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詳細を⾒る株式会社

⼈命より利権か。イベルメクチンが厚労省に承認されると困る⼈々
https://www.mag2.com/p/news/488437
2021.03.03 ⼤村⼤次郎『⼤村⼤次郎の本⾳で役に⽴つ税⾦情報』 まぐまぐニュース

以前掲載の「権⼒誇⽰のため『イベルメクチン』をコロナ薬として承認せぬ厚労省のカン違い」では、厚⽣
労働省の⼈命軽視とも⾔うべき許しがたい所業を暴いた、元国税調査官で作家の⼤村⼤次郎さん。⼤村さん
は今回のメルマガ『⼤村⼤次郎の本⾳で役に⽴つ税⾦情報』で、同省がイベルメクチンをコロナ薬として承
認しないさらに闇の深い理由を明らかにするとともに、そんな厚労省を擁護する「御⽤医師」の実名を記し
ています。

【関連】権⼒誇⽰のため「イベルメクチン」をコロナ薬として承認せぬ厚労省のカン違い

※本記事は有料メルマガ『⼤村⼤次郎の本⾳で役に⽴つ税⾦情報』2021年3⽉1⽇号の⼀部抜粋です。ご興味
をお持ちの⽅はぜひこの機会にバックナンバー含め初⽉無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール︓⼤村⼤次郎（おおむら・おおじろう）
⼤阪府出⾝。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主
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な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」（中央公論新社）「悪の会計学」（双葉社）がある。

なぜ新型コロナの特効薬「イベルメクチン」は緊急承認されないのか
2︖

前回号でご紹介した新型コロナの特効薬「イベルメクチン」の件の続きです。

前回号では、「⽇本発のイベルメクチンという薬が、世界中で新型コロナの治療に効果を発揮しているとい
う報告がある」「しかも予防にもかなりの効果が認められている」「しかし厚⽣労働省はなかなか新型コロ
ナの治療薬として承認しないので、⽇本の医療現場ではなかなか使えない状況になっている」「そして厚⽣
労働省がなかなか承認しないのは巨⼤な利権が絡んでいる」ということをお伝えしました。

このイベルメクチンは、昨今、報道番組で相次いで取り上げられています。

特に2⽉25⽇のBS-TBSの『報道1930』では、イベルメクチンが特集的な扱いをされていました。この『報
道1930』では、ノーベル賞医学⽣理学賞を受賞した京都⼤学の本庶佑教授や、イベルメクチン研究の第⼀線
におられる北⾥⼤学の花⽊秀明教授も出られていました。

「厚⽣労働省は試験で効果が確認できなかったとしているが、厚⽣労働省が⾏った試験は現実とかけはなれ
た条件で⾏っている」「なぜ普通の条件で試験をしないのか︖」「厚⽣労働省は平時での対応をしている」
「しかし今は世界的なパンデミックのさなかであり、⼈がどんどん死んでいる」「なぜ有事の対応をしない
のか」と述べた花⽊教授の発⾔には⼼打たれるものがありました。

また本庶佑教授も「厚⽣労働省に近い研究者だけの判断で⾏っている」として厚⽣労働省の閉鎖性を強く批
判され、有効な薬品がなかなか使えない状況を嘆いておられました。

厚⽣労働省というのは、医療界の総元締め的な存在です。医療に関するあらゆる許認可を握っています。研
究者や医者にとって、厚⽣労働省を批判することは、⾮常に恐ろしいことのはずです。実際、医者や研究者
の側から、あからさまに厚⽣労働省を批判するようなことはそうあるものではありません。

だから花⽊教授や本庶教授の発⾔というのは、かなり腹をくくった上での、いわば「命がけの発⾔」だった
といえるでしょう。

その⼀⽅で、感染症の専⾨家としてよくテレビなどにも出演している国⽴国際医療センターの忽那賢志医師
は、イベルメクチンの報道を抑えるようにして「イベルメクチンはエビデンスが不⾜しているから承認され
ていないだけ」という、厚⽣労働省の従来の⾒解通りのことをSNSで発信しています。

しかし、この忽那医師の発⾔は、花⽊教授が述べた「厚⽣労働省は試験で効果が確認できなかったとしてい
るが、厚⽣労働省が⾏った試験は現実とかけはなれた条件で⾏っている」「なぜ普通の条件で試験をしない
のか︖」「厚⽣労働省は平時での対応をしている」という発⾔の回答にはまったくなっていません。

忽那賢志医師の所属する国⽴国際医療センターというのは、厚⽣労働省のおひざ元であり、忽那医師は、完
全に厚⽣労働省側の医師といえます。実際に、忽那医師のこれまでの発⾔を⾒ても厚⽣労働省を擁護するよ
うなものばかりでした。「厚⽣労働省のやることはすべて正しい」「厚⽣労働省の意にそわない情報はすべ
てフェイクニュース」というスタンスを取り続けています。

しかし、多くの国⺠がもう気づいているように、厚⽣労働省は⽇本⼈の健康や命を守る組織として、到底、



褒められたものではありません。それは新型コロナ禍で、⼗⼆分に露呈されてきました。

⼈⼝あたりのPCR検査は途上国よりも遅れをとっています。にもかかわらず、厚⽣労働省は御⽤役⼈や御⽤
研究者を使って、「PCR検査は不確実だから増やしても意味はない」というようなことを喧伝し続けてきま
した。

しかも、前回号でご説明したように、厚⽣労働省は世界中で使われている⽇本メーカーの最新鋭のPCR検査
機器をなかなか承認せず、これを⽇本の病院が使えるようになったのは、コロナ第⼆波の始まった去年の8⽉
以降のことだったのです。

