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 バイ・ディジタル O-リングは経絡と密接な関連がある。したがって本文は中国近年

の経絡研究の進展について報告する。主な進展は経脈の客観的測定に関する研究であ

る。例えば、ツボに鍼刺することにより循経感伝および器官の反応を引き起こす場合、

経脈路に圧迫すれば上述の反応を遮断することができる。この方法によって得られた

陽性遮断点の分布は明らかに循経性がみられる。ツボに放射性同位元素テクネチウム

(Tc99m, Tc90m)を注射すると、その移動路は四肢に経脈循行と大体一致する。改進さ

れた測定計器と測定法を用い、皮膚の良導点および高電位点を測定すると、明らかに

循経性を証明できる。ツボに音インフォメーションを導入して、循経伝導を検出した。

これは古典的経絡路と非常に符合している。特別的設計する赤外線録画装置を用いて

人体において経脈路をめぐる部位に等温帯が見られた。 
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［目的］経脈や経穴の存在を肯定した上で、鍼灸や鍼痲酔が行われ、有効性を発揮し

ている。しかし、経絡や経穴を直接、眼で見ることは未だできない。そこで、Bi-Digital 

O-Ring Test(BDORT)の Imaging 法を用いて、「手の少陰心経」の経脈を皮膚上に描記

し、古典の経絡図と比較した。 

［方法］（1）対象：健常者 7例（男:22,23,27,43,52 歳、女:22 歳 2 例） 

（2）BDORT：被検者の手掌に心筋（正常標本）の preparation を保持させた。絶縁棒

で被検者の上肢の皮膚を軽く圧迫したときに検査指を牽引し、指が開く部位（心筋の

関連部位）と開かない部位（非関連部位）を調べ、境目を描記した。その他、心臓に

関連する正常標本も使用した。 

（3）少海穴に対して、18 日間のうち、6回、BDORT により同穴を断続的に描記した。 

［結果］（1）5 例とも上肢前面尺骨側に 9 点の正円形とそれを結ぶ線（帯状でない）

が描記された。 （2）4例の少海穴の位置は、平均 8.9×17.6mm の枠の中で移動した。 

（3）肺動脈弁、三尖弁、右心房、冠状動脈の preparation によって、右上腕部に、

冠状動脈、右心室の preparation によって、右前腕部に少陰心経に一致した線が描記

できた。しかし、途中、描記できない部分があった。 

［考察・結語］経脈と経穴の位置は、古典的経絡図の少陰心経にはぼ類似していた。

肘関節部のみ少陰心経と一致しない線が描かれた。特色として HT1（極泉）から HT9

（少衝）までの 9点（正円形の輪）の直径は、井穴のみ 3mm で、その他の経穴は約 6mm

であった。輪の中は心筋との関連が見られず描記できなかった（あたかもメガネのフ

レームのように）。心経の線上の一本は、心臓と対応し、心経の各部分は、心臓の各

組織に区分されていた。BDORT の手法を用いると、目に見えない経脈と経穴を皮膚面

に描記することができる。これは、経絡理論の解明の一つの糸口になるであろう。 
 
 

Bi-Digital O-Ring Test に対する松果体の関与 
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 Bi-Digital O-Ring Test (BDORT) の指標は、指の随意屈筋運動で O-Ring をつくる

力に対して O-Ring を開く力の強弱による。随意屈筋運動は縫線核に由来する下行性

セロトニン系によって調節されている。 

 一方、BDORT は閉眼時には指標とする指の反応に変化が現れ難くなるが、脳内でセ

ロトニンの含有量が極度に多い松果体は光にも反応することが知られている。BDORT

に松果体が関与する可能性を松果体腫瘍の患者でBDORTの反応が現れるか否かで検索

した。 

 本患者は、X 線、CT、MRI などの様々な臨床的所見から肺腺癌が転移した松果体腺

癌であることが確認された。この患者は、直接法（胸腺臓器代表点の刺激、前腕駆血

末梢端の刺激）、および間接法（肺癌、松果体腫瘍の表皮への反応点の刺激）による

BDORT のいずれにも反応が出現しなかった。 

 これらの結果から BDORT の発現には松果体が関与することが示唆された。 
 

 
微弱直流通電による固形腫瘍の治療 
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［はじめに］微少の直流電流による固形腫瘍の治療の原理のためラットを使った基礎

