
エネルギーの概念を導入した「顔と口腔の医学」の創始

日本免疫病治療研究会会長 西原克成

、現代生命科学とエネルギーと量子力学の落とし穴について

(一)はじめに

今日の生命科学と医学では、生命活動の本質として最も重要なミトコンドリアのエ

ネルギー代謝も環境エネルギーの事も、はたまた動物の動きのエネルギーの事も完壁

に失念されている。著者は生体親和性セラミックスを用いて人工骨髄と人工歯根を開

発したが、これは生体力学エネルギーの流動電位への変換による未分化間葉幹細胞の

遺伝子発現でおこる造血細胞と共役した造骨細胞の分化誘導現象を応用したもので、

従来には全く存在しない画期的な手法を開発したものである。従来型の進歩的な生命

科学に分子生物学がある。ことの発端は量子力学の波動方程式をあみ出したシュレー

デインガーが「生命とは何か」を著した時に、微小世界を扱う物理学の手法を応用し

て生命科学に導入する事を提唱し、これに則って多くの理論物理学者が遺伝現象の研

究を微小の分子レベルで取り組み始め、これを分子生物学と呼んだのである。量子の

絡み合い entanglement現象を発見したのもシュレーデインガーであるが、おしむら

くは彼は「生命とは何か?Jで「生命」を定義することを怠ったのである。そのため

に生命現象なかんずく多細胞生命体の晴乳動物においては、細胞レベルの生命現象に

は、ミトコンドリアのエネルギー代謝が必須なのであるがミトコンドリアの存在すら

も彼は考慮することなく生命の遺伝現象とは何かを考え、量子物理学の摂理と動物の

システムの仕組みとを大雑把に対比した。エネルギーの渦が巡るとともにリモデリン

グすることにより、エイジングを克服するのが生命体で、これによりエントロビーを

減少することが出来るのが生命体である。生命体にエネルギーの産生がなければ、ど

んな立派な遺伝子が存在しでも、遺伝子の発現は起こらないから、生命活動は起こら

ずに休眠状態を保つ。量子力学が現代物理学の基幹をなしていることは疑う余地がな

いが、微小の世界の量子の振る舞いは、現実のマクロの世界とは著しく異なるもので

ある。 18世紀の科学のスタンダードは、質量保存の法則であったが、 19世紀に内科

医のロベルト・マイヤーがエネルギ一保存の法則を発見し、プランク、 ド・ブロイと

ボルツマン以後に熱力学から量子物理学の概念が生まれると質量のある物質とないエ

ネルギーが極限状態で等価で、あることが明らかとなり、アインシュタインにより「質

量とエネルギー保存の法則」が特殊相対性理論として生まれて今日に至る。しかし今

日においても、質量のある物質と質量を持たないエネルギーとが、等価であるとは言

うものの、互にどのような関係にあるかは誰一人として提示していないのが誠に不思

議と言わざるを得ない。
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(二)分子生物学とシュレーデインガー

シュレーデインガーの扱う生命体には、完壁にエネルギーの概念が欠落していて、

そこに存在するのはただただ質量のある物質のみである。量子力学自体も扱っている

のは、原子、分子、電子、素粒子といった殆ど質量のある物質が中心で、エネルギー

は重力と光と熱力学だけである。ただし重力と光は、質量のある物質にそなわった本

性で、互に両立しない。従って純然たるエネルギーは熱力学のみということになる。

元来絶対零度の生みの親の気体のボイル・シヤールの法則もプランクも、 ド・ブロイ

もボルツマンもすべては熱力学から出発してやがて量子物理学が誕生するのである。

しかし、シュレーデインガーの波動力学もアインシュタインやシュヴァルツヴルト(光

を吸い込む重力)のエネルギー(光)に対する考え方と数式も、すべてニュートン力

学のアナロジーとして把握されており、これが、重大な誤りとなっているのである。

力学は質量のある物質にそなわった本性の引力を基本としており、加速することが出

来るが、質量のないエネルギーは加速することが一切出来ない。さらに、アインシュ

タインは「光の放射Jを「量子化された気体」と見なし、ボルツマン統計と異なった

新たなボース・アインシュタイン統計を用いて熱力学の摂理から逃避した。シュレン

デンガーは「光の放射」が「量子化された気体」とするこの誤った考えを採用した。

気体は分子(元素)で出来ていて熱を加えれば光を発するが、真空にどんなに熱を加

えても光は出ないから、光が量子化された気体では有り得ないのである。熱力学とは、

質量のある物質と空間と時間に関連する宇宙の基本であり、光と重力は質量のある物

質にそなわった本性のそれぞれ一部なのである。かくして量子物理学にある時期から

完壁に熱力学が抜けてしまったのである。熱力学が抜けると、光と重力は全く解から

なくなる。この両者は、質量のある物質にそなわった二面性の本性の相互補完する両

面のそれぞれの一部である。気体の分子に熱エネルギーを加えると、あるレベルで光

を発するが、光を発した物質は、クオークレベルで重力・引力作用を失う。従って引

力は光には作用しないで、質量のある物質のみに作用する。質量のある物質も超高温

になれば多くの質量を失って気体や光やプラズマに蒸散する。シュレーデインガーの

拓いた分子生物学の生命の世界は、 1万 gでも 10万gでも生きている微小な世界で

ある。 1gが地球の重力作用である。水中では浮力に相殺されて 6/1gであるから、

陸上への進出は 6倍化した重力との戦いということになる。重力と原子間力はあまり

にも微弱であり、この両者は電磁波動力学では一切説明することが出来ないとされて

いる (Feynman)。原生動物のー粒の真核生物の細胞の世界では 10万 gでも生きてい

るほど重力は微弱である。月ほどの重力のある物の持つ引力で地球上の潮流が動くほ

どに微弱である。高等生命体は、重力の摂理のもとに生命活動を営んでいるから、 3g

では著明に寿命が縮み 7gでは 1日生きていられない。
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「
日量子力学の本質 1 

