
草   針 探         初動社会封鎖    完全根絶策  

   根絶作戦原理 全国民検査政策 終戦完了    

 全国一斉検査可能     回二日勝負完了   陰性者業務復帰   陽性者隔離治療 

     前処理 含 最短   分 検査結果 得    

                            

Biolidics to launch ten-minute rapid test kits for COVID-19
https://www.mobihealthnews.com/news/asia-pacific/biolidics-launch-ten-minute-rapid-test-kits-covid-19

  時間  検査数              人 日 必要台数          万   人    万台

 検査周期日数   日          万       万台 戦時国策   生産命令  

全国市町村 配給設置  台 町民全部 1440 人担当
 終戦完了    戦時中 多国 試験機譲渡 協力   

 陽性者隔離治療 製薬 医学 医療厚生行政問題 最終未解決医学問題   

   生物兵器 対戦戦略 以下 核心部要約版              

http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
日本   統計 世界 類例 見  大詐欺 隠 感染者死者 大隠蔽   現当局 

     多数派健常者向  経済困窮 餌    最悪情報隠蔽  無知地方行政  封鎖

解除 動  世界同調的 加速 致命的誤解 集団免疫獲得 目指  隠 感染拡大策  

新    人造究極生物兵器 強力感染力 治療本質 免疫破壊 性能     

    同居前提 現政府提唱 新生活 常 犠牲者 出 廃人社会    

大投資防具 施設     完備短期集中戦 根絶作戦勝利    廃人社会      

 被害 納税 者不在 結果 自己虫 穴暗安住症候群 俺   悪     言 事    

市中感染者多数 医療        地獄化報告  救急数車異状要請 病院   回   

治療機関指定 保健所電話不通    検査拒否 頻発 市中混迷患者真相報道 無  

行政当局統計詐欺 推移真相 読    真相 知    困 大時事情 当局    

 現当局隠 政策 集団免疫獲得生 残 策 関係者     凶悪      無知自殺策     

感染化政策  多数死者 前提   隠蔽 為 行政 保健所 火葬場   口令     

https://tanakanews.com/200329virus.htm

https://newswitch.jp/p/21661
https://www.mobihealthnews.com/news/asia-pacific/biolidics-launch-ten-minute-rapid-test-kits-covid-19
http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
https://tanakanews.com/200329virus.htm


 COBID19    情報 感染力強力 疾患多様化  急速変異 免疫不全  
http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
感染無症状 軽症回復者 多数事実   指定医療機関失速懸念 現状   上記肯定  

 感染力強力 低濃度 空気感染   人体粘膜付着感染 発症 

COBID19侵略連結器 SBD 人体臓器細胞表面上 酵素分子 ACE2  強力化学結合
ACE2 肺臓         臓器 分布 症状多彩化 治療困難化 

     月 急速変異 観測事実  単発    複製時間 早  理論推定 

https://nextstrain.org/narratives/ncov/sit-rep/ja/2020-03-13?n=4
           結合 細胞膜上  皿 上 食物 見    細胞 毒飲食開始 

 活性細胞体温      分解    露出    複製増殖開始 患者細胞侵食破壊

 破壊細胞低温化      材料再結合 多重倍複製完成 細胞漏洩 外部拡散

 破壊臓器細胞数 臨界 達   発症 患者発熱 防衛体制化 有利  頭寒 

 遺伝子    複製増殖開始 単発複写   発生     集団時間経過    集積

     集積     生 残 戦略 不利   種      時間経過 消滅 

   集積     生 残 戦略 有利   種      時間経過 増大 

 悪性化変異    完成 変異期間短      免疫 不可能    

 新  病状発現

 東京大学医科学研究所感染 免疫部門    感染分野 河岡義裕

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B2%A1%E7%BE%A9%E8%A3%95
 免疫 出来  人工合成       、

 医薬療法 自然免疫力   治     使用 

薬目的 細胞侵入後     増殖阻止 主流  侵入前 付着阻止 例外的  機能      

重大政策問題   

http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
https://nextstrain.org/narratives/ncov/sit-rep/ja/2020-03-13?n=4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B2%A1%E7%BE%A9%E8%A3%95


 戦略的対応 異種日本       種       

現状政策当局     姿勢 多数派健常者向  経済困窮 餌      最悪情報隠蔽 

戦場  戦略戦術選択 真実情報   推計 誤前提  勝戦      

 危機直面  人 実力人格 露見   現代日本人 残念   世界最悪   

台湾 近時米支配脱出 韓国 鎮静化    米支配下日本 真相不明 混迷中  

危機直面硬直化 思考停止 逆      現当局意向通  操縦日本 出現  

 上記 指摘如    最悪 免疫不全可能性濃厚 兵器   最悪 社会封鎖策     

人接触遮断    従来 社会経済活動 不能 新体制 新技術開発 不可避 

 最悪 社会封鎖策 全国民検査政策 採   場合 短期収束可能性 浮上 

 社会封鎖策 原理 実現技術 

草   針 探         初動社会封鎖    完全根絶策  

    経過             怯  社会 想像 

   装身 社会距離 制限下  家族生活 消費行動 公共交通機関  通勤通学 職場

学校 親密 会話 本質生産流通 不可欠 共同業務遂行 真剣勝負 会議 大勢 楽  

飲食宴会      舞台生演奏    大衆観戦 人 集  行楽地                

政府提唱     同居 新生活 慣   行    常 犠牲者 出  社会    

大投資防具 施設     完備短期集中戦 根絶作戦勝利    廃人社会     

 歴史著名     風邪    最終的  自然 集団免疫 終結    不可     

Can we rely on natural herd immunity to end COVID-19 pandemic?         
                                                                       

