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CDC は、クリスマスまでに毎週 15,000 人のアメリカ人が死亡すると警告
していますが、これはワクチンによるものです。
ワクチンによる大量死が加速していることを裏付ける驚くべき事実として、CDC
はクリスマスまでに毎週 15,600 人のアメリカ人が死亡し、2022 年の前半まで死亡
者が続くことを公然と認めています。
ナチュラルニュースによると、アメリカの病院に接続されている CDC の早期警報
システムは、ワクチンを接種した人たちの間で大量の死者が出ていることを示す
多くの赤旗を投げているという。パニックに陥った CDC は、そのプロパガンダ装
置を使って、死亡の原因がワクチンではなく、コビドであると人々に伝えようと
しているのだ。
2022 年の春までに、少なくとも 60 万人、おそらく 100 万人近くのアメリカ人がコ
ビドワクチンによって殺されることになるでしょう。
衝撃的なストーリーの全文とポッドキャストはこちら。
P.S. GiveSendGo の創設者であるヘザー・ウィルソンへの最近のインタビューはこ
ちら。目からウロコの内容です。https://www.brighteon.com/05c343f9-11a1-477faf17-5d9b0c91eb8b
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CDC は、クリスマスまでに毎週 15,000 人のアメリカ人が死亡すると
警告しましたが、実際に加速しているのは、独立した医師たちがず
っと言っていたように、ワクチンによる死亡事故です。
2021 年 12 月 17 日（金） by：マイク・アダムス
(Natural News)
ワクチンによる大量死が加速していること を裏付ける衝撃的な事実と して、 CDCはクリ スマスまでに毎週15,600人
のアメリ カ人が死亡し、 2022年の前半まで死亡者が続く こと を 公然と 認めています。 (出典： CDCを引用した英国Da
ily Mail紙）
CDCはこれらを「 コヴィ ド」 による死亡と していますが、 もちろん実際にはワクチン による死亡です。 コヴィ ッ ドワ
クチンは、 有毒なスパイクタンパクやスパイクタンパクのナノ 粒子を製造するためのmRNAの指示を人々に注射する
ものである。 この粒子が病気であり 、 広範囲の血管、 神経、 生殖器にダメージを与えるのです。 これらのワク チンの副
作用は、 ワクチンがパンデミ ッ クであると いう 単純な理由から、 コヴィ ドの「 症状」 と 同じである。 したがっ て、 ワク
チンを注射された人は、 コヴィ ドを「 投与」 されたこと になる。 死ねば、 ワクチンではなく コヴィ ドで死んだと 言われ
るのである。
ナチュ ラ ルニュ ースによると 、 米国の病院に接続されている CDCの早期警報システムが、 ワクチン接種者の大量死の
前兆を示す赤旗を大量に投げていること がわかり ました。 慌てたCDCは、 プロパガンダマシンのギアを入れて発表を
行い、 その発表を世界のコントロールされたメディ アが取り 上げました。 デイリ ー・ メール紙は、 アメリ カで発生した

オミ クロンの "最大のアウトブレイク "の一つが、 "完全にワクチンを接種した人々
"の間で起こっ たと いう 衝撃的な告白をしています。

英国では、 木曜日に1日の患者数が過去最大の78,610人を記録し、 そのう ち 10,000人がオミ クロンと 確認されました。
米国では、 ニュ ーヨ ーク 州イサカにあるコーネル大学で、 過去1週間に発生した930人の患者のほと んどが、 このオミ
クロン変異体であると 考えられています。
コーネル大学で確認されたオミ クロンの症例はすべて、 完全にワクチンを接種した人の中にあり 、 中にはブースタ ーも
受けた人の中にもあり ます。
今のと ころ、 私たちの知る限り 、 予防接種を受けていないアメリ カ人がオミ クロンで死亡したと いう 記録は1件もあり
ませんので、 ご理解く ださい。
むしろ、 オミ クロン・ バリ アント（ その前はデルタ） は、 ワクチン を接種した人に影響を与えているよう に見えます。
それは、 被接種者がワクチンの注射やブースターショ ッ トを受けて免疫システムを破壊しているからです。

