
新型コロナ、
テレビを消してデータを見よう！

2021.12.23 改訂版

(2021.3.8 初版)



コロナ騒動、「何かおかしい」と感じるものの、多種多様な情報が溢れ、
何が真実か分からなくなっている人も多いと思います。
そんな中、ワクチンが身近に迫ってきました。
そこで、客観的データから、現状の分析を試みました。

現時点（2021.5.5）で言えることは、

① 日本のコロナ被害は米英の約1/20で、ワクチンを必要とする状況では
ない。

② 治験が十分行われていないワクチンのリスクは測り知れない。

③ マスコミは報道しないが、「ワクチンにより感染が拡大する」ことが
データ上明らかになった。（日本の近頃の感染者増もワクチン由来で、
6～7月の感染者数はかなりの上昇が予測される）

本データは、上記の①と③の根拠を示します。



【科学的真実の見分け方】

近頃様々な専門家の話を聞くことがありますが、専門家毎に見解が異な
りますし、知識力の差から専門家の話の真偽判定をすることは困難なも
のです。
その際、「専門家とは全く別の手法で同じ結論に達するか否か」を探り、
同じ結論に至れば「その専門家の言っていることは正しい」と判断でき
ます。

一般論として、科学的証明には、最低２通りの手法で、完全を要す場合
には３通りの手法で、「同じ結論が導き出されること」が必要です。
そこで、このコロナ問題において、１通り目に専門家の見解、２通り目
に自らのデータ分析を充てることにしました。

従って、様々な専門家の見解とこのデータ分析を比較し、各自検討して
頂ければ幸いです。

なおデータは殆ど全て情報源（リンク先等）を示しましたので、詳細は
各自お調べ願います。



新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=USA~GBR~JPN

2021.11.27

日本のコロナ死者は米英の約1/20

日本はそもそもパンデミックではない

縦軸：人口100万人当たりのコロナ死者数（7日間平均）

イギリス

アメリカ

日本

現在も英米は
日本より圧倒
的に多い。

横軸：年月

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=USA~GBR~JPN


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

ロックダウンによるピークシフトやピークの抑え
の効果は無かった。 自粛のエビデンス無し

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=JPN~GBR~SWE

縦軸：人口100万人当たりのコロナ死者数
（7日間平均）

イギリス
ロックダウン

実施

スウェーデン
ロックダウン

無し

日本

＜参考記事＞
ロックダウンにエビデンスはあるのか？
(2020.6.10)
https://square.umin.ac.jp/massie-tmd/rckdwnwoevdnc.html

コロナ独自路線スウェーデンから何を学ぶか
(2020.11.15)
https://www.news24.jp/articles/2020/11/15/10762294.html

だから、現在(2021.10～)
収まった理由も分からない

2021.11.27

横軸：年月

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=JPN~GBR~SWE
https://square.umin.ac.jp/massie-tmd/rckdwnwoevdnc.html
https://www.news24.jp/articles/2020/11/15/10762294.html


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

一時は米国を上回る死者が出たインドは、
ワクチン前に収束、ワクチン後に急増

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=IND~USA~JPN

2021.3.8

縦軸：コロナ死者数（7日間平均）

インド

アメリカ

日本

横軸：年月

インドの
ワクチン
開始1/15

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=IND~USA~JPN


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

ブラジルでコロナ死者急増したが、
英国のレベルを超えることはなかった。

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=IND~GBR~JPN~BRA

ブラジル

イギリス

日本
インド

2021.11.27

横軸：年月

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=IND~GBR~JPN~BRA


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

20１９～２０２０の冬からインフルエンザー激減
原因： ウイルス干渉説 （上久保教授）

インフルとコロナ同一説or区分け困難説

コロナは超々々強力な
インフルエンザーワクチン？

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/

2019年末の
インフルは
流行の兆し

2020年明けの
インフル大幅減

2020年末～2021 年明け
のインフルは壊滅状態

注:年末年始は休診等
により報告数減

2021.11.27

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/disease/corona.html

大阪府、2021年5月30日までの累計データ

高齢者の自粛は一理あるものの、若者の自粛は不要

40歳代以下殆どは死なない

2021.6.4

高齢者は
要注意

http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/disease/corona.html


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！（厚労省データ）

高齢者の自粛は一理あるものの、若者の自粛は不要

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000790442.pdf

40歳代以下
殆どは死なない

高齢者は
要注意

2021.7.13

全国

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000790442.pdf


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！（厚労省データ）

高齢者の自粛は一理あるものの、若者の自粛は不要

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000858415.pdf

40歳代以下殆どは死なない

高齢者は
要注意

全国

2021.6.9 -> 2021.11.23の変化

10歳未満 0 -> 0
10代 0 -> 3
20代 7 -> 26
全年齢 11328 -> 18345

2021.11.27

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000858415.pdf


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！ 2021.6.4

http://lajaw.livedoor.blog/archives/25961314.html

2
0

1
8
年
の
デ
ー
タ

日本のコロナ死者数は、アメリカの
1/100 （人口補正しても1/40）
日本ではパンデミックは起きていないし、
ワクチンも不要！

1/100

https://www.47news.jp/6157278.html

http://lajaw.livedoor.blog/archives/25961314.html
https://www.47news.jp/6157278.html


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

・2019年, 2020年の死亡者数は前年と大差なし（パンデミックによる超過死亡はない）

・2021年の死亡者数は明らかに前年を上回っている（ワクチンの効果と推定）

・年々人口減少が加速化しているが、2020年のみ加速状態が収まっている

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2021/dl/202109.pdf

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2020/dl/202009.pdf

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2019/dl/201909.pdf

厚労省 人口動態統計速報

2021.12.7

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2021/dl/202109.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2020/dl/202009.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2019/dl/201909.pdf


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

コロナ被害の地域差、台湾&インド
シナ半島は小、日本は中、欧米は大

台湾、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジア

日本、フィリピン、インド、オーストラリア、
インドネシア、韓国、マレーシア

その他（米国、英国、欧州、
イタリア、南アフリカ）

2Gr.

1Gr.
武漢

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&time=2021-01-15&region=Asia&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average
1Gr: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=..2021-03-05&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&country=VNM~LAO~TWN~THA~KHM~MNG
2Gr: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=..2021-03-05&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&country=IND~JPN~PHL~AUS~IDN~KOR~MYS
3Gr: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=..2021-03-05&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&country=JPN~ZAF~GBR~USA~Europe~ITA~BRA

3Gr.

0.04 people/million people/day

1 people/million people/day

18 people/million people/day

日本

英国

タイ

日本

2021.3.22

～2021Mar05

1Gr.

2Gr.

3Gr.

2021年1月15日
（ワクチン開始前）

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&time=2021-01-15&region=Asia&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=..2021-03-05&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&country=VNM~LAO~TWN~THA~KHM~MNG
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=..2021-03-05&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&country=IND~JPN~PHL~AUS~IDN~KOR~MYS
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=..2021-03-05&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&country=JPN~ZAF~GBR~USA~Europe~ITA~BRA


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！ 2021.5.31

元々コロナ被害の少ない国々では

ワクチンで感染拡大
インドは2020年9月のピーク後に減少～収束中、ワクチン開始で死者急増。
モンゴルの昨年のコロナ死者はほぼゼロ、ワクチン開始後に急増。

橙（左軸）：人口100万人当たりの一日の死者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS

緑（右軸）：少なくとも一回接種した人の割合, %
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モンゴル

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

元々コロナ被害の少ない国々では

ワクチンで感染拡大
インドは2020年9月のピーク後に減少～収束中、ワクチン開始で死者急増。
日本は2021年1月のピーク後に減少中、3月ワクチン開始で、4月末から増加に転換。

2021.5.31

橙（左軸）：人口100万人当たりの一日の死者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS

緑（右軸）：少なくとも一回接種した人の割合, %
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https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

緑（左軸）：人口100万人当たりの一日のワクチン接種者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

紺（右軸）：人口100万人当たりの一日の死者数

2021.11.27

2020年9月の死者のピークは、ワクチン前に収束。
2021年2～3月でワクチン接種が進み、4月から死者数急増 （ワクチンで感染拡大）
2021年6月以降ワクチン接種は増加するが、死者数は減少 （イベルメクチン？）
ワクチン接種者割合56％（2021年11月26日現在）

new_vaccinations_smoothed_per_million
100万人当たり1日のワクチン接種者数

new_deaths_smoothed_per_million
100万に当たり1日の死者数
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https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR


2020年は死者ほぼゼロ。2021年2月ワクチン開始後、3月から死者急増。
8月までは接種者数と死者数の相関が分かり易い。
8/24に接種者67％を超えた後、死者再急増。
ワクチン接種のピークの約5ヶ月後に死者数ピークが発生。

新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

緑（左軸）：人口100万人当たりの一日のワクチン接種者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

紺（右軸）：人口100万人当たりの一日の死者数

new_vaccinations_smoothed_per_million
100万人当たり1日のワクチン接種者数

new_deaths_smoothed_per_million
100万に当たり1日の死者数

2021.11.27
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6か月

ワクチンにて
感染拡大

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR


2020年12月以降、接種者数と死者数の相関が分かり易い。
2020年12月までのワクチン接種者数のデータがないが、2020年4月からワクチン治験開始。
7/22頃からの死者数急増は、①ブースト接種の影響、又はモンゴルと同様に②ワクチン接
種の半年後の死者数増。どちらかは現状不明。