    年                年                年香港            

年     自然獲得 集団免疫 終結  今回     回復抗体保持者 二次感染  保護   

 証拠 現在存在         回復    人以上 再 陽性反応 韓国  

 社会封鎖策 原理 低濃度  呼気感染 付着物感染阻止 

無意識感染者  接触 二次感染発生 相手感染有無不明 場合 全対人接触遮断     

感染判定機大規模運用 検査隔離治療  命運 決定    

全国民検査政策 完了      措置  

 以下 全国民検査政策 採    現状政策延長  議論

 実現技術 人身接触付随 生活業務上 防護道具 制度技術  

 制度技術 苦境諸氏     次第 何      

   自宅在勤    会議     自宅学習    討論    飲 会    自宅診療 法律業務

    裁判     行政手続    通販

 生産流通本質     人交渉付随 生活業務上 防護道具 

 医療現場防護道具 準  装備 呼気 付着物阻止 

           手袋 防護    

 殺菌蛍光灯 殺菌換気装置 

   他多数 

https://journosdiary.com/2020/04/29/herd-immunity-end-covid19-pandemic/


 凋落 興隆経済 危機直面集客産業経営者 雇用者 本質産業  

 以下 全国民検査政策 採    現状政策延長  議論

報道全般 見  瀕死経営者 運転資金調達 目一杯 今回   最悪真相 知      

最悪事態進行   借金運転資金経営者 最終的 地獄化 

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J96-BASIC-INCOME.pdf
中国 韓国 一時的沈静化楽観報道 大     簡単 完全絶滅  出来       

今年秋季冬季 第二波   凶暴化 変異         言   専門家見解   

   反復    今回    究極兵器 今 事態 非公然戦時    

隔離期間   次期    構想 一大機会   仕事次第 次世代経済 決     

実 今回        桁違  皆様 無視 決 込 大問題 容赦  並行      

究極地上生命絶滅成否 賭  凶暴化気候危機     本質産業出番多数       

手始  日本最弱点 食糧問題 容赦  浮上 社員 農民兵 出兵   覚悟     

海上風力 本命  知     今回   危機 体制変革予備実験       

硬直化文化系支配   創案 技術者支配 切望    

http://777true.net/Rapid-Launching-Climate-Engineering-could-Save-the-World.pdf
http://777true.net/Blocking-Nares-Strait-Gate-to-Intercept-Methane-Catastrophe.pdf

 社会封鎖社会 健康 文化 政治活動等 保障 

 以下 全国民検査政策 採    現状政策延長  議論

物理的隔離制限下  心理的共生的政治的接触機会 創造 

 小地域  計画的時間空間分割  公共健康文化施設 利用 

 価格縮小 電話    通信多用

 今回事態 爆発需要 通信会社 危険   投資中止 値下  願     

 隔離生活苦境諸氏 創案何      

http://777true.net/D:/the-convergence-to-genuine_J96-BASIC-INCOME.pdf
http://777true.net/Rapid-Launching-Climate-Engineering-could-Save-the-World.pdf
http://777true.net/Blocking-Nares-Strait-Gate-to-Intercept-Methane-Catastrophe.pdf


付録     商人秘伝 格言 集団社会 意識       
https://www.aoiro-odawara.com/news-web/rensai/hiden.htm
   貴方 周囲 傑出  人       貴方            
 自分     考    人間 自分   資格     
 民 声 神 声 
 対立 恐    進歩 対立  生    自分 見解 賛成   者 大切  
         

付録  今回真相熟知 米富豪逃亡先            社会封鎖成功第一号 

日本 残   道           理由 神戸大 岩田教授 警鐘,4/28
https://diamond.jp/articles/-/235790
集団免疫獲得      治療薬 開発成功                        希

望    現段階   物語          実現                    

      現場 医師            考       対  準備 進    楽観

的       想定  動        悪      実現    身動  取      

    悲観的      対    準備            

 下線加工 筆者鈴木 

 神戸大 岩田教授

You tube上                COVID-19製造機 感染対策 悲惨 状態  感染対策
    意思決定 全 参与    素人 厚労省官僚 意思決定      船内  感染者 

大量 発生    当然  発言 翌 20日 削除 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E7%94%B0%E5%81%A5%E5%A4%AA%E9%83%8E