感染症対策というのは、まず感染者を把握することのはずです。不確実であろうと、PCR検査が今のところ
感染者を⾒つける最善の⽅法なのだから、PCR検査を増やすことがまず第⼀なはずです。もしPCR検査が本
当に役に⽴たないというのであれば、去年の4⽉以降、なぜ急拡⼤させたのでしょうか︖去年の3⽉までの、
症状が相当悪化してもなかなかPCR検査を受けさせないという⽅針を貫けばよかったはずです。あの⽅針を
貫ぬかずPCR検査を増加させたのは、やはりPCR検査をしなければ始まらないというのがあったからでしょ
う。

⽇本はたまたまファクターXというよくわからない要因により、欧⽶よりも感染
者や死者が桁違いに少なくて済んでいます。しかし、もしファクターXがなく、欧⽶と同じように感染者や死
者が出ていれば、厚⽣労働省は形がなくなるくらいボコボコに叩かれているはずです。

ちなみに、忽那医師もマスコミなどで「PCR検査はあまり増やしても意味がない」と発⾔していた⽅です。

また欧⽶の何⼗分の⼀、何百分の⼀という感染レベルでありながら、⽇本は医療崩壊の危機に瀕してしまい
ました。昨年の12⽉から1⽉にかけては、症状が出ているのに⼊院できない、ホテル療養さえできず、⾃宅
待機を余儀なくされ、なんの治療も施されずに亡くなってしまうという⽅が⾮常に多くおられました。

それだけ⽇本の医療システムが脆弱で、⽋陥だらけだったということです。そして、今の⽇本の医療システ
ムを構築し、コントロールしているのは厚⽣労働省です。つまり、厚⽣労働省は⽋陥だらけの医療システム
をつくってきた、最⼤の戦犯のはずです。

にもかかわらず、厚⽣労働省はそのことについてなんら反省せず、⾃分たちのやっていることはすべて正し
いという姿勢を取り続けているのです。

先⽇、東京医師会の尾崎会⻑が「⾃宅療養している患者にイベルメクチンなどを処⽅できるようにしてほし
い」と発⾔しました。しかし、厚⽣労働省はこの問いかけを黙殺しているのです。

筆者は忽那医師に聞いてみたいものです。あなたは今の厚⽣労働省に⾮はまったくないと思いますか︖厚⽣
労働省のつくった医療システムは最善のものですか︖と。

厚⽣労働省と製薬業界の危ない関係

ところで厚⽣労働省には、製薬利権というものがあります。製薬業界は、古くから厚⽣労働省の官僚たちの
主要な天下り先となってきました。製薬メーカーだけでなく、製薬業界全体で官僚の天下りを受け⼊れてき
たのです。たとえば、製薬メーカーの業界団体である「⽇本製薬⼯業協会」は理事⻑として元厚⽣労働省官
僚の⽩⽯順⼀⽒を受け⼊れています。また⼤阪医薬品協会でも元厚⽣労働省官僚の今別府敏雄⽒を受け⼊れ
ています。それぞれ数千万円の報酬が払われているものとみられています。



製薬業界全体で、数百⼈規模（もしくは1,000⼈以上）の天下りを受け⼊れていると⾒られています。

そして現在、新型コロナ対策として厚⽣労働省と⽇本の製薬メーカーが共同して、⼤きなプロジェクトを⾏
っています。武⽥薬品⼯業が、アメリカのモデルナ社が開発したからワクチンと、同じくアメリカのノババ
ックス社が開発したワクチン、計2種類のワクチンを⽇本に輸⼊販売するというプロジェクトです。

ノババックス社のワクチンは、武⽥薬品が原液から製造することになり、「国産ワクチン」という位置づけ
になっています。武⽥薬品は、⼭⼝県にある厚⽣労働省のパンデミック・ワクチン⽤の製造設備を使⽤し、
厚労省の助成⾦約300億円を活⽤する予定になっています。もちろん武⽥薬品にとっては、莫⼤な利益が転
がり込んでくるわけです。

もし、イベルメクチンが⽇本で普及し、国⺠が新型コロナの予防できるようになれば、この武⽥薬品のプロ
ジェクトは⼤きなダメージを受けるわけです。

武⽥薬品と蜜⽉の関係にある厚⽣労働省としても、⼤きな打撃になることは間違いありません。

イベルメクチンは特許も切れていて⾮常に安価なのです。だから製薬会社にはあまり旨みはありません。ワ
クチンを製造したほうが、全然儲かるのです。製薬業界を主要な天下り先としている厚⽣労働省としても、
好ましいことではないのです。

もしそういう理由でイベルメクチンの承認を遅らせているとすれば…厚⽣労働省の官僚のみなさん、国⺠か
らそういう疑いをかけられる前にいい加減、⾏動してください︕

編集後記

話の続きになりますが、北⾥⼤学の花⽊教授によると、世界からのデータでイベルメクチンの予防効果は
80％以上ということが出ているそうです。つまりイベルメクチンをあらかじめ飲んでいれば、新型コロナに
感染する可能性が80％も減少してしまうのです。そもそも、⽇本では新型コロナに感染する可能性は⾮常に
低いので、それをさらに80％減免することになれば、新型コロナは終息ということになるでしょう。

早くイベルメクチンが予防で処⽅されるようになって、コロナ禍から解放されたいものです。

mage by: 厚⽣労働省 － Home | Facebook

⼤村⼤次郎 この著者の記事⼀覧

元国税調査官で著書60冊以上の⼤村⼤次郎が、ギリギリまで節税する⽅法を伝授する有料メルマガ。⾃営
業、経営者にオススメ。
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2. ⾚かぶ[120707] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:12:33 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19484]  報告 ▲△▽▼

【拡散希望】
税⾦から給料貰ってるくせに、納税者⾒殺しの厚労省😡💢💢@MHLWitter
https://t.co/qGzb4OJLsW

̶ Aya (@Aya568568) March 3, 2021

3. ⾚かぶ[120708] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:13:58 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19485]  報告 ▲△▽▼