6か月

新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

緑（左軸）：人口100万人当たりの一日のワクチン接種者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

紺（右軸）：人口100万人当たりの一日の死者数

2021.11.27

new_vaccinations_smoothed_per_million
100万人当たり1日のワクチン接種者数

new_deaths_smoothed_per_million
100万に当たり1日の死者数
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6か月

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR


2020年の死者は僅か。2021年3月にワクチンが始まり、5月から死者急増。
接種者数と死者数の相関が分かり易い。
9/14に接種率67％に達成。
2021年7月末にワクチン接種ピーク、モンゴルと同様に、半年後死者数増となるか要注目。

6か月

新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

緑（左軸）：人口100万人当たりの一日のワクチン接種者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

紺（右軸）：人口100万人当たりの一日の死者数

2021.11.27

new_vaccinations_smoothed_per_million
100万人当たり1日のワクチン接種者数

new_deaths_smoothed_per_million
100万に当たり1日の死者数
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https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR


2020年は死者ほぼゼロ。2021年4月ワクチン開始後、5月から死者急増。
ワクチン接種増にも関らず死者数減 （理由？）
11/24に接種率67％に達成。
2021年9月末にワクチン接種ピーク、半年後要注目。

新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

緑（左軸）：人口100万人当たりの一日のワクチン接種者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

紺（右軸）：人口100万人当たりの一日の死者数

2021.11.27

new_vaccinations_smoothed_per_million
100万人当たり1日のワクチン接種者数

new_deaths_smoothed_per_million
100万に当たり1日の死者数
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6か月

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR


2020年は死者ほぼゼロ。2021年4月ワクチン開始後、5月から死者急増。
ワクチン接種増にも関らず死者数減 （理由？）
10/25に接種率67％に達成。
2021年10月末にワクチン接種ピーク、半年後要注目。

新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

緑（左軸）：人口100万人当たりの一日のワクチン接種者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

紺（右軸）：人口100万人当たりの一日の死者数

2021.11.27

new_vaccinations_smoothed_per_million
100万人当たり1日のワクチン接種者数

new_deaths_smoothed_per_million
100万に当たり1日の死者数
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ワクチン増にも関らず、
死者数増加無し 6か月

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR


2021年3月ワクチン開始後、4月から死者急増 （ワクチンにて感染拡大）
6～7月はワクチン接種増にも関らず死者数減 （理由：オリンピック？）
9/21に接種率67％に達し、その後接種者数減で死亡者数減。
2021年7～8月にワクチン接種者ピークなので、半年後のこの冬要注目。

6か月

新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

緑（左軸）：人口100万人当たりの一日のワクチン接種者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR

紺（右軸）：人口100万人当たりの一日の死者数

2021.11.27

new_vaccinations_smoothed_per_million
100万人当たり1日のワクチン接種者数

new_deaths_smoothed_per_million
100万に当たり1日の死者数
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不自然な減少、
オリンピック？

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~VNM~ISR~USA~GBR


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！ 2021.6.4

ワクチンで感染拡大
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イギリスの治験は世界一、一日当たりの死者数も世界一。2020年9月治験再開後に
死者増加。高齢者接種で急増。その後の減少は本当にワクチンの効果か？

4/23 oxford大学治験開始
(助成金53億円) *1

9/9 治験中断
9/13 再開 *2*3

1/4 一般
接種開始*6

治験再開,
本格化で
死者増加

増加停滞は、治験後
の承認手続き期間？

高齢者接種
で死者急増

ワクチン効果 or
感染限界で収束.
証明困難

イギリスも

12/8 高齢者
接種開始*5

2/17-20 妊婦/子供
治験開始 *7*8

橙：人口100万人当たりの一日の死者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=GBR

緑：少なくとも一回接種した人の割合, %
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=GBR

1, https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2020/04/post-93231.php
2, https://www.bbc.com/japanese/54082745
3, https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000193065.html
4, https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/newvariant/qa.html
5, https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2020/04/post-93231.php
6, https://www.bbc.com/japanese/55526595
7, https://www.news24.jp/articles/2021/02/17/10824690.html
8, https://www.youtube.com/eatch?v=jPcC1iyhSZ0

高齢者接種終了で
死者減少。これって
ワクチン効果？

準備
良過ぎ！

横軸：年月
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9/20英国型
変異種確認*4

本当に
自然発
生か？

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=GBR
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=GBR
https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2020/04/post-93231.php
https://www.bbc.com/japanese/54082745
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000193065.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/newvariant/qa.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2020/04/post-93231.php
https://www.bbc.com/japanese/55526595
https://www.news24.jp/articles/2021/02/17/10824690.html
https://www.youtube.com/eatch?v=jPcC1iyhSZ0


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

人口100万人当たりの一日の感染者
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~
JPN~THA~MYS~TWN~ISR

元々コロナ被害の少ない国々でワクチン打つと、感染拡大が起きる。

2021.11.27

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~ISR


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

人口100万人当たりの一日の死者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~JPN~TH
A~MYS~TWN~ISR

元々コロナ被害の少ない国々でワクチン打つと、感染拡大が起きる。

2021.11.27

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~ISR


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

ワクチン接種者
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~JPN~TH
A~MYS~TWN~ISR

元々コロナ被害の少ない国々でワクチン打つと、感染拡大が起きる。

2021.11.27

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~ISR


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

２回接種した人の割合
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0
&Metric=People+fully+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+out
breaks=false&country=IND~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~ISR

元々コロナ被害の少ない国々でワクチン打つと、感染拡大が起きる。

2021.11.27

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&Metric=People+fully+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~ISR


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&uniformYAxis=0&Metric=Vacci
ne+doses+and+confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbr
eaks=false&country=IND~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~ISR

元々コロナ被害の少ない国々でワクチン打つと、感染拡大が起きる。

2021.11.27

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&uniformYAxis=0&Metric=Vaccine+doses+and+confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~MNG~JPN~THA~MYS~TWN~ISR


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！ 2021.5.5

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-01-
15&region=Asia&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-05-
01&region=Asia&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-01-
15&region=Asia&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-05-
01&region=Asia&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true

2021年1月15日 2021年5月1日

元々コロナ被害の少ない国々でワクチン打つと、感染拡大が起きる。

ワクチン前 ワクチン後

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-01-15&region=Asia&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-05-01&region=Asia&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-01-15&region=Asia&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2021-05-01&region=Asia&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true


ワクチンの考え方、厚労省の資料 2021.05.02作成
2021.12.23加筆

1, 感染予防： 実証は困難
2, 集団免疫効果： これまで実証されていない
3, 発症予防： 治験で評価できる
4, 重症化死亡予防： 治験で評価できる

データを見よう！

ワクチンの有効性・安全性と副反応のとらえかたについて

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf

第17回厚生科学 審議会予防接種・ワクチン分科会 【資料3】ワクチンの有効性・安全性と副反応のとらえ方について.pdf（2ページ目）

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf


2021.12.11

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf

第17回厚生科学 審議会予防接種・ワクチン分科会 【資料3】ワクチンの有効性・安全性と副反応のとらえ方について.pdf（2ページ目）

現時点では、既
に心筋炎多発の
治験が得られて
いるので、接種
後に心筋炎を発
症のは、因果関
係が認められて
当然。

ワクチンの考え方、厚労省の資料 ワクチンの有効性・安全性と副反応のとらえかたについて

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf


2021.12.11

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf

第17回厚生科学 審議会予防接種・ワクチン分科会 【資料3】ワクチンの有効性・安全性と副反応のとらえ方について.pdf（2ページ目）

ワクチンの考え方、厚労省の資料 ワクチンの有効性・安全性と副反応のとらえかたについて

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf


新型インフルエンザ（平成21～22年）の死亡報告事例

新型インフルエンザ、厚労省の資料

日本におけるインフルエンザ A (H1N1) の死亡者の年齢別内訳/死亡例まとめ

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/rireki/100331-03.html

9歳以下の死亡者数は10代より多かった．
（新型コロナと状況が異なる）

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/rireki/100331-03.html


新型インフルエンザ、厚労省の資料

第51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、令和２年度第11回薬事・食品衛生審議
会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）2021年２月15日 資料3の29ページ目の
平成２２年度薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（第４回）及び第１回新型イン
フルエンザ予防接種後副反応検討会（第１回）（第１回合同開催）資料より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861783.pdf

計133名

新型インフルエンザ予防注射（平成21～22年）接種後の死亡報告事例

33
8

11
14
31
31
25
23
22

新型インフルでの死者

平成22年3月31日まで平成22年6月まで

数字上、ワクチンにより死亡者数の低減が計れ
たことになるが、1割の犠牲者は妥当か倫理的課
題を感じる。

ワクチンにより死亡者数は増えたことになる。

打っても打たなくても大差ない。

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861783.pdf


毎年のインフルエンザ、厚労省の資料

内訳:  9歳以下1
80歳以上2

インフルエンザワクチン接種後の死亡報告

接種者数 5200～5800万人／年
死亡者数 3～7人／年

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000865141.pdf令和2年シーズン（上記データ）

令和元年シーズン https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000681710.pdf

平成30年シーズン https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000583992.pdf

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000865141.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000681710.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000583992.pdf


新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！（厚労省データ）

高齢者の自粛は一理あるものの、若者の自粛は不要

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000858415.pdf

40歳代以下殆どは死なない

高齢者は
要注意

2021.11.27

全国

2021.6.9 -> 2021.11.23の変化

10歳未満 0 -> 0
10代 0 -> 3
20代 7 -> 26
全年齢 11328 -> 18345

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000858415.pdf


https://www.bbc.com/japanese/57773186

新型コロナ、10代コロナ死の内訳

報道日 性別/年齢 地域 内容

2021/9/8 男
10代後半

大阪 9/1に新型コロナ以外の病状で病院に救急搬送。入院時にコロナ
感染確認。重症病床で治療も6日後に死亡（ワクチン無し）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021090800762&g=soc