量子力学の波動方程式(力学)をあみ出したシュレーデインガーが何故、こんな重

大なことを理解しないで、生命科学に大々的に物理学手法の導入を唱えたのであろう

か?それは、一つには彼が生命の本質を全く知らなかったことであり、もう一つは量

子力学の本質が解らずに、ただ単に熱力学思想の本質的理解を欠落したまま統計的振

る舞いを記述する微分方程式を考案したためである。量子力学の世界は、 ド・ブロイ

のパイロット波で象徴されるように質量のある素粒子も原子も電子も、質量のないエ

ネルギーの光も熱エネルギーも皆等しく一束の波動すなわち量子単位の波動(粒子と

もいう=パイロット波)として、現世の質量のある物質世界と質量の無いエネルギー

のつまり幽明堺を異にする世界の中を取り持つものであり、概念である。従って、こ

の考えなくして極微小の素粒子やエネルギーの世界と現実の物質世界の現象とを繋ぐ

ことが出来ないのである。これこそがまさに「質量とエネルギー保存の法則Jの

intermediary conceptである。現実に電子スピン共鳴現象や核磁気共鳴現象を応用し

て CTスキャンや MMRが完成しているが、これらの画像にはまさに量子の絡み合う

エンタングルメントとして細菌やウイルス情報の全てが画像に保持されているのであ

る。細胞一粒の微小な世界は水のブラウン運動でも動くほど微弱な力で動くために重

力作用が及ばない。これは地球 19の重力作用が水の粘桐系数よりもはるかに小さい

ためである。

(四)重力作用

Fainmanも言っているように、「日常経験される全ての現象は生物学や科学全般を

含めて全て光と原子の相対作用(量子電磁力学)が関与するが、この理論で扱えない

のが重力と原子核関連だけ存在する。」生命体は空間と時間と質量のある物質と、な

いエネルギーの光や重力と、熱力学の五種類すなわちクインデツセンスの複雑にエン

タングルする、宇宙における最も高度に宇宙のクインテッセンスを体現している存在

であるから、当然高等生命体は、重力作用の摂理のもとにある。生命体は、宇宙のエ

ネルギーのすべてと質量のある物質のすべてを等しく使って生きているのである。仏

教の空がエネルギーのことで、色が物質や肉体のことである。生命体にとってある種

のエネルギーと、ある種の物体がともに触媒作用として細胞内の遺伝子の引き金を引

くのである。

生命体が使えないエネルギーは、太古から営々と存在しつづけないもの以外には存

在しないが、地球の重力作用や、動物の動きの重力作用(加速効果と重力効果は区別

出来ない=アインシュタイン)は動物では、血圧にともなう血流を中心とした体液の

流動に変換され、この hydrodynamicsは必然的に流動電位をともなうものである。つ

まり重力エネルギーは余りにも微弱で個体には作用しないが月の引力による潮の満ち

引きのごとくにヒトの個体の血液に作用して、血液を地球側へ引き寄せるのであるこ
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自ら悟りをひらいたとして、「生を明らめ死を明らめるは、仏家の一大事の因縁なりJ
と唱えて横臥しないで、只管打座して膜想につぐ膜想を重ねて道元禅士も 51才で死

んでしまうのが重力作用のこわさである。悟ったと自覚した高僧にも、宇宙の脈絡と

しての重力作用は不覚であった。重力作用は、血圧とともに強まる流動電位すなわち

エレクトロンの流れに翻訳されて、はじめて細胞遺伝子の引き金がこの電位によって

引かれて、間葉系未分化幹細胞から造血細胞誘導を伴った造骨細胞の発生が起こるの

である。著者はバイオセラミクスを用いてハイブリッド型に人工骨髄と人工歯根を開

発し、これらに生体力学エネルギーを負荷することにより造血細胞と造骨細胞を誘導

することに成功した。バイオセラミクスによっていかにして造血細胞と造骨細胞の誘

導が起こるかを究明する目的で総合研究を行った。その結果流動電位による未分化間

葉細胞の遺伝子開発による造血・造骨の分化誘導現象であることを明らかにした。こ

れにより、生体力学作用と重力作用の生体内における実相を世界にさきがけて検証し

た。これに基づいて実験進化学の研究手法を開発し脊椎動物の上陸劇を原始脊椎動物

のドチザメ・ネコザメ・アホロートル(メキシコサンショーウヲ)の三種を用いて実

験し、重力進化学手法を樹立した。エネルギーと質量のある物質(分子のイオン)の

両者が遺伝子の引き金をヲlいて、「ウオルフの法則」と「化生Jの二種類の形態変容

の法則に従って進化が起こっていたことも検証した。この両者を合わせて真正用不用

の法則(西原・ラマルク学説)を提唱した。エネルギーが遺伝子の引き金をヲ|く事が

分かれば、エネルギーの不適によって病気が起こることも納得される。

(五) Bi-Digital O-Ring Test 

電子スピン共鳴やエネルギー、光のことがわからなければ、オーリングテストのこ

とも皆目わからないことになる。これを理解するには、まず細胞と細胞内小器官のミ

トコンドリアと細胞の中に入り込んで不顕性(はっきりしない)感染をおこす細胞内

感染症を理解しなければならない。ヒトの口腔、咽頭、腸管内に存在する殆ど病原性

のないウイルスと細菌が、ある条件下で容易に大量に白血球内に取り込まれて、これ

が頼粒球となり、全身を巡る時にこれらのバイ菌をいたる所の器官や組織に播種(ば

らまく)すると、病原性のない微生物は細胞内にまで入り込み細胞内感染症を発症す

る。今日このことを重大な事実として認識している免疫学者、細菌学者、臨床医家は

殆ど皆無である。ミトコンドリアが太古に寄生したバクテリアであり、ウイルスは細

胞内にしか感染することが出来ないことすら殆ど知らないで世界中の臨床医家が空回

りしているのである。 4、50年前には大人で日和見感染症、子供で自家中毒と呼ばれ

た多くの日常的病気があったがこれらは過労と冷えで発症する。カゼがこじれた「家

庭の医学Jの対象となる病気であった。また、悪いものを食べて 5分か 10分してで

きる事麻疹も、弱毒菌が腸から頼粒球に取り込まれて皮下組織の細胞群に播種されて

発症する。腸で取り込んだ微生物の消化が完了すると 30分から 5時間の聞に享麻疹
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は消失して治癒する。腸や喉が体温より著しく下がると、冷血動物のシステムが作動

