
http://www.asyura2.com/21/cult30/msg/206.html
http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/466.html
http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/468.html
http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/467.html
http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/514.html
https://k.zucks.net/rd/?k=ZGOK&p=KLXfBpXP-mnCU_keJnjn5vkRyfycQouKXRw5seMibnEq7qQW07YXNIwizzRxVgS77Hvv1CiyRH5dBWxAT6zpzKIqHKyqYDfCBG6Ql3EEfl1gl6y3PinuBfuVyz_0X4k_XVmj_DciUiVQFR1XRF5-zbaMJ3o5Am7W6sJkPphMS-ty2Udg0zQRfotaZyRXzgqpAalNlDxBHIMGUiYfPHlXRPZ56IOU8Tjaj6lLDcuJ-lkKdcFLGNiMe50aJ_WFE3vKh0O_MTsZf7lmya1ouGFQjoAi1mbVpdXJuBIQKfI3gFHe-W7Z8KJLq4s6oxi3AhGT6rIbTdgCovggBxX-uhEKl-zhY9OIlc1EhX6pUDlQdGdoP-yp6galHOVCX-ppOp8mvGOCWgihE19N7-IfZiEXo9rbqeqh2OjK_MIYeU4H7ZAwVnyuRBZ1JtTZY8Jo9KVzjLk39Y0eKNSbsuiEoxjrOaPBrow6Y_y9dc3HCaEYG9s8Nvb6l321NOO5YsDojV6GEM_vdfDVvKkP_k5JgDrr8Ray5Wzvq2xLMzVe7cBnS1Al-jpa6qEIbSTC7JiEriz5I1MZIiYTpRubkaX3N-H6hUg2snVF1cCH2vIrQUVqjdU2C9zeHP-8dcIA_RHoHEHfzURskMUwi_JlDAr15tWVv8t8eqCos2wCIfC6Gc2qk0aaRhe4niVc65ZRUh4JyjMd&v=fls8fEv6KhY
https://k.zucks.net/rd/?k=ZGOK&p=iCUhnputcFKCWmMrFyFQT7BJ8AP4tIKqnY63PDQkQCZ3Xr-l7D1gkQPsnM5M3QsxlUK26vg3SUjridJ98CfY_1259lRsh1g5fFmyN3OoaGKLWYrstxbrFSNBO_-ZmVEkIGAZtPEAsPRsBxKqGlxaKIiracczO71z9emC69FTcy2lN52yIty4aJKNqaugww5BX28RSvFiVLAZqvBvPSpBVfwt5-YV-3X-f0V9VW9v7b5jMN8_LTn-lSBTdh3Ub3t5IKFQjBLfsUB45k_fE6pWj4LqD0FV0NUAeLLo7CI775DbK5Q3heg6FUFVcoVw0XZtruoZthUsA7GLzIFt8KgJdJgazRiIM87nIPpPd_qgbmqHQn1B33yUYDF3TtsXCGz261vtGHAa_CNHLKC7aNZ1MfqUBrrsRI-E3h4l4zf8kXHOU9l8gPOWagkGX2ofmikehaF4FwlcWH44pM4IJfN-wZ1aHn7zS8XF_t7XGjiPgdqzq0GEMSjvuwagtVVgzIu4riwIavWB1oT18E8M2sbGW18VugzGntjOIpLlgFpljaeiv63xy_vu_C3utNxeQscNmSVONuQ7a6GRWDudrsMyIafbU3IY5t0trua8jb6UFRqdGwr00KHr4L25q-gbsluWZtejLy7mrefGpL1wN6p2mw&v=rEB4_NyAbEk


 13
者会⾒での「決定的なミス」〈AERA〉 ⾚かぶ

3,869

 14
各⾃確認・まり⼦・美代⼦・レオ社社⻑だけでなく法王も性犯罪で逮捕され
た模様。事実なら上を下への⼤騒ぎである。 ポスト⽶英時代

3,772

 15
東京五輪「中⽌」正式決定へ“秒読み”…デッドラインは2⽉（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

3,642

 16
バイデン前副⼤統領、ペロシ下院議⻑らによる「クーデター」はあえなく失
敗に終わった。関係者は「国家反逆罪」に問われて逮捕… 笑坊

3,626

 17
＜週刊ポスト これが有権者の審判だ︕＞さらば菅総理 ⾃⺠40議席減の
⼤惨敗で退陣へ 令和3年 総選挙465議席 完全予測  ⾚かぶ

3,536

 18
緊急事態・報ステ、ネットで総突っ込み、菅は総理の器に⾮ず⼀刻も早く辞
任を（まるこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

3,483

 19
＜国会がイヤなら もう辞めろ＞この国難に この⾸相という「緊急事態」
（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