2021/9/22 女
10代

横浜 慢性肺疾患で在宅酸素吸入。8/20呼吸状態悪化で入院。翌日感染
確認。徐々に悪化し29日後に死亡（ワクチン1回済）
https://www.asahi.com/articles/ASP9Q5WQJP9QULOB017.html

2021/9/28 男
10代

東京 事故死後に感染判明（ワクチン無し）
https://www.news24.jp/articles/2021/09/28/07947000.html

普通の健康状態の10代の死者は国内ゼロ、海外でも稀

(2021.7.9 BBC NEWS)

https://www.bbc.com/news/health-57766717

2021.12.23

https://www.bbc.com/japanese/57773186
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021090800762&g=soc
https://www.asahi.com/articles/ASP9Q5WQJP9QULOB017.html
https://www.news24.jp/articles/2021/09/28/07947000.html
https://www.bbc.com/news/health-57766717


新型コロナ、厚労省の事務連絡

死因を問わず、陽性者でなくなった人を報告するように、地方自治体に連絡し指示

事務連絡令和2年6月18日都道府県各保健所設置市衛生主管 ...

https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf

2021.12.17

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=005876357619168369638:ydrbkuj3fss&q=https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj75JDUj9z0AhUIBKYKHU5WAkcQFnoECAIQAQ&usg=AOvVaw1CjfvBDB7e_uK2HewGCZ1E
https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf


新型コロナ、厚労省の資料

コロナワクチン接種後の死亡報告 (7/2まで)

累積接種者数 31,266,812
うち2回接種完了 17,167,263
死亡者数 554(ファイザー) + 2(モデルナ)

26歳女性、基礎疾患：なし、 死因：脳出血(小脳)・くも膜下出血
26歳男性、基礎疾患：片頭痛、 死因：心肺停止（他要因の可能性：無し）
25歳男性、基礎疾患：なし、 死因：精神異常・自殺
28再男性、基礎疾患：あり(不明) 死因：急性心機能不全

ごく数例を除いて「ワクチンとの因果関係が評価できない」とされている。

2021.7.7

より（7/2時点）

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)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
第63回（2021.7.7開催）部会資料一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
資料1-3-1 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要（ファイザー）
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802338.pdf
資料1-3-2 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要（モデルナ）
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802339.pdf

雑誌解説「新型コロナワクチン後死亡350人超全リスト」女性セブン2021.7.15号, p151-155
https://drive.google.com/file/d/1hMF7czYsL7EaR8aweZGnE0MPcStiVlS0/view?usp=sharing

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802338.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802339.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hMF7czYsL7EaR8aweZGnE0MPcStiVlS0/view?usp=sharing


新型コロナ、厚労省の資料

注）バキスゼブリア筋注は省略

ワクチン死 コロナ死

医療機関
から

製造販売
業者から

～6/9 ～11/23

胎児 0 6 0 0

10歳未満 0 0 0 0

10代 5 3 0 3

20代 21 20 7 26

～11/14

次ページ以降

第73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、令和３年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医
薬品等安全対策部会安全対策調査会 2021年12月3日

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861727.pdf

資料1-2-1 新型コロナワクチンに係る医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基
づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00035.html

20代以下では、既にコロナ死より
ワクチン死の方が上回っている！

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861727.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00035.html


新型コロナ、厚労省の資料

注）バキスゼブリア筋注は省略

第73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、令和３年度第23回薬
事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 2021年12月3日
資料1-2-1 新型コロナワクチンに係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861727.pdf

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861727.pdf


新型コロナ、厚労省の資料

注）バキスゼブリア筋注は省略

第73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、令和３年度第23回薬
事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 2021年12月3日
資料1-1-1 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861721.pdf

注）バキスゼブリア筋注は省略

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000861721.pdf


新型コロナ、厚労省の資料 2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf

死者は合計1387人（2021年11月16日まで）

死因の多くは血管系の疾患

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf


新型コロナ、厚労省の資料 2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf


新型コロナ、厚労省の資料 2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf


新型コロナ、厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html

2021.12.17

1300人強の死者でも「重大とは認
めない」が現在の厚労省の姿勢

問題があるのは分かっている証拠

結論先延ばしのため

少なくとも血管系疾患が多いことはデータから明らか

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html


新型コロナ、厚労省の資料

ワクチン接種後の心筋炎多発で厚労省も注意勧告

自己責任を強調

感染頻度が考
慮されていない

https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf


新型コロナ、厚労省の資料

ワクチン接種後の心筋炎多発（男性15～19歳の発生頻度最多）

第73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、令和３年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬
品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）2021年12月3日資料1-7-1 副反応疑い報告の状況についての41ページ目

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf

2回目は更に
倍増

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf


新型コロナ、厚労省の資料

第73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、令和３年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬
品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）2021年12月3日資料1-7-1 副反応疑い報告の状況についての40ページ目

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf

ワクチン接種後の心筋炎多発（男性15～19歳の発生頻度最多）

モデルナに比
べれば少ない
が、要注意！

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000862253.pdf


https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000783069.pdf

モデルナ筋注添付資料

「劇薬」表示

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000783069.pdf


新型コロナ、厚労省の資料

安全性を確認したのは僅か2ヶ月間

第26回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2021年11月15日）資料2

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000857944.pdf

2021.12.17

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000857944.pdf


新型コロナ、ワクチン３回目接種後の死亡例

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=278678740986531&id=100065332222273&sfnsn=mo

2021年12月23日東京都日野市で3回目接種後死亡者発覚
日野市市議会議員池田としえ氏報告

2021.12.23

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=278678740986531&id=100065332222273&sfnsn=mo


マスクについて



マスクについて、厚労省HPより

不織布（ふしょくふ）製マスクのフィルターに環境中のウイルスを含んだ飛
沫がある程度は捕捉されるが、感染していない健康な人が、不織布製マスク
を着用することで飛沫を完全に吸い込まないようにすることは出来ない。
よって、感染予防策を優先して実施することが推奨される。

1. マスクは、風邪や感染症の疑いがある人は使う物
2. 飛沫を完全に吸い込まないようにすることは出来ない。

マスクは状況と場所を
わきまえて使いましょう！

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594878.pdf

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0922-7b.pdf

2021.12.23

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594878.pdf
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0922-7b.pdf


マスクについて、厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000642298.pdf

2021.12.23

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000642298.pdf


新聞・マスコミ報道より



コロナ死の45％は病院や施設で元々寝た切り状態だった人

（2020年11月～2021年1月の札幌市の例）

新型コロナ、東洋経済

https://toyokeizai.net/articles/-/421720?page=3

2021.5.2

札幌市

https://toyokeizai.net/articles/-/421720?page=3


新型コロナ、東京都福祉保健局の資料

東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1013388/index.html

7月8日モニタリング会議、【感染状況】①-5-ア新規陽性者数（濃厚接触者における感染経路）
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/237/53kai/20210708_04.pdf

2021.7.9

東京都

営業自粛は感
染防止対策に
ならない。

【7月8日モニタリング会議】

感染経路の約半数(50%)が家族(同居)、
12%前後が病院や老人ホーム等の施設。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1013388/index.html
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/237/53kai/20210708_04.pdf


新型コロナ、東京都福祉保健局の資料

死亡症例の感染経路(推定)の半数は、病院内・施設内の
感染。 （80代でも元気な人は殆ど死んでいない）

2021.5.8

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/tokyoicdcsenmonkaboardkaigi.files/03_toniokeokrusibousyourei.pdf 東京都

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/tokyoicdcsenmonkaboardkaigi.files/03_toniokeokrusibousyourei.pdf


新型コロナ、日刊ゲンダイ

https://news.yahoo.co.jp/articles/4756e17f296ee64208f6fc8cec1d84aa24364cab

https://news.yahoo.co.jp/articles/4756e17f296ee64208f6fc8cec1d84aa24364cab




（2021年6月7日購入）

https://drive.google.com/file/d/1gRtd3ZvnFAlhtXAM6RSqdp8jUkWHI153/view?usp=sharing記事全文

新型コロナ、実話BUNKAタブー 2021年7月号

https://drive.google.com/file/d/1gRtd3ZvnFAlhtXAM6RSqdp8jUkWHI153/view?usp=sharing


新型コロナ、週刊現代 2021年6月5日号



https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/medical/detail/detail_96.html

新型コロナ、ＮＨＫはクラスターの原因に言及無し

4月27日～5月6日

72件

ワクチン接種の広がりと共に
高齢者施設でのクラスター数
増加中

2021.5.10

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/medical/detail/detail_96.html


新型コロナ、テレビ朝日 ワクチン接種者からのクラスター事例！

徳島市内の病院で27人感染、
感染職員7人中5人はワクチン接種（一回目）済み。
県内の感染者も急上昇（3月と4月比較で8倍以上）、全て変異型。

5/5 9:14 テレビ朝日羽鳥慎一モーニングショー

2021.5.5

たぶん
ファイザー型

徳島県徳島市



地域 記事内容 ニュースソース

小松市 ワクチン接種(1回目)を受けた病院職員4人
が感染。

4/10 福井新聞
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1295976

東大阪市 看護師2名がワクチン接種(2回目)後に陽性 4/19 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210419/k00/00m/040/294000c