観察研究の結果は「イベルメクチン」は「レムデシビル」を上回っています。

「レムデシビル」WHOが効果が無いと発表しています。

効果が怪しい、世界⼀危険な薬は3⽇で承認。
世界中で結果をだしている世界⼀安全な薬は隠蔽。

薬の承認基準ってなに︖ https://t.co/pjSTNSnZmO

̶ 新型コロナには特効薬がある (@masahitosasaki) March 3, 2021

4. ⾚かぶ[120709] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:14:35 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19486]  報告 ▲△▽▼

⼈名より利権か。
厚労省は、国⺠を⾒捨てるところか︖
いつまで、続くのか︖
治療薬いるでしょ‼  https://t.co/pp7wfrzjVf

̶ にゃんた (@gmCdqONEEyVxc8r) March 3, 2021

5. ⾚かぶ[120710] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:15:15 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19487]  報告 ▲△▽▼

これにつきる。

「厚⽣労働省の官僚のみなさん、国⺠からそういう疑いをかけられる前にいい加減、⾏動してく
ださい︕」 https://t.co/9M1scwEvdg

夫から『毎晩』求められる理由︕求めら…
夫から『毎晩』求められる理由︕求められない⼥
性がゼッタイしない毎晩1つの習慣

詳細を⾒るPR 株式会社ヘルスアップ

朝クチ臭い⽇本⼈の「9割が辞めるべき…
朝クチ臭い⽇本⼈の「9割が辞めるべき習慣」が
衝撃すぎた…

詳細を⾒るPR 株式会社ソーシャルテック
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̶ n (@nagainu_d) March 3, 2021

6. ⾚かぶ[120711] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:16:01 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19488]  報告 ▲△▽▼

恐ろしい国。 https://t.co/SO0yPIgvyF

̶ tamuU (@OyabinU) March 3, 2021

7. ⾚かぶ[120712] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:20:20 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19489]  報告 ▲△▽▼

https://twitter.com/ichiatsu/status/1366985662235205633

・ 

9. ⾚かぶ[120714] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:25:48 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19491]  報告 ▲△▽▼

https://twitter.com/medp_MJ/status/1366982481535062016

・ 
10. ⾚かぶ[120715] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:29:29 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19492]  報告 ▲△▽▼

これもつなげておこう。

権⼒誇⽰のため「イベルメクチン」をコロナ薬として承認せぬ厚労省のカン違い
https://t.co/aWHxGbnn7Q
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̶ kazuchan-cocone (@kazuchancocone) March 3, 2021

11. ⾚かぶ[120713] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:32:42 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19490]  報告 ▲△▽▼

https://twitter.com/NakaMotoya/status/1366955942676369411

・ 
12. 2021年3⽉03⽇ 18:40:19 : KMszoiOlZg : REFaMWNiZzcyRFk=[395]  報告 ▲△▽▼
厚労省 改名したらいかがしょう
↓
殺⼈省
虐待省
13. ⾚かぶ[120714] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 18:57:43 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19491]  報告 ▲△▽▼

https://twitter.com/ManyaDubtsova/status/1366916851171614720

・ 
14. 2021年3⽉03⽇ 19:01:16 : ppAaIFMMf6 : UkFvVWpKdm1acVU=[1]  報告 ▲△▽▼
⽇本という国を⽜⽿っていると信じている政治家や経済⼈やらの連中は
お⾦さえ出せば何でもかんでも直ぐ⼿に⼊ると錯覚している

楽天 週間51週連続1位⽩髪染め
「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PR 株式会社スヴェンソン
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それは物だけで無く
⼈材や技術も⾦さえ出せば直ぐに買えると⾔う幻想を抱いている
だから技術開発や⼈材の育成にはビタ⼀⽂出そうとしない
技術開発や⼈材育成に投資するなんて無駄だ
そんな物はどっからか安く買ってくれば良いんだ
そう思っている
⽇本は⾦出せば何でもかんでも安く買えるんだ幻想
だが現実はそうでは無い
⽇本と⾔う国は
お⾦を出しても⼿に⼊らない物がどんどん増えている
⾃前で作れない物がどんどん増えている
技術や⼈材は既に消滅
後は海外から買ってくるのか︖
円の神通⼒が無くなったらそれも難しくなる
残るは海外資産か︖
だが海外資産は⽇本には⼀円も戻って来ない
何故なら⽇本には買う物が何も無い
投資先も何も無い
この国は⽂字通り何も無い国に成るんだよ
15. ⾚かぶ[120722] kNSCqYLU 2021年3⽉03⽇ 20:10:38 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[19499]  報告 ▲△▽▼

結局利権のためにイベルメクチンは承認されないという記事。ワクチンのための製薬会社と厚労
省の癒着さえ疑念として残る。究明が必要。#厚労省はイベルメクチンの承認を急げ
https://t.co/rOj2E5QEzW

̶ ⻘い海2 (@iNs8PzLflY2UDB1) March 3, 2021

16. 2021年3⽉03⽇ 21:01:36 : hsvkdevYM6 : ekV6OTdFSHVRbVE=[2]  報告 ▲△▽▼
●イスラエル 12⽉26⽇接種開始し、コロナの死者が 1ヶ⽉で約 2.5倍増
●UAE 12⽉23⽇接種開始１ヶ⽉後、１⽇の新たな感染確認数が３倍増
●イギリス 12⽉8⽇接種開始し、1ヶ⽉後に感染確認者数が 5倍増

●スペインの⽼⼈ホームでファイザー社のワクチンの第1回の接種を受けた78⼈全員がCOVID-19に感染
し、7⼈が死亡、4⼈が⼊院
●ウィスコンシン州の健康な28歳の医療従事者がワクチンの2回⽬の脳幹出⾎を起こし、脳死。
●ポルトガルの健康な41歳の看護師がコロナワクチンを接種2⽇後に⾃宅で急死
●FDAはCOVIDワクチンがDICによる内出⾎や臓器不全を引き起こす可能性があると警告

