
3・1.Establishment of Stomato-facial and Neuro-cranial Medicine : 
Disclosure of Major Causes of Intractable Immune Diseases， 
Including Mental Illness， by Means of Diagnosis Ex-juvantibus 
via the Bioresonance Test (Bi -Digital 0-Ring Test ). 
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The author has already reported on the new revolutionizing therapeutic 
method for immune diseases applying the Bi-Digital O-Ring Test (Ohmura， Y. 
1997-2010; 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 
level life 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. 
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The Stomato-facial and neurocranium system is， for humans， the 
individual life 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 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 floor 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 “rebellion of leukocytes" 
as well as“self-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 GALT 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 enerぉr

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 proficient Stomato幽 facialand Neuro-cranial practitioner when the 
case is not too late. 
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3圃 2 第 10回国際 Bi-Digital 0-Ring Test学会秘話

とニューロン(ミトコンドリア)共鳴診断法・治療法

の創始

国際学会においては、通常スライドに図と文章を明示し、通る声で、はっきりと短時間

に説明しながら読み上げる方式をとる。これは、欧米の一流の学者のやり方を模したもの。

これにより無駄な時聞が省かれ、目と耳による図と声の具体性で、より理解がされやすく、

海外はもとより日本国内の国際学会においても好評である。

2010年 7月に早稲田の国際ホールで、行われた国際 BDOT学会は、運営が特に緩やかで、

時間のオーバーも外国人だとお構いなしなのには、唖然とした。大村恵昭先生はここ数年

来東京でしばしば国際学会を行って来たが、数年前に東大の山上会の特別講演でも、外人

の時間はルーズ、で、あるのに著者の時間は日本人の座長から厳しく制限されたのが思い出さ

れる。この度の学会で目立ったのは、イスラエル人が学会に関係のない自国自慢に長々と

時間を割いて、講演時間をオーバーしても野放しなので、あった。見かねて運営委員に 10回

くらい鐘を鳴らさせた。黙っていれば何時間でもやらせるつもりなのには呆れた。著者の

口講は、通る声で滞りなく色の鮮やかなスライドの図説を用いて時間通りにスマートに終

わった。直後に以前から親交のあったブラジルオーリング学会代表の日系二世の城島医師

(整形外科)が同国の日系の医師会長を伴って挨拶に見えた。来年 (2011年)の春にブラ

ジル医師会 100年祭があり是非とも 121世紀の新医学」として今回の IEstablishmentof 

Stomato -facial， and Newer cranial MedicineJの講演を頼むとの依頼があり、一応快く了

承した。だが、しかし大村先生は許可されないだろうという予感はあった。

講演の始まる前にお目にかかった時の大村先生は「ゃあ、ゃあ、君、すべてはミトコンド

リアだねえ」と言って大層なご機嫌のご様子であったが、この口講が終わった直後から、

いたく不機嫌なご様子で、著者とは一言も話さなくなっていた。このオーリングテスト法

が、量子物理学の電子スピン共鳴と量子のもつれ (entanglement) を活用した手法である

ことを究明した事を発表したことが、大村先生の逆鱗に触れたのである。著者の悪い癖は、

常に簡単にお師匠様を凌駕してしまう点である。師匠を凌駕すれば、ご機嫌は途端に逆鱗

に変わるのだ。学会が終わって 1-----2日して、案の定同学会の名誉会員と訳した小さなガラ

ス製の楯が送られて来た。著者は大部以前から、大村先生にいたく気に入られて、知らな

い聞に日本のオーリングテスト学会の歯科部門長とされ並の人ではとても得られない 4段

まで頂いていたことが学会の印刷物に書かれてあったのだが、どうやら逆鱗故に部門長も 4

段も共に石し上げということらしい。 1か月後くらいに、オーリングテスト学会から振込用

紙と共に入会案内が来た。段が欲しければ 11からやり直せ」ということらしい。予測通り

であったが、馬鹿らしし、からこんな学会はやめて白分でニューロン(ミトコンドリア)共

鳴診断法研究会を作った。

1-----2年前に大村先生に、「これ迄原因不明とされていた癌や痛風やリューマチやうつ
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病・統合失調症・パニック症がどうやら腸内の常在性のバイ菌かウイルスが原因と考えら

