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感染症対策におけるマスク常用についての要望書
　いつも、お世話になっております。　保育園の感染症対策におけるマスク常用について下記の通り要望があ
りますので、ご検討いただきますようお願いいたします。

記

　①マスクの常時着用について
　マスクの常時着用はやめて頂きたいと考えております。長時間マスクを着用することにより、様々な弊害
　を引き起こすことが分っています。感染症対策に効果がないとまでは言えませんが、前提として正しく着
　用した場合においてのみ「効果が期待できるかもしれない」だけです。隙間があれば飛沫もウイルスも簡
　単に侵入し、マスクの表面を触ってしまったら都度手を洗い、マスクを交換しなければ意味がありません。
　現実的に考えて大人でも正しいマスクの着用は難しいと思いますが、子供に可能でしょうか。

　②マスク着用の目的について 
　マスク着用は風邪症状のある者が使うべきであり、飛沫感染も無症状者からの感染も科学的根拠がないと
　されております。マスクを常用していると、マスク上に菌が増殖し、常に酸欠状態で免疫が下がってしま
　うので、先生方の健康状態も心配です。

　③マスク常時着用の代替案について
　文部科学省の「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」による　
　と「咳エチケット」を推奨はしていても常時マスク着用は特に強制していません。マスク常用の代替案と
　して厚生労働省の「３つの咳エチケット」によればマスクがない場合やとっさの場合にする咳エチケット
　も推奨されているので、それらを徹底できるように訓練していくのはどうでしょうか。

　「子供達に健やかに育ってほしい」という根本の部分において保護者と先生方は同じ方向を向いていると信
じております。違うのは受け取っている「情報」と「解釈」です。メディアや政府が伝えている情報以外もテー
ブルの上に置いて議論や意見交換をすべきかと思います。私が提示する資料も勿論、メディアと比較した場
合には偏った情報です。しかし、決して対立したり、感染症対策を怠りたいということではありません。い
つも以上に感染症対策に神経をすり減らし、文字通りの「命がけ」で保育して頂いているということは常日
頃から感じておりますし、それを否定したい訳ではありません。しかし、メディアや政府が常に正しいとは
限りません。いつの時代も繰り返し間違いを犯してきたことは歴史が証明しています。「テレビに出ている医
師が言っているから」、「市や県の方針がこうだから」といってそれをそのまま考えずに受取ることは本当の
意味で子供達のためになるでしょうか。おかしいことには、おかしいと言わず、考えることを諦めて従順に従っ
た結果、不健康を押し付けられても何も言わない、そんな大人の姿を見せることが「教育」なのでしょうか。
是非、一緒に考えていけたらと願っております。
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前からずっと言ってきたことだけど、何度でも言う。マスクは感染予防
になりません。むしろ体調不良の原因です。「20分間着用したマスクの
内側を綿棒でこすり、これをペトリ皿で培養すると、ご覧の通り。マス
クの内側で繁殖したこの細菌を、あなたは一生懸命吸っているわけです」
マスクは感染症予防に効かない、というのが過去 20年間のRCTの結
論だった。インフルエンザもコロナも、マスクによって減少しないこと
はすでにエビデンスがある。
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

  　　　　https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/m20-6817

https://note.com/nakamuraclinic/n/n5a9bd81613db中村 篤史 医師
ナカムラクリニック院長 内科・心療内科・精神科・オーソモレキュラー療法

マスク常時着用に否定的な医師の見解

マスクは有症状者が飛沫を出さない事に関しては効果が期待できますが、大きな飛沫は重量もあ
るので 1m程度の範囲で下に落ちます。エアロゾルやマイクロ飛沫とも言われる軽い飛沫は空気
中に漂い、それを吸い込む可能性は考えられますが、マスク自体は 99%以上のウイルスをカッ
トするフィルター効果があるかもしれません。しかし少しでも隙間があれば侵入してきますので、
マスクには予防効果は期待でません。空気感染は更に小さな飛沫核による感染ですので、マスク
は空気感染も予防する事はできません。発症する前の感染者が最も誰かに感染させているという
報告があり、そのために無症状者でも誰が感染者か分からないため、無症状者に対してもマスク