このような危険のあるワクチンよりも、世界の4億⼈に使われてきた安くて安全なイベルメクチンを予防内
服できるようにするべきです。
17. 2021年3⽉03⽇ 21:09:30 : xSRZN6UCAs : L0FWN3RISWwucEk=[148]  報告 ▲△▽▼

   「命より利権か」は今、パンデミックの世界において

   オリンピック開催について⽇本政府が取る対応と国際オリンピック
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   委員会がとる対応がそのままいえるのではないか･･･。

   今の報道機関も忘れがちで有るパンデミックという情況。

   「命より利権か」での放送は国⺠の知る権利等を阻害している以外

   なにものでもない。そこに報道の⾃由は有っては成らない。

   ･･･。
18. 2021年3⽉03⽇ 22:12:33 : A3vi7f7MBE : T2pDaGRZNDZvdUE=[198]  報告 ▲△▽▼

東京五輪の予算を、”F1 ”に迂回流⽤してるんで、やらないと困ると勘ぐっちまう。

  電磁推進機研究者
19. 2021年3⽉03⽇ 23:18:48 : yQZx8IqFTs : V29sakE0aHJiUk0=[163]  報告 ▲△▽▼
国⽴感染症研究所と厚⽣省の関係は原⼦⼒ムラと経産省と同じじゃないか。

武⽥薬品は東芝も同じような感じ︕

こいつら欲に眩んで国⺠のことなんかこれっぽっちも考えていない。

⽇本の常識、世界の⾮常識ってこのことか。

武⽥薬品は倒産間違いなしだろうな。
20. 2021年3⽉03⽇ 23:45:36 : hsvkdevYM6 : ekV6OTdFSHVRbVE=[3]  報告 ▲△▽▼
⾃社のイベルメクチンのコロナ適⽤を妨害するという異様な⾏動をとった
メルク社はジョンソン＆ジョンソンのコロナワクチンの製造を請け負うとのこと。
イベルメクチンでコロナが治ってしまったら、ワクチンが売れなくなって
儲けが減るから、⾃社の薬であっても貶めたんですね。
⼈命よりも儲け。そのためには嘘でもなんでも⾔う。実にわかりやすい。

でも、そんなことするので、イベルメクチンが本当にコロナに効くという
ことを逆に宣伝することになっているんだが。

メガロス吉祥寺店
「吉祥寺」駅 徒…

会費\10,500(フル…

メガロス武蔵⼩⾦
井店
「武蔵⼩⾦井」駅…

会費\8,500(フルタ…

メガロス⽴川店(北
館・南館)
「⽴川」駅 徒歩3…

会費\11,000(フル…

21. 2021年3⽉04⽇ 01:42:15 : ch69tepz7k : TEtGdXVzSi5aTGs=[1]  報告 ▲△▽▼
1回処⽅するだけで、治療だけではなく予防効果もある安くて安全な薬がイベルメクチンである。ワクチン
利権に右往左往している⼈間が絶対に認めないのは当たり前である。
22. 2021年3⽉04⽇ 01:43:35 : eUbWp5F22I : bDdrL1Z0ZTFnMFk=[1]  報告 ▲△▽▼
イベルメクチン、ジェネリックなら1箱8000円ぐらいで海外から購⼊できる。かかった時の⽤⼼に買おうか
な。
23. 2021年3⽉04⽇ 03:27:11 : HeAOOEDTlZ : cG5BN01DeGo5NDI=[26]  報告 ▲△▽▼
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⼩沢⼀郎 「⽥中⾓栄先⽣の教えは『敵を作ることを恐れるな』」
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/345.html

https://ameblo.jp/st1952/entry-12635836933.html

24. 2021年3⽉04⽇ 05:13:58 : wdkhbuDMPY : REVlaC4xTGt5RVk=[2]  報告 ▲△▽▼
Israeli Health Ministry Concludes Pfizer Covid Vaccine More Deadly than Covid

New analysis from the Israeli Health Ministry concluded Pfizerʼs COVID vaccine killed “about 40
times more (elderly) people than the disease itself would have killed” during a recent five-week
vaccination period, and 260 times more younger people than would have died from the virus.

Avoid the Pfizer Covid Vaccine

According to this report on Israelʼs vaccination program, the use of the Pfizer vaccine caused
“mortality hundreds of times greater in young people compared to mortality from coronavirus
without the vaccine, and dozens of times more in the elderly.”

(https://www.paulcraigroberts.org/2021/03/03/a-second-holocaust/)
25. 2021年3⽉04⽇ 05:48:27 : 9a4XYJrnDY : Q0QweC45UlAzb1E=[5]  報告 ▲△▽▼
PCRもワクチンもその背後にCSISでしょ。
26. 2021年3⽉04⽇ 08:09:02 : fKkQda7Cxw : a01WR1RYQWZoY00=[1113]  報告 ▲△▽▼
役⼈は給料さえもらえばいいので今まで通り平常運転
危機って何の話︖誰がやるのさって感じだとおもう。
⾏政の機能不全は危機の時に顕在する。
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⼤事だった︕
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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・ＮＨＫ279掲⽰板 次へ  前へ