れるのだが」と質問したことがあった。その時の答は、「癌や痛風の病巣部位には、必ずク

ラミジアやリケッチアやヘルペス、サイトメガロウイルスがいるのだ」とのことだ、った。「そ

れらの微生物の他に癌や痛風の元となる原因子が別にあるのだ」という意味らしい。著者

の考えは、各臓器や器官の細胞群の細胞内におけるそれらの微生物の感染症によって癌や

リューマチ(関節軟骨細胞)、精神病(脳内ニューロン細胞)等が発症するというものであ

る。癌は細胞内のミトコンドリアの細胞分裂機能がやられ、免疫病はそれぞれの細胞の特

徴的働きを担ったミトコンドリアが駄目になり、精神病は、脳のニューロン内のミトコン

ドリアの神経伝達物質産生の働きの部分がやられたものである。これは、有効な抗生剤や

ウイルス剤により、暗号の解読のごとくに治療的診断法によって著者により究明されたも'

のである。治ることがこの考え方の正しさを示すエヴィデンスである。この時ついでに、

日頃からの疑問を大村先生に聞いてみた。「先生はどうしてオーリングテストを活用して癌

や免疫病を治さないのですか?J Iアメリカでそんなことをしたら大変なことになる」との

ことでした。後に解かったことは、アメリカでそんなことをしたら、すぐにも先生が自動

車事故に遭うことになるということらしい。

もう 12、3年前のことかと思うが、学会で大村先生に原核生物と同じ蛋白質合成系を

持つミトコンドリアに有害な抗生剤の判定法がオーリングテストでわかるかどうか質問し

たことがあった。「原核生物やミトコンドリアって何ですか ?J との答でがっかりしたが、

その後手紙のやりとりをして、手書きの Faxを送ったことがあった。しばらくしてニュー

ヨークの大村先生から西原研究所に電話があり、出るといきなり「あんたガンだよ。しか

もかなり進行している肺ガンだ。今度筆跡からオーリングで、癌を見つける方法を開発した

のだ。もっと詳しく診察したし、から左右の手と足にエンピツを挟んで紙に線を引し、て、さ

らに口にエンピツを喧えて線を引きただちにここへ(ニューヨーク)Faxしなさしリと。そ

こで、 FAXしたあとに本当かと思って、ニューヨークに行くから診察をお願いしたいと言

うと、くるには及ばず久留米の下津浦先生のところに行けとのこと。久留米は遠いので日

本橋の福岡明先生に見ていただくと、「大村先生は誰でも皆ガンにするのです。私も二、三

度ガンにされました。」と言って私をオーリング診察すると、案の定ガンなどどこにもない

のだ。その後しばらくの聞は大村先生との手紙のやりとりは、すべてワープロの活字とし

て難を避けた。忘れた頃に、署名だけ自筆で記したら今度は前立腺癌にされた。そんなこ

んなで、この度オーリング学会を完壁にやめた。地下の水脈探査法のダウジング法 (16世

紀にドイツで開発)は筋力による共鳴テスト法の一つで、あるが、従来全く学術的には意味

不明とされていたのだ、が、実は地下水脈の流動電位と脳内ニューロンのミトコンドリアの

電子スピン共鳴による筋力発生によるものである。こうしてニューロン(ミトコンドリア)

共鳴診断法に基づく、ミトコンドリア病理学が創始された。 CTスキャンや NMRが電子ス

ピン共鳴、核磁気共鳴現象を活用した量子物理学の成果である。この共鳴診断法は Energy

based Quantum medicineの中核をなす。
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3-3 現代医学の盲点を克服する