をするように言われていますが、発症する前の感染者が誰かが分かるのであればその人だけを隔離すれば良いですが、
誰か分からないから無症状でもマスクをしろという考えは単なる推論に過ぎませんし非現実的です。そもそも感染は各
自で予防するものなので感染させるとか感染させられるとか考える事が間違いで、ユニバーサルマスクによって間違っ
た考えが拡がって要らない差別や風評に繋がってしまいます。ほとんどの菌やウイルスは無害もしくは有益で、有害な
ものは一部です。人間は無菌状態で生まれてきますが、自然や人間と触れ合う事によって免疫を獲得していきます。マ
スクをして会話をする事で微生物の受け渡しができずに免疫を上げる事が妨げられ、余計に感染しやすい身体になって
しまいます。

金城 信雄 医師
内科、外科医、かねしろクリニック院長

https://www.facebook.com/Dr.basketball.fool/posts/4126640090684414

これまで、マスクの効果についての多くの実験やコンピュータによるシミュレーションが報告さ
れていますが、いずれも「マスクは感染拡大防止効果があるという仮説」を証明しようとするた
め、その結果にとって都合の良くない現象を無視してしまうという確証バイアスに陥ってしまい
ます。以前より私が指摘しているように、マスクという物質の実験系による検証だけのため、実
際の日常生活でマスクをどのように皆扱っているのかという側面からの調査研究は、ほとんど行
われていません。また実施されていたとしても、その結果が感染拡大を防がないというデータは
無視されてしまいます。マスクで防ぐことができた大量のウィルスは、マスクや顔面に付着した
ままであり、そのマスクや顔を無造作に手で触れているという現実を無視して、マスクが感染拡

大を防いでいると主張することは、正に「確証バイアス」の典型例となります。正確に言えば、「マスクは飛沫に含まれ
たウィルスをある程度は防ぐ効果はあります」というだけのことに過ぎず、感染拡大を防ぐことができるというエビデ
ンスはありません。むしろ、通常の科学的思考で理論的に考えると、マスクの常時着用は逆に接触感染を増やすことで
感染拡大に寄与しているという仮説も成立します。マスクは、感染リスクの高い医療現場などで、その取扱に習熟した
医療従事者が、手洗いなどの清潔操作と共に使用する限りは効果があります。ただ、一般の方の日中の常時着用につい
ては、ほぼ全員と言って良いほど無造作にマスクに触れて直後の手洗いなどを実施していないという現実があります。
このような状況下では、逆に接触感染による感染リスクを高めている可能性があります。

竹林 直紀 医師
ナチュラル心療内科　院長、ホリスティックケア プロフェッショナルスクール 理事・講師

https://www.facebook.com/naoki.takebayashi.94/posts/3366666820078092



私は、マスクは決して体にいいものではないと考えていますから、必要でない時はすぐにはずし
てほしいと思います。もっとみんながマスクは「必要悪」であると肝に銘じるべきです。これま
でも書きましたが、マスクは新型コロナに対抗するための免疫力を低下させます。それは免疫力
の源泉が呼吸にあるからです。その呼吸で大事なのは、息をしっかり吐き切ることです。マスク
をしていては、どうしても呼吸が浅くなってしまいます。マスクをすればするほど、免疫力を低
下させて自分を新型コロナに感染しやすくしているという矛盾を理解してほしいと思います。
そして、マスク着用が長引くことによって感じるのは、人と人のコミュニケーションが阻害され
るということです。子どもたちが学校で一日中マスクをしていると聞くと心配になります。子ど