実験を行い、さらに臨床治験を行った。 

［方法］吉田肉腫を呑龍ラットに皮内移植し、固形腫瘍を作り、これに陽極の白金電

極を挿入し、陰極を腫瘍から３cm 程離れた皮下に入れ、両者の間に一定の直

流電流を１時間／日、４日間毎日定電流装置を使って通電した。0.5mA, 1mA, 

3mA, 対照群の４群に分け、１日おきに腫瘍径を測定した。治療の種々の段階

でラットを剖検し、病理組織学的検索を行った。さらに腫瘍の縮小の始まっ

た新鮮組織より、DNA を抽出し、Wyllie 等の方法に寄るアガール・ゲル電気

泳動を行った。また、新鮮組織標本を Nick-end ラベル法で核染色を行った。 

［臨床治験］他の治療法のない直腸癌局所再発症 10 例と腎臓癌 1例、声帯肉腫 1例、

足の扁平上皮癌 1 例につき、通電治療を行った。二本の白金電極を腫瘍内に

挿入し、中心部の電極を陽極とし 1回 2時間、1日 2回、連続 6日間 5mA 通電

を行い、約 300～500 Coulombs の電気量を与えた。 

［結果］動物実験で 1mA の通電療法で腫瘍の完全消失を 16 例中 13 例（82％）に認め

た。0.5mA, 3mA の群では 36％、40％の腫瘍消失率であった。腫瘍消失例で再

発は無かった。組織学的には、効果のあったものでは細胞群が同心円状に、

または島状に壊死に陥っていく像を見た。Wyllie の方法による DNA のアガー

ル・ゲル電気泳動法でラダーパターンを認め、Nick-end labeling 法で核の

DNA の染色陽性を認めた。Apoptosis の生じていることが示唆された。臨床例

では14例中、治療直後の1例と治療直後に蜘蛛膜下出血で死亡した1症例と、

治療中に電極が断線していた 1例を除いた 11 例につき評価した。CR1 例、PR6

例、NR3 例、PD1 例を認めた。 

［結論］ラットの固形腫瘍を通電療法にて至適条件で腫瘍消失を見た。Apoptosis が

示唆された。臨床治験で、高い確立で CT 上腫瘍縮小または血清 CEA 値の減少

を認めた。固形腫瘍の全く新しい一治療手段と考える。 
 



悪性腫瘍に対する電磁波治療の可能性 
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［目的］生体内に病変が生じると原子がイオン化し、病変部には＋または－に荷電し

たイオンが遍在し、このため病変部の小血管が収縮して細胞や薬剤が病変部に到達し

にくくなる。一方蛙の水かきの血管に弱い電磁波を加えると、血管の直径が拡張する。

そこで我々は 1）薬物静注後の病変部組織内の薬物濃度が、健常部組織に比べてどの

程度低いか、2）電磁波を加えることによって病変部の薬物濃度を上げることができ

るかについて検討した。 

［方法］生後 6 週の雄 Donryu rat の腹部皮下に 5×106個の吉田肉腫細胞を植え、7

日目に平均腫瘍径が 20mm になったところで 2群（各 n=8）に分けた。1群は電磁場群

として痲酔後肉腫に 8 milliGauss の電磁場を 60 分加えた後、尾静脈から塩酸ドキソ

ルビシン（アドリアマイシン、ADM 1mg/kg）を注入し、20 分後に屠殺して腹膜の腫瘍

部と健常部を切除した。各々の組織内 ADM 濃度を測定し、その濃度比（腫瘍部／健常

部、％）を算出した。他の群には電磁場を加えず、同様の処置を行いコントロール群

とした。 

［結果］ADM 静注後の組織内濃度は 68.3％であったのに対し、電磁場群では 99.6％で

あり、電磁場群の腫瘍内ADM濃度はコントロール群に比し有意に高かった（p＜0.05）。 

［結論］病変部に電磁波を加えることによって、病変部への薬物の移行を上昇させう

ることが確認された。 
 
 

Bi-Digital O-Ring Test の成立と基礎 
山本重明       近森病院 O-リングテストクリニック 

 