して、バイエル板のM細胞のステムセル内に大量に腸内常在菌やウイルスが取り込ま

れて頼粒球症を発し、これが大量に皮下組織に播種されると事麻疹症状を発症する。

氷水やアイスクリームを常用するヒトにアトピー皮炎が多いのはこのためである。ま

た、口呼吸でも頼粒球症となるから同様である。脳の神経細胞と皮膚の上皮細胞はと

もに外匪葉から生ずるからアトピ一皮炎がこじれると脳の細胞内にアトピー性の炎症

が起きることがしばしば臨床で経験される。口呼吸と氷水が重なると症状は当然ひど

くなる。脳は筋肉と共役として発生する。脳は筋肉のシステムである。脊椎動物の源

のホヤが筋肉を失うと植物になるが、この時同時に脳と神経も無くなる。これさえ知っ

ていれば、熱性ケイレンは脳症、つまり脳に病原性のない細菌かウイルスが細胞内感

染しているということである。すべての細胞(成熟した赤血球以外の)内にミトコン

ドリアが 800~ 3000粒存在する。ミトコンドリアの本務は、電子伝達系による酸化

的リン酸化でエネルギー物質を産生することである。

すべての物質は、電子スピンしており、この物質(細胞を含む)と脳の筋肉を支配

するニューロンのミトコンドリアの電子伝達系とは互いに電子スピン共鳴する。共鳴

は筋力に反映される。指の筋肉がヒトでは最も疲労しにくいので指を Oリングにして

使うと長期間反復可能である。細胞内感染すると、細胞機能は感染した微生物によっ

てミトコンドリアが障害されるために荒廃する。微生物の有効が最適量の抗生剤や抗

ウイルス剤、ビタミン、ミネラル、補酵素がオーリングの共鳴で容易に判定される。

細胞内感染の程度によりも癌種か潰蕩か肉芽腫かが判定される。

二、治療的診断法を応用した精神神経疾患を含む難治性免疫疾患の主要原因の究明

について

(一)ミトコンドリアエネルギーに立脚した「顔と口腔の医学」の創始

著者は Bi-DigitalO-Ring Testを応用して「わけのわからない免疫病」の革命的な治

療法につきすでに論文で発表した。これにもとづいて精神疾患や癌を含む免疫病の有

効な治療方法を開発するために、著者は以下の如き脊椎動物としてのヒトの特徴に着

目して「顔と口腔の医学」を創始した。ヒトは 60兆個の細胞から成る多臓器と内臓筋・

体壁筋とともに存在する多種の感覚器官から成り、これらが統合されて統一個体とし

て制御されている。各細胞には数千のミトコンドリアが存在するがこれは古細菌の好

気性菌に由来し、 20億年前に真核生物に寄生したものである。多細胞の晴乳動物の生

命システムは 1)細胞レベルでは、エネルギーの渦がめぐるとともに細胞の一部又は

全体がリモデリングする。 2)動物個体レベルでは心臓脈管系と神経筋肉システムの

他に以下の 5種類のエネルギー系により、統一個体として制御されている。 (a)地球の

引力、気温・気圧等環境エネルギー系 (b) ミトコンドリアのエネルギーで動く腸管内

15 

了



臓系・体壁筋肉系は心臓脈管メデユウム系の栄養に支えられ、これらの動きが神経系

に制御されている。 (c)各細胞は核とミトコンドリアを持ち、この両者はともに遺伝子

を持つ。後者のエネルギー代謝は生命活動には必須である。ミトコンドリアの活動が

無ければ生命活動の渦は巡らない。ミトコンドリアがサイトカインを産生し、これに

よりすべての細胞聞の連繋が行われる。 (d)生体力学エネルギーは生命体内ではすべて

流動電位をともなった hydrodynamicsに変換される。この電位がステムセルの遺伝子

の引き金を引き、造血・造骨細胞を誘導する。これにより個体発生と系統発生つまり

進化における形態の変容が起こる。 (e)動物の免疫システムは細胞レベルの消化システ

ムのことで、細胞レベルの免疫力とは細胞の生命力のことであり、これはミトコンド

リアの活動にすべて依存している。脳と顔・口腔のシステムはヒトの個体そのものを

代表する。顔・内臓頭蓋には五感がある。これは偲腸の主要部であり腸管内臓系を代

表する器官である。顔には 12対の脳神経のうち 10対が分布する。腸管と脳神経系は、

脳下垂体で統合されている。すなわち前葉が発生初期の口腔粘膜に由来し、後葉が内

臓脳底に由来する。下垂体と松下体・脈絡叢には脳血液関門が無いから、おびただし

い数の常在性の腸内ウイルスや腸内細菌をかかえた頼粒球(芽球細胞)が容易に脳脊

髄液内に入り込むと、これらがニューロンやグリア細胞内に腸内微生物を播種し細胞

内感染症を発症する。

(二)治療的診断による病因の検証

著者はわけのわからない免疫病が「自己免疫疾患」ではなくて、自分自身の持って

いる非病原性の常在性の腸内細菌によって起こる日和見感染症や自家中毒症であるこ