石川県 ワクチン接種(2回目)後の1人感染確認

大阪府門真市 高齢者施設(定員44人)で入所者40人と職員
21人が感染、13人死亡。（注）

5/7 日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF076LF0X00C21A50

00000/

神戸市長田区 介護老人施設で入居者133人中97人が感染、
スタッフ36人が感染、死者25人。（注）

5/8 神戸新聞
https://www.kobe-

np.co.jp/news/sougou/202105/0014308843.shtml

青森市 医療機関で医師1人、職員4人の感染確認、
全員ワクチン接種(1回目)済み。

5/9 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210509-OYT1T50077/

徳島市 病院で27人感染、感染職員7人中5人はワ
クチン接種(1回目)済み。

5/4 徳島新聞
https://www.topics.or.jp/articles/-/523817

リトアニア 医師ら79人がワクチン接種(1回目)後に感
染判明。

1/17 東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/80329

米ケンタッ
キー州

介護施設入居者の9割がワクチン接種後、
46人感染、3人死亡。

4/22 AFP BB news
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420

ジャカルタ ワクチン接種でも省庁の事務所でクラス
ター増加。

4/26 じゃかるた新聞
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420

セーシェル
(インド洋上の島国)

ワクチン接種率70％でも集団免疫になら
ず。

5/11 Bloomberg
https://news.yahoo.co.jp/articles/09c09295f273c294a4b00069
e51a4ab1bd882c08

新型コロナ、新聞報道 ワクチン接種者からの感染・クラスター事例！

注）記事にワクチン接種の記述はないが、状況から疑われる事例、詳細要確認

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1295976
https://mainichi.jp/articles/20210419/k00/00m/040/294000c
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF076LF0X00C21A5000000/
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202105/0014308843.shtml
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210509-OYT1T50077/
https://www.topics.or.jp/articles/-/523817
https://www.tokyo-np.co.jp/article/80329
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420
https://news.yahoo.co.jp/articles/09c09295f273c294a4b00069e51a4ab1bd882c08


https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1295976 石川県小松市

新型コロナ、国内ワクチン接種者からのクラスター事例！

小松市民病院で、一回目のワクチン接種を受けた職員4人が
感染、入院患者3人が感染。

2021.4.10

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1295976


https://mainichi.jp/articles/20210419/k00/00m/040/294000c

東大阪市
石川県

新型コロナ、国内ワクチン接種者からのクラスター事例！

東大阪市の看護師2名がワクチン接種（2回目）後に陽性、
その家族にも陽性者判明。
石川県でもワクチン接種（2回目）後に1人感染確認。

2021.4.19

https://mainichi.jp/articles/20210419/k00/00m/040/294000c


https://www.topics.or.jp/articles/-/523817 徳島市

新型コロナ、国内ワクチン接種者からのクラスター事例！

徳島市内の病院で、職員7人、患者20人の感染確認（5/2時点）
感染職員7人中5人が4/27にワクチン接種（1回目）、2人は未接種
なお全職員253人中183人が4/20と4/27に接種済。

2021.5.4

https://www.topics.or.jp/articles/-/523817


https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202105/0014308843.shtml 神戸市長田区

新型コロナ、国内ワクチン接種者からのクラスター事例？

介護老人施設で入居者133人中97人が感染、スタッフ36人が感染、
死者25人、大多数が変異種。

記事にワクチン接種の記述は無いが
状況から疑われるので、詳細要調査

2021.5.5

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202105/0014308843.shtml


https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF076LF0X00C21A5000000/ 大阪府門真市

新型コロナ、国内ワクチン接種者からのクラスター事例？

高齢者施設(定員44人)で入所者40人と職員21人が感染、13人死亡。

https://www.youtube
.com/watch?v=bpuYQ
LM4xIo

ANNニュース

2021.5.7

記事にワクチン接種の記述は無いが
状況から疑われるので、詳細要調査

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF076LF0X00C21A5000000/
https://www.youtube.com/watch?v=bpuYQLM4xIo


https://www.yomiuri.co.jp/national/20210509-OYT1T50077/ 青森県

新型コロナ、国内ワクチン接種者からのクラスター事例！

青森市内の医療機関で医師1人、職員4人の感染確認（5/9時点）
5人とも4月下旬にワクチン接種（一回目）

2021.5.9

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210509-OYT1T50077/


https://www.tokyo-np.co.jp/article/80329

新型コロナ、海外ワクチン接種者からのクラスター事例！

医師ら79人がワクチン接種（1回目）後に感染判明。

2021.1.17

リトアニア

https://www.tokyo-np.co.jp/article/80329


https://www.afpbb.com/articles/-/3343420

新型コロナ、海外ワクチン接種者からのクラスター事例！

介護施設入居者の9割がワクチン接種後、46人感染、3人死亡。

「未接種職員から感染の根拠なし

2021.4.22

アメリカ

https://www.afpbb.com/articles/-/3343420


https://www.jakartashimbun.com/free/detail/55247.html

新型コロナ、海外ワクチン接種者からのクラスター事例！ 2021.4.26

インドネシア

https://www.jakartashimbun.com/free/detail/55247.html


https://news.yahoo.co.jp/articles/09c09295f273c294a4b00069e51a4ab1bd882c08

新型コロナ、海外ワクチン接種者からのクラスター事例！ 2021.7.13

ワクチン接種率70％越でも
集団免疫にならない。

https://ourworldindata.org/explorers/coron
avirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&Metric=Co
nfirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Populatio
n=true&Align+outbreaks=false&country=MN
G~JPN~SYC~GBR~BRA

https://ourworldindata.org/explorers/coron
avirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&Metric=Pe
ople+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Populatio
n=true&Align+outbreaks=false&country=MN
G~JPN~SYC~GBR~BRA

2021年
1月9日

2021年
1月4日

4月1日
65％

少なくとも一回接種した人の割合

人口100万人当たりの一日の死者数

セーシェル

セーシェル

セーシェルイギリス
ブラジル

https://news.yahoo.co.jp/articles/09c09295f273c294a4b00069e51a4ab1bd882c08
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=MNG~JPN~SYC~GBR~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=MNG~JPN~SYC~GBR~BRA


上久保靖彦（京都大学特定教授）
"松田政策研究所チャンネル 特番"

https://www.youtube.com
/watch?v=CxPyM47fBNk

大橋眞（徳島大学名誉教授）
"学びラウンジ"

https://www.youtube.com
/user/ias1ohashi/videos?vi
ew=0&sort=dd&shelf_id=0

2020/9/27 ¥990 2020/11/27 ¥1320 2020/3/19 ¥1580

2021.5.9新型コロナ、おすすめ書籍・YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CxPyM47fBNk
https://www.youtube.com/user/ias1ohashi/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0


新型コロナ、おすすめ書籍・YouTube

2014/2/16 ¥1540 2021/3/26 ¥1936 2021/6/10 ¥1540

【本要約】「ワクチンの罠」を世
界一わかりやすく要約してみた

https://www.youtube.com/
watch?v=lhlZ6OLwfUo

【本解説】効果がないどころか超
有害! ワクチンの罠 船瀬俊介 (著)

https://www.youtube.com/
watch?v=CXdq9BdqBKw

2021.6.21

https://www.youtube.com/watch?v=lhlZ6OLwfUo
https://www.youtube.com/watch?v=CXdq9BdqBKw


2021/3/17 ¥1980

新型コロナ、おすすめ書籍・YouTube 2021.6.21



緊急事態宣言が続く理由

2021.7.13



新型コロナ、東京都の資料

新型コロナウイルスの
科学的根拠の論文や東
京都の調査研究報告書
は、存在しない。

2021.4.29

ウイルスの根拠不明、

治療薬無し、

なのにワクチンは存在。

このワクチンって何？



Pfizer-BioNTech COVID-19
ワクチンは、米国食品医薬品
局(FDA)によって承認または
認可されていませんが、コロ
ナウイルス病2019 (COVID-
19) 12歳以上の個人で使用
するため。 この製品の緊急
使用は、宣言が終了するか、
承認がより早く取り消されない
限り、FD&C法のセクション
564(b)(1)に基づく医療製品の
緊急使用の承認を正当化す
る状況が存在するという宣言
の期間中のみ許可されます。
こちらのEUAファクトシートを
ご覧ください。

新型コロナ、ファイザー社HP

緊急事態宣言が続く理由：

未承認ワクチンのため、「緊急使用」のみに限定されるため

【左記のGoogle翻訳】

https://www.pfizer.com/science/coronavirus

ワクチン打ち終わるまで

解除されない？？？

2021.5.28

https://www.pfizer.com/science/coronavirus


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf

新型コロナ、予防接種法

緊急事態宣言が続く理由：

未承認ワクチンのため、「緊急使用」のみに限定されるため

2021.7.9

附則

2020年12月2日改正法可決成立

ワクチン希望者全員の接種が終わるまで、緊急事態宣言は断続的でも継続が必要。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf


ワクチン接種に向け、緊急事態宣言を発令！

未承認ワクチンのため、「緊急使用」のみに限定されるため

新型コロナ、東京都 新規感染者数

減り始めたので
急いで宣言

若者検査で
数値嵩上げ

こじ付けで
宣言延長

ワクチン
接種開始

ワクチンで
感染拡大(?)

CT値変更(?)

