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医学分野のプロたちは、地球的ワクチン運動に対する人間の運命に、深刻な憂

慮を抱いている。 

 

https://www.infowars.com/posts/youll-refuse-the-covid-vax-after-you-hear-what-

these-doctors-have-to-say/ 

 

体制派はどこまでもワクチンを宣伝しつづけているが、かなりの数の高名な医学博士

たちが、それを人間に対して用いるのは危険だと、厳しい警告を発している。 

 

ワクチン推進の物語に真っ向から反対する人々の宣言が、社会メディアの巨人たちに対し、

Covid-19 に関する医者の見解を、問い直すように呼びかけている。 

 

これらのドクターたちが、実験的 mRNA 注射は危険であり、FDA の認証をまだ受けてい

ないと警告している様子を、ここにご覧いただきたい。 

 

Dr. Charles Hoffe 

 

ブリティッシュ・コロンビア、リットンでの、他の医学専門家との Zoom 会議において、

カナダ政府によって口封じをされている、家族医「Dr. Charles Hoffe は、多くのワクチン

を打たれた人々は 3年以内に死ぬ可能性があると発言し、これは、その大多数の人々に発

見される、mRNA注射に含まれるスパイク蛋白質による、血栓が原因だと言った。 

https://www.infowars.com/posts/shock-doctor-warns-that-majority-of-vaccinated-

patients-could-have-permanent-heart-damage-some-may-die-within-three-years/ 

 

ユーチューブ版はここをクリックせよ。 

https://www.youtube.com/watch?v=5sIWb9GTbbE&t=1s 
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「心配なことは、これらの血管が今、人の肺の中で永久に損傷を受けていることで、心臓

がそれらの傷ついた血管のすべてに血液を送ろうとすると、これらの肺に血液をポンプで

送ろうして、抵抗が高まることである。」 

 

「だから、これらの人々は、pulmonary artery hypertension (肺動脈高テンション?) ――

肺の高血圧――と呼ばれるものを発症させ、その心配は、これらの人々が、おそらく右側

の肺に 3 年以内に欠陥をもつようになり、肺全体に、血管の抵抗が高くなったために、死

ぬ可能性があることである。」 

 

アレックス・ジョーンズ報告：「恐ろしい血栓が Covid ワクチンを受けた人の 62％に発症」

https://banned.video/watch?id=60fde5939dd1a30f95d4741e 

 

 

Dr. Michael Yeadon 

 

元ファーザー副社長科学局チーフ、マイケル・イードンは、ワクチンが人口削減アジェン

ダを進める「邪悪な目的」nefarious purposes に使われている可能性を警告している。 

 

「私はこの方向への使用が、大量の人口削減に向けられているものと、非常に憂慮してい

る。なぜなら、そこに、どんな善意による説明も考えることができないからだ」と、イー

ドンは LifeSite News記者 Patrick Delaneyに話した。 

https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-

lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death 

 

  独占記事：元ファイザー社副社長「あなたの政府は、あなたを死に導くかもしれ

ないような嘘をついている」 

 

  「窓からのぞいて考えてみなさい、〈なぜ私の政府は、これほど根本的なことについて

嘘をついているのか? 〉その答えは、私の考えでは、彼らはこの方法を用いて、あな

たを殺そうとしているということだ。彼らは、あなたやあなたの家族を、殺そうとし

ているとしか考えられない。」（2021、4/7記事） 

   

「これは、もし私がこの世界の人口の 90 か 95％を除こうと思うなら、やるであろうこと

だ。そして、彼らは現にそれをやっていると私は思う。」 

 

イードンは、America’s Frontline Doctors のインタビューでの感情を継続し、人々は「ト

ップアップ・ワクチン」すなわちブースター注射を、決してしてはならないと警告した。
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https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-

lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death 

 

  「私はトップアップ・ワクチン（ブースター注射）の問題に戻らねばならない。我々

に対して、これ以上ない権力を得るために、利用し悪用されると思われるのは、まさ

にこの物語全体なのだ。 

 

  「どうか、あらゆる人々に、トップアップ・ワクチンには近づかないように警告して

ほしい。絶対にその必要はないのだから。 

 

  「その必要はないにもかかわらず、それらは（ビッグ）ファーマで作られており、規

制責任者たちは傍観している（安全テストをしない）だけなので、それらは邪悪な目

的に使われているとしか、私には考えられない。 

 

  「例えば、もし誰かが、次の数年間に、世界の人口のかなりの割合を、痛めつけるか

殺そうと思うなら、現在行われているシステムが、それを実行できるだろう。 

 

  「私に考えられる見方では、こういう方法で大規模の人口削減をすることは、完全に

可能である。」 

 

Dr. Yeadon は、5月に、ロイターの攻撃記事で叩かれ、COVID mRNA ワクチンに関連す

る健康リスクについて「根拠のない主張をする反ワクチン唱道者」だと言われた。 

https://www.newswars.com/former-pfizer-vp-destroys-media-hit-piece-attacking-his-

warnings-about-covid-injection-a-pack-of-lies/ 

 