3,225

 20
バイデンの⼤統領就任式にカーター夫妻が⽋席する意味（櫻井ジャーナル）
⾚かぶ

3,222

 21
再エネで「嘘」を…英国政府を“激怒”させた経産省の⼤失態（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

3,157

 22
ＢＢ・ジュニア⽣存は事実、ペロシ逮捕も事実、⽇本の明⽇の昼に戒厳令準
備完了、発令⽇時は不明。だそうである。 ポスト⽶英時代

3,144

 23
＜「バカな⼤将」ではさらに地獄絵＞コロナ絶望的拡⼤ ２⽉政局の超リア
ル（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

3,099

 24
＜逃げる総理には退陣を＞菅⾸相という腫れ物に触るかの⼤マスコミ（⽇刊
ゲンダイ） ⾚かぶ

3,078

 25
反乱法が発動されましたがー⼤統領令第8条の発動と戒厳令の施⾏後、ニッ
ポン国内で起こること ・・当たったら︖凄い、座布団３… 怪傑

3,030

 26
闇熊・トラが事実上の敗北宣⾔、不正選挙の⼈達おめでとう。⽶国はブッシ
ュの時以上に酷い選挙で⼤統領を選んでしまったようで… ポスト⽶英時代

3,004

 27
絶対に明かしてはいけない天皇家の正体 世界が騙された そこちょっとつん
つく

2,994

 28
揺らぎ続ける公明党創価学会＜本澤⼆郎の「⽇本の⾵景」（３９６４）＜創
価学会関連企業が倒産の危機に追い込まれている︕＞ ⾚かぶ

2,973

 29
副島・数⽇で戒厳令でトラの勝ち、本陣まで攻め込ませてひっくり返す謙信
戦法。ここから先は脚本家同⼠の戦いで、願わくば法の… ポスト⽶英時代

2,948

 30
菅会⾒仕込む⼭⽥広報官を映さぬNHK（植草⼀秀の『知られざる真実』）
⾚かぶ

2,935

 31
＜⼭本太郎、⽇曜討論に録画出演︕＞「コロナ終息まで、毎⽉10万円給
付 消費税は廃⽌」 ⾚かぶ

2,879

32
中国⼈が⽇本⼈には絶対⾔わない⽇本旅⾏の意外な本⾳（ダイヤモンド・オ

2 836

異世界に召喚されてみない
軍師になって美少⼥たちを救おう︕異世界召喚サ
クセスストーリー『ロストノア』好評配信中

詳細を⾒るPR 合同会社EXNOA

異世界に召喚されてみない
軍師になって美少⼥たちを救おう︕異世界召喚サ
クセスストーリー『ロストノア』好評配信中

詳細を⾒るPR 合同会社EXNOA

旦那「体エロすぎ」肥満⼥性の9割が知…
旦那「体エロすぎ」肥満⼥性の9割が知らないア
ノ習慣で脂肪ドバババッ

異世界に召喚されてみない
軍師になって美少⼥たちを救おう︕異世界召喚サ
クセスストーリー『ロストノア』好評配信中
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総合 アクセスランキング （３０⽇間）          2021/01/16 04:35更新
アク
セス

  1
トランプの最終的な勝利が確定した。あと数⽇で、戒厳令で、敵 Deep
State を撃滅する／副島隆彦10⽉10⽇ 仁王像

11,110

  2
⻲井静⾹「東京地検特捜部に告発しますよ、これほどね、⼤きな事件は近代
ない」動揺する⽵中の表情をゆっくり細かく（笑） ROMが好き

8,483

  3
⾃⺠党・⼆階幹事⻑がポロリ 「桜の問題、安倍さんの⽅から払いなさいと
⾔ったのです」⽥原総⼀朗⽒「え、⾔ったの︕︖」（情… ⾚かぶ

6,918

  4
⼭本太郎「⽣き延びてください︕」「現在の政府は 事実上 ほぼ無政府状態
です」  ⾚かぶ

6,633

  5 ⽇本⼀厳しく、的確な安倍批判を⾒つけた!!  ⾚かぶ 6,290

  6
喧嘩上⼿の⼤⾂が、世界に恥をさらす記者クラブを無⼒化した（⽥中⿓作ジ
ャーナル） ⾚かぶ

5,992

  7
テレ朝報ステ富川悠太アナに引退勧告（植草⼀秀の『知られざる真実』）
⾚かぶ

5,621

  8
＜⽔⾯下重要情報︕＞安倍捜査の本命は1億5000万円 検察VS菅⾃⺠党の
最⼤の真剣勝負︕  ⾚かぶ

5,501

  9
菅⾸相コロナ会⾷は「国⺠の誤解」じゃない︕ 今度はフジテレビ会⻑・社
⻑、五輪賄賂疑惑の電通顧問と…フジに報道機関の資格な… ⾚かぶ

5,457

 10
報道1930で近現代史の保坂⽒が菅⾸相の極めて危険な本質をズバリ指摘︕
（かっちの⾔い分） ⼀平⺠

5,440

 11
安倍前⾸相がヒタ隠す 領収書と明細書に何が記されている（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