2021.6.2

インフルの
代わりにコ
ロナが流行

注：CT値情報調査中
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緊急事態宣言期間（東京）
1回目: 2020.4.7～5.25
2回目: 2021.1.7～3.20
3回目: 2021.4.25～6.20

ワクチン接種開始
2021.2.16頃

新型コロナ、東京都 致死率の推移

致死率＝
感染者数

28日後の死者数

陽性率に特異はないので、
若者中心に検査を行った
結果、死亡率が大幅に下

がったと考えられる。

≒2.4%

致死率の推移を見ると、第2回緊急事態宣言の前半だけ死亡率が大幅に低い。

これは、ワクチン接種開始に先だち、陽性者数を嵩上げするために、若者中心

に検査を行ったものと考えられる。

2021.5.31

【注】感染者と死者の相関は、28日ずらすとほぼ直線になる。
急性疾患とすると28日は長い？
調べると、データが死亡日ベースではなく、報告日ベースなので、
報告遅れの日数を含む。従って、28日から病状の推測は出来ない。

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=JPN
https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=JPN

新規感染の年月

人口100万に当たりの1日の新規感染者数（7日間平均）

人
口

1
0

0
万
に
当
た
り
の

2
8
日
後
の

1
日
の
死
者
数
（

7
日
間
平
均
）

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=JPN
https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=JPN


新型コロナ、東京都 感染者の推移（年齢別）

感染者の推移を年齢別に区分けすると、第2回緊急事態宣言の前半だけ若者

の割合が大幅に多い。これは、ワクチン接種開始に先だち、陽性者数を嵩上げ

するために、若者中心に検査を行ったものと考えられる。

緊急事態宣言期間（東京）
1回目: 2020.4.7～5.25
2回目: 2021.1.7～3.20
3回目: 2021.4.25～6.20

ワクチン接種開始
2021.2.16頃

東京都の新型コロナウイルス感染状況 -性年代別推移(性別年代別) 
COVID-19 Cases by Age Group in Tokyo (google.com)

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c1dfbd03-0aa7-457d-81d2-3ca5be34706b?s=mM99TXFS68A

2021.7.9

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c1dfbd03-0aa7-457d-81d2-3ca5be34706b?s=mM99TXFS68A
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c1dfbd03-0aa7-457d-81d2-3ca5be34706b?s=mM99TXFS68A


新型コロナ、厚労省 無症状感染者割合

この点線あたりから無症状感染者割合が減っている。
ワクチンの影響か？ CT値変更の結果か？
症状不明者もいなくなっている。集計方法の変更か？

緊急事態宣言期間（東京、延期前）



https://www.youtube.com/watch?v=oL_7Wus_xPA

https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf

新型コロナ、厚労省の資料

コロナの正体を隠すために、データを汚す意図が感じられる。

https://www.youtube.com/watch?v=oL_7Wus_xPA
https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf


新型コロナ、東京都防災ホームページでのデータ公表例

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1013851/1013882.html

「感染した方」
であって、死因

ではない。

1～2ヶ月遅れの
データが混在し
ている。

2021.6.5

コロナの正体を隠すために、データを汚す意図が感じられる。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1013851/1013882.html


ファイザー社ワクチン
添付説明書を読む

2021.7.13



ファイザー社 ワクチン添付の説明書

予防効果の持続期間は確立していない

抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又
は凝固障害を有する者

→ 出血又は挫傷があらわれることがある

心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、発育
障害等の基礎疾患を有する者

腎機能障害を有する者
肝機能障害を有する者

→ 接種要注意者である。

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には
予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断
される場合にのみ接種のこと。

授乳婦
→ ヒト母乳中への移行は不明

長期安定性等に係る情報は限られている

あらかじめ被接種者・・・に、・・・有効性
及び安全性について文書で説明した上で、
・・・文書で同意を得た上で接種すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000738743.pdf

2021年2月改訂（第2版） 2021.7.10

劇薬、処方箋医薬品 特例承認

https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000738743.pdf


ファイザー社 ワクチン添付の説明書 2021年2月改訂（第2版） 2021.7.10

1回目接種 2回目接種

7日19～23日 48～50日

効果評価期間

この期間のデータ
は書かれてない

この以降のデータ
も書かれてない

プラセボ
162

18325
=

8840

1000000
= 180人/100万人日

本剤
8

18196
=

440

1000000
= 9人/100万人日

日本ではワクチン前既に、米英仏のワクチン後とほぼ同レベル

本書主張のメリット
162 − 8

162
= 95%

欧米人のメリット
162

18325
−

8

18198
= 0.00884 − 0.00044 = 0.84%

治験条件は妥当か？

効果評価は妥当か？

アメリカ
イギリス
フランス
インド
モンゴル
日本

𝟏𝟖𝟎人/100万人日 9人/100万人日

日本人のメリット 0.84% / 18 = 0.05%程度と推定される

日本は米英
の約1/18

別紙で説明

海外有効性



ファイザー社 ワクチン添付の説明書 2021年2月改訂（第2版） 2021.7.13

前ページ転記

1回目接種1ヶ月後：中和抗体の増加あまりなし
2回目接種1ヶ月後：中和抗体約50倍に増加

注： 忍容性とは、「副作用はある」との考え方が前提となって用いられる
用語で、被験者にとってどれだけ耐え得るかの程度を示したもの。

50％中和抗体値 524.5（全年齢）
厚労省HPのこのデータの説明には、
「値が大きい程、中和活性が高いことを示す」とあ
るが、単位も分からないし、基準値も分からない。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html

別紙で説明

国内有効性

発症防止効果を確認するのではなく、目標とす
る中和抗体の発現の有無&量で評価。
これは、「中和抗体＝発症防止」の仮説に基づ
いた暫定評価にすぎない。
治験途中なので、この仮説の検証が必要。
一般人が考える「効果」と、医薬で言われる
「効果」は意味が違うので要注意！

安全性、忍容性*及び免疫原性を検討する
ことを目的として、・・・

注意！抗体の働きにはプラスとマイナスがある

プラス ：病気の発症や重症化を抑える
マイナス：ADE（抗体依存性増強）を引起す

SARSのワクチンが完成しなかったのはADEと言われている。
新型コロナワクチンについては、まだデータがない。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html


普通に考えて尋常な値ではない。

ファイザー社 ワクチン添付の説明書 2021.7.102021年2月改訂（第2版）

注射部位疼痛は接種当日（中央値）に発現し、持続期間は2日（中央値）
その他の全身性の事象は接種当日（中央値）に発現し、持続期間は1日（中央値）、海外・国内共通

副反応

重症度が「日常活動を妨げる」「発熱38.9℃以上」の総和（一部重複あり）が、
海外1回目3.1％、国内回目4.9％、海外2回目11.6％、国内2回目10.3％

重複報告（一人が複数の症状）がある
ので、総和は約200％となる

最長何日とは書いてない



新型コロナ、ファイザーワクチンの副反応

副反応、あって当たり前？
無ければ心配？

6/2 9:15 日テレスッキリ

普通に考えて、尋常な確率ではない。

2021.6.2



接種券と同封の予診票（文京区） 2021.7.10

「新型コロナワクチンの説明書」を読んで、効果
や副反応などについて理解しましたか？

抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又
は凝固障害を有する者
→出血又は挫傷があらわれることがある

心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、発育
障害等の基礎疾患を有する者

腎機能障害を有する者
肝機能障害を有する者
→接種要注意者である。

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には
予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断
される場合にのみ接種のこと。

授乳婦
→ヒト母乳中への移行は不明

あらかじめ被接種者に、有効性及び安全性に
ついて文書で説明したうえで、文書で同意を
得た上で接種すること。



接種券と同封のお知らせ（文京区） 2021.7.10

有効性・安全性まで辿り着くのは大変！

最も重要な有効性・安全性は明記されていない

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html


新型コロナワクチンについて | 首相官邸ホームページ

②日本で接種が進められている新型コロナワクチンにはどんな効果（発症予防、持続期間）がありますか。

③これまで認められている副反応にはどのようなものがありますか。

①新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと（PDF:5,722KB）

①

②

③

2021.7.10



新型コロナワクチンについて | 首相官邸ホームページより

データが一つしか
ない時には言い切
る。複数あると反
証も出て来るので、
研究が進展するま
で言い切れない。

注意！書き手の意図を意識しながら読むこと

根拠がない時に
使われる言葉

具体的な内容に
触れない .

都合の悪いデータを
隠すときに使う言葉

これは学者が書いた文章ではない、と言える。 https://www.kantei.go.jp/jp/content/000085235.pdf

2021.7.10

根拠なく断定

根拠なく断定

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000085235.pdf


新型コロナワクチンについて | 首相官邸ホームページより

重症化を予防する効果が期待されています
根拠がない時に使われる言葉

症例数が十分ではなく解釈に注意が必要です
これ本当！結局分かっていないということ

「示唆」とは、「ほのめかす」こと。
相手にヒントだけを教え「自力で真相に到達
して欲しい」という思惑を込めた表現
なお「唆」は「口で誘ってものごとを進めさ
せる」、転じて「けしかける」との意味

結果に偏り（バイアス）が生じやすいことに
注意して解釈し、・・・
これ本当！つまり他人の解釈を鵜呑みにして
はダメ

・・・という報告もあり
その反対の報告が多数であり、ここに述べら
れていることは少数例であることを示唆

データを見ていく必要があります
これ本当！

皆で「テレビを消してデータを見よう！」

研究が進んでいます
治験中だから当然。今接種することは、治験
参加者になることを示唆

発表されています （受身形）
自分では責任持たない時に使う言葉

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0011.html

初めて読む人が理解できるものとは思えない

2021.7.10

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0011.html


新型コロナワクチンの作用と
感染拡大の関係の考察

2021.7.10

ワクチンは感染症対策として重要であるが、HIV・SARS・MARS
など多くのウイルス感染症でワクチン完成に至っていない。
今回、新型コロナワクチンは、治験不充分のままパンデミック
下の緊急使用が行われているが、幾つかの論文やデータが明ら
かになってきたので、現状のまとめを図った。