とを明らかにした。「自己免疫」と「免疫の叛乱」と「自己・非自己の免疫学」の概

念は科学的に誤っている。白血球は叛乱したりはしない、ただ腸内常在性微生物に汚

染されているだけである。「わけの解からない免疫病」は口腔内・鼻腔内・咽喉内・胃、

腸管内の非病原性の腸内常在微生物によって発症する。人類のみに特有の口呼吸、冷

中毒、手足の冷却および働き中毒の骨休め不足により腸扇桃の M細胞内のステムセル

に腸内常在微生物が取り込まれ、頼粒球症が発症する。これが血中を巡り、いたると

ころに腸内微生物を播種し、諸器官の細胞群に細胞内感染症を発症する。細胞汚染さ

れたミトコンドリアは荒廃すると細胞の特殊機能が衰えるのであるが、これが細胞レ

ベルの免疫病の実体である。著者は「精神疾患も癌も含むわけの解からない免疫病」

が 50年前に頻発していた日和見感染症、自家中毒、組織肉芽腫症、サルコイドーシ

ス-これらは非病原性の腸内常在菌の感染症によって起こるものであるが、これらの

疾患が口呼吸・冷中毒・働き中毒の骨休め不足(重力作用の過重)によって劇症化し

た疾病であることを明らかにした。これらの疾患は、口呼吸によるワルダイエル扇桃

輪や腸の冷えによる GALTからの頼粒球症の腸内微生物の播種によって起こる種々

様々な組織・器官の細胞群の細胞内感染症で発症する。細胞内感染症によるミトコン
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ドリアの荒廃で細胞機能が弱まったのが免疫病である。従って免疫病は細胞レベルで

は様々な原因でミトコンドリアが荒廃した時に起こる。 BDORTで患者を直接調べて

も、 CT写真でも、ともに細胞内感染症が明らかとなり、有効な抗生剤、抗ウイルス剤、

ビヒズス因子、ビタミン剤等も判断される。免疫病はすべて器官や臓器を構成する細

胞群が血行性に腸内常在微生物によって重度の細胞内感染して発症するもので、感染

した細胞群の器官名によって症状が異なり病名も決まるが、発症の機序も原因も、治

療法もすべて同じである。従って、これらをよく理解し治療を効果的に行う為に、こ

の度著者は「顔と口腔の医学」を創始した。摂取するエネルギーを制御し生活習慣に

よる生体力学エネルギーの制御によって身体の各器官の細胞内感染症を防止するとと

もに 60兆個の細胞内のミトコンドリアのすべてを活性化するミトコンドリア免疫治

療法を行うとともに感染症に対しては有効な抗生物質、抗ウイルス剤、ビヒズス因子、

ビタミン剤を投与し、治療をはかるものである。治療的診断 (diagnosisex juvantivus) 

により完治した症例をもってこれらの免疫病が病原性のない腸内細菌・細胞内感染症

によることを明示した。すべての免疫病は患者のエネルギー摂取の不適と生活習慣の

生体力学エネルギーの不適によって起こる細胞内感染症により腸扇桃から腸内細菌を

かかえた頼粒球によって同じメカニズムで発症する。従って精神疾患から癌を含むあ

らゆる免疫病は近い将来において、「顔と口腔の医学」を実践する一人の熟達した医

師により、手遅れにならないかぎり、すべて有効に予防され治療され治癒せしめるこ

とが可能な時代が来ることが予想される。

三、 脊椎動物の進化学を応用した真正免疫学一 白血球の進化について

(一)脊椎動物の特徴

脊椎動物を定義すれば「骨化の程度は異なるものの、骨性の楯鱗と脊柱を持つ脊索

動物のことである。その特徴的器官として外呼吸器として偲腸および肺のオリジンの

腸管による呼吸を行う。」生命体には大略二系統がある。原核生物の細菌類と真核生

物の原生動物および多細胞生命体である。前者は遺伝子が二重螺旋一対のハプロイド

で、細菌自体でエネルギー代謝をもっぱらとするが、後者は原核生物由来のミトコン

ドリアを持ち、エネルギー代謝を主にこれが担い、遺伝子は二重螺旋二対のデイプロ

イドで細胞の体積も前者の 1 万~ 10万倍程大きい。後者の多細胞体には動物と植物

があり、脊椎動物と高等植物はホヤ (Ascidia)を共通の祖としている。単細胞と多細胞

生命体とは、細胞外 mediumの循環系の有無が根本的な違いで、動物には心臓腸管系

があり植物には維管束がある。数兆個の全細胞内の呼吸はミトコンドリアで大半がま

かなわれるが、外呼吸と内呼吸の仲を取り持つのが血液細胞である。ホヤには軟骨性

の楯鱗があるから、脊椎動物のオリジンはホヤであるが、ホヤは単体節動物であるた

め脊椎動物に進化するためには多体節化として遺伝子重複の過程が必須である c 細胞
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内で行われる内呼吸とは、酸素だけでは回転しない。内呼吸に必要な栄養は腸管で消