［はじめに］ 

Bi-Digital O-Ring Test（O-リングテスト）が成立するまでの経緯と、O-リングテス

トの基礎的な理論と方法について、大村恵昭博士の御講演や御著書・論文に発表にな

られた事項を総説する。 

［O-リングテストの成立］ 

大村恵昭博士は電気工学と医学の両方の大学を卒業し、両分野の大学教授になった。

学生時代より臓器代表点と圧痛点の関係に興味を持ち、1972 年にアメリカで最初の鍼

痲酔に成功してから、鍼の微少循環・脳循環・筋肉神経系に対する影響を徹底的に調

べ始めた。また、アプライド・キネシオロジーで異常部位刺激によって筋力が変化す

る現象に着目して研究し、大きな筋肉よりも手の指の筋肉を使う方が検査に適してい

ることがわかった。さらに手の握力と脳循環の関係を調べ、1978 年に発表した。圧刺

激によっておこる筋力変化を調べる方が病的圧痛を調べるより人体の診断的感度が

著明に高く、ある波長の光や電場や磁場でも異常部が検出できる事を発見した。そこ

ですでに診断のついている人で、微少な刺激により指の筋力が弱くなる部位を捜した

り、また、臓器の共通分子を近付けると筋力が変化する現象（共鳴現象）を発見し、

それを利用することによって正確な臓器代表点を決定した。これを臨床に応用して診

断した結果を西洋医学的方法で確認することを積み重ねることによって、信頼できる

O-リングテストが確立され、1981 年に誌上に発表した。   

［O-リングテストの基礎］ 

A. O-リングテストの基本的方法： 



（1） 被検者の準備：電場や磁場を持つ物や化学物質を遠ざけ、装身具を外し、

ポケットの中の物を出しておく。片手の 2本の指（例えば I指と II 指）で、

できるだけ円い輪（O-リング）を作る。反対の手は躯幹から離し、指を握

っておく。 

（2） 筋力のテスト：検者は被験者の O-リングの中に左右の指（例えば II 指）

を入れ、その指と I指とで検者も輪を作って左右に引っ張り、被験者の O-

リングを開こうとする。被験者は O-リングが開かれないように抵抗する。 

（3） 検査指の決定：検者がそのまま引っ張っても O-リングは開かないが、検者

がさらに左右一本ずつ指を加えて引っ張ると O-リングが大きく開くよう

な指の組合わせを捜す。被験者の力が強い場合には被験者の弱い指の組み

合わせ（例えば I指と III 指・I指と IV 指・I指と V指）の O-リングを試

し、被検者の力が弱い場合は、検者が弱い指の組み合わせで O-リングを引

っ張ってみる。いい指がなければ反対の手も試してみる。いい組み合わせ

が見つかった場合、被検者の前屈・後屈・右回旋・左回旋させてみて指の

力が変化しなければその指の組み合わせを検査指とする。 

（4） 直接法と間接法：被検者本人の指を引っ張ってテストする方法を直接法と

呼ぶ。適当な指の組み合わせがない場合や、本人が上手く力を入れられな

い場合は、適切な指を持つ第三者を介し、金属棒やレーザー光などで電磁

場を誘導してテストすることができる（間接法）。 

B. 臓器代表点（臓器代表領域）： 

異常臓器に対応して体表面上に刺激に過敏な反応点（領域）ができる。おお

むね異常部位から最も近い体表面上で、体表面側からは垂直下にその異常部位

があることになる。ときに解剖学的に電磁場の反射などを考慮したり、経絡・

神経・発生学に考えなければならないこともある。 

C. O-リングテストの原理と実際： 

（1） 臓器異常診断：臓器に異常がある場合、対応する臓器代表点（体表面上）

に刺激を加えると、脳から全身の筋肉のトーヌスにわずかに抑制がかかっ

て筋力が減弱し、O-リングが開いてしまう。 

（2） 薬物適合性診断：薬物（物質）を手掌に載せたり、指差したりすることに

より、物質から出ている電磁場を手（指）が感受すると、脳を通じて筋力