もはや⽶中戦争は終盤戦、敵中に取り残されてしまう⽇本列島…そのとき、⽇本は、… 罵愚（24）

⾃⺠党幹事⻑ピンチ＜本澤⼆郎の「⽇本の⾵景」（４０１１）＜「安倍と⿇⽣が⼆… ⾚かぶ（18）

⼈命より利権か。イベルメクチンが厚労省に承認されると困る⼈々  ⼤村⼤次郎… ⾚かぶ（16）

⽇本の⺠主主義にとって百害あって⼀利なしの内閣広報官 ファクトチェック・ニ… ⾚かぶ（15）

「丸川珠代はアジアンビ テ 」⾃⺠⻤⽊ またまた⾃⺠のお家芸炸裂（まる ⾚かぶ（15）

コメント数ランキング（２４時間）  2021/03/04 10:00更新 …もっと⾒る

「答弁は嘘︕」激怒で⼤⾂陳謝に菅⾸相の爆笑答弁も 衆院予算案⼤詰め審議で…⾚かぶ（3,193）

⾃⺠党幹事⻑ピンチ＜本澤⼆郎の「⽇本の⾵景」（４０１１）＜「安倍と⿇⽣が…⾚かぶ（2,639）

⼈命より利権か。イベルメクチンが厚労省に承認されると困る⼈々  ⼤村⼤次…⾚かぶ（2,348）

あの不倫補佐官カップルがやらかしたコロナワクチン調達の⼤失敗  ⾼野孟（…⾚かぶ（2,138）

菅⾸相の⾔語能⼒が崩壊⼨前︕官僚を「左遷した」と本⾳ポロリ ⼥性官僚登⽤ ⾚かぶ（1 536）

政治 アクセス数ランキング（２４時間）   2021/03/04 09:45更新 …もっと⾒る
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Top11-20

⽇本の⼤⼿マスコミも政
府も、感染症ワクチン開発
に多⼤な投資を⾏ってきた
ビ…⾚かぶ（1,038）

⽇本の⺠主主義にとって百
害あって⼀利なしの内閣広
報官 ファクトチェッ
ク・…⾚かぶ（935）

菅⾸相が安倍政権下での官
房⻑官だったときの官房機
密費の流⽤も取り沙汰され
始…笑坊（834）

＜衝撃＞神⼾は新規感染の
半数「第4波」は強感染⼒の
変異株が主流（⽇刊ゲン…
⾚かぶ（819）

板垣・ディープと戦うトラ
の圧⼒で⾃⺠議員の⼤半は
失墜、官房機密費資料も
共…ポスト（634）

みん知・ワクチンを接種す
ると⽣命保険がおりない。
保険会社は接種を服毒⾃
殺…ポスト（623）

⾦⽟・⼥⼦⾼⽣シンガーの
うっせーわが流⾏る理由。
ディープ然り⽇本の傀儡
然…ポスト（615）

新疑惑︕東北新社元社⻑が
菅⾸相に送った“謎の献⾦50
万円” 接待攻勢の時…⾚か

アクセス数ランキング

09:55 
 更新
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＜参院・広島再選挙＞郷原
弁護⼠「カネをもらった側
の刑事処分なくし… ⾚かぶ
（42）

⼈命より利権か。イベルメ
クチンが厚労省に承認され
ると困る⼈々  … ⾚かぶ
（38）

⾃⺠党幹事⻑ピンチ＜本澤
⼆郎の「⽇本の⾵景」（４
０１１）＜「安倍… ⾚かぶ
（36）

森友学園の国有地売却に関
する公⽂書を財務省内に残
っているのに『⽂… ⾚かぶ
（33）

菅⾸相の⾔語能⼒が崩壊⼨
前︕官僚を「左遷した」と
本⾳ポロリ ⼥性… ⾚かぶ
（29）

あの不倫補佐官カップルが
やらかしたコロナワクチン
調達の⼤失敗  … ⾚かぶ
（28）

＜スクープ速報＞⼀⼈10万
円超も NTTが⼭⽥前広報
官と⾕脇総務審議官… ⾚か
ぶ（26）

拍⼿ランキング 10:00
 更新
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メガロス武蔵⼩⾦井店
「武蔵⼩⾦井」駅 徒歩6分…

メガロス吉祥寺店
「吉祥寺」駅 徒歩6分/24…

メガロス⼋王⼦店
「⼋王⼦」駅 徒歩4分/総…
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Top11-20

⽇本の⺠主主義にとって百
害あって⼀利なしの内閣広
報官 ファクトチ… ⾚かぶ
（18）

新疑惑︕東北新社元社⻑が
菅⾸相に送った“謎の献⾦50
万円” 接待攻… ⾚かぶ
（15）

「選択的夫婦別姓」に断固
反対の丸川珠代、答弁拒否
で度々審議が中断… ⾚かぶ
（13）

⽇本の⼤⼿マスコミも政府
も、感染症ワクチン開発に
多⼤な投資を⾏っ… ⾚かぶ
（13）

菅⾸相が安倍政権下での官
房⻑官だったときの官房機
密費の流⽤も取り沙… 笑坊
（13）

政策連合が野党候補⼀本化
申し⼊れ（植草⼀秀の『知
られざる真実』） ⾚かぶ
（11）

プー・ロスチャが⽀配する
ドルから完全脱却、世三・
プーはダビ… ポスト⽶英時

拍⼿ランキング 10:00
 更新
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「答弁は嘘︕」激怒で⼤
⾂陳謝に菅⾸相の爆笑答

弁も 衆院予算案⼤詰め審
議で…⾚かぶ（3,193）

⾃⺠党幹事⻑ピンチ＜本澤
⼆郎の「⽇本の⾵景」（４
０１１）＜「安倍と⿇⽣
が…⾚かぶ（2,639）

⼈命より利権か。イベルメ
クチンが厚労省に承認され
ると困る⼈々  ⼤村⼤
次…⾚かぶ（2,348）

あの不倫補佐官カップルが
やらかしたコロナワクチン
調達の⼤失敗  ⾼野孟
（…⾚かぶ（2,138）

菅⾸相の⾔語能⼒が崩壊⼨
前︕官僚を「左遷した」と
本⾳ポロリ ⼥性官僚登
⽤…⾚かぶ（1,536）

＜参院・広島再選挙＞郷原
弁護⼠「カネをもらった側
の刑事処分なくして選挙
は…⾚かぶ（1,448）

＜官僚は法を犯すかパージ
されるかの⼆者択⼀＞疫病
神のような⾸相の後に死
屍…⾚かぶ（1,205）

＜スクープ速報＞⼀⼈10万
円超も NTTが⼭⽥前広報
官と⾕脇総務審議官に…⾚
かぶ（1,163）

アクセス数ランキング

09:50 
 更新
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総合 アクセスランキング （７⽇間）          2021/03/04 09:50更新
アク
セス