化されてから吸収され、血液により酸素とともに全細胞に運ばれる。従って血液細胞

が消化管と細胞内呼吸とを結ぶ粋である。脊椎動物の系統発生を見ると、腸管が主体

で発生し、多細胞体が整った段階で造血と同時に心臓脈管系が腸管に接して発生する。

当然腸管で栄養や酸素に接して造血細胞が遺伝子発現により分化誘導されるのである

が、系統発生が進むとともに造血の場が少しずつ移動するのが脊椎動物の特徴である。

無顎網の甲皮類では、頭部を覆う皮甲のアパタイトからなるアスピデインは表層直下

に造血層がある。この皮甲が後に皮骨の頭蓋骨になるのである。次のステージの赫魚

類に進化すると、皮歯楯鱗の根部で造血が行われる。この段階では、造血の大半は腸

管の附属する偲腸・心臓・肝臓・腸管で行われる。進化が進むと造血系の主体は牌臓

にうつるが、赤血球造血が移動の主体であり、白血球造血は腸管内に晴乳類に至るま

でとどまる。内骨格の軟骨が硬骨化する段階で外呼吸器が偲から肺に変容すると共に

造血の一部も骨髄に移動するのである。 個体発生でこれを観察すると、発生の初期

には、腸管原器周辺で血島が発生し、順次、心-腎・肝の原器へと移行し牌臓を経て

生後重力作用にさらされて血圧が急上昇すると共に骨髄へと造血系も移動する。造血

器官では、栄養と酸素を運搬する赤血球のほか、血中に侵入してくる細菌・異物・毒物・

寄生体・移植動物細胞等を細胞レベルで消化、分解する白血球の一群がある。これが

消化管外の細胞による侵入物の消化吸収システムであり、エネルギーへの対応まで考

慮すれば動物の生命維持を含むリモデリング系すなわち免疫システムと言われる仕組

である。進化にともなって起こる造血器官の移動の謎の究明とは、とりもなおさず免

疫システムの進化がいかなる要因によって引き起こされるかという事の究明というこ

とである。

(二)生命とは何か

従来の医学と生命科学には、「生命とは何か?Jの定義が欠落していたから、基本的

事項を知らぬまま、世界中で免疫学や治療医学の究明が行われていた。つまり高等動

物の晴乳類のヒトの 60兆個からの細胞一粒の中に数千個存在するミトコンドリアの

働きで支えられている複雑な器官の集合体の身体が、丸ごとブラックボックスとなっ

ていて、このボックス全体にやみくもに臓器別医学があてはめられていたのである。

「高分子の蛋白質・核酸等から成るリン脂質の膜で境された生命体は、エネルギーの

渦が巡ると共に遺伝子の機能を発現させ個体のパーツ又は全体をリモデリングする。

これによりエイジングを克服するシステムが生命体である」と定義すれば、 60兆個か

ら成る晴乳動物の細胞内でエネルギーの渦を巡らせるミトコンドリアが、最重要細胞

小器官であることがわかる。次いで重要なのが外呼吸の腸管による栄養・酸素の取り

込みと 60兆個の細胞呼吸のミトコンドリアとの仲を取り持つ血液の循環である。そ

の源が造血器官である。脊椎動物を決める物質が軟骨と骨であり、特徴器官が腸管呼
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吸器の偲と肺である。偲も肺も心・腎・肝も腸管も発生過程ではすべて造血器官であり、

更に体壁系筋肉内にも造血巣が原始系では観察される。従って骨と腸管外呼吸器と造

血系の進化を研究し、進化の起こる原因子を明らかにすれば脊椎動物の謎はすべて解

明されるはずである。偲と肺では、酸素に接触した未分化問葉細胞が遺伝子発現して

赤血球が分化誘導される。腸管のリンフォイド組織系GALTでは、細胞やウイルス

が未分化問葉細胞に取り込まれると、遺伝子発現して頼粒球が発生する。動物の細胞

は、ある種のエネルギーによっても、ある種の物質によっても未分化問葉細胞の遺伝

子の引き金がヲ|かれて別の細胞に変化する。これを化生 (Metaplasia)という。進化

が恒常的な環境の変化や行動様式の変化によって起こるのは、この化生現象と骨格系

の適応現象というエネルギーによる遺伝子発現で起こる変化の二つによる。

(三)大進化

脊椎動物の進化の第二革命の上陸劇に際しては、外呼吸器と造血器官と血液細胞の

進化による変容は誠に劇的である。原始脊椎動物の生きた化石と言われるサメの上陸

劇を考えて見ょう。水中では、浮力に相殺されるため重力作用は、見かけ上1/6gとなる。

上陸に際しては、水中の 6倍の重力作用として 19が働くと同時に、生活環境は水か

ら重量にして 1/800の重さの空気に変わる。空気と水を比較すると、空気の粘性率は

水の 1/60、熱容量は 1/3400、酸素容量は 30倍、酸素拡散係数は 8000倍と著しく物

性が異なる。サメの水中の血圧は 15mmHg(水銀柱)であるが、陸に上がって水を求

めてのたうち廻って 30mmHgに上昇すれば、全身をめぐる血流が確保されて生きの

びる事が出来る。皮膚が乾燥すれば、上皮細胞が化生して皮殻に変化する。水中の酸

素を捕えていた偲上皮粘膜は、偲孔が閉鎖して袋状となり、化生して肺胞を形成する。

こうしてできた肺臓は水から空気への変化で 30倍に増加した酸素を偲よりも効率よ

く捕捉すべく肺胞をつくり、酸素の拡散係数の 8000倍化によりこの肺胞を介して血

液と酸素交換を容易に行うのである。肺は心臓の背側から胸郭を占め、その尾側底は

横隔膜に境される。通常の化生は、質量のある物質すなわち酸素や水、空気が引き金

となって遺伝子発現が起こり、細胞の形が変わり、結果として組織や器官の構造や形

や機能が変わる事であるが、水から陸への変化が起るとともに重力作用の 6倍化によ

る動物個体体制の変化は、単純な化生というには余りにも目覚しいものがある。従来

この変化については、誰一人として深く研究した者がない。重力作用が、動物にどの

ように作用するかについては、全く考えられなかったのである。重力は固体にも作用

するが、殆どその作用は感知されない。月の引力による潮の満ち引きで判るように液

体に働けば、液体は引力作用に従って動くのでその働きが判るのである。動物では血

液に作用して脳に虚血が起こるため、重力作用の過重で容易に動物は死に到る。サメ

の上陸劇では血圧を 6倍化したものだけが生きのびることが出来る。ヒトの胎児も血

圧は 15mmHgである。出生後 30mmHgとなり、ハイハイで頚洞が刺激されて
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60mmHgとなると立ち上がることが出来る。ヒトの胎児の臓器はすべてヒトの成体に