勘と共鳴診断の構造解析による Energy-basedQuantum 

Medicineの創始

西原克成

エネルギーをど忘れした現代医学

現代の医学には二十世紀最大の科学の成果であるエネルギーをはじめとする量子物理

学の考え方が、ほぼ完壁に欠落していて、質量のある物質のみで生命の仕組みゃ病気や健

康が研究されています。今日医学で無視されているエネルギーには、一、環境エネルギー

二、細胞小器官ミトコンドリアのエネルギ一代謝 三、動物の動きで生ずる生体力学エネ

ルギーの三者があります。これらの不適当でも病気が起きます。

筆者は二十年近く前に哨乳動物の筋肉内に多孔性の生体活性セラミックスを移植して、

人工的に骨髄造血細胞を造骨細胞と共に誘導することに成功し、日本人工臓器学会賞を受

けました。これは、筋肉内の血流という重力にもとづく流体力学エネルギーと共役した流

動電位の作用により、未分化問葉系の幹細胞(ステムセル)から造血・造骨細胞を誘導す

るものです。電位によるステムセルの遺伝子発現で、細胞の誘導分化が起こるということを

一連の研究で明らかにしました。重力作用は動物の行動様式を通して間接的に流動電位を

生ずる血圧に働きかけます。重力は生命体に作用し流動電位に翻訳されてはじめて遺伝子

発現が起こり体のシステムが変化します。これが脊椎動物の進化の原動力の一つなので、す。

以上の事から次のような量子物理学の公理(axioms)を導き出すことが出来ました。

量子物理学の盲点の重力

一、宇宙はエネルギーと物質より成る、すなわち空間と時間と質量のある物質から成る。

時間も空間もエネルギーで、ある。 二、重力は質量のある物質にそなわった本性の一部で

あり、質量のある物質のみに作用し(ニュートン・万有引力の法則)エネルギーには作用しな

い(ニシハラ)。加速度と重力は区別できない(アインシュタイン)。質量のある物質は加

速することができるが(ニュートン)、質量の無いエネルギーは加速することは出来ない(ニ

シハラ)。したがって重力は質量のない光には作用しない。よってブラックホールは光が吸

い込まれるのではなくて光が止まった状態のことである。 三、重力も光もともに質量の

ある物質にそなわった本性の一部で互に相補的関係にある(ニシハラ)。真空をどんなに加

熱しても光は生じないが物質(気体)を加熱すると光を発する。この時に発光体は、クオーク

レベルで、質量(重力)を失う。エネルギーも素粒子もともに温度に依存した固有のスピー

ドを持つ(ニシハラ)。 四、質量のある物質とないエネルギーの仲を取り持つものが質量

のあるエレクトロンである(ニシハラ)。 玉、超微弱な重力を感知しないで、活用して生

きる多細胞動物は、重力作用が流動電位と共に生ずる血液の流体力学エネルギーに変換さ

れ、この電位による遺伝子発現で、生命活動が維持される(ニシハラ)。

こうして量子物理学の中にはじめて重力に深く関与するものとして動物が入って来たの

です。これで漸くにして量子物理学の最大で最後の重力の謎が解けました。
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電子スピン共鳴、量子もつれ、生命力の源ミトコンドリアと難治性疾患

医学領域への量子物理学の導入の成果が、今日画像診断に革新をもたらしている CTスキ

ャンや NMRです。これは量子電磁波動物理学の電子スピン共鳴や核磁気共鳴現象の研究か

ら得られた量子の絡み合い現象(量子もつれ=entanglement) をコンビュータ断層写真技

術に応用した成果です。しかし現実の医学の診断部門では、これらの画像や細胞病理学診

断だけでは、癌か微生物による肉芽腫かの診断は今や不可能です。

筆者の 40年前の学位論文は、ミトコンドリアの突然変異発生の原因究明の分子生物学

的な研究でした。その研究結果と最近の思考研究とを統合研究したところミトコンドリア

が高等動物の細胞内小生命体で、動物の体を国にたとえた時、これがヒトの役割をして働

いて統一個体として統制している事を明示しました。そこで細胞病理学をミトコンドリア

病理学に改め、病気の発生の原因も明示しました。細胞レベルで、は病気はミトコンドリア

が次の六つの要因で、障害を受けた時に発症します。一、毒物 二、栄養障害(水・ 02を含

む) 三、微生物・寄生虫 四、環境エネルギーの不適 玉、五体の使い方(生体力学エ

ネルギー=生活習慣)の偏りと不適当 六、移植の不適合 七、生命エネルギーのスピリ

チュアリティー・恐怖・信仰・ストレス・親族の死

勘の構造の解析と Energy-basedQuantum Medicine 

スピリチュアリチィーの主体は脳のニューロンのミトコンドリアの働きによります。昔

からいわれた第六感はこのニューロン内のミトコンドリアの共鳴現象を感知することです。

一粒の細胞内の障害すなわち細胞レベルの病気の原因は、エネルギーが直接外界から細胞

内ミトコンドリアに作用して起こる障害のほかはすべて血液によって細胞に運ばれてくる

毒物、酸素不足、微生物、栄養障害によるものです。

地中の水脈を探る方法として昔から使われているダウジング (16世紀にドイツで開発)

という方法がありますが、これは水が流れると流動電位が生じ、この電位を検者の脳内の

手の筋肉を動かすニューロン内のミトコンドリアの共鳴現象によって感知して、杖を持つ

手が自動的に動いて、これにより水脈の存在を判断する手法で、生物共鳴(バイオリゾナ

ンス)現象の応用手法です。たぶん勘の良いヒトが見つけたのでしょう。この手法を病人

に応用したのがミトコンドリア共鳴診断法で、その原理が量子もつれ Entanglementの応

用です。それでこの医学を Energy-basedQuantum Medicineと呼ぶのです。

昔から勘の良いヒトというのがいましたがこれは、物事や事象がすべて質量のある物

質も、無いエネルギーも、波動エネルギーを放射しているため、勘の良いヒトの脳内ニュ

ーロンと共鳴するかしないかで自ずと判るのです。中国でこの波動エネルギー判定法を誰

でもやりやすく、解りやすい方法にマニュアル化したものが易で、それをまとめた経典が

易経です。易の本義は、「こころ一心にこれを求むれば、当たらずと言えども遠からずj で

すが、これは、一心に求めるこころ(腸と脳の細胞内ニューロン)と事象との共鳴で得ら

れた結果がマニュアルで、判るようになっているのです。事象を判ずるのに乾(天)免(沢)

