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薪型コロナ〃バンデミックの「真実」
岡田 幹治

I 新型コロナ感染症とはどのようなものか
1 ウイルスは宿主なしには生きられない
2 新型コロナはインフルエンザより弱毒性だ
3 免疫はヒトをどう守っているか
Ⅱ 新型コロナ感染症にどう対処すべきか

1「第三波」はいつごろ収束するか
2 感染を防ぐにはどうしたらよいか
3 政府・自治体の対応は間違いだらけ
Ⅲ 新型コロナ騒動にはどんな問題があるか
1 PCR陽性者＝感染者ではない
2 死者数が過大に発表されている
3 「指定感染症」が足かせになっている
4 連日の恐怖をあおる報道で「一億総恐怖症」になった
5 対策が経済 生活 文化を破壊している
Ⅳ ワクチンは新型コロナ解決の決め手なのか

1新型コロナワクチンはどのような仕組み？
2 新型コロナワクチンの有効性と危険性は？
3 新型コロナワクチンは任意摂取にすべき

V lO年前にどんなことが起きていたか
1新型インフルエンザで世界が大騒ぎになった
2 大量のワクチンが廃棄された

むすび 私たちはどう対処したらよいか
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1−1ウイルス（1）

新型コロナ・
パンデミックの「真実」

細菌とウイルス
細菌＝自分で細胞分裂して増殖。結核 百日
咳などを引き起こす。抗菌薬で治療
ウイルス＝RNAかDNA遺伝子のかけらが膜
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に包まれたもの。宿主細胞の中でしか存在で
きず、自己増殖はできない⇒生き延びるには
弱毒化した方が有利
肺炎 インフルエンザ・風疹（はしか）・肝炎な
どを引き起こす。免疫力が頼り
細菌 ウイルスとも＝多くは有用1

1−1ウイルス（2）

1−1ウイルス（3）

コロナウイルス

増殖の方法と変異種

大きさ＝細田の50分の1ほど。直径0，1マ
イクロメートル（脚1）＝図参照

ヒトに惑染するもの＝風邪の原因となるもの
4種、SARS（重症急性呼吸器症候群）、ME
RS（中東呼吸器症候群）
新型コロナ（ウイルス名はSARS−CoVの＝五

つ目の風邪ウイルスう世界的に流行したの
は弱毒憧だから

1−1ウイルス（4）

嵩ルス干渉キ鰍削ま。つのウイル
同時に感染しにくく、二つの感染症が同
行することはない。毒性の強いウイルスが駆
逐され、弱いウイルスが流行
例1＝09年の新型インフルエンザ流行で、毒
性の強いソ連型インフルが消えた

例2＝新型コロナの影響で、インフルの感染
者が99年末から急減した

新型コロナ＝約3万個の塩基が鎖状に並ん
だRNA（リボ核酸）の中に遺伝情報を保存。
綿胞に入り込むと、塩基配列をコピーして「子
ウイルス」を作り、それを繰り返して増殖
そのさいのコピーミスで変異種ができる。変

異種は多数ある
イギリスで発見された変異種＝強い感染性を
もつようだが、詳しいことは不明

1−2 新型コロナ感染症（1）
風邪の一種
COVID−19（惑染虚名）＝新型コロナウイルス

に感染して発症する気道感染症（風邪の一
種）。「ほとんどの感染者は軽症または中等
症の呼吸器疾患を経験し、特別な治療を必
要とせずに回復する」（WHO）
WHOのパンデミック（世界的大流行）の基準
＝症状の重さや致死率の高さとは無関係
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宮木的寒中汁樽へ来ずり毒吏貸手︶憾霞鎧袖へ高宮′心霊∩鴎
刃′↓橡控とふい﹂蘭学亨や謀pY椴︒bp敵勢雲′︑鼻へ襲匿沌

︒bP二心︶二重禽

提議購漂e電縫
・いつ出離拳富田寸職掌伽機軸．pe壕か製損駐血縁つ
的架誉p棚墓畿膿禦e龍峨e毛纏毛細纏堆eoUb の

橡吏配緑雨塑重言刃もふ毒せQ邁融雪忘博′り言葉ゆ机招請耳
の畏Jnやふく食より︒王宮﹂早良幣重出経由？iJ嫌鱒や選曲
Q吋′寸心食や食油頭の霜尊命早翠聾侭沌溺撃︒bp軸恩命を

︒怠小高﹂草的樽小も当馬璧笥糾Q遭蛸′小吏二宮﹂妻雨音盲ニー

合部山peゆ重捻くe轄鞄∴圭−髭ふむも青くe熊擾Ot

機漂ミtn圭h接

潰エソ束的申嫁や刃沌小難鷲宮歯髄キー葦上︑hKV→∪言渡駐

o刃りお嬢塾よや鴫謹む善濃蘭什′ふ樽感や︒ー曹玄隷麗 ▲三着

憧億蜜一一雄j掌轄樽輯褒p白鷺二コ

︒ト衰′言毒貞鱒︒葺Q歪曲樋里葵中軸Q暖h孟言′冷血専

雨堅管一小塙QKミヤ心虫＼′遵早来上へヾbhPn割漆船中豆や

董蓑KIh的食Q常駐′小二刃葉芽や神韻Q惑邁PJ謙蟹︺﹂秦

︒書中頂亀崎誌刈り吏イン

電場pKpep東面ZH
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