もは友だちと素顔で笑い合うことが、とても大事だと思うのです。

帯津 良一 医師
帯津三敬病院名誉院長

https://news.goo.ne.jp/article/dot/life/dot-2020120400016.html

ウイルスの大きさ（0.1μm）、飛沫の大きさ（5μm～）に対し一般的なマスクの網目は遥かに大きく、ウイルスを止め
ることができない。大きなツバの塊を止めることはできるが、空気感染・接触感染・媒介物感染に対しては無意味である。
マスクさえ着用していれば感染予防になるという大きな誤解は他の対策がおろそかになることにも繋がり、かえって危
険である。マスクは空気中のゴミ、雑菌、ウイルス、口腔内からの細菌等を集積し溜め込むフィルターであり、国民が
正しい着用方法を理解しないままで長期間に渡って同じマスクを着け続け、そのマスクを触れた手指で他への接触や食
事をしている現状は感染拡大防止の観点から見ても逆効果である。
人は、約 21%の酸素濃度の空気を吸い込み（吸気）、肺で酸素を体内に取り込んで約 15%の酸素濃度の空気を吐き出す
（呼気）。通常、16%の酸素濃度を吸い始めると酸欠の自覚症状が現れ、10%以下で死の危険が生じる。
マスク内部には自分の体内から放出された二酸化炭素や不要物質が溜まり、それをまた吸い込んでいるので慢性的な酸
欠状態となり様々な不調や免疫力低下の原因となる。
マスクを常時着用することが常識化されると相手の表情や感情が読み取れなくなり、対人関係が希薄になる。特に子供
においては相手の表情の微妙な変化から感情を読み取る想像力や心遣いを育む機会が奪われ、感情表現が下手だったり
相手の気持ちが分からない人間が増えることになり、人間社会にとって大きな損失を生みかねない。また大人の社会に
おいても犯罪者と特定しづらくなり、犯罪率の増加に繋がる。

WeRise
提言3

http://www.werise.tokyo/

「PCR 」というあてにもならない検査で「陽性になった人」の数を、「感染者」とすり替えて虚偽
報道していますが、これは犯罪です。PCR 陽性者を感染者だと言って、しょっぴいて隔離処置
にし、職場にまでガサ入れする。これは重大な人権侵害、営業妨害です。マスクも感染を防御す
る効果は全くありません。マスクの目の大きさはウイルスの大きさの 50倍以上ですから、防げ
るはずはありません。事実、厚生省自体が「マスクは感染を防げません」とはっきり答弁してい
ます。効果がないだけならともかく、マスク長期着用は有害で危険です。慢性的な低酸素血症を
引き起こし、免疫力低下をもたらします。さらにマスクに付着した細菌や真菌、ウイルスで逆に
不潔で感染のリスクが高まります。 また、装着 2時間後から記憶を司る海馬の細胞が死に始め、

長期着用で認知症や子どもの発達障害の危険が出てきます。人の表情が読み取れないことから小児には重大な精神発達
障害、コミュニケーション障害も懸念されます。三密を避け、寄るな、触るな、こもってろ。これも嘘です。「新しい生
活様式」とやらは、免疫を低下させ、さっさと死んでもらうための様式としか言えません。」元々、マスクは咳やくしゃ
みなどの症状がある人が、唾しぶきを飛ばさないためにするものです。無症状の人はマスクを外しましょう。咳エチケッ
トを守れば十分なのです。

小林 有希 医師
内科医

https://www.facebook.com/yuki.kobayashi.12979/posts/4844376135634000

私たちは、感染予防対策としてのマスク着用の推奨を停止することを求めます
そもそもマスクには、ウイルス感染予防・伝搬予防効果がないばかりか、健康を阻害するリスクの方が高いからです。

武田 邦彦 教授

中部大学総合光学
研究所特任教授

歯科医師、歯学博士
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吉野 敏明 医師 内海 聡 医師大橋 眞 教授 矢作 直樹 教授 藤井 聡 教授 井上 正康 教授



七合診療所院長 本間真二郎医師 FB 記事より
 『子どものマスク使用にはあらゆる副作用があることがわかりました』
以前の記事で、新型コロナウイルスによる被害は、ウイルスの直接の害 ( 病気や死亡 )
や経済的なダメージ よりも、とくに子ども達の精神に対する害が最も大きいと書きま
した。今回の記事は、子ども (18 歳以下 ) のマスク使用による健康障害の世界ではじ
めての論文を紹介します。

ドイツでのオンラインによる調査で、開始後 1 週間 (2020 年 10 月 26 日 ) で 20353 人 ( 主に親 ) が登録し 
25930 人の子どものデータを集計しています。布マスクが 65%、サージカルマスク ( 外科用マスクで通常 の
市販のマスク )21%でした。マスクの着用時間の平均は 270 分 (4 時間半 !) で、年齢と共に長くなりま す ( 幼
稚園 90 分、小学校 240 分、中学校・高校 360 分 ) 結論は、簡単には、マスクの着用により、身体、行動、
学習、情緒のすべてにわたって非常に多彩な障害(副 作用)を認めました(表参照)。 また、副作用の頻度分布は、
さまざまな年齢層でとても類似しており報告の正確性も示しています。 以下に結果の重要部分をまとめまし
た。