新型コロナ、厚労省の資料 ワクチンの効果についての厚労省の見解

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf

2021.5.2

1, 感染予防： 実証は困難
2, 集団免疫効果： これまで実証されていない
3, 発症予防： 治験で評価できる
4, 重症化死亡予防： 治験で評価できる

データから判断が必要

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf


mRNA S1（スパイク
たんぱく質）

抗体

S1自体が毒素で、
血液循環に侵入し、
各臓器で血管系を
攻撃し損傷させる

目 失明

*1 *1

*2

脳
くも膜下出血、脳出血、脳幹梗塞、
半身不随、精神異常、自殺

*3

心臓/循環器系 心不全、心筋梗塞、大動脈剥離 *3

肺 肺炎、肺血栓、肺塞栓 *3

その他臓器
多臓器不全、血管性腸間膜閉塞、
消化管出血

*3

生殖器 月経不順、不妊 *4

体外放出
(汗、呼気など)

周囲の人へ感染
(S1は感染先で増殖しないので、2次感染は無視できる筈)

*5

コロナワクチンの作用 2021.7.7

1, mRNAワクチンの基本作用（一般公知）
2, カナダ Byram Bridle博士の発言

SALK研究所HPのニュース記事&論文
3, ワクチン後死亡例の死因等
4,ファイザーHP記載事項
5, ファイザー社資料治験計画書

本資料次ページ
以降で説明

鼻咽頭、唾液 PCR検査陽性 ✖気の緩み感染



https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/mRNA%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

mRNAワクチンについて

https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/mRNA%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf


mRNAワクチンについて



mRNAワクチンについて



Byram Bridle博士の発言

バイロン・ブライドル博士「コロナワクチンは毒素を注射している」

【英語オリジナルラジオ番組の収録】
New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other 
dangerous side effects occur
（COVID-19ワクチンに関する新しいピアレビュー研究は、心臓の炎症、血栓、その他の危険な副
作用がなぜ起こるかを示唆しています。）2021/5/28
https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge

【日本語紹介記事】ichisaburoさん 2021.6.4
https://ichisaburo.com/1832/

ごく一部抜粋：スパイクタンパク質は血中に入り、ワク
チン接種後の数日間、血液中を循環します。スパイクタ
ンパク質が血中に入ると、脾臓、骨髄、肝臓、副腎など
多くの組織に蓄積されていきます。私が特に気になるの
は、卵巣にかなりの高濃度で蓄積されるということです。

【関連サイト】In Deepさん 2021.6.2
mRNAコロナワクチンの開発者が「私たちは間違いを犯しました。あれは単に毒素です」とメ
ディアに語る。研究者たちがそれを知ったのは「日本から流出した」ファイザー社の動物試験
極秘文書より
https://indeep.jp/we-made-a-mistake-says-the-developer-of-the-mrna-corona-vaccine/

【日本の規制当局から得た生体内分布試験データと思われる資料】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048)「薬物動態試験の概要」
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf

【マタタビの羅針盤さんの日本語翻訳付き動画】
https://rumble.com/vhxju3–dr-byram-bridle-covid-19-vaccines-
20210527.html

2021.7.7

https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge
https://ichisaburo.com/1832/
https://indeep.jp/we-made-a-mistake-says-the-developer-of-the-mrna-corona-vaccine/
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf
https://rumble.com/vhxju3--dr-byram-bridle-covid-19-vaccines-20210527.html


https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-
protein-plays-additional-key-role-in-illness/

スパイクたんぱく質が毒素と判明 SALK研究所News 2021.7.7

https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/


“A lot of people think of it as a respiratory disease, but it’s really a vascular disease,” says Assistant Research Professor Uri Manor, 
who is co-senior author of the study. “That could explain why some people have strokes, and why some people have issues in other
parts of the body. The commonality between them is that they all have vascular underpinnings.”

Salk researchers collaborated with scientists at the University of California San Diego on the paper, including co-first author Jiao 
Zhang and co-senior author John Shyy, among others.

While the findings themselves aren’t entirely a surprise, the paper provides clear confirmation and a detailed explanation of the 
mechanism through which the protein damages vascular cells for the first time. There’s been a growing consensus that SARS-CoV-2 
affects the vascular system, but exactly how it did so was not understood. Similarly, scientists studying other coronaviruses have 
long suspected that the spike protein contributed to damaging vascular endothelial cells, but this is the first time the process has 
been documented.

In the new study, the researchers created a “pseudovirus” that was surrounded by SARS-CoV-2 classic crown of spike proteins, but 
did not contain any actual virus. Exposure to this pseudovirus resulted in damage to the lungs and arteries of an animal model—
proving that the spike protein alone was enough to cause disease. Tissue samples showed inflammation in endothelial cells lining
the pulmonary artery walls.

The team then replicated this process in the lab, exposing healthy endothelial cells (which line arteries) to the spike protein. They 
showed that the spike protein damaged the cells by binding ACE2. This binding disrupted ACE2’s molecular signaling to mitochondria 
(organelles that generate energy for cells), causing the mitochondria to become damaged and fragmented.

Previous studies have shown a similar effect when cells were exposed to the SARS-CoV-2 virus, but this is the first study to show that 
the damage occurs when cells are exposed to the spike protein on its own.

“If you remove the replicating capabilities of the virus, it still has a major damaging effect on the vascular cells, simply by virtue of its 
ability to bind to this ACE2 receptor, the S protein receptor, now famous thanks to COVID,” Manor explains. “Further studies with 
mutant spike proteins will also provide new insight towards the infectivity and severity of mutant SARS CoV-2 viruses.”

The researchers next hope to take a closer look at the mechanism by which the disrupted ACE2 protein damages mitochondria and
causes them to change shape.

Other authors on the study are Yuyang Lei and Zu-Yi Yuan of Jiaotong University in Xi’an, China; Cara R. Schiavon, Leonardo Andrade, 
and Gerald S. Shadel of Salk; Ming He, Hui Shen, Yichi Zhang, Yoshitake Cho, Mark Hepokoski, Jason X.-J. Yuan, Atul Malhotra, Jin
Zhang of the University of California San Diego; Lili Chen, Qian Yin, Ting Lei, Hongliang Wang and Shengpeng Wang of Xi’an Jiatong
University Health Science Center in Xi’an, China.

The research was supported by the National Institutes of Health, the National Natural Science Foundation of China, the Shaanxi 
Natural Science Fund, the National Key Research and Development Program, the First Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University; 
and Xi’an Jiaotong University.

https://www.salk.edu/scientist/uri-manor/


https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-
protein-plays-additional-key-role-in-illness/

スパイクたんぱく質が毒素と判明 SALK研究所News

新しいコロナウイルスのスパイクタンパク質は、病気におい
てさらに重要な役割を果たします

Salkの研究者と共同研究者は、タンパク質が細胞にどのように損傷を与
えるかを示し、COVID-19が主に血管疾患であることを確認しています

科学者たちは、SARS-CoV-2の特徴的な「スパイク」タンパク質が、健康な細胞に
ラッチすることによってウイルスがその宿主に感染するのを助けることをしばら
くの間知っていました。現在、主要な新しい研究は、ウイルススパイクタンパク
質（ワクチンによって安全にコード化されたものとは非常に異なる動作をする）
も病気自体に重要な役割を果たしていることを示しています。

2021年4月30日にCirculation Researchで発表された論文は、COVID-19が血管疾患で
あることを決定的に示しており、SARS-CoV-2ウイルスが細胞レベルで血管系を損
傷および攻撃する方法を正確に示しています。調査結果は、COVID-19のさまざま
な一見関連のない合併症を説明するのに役立ち、より効果的な治療法に関する新
しい研究への扉を開く可能性があります。

血管内皮コントロール細胞（左）とSARS-CoV-2スパイクタ
ンパク質で処理された細胞（右）の代表的な画像は、スパ
イクタンパク質が血管細胞のミトコンドリア断片化の増加
を引き起こすことを示しています。
高解像度の画像はこちらをクリックしてください。
クレジット：Salk Institute

https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/


「多くの人が呼吸器疾患と考えていますが、実際には血管疾患です」と、この研究の共同主執筆者であるUriManor助教
授は述べています。「それは、なぜ一部の人々が脳卒中を起こしているのか、そしてなぜ一部の人々が体の他の部分に
問題を抱えているのかを説明することができます。それらの間の共通点は、それらすべてが血管の基盤を持っていると
いうことです。」

Salkの研究者は、カリフォルニア大学サンディエゴ校の科学者と共同で、共同筆頭著者のJiaoZhangや共同主執筆者の
JohnShyyなどと協力しました。

発見自体は完全に驚きではありませんが、この論文は、タンパク質が初めて血管細胞に損傷を与えるメカニズムの明確
な確認と詳細な説明を提供します。 SARS-CoV-2が血管系に影響を与えるというコンセンサスが高まっていますが、それ
がどのように影響したかは正確には理解されていませんでした。同様に、他のコロナウイルスを研究している科学者は、
スパイクタンパク質が血管内皮細胞の損傷に寄与すると長い間疑っていましたが、このプロセスが文書化されたのはこ
れが初めてです。

新しい研究では、研究者たちは、SARS-CoV-2の古典的なスパイクタンパク質の冠に囲まれた「疑似ウイルス」を作成し
ましたが、実際のウイルスは含まれていませんでした。この偽ウイルスへの曝露は、動物モデルの肺と動脈に損傷を与
えました。これは、スパイクタンパク質だけで病気を引き起こすのに十分であることを証明しています。組織サンプル
は、肺動脈壁を裏打ちする内皮細胞に炎症を示した。