が変化する。その物質が生体にとって有害であれば筋力は減弱し、有益で

あれば筋力は増強する。薬物の量を変化させ、筋力が最も強くなったとこ

ろが 1 回分の最適量である。複数の薬の相互作用も判定できる。また、臓

器代表点を刺激したうえで薬物を手掌にのせると、対応する臓器に対する

適合性の判定ができる。 

（3） 存在診断：同じ分子構造をもった物からは同じ性質の電磁場が出ており、2

つの物質が同じ分子構造の場合は両者の間に共鳴現象が起こる。体内に存

在する物と同じ性質の電磁場を手（指）が感受すれば共鳴現象が起き、脳

を通じて筋力が減弱する。共鳴のコントロール物質として微量のサンプル

を手掌に載せ、O-リングの筋力が弱まった場合、同じ物質が体内に病的状

態で存在していると考えられる。また、臓器代表点を刺激した上でサンプ

ルを載せ筋力が弱まった場合、対応する臓器に同じ物質が（正常か異常か

を問わず）存在していると考えられる。サンプルの種類を工夫することに

よって、生理学・生化学・細菌学・病理学的診断ができる。 



（4） イメージング：上記の診断のそれぞれに応用できるテクニック。異常部や

存在部位で筋力が変化しないことを利用し、体表面を刺激して筋力の変化

する境界を順次プロットしていくと、臓器や病変の存在範囲を体表面上に

描出できる。このイメージングを使って MRI・CT・US などの西洋医学的画

像診断学以上の情報を得ることができる。 

［おわりに］ 

以上、O-リングテストの成立と基礎について総説した。大村恵昭博士は次々

に新しい事項を発見し、又難病の病態の解明や治療などに多くの実績をあげ

ておられ、Acupuncture ＆ Electro-Therapeutics Research、The International 
Journal に発表されている。O-リングテストは益々進化を続けているが、この

まとめが皆様の理解の一助となれば幸いである。筆者の力不足で不備の点は

ご叱責を賜り、正確で詳しいことについて大村恵昭博士の御著書を是非ご覧

になっていただきたい。  
 
 

エアシステムによる O―リングテストに掛かる指筋力の客観的評価と 
Ｏ－リング筋力変化に見られるノッチ現象について 
 
○ 下津浦康裕１・2・Brother Mic11eaI Losco2・3・大村恵昭１・2・3・武内博雅４・

大竹秀樹 5 
0RT 生命科学研究所１、ニュヨ－ク心臓病研究ファウンデーション 2、マンハタッ

タン大学電気工学科 3、（株）ユニバーサルシステムコントロール ４、（株）三洋

産業 5 
【目的】これまで○－リングテストにおける指筋力変化の測定を次に挙げる３種類の

方法で試作した。①モーター駆動法②バネ駆動法③圧縮空気駆動法について検討を加

えた。その結果、駆動部分及び圧測定部分に電気部品を使う方法ではそれに伴う電界

と磁界の影響を無視できないと考えられたため、電気を一切使用しないエアシステム

による 0－リングテスターの開発を行った。 
【装置の槻要】 
（1） 疑似手指駆動装置 

1．駆動装置の電磁遮断 2．駆動装置の形状 3．疑似手指の形状と材料 4．疑

似手指の動作 5．駆動装置と制御装置の接続 

（2） 制御装置 
1．制御装置の形状 2．制御装置の動作 3．コンピューターの動作 

（3） 表示装置 
（4） プリンタ 
（5） エアコンプレッサ 
【結果】Ｏ－リングテスト反応の筋力変化をコンピューターで読み取るとオープン時

に圧が急に低下する小さな三角形の筋力変化（ノッチ現象）が起こる事が観察された。

【考案】このノッチ現象はＯ－リングテストのメカニズムを考える上で病態生理学的

に重要であると考えられた。 

 
 
 

Bi-Digital 0-RingTest の歯科領域における応用 



福岡 明 

医療法人社団明徳会福岡歯科 東洋医学研究所所長   歯科医師 

 