・子どものマスク着用への不満ありは 67.7%、なしは 26%
・なんらかの副作用は全体の 68%に認めた
・親による子どもに見られた症状のまとめ 表 1、表 2 頻度が多い順には、頭痛 (53.3%) 集中力低下 (49.5%)
不快感 (42.1%) 学習障害 (38.0%) 眠気・疲れ (36.5%) 圧迫感 (35.6%) 呼吸苦 (29.7%) めまい (26.4%) などと
なっています。 他にも失神 (20.7%) 遊びたくない (17.9%) 脱力 (14.7%) 短い意識障害 (2.2%) など深刻な症状
も見ら れます。

・表にはない障害として以下のもの
にきび、発疹、アレルギーなど悪化した皮膚症状 269 件 鼻血 151 件 通学不安 /学校の不快感 122 件 発汗
の増加 64 件 耳の後ろの圧迫点と傷 52 件 唇の痛みやひび割れ 46 件
片頭痛発作の増加 31 件 視力障害 23 件 口内炎 13 件

・ 行動、情緒面の問題のまとめ 表 3 多い順に、イライラ・過敏性 (60.4%) 幸せに感じる子どもの減少
(49.3%) 園や学校に行きたくない (40.4%) ととても深刻な内容です。続いて、落ち着きない (29.2%) 睡眠不
良 (31.1%) 不安の発症 (25.3%) など となっています。

・とくに不安に関してフリーテキストによる内容は以下のもの将来に対する一般的な恐怖、窒息することへの
恐怖、コロナによる親戚の死への恐怖が最も頻繁。さらに、 着用する・しないの両方による汚名 ( いじめや中
傷 ) の恐れなど ・多くの親は、顔の表情やアイデンティティが子どもたちに認識されないことに強い危惧を感
じている ・他に、マスクした人々に関連する悪夢や不安障害も見られた。

そして、以下のようにまとめています。 ・強制マスクが生活の質や個々の子供たちの健康にも及ぼす影響は、
政治や社会によって無視されるべきで はない ・心理的または医学的理由でマスクを着用していない子どもに
対するあってはならない汚名、排除、攻撃的 な行動が報告されている ・もとの健康状態、マスクの着用状況、
学校の状況などに対する正確なベネフィット -リスク分析が緊急に必要

 https://www.researchsquare.com/
article/rs-124394/v2

https://www.facebook.com/shinjiro.homma/posts/2909759639349036



以下は、私 ( 本間医師 ) の意見になります。
マスクに効果がある・ないは賛否両論で結論は出ていません。しかし、新型コロナウイルスは子ども達にとっては、
ほとんど問題をおこさないウイルスであることは間違いありません。少なくとも脳炎脳症があるインフルエンザや
他の子どもにとって脅威となる感染症から比べるとはるかに安全でしょう。

間もなく出版となる本にも書きましたが、子どもたちは、毎日、家庭内だけでなく、友だちや園・学校の先生、そ
の他のあらゆるひとに接し、表情を見て、感じ、考え、話をして、肌と肌でふれあい、さまざまな体験をし、成長
していくのです。
いつも書いていますが、新型コロナウイルスは、どんなに感染対策を徹底しても、また治療薬やワクチンが出ても、
無くなることはありません。さらに、新たなウイルスが登場する可能性もあります。 少し我慢すれば、マスクを外
すことができる世の中が訪れるのでしょうか ?

私はマスクをすること、しないこと ( 子どもにさせること、させないこと ) のどちらかを一方的に非難する つもり
は全くありません。するなら、なぜするのか?しないのなら、なぜしないのか?の理由を考えること が大切でしょう。
みんながやっているから ?やらないと責められるから ?対応がめんどうだから ?行政やメディア、学校が 勧めて
いるから ?本人がかかることを防ぐため ?人にうつすことを防ぐため ?家族を守るため ?リスクが ある人が家族
にいるから ? つまり、それは子どものためですか ?自分のためですか ?家族のためですか ?何も考えていないか
らです か ?ということなのです。結論に答えはなく、どちらであっても真剣に考えたものは尊重されるべきだと
思います。