遺体袋の準備を...ワクチンが効いてきた
CDCによると 、 クリ スマスまでにアメリ カで週に15,600人が死亡すると 言われていますが、 実際にはワクチンを接
種した人が死亡しているのです： 1） 破壊された免疫システムが非常に穏やかな株であるオミ ク ロンと 衝突する。 ある
いは、 2） ワクチンによっ て引き起こされる抗体依存性増強効果により 、 季節性インフルエンザのよう な単純な感染症
に対して体が過剰な炎症反応を起こしていること 。
CDCは、 冬の間、 毎月6万人以上のアメ リ カ人が死亡すると 予想しています。 つまり 、 春までに20万人以上のアメリ
カ人がこれらのワクチンによっ て死亡すると 予想されるのです。 日光や屋外活動の不足により 、 冬になると 全国的にビ
タミ ン Dが欠乏するため、 さらに悪化します（ ロッ クダウンや検疫によっ てさ らに悪化しています） 。

すでに 40 万人近くのアメリカ人がワクチンによって死亡しており、4 月には
60 万人を超えるだろう。
パンデミ ッ クアナリ ストのスティ ーブ・ カーシュ 氏が正しく 指摘しているよう に、 非常に保守的に見積もっ ても、 コビ
ドワクチンによっ て少なく と も 38万8,000人のアメリ カ人がすでに死亡しています。 さらに冬の間に毎月6万人以上が
死亡しているので、 非常に保守的に見積もっ ても、 2021年、 2022年の冬の終わり までに60万人以上のアメリ カ人が
コビドワクチンで死亡していること になり ます。
これは、 米国の犠牲者の数で言えば、 ベトナム戦争の10回分以上に相当します。 あるいは、 9.11の悲劇が約200件。
ワクチンをホロコースト の範疇に入れてしまう 。
しかし、 バイデン氏は、 ワクチンを接種した人が死んでいること をデータが明確に示しているにもかかわらず、 ワクチ
ンを接種した人は全員、 コヴィ ドから安全であると 偽り の主張を続けています。
実際のと ころ、 Kirsh氏をはじめと するアナリ ストたちは、 この数字を非常に保守的に見ています。 どう 考えても、 今
、 アメリ カではワクチンによる死亡者数が100万人に近づいており 、 2022年の春には総死亡者数が100万人を超える
こと はほぼ確実です。 ジャ ブはワクチンではなく 、 過疎化のための武器なのです。
世界全体では、 ワクチンによる死亡者数は2022年半ばには1,000万人を超える可能性があり 、 これは第二次世界大戦
でナチス政権に殺害されたユダヤ人の数に匹敵すると 言われています。

しかし、 私たちは、 効果がないにもかかわらず、 ワクチン注射を受け続けるよう に言われています。 実際には、 効果が
ないと いう 事実こそが、 ブースター・ ショ ッ トを受ける必要があると いう 正当な理由になっ ているのです。

オミクロンに対するワクチンはほとんど役に立たないという画期的な研究結果
が発表されました。
その一方で、 ニュ ーヨ ーク・ ポスト紙が報じたコロンビア大学の最新の研究によると 、 オミ ク ロン株はコビドワクチン
に対してほと んど耐性がないこ と が判明しました。 これは事実上、 コビドワクチンは全く 役に立たず、 何の防御にもな
らないこと を意味しています。 しかし、 ワクチンを受けた人の免疫システムは破壊され、 他のあらゆる感染症（ 普通の
インフ ルエンザを含む） に対して脆弱になっ てしまっ た。

NYポストより

コロンビア大学から発表された新しい研究によると 、 オミ クロン・ バリ アントはワクチンに対して「 著しく 抵抗性」 で
あり 、 予防接種をしてもあまり 効果がないかもしれません。
科学者たちは、 水曜日に発表された研究の中で、 こ のバリ アントの「 広範な」 突然変異がワクチンを「 大きく 損なう 」
可能性があり 、 中和する可能性もあると 懸念を表明しています。
この研究の著者は、 現在のコビッ トワクチンのすべての抗体が、 ウイルスの自然な適応により 、 警告なしに陳腐化する
可能性があると さえ警告しています。 "この（ COVID19） が現在の抗体に対して汎耐性を持つまでには、 わずか1、 2の変異しかないと 考えても、 それほど突飛ではあり ま
せん。 " と 述べています。
言い換えれば、 コビドワクチンを受けたすべての人は、 何の利益も得られず、 大きなリ スクを背負い、 その過程で免疫
システムを破壊してしまっ たのです。 さらに、 免疫系の抗癌成分（ 細胞核の染色体修復機構を含む） が抑制さ れたため
に、 通常の10倍の割合で癌が発生すること になり ます。
結論と して、 いわゆるコビッ ト「 ワク チン」 は、 本当に過疎化のためのデスジャ ブである。 そして、 私や独立した医師
や科学者が長い間警告してきたよう に、 過疎化は今加速しています。