次のインタビューで、イードン博士は、ワクチン・パスポートの危険に警告した。 

 

 

Dr. Ryan Cole 

 

アイダホ州のライアン・コール博士は、委員会認定の皮膚病理学者であり、先月、テキサ

ス州サンアントニオの、白衣サミットで、度肝を抜くスピーチを行い、いかに「調査ワク

チン」が、この先、癌や、その他の病気を引き起こす可能性があるかを論じた。

https://americasfrontlinedoctors.org/videos/summit-sessions-the-science-ryan-cole-md-

covid-19-vaccines-autopsy/ 
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「我々が実験室で見ているものは、あなたの免疫反応を調節不全にする（dysregulate）注

射である」と、ドクターは言った。 

 

「我々は、他のウィルスをチェックする、また癌をチェックする、非常に重要な細胞をも

っている。それらは cd8 キラー t-cellと呼ばれる種類の細胞である。これには、シフトし

た免疫の様子を示す、ドイツ-オランダの研究があり、その最後に、彼らはこう結論する：

——〈我々には、ある気懸りな細胞のパターンが見えており、通常、このような他物（異

物？）は撃退されなければならない〉、しかし、そのシフトしたパターンが、いつまで続く

のかを、我々は知らないというのが答えである。 

 

「それはちょうど、最前線に 8個のブロックするものがあり… その 8個のブロックする

ものの中に、麻痺している 3 個か 4個がある。しかし、それらがゲームの休息のため麻痺

しているのか、それともそれは、その生涯の休息（死）なのか、その答えはわからないと

いうことだ。 

 

「そこで、実験室でここから観察できることは、ヘルペス族のウィルス、伝染性軟属腫、

human papilloma virus、あらゆる種類のウィルス、monocleosis 等々が、現れてきて、あら

ゆるレベルで、それらが再活性化することだ・・・ 

 

「ところで私は病理学者だから、我々はこれを実験室で観察し、私はその初期のシグナル

を観察している。 

 

「そこで、あの cd8 細胞や、これらの T-cell（弔鐘 toll のように見える）のいくつかのリ

セプターは、それ以外の何をするだろうか？ そして、それらはあるパターンを持つ――

すなわち癌をチェックする。 

 

「私は、自分の実験室で、過去６か月間に、子宮癌が 10倍から 20 倍に倍増したのを観察

している。そして私は、過去 6 か月間…年々変わらず、データを取り続けている」と、コ

ールは述べた。「我々が（ワクチン）注射を始めたのはいつだったか？ 1 月ではないか？ 

次の数年間に、どれだけの固形腫瘍癌の増加が、目撃されることであろうか？ おそらく、

相当なものであろう。」 

 

「何が本当の答えか？ それはわからない。そして時には、医学で最も正直な答えは、わ

からないということである。自分はすべてを知っているという医者を信じてはいけない。

新しい医者を見つけることだ。」 

 

 



Dr. Peter A. McCullough 

 

Peter A. McCullough, MDは、American Journal of Medicine に、初期の COVID 治療につ

いて、最もダウンロードされた論文を書いた人だが、彼はこの 3 月に、テキサス州のHealth 

and Human Services Committee のフロントページに証言し、NIHは、人々が入院し、も

っぱらワクチンだけに頼らざるを得なくなるまで、COVID-19治療に興味を示さなかった

と言った。そしてこのやり方が、何万という余計な死亡に繋がっていったかを論じた。 

https://www.youtube.com/watch?v=QAHi3lX3oGM 

 

 

Dr. Dan Stock 

 

インディアナ州McCordsville のダン・ストック博士は、抗体に媒介されてウィルスの強化

が人間に起こることを警告した。これは動物で行われた、あらゆるコロナウィルス研究で

起こったことで、今月早くにMount Vernon 教育委員会で行われた。 

https://www.infowars.com/posts/watch-doctor-educates-school-board-on-covid-vaccines-

masks-slams-cdc-nih/ 

 

「CDC とNIHは、彼らがカネを出して行ったはずの、科学そのものを無視することを選

んだ」と、ストック博士は言い、彼が提供した情報をバックアップする、記録文書を提供

した。これは例えば、Covid の粒子は非常に小さくて、顔のマスクはウィルスに対して防

御にならないことを示すものだった。 

 

 

Dr. Damian Wojcik 

 

ニュージーランドの総合診療医 Damian Wojcik 博士は、強制的 Covid ワクチンに反対し、

アメリカでの死亡や激しい有害反応の報告を引用し、更に医療倫理規定の義務に言及した。

https://www.infowars.com/posts/doctor-slams-covid-vaccine-my-patients-are-not-

laboratory-rats-to-be-sacrificed-in-a-global-vaccine-experiment/ 

 