ワクチンなどの問題も全く同じですが、少なくとも「みながしているからする」という考えは、同調圧力ともなり、
弱い立場である子ども達に大きなしわ寄せがいく結果になりかねません。人によって考え方は違っていいと思いま
すが、何よりも「子ども達にとって何が大切であるか」を中心に考える世の中であってほしいと思います。

https://www.facebook.com/shinjiro.homma



マーガレット・グリーズブリッソン博士（MD、PhD）は、神経毒性学、環境医学、神経再
生と神経可塑性に特別な関心を持っていて、薬理学の博士号を持つ、コンサルタント神経
科医であり神経生理学者です。これは、フェイスマスクとその脳への影響について彼女が
述べていることです。

「吐いた空気を再吸入すれば、間違いなく酸素不足と二酸化炭素の洪水が発生します。
私たちは、人間の脳が酸素不足に非常に敏感であることを知っています。
例えば海馬には、酸素がないと 3分以上も生きられない神経細胞があります。
急性の警告症状としては、頭痛、眠気、めまい、集中力の低下、反応時間の低下、認知システムの反応など
があります。
しかし、慢性的な酸素欠乏になると、それらの症状はすべて消えてしまいます。しかし、あなたの効率は損
なわれたままで、脳内の酸素不足は進行し続けます。
神経変性疾患は、発症するまでに数年から数十年かかることがわかっています。今日、あなたが電話番号を
忘れたとしても、脳の故障は 20年前、30年前にすでに始まっているはずです。
マスクをつけて自分の吐く空気を再呼吸することに慣れてきたと思っている間に、酸素不足が続くと脳内の
変性プロセスが増幅されていくのです。

第二の問題は、脳内の神経細胞が正常に分裂できないことです。

ですから、仮に政府がマスクを外して、数ヶ月後に自由に酸素を吸えるようになったとしても、失われた神
経細胞はもう再生されません。
消えたものは消えてしまうのです。
私はマスクはしません、私は考えるために自分の脳を必要としています。患者さんを相手にするときには、
炭酸ガスによる麻酔ではなく、頭をスッキリさせたいのです。
酸素欠乏はすべての脳にとって危険なので、根拠のない医学的適用除外（免除）はありません。
ウイルスから身を守るために絶対的に効果のないマスクをつけたいかどうかは、すべての人間の自由な判断
でなければなりません。

子供や思春期の子供にとって、マスクは絶対に禁物です。

子供や思春期の子供たちは、非常に活発で適応性の高い免疫システムを持っており、地球の微生物との絶え
間ない相互作用を必要としています。
彼らの脳もまた、学ぶべきことがたくさんあるため、信じられないほど活発に活動しています。
子供の脳、つまり若者の脳は酸素を渇望しています。
新陳代謝が活発な器官であればあるほど、より多くの酸素を必要とします。
子供や青年では、すべての臓器が代謝的に活動的です。

https://www.sott.net/article/442455-German-Neurologist-Warns-Against-Wearing-Facemasks-Oxygen-Deprivation-Causes-Permanent-Neurological-Damage

ドイツの神経学者がフェイスマスク着用に警告
「酸素欠乏は永久的な神経障害を引き起こす」



子供や思春期の脳から酸素を奪ったり、何らかの方法で制限したりすることは、健康を害するだけでなく、
絶対に犯罪です。
酸素欠乏は脳の発達を阻害し、その結果として生じたダメージは元に戻すことができません。
子供が学習するためには脳が必要であり、脳が機能するためには酸素が必要です。そのための臨床研究は必
要ありません。
これは単純で議論の余地のない生理学です。
意識的に意図的に酸素欠乏を誘発することは、絶対的に意図的な健康被害であり、絶対的な医学的禁忌です。
医学における絶対的医学的禁忌とは、この薬剤、この治療法、この方法または手段を使用すべきではなく、
使用することが許されていないことを意味します。
全人口に絶対的医学的禁忌の使用を強制するためには、そのための明確で重大な理由がなければならず、そ
の理由は、権限のある学際的で独立した機関に提示され、検証され、認可されなければなりません。

10年後には認知症が指数関数的に増加し、若い世代が神が与えた潜在能力を発揮できなかった時、「マスクは
いらなかった」と言っても仕方がないでしょう。
獣医師、ソフトウェア販売業者、ビジネスマン、電気自動車メーカー、物理学者が、国民全体の健康に関す
ることをどうやって決めることができるのでしょうか？