本日のポッドキャスト「Situation Update」では、衝撃的な詳細をお伝えします。
Brighteon.com/b4c8bbe4-b6e6-4c10-9ccc-1e1713169fb5

で、毎日新しいポッドキャスト、スペシャルレポート、インタビューを発見してください。
https://www.brighteon.com/channels/hrreport
badhealth に関するニュースを見る
CDC は、クリスマスまでに毎週 15,000 人のアメリカ人が死亡すると警告しましたが、実際に加速してい

るのは、独立した医師たちがずっと言っていたように、ワクチンによる死亡事故です。
CDC は米国での死亡者数が週に 15,600 人に達すると予測しているが、その原因はワクチンではなく
COVID にあるとしている。
NYT でさえ、子供のコビド感染は「軽いインフルエンザ」に過ぎないと認めていますが、ではなぜワク
チンを接種するのでしょうか？
赤ちゃん殺しの体制 COVID 社のジャブによる傷害の概要は、第一期または第二期にワクチンを接種した
妊婦の 82％が自然流産を起こすことを明らかにしています。
RealNotRare.com は、製薬会社にコントロールされたメディアが葬り去ろうとしている、広範囲にわたる
COVID「ワクチン」による怪我や死亡についての記事を掲載しています。
ワクチンを接種した人は、自然免疫を持っている人に比べて、コビドの感染リスクが 600％高い。
第一線の科学者、医師、政策専門家が、科学的根拠に基づいて COVID-19 の大量接種を中止することを表
明
日本は健全な道を選択し、COVID 注射の義務化とワクチン未接種者への差別を拒否する
オーストラリアの上院議員、COVID-19 ワクチンを受けないと発言
オーストラリア、Moderna 社とワクチン施設建設の契約を締結

**********************************************************************************
https://www.naturalnews.com/2021-12-17-cdc-blames-deaths-on-covid-not-vaccine.html

CDC は米国での死亡者数が週に 15,600 人に達すると予測しているが、
その原因はワクチンではなく COVID にあるとしている。
2021 年 12 月 17 日（金） 記入者：Lance D Johnson

(Natural News) 現在、 英国における武漢コロナウイルス（ COVID19） の感染者数は過去最高と なっ ています（ 12月15日には78,610人を記録） 。 ワクチンの有無にかかわらず、 コロ
ナウイルスのスパイクタンパク質の新たな変異が人々に定着し始めているため、 英国は今後数日から数週間でこの記録
を更新すること になり ます。
一方、 米国疾病管理予防センター（ CDC） は、 COVIDによる死亡者数が米国内で週15,600人に達すると 予測して
います。 実験的に開発されたワクチンにより 、 完全にワクチンを接種した人々が病院に集められ、 再び隔離され、 病気
になり 、 治療が中断されるからです。

CDCはこの新しい入院や死亡の波を COVIDと ワクチン未接種者のせいにしています。 しかし、 完全にワクチンを接
種した人の重症化や入院の増加はあまり にも大きく 、 データはもはや明確ではあり ません。

コメントの追加 [し1]:

CDC は欠陥のある PCR テストと破壊的な遺伝子実験で国民を欺き続けている
CDCは、 COVID19スキャ ンダルの全期間を通じて、 非感染性のウイルス性デブリ と 実際の症状特異的な呼吸器疾患と を区別すること
ができない、 サイクル閾値の高いPCR検査の広範な配布を承認していました。 しかし、 なぜか各州はこのPCR検査を
COVID19に関するすべてのデータの根拠と して利用し、 その不正な結果を人々の市民的自由を奪う ための手段と して利用し
ているのです。
この医療詐欺は、 「 画期的なCOVID症例」 の数を制限し、 ワクチンの失敗を隠すために、 ワクチン接種者にのみ使用
されるCDCの新しいPCR検査規則によっ てさらに悪化しました。 この欺瞞的なCDCルールは、 増幅サイクルを 28以
下に下げ、 ほぼ確実に陰性の検査結果が得られた場合のみ、 ワクチン接種者のCOVID19症例を報告するよう 検査機関に指示しました。
一方、 COVIDの症例は、 ほぼ確実に偽陽性と なる 28以上の高いサイクル閾値を用いて、 ワクチン未接種者の中に不
正にカウントされていました。 さらにCDCは、 ワクチン を接種した人の死亡例を「 ワク チン未接種の死亡例」 と して
分類すること を病院に許可していました。
コロナウイルスの株の種類を区別できないPCR検査は、 今後も強制的に使用され、 大量の偽陽性者（ 健康な成人） や
様々な軽度の呼吸器疾患を集計し、 その数をCOVID19の総症例数と 一緒にすること になるだろう 。 最も重要な統計は、 クリ スマスまでに予想される130万人のCOVID
感染者数ではない。
しかし、 本当の意味で注目すべき統計は、 完全にワクチンを接種した人々の間で起き続けている死亡者数の急増です。
CDCはクリ スマスの週末に死亡者が73％急増すると 予測しており 、 主にワク チンを十分に接種した地域で目撃される
問題であると 予測しています。

完全にワクチンを接種したコーネル大学が930件以上の新規感染を確認
コーネル大学で確認された930人の「 オミ クロン」 症例はすべて、 完全にワクチンを接種した人の中にあり ます。 キャ
ンパス全体のワクチン接種率は97％と 言われています。 さらに問題なのは、 コーネル大学で陽性反応が出ている人の
中には、 ブースター注射を受けている人もいると いう こ と です。

CDCは、 1月8日までの1週間で、 最大15,600人の米国人が新型のバリ アントにより 死亡すると 予測しています。 CD
Cは、 1月の第1週には、 1日に18,400件の入院と 1,228件の死亡が発生すると 予測しています。 抗体依存性増強が人
間の被験者で表面化し始めている可能性は非常に高い。 これは、 ワクチンの開発が急がれていた初期の段階で、 一部の
科学者が警告していた現象である。

今後の医療問題はすべて COVID-19 のせいにされ、ワクチンは何度も失敗する
ことになる。
メイヨ ー・ クリ ニッ クのGregory
Poland博士は、 米国にはオミ クロンの広がり を監視するのに十分な遺伝子配列解析のインフ ラがないと 述べています
。 ポーランド博士は、 米国ではオミ クロンの伝播を監視するための十分な遺伝子配列解析のインフ ラがないと 述べ、 「
遺伝子配列解析をほと んど行っ ていないため、 地域レベルでのオミ クロンの疫学についてはよく わかっ ていません」 と
語っ た。
彼は、 オミ クロンが1つ配列されるごと に100のケースがあると 主張した。 このこと は、 今後のすべての入院や死亡は
、 （ 実際の確認なしに） 単にCOVID19と して記録されること を意味しています。 ワクチン による怪我や関連する病気はCOVID-

19のせいにさ れるでしょ う が、 実際にはワク チンの失敗や免疫力の低下に起因する問題であり 、 それはmRNA遺伝子
実験の最初の2回のラウンドによっ て引き起こされているのです。
このよう な現実にもかかわらず、 ポーラ ンド博士は、 2回のワクチン接種では十分ではなく 、 今年の冬は「 大きな驚き
」 に見舞われるだろう と 述べています。 ポーランド博士は、 2回のワクチン接種では十分ではなく 、 今年の冬は「 大き
な驚き」 に見舞われると 述べ、 「 もしワクチンを接種していなければ、 重症や中等症の病気にかかり やすく なる」 と 語
り ました。