5,247

 12
＜何もかも場当たりのスッカラカン＞年末には検察案件ズラリ GoTo悶絶
退陣になる様相（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

5,207

 13
アベノマスクも学術会議介⼊もGoToも擁護、もはや権⼒の「中の⼈」に…
御⽤ジャーナリスト5位〜2位、そして⼤賞を発表（… ⾚かぶ

5,165

 14
菅政権はもはや末期、それも最末期の断末魔状態に陥った 永⽥町の裏を読
む（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

5,096

 15
＜毎⽇新聞、1⾯トップ︕＞「桜」前夜祭不記載 安倍前⾸相 不起訴へ 東
京地検 秘書は年内略式起訴  ⾚かぶ

5,019

 16
コロナに翻弄される業界の明暗…超有名企業が破綻統廃合か 2021年「激
震の予兆」の吉凶（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

5,000

 17
＜満天下に知れ渡ったデタラメの正体＞安倍前⾸相も菅現⾸相も もはや逃
げ切れないだろう（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,938

 18
菅⾸相のポンコツが⽌まらない︕「変異種」という⾔葉さえ忘れ、患者を
「お客さん」と呼び、やたら机を叩く謎パフォーマンス（… ⾚かぶ

4,893

 19
＜何から何まで狂ったこの国＞世紀の恥知らずと幕引き加担の⼤メディア
（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,714

 20
安倍晋三前⾸相会⾒で⾺脚︕ “桜”前夜祭補填の原資はポケットマネー、公
選法違反疑惑が再燃…秘書も解雇せず本⼈関与が明⽩に… ⾚かぶ

4,658

 21
＜Go Toだけじゃない錯乱＞誰もが⼝にし始めた「菅じゃやっぱり無理だっ
た」（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,611

 22 ⾃⺠が⽴⺠へ連⽴申し⼊れ…︖︕／政界地獄⽿（⽇刊スポーツ） ⾚かぶ 4,609

 23
感染症と利権〜あのとき、本当は何が起こっていたか（⼋⽊啓代のひとりご
と） ⾚かぶ

4,587

 24 菅⽒の「年頭の所感」は⼩学⽣並だ。（⽇々雑感） 笑坊 4,540

 25
＜ツイッターに批判殺到＞「#安倍晋三の不起訴処分に抗議します」16万件
超投稿 ネットで抗議次々（毎⽇新聞） ⾚かぶ

4,529

 26
安倍政権でも菅政権でもとにかく権⼒⼤好き︕ 御⽤ジャーナリスト⼤賞10
位〜6位発表︕指原莉乃、ほんこん、⼩松靖もラン… ⾚かぶ

4,452

 27
⽣活困窮で炊き出しに⾏列、⼭本太郎⽒もホームレスらに⽀援活動︕「コロ
ナ失業で⾷べるものがない」「今年はかなり多い」（情… ⾚かぶ

4,431

 28 NHKは不公正な扱いを改めよ ⼭本太郎  ⾚かぶ 4,408
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8 は不公正な扱いを改めよ ⼭本太郎 ⾚かぶ , 08

 29
今年はいよいよ、安倍⽒が河井夫妻に渡した1億5000万円の⾏⽅が公表され
るはず︓安倍⽒は夜も眠れないか（新ベンチャー⾰命） ⾚かぶ

4,400

 30
news23、喋れば喋るほどショボさが際⽴つ菅、思考停⽌＆いつも同じ⾔い
回し（まるこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

4,397

 31
安倍晋三前⾸相が唐突に辞任した本当の理由は、英国と⽶国が中⼼になって
極秘情報を共有する「ファイブ・アイズ」に⽇本も⼊れ… 笑坊

4,390

 32
菅⾸相と同じ後⼿…吉村知事の卑劣な⼿⼝を“8割おじさん”⻄浦教授が「チ
ープ」と批判︕「ガラスの天井」誤⽤でも恥ずかしい展… ⾚かぶ

4,369

 33
緊急事態・報ステ、ネットで総突っ込み、菅は総理の器に⾮ず⼀刻も早く辞
任を（まるこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

4,358

「デブは⾃分に⽢すぎ」元75kg妻が簡…
「デブは⾃分に⽢すぎ」元75kg妻が簡単すぎる
夜の3秒習慣でモデル級に激変!?

詳細を⾒るPR 株式会社ヘルスアップ

旦那「体エロすぎ」肥満⼥性の9割が知…
旦那「体エロすぎ」肥満⼥性の9割が知らないア
ノ習慣で脂肪ドバババッ
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