離(欠)震(雷)巽(風)攻(水)艮(山)坤(地)の八×八で 64卦に分け各卦をさらに

6交に分けるから 384交となります。

これに対するにニューロン(ミトコンドリア)共鳴診断法は、易経よりもはるかにやさ

しい。まず身体の主な器官や臓器、組織の細胞内の感染状態をテストで把握し、次いで感
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染部位に有効な薬剤を試行錯誤して判定し、すべての有効な特効薬剤やサプリメントを知

り、特効薬により病気の本態を察知する手法すなわち治療的診断法で病名を探る手法です。

たとえば、癌の病巣(-4) に有効な抗生剤や抗ウイルス剤が、わずか常用量の 115のクラ

リスやゾピラックスがともに有効と出れば、この癌の原因菌は、クラミジア類とへルベス

ウイルス群の複合汚染で、あることが、ちょうど暗号を解読するごとくに解るはずです。す

べての難治性の疾患は、癌も免疫病も精神神経疾患も等しく殆ど無害に近い常在性の腸内

微生物(細菌とウイルス)の細胞内感染症であるか毒物(農薬、殺虫剤、毒薬)や発癌物

質による細胞内汚染によるから、どこの器官の細胞内に、どのような様式で感染症や汚染

症を発症しているかで症状が決まり、病名が決まるだけです。

脳内のニューロンやグリア細胞にこれがおきれば、あらゆるタイプの精神神経疾患(パ

ニック、欝、統合失調症、過食症、拒食症、過呼吸症、不眠、ノイローゼ、心気症、てん

かん、アナフィラキシー)が発症し、あらゆる組織・器官・臓器の細胞群の細胞内に腸内

(殆どが口腔内)常在性細菌やウイルスのおだやかな細胞内感染症(日和見感染症)が起

こったのがリューマチや糖尿病、アトピー皮炎、晴息や心筋症、間質性肺炎です。細胞内

に腸内常在性微生物が多重に複合汚染したり毒物に汚染されて、ミトコンドリアの細胞分

裂によるリモデリングの負のフィードパック系が駄目になったのが癌です。癌も完壁に細

胞内感染症か毒物によるミトコンドリアの特別な(細胞分裂の)障害である故に常用量の

113'""'-'115の解毒剤か抗生剤や抗ウイルス剤の投与で劇的に治すことが出来ます。ただし冷

中毒と口呼吸を止めて玄米食、肉食をさけピヒズス因子で腸をきれいにしておくことが絶

対条件です。この治療法を MATM(ミトコンドリア活性難病治療法 西原)と呼ぶが、こ

れで治せないのが低温火傷で生ずる、舌癌、口喉癌、食道癌と皮膚癌である。ミトコンド

リアは低温でも高温でも駄目になります。ことに体内(細抱内)が 420Cになると死んでし

まう。生命を支えているのはミトコンドリアであるから、これが死ぬと何をしても蘇生さ

せることはできません。

ニューロン(ミトコンドリア)共鳴診断法

量子もつれ(entanglement)を応用した CT、NMRは、ミトコンドリア共鳴法でのみ

診断可能。 CTスキャンも NMRも量子もつれ (entanglement) をコンビューター断層画

像に撮影したものですから、その画像に含まれるクオークレベルの情報を感知することに

より病気の診断と治療は容易で、確実なものとなります。すべての細胞内には電子伝達系に

よる呼吸をもっぱらとするミトコンドリアが存在し、細胞内に毒物や細菌・ウイルスの汚

染が生ずればこの電子流に障害が生じます。これが細胞レベルの免疫病です。これを検者

が検知する事が出来るのです。これが新しいニューロン(ミトコンドリア)リゾナンス診

断法NeuronMitochondrial Resonance Diagnostics (NMRD)です。これにより難病の原因

の究明がきわめて容易になりました。難治性の免疫病も、癌も精神病も、病原微生物とは

無縁の口や喉や腸内の常在性の微生物が白血球(頼粒球)によって体中にばらまかれ、色々

な器官や組織の細胞群に細胞内感染を引き起こして発症する事が明らかとなったのです。

治療はこの細胞内感染症を治し、ミトコンドリアの元気を回復すればよいのですから、こ

れらの三種の疾患の治療法は殆どすべて同じです。完治することがこの考え方の正しさを

示すエヴィデンスです。従来の方法に比べて診断も治療も極めてやさしいうえに確実にな

りました。難治性疾患も手遅れでなし1かぎり治すことが可能となりました。
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