CDCの報告によると 、 現在、 アメリ カ人の16.5％しか完全に予防接種を受けていません。 これを受けて、 より 多く の
人がワクチンの接種を控えています。 初期のデータでは、 ジョ ンソン・ エンド・ ジョ ンソン社のワンショ ッ ト・ ワクチ
ンやフ ァ イザー社のmRNAは、 変異株には効果がないと されています。
狂っ たよう に、 政府や公衆衛生当局は、 同じよう な無意味なこ と を繰り 返し、 危険なワクチンを人々に押し付けよう と
している。 1回目、 2回目の実験がう まく いかなかっ たと しても、 何度も何度もそれを押し付け、 その過程で人々の生
活や自由を脅かしている。
をご覧く ださい。 Immunization.newsコロナウイルスワクチン関連のニュ ースをご覧く ださい。
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抗体依存性増強に関するニュースをもっと見る
CDC は米国での死亡者数が週に 15,600 人に達すると予測しているが、その原因はワクチンではなく
COVID にあるとしている。
J&J 社のワクチン、オミクロン株に対する抗体がゼロと判明...ワクチンの価値はゼロに
カリフォルニア州で「オミクロン」が 1 例発見されたことで、企業メディアが大規模なパニックを引
き起こす（予防接種を受けた人が対象）。
完全にワクチンを接種したミシガン大学で FLU 感染者が続出し、CDC に衝撃を与える...ワクチンは
免疫系を破壊し、EVERY 感染に対する脆弱性を高める。
オーストリア、「予防接種を受けていない人」に対するロックダウンと罰金を開始、コヴィド 19 ワ
クチン実験の失敗が続く
急性臓器不全や衰弱した症状に苦しむ患者が全米の救急病院に殺到...メディアはコビドワクチンとは
無関係と主張
英国の病院データが世界を震撼させる：COVID による死亡の 80％はワクチン接種者によるも
の...COVID による死亡はワクチン接種後に 3,000％増加
時を刻む爆弾：「完全にワクチンを接種した人」がコロナウイルスの新種に再感染した場合、疾病が
拡大する-研究結果
COVID-19 ワクチンは壊滅的な長期的影響を及ぼすとノーベル賞受賞者が警告
病原性抗体？ワクチンによって作られた抗体が、健康な組織に壊滅的なダメージを与えていると考え
られるようになりました。

**********************************************************************************
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完全な詐欺：CDC は病院がワクチンを接種した人の死を "ワクチン
未接種の死 "として分類することを認めている
2021 年 9 月 17 日（金） 記入者：Lance D Johnson

(ナチュラルニュース）米国疾病管理予防センター（CDC）は、感染症と死亡の分類に関す
る一連のルールを考案した。病院や検査機関は、このルールに基づいて、公式の covid-19 デ
ータを報告することになっている。この規則は、ワクチン接種者のコヴィド症例数を隠し、
コヴィド-19 ワクチンによる死亡者数を隠すために作られたものと思われる。これらのルー
ルは同時に、ワクチン未接種者のコヴィド症例数を増加させ、病院がワクチン接種者の死亡
を「ワクチン未接種者」の死亡として分類することを可能にしている。
このような医療詐欺や病的な裏切り行為によって、CDC は国が「ワクチンを受けていない人
たちのパンデミック」に苦しんでいるという偽りの物語を続けることができるのです。ワク
チンによって死亡した人々は、死を招くワクチンをもっと必要とするように偽りの宣伝をす
るための小道具として利用されているのです。

疑わしい CDC の規則は、病院のデータを難読化し、国民を欺いている
covid-19 ワクチンの初回接種を受けても、接種後数週間は「ワクチン未接種」と分類されま
す。接種後 1 ヶ月以内にコヴィド-19 の陽性反応が出た場合は、正式に "ワクチン未接種者 "
として登録されます。ワクチンが病気の身体的症状を引き起こす場合（臨床研究では 50％の
患者で報告されています）、この病気はワクチンに対する健康な免疫反応として分類される
か、あるいはコヴィドの仮想症例と比較して軽い病気であると宣伝されます。
ワクチンによる怪我と、存在しない病気の仮定のケースを比較する方法がないにもかかわら
ず、ワクチンを接種した患者は、この推測を事実として受け入れるように言われます。ワク
チンで病気になった後、患者が痛みを抑えるためにどれだけ薬を必要とするかは関係ありま
せん。ワクチンを接種した後、患者が何度医師の診察を受けたり、救急車を呼んだりする必
要があるかは問題ではありません。ワクチンを受けた患者は、これらの問題は潜在的なコビ
ドの感染よりもはるかに良いと言われます。
ワクチンを接種した患者は、3～4 週間後に 2 回目の接種を受けるように指示されます。2 回
目の接種を受けても、「完全にワクチンを接種した」とはみなされません。2 回目の接種を
受けた患者が、2 回目の接種後 2 週間以内にワクチンに反応したり、コビド-19 が陽性になっ
たりした場合は、まだ「ワクチン未接種」とみなされます。
CDC のルールによると、ファイザー社やモデナ社の mRNA ワクチンの 2 回目の注射から 14
日が経過するか、ジョンソン・エンド・ジョンソン社の 1 回目の注射から 14 日が経過する
までは、「完全なワクチン接種」とはみなされません。このルールは、ワクチン接種後に発
生する死亡の 80％を都合よく隠し、これらの死亡を「ワクチン未接種の死亡」としてずるず
ると誤魔化しています。この不正なルールは、ワクチン未接種者の死亡者数を膨らませ、コ
ビド注射の結果として起こる本当の医療問題を隠しています。死亡の大部分はワクチン接種
後の最初の 2 週間以内に発生していますが、これらの死亡はすべて「ワクチン未接種の死亡」
として宣伝されています。