移植が可能である。これを胎児の免疫寛容という。胎児の細胞には、当然 MHCの遺

伝子があるが、生体に移植が可能なのは、 MHCの遺伝子が存在していても眠ってい

る (dormant)ためである。著者はネコザメの成体の外鼻形と口腔の外形とヒト胎児

35日目のそれらが、パーツごとに対応することを発見したが、形のみならず血液細胞

の機能もヘッケルの生命発生原則に従うとすれば、ヒトの胎児と同様に成体であって

もサメは免疫寛容のはずである。サメにはすでに MHCの遺伝子は検証されているか

ら、仮にサメの皮膚移植が出来ればサメの MHCは、晴乳動物の胎児と同様に遺伝子

カ叩民っているということになるのでる。

(四)移植の拒絶反応の本体と白血球の進化

著者は、サメとサメ(異種・同種)、サメとゼノプス(アフリカツメガエル)、サメとラッ

トの変換皮膚移植を行って成功し、次いでサメの脳・角膜・筋肉・神経・腸管(一部)

を成犬やラットに移植してことごとく成功した。晴乳動物の胎児がサメと同様の顔面

外鼻形態で発生するとともに、形のみならず MHCという白血球の機能に至るまで胎

児もサメもともに遺伝子が眠っている (dormant) ことを世界にさきがけて検証した。

これは自己非自己の免疫学理論の最も重要な拠り処、すなわち偲腺(胸腺)を有する

脊椎動物は、すべて自己非自己をきめる MHCの働きを持つとする根拠を完全に否定

するものである。同時に晴乳動物の胎児の免疫寛容の謎も遺伝子がドーマントつまり

休眠しているという考えにより解決したのである。系統発生と個体発生はすべての重

要エポックに於いて形のみならず機能も再現されるのであるが、これはとりもなおさ

ず、発生の早い段階から遺伝子は存在していても、進化とともに変化する血圧の上昇

等に対応して遺伝子発現が変わるということに他ならない。個体発生のはじまりは一

個の受精卵であるから、原生動物タイプの細胞遺伝子を持つが、これは分裂が進み卵

割から桑実症を経て原腸匪後期までつづく。原腸目玉は、系統発生の被嚢類

(Tunicata) Ascidiaホヤに代表されるステージで、遺伝子の構成は単体節型である。

これは原生動物が多細胞化に進化した究極の変容形態である。原腸脹後期は、系統発

生における脊椎動物進化の原初の革命に相当する。この段階で神経匹のステージに移

行すると、遺伝子の構成に革命的変革として遺伝子重複が起こり、単体節のホヤ型か

ら多体節動物の脊椎動物型に変容する。個体発生においても系統発生と同様に遺伝子

の重複が象徴的に再現され、その結果形態が Tunicata(被嚢)形から Chordata(背

索動物)の脊椎動物門 (Vertebrata)形に変容する。これが Alberch(スペイン)の

言う個体発生における遺伝子のヘテロクロニーである。もとより個体発生は系統発生

の象徴的再現であるから、神経症のはじめには二つの体節からはじまり時間とともに

増える。この変容は当然遺伝子重複現象の進行をなぞ、っているヘテロクロニーの表れ

である。異種動物聞の移植の成否を決める MHCの働きとは何かと言えば、血液細胞
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のうち白血球の細胞・組織に対する消化(破壊)反応システムのことであるから、組

織免疫系ないし先天免疫系ということである。これは、真核生物の細胞に対する細胞

膜破壊による移植免疫系のことで、病気の対象となる原核生物の細菌の貧食・消化と

は全く異質のものである。真核の晴乳動物細胞は大きさが細菌の 1万倍から 10万倍

と異なる。細菌と比べて比較にならないくらい巨大な真核細胞 の膜に破壊的に働く

のが MHCである。 MHCの働きを主とする組織免疫系と、細菌やウイルスによる疫

病に対する免疫現象を完壁に混同したのが、白己・非自己の免疫学である。それで、

この免疫学で「わけの解らない免疫病Jを全く治すことが出来ないで大混乱している

のが現状である。エンブリオ(胎児)は MHCでは原始脊椎動物と同等に遺伝子がドー

マント(休暇)であり、ともに上陸の重力作用の 6倍化で遺伝子発現が起こるのであ

るが、これはとりもなおさず造血細胞の重力エネルギーへの対応による進化の推進現

象である。ここで胎児の体の仕組みと成体の晴乳動物のそれは、どう異なるかを考え

てみよう。これは系統発生のはじめと晴乳動物の進化の過程で、体の仕組みがどう変化

するかということである。脊椎動物は、定義にあるように、骨性の楯鱗・脊柱と腸管

呼吸器が基本である。進化で

まなく変化するのは、骨化の程度にともなって造血の場が一環して変化するほかは、

第二革命の上陸劇を境として胎児蛋白質から成体蛋白質へ変化するだけである。個体

発生は系統発生を繰り返す故に、当然サメは筋肉も軟骨もすべての臓器・器官は胎児

蛋白質で出来ているから、すべての臓器を晴乳動物に移植することが出来るのである。

ただし、 H甫乳動物一個体に対して、サメは一回限り移植可能である。著者は世界で初

めてこれらの移植実験に成功した。

(五)造血細胞への化生

ここで、骨化の程度に従って造血の場が変化する造血器官の進化について、先に述べ

た事に補足する。最初に発生する赤血球造血は、腸管原器周辺の血島に始まり、やが

て甲皮・楯鱗と偲と腸の完成に伴って外骨格の甲皮、楯鱗・偲・肝・心・腎・腸管内肩桃(腸

肩桃)・筋肉等にうつり、血圧の上昇とともに内骨格の軟骨が硬骨化する段階で鯨腺

と腸扇桃と類洞牌と硬骨の骨髄腔に収赦する。両棲類では、肺はあるが外鯉、が縮小す

る頃には、一時的に皮膚呼吸を行う。これは皮下組織内でいきなり赤血球造血を行う

ということである。これも皮下組織の細胞が酸素に誘発された結果はじめた赤血球造

血で、皮下組織の間葉系細胞の造血細胞への化生現象による。また冬眠するわが国内

のすっぽんは、 3ヶ月間肺呼吸を休んで水底で眠るが、この時舌筋の表面の上皮が繊

毛化して、これが偲線状の繊毛に化生して、ここで造血を行っているのである。この

ように、重力・気温・気圧などの環境エネルギーの作用と酸素濃度や食物内栄養の化

学的物性、生活媒体の粘桐係数等の物'性への対応によって自動的に起こる遺伝子発現

によって脊椎動物の進化の推進が起こっていることが明らかとなったのである。身体
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の進化のなかで血液細胞の進化はとりもなおさず造血器官の進化の事である。これこ