 日常歯科臨床において患者の全身健康状態の把握の上施術を行うことは当然のこ

とであるが､近年､一般歯科診療所にも有病の歯科患者の来院も多く､ 更にその必要

性を増している。すなわち､患者の免疫能･ストレス度を術前に察知したり､使用する

薬剤の適合性・適量を推定し､その投与に万全を期し､又､原因不明の疼痛.麻痺･知覚

過敏などに､細菌･ウイルスの感染や重金属の蓄積などが如何に関与するか､その原因

究明も必須のことである。 これらの異常部位のエリアを体表に描記確認でき､治療

経過観察できれば患者自身のセルフコントロールの助長にも役立つであろう｡ 特に

全身との調和を考える咬合を得るため､顎位の決定に難しい器機器具を使わず､臨床

医が容易に判断できる方法があれば大いに役立つ｡ 

 私はこの 10 数年の経験から､歯科臨床において Bi-Digital O-Ring Test が次の

項目についてその有用性を見いだしたので､症例を挙げながら一つ一つのテクニック

について紹介してみたい。 

1.原因不明時の患歯の確認 

 2.歯科疾患病巣･炎症部位の確認とその経過の診断 

 3.薬物の適合性と適量の推定 

 4.感染菌の同定と投与抗生剤の選定および病巣部の薬物到達の確認の一助 

 5.歯痛･三叉神経痛.顔面神経麻痺･顎関節症などの取穴の確認 

 6.疼痛･麻痺･細菌･ビールスの感染および重金属の蓄積領域のイメージング 

 7.顎位(咬合高径･水平的下顎位)の決定指標 

 8.口腔内腫瘍の診断の指標 

 9.有病者の健康状態の把握 

10.免疫能ストレス度チェックの指標 

ll.その他口腔疾患との関連経路の異常把握の指標(原穴・井穴刺激)および適用経

穴の選定 

12.その他 

                  
 

 
 

Bi-Digital 0-RingTest を東洋医学に応用する効果 
森下宗司 

常滑東洋医学研究所 蜷川医院 
 

 Bi-Digital 0-Ring Test(以下 BDORT と略す)は米国の大村恵昭教授の開発された世

界最先端の電磁波物理学と脳神経生理学並びに近代医学粋を取りいれた近代医学の

最先端の正碓な科学的診断法であることは周知のことである｡ 

 演者は BDORT の東洋医学への応用について長年研究を重ねてきた。東洋医学におけ

る基礎は、東洋医学的の気、血、水である｡ 

 この三つの基礎の診断が､科学的に確実にできれば東洋医学的治療も完璧に近づく

筈である｡ 

1.血については大村恵昭教授の TXB2(トロンポキサン B2)を用いる方法か、あるいは

演者のヒト凝 



 血を用いる方法(第 2 日本パイ･ディジタル 0-リングテスト医学会抄録集

P.19(1992.4 月)及び拙著 

 ｢東洋医学入門―漢方編｣ P207～208(1992 谷口書房)、お血研究ⅡP8-9(1982)口本お

血学会)の何れも血の診断は、略確実に試され得ると考えている。 

2.水については、演者の人血清を用いる方法（お血研究ⅡP8-9(1982)日本お血学会）

は未だ完全ではなく、今後の研究が望まれるがその見通しは明るいと考えている。 

3.気については、演者は磁石(微量ガウスでよい)を用いる方法(第 4回日本パイ･ディ 

ジタルＯ－リングテスト医学会抄録集 P42(1994.5)月))を発表したが、その機作につ 

いては未知であり、今後の研究が大いに望まれるもので、最も焦眉の的でもある｡ 

｢Bi-Digital O-Ring Test セミナー、ワークショップ'95 春｣の開催趣旨に“アメリカ

では1年前までのパイ･ディジタルＯ－リングテストは、スートーンエイジ(石器時代)

Ｏ－リングテストとまで言われる程、このー年間で急速に進歩しています“と記載さ

れているほど、このＯ－リングテストの進歩は目覚ましい。その東洋医学への応用に

ついて些か私見を述べてみたい｡ 

 
 

ヤングの干渉計を用いた 0-リング感受性反応について 

佐古曜一郎、大関 実、直井隆義、小野朋子 

ソニー株式会社 ESPER 研究室 

 