CDC のコビドテスト不正行為は、ワクチン未接種者の発生を錯覚させる

CDC の病的な死の歪曲は、データを難読化して国民を欺くプロセスだけではない。CDC は
また、ワクチンを接種した人としていない人とで、異なる検査ガイドラインを考案しました。
CDC は多くの業界で、ワクチンを受けていない人を雇用先や教育機関で処罰し、より頻繁に
コビド 19 テストの綿棒や鼻腔プローブを取るように強制しています。CDC のガイダンスで
は、検査機関がワクチン未接種者に対して 40 以上のサイクル閾値（CT）を使用することを
認めています。CDC のガイダンスでは、検査機関はワクチン接種を受けた人に対して CT を
28 以下に設定することを推奨しています。この異なる検査指針は、ワクチン接種者の偽陽性
のリスクを最小限に抑えますが、ワクチン未接種者の偽陽性のパンデミックを発生させ続け、
ワクチン未接種者の症例数を人為的に増加させています。
CDC は、健康な人に誤って校正されたコビットテストを受けさせ、結果的にアウトブレイク
を誤って報告しています。一方、CDC は、ワクチンを接種した人のコヴィド症例を、2 回目
の接種から 15 日以上経過した場合にのみ報告し、これらの症例が入院や死亡に至った場合
にのみ報告しています。この不正行為をさらに悪化させているのが、CDC のもう一つの軽率
なルールで、これは、コヴィド-19 が除外できない場合や病気の原因と疑われる場合に、病
院が入院や死亡の原因だと主張することを認めています。
2020 年に報告された covid-19 の死亡例のうち、唯一の死因となったのはわずか 6%であり、
医療詐欺が蔓延していることが明らかになった。元 CDC 長官のロバート・レッドフィール
ド氏は、下院監視改革特別小委員会によるコロナウイルス危機に関する公聴会で、内部告発
を行いました。レッドフィールド氏によれば、病院にはワクチンを受けていない人のコビド
の死亡数を膨らませる「逆の経済的インセンティブ」が与えられているとのことです。2020
年に数十万人のインフルエンザ患者がほぼ根絶されたことからもわかるように、今でもコヴ
ィド-19 として報告されている一般的な感染症は何百もあります。このような医療詐欺、強
制、欺瞞はすべて、CDC が VAX-all のアジェンダの一部であり、人類に対する犯罪を必死に
隠蔽しようとしているという、悲惨な絵を描いています。
ソースは以下の通り。
LifesiteNews.com
CDC.gov
NaturalNews.com
HealthImpactNews.com [PDF] をご覧ください。
Breitbart.com
UPI.com
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Covid の「陰性」患者は病院を圧倒しており、まさに「抗体依存性感染増
強」で予測された通りです。
2021 年 11 月 10 日（水） by：Ethan Huff
(Natural News) アメリカの病院に病人や瀕死の患者が大量に押し寄せていることについて、
主流のメディアは困っている。
トーキングヘッドによると、これらの人々は「完全にワクチンを接種している」人が多いた
め、武漢コロナウイルス（Covid-19）に感染しておらず、全体が「謎」であると主張してい
る。
安全で効果的なジャブなので、今回の危機を説明することはできません。偶然の一致ではな
いでしょうか？

「ER は重篤な患者で溢れかえっているが、その多くはコヴィドすら持っていない」と
Michigan Radio は報じた。
NPR もこの記事を伝え、ジョー・バイデンによるジャブの義務化の直後に入院患者が急増し
たことと、何の関係もないかのように装っています。
本誌が報じたように、完全に病んでしまった人たちが地元の ICU に殺到し、病院のベッドは
ほとんど残っていません。
ミシガン州ランシングにあるスパロー病院の救急室看護師長、ティファニ・ドゥーサンは、
「見ているのがつらい」と言います。
「廊下を歩いていると、痛みを感じていたり、眠る必要があったり、静かにする必要があっ
たりする人がいて、いつもとても嫌な気持ちになります。しかし、その人たちは、見ての通
り、毎分 10 人も 15 人もの人が通る廊下にいなければならないのです。