「私の患者は、地球的ワクチン実験の犠牲となるべき、実験室のラットではない」と、ド

クターは言った。 

 

「2020 年 12 月 14日から 5か月間に、4,434 の死者が、〈USA ワクチン有害事故報告シス

テム〉に報告されている」と、彼は言った。 
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「これは、過去 10 年間全体の、他のすべてのワクチン総数を合わせたよりも多く、年ごと

のインフルエンザ・ワクチンの死亡率より、113から 165倍の高さだ。」 

 

「医者として我々は、我々の医療倫理規定に忠実でありながら、同時に、強制された実験

治療に直面して黙っていることはできない。我々にかけられているのは強要、恐怖、生計

のかかった脅迫、旅行制限、潜在的な、医師や看護師や大学教育の失職、その国家へのつ

ながりである」と、Wojcik は言っている。 

 

 

Dr. Angelina Farella 

 

Abt4kids.com と aflds.org のアンジェリーナ・ファレラ博士は、Infowars に対し、注射は

Covidよりも恐ろしいものだと語った。 

https://www.abt4kids.com/ 

https://aflds.org/ 

 

「私が強調しようとしている事実は、99.997％の生存率をもつ子どもたちに対し、それが

意味するのは、基本的に、子どもがCovidで死ぬのは 100万分の１の確率だということだ。 

 

「ところが、これらのワクチンは 3,000 人に 1 人を殺している。これは受け入れられない。 

 

「アメリカの民衆は、安全が第一であってはならない理由はない。全くない。そして子ど

もたちは完全に除外され保護されねばならない。なぜなら彼らの大多数は、実はすでに免

疫になっていて、我々は彼らに害を与えているからだ。」 

 

 

Dr. David LV Bauer 

 

Covid ワクチンの開発者で、フランシス・クリック研究所の RNA ウィルス複製実験室の

グループ・リーダーである、デイヴィド・LV バウアーは、注射は、体の免疫反応を破壊し、

病気と闘って撃退するのに必要な抗体を、弱めるものだと認め、そのためブースター注射

が必要になるのだと皮肉を言った。 

 

「我々は、ファイザー・ワクチンを受ける人々で、2 回目を受けた人は、抗体を無効にす

る 5 倍から 6 倍も低い値を示すことを発見した。ところでこの基準は、あなたの免疫シス

https://www.abt4kids.com/
https://aflds.org/


テムのいわば黄金規準の、私的な安全保障抗体値で、それは何よりも、あなたの細胞の中

にウィルスが入り込むことを防いでいる。そこで我々は、注射を 2度受けた人々について

は、それがより低くなることを発見したのだ。 

 

「我々はまた、ファイザー注射を 1 度だけ受けた人々については、これら血液中の抗体の

高さのレベルは、より低いことを発見した。 

 

「そして、先を行く我々全体にとって、おそらくもっと重要なことは、あなたは年を取る

ほど、あなたの抗体レベルは低くなり、あなたが 2 度目の注射を受けてから時間がたつに

つれて、そのレベルはさらに低くなる可能性があることだ。 

 

 

Dr. Roberto Petrella 

 

イタリアの医者ロベルト・ぺトレラ博士は、昨年、ワクチンとは、世界の人口を 80パーセ

ント減らす計画であると警告し、自分はワクチンよりも死を選ぶと言った。 

 

「Covid-19 とは〈大規模絶滅プログラム〉を意味する」とペトレラ博士は警告し、現在起

ころうとしている、近未来の予言的見解を示した。 

 

「ほとんどの、ワクチン接種をしていない人々は、社会的にはいなくなるであろう。」 

 

「あなたは、ワクチンなしに旅行することはできなくなるだろう。あなたは映画を見に行

くことができなくなり、将来は、自宅を離れることもできなくなるだろう」と、ドクター

は予言した。 

 

「私は、絶対にワクチンでなく、死を選ぶ。」 

                           ——以上 

 

 

［Greatchain 訳注］ 

 

  このうちのいくつかは、すでに訳し紹介しているが、改めて簡潔にまとめられているの

で価値があり、再び取り上げた。医者や医学者の見解には、いろいろあることは認めよ

う。しかし、その見解を必死になって隠し、検閲し、黒く塗りつぶし、反対の宣伝をす

る、しかもそれが民間の薬品会社でなく、国民の健康と生命に責任のある国家機関が、

明らかにそれに加担しているとわかったとき、我々はどうすればいいのか？ 



 

 今日あたり（８/19）NHK テレビで放送されているニュースの、異常さには誰でも気づ

くはずである。明らかに狂気のバイデン政権が（おそらくアフガニスタンから目をそら

すために）ワクチンを更に強化すると発表し、わが国政府もこれに同調する方針らしい

のは、正気の沙汰ではない。これは誰でも、ちょっとおかしいとわかるはずなので、ど

うか自分の頭で判断していただきたい。あなたと、あなたの家族の生命の問題である。 