そが生命体内に常時入ってくる栄養・酸素・微生物・全ての環境エネルギーを受けな

がら全身をめぐり 60兆個の細胞内のミトコンドリアにこれらの全てを配達して細胞

を活性化し、時に身体に侵入してくる寄生虫や移植手術による異種動物細胞に対して

も、細胞レベルで対応してこれらを破壊し消化するシステムである。血液脈管循環系

造血器官と血液細胞が 60兆個の細胞から成る身体の全細胞の「細胞レベルの消化J
を担いつつ全細胞内の数千個のミトコンドリアを活性化する本体である。この進化が

このように究明されれば、わけのわからない免疫系の病気を治すために真正臨床免疫

学 GenuineClinical Immunologyが誕生するのである。本会を機として日本免疫病治

療研究会の英文表記を Japanese Association for Genuine Clinical Immunologyと改称

する。
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Establishment of Stomato-facial and Neuro-cranial Medicine : Disclosure of Major 
Causes of Intractable Immune Diseases， Including Psychiatry， by Means of 
Diagnosis Ex-juvantibus via the Bi-Digital O-Ring Test. 

K. Nishihara D MSC D MD 
The Nishihara Institute 
HARA Bldg. 3F， 6・2・5Roppongi， Minato-ku， Tokyo J AP AN 

The author has already reported on the new revolutionizing therapeutic method for 
immune diseases applying the Bi-Digital O-Ring Test (Ohmura， Y. 1997幽2010;a.k.a. 

BDORT) and reported in several papers. Following that， the author established 
Stomato-facial and Neuro-cranial Medicine to develop effective therapeutic methods 
for intractable immune diseases， including psychiatry and carcinoma， from following 
the characteristics of man， the vertebrate: Man is a mammal of evolving vertebrates 
constructed with multiple visceral organs and multiple sensory organs concomitant 
with visceral and skeletal muscles， all of which are constructed by 60 trillion 
multiple cells and are controlled by the unified system as an integrated whole. Each 
cell has thousands of mitochondria which were parasites derived from archetype 
prokaryote aerobic bacteria with genes some two billion years ago. The life system 
of higher multicellular mammals is that 1) at the cellular levellife is the remodelling 
system of a part of or all cell components of a high molecular organic substance 
concomitant with a turnover of energy metabolism which is supplied by 
mitochondria and controlled by the gene information system， and 2) at the animal 
body level， all of the multiple organs and tissues constructed by 60 trillion cells are 
controlled by the unified system via not only the cardiovascular system and the 
neuro-muscular system but also by the following five kinds of energy systems， 

namely: a) The environmental energy system including gravitation of the earth and 
moderate thermal temperatures and atmospheric energy; b) The visceral digestive 
tract and somato locomotive system moving under mitochondrial energy are 
primarily supplied by the cardiovascular medium system and controlled by stimuli 
via the neural system; c) Each cell has a nucleus and many mitochondria both of 
which have genes. Mitochondrial energy metabolism is inevitable for life activity， i.e.， 

cellular remodelling. Without mitochondrial activity no turnover of life activity 
occurs. Mitochondria generate cytokines by which cellular communications are 
carried out; d) Biomechanical stimuli are converted in an organism by 
hydrodynamics with streaming potential. This streaming potential triggers the gene 
expression of stem cells. By this mechanism morphological transformation in 
ontogeny as well as phylogeny， namely evolution， takes place; e) The immune 
system in animals is the cytological digestive system. Immunity at the cytological 
level is the life activity of cells which depend upon mitochondrial activity to run 
perfectly. The Stomato-facial and neurocranium system is， for humans， the 
individuallife system itself. The face represents individual features and there also 
exist the five sensory organs. The face， namely viscerocranium， is a branchial gut 
which represents all of the gut. In the face 10 cranial nerves in 12 are distributed 
out of viscerocranium. The gut system and the cerebral neural system are united 
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by the pituitary gland， namely the hypophysis， of which the anterior lobe arises 
from the oral epithelium in the embryo， and the posterior lobe from the fioor of the 
diencephalon. The hypophysis， pineal gland and choroid plexus have no blood-brain 
barrier. Therefore， granulocytes containing tremendous numbers of viruses or 
bacteria enter into the liquor of the cerebrum， and they then disseminate microbes 
into neurons or glia cells. The author disclosed that intractable immune diseases are 
not auto-immune diseases but opportunistic infections or autotoxic diseases which 
are caused by their own non-pathogenic common enteromicrobes. The concept of 
“auto immunity" and “re bellion of leukocytes" as well as、elf-not-self 
immunology" is a misunderstanding of science. Leukocytes never rebel but are 
contaminated by enteromicrobes. The author has disclosed that intractable immune 
diseases， including psychiatry and carcinoma， are severe cases of maladies which 
have been known since 50 years ago as opportunistic infections or autotoxic 
diseases， histiocytosis， granulomatosis， or sarcoidosis， which have been brought 
about by non-pathogenic common enteromicrobes. These diseases are caused by 
intracellular infections in various tissues or organs by means of infected 
granulocytes through Waldeyer' s lymphoadenoid tissue by mouth breathing and 
through GAL T by cooling the gut with cold drinks. Due to intracellular infection， 

deterioration of mitochondria in infected organ cells occurs， resulting in a 
disturbance of the specific function of the cells. Therefore， at the cellular level， 