コビッド・ジャブは、明らかに人々を病気にしている。
オーストラリアでも状況は同じで、最悪の中国製インフルエンザ・ファシズムが「公衆衛生」
の名の下に国民に押し付けられています。
オーストラリアの ABC は、全国の病院が "圧力を受けている "と報じました。同じメディア
は、この急増を "デルタ（変種）の脅威 "のせいにしています。
オーストラリアの病院は、COVID-19 による "一世代に一度の "患者数の減少をもってしても、
すでに圧倒され、遅れをとっている」と、同メディアは医療当局の報告を引用して報じてい
る。
"報告書によると、4 時間以内に救急外来を退院する患者の数は 69％に減少し、2012-13 年以
来最悪の水準となりました。"
オーストラリア首相のマーク・マクガワン氏は、先日の記者会見で、完全にワクチンを接種
したオーストラリア人が記録的な数の病気や死亡に見舞われていることについて、知らない
ふりをしていました。
「これまで誰も見たことのない現象が起きている」と McGowan 氏。なぜそうなったのかは、
"covid "に対するある種の遅延反応であるという証拠があることを除けば、わかりません」。
「しかし、膨大な数の人々がドアから入ってくるので、それを管理するためにできる限りの
ことをしている」と付け加えた。「特に今回の予算では、医師や看護師などのスタッフを増
やすために 19 億ドルを計上しました」。
マクガワンはさらに、31 億ドルの追加予算が「新規設備投資」に割り当てられたことを明ら
かにした。税金をペットプロジェクトに再分配することは、政府にとって謎の病気を「治療」
するための手段だからだ。

プランデミックの大部分を拒否したものの、「ワープ・スピード作戦」のジャブを持ち込ん
だスウェーデンでは、同様に入院患者数が「記録的な月」となっています。
その国で完全にジャブを打った人は、抗体依存性増強（ADE）や、注射による合併症のカク
テルを経験しているように見える。
ヨーンショーピング市の救急病院では患者が殺到しているため、ヨハン・ビョーク氏は「こ
の現象が何なのかを調べるのは興味深いことだ」と述べています。「と、ヨハン・ビョルク
は言います。「この件については、必ず研究が行われるでしょう。

"だから、もしそれがコビットではなく、アウトブレイクのようであれば、他に何か変わっ
たことはないか？"と Information Liberation に寄せられたコメントにありました。
"ヘック、私はあなたに推測を与える：それは通常、非常に鋭い先を持つプラスチックで、
内部に化学物質を持っています。"
また、「新世界秩序への移行はほぼ完了した」とも書かれている。
中国製ウイルス注射による死者数の増加に関する最新のニュースは以下のサイトでご覧いた
だけます。
Genocide.news です。
この記事のソースは以下の通りです。
インフォメーション・リベラシオン・ドットコム
NaturalNews.com
抗体に関するニュースを見る
物語の崩壊：CDC、ワクチン未接種者が回復した後に「COVID」を広めた記録はないと認め
る
Covid の「陰性」患者は圧倒的な病院であり、まさに抗体依存性強化で予測された通りであ
る。
ワクチンを接種すると COVID の症例が増えるという事実が次々と国から報告されているの
に、愚かなメディアは、症例は人々の移動の自由を認めた結果であると報じている。
コビットワクチンを接種すると、二度と完全な免疫を得ることができない-政府の統計で明ら
かになった恐るべき真実
研究結果ファイザー社のコロナウイルスワクチンの免疫力 WANES はわずか 2 ヶ月で低下
研究結果：コヴィドの自然抗体は感染後少なくとも 1 年は持続する
ファイザー社の科学者がカメラの前で、自然免疫はワクチンよりも COVID-19 に対する保護
効果が高いことを認めた。
VAX FAIL:完全にワクチンを接種した人の抗体は、3 ヶ月後に急減することが研究で明らか
に
英国の若者の約 90％が、自然免疫のおかげで COVID-19 の抗体をすでに持っている
神経内科医が語る、ワクチンを接種した人がいまだに高い確率で COVID-19 に感染し、拡散
している理由とは？