(目的) Ｏ-リングテストでは,薬剤適合性や共鳴テストが可能なことが知られてい   

る。しかし､人体と物質との間に交換されている情報系の性質については未知

の部分が多い。 今回、その情報系について、いくつかの知見を得たので報告

する。 

(方法)ヤングの干渉計を用い、サンプルの情報が 2重スリットを間にして､ Ｏ-リ    

ングの感受性として伝わるか否か実験した。また、同様な実験を生体の知覚感 

度の非常に高い人で実施し、どう感じるか調べた。 

(結果) 2 重スリット 1枚の場合、スリット位置に対応した場所で、Ｏ－リング感    

受性のピークが観測された。また、感度の高い人もスリット位置で明確な違い 

を捕捉した。さらに､スリットを平行にもう１枚追加することにより、干渉縞 

と思われるＯ－リング感受性の変化が認められた。 

(結論)今回観測された情報系は現代科学では説明が困難であるとともに、通常は    

インコヒーレントだが、コヒーレントになりうる性質のように見受けられ    

た。しかしながら、再現性を得るための条件設定など、問題点もいくつかある 

ため、今後これらを解決しなから、この情報系の性質を明らかし、現代科学の 

ブレークスルーを達成していきたいと考えている。 
 

 
初期筋力計測法によるＯ－リングテストの客観化の可能性 

有井隆義、大関 実、小野朋子、佐古曜ー郎 

ソニー株式会社 ESPER 研究室 

 

(目的) Ｏ－リングテストは手技あるため、筋力変化を感覚として感知する。本当 

 ､ に筋力変化を感知しているのか、それとも感知の感覚の変化によるものなの 

   か判然としないことが問題となる場合がある。 



   今回､ Ｏ－リングテスト時の被験者のＯ－リング筋力を計測装置で計測する 

   ことで定量化を試みたので報告する。 

(方法)被験者の指で形成した閉じたＯ－リングを装置で開放しながら、指先が開放 

   するのに要する初期筋力を､ひずみゲージをセンサーとして計測を実施し 

   た｡ 

(結果)検者の両手のＯ－リングが、被験者の接合しているＯ－リングの指先を開放 

   するまでの初期筋力は、各指と個人の違いにもよるが、およそ l kg～5kg の 

   範囲である。 

   Ｏ－リングに十分意識があり､力が入る状態を対照とすれば、意識が届かな 

   い状態、重心が反対側にある場合、異常部位を刺激した場合などでは、多く 

   の場合に 1/2 以下の筋力値に変化することが判明した。 

(結論)これまでＯ－リングテストは手技によって実施されてきたが、今回の実験結 

   果は、 Ｏ－リングテストにおいて、初期筋力の変化を計測することで客観的 

   にＯ－リングテストが実施できる可能性を示すものである。 
 

胸腺補正によるパイ･デジタル 0-リングテスト診断感度の向上 

 

近藤 良･伊東 民江 

モ-ビル石油(㈱)・医務部 

 

 胸腺代表領域のO-リングが最大に開くよう､ EK-108(人参養栄湯)､ ｢気｣ ､または磁石を用いて、

胸腺補正を行う。これによりパイ･デジタル 0ーリングテスト(ORT)の感度が高まることを見出し

た。胸腺補正を加えることにより、補正なしでは異常反応の検出できないケースの異常部位が明

らかとなり、補正なしでは直径 15mm 程度の異常部位が直径 30ｍｍほどになり、また､ 早期肺癌

発見から 1 年前のー見正常のレントゲンフィルムから異常反応が検出できた。我々は現在、全例

に胸腺補正をして ORT を行っている。 

 
 獣医診療における Bi Digital O-Ring Test の試作牽引機を用いた実験研究 

                 松原 利光 

            麻布大学獣医学部内科第一講座 

 

(目的) Bi Digital O-Ring Test は、検者、被検者及び第３者によって実施され､手

指の筋力反応をもって、正、異常を判定することが原理とされる。獣医学診断上、

(O-Ring Test を応用する場分、第 3者を介して行う間接法が主要技術となる。しかし

本法を実施するにはいくつかの困難性(動物による傷害・第３者不在）も見受けられ

ている。今回、検者(Examiner)に代用させた牽引機を試作し、これにより、第３者の

手指で形成される O-Ring を牽引し検討した。 

(方法)実験に際し、牽引機や計測器から発生する電磁波を事前に Electric Field 

Meter により被覆防禦、装置機構として、牽引機、荷重変換器(Load Selector)増幅器、

記録器からなっている。O-Ring Test において手指（１指から５指）をそれぞれ対抗

させ、反復して牽引動作を繰り返した。また残存効果(Phantom effect)を消去するた

め、5、6 秒間隔をおいて実施した。O-Ring を形成し、牽引すると両指が分離する時

点を最大筋力値として記録した。 

(結論)各々の手指で形成された O-Ring Test において、反復操作の結果、被牽引筋力

において、その抵抗力に明らかな差異を認めた。 