immune diseases take place due to the deterioration of mitochondria by various 
causes. Surveying by BDORT not only in the patient directly， but also in CT 
scanning film， intracellularly infected organs or tissues can thereby be detected and 
known as to what kinds of medicines or bifidus factors are most effective to cure 
the infection. The author has established Stomato-facial and N euro-cranial Medicine 
to apply effective， new therapeutic methods for treating not only immune-diseases 
but also mental illness and carcinoma by means of controlling environmental energy 
and biomechanical habitual behavior， preventing intracellular infection as well as 
activating mitochondria， and administered effective antibiotics， antiviral agents， and 
bifidus factors to various patients. All intractable immune diseases occur from the 
same causes and mechanisms for patients by inadequate energy absorption and by 
biomechanical energy evoked by habitual behavior and by intracellularly 
disseminated common enteromicrobes via granulocytes， Therefore， all kinds of 
intractable immune diseases， including psychiatry and carcinoma， can be prevented， 

treated， and cured by a pro五cientStomato-facial and N euro-cranial practitioner 
when the case is not too late. 
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Breaking-through stagnant medicine concerning intractable immune diseases 

K. Nishihara DMSC DMD 

The Nishihara Institute 

HARA Bldg. 3F， 6-2-5 Roppongi， Minato-ku， Tokyo J AP AN 

In conventional medicine and life science the most important concept for life of not only energy metabolism 

of mitochondria， but also the environmental energy system and the biomechanical energy system of animals 

themselves have been completely over-looked. Introducing energy metabolism of mitochondria and 

environmental energy as well as the animals own biomechanical energy of behavior into life science and 

medicine the author has established Stomato-facial and Neuro-cranial medicine. Today， the most urgent issue 

in medicine is to rectify the confusion surrounding immunology. For this purpose， we五rsthave to know the 

entity of the intractable immune disease; then we have to disclose the causes. From these we are able to 
cure the disease. The author disclosed that intractable immune diseases are not auto-immune diseases but 

opportunistic infections or autotoxic diseases which are caused by their own non-pathogenic common 

enteromicrobes. The concept of “auto immunity" and “rebellion of leukocytes" as well 泊、elf-not-self 

immunology" is a misunderstanding of science. Leukocytes never rebel but are contaminated by 

enteromicrobes. The author has also disclosed by long-term clinical research that intractable immune 

diseases， including psychiatry and carcinoma， are severe cases of maladies which have been known ca 50 
years ago as opportunistic infections or autotoxic diseases， histiocytosis， granulomatosis， or sarcoidosis， 

which has been brought about by non-pathogenic common enteromicrobes. These diseases are caused by 

intracellular infections in various tissues or organs by means of infected granulocytes through Waldeyer' s 
lymphoadenoid tissue by mouth breathing and through GAL T by cooling the gut with cold drinks. Due to 

intracellular infection， deterioration of mitochondria in infected organ cells occurs. Therefore， at the cellular 
level， immune diseases take place due to the deterioration of mitochondria by various causes. About 40 

years ago， synthetic steroid hormones have been recognized to get immediate improvement against immune 

diseases. The causes of opportunistic infection have been changed from infection by non pathogenic 

microbes to allergy by stress of unknown origins. This is a conspiracy because steroid hormones were a 

contra-indication to be used for infectious diseases. Confusion and disordered immunology， iιself-not self 
immunology， namely not to cure maladies; have started from the concept of immune tolerance of Medawar 

and Le Douarin' s experiments. This is the issue of organ transplantation in animals and not the issue of 

immunity to maladies. Therefore， this is tissue immunity， i.e.， animalleukocytes against transplanted organ 

cells， not immunity to disease against bacteria or viruses. Once the mistaken concept of immunology has 

been completed， this new pseudo-science will exert a strong infiuence upon the treatment of immune 

diseases with mistaken therapeutic concepts. Therefore， this immunology has to be completely destroyed to 

return therapeutic medicine to its proper place for the treatment of intractable immune diseases. The most 

e宜'ectivemethod to destroy self-not self immunology is to disclose the special function of the thymus， namely 

characteristic hemopoietic organs of lymphocytes derived from branchial glands as well as the entity of 

immune tolerance， iιthe gene expression of MHC. The author disclosed that Chondrichthyes (shark)， i.民.怠e
archetype vertebrates are all in immune tolerance just like mammalian embryos， even they all have been 

verified MHC. Then， what is immune tolerance in embryos and archetype vertebrates? Their MHC is 
dormant and the genes of MHC of embryos and sharks are triggered by a six-fold increase of gravity action 

after birth as well as landing， which is converted by a six-fold increase in blood pressure in animals. 

Specialists of self-not self immunology insist that in all animals with MHC skin-grafting cannot be carried out 

because of MHC. However， the author tried skin grafting between Triakis and Heterodontus， and between 

Triakis and Xenopus and all succeeded completely. Consequently， the author tried xenogeneic 

transplantation of the cornea and of a part of the intestine from Triakis to dog， and a part of the brain from 

shark to rats. By these successful xenogeneic transplantations the author completely over-ruled the concept 

of self-not self immunology. Intractable diseases are largely categorized into following three: 1) Intractable 

immune diseases-common immune diseases 2) Mental illness-an intracellular infection in neurons defined in 

the brain. 3) Carcinoma-a mode-specific immune disease in which intracellular infection of multiple virus and 

bacterial contamination occurs， resulting in the deterioration of mitochondria by which disorder of the 

negative feedback regulation system of cell division are brought about. In conclusion， all kinds of intractable 

immune diseases， including psychiatry and carcinoma， are intracellular infections of respective organ cells 

by common enteromicrobes， therefore， they can be prevented， treated， and cured by means of energy 

control as well as adequate treatment with bifidus factor and antibiotics or antiviral agents by a proficient 

practitioner of stomato-facial and neuro-cranial medicine when the case is not too late. 
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