  1
＜バイト⼥性証⾔「この⼈です︕」＞ついに警察が捜査のメス ⼀体誰が指
⽰…愛知県知事リコール署名偽造問題（CBCテレビ） ⾚かぶ

6,868

  2
あの不倫補佐官カップルがやらかしたコロナワクチン調達の⼤失敗  ⾼野
孟（まぐまぐニュース） ⾚かぶ

6,019

  3
＜末期症状の菅官邸＞⽬を覆う錯乱、迷⾛ 始まった政権⾃壊の⾃業⾃得
（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

5,524

  4
⼭⽥を切れず窮余の⼀策で画したぶら下がりでヘッポコ記者から集中砲⽕
（まるこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

4,795

  5
菅⾸相が“コロナ会⾒中⽌は⼭⽥内閣広報官隠し”と追及されて正気を失い逆
ギレ︕ 国⺠の命より保⾝を優先する棄⺠政権の正体が… ⾚かぶ

4,494

  6
⾝内調査は笑⽌千万 菅⻑男“ハレンチ接待”裏側と今後＜下＞⼭⽥広報官はク
ビ、予算は年度内無理、ワクチン混乱で菅退陣Ｘデー… ⾚かぶ

4,324

朝クチ臭い…「⽇本⼈の9割が知らない…
朝クチ臭い…「⽇本⼈の9割が知らない?洗⾯所の
アレを使った⼝臭ゴッソリ体験」が衝撃すぎた!!

詳細を⾒るPR 株式会社ソーシャルテック

夜クチ臭い⼈の「9割が辞めるべき習慣…
夜クチ臭い⼈の「9割が辞めるべき習慣」⼝臭が
ひどい⼈は絶対コレ︕

詳細を⾒るPR 株式会社ソーシャルテック
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  7
“ゴチ辞任”の⼭⽥元広報官「億ションを5年で完済」の上級⽣活（⼥性⾃⾝）
⾚かぶ

4,039

  8
⽥崎史郎が⼭⽥真貴⼦広報官辞職で菅政権を擁護しようと暴⾛︕「⼊院は⼭
⽥⽒の判断」「7万円のうち3万円分しか⾷べてない」（… ⾚かぶ

4,016

  9
総務省･東北新社問題 疑惑の本丸“癒着会議”の仰天議事録（⽇刊ゲンダイ）
⾚かぶ

3,994

 10
⾃動⾞は “⾛る電⼦レンジ” （１） ⽇本経済最⼤級のタブー（ザウルスで
ござる） こーるてん

3,655

 11
中川恵⼀先⽣ 番組中は「⼤丈夫、⼤丈夫」 番組終了後、真っ⻘な顔で
「ダメダメダメダメ」 魑魅魍魎男

3,506

 12
⾎税の官房機密費で返納か︖ 渦中の⼭⽥広報官に怨嗟の声（⽇刊ゲンダイ）
⾚かぶ

3,505

 13
＜⾸謀者は誰︖「この⼈です︕」に直撃︕＞リコール署名偽造…キーマンの
事務局幹部を直撃 「佐賀には⾏ってない」（CBCテレビ… ⾚かぶ

3,438

 14
＜盗⼈猛々しい＞デマ垂れ流し集団「⼤阪維新の会」の“ファクトチェック” 
それでもバカとは戦え（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

3,438

 15
⾏政の話もせず何10万円も払って⼀緒に飲むバカはいない 井筒和幸の「怒
怒哀楽」劇場（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

3,344

 16
週刊ポスト＜今こそ「さらば菅総理」︕ 落選運動2021を始めよう＞コロナ
の戦犯 38⼈の政治家 初動を致命的に誤った6⼈、私腹… ⾚かぶ

3,313

 17 親の顔が⾒てみたい（コラム狙撃兵・⻑周新聞） ⾚かぶ 3,232

 18
「答弁は嘘︕」激怒で⼤⾂陳謝に菅⾸相の爆笑答弁も 衆院予算案⼤詰め審
議で接待＆コロナ論戦（ FNNプライムオンライン） ⾚かぶ

3,193

 19
⼭⽥広報官は、マスコミ⽀配のボスだった︖〜⼭⽥続投に与党からも疑問符
＆元官僚から怒りの声（ ⽇本がアブナイ︕） 笑坊

2,880

 20
＜⽌められなければ戦前と同じ＞ブチ切れ・破れかぶれ政権の五輪暴⾛（⽇
刊ゲンダイ） ⾚かぶ

2,870

 21
＜⽂春砲、第3弾炸裂︕＞「ササニシキ送りますよ」菅⾸相⻑男の“接待攻
勢”⾳声（⽂春オンライン） ⾚かぶ

2,813

 22
菅⾸相が安倍政権下での官房⻑官だったときの官房機密費の流⽤も取り沙汰
され始めた。⼀部では、その詳細な証拠が共産党に渡っ… 笑坊

2,756

 23
福島沖地震で東電と菅⾸相が福島原発の異変を隠蔽︕ 地震計は故障、汚染⽔
タンクがずれ、格納容器が⽔位低下しても「すべて正常… ⾚かぶ

2,750

 24
＜破廉恥が繰り返されるのはワケがある＞⿇痺してイカれている ⾃⺠党政
権と仲間たち（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

2,689

 25
TV情報番組に「御⽤バッジ」を導⼊（植草⼀秀の『知られざる真実』） ⾚か
ぶ

2,667

 26
＜スカスカの終焉か＞⼭⽥内閣広報官の国会招致、総務省と農⽔省のダブル
接待問題で菅政権を⾒切る声が⾃⺠党から続々〈週刊朝… ⾚かぶ

2,652

 27
⾃⺠党幹事⻑ピンチ＜本澤⼆郎の「⽇本の⾵景」（４０１１）＜「安倍と⿇
⽣が⼆階を引きずりおろす動き」は本当か＞ ⾚かぶ

2,639

 28 ＜速報＞⼭⽥真貴⼦広報官が⼊院、予算委は⽋席へ 辞職願を提出  ⾚かぶ 2,565

 29
＜朝⽇新聞、1⾯トップ＞途切れていたベント配管 謎だった⾼線量 東電の
設計不備＜東⽇本⼤震災１０年 ３・１１の現在地＞ ⾚かぶ

2,563
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設計不備＜東⽇本⼤震災１０年 ３ １１の現在地＞ ⾚かぶ

 30
菅⾸相⻑男らの違法接待で深まる謎…東北新社の正体とは︖（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

2,504

 31
櫻井・事実に追い詰められている有⼒メディア、バックはＣＩＡ。さすがの
諜報もダマスゴミもスマホ時代の情報操作に限界を感じ… ポスト⽶英時代

2,492

 32
総務省接待︓菅⾸相の⻑男、東北新社「中途⼊社の経緯＆異例スピード出
世」が“不可解”（Business Journal） ⾚かぶ

2,421

順
位

総合 アクセスランキング （３０⽇間）          2021/03/04 04:35更新
アク
セス

  1
ＮＨＫの地震映像・⻘い閃光多数。311も⾷らった宮城職員の怒りが伝わる
映像である。 ポスト⽶英時代

8,208

  2
誰も⾔わないから敢えて⾔う。⾸相は〝アトキンソン病〟なのだ（サンデー
毎⽇） ⾚かぶ

7,172

  3
聖マリアンナの國島医師恐るべし︕医療界の⽥崎か︖新スター誕⽣かも
（笑）（まるこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

7,039

  4
新型コロナの〝数字〟は⼤本営発表並みの「噓⼋百」である︕（サンデー毎
⽇） ⾚かぶ

6,965

  5
＜バイト⼥性証⾔「この⼈です︕」＞ついに警察が捜査のメス ⼀体誰が指
⽰…愛知県知事リコール署名偽造問題（CBCテレビ） ⾚かぶ

6,867

  6
モーニングショー、⽥崎・國島のダブル御⽤、⽥崎への質問がバカ受け（ま
るこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

6,686

  7
＜政治と⼤メディア、狂騒の果て＞⾃滅の五輪 漫画的幕切れの予兆（⽇刊
ゲンダイ） ⾚かぶ

6,355

  8
京⼤・藤井聡教授が完全論破。コロナ「⾃粛厨」が掲げる3つの⼤ウソ（まぐ
まぐニュース） ⾚かぶ

6,348

菅⾸相の⻑男 総務省幹部を違法接待＜決定的瞬間をスクープ撮＞（⽂春オ

モデルさんも使う⽩髪染め
意外と知らない︖⽩髪は頭⽪環境を整えることも
⼤事だった︕

詳細を⾒るPR 株式会社スヴェンソン

韓国⼈に「肥満」がいない理由︕⽇本⼈…
韓国⼈に「肥満」がいない理由︕⽇本⼈⼥性がゼ
ッタイしない毎晩1つの習慣が話題に。

詳細を⾒るPR 株式会社ヘルスアップ

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

朝クチ臭い…「⽇本⼈の9割が辞めるべ…
朝クチ臭い…「⽇本⼈の9割が辞めるべき習慣」
が衝撃すぎた︕

詳細を⾒るPR 株式会社ソーシャルテック
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https://k.zucks.net/rd/?k=ZGOK&p=WieVLVJvVlrjROvOkRAVEaMLH-w4lfgDI4ZgW-i8smz1vHDwTct_mtp0a6SwJwybyD1EDerxgAcoXxHivOOiErM13s4yrDjRORJBWeEEymTySHSpDa_x1-6DDXGRza_sB7iV--QQ61pbpxV94V9lURd22UUAaGU-joRWTFt5pxDgO2Pz_PavdZk3K8fEbrs-036sW2UG8tNEs0Fct3W4jcIceZ_USXc8Omo_ImgGkiomQ8L8VGsls_zcDUrc9WzUhHULEPHrsrfJPA4A_4KY0YQE1bS3q6O67_HK5Wtm0fTS471RirsID9z7Wnk5CGKKCGZDCkTA78GHlwAKzosO0Ur0wRhj-efPiWf7_8-opjG-9eACrNHFywAbksXHuOrTFhZGq2EF0IOcG0yICrpDX7tNfPkU4nF9BKSCMBTCEMPoFpNCIFHT5yLlZtXF883JZqhbtOnYhjkNHkGcLenUt2lqh-puZMJZECPky9dhHyUFnrYZqyFupt0YWuhiXUq7KKSSIJP6-TcogEUNvG76BY4mO7Rz83m9bfw007pU4VcnyQjSptv5e31LJOPQuYg04itTHPxpYFuV9q1GgFlrWu4Pg7D3oRgPB6fKEp5jrWLlkYOC40SzBQ3L5-mWXvyGUmmuZHKWLdtdfFA6n3vrhFwAnYVENtRdZsNEOnYifjSGfHCcfMqzdg&v=haAKSBLa8WU
https://k.zucks.net/rd/?k=ZGOK&p=i3F6EYWw5wKbT90whDxBSWfpH9g_EIr6nqPHT88jGL8tcpcKtS5S7J4IZ83KxHQ6uvWLYFjQvStx7H2Y_PuMy8ev3S02_1h1sRujGrHZQ3M58TqxkO9VVJIiu0i-tP6Fl2DxqNEu0MLHK2q-ErJP2dXvwcnlQYG08BvdWgLUkb1RfQIxT2KpTiAgJYfMFnOcRSvqVL3H2cNzY20UvmCEyqX1ZLsx_qznS6mNDKY2jcpcVb9ZZSX7shZqcMvYwWcAqmbghnL4tLvcoIn8Y80KnpIuQuk_NOIfagPy8QnHALkA3ro9DrkTJv23R97Fgfcxd1blELYiI34JIIH0rXVsZFCpkDXh_smGN7DbDkSipnIRi9gwbYp0o6JJy4QoMv93ItthRPQTsDmKyHLcnE0HBQRSFxjkdmvZf_-tAkEfRD57iyId7BO68dggsGog7mJ_491ucsgZMh0imSHb74yMoJDHYwTme7AAy1NooUQMUpWBJQ5zeknvyeHTrjtqDbsBKq-zmkj2UO6gWOTtFkGkKMtMzxWwoNn_bVHq8RmTiyCR7VIFTwKKS3sr555fXCGesSgLOjjPci0G4oDVue3gs4Z0QdQm3FsGrwi5FGqaS24G3CZweaG2KQ&v=FmflaseAFwM


