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The 33rd Symposium on Life Information Science
International Society of Life Information Science (ISLIS)

第 33 回生命情報科学シンポジウム 総合プログラム
学術部門：第33回国際生命情報科学会（ISLIS）学術大会
一般部門：第33回生命と情報の科学フォーラム
主催：国際生命情報科学会（ISLIS）
共催：国際総合研究機構（IRI）、超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会（NS）

 日時：2012 年 3 月 17・18 日（土・日）

 会場：横浜国立大学 （横浜市保土ヶ谷区常盤台 79 番 5 号）
（行き方など詳細、および校内地図などは下記学会ホームページを）

 参加費：会員 3,000 円、 非会員前売り 5,000 円、非会員当日 6,000 円、懇親会費 4,000 円
（非会員前売り価格：2010 年 3 月 10 日までお振込み完了の場合のみ適用）
（非会員で当シンポジウムの予稿集である学会誌最新号をご希望の場合は



総合司会：伊藤公紀

各発表時間は、討論時間 5～15 分含む。

大会長・ISLIS 副会長、山本幹男 副大会長・ISLIS 理事長、河野貴美子 プログラム委員長・ISLIS 副会長

3 月 17 日（土）理工学部講義棟Ａ棟
会場 A（A-202）
9:20 大受付開始・研究交流
10:00 大会長挨拶

2階

座長：山本幹男、伊藤公紀

伊藤 公紀 ISLIS 副会長
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授

横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授

11:00-11:45
＜理事長報告・来賓紹介＞
国際生命情報科学会(ISLIS）の 16 年半と「潜在能力の科学」の推進

山本 幹男

ISLIS 理事長、編集委員長、国際総合研究機構(IRI)理事長
超党派 国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS)世話人代表

11:45-13:00 昼休み（休憩室は 1 階 A-110）
11:50 理事会・評議員会・顧問会（1 階 A-109）
13:00-13:50
＜会長講演＞
世界観の反コペルニクス的転回：
宇宙のアノマリーとしての自己と他者

座長：山本幹男
渡辺 恒夫 ISLIS 会長

東邦大学理学部

生命圏環境科学科 教授

13:50-14:00 休憩
14:00-16:00 ＜ミニ・シンポジウム＞
死・思想・健康～スピリチュアリティへの視点～
スピリチュアリティと幸福度
大門 正幸

座長：大門正幸
中部大学 全学共通教育部

PPT

五大思想の周縁

岡本 聡

スピリチュアリティと健康をめぐる科学的研究

中部大学 人間学部

杉岡 良彦
旭川医科大学 医学部

家庭におけるいのちの教育とその実際
胎内記憶保有率調査の比較

18:00

林 和枝 中部大学 保健看護学科
池川 明 池川クリニック 院長

準備及びリハーサル
＜コンサート＞好きです！ヴァイオリン

懇親会

(別棟

78 )
大学生協○

53 （校内地図番号）
○

B（A-201）

10:10-11:00＜大会長講演＞
東洋・西洋の差について－心理・哲学・宗教・科学・環境問題
伊藤 公紀 ISLIS 副会長(前会長)

16:00-17:00
17:00-17:40

別途 2,500 円）

吉田 美里

＜ミニ･シンポジウム
：命輝く医療とは＞
「生き方が呼び覚ます自然治癒力」
座長：長堀 優
総合病院副病院長

外科部長

中 ルミ
国際ヒーリング看護協会 理事長
ルミナス訪問看護ケアステーション
管理者

10:10-10:50
心と身体を鍛える心身方を体験して
みよう
積山 鉄平
国際心身方協会

会長

13:00-13:30
レイキによる癒し効果
上杉 理絵
がんの方へのヒーリング
ボランティア*はーとふる代表
13:05-14:00 ＜ワークショップ＞
～みんなでやってみよう～
ケアに生かすアーユルヴェーダ式
ヘッドマッサージ
新田 美津恵
国際ヒーリング看護協会 理事

14:05-15:05
魂がワクワクする道を歩みなさい
ー病からのメッセージ～
岡部 明美
セラピスト/ワークショップ トレーナー

15:10-15:50
うつからの生還
～自然治癒力の素晴らしさ～
櫻井 秀真
地球マネジメント学会 評議員

16:00-16:50
＜パネルディスカッション＞
司会：長堀 優、上杉 理恵
積山 鉄平、新田 美津恵
岡部 明美、櫻井 秀真
A 会場へ移動

3 月 17 日（土）理工学部講義棟Ａ棟
C（A-208）
＜研究発表＞
10:10-10:30
蛍光測定によるヒーリングパワーの定量測定法

2階

53 （校内地図番号）
○

D（A-207）

＜ブース＞
株式会社
YKC
オンライン
ショップ
http://www.
e-refit.net

座長：小久保秀之
小久保 秀之 1,2、山本 幹男 1
1 国際総合研究機構 生体計測研究所
2 明治大学 意識情報学研究所

10:30-10:50
岡田茂吉の動的な健康観に基づく新たな健康度指標の開発と
岡田式健康法の継続による変化
津田 康民 1、和泉 充浩 2、安田 豊顕 2
藤井 淳史 2、中島 宏平 2

Tel:03-367
2-8221
Fax:03-367
2-8222

1（財）エム・オー・エー健康科学センター
2MOA インターナショナルサポートセンター浄化療法育成研究チーム

10:50-11:10
医療ヨガによる外気功の簡単習得法について

橋本 和哉

講演者書籍
など

はしもと内科外科クリニック

11:10-11:30
刺激に起因する生体反応のカオス解析

足達 義則
中部大学 教授

11:30-11:40 セション討論
11:45-13:00

昼休み（休憩室は 1 階 A-110）

11:50 理事会・評議員会・顧問会（1 階 A-109）
＜ワーク
ショップ＞
座長：河野貴美子 13:00-16:50
河野 貴美子 気療で
国際総合研究機構 生体計測研究所 副所長
健康増進
神沢 瑞至
橋爪 秀一 Idea-Creating Lab. 所長

＜研究発表＞
13:00-13:20
各種ヒーリング実施中の生理変化
13:20-13:40
「食」の本質はストレス改善にあり

気療塾学院
学院長

13:40-13:50 セション討論
13:50-14:20 休憩
14:20-16:50＜ワークショップ＞
生命力を活性化しよう (講演と波動測定デモ)

座長：古川彰久

生命力を活性化しよう～健全な心身で、生きがいのある人生を！

古川 彰久

イキイキライフ研究会 代表

PPT

脳と潜在意識（波動測定のデモンストレーション）

高橋 武生
素粒子エネルギー療法研究所 所長

ＤＮＡ波動測定と修復遠隔施療の方法と実態

ヒロ 澁谷
（有）実験工房 代表取締役

未来のエネルギー療法『衣服がからだを変える』

鹿子 正己

東京統合医療ハーモニックステーション 代表
TOKYO 気功ドック 代表

2 階ロビー

3 月 18 日（日）理工学部講義棟Ａ棟
会場 A（A-202）

2階

53 （校内地図番号）
○

B（A-201）

9:30 大受付開始・研究交流
PPT
10:00-11:45 ＜ミニ･シンポジウム＞
「森になる」における超越的な与える喜びの実践

座長：尾崎真奈美

『森になる』実践における愛他行動促進と自己超越への気づき

尾崎 真奈美

＜ミニ･シンポジウム
：命輝く医療とは＞
「