次に、チームはラボでこのプロセスを複製し、健康な内皮細胞（動脈を裏打ちする）をスパイクタンパク質にさらしま
した。彼らは、スパイクタンパク質がACE2に結合することによって細胞を損傷することを示しました。この結合は、ミ
トコンドリア（細胞のエネルギーを生成する細胞小器官）へのACE2の分子シグナル伝達を妨害し、ミトコンドリアが損
傷して断片化する原因となりました。

以前の研究では、細胞がSARS-CoV-2ウイルスにさらされたときに同様の効果が示されましたが、これは、細胞がスパイ
クタンパク質に単独でさらされたときに損傷が発生することを示した最初の研究です。

「ウイルスの複製能力を取り除いても、COVIDのおかげで現在有名なSタンパク質受容体であるこのACE2受容体に結合す
る能力のおかげで、血管細胞に大きな損傷を与える効果があります」とマナーは説明します。「変異スパイクタンパク
質を用いたさらなる研究は、変異SARSCoV-2ウイルスの感染性と重症度に対する新たな洞察も提供します。」

研究者たちは次に、破壊されたACE2タンパク質がミトコンドリアに損傷を与え、ミトコンドリアの形状を変化させるメ
カニズムを詳しく調べたいと考えています。

この研究の他の著者は、中国の西安にあるJiaotong大学のYuyangLeiとZu-YiYuanです。 Cara R. Schiavon、Leonardo Andrade、
およびSalkのGerald S. Shadel; Ming He、Hui Shen、Yichi Zhang、Yoshitake Cho、Mark Hepokoski、Jason X.-J.カリフォルニア大
学サンディエゴ校のYuan、Atul Malhotra、Jin Zhang;  中国の西安にある西安嘉東大学健康科学センターのLiliChen、Qian Yin、
Ting Lei、Hongliang Wang、ShengpengWang。

この研究は、国立衛生研究所、中国国立自然科学財団、陝西自然科学基金、国立主要研究開発プログラム、西安交通大
学の第一付属病院、及び西安交通大学によって支持されました。



新型コロナ、厚労省の資料

ワクチン接種後の死亡報告 (7/2まで)

累積接種者数 31,266,812
うち2回接種完了 17,167,263
死亡者数 554(ファイザー) + 2(モデルナ)

26歳女性、基礎疾患：なし 死因：脳出血(小脳)・くも膜下出血
26歳男性、基礎疾患：片頭痛 死因：心肺停止（他要因の可能性：無し）
25歳男性、基礎疾患：なし 死因：精神異常・自殺
28再男性、基礎疾患：あり（不明） 死因：急性心機能不全

今回初めて一例「因果関係を否定できない」となったが、

殆ど全て「ワクチンとの因果関係が評価できない」とされている。

2021.7.7

より（7/2時点）

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)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
第63回（2021.7.7開催）部会資料一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
資料1-3-1 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要（ファイザー）
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802338.pdf
資料1-3-2 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要（モデルナ）
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802339.pdf

雑誌解説「新型コロナワクチン後死亡350人超全リスト」女性セブン2021.7.15号, p151-155
https://drive.google.com/file/d/1hMF7czYsL7EaR8aweZGnE0MPcStiVlS0/view?usp=sharing

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802338.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802339.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hMF7czYsL7EaR8aweZGnE0MPcStiVlS0/view?usp=sharing


新型コロナ、厚労省の資料

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) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
第63回（2021.7.7開催）部会資料一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
資料3-1 副反応疑い報告の状況について https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802395.pdf
資料2 新型コロナワクチンの添付文書の改訂について https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802381.pdf

2021.7.7
資料3-1の4ページ目

循環器系の症状が
多いことが分かる

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802395.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802381.pdf
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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) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
第63回（2021.7.7開催）部会資料一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
資料3-1 副反応疑い報告の状況について https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802395.pdf
資料2 新型コロナワクチンの添付文書の改訂について https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802381.pdf

心筋炎・心膜炎に注意喚起

若い男性、特に2回目接種
後数日以内が要注意

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00025.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802395.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802381.pdf


ファイザー社HP 不妊症の示唆

https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_vaccine

ファイザー・ビオンテック COVID-19ワクチンについての事実

2021.6.27

https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_vaccine


mRNAワクチンにはウイルス粒子
が含まれていません。つまり、
ウイルスや細菌の弱体化した部
分や死んだ部分は含まれていま
せん。



7. ファイザー-BioNTech COVID-19
ワクチンは不妊症を引き起こし
ますか？
COVID-19ワクチンは、SARS-CoV-
2のスパイクタンパク質と胎盤タ
ンパク質のアミノ酸配列が共有
されているため、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、2つのタ
ンパク質は免疫学的に異なり、
異なっています。

6.妊婦のファイザー-
BioNTechCOVID-19ワクチンにつ
いて何を共有できますか？
妊娠中の女性に投与されたファ
イザー-BioNTechCOVID-19ワクチ
ンに関する入手可能なデータは、
妊娠中のワクチン関連のリスク
を知らせるには不十分です。1妊
娠している場合は、医療提供者
と選択肢について話し合ってく
ださい。

治験中なので当然

“示唆”(suggest)は研究者としては
そう思うが、証拠不十分な時に
使う言葉





ファイザー社のコロナワクチン治験計画書

https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf

2021.6.14

https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf


ファイザー社のコロナワクチン治験計画書 目次（抜粋）

妊婦の暴露

授乳時の暴露

職務上の暴露



8.3.5. Exposure During Pregnancy or Breastfeeding, and Occupational Exposure 
Exposure to the study intervention under study during pregnancy or breastfeeding and occupational exposure are reportable to Pfizer Safety within 24 hours of 
investigator awareness. 

8.3.5.1. Exposure During Pregnancy 
An EDP occurs if:  
• A female participant is found to be pregnant while receiving or after discontinuing study intervention. 
• A male participant who is receiving or has discontinued study intervention exposes a female partner prior to or around the time of conception. 
• A female is found to be pregnant while being exposed or having been exposed to study intervention due to environmental exposure. Below are examples of 

environmental exposure during pregnancy:  
• A female family member or healthcare provider reports that she is pregnant after having been exposed to the study intervention by inhalation or skin contact. 
• A male family member or healthcare provider who has been exposed to the study intervention by inhalation or skin contact then exposes his female partner prior 

to or around the time of conception. 

The investigator must report EDP to Pfizer Safety within 24 hours of the investigator’s awareness, irrespective of whether an SAE has occurred.  The initial 
information submitted should include the anticipated date of delivery (see below for information related to termination of pregnancy). 
• If EDP occurs in a participant or a participant’s partner, the investigator must report this information to Pfizer Safety on the Vaccine SAE Report Form and an EDP 

Supplemental Form, regardless of whether an SAE has occurred.  Details of the pregnancy will be collected after the start of study intervention and until 6 months 
after the last dose of study intervention. 

• If EDP occurs in the setting of environmental exposure, the investigator must report information to Pfizer Safety using the Vaccine SAE Report Form and EDP 
Supplemental Form.  Since the exposure information does not pertain to the participant enrolled in the study, the information is not recorded on a CRF; however, 
a copy of the completed Vaccine SAE Report Form is maintained in the investigator site file. 

Follow-up is conducted to obtain general information on the pregnancy and its outcome for all EDP reports with an unknown outcome.  The investigator will follow 
the pregnancy until completion (or until pregnancy termination) and notify Pfizer Safety of the outcome as a follow-up to the initial EDP Supplemental Form.  In the 
case of a live birth, the structural integrity of the neonate can be assessed at the time of birth.  In the event of a termination, the reason(s) for termination should be 
specified and, if clinically possible, the structural integrity of the terminated fetus should be assessed by gross visual inspection (unless preprocedure test findings are 
conclusive for a congenital anomaly and the findings are reported). 

Abnormal pregnancy outcomes are considered SAEs.  If the outcome of the pregnancy meets the criteria for an SAE (ie, ectopic pregnancy, spontaneous abortion, 
intrauterine fetal demise, neonatal death, or congenital anomaly), the investigator should follow the procedures for reporting SAEs.  Additional information about 
pregnancy outcomes that are reported to Pfizer Safety as SAEs follows:  
• Spontaneous abortion including miscarriage and missed abortion; 
• Neonatal deaths that occur within 1 month of birth should be reported, without regard to causality, as SAEs.  In addition, infant deaths after 1 month should be 

reported as SAEs when the investigator assesses the infant death as related or possibly related to exposure to the study intervention. 
Additional information regarding the EDP may be requested by the sponsor.  Further follow-up of birth outcomes will be handled on a case-by-case basis (eg, follow-
up on preterm infants to identify developmental delays).  In the case of paternal exposure, the investigator will provide the participant with the Pregnant Partner 
Release of Information Form to deliver to his partner.  The investigator must document in the source documents that the participant was given the Pregnant Partner 
Release of Information Form to provide to his partner. 