  9
菅⾸相の⻑男 総務省幹部を違法接待＜決定的瞬間をスク プ撮＞（⽂春オ
ンライン） ⾚かぶ

6,238

 10
サンモニを訴えると⾔う⾼須、被害者の⼤村知事は⾼須が⾸謀者と断定（ま
るこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

5,924

 11
＜安倍晋三事務所の「怪しい領収書」全公開＞アベデンデンの犯罪追及もで
きない情けない記者クラブマスゴミに対し、フライデー… ⾚かぶ

5,896

 12
あの不倫補佐官カップルがやらかしたコロナワクチン調達の⼤失敗  ⾼野
孟（まぐまぐニュース） ⾚かぶ

5,863

 13 森騒動は５輪中⽌のシナリオ  ⾚かぶ 5,722

 14
＜末期症状の菅官邸＞⽬を覆う錯乱、迷⾛ 始まった政権⾃壊の⾃業⾃得
（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

5,520

 15 タイに匹敵…⽴憲⺠主党のクーデター／政界地獄⽿（⽇刊スポーツ） ⾚かぶ 5,354

 16
⽇テレ社員３名は 電通の選挙の不正を知った⼝封じのために殺害されたの
では︖ 直⼈

5,167

 17
「⽶は東京五輪不参加」福⽥元⾸相秘書が断⾔する理由（⽇刊ゲンダイ） ⾚
かぶ

5,145

 18
続・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／（緊急）⼈
類滅亡 そこちょっとつんつく

5,124

 19
＜⽗⼦で怪しい話がワンサカ＞菅⾸相と総務省 ⼭のようにある⿊い疑惑
（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

5,114

 20
元国税が暴く“売国”の犯⼈。世界⼀の⾦持ち国家・⽇本が貧しくなった訳
（まぐまぐニュース） ⾚かぶ

5,031

 21
菅⻑男が接待したのは菅会⾒を仕切っている司会の⼭⽥真貴⼦内閣広報官
（まるこ姫の独り⾔） あきらめない

4,971

 22
＜⽌まらない︕⾃⺠辞職ドミノ ⼭⼝4区も補選が必要＞4.25 菅⾸相と⾃⺠党
はご臨終（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,901

 23
菅⾸相も河野⼤⾂も制御不可能 厚労省「コロナの⼥帝」の復権（NEWSポ
ストセブン） ⾚かぶ

4,799

 24
京⼤・藤井聡教授が喝破。⽇本政府によるコロナ対策の「バカさ加減」その3
つの根拠（まぐまぐニュース） ⾚かぶ

4,797

 25
⼭⽥を切れず窮余の⼀策で画したぶら下がりでヘッポコ記者から集中砲⽕
（まるこ姫の独り⾔） ⾚かぶ

4,795

 26
初めて知ったんだが、東京利権まみれ五輪の記録映画とかの監督が河瀨直美
だったんだ。⾃意識過剰・⾃⼰満⾜だけの⾯⽩さ皆無の… ⾚かぶ

4,733

 27
＜菅⾸相よ、それが⼈のやることか＞⽩昼堂々 恐るべきトカゲのしっぽ切り
（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,723

 28
⾼須先⽣、この流れの意味を説明してください。あなたの知らないことでし
ょうが。 晃さん

4,685

 29 「配川はピンピンしてるぞ︕」（コラム狙撃兵・⻑周新聞） ⾚かぶ 4,655

 30
菅⾸相にまた⼤打撃︕“盟友”創価学会の⼤物副会⻑が退職（⽇刊ゲンダイ）
⾚かぶ

4,644

 31
＜五輪にトドメ＞ボランティアや聖⽕ランナー続々辞退…東京五輪は開催不
能（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,594

32
＜もともと開催する資格などないのだ＞欺瞞の五輪にふさわしい幕切れ（⽇

ダ
4,566
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刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,566

33
菅⾸相が“コロナ会⾒中⽌は⼭⽥内閣広報官隠し”と追及されて正気を失い逆

4 493

⼥性の薄⽑は全員◯◯が⾜りないと判明
⼥性の薄⽑は全員◯◯が⾜りないと判明︕実はア
レで簡単にフサフサに…

詳細を⾒るPR オフィスKAZUMIプラス株式…

「おっぱい⾵船」として話題︕︖胸が太…
「おっぱい⾵船」として話題︕︖胸が太り体が痩
せる育乳法が話題♡58歳Aカップの私が!?

詳細を⾒るPR アシスト
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