付録  草   針一本  探 社会封鎖作戦      町         

 Virus Testing for All People is the Key to its Eradication
Do try this at home(2020/3/28):
how one Italian town fought corona virus,The evidence is clear:
Mass testing for the virus is the key to its eradication – and to saving lives.
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/home-italian-town-fought-coronavirus-20032611
0756424.html?xif=;utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links

Full testing is the only way in which countries will gain a clear picture of the actual numbers
who have the virus and, therefore, how many people risk infecting others without even
knowing they are doing it.............
In the absence of a vaccine, the identification of all carriers (both symptomatic and
asymptomatic) appears to be the most effective way to control the pandemic.

https://www.aoiro-odawara.com/news-web/rensai/hiden.htm
https://diamond.jp/articles/-/235790
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E7%94%B0%E5%81%A5%E5%A4%AA%E9%83%8E
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/home-italian-town-fought-coronavirus-200326110756424.html?xif=;utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/home-italian-town-fought-coronavirus-200326110756424.html?xif=;utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links


 The most drastic confinement in the western world
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zelande-a-quasiment-re
mporte-la-bataille-contre-le-coronavirus_3912391.html
“Detect toward the last patient like as searching needles in a haystack” .
New Zealand has adopted drastic containment since March 26. With one goal: not to stop the
spread of the disease, but to eradicate it completely. the government has decided to stop
everything, Everything was closed: schools, offices, beaches, bars, restaurants, even for takeout.
Visitors arriving from abroad were all placed in quarantine. the government does not intend to
relax its effort. " We will continue to search for the last cases like needles in a haystack,

 豊      人       成長                豪華 
                 避難所 逃  
https://www.prisonplanet.com/rich-americans-flee-to-luxury-doomsday-resort-shelters-in-ne
w-zealand-as-panic-grows.html
今回真相熟知 米富豪逃亡先          

付録  

EJ155(2020/4/14,15,17,18,19,30;5/3):感染者増大中 経路不明 主要化 通勤電
車乗車率     不可逆感染拡大   

 医療崩壊 米    伊    以上        社会崩壊  警察自衛隊治安出動 恐

怖行政国家 

     追加  草   針 探       初動社会封鎖    完全根絶策  

                                                                               

                   

今回           不可 免疫不全    開発 川岡義裕東大研究者 

短時間 凶悪化変異 今回        

法律 国民殺   本末転倒 戦時体制化     被害納税者主体  国策指導

    助     

     追加  究極    兵器 最悪事態長期化    非本質産業淘汰

 戦時体制下本質産業興隆 
 免疫不全性     不可能    社会的封 込 策 技術高度化 最終根絶作戦  

            瀕死生活特効薬 基礎給金 整合性簡易証明 

                                                               

     追加  付録  放置患者爆発  社会崩壊回避   国策最優先     

     追加  付録      壊滅作戦期間 集客産業 大中小企業崩壊問題 

     追加  付録  小池都政 露骨 検査数 抑  感染者数 減       

     追加  医療現場窮状 医療崩壊 救済        医師看護士    

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zelande-a-quasiment-remporte-la-bataille-contre-le-coronavirus_3912391.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zelande-a-quasiment-remporte-la-bataille-contre-le-coronavirus_3912391.html
https://www.prisonplanet.com/rich-americans-flee-to-luxury-doomsday-resort-shelters-in-new-zealand-as-panic-grows.html
https://www.prisonplanet.com/rich-americans-flee-to-luxury-doomsday-resort-shelters-in-new-zealand-as-panic-grows.html
https://www.prisonplanet.com/rich-americans-flee-to-luxury-doomsday-resort-shelters-in-new-zealand-as-panic-grows.html
https://www.prisonplanet.com/rich-americans-flee-to-luxury-doomsday-resort-shelters-in-new-zealand-as-panic-grows.html
http://777true.net/Search-toward-the-last-patient-case-like-as-searching-needles-in-a-haystack.pdf
http://777true.net/Search-toward-the-last-patient-case-like-as-searching-needles-in-a-haystack.pdf
http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf


付録  世界中 日本      感染             不気味    

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200507-00035219-president-soci
新型          日本 死者数 欧米 比  少     感染者数 死亡者数 

 対数     分析    日本   異常 推移        統計   分析家 本川裕

氏   他国    収束 向  横  化  転換 認     増加    落      

明 白  統計詐欺         新       免疫不全性 無視  大規模犠牲者

 伴 集団免疫政策真相 国民 隠          米軍 安部政府当局作為 

沈黙 大虐殺政策 operation Silent Massacre.

問題 検査数 東京都 感染者  日連続    人割               
                                                       

   細胞 中山伸弥先生 愕然 

https://www.covid19-yamanaka.com/cont6/main.html

日本企業 全自動    検査          感謝状 
大使  異例 礼状 日本    使     情報速報              

                                         

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200507-00035219-president-soci
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/272818
https://www.covid19-yamanaka.com/cont6/main.html
https://johosokuhou.com/2020/05/06/30616/