ファイザー社のコロナワクチン治験計画書 周囲への影響の可能性示唆



8.3.5.妊娠中または授乳中の曝露、および職業的曝露
妊娠中または授乳中の研究中の研究介入への曝露および職業的曝露は、研究者の認識から24時間以内にファイザーセーフティに報告されます。

8.3.5.1. 妊娠中の暴露（EDP）
EDPがもし次の場合に発生したら、
• 女性の参加者は、研究介入を受けている間、または中止した後に妊娠していることが判明しました。
• 研究介入を受けている、または中止した男性参加者は、受胎前または受胎前後に女性パートナーを暴露します。
• 女性は、環境曝露のために、暴露されている間、または研究介入に暴露されている間に妊娠していることが判明した。以下は妊娠中の環境曝露の例
です：
• 女性の家族または医療提供者は、吸入または皮膚接触による研究介入にさらされた後、妊娠していると報告しています。
• 吸入または皮膚接触による研究介入にさらされた男性の家族または医療提供者は、受胎前または受胎前後に女性のパートナーを暴露します。

調査員は、SAEが発生したかどうかに関係なく、調査員の認識から24時間以内にEDPをファイザーセーフティに報告する必要があります。提出される最
初の情報には、出産予定日が含まれている必要があります（妊娠中絶に関する情報については以下を参照してください）。
• EDPが参加者または参加者のパートナーで発生した場合、SAEが発生したかどうかに関係なく、調査員はこの情報をワクチンSAEレポートフォームお
よびEDP補足フォームでファイザーセーフティに報告する必要があります。妊娠の詳細は、試験介入の開始後、試験介入の最後の投与から6か月後まで
収集されます。
• 環境曝露の設定でEDPが発生した場合、調査員はワクチンSAEレポートフォームとEDP補足フォームを使用してファイザーセーフティに情報を報告す
る必要があります。ばく露情報は研究に登録された参加者に関係しないため、情報はCRFに記録されません。ただし、記入済みのワクチンSAEレポート
フォームのコピーは、治験責任医師のサイトファイルに保持されます。

フォローアップは、結果が不明なすべてのEDPレポートの妊娠とその結果に関する一般的な情報を取得するために実施されます。治験責任医師は、妊
娠が完了するまで（または妊娠中絶まで）妊娠を追跡し、最初のEDP補足フォームのフォローアップとしてファイザーセーフティに結果を通知します。
生年月日の場合、新生児の構造的完全性は出生時に評価することができます。終了の場合、終了の理由を特定する必要があり、臨床的に可能であれば、
終了した胎児の構造的完全性を肉眼的検査によって評価する必要があります（先天性異常および調査結果が報告されます）。

異常な妊娠結果はSAEと見なされます。妊娠の結果がSAEの基準（すなわち、子宮外妊娠、自然流産、子宮内胎児死亡、新生児死亡、または先天性異
常）を満たしている場合、研究者はSAEを報告するための手順に従う必要があります。 SAEとしてファイザーセーフティに報告される妊娠結果に関す
る追加情報は次のとおりです。
• 流産や稽留流産を含む自然流産。
• 生後1か月以内に発生した新生児死亡は、因果関係に関係なく、SAEとして報告する必要があります。
さらに、研究者が乳幼児突然死を研究介入への曝露に関連する、または関連する可能性があると評価する場合、1か月後の乳幼児突然死をSAEとして報
告する必要があります。
EDPに関する追加情報は、スポンサーから要求される場合があります。出産結果のさらなるフォローアップは、ケースバイケースで処理されます（例
えば、発達の遅れを特定するための早産児のフォローアップ）。父親の曝露の場合、調査員は参加者に妊娠中のパートナーに情報を提供するための情
報フォームを提供し、パートナーに提供します。調査員は、参加者がパートナーに提供するために妊娠中のパートナーの情報リリースフォームを受け
取ったことをソースドキュメントに文書化する必要があります。

ファイザー社のコロナワクチン治験計画書 周囲への影響の可能性示唆

治験計画なので、これより「周囲の人が危険にさらされる」とは言い切れないが、懸念は明解。



地域 記事内容 ニュースソース

小松市 ワクチン接種(1回目)を受けた病院職員4人
が感染。

4/10 福井新聞
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1295976

東大阪市 看護師2名がワクチン接種(2回目)後に陽性 4/19 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210419/k00/00m/040/294000c

石川県 ワクチン接種(2回目)後の1人感染確認

大阪府門真市 高齢者施設(定員44人)で入所者40人と職員
21人が感染、13人死亡。（注）

5/7 日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF076LF0X00C21A50

00000/

神戸市長田区 介護老人施設で入居者133人中97人が感染、
スタッフ36人が感染、死者25人。（注）

5/8 神戸新聞
https://www.kobe-

np.co.jp/news/sougou/202105/0014308843.shtml

青森市 医療機関で医師1人、職員4人の感染確認、
全員ワクチン接種(1回目)済み。

5/9 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210509-OYT1T50077/

徳島市 病院で27人感染、感染職員7人中5人はワ
クチン接種(1回目)済み。

5/4 徳島新聞
https://www.topics.or.jp/articles/-/523817

リトアニア 医師ら79人がワクチン接種(1回目)後に感
染判明。

1/17 東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/80329

米ケンタッ
キー州

介護施設入居者の9割がワクチン接種後、
46人感染、3人死亡。

4/22 AFP BB news
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420

ジャカルタ ワクチン接種でも省庁の事務所でクラス
ター増加。

4/26 じゃかるた新聞
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420

セーシェル
(インド洋上の島国)

ワクチン接種率70％でも集団免疫になら
ず。

5/11 Bloomberg
https://news.yahoo.co.jp/articles/09c09295f273c294a4b00069
e51a4ab1bd882c08

新型コロナ、新聞報道 ワクチン接種と感染発生が疑われる事例

注）記事にワクチン接種の記述はないが、状況から疑われる事例、詳細要確認

2021.6.5

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1295976
https://mainichi.jp/articles/20210419/k00/00m/040/294000c
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF076LF0X00C21A5000000/
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202105/0014308843.shtml
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210509-OYT1T50077/
https://www.topics.or.jp/articles/-/523817
https://www.tokyo-np.co.jp/article/80329
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420
https://www.afpbb.com/articles/-/3343420
https://news.yahoo.co.jp/articles/09c09295f273c294a4b00069e51a4ab1bd882c08


新型コロナ、日刊ゲンダイ

https://news.yahoo.co.jp/articles/4756e17f296ee64208f6fc8cec1d84aa24364cab

2021.4.27

https://news.yahoo.co.jp/articles/4756e17f296ee64208f6fc8cec1d84aa24364cab


0

20

40

60

80

100

0

1

2

3

4

5

2020/2/1 2020/8/1 2021/2/1 2021/8/1

MNG

new_deaths_smoothed_per_million

people_vaccinated_per_hundred

少
な
く
と
も
一
回
接
種
し
た
人
の
割
合

, %人
口

1
0

0
万
人
当
た
り
の
一
日
の
死
者
数

モンゴル

0

5

10

15

20

25

30

35

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2020/2/1 2020/8/1 2021/2/1 2021/8/1

IND

new_deaths_smoothed_per_million

people_vaccinated_per_hundred

インド

傾きが明ら
かに異なる

人
口

1
0

0
万
人
当
た
り
の
一
日
の
死
者
数

少
な
く
と
も
一
回
接
種
し
た
人
の
割
合

, %

新型コロナ、テレビを消してデータを見よう！ 2021.7.9

元々コロナ被害の少ない国々では、「ワクチンで感染拡大」が顕著。

下記データでは、接種者が発症して死亡したのか、接種者から感染し発症した人が死亡し

たかの区分けは出来ていないが、ワクチンと感染拡大の相関関係はあることは明らか。

ファイザー治験計画書に記載の「暴露」が多発している可能性が高い。

インドは2020年9月のピーク後に減少～収束となったが、ワクチン開始で死者急増。
モンゴルの昨年のコロナ死者はほぼゼロ、ワクチン開始後に急増。

橙（左軸）：人口100万人当たりの一日の死者数
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS

緑（右軸）：少なくとも一回接種した人の割合, %

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&Metric=People+vaccinated&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=IND~PHL~MNG~JPN~THA~MYS


新型コロナ、コロナ死者の内訳

下記記事からすると、コロナ死者の90～100％がワクチン未接種者。

（ワクチン接種者はPCR検査を免除されて、コロナ死者とカウントされていない可能性もあるので更なる確認は必要）

上記記事：https://news.yahoo.co.jp/articles/5e7db7625e2b91a337b46737b0223ab5bae14aba

類似記事：https://news.yahoo.co.jp/articles/9fd62a9082b2dcdc78ac416f5224c8bd1e96851e

2021.7.10

注）100％という数字からの推
測として、サンプル数は1 or 2

93％はサンプル数が13 or 14

99.2％はサンプル数125以上

https://news.yahoo.co.jp/articles/5e7db7625e2b91a337b46737b0223ab5bae14aba
https://news.yahoo.co.jp/articles/9fd62a9082b2dcdc78ac416f5224c8bd1e96851e


まとめ

1. スパイクたんぱく質（S1）そのものが毒素であり、ワクチンにより発現した

S1は、血液循環に侵入し各臓器に運ばれ、そこで血管系を攻撃し破損させる。

2. 厚労省発表データによると、ワクチン後の死者や副反応に、心不全や脳卒中

などの血管系の症状が多い。このことは、上記S1の挙動により説明できる。

3. またファイザー社HP上で、S1は不妊症を引き起こすことの示唆が公開されて

おり、今後妊娠予定の人は、接種を避けた方が無難である。

4. 更にファイザー社治験計画書には、ワクチン接種者の体外にS1が放出され周

囲の人が暴露する懸念が記されている。しかしその結果報告はまだ見当たら

ない状況で、注意を要する。

5. 元々コロナ被害の少ない国では、ワクチン接種後に感染拡大が生じている。

状況から「『ワクチンと感染拡大』の相関関係がある」ことは明らか。

その原因は明らかではないが、

(1)ワクチン接種者が、抗体が出来る前に発症した、

(2)ワクチン接種者から放出されるS1が、周囲の人を暴露し感染させた、

の２つの可能性が考えられる。

2021.7.7