どうか、親愛なる仲間たちよ、私たちは皆、目を覚まさなければならないのです。

私は酸素欠乏が脳にどれほどのダメージを与えるかを知っていますし、循環器科医は心臓にどれほどのダメー
ジを与えているかを知っていますし、呼吸器科医は肺にどれほどのダメージを与えているかを知っています。

酸素欠乏はあらゆる臓器にダメージを与えます。

私たちの健康省、健康保険、医師会はどこにいるのでしょうか？
ロックダウンに猛烈に反対し、ロックダウンを止め、最初から止めることが彼らの義務だったでしょう。
なぜ医療委員会は人に適用除外を与える医師に罰則を出すのか？
本人や医師は、酸素欠乏が人に害を及ぼすことを真剣に証明しなければならないのでしょうか？
私たち医師や医師会は、どのような医療を代表しているのでしょうか？
この犯罪の責任は誰にあるのか？施行したい人？
それを放置して、それに付き合っている者か、それともそれを防がない者か？
マスクのことでもないし、ウイルスのことでもないし、健康のことでもない。
それ以上のことをしている。私は参加していません。怖れてはいません。
お気づきのように、彼らはすでに私たちの呼吸する空気を奪っている（酸素使用を自粛させている）のです。
この時の緊急事態は、個人の責任です。
私たちは、メディアにではなく、私たちが考えていることに責任があります。私たちは、上司にではなく、
自分の行動に責任があります。
私たちは、世界保健機関にではなく、自分の健康に責任があります。
政府にではなく、国で起きていることに責任があります。」



※英文サイトはグーグルクロームで開くと自動翻訳されます。<以下データを含む内容 >

◎新型コロナウイルスは無症状間での感染はしないと科学的に立証されました。

ロックダウンや自粛の前提として『症状を示していない感染者が無意識のうちに新型コロナウイルスを拡散させて

いる』という概念があります。しかしながら、この概念は未だ科学的に証明されていません。最近、ロックダウン

解除後の武漢で全市民 1000 万人に対して行った新型コロナウイル感染の調査結果が発表されました。

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

そして、新型コロナウイルスに感染していて発症していない人（無症候性感染者）が他者に感染させた事例は皆無であったと結論ず

けています。これは、ロックダウンや自粛の前提となっていた概念が崩壊したことを意味しています。

◎新型コロナウイルスを証明した論文はいまだにありません。

国立感染症研究所は新型コロナウイルスの分離に成功したとしてホームページ上で電顕写真を公開しています。そ

して、その遺伝子の塩基配列が、最初に発表されたNature の論文と 99.9%の相同性があったと報告しています。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/multimedia/9368-2019-ncov.html.

これが厚労省が認めている新型コロナウイルスが存在するというエビデンスです。現在までのところ、国立感染症

研究所のこの記載が新型コロナウイルスを分離したという世界で唯一の報告です。

ところが、国立感染症研究所はGenbank にいったん登録した新型コロナウイルスの遺伝子情報を後に取り下げています。国立感染

症研究所はこの遺伝子情報を取り下げた理由を開示すべきです。そして、分離した新型コロナウイルスの電顕写真の科学的根拠を明

示すべきです。

一方で、CDC（米国疾病予防センター）は新型コロナウイルスは未だ分離されていないとの立場をとっています。

https://www.fda.gov/media/134922/download

分離・同定されていない（これが新型コロナウイルスだと証明できたことがない）のに、何を基準として検査して

いるのでしょうか。

◎政府が各地方自治体に PCR 陽性者が亡くなった場合、厳密な死因を問わず新型コロナ死にするよう通達しているので、新型コロナ

と言われている実際の死亡者数は更に減ります。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf?fbclid=IwAR0Yh7MPTFtt- 

u5ABjpjvVJqzCcPFHvOtiRUzJAEDuAON4dk1BSUfwRhpqc

◎ポルトガルでは昨年 11月、Ct 値が 35以上の PCR検査では検査精度が３％まで下がり、97％は偽陽性であることが高いと結論づ

け、これによって隔離等行うことを「違法」と裁判所が判決を下しています。

https://www.naturalnews.com/2020-11-19-portugal-rules-pcr-tests-unreliable-unlawful-covid19.html

現在の日本はCt 値 40～45。民間検査では不明ですが 50のところもあるようです。

厚生労働省のオープンデータを見てみますと、第二波、第三波というのは民間検査が増加したタイミングと

一致しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html



参考 /国会や市議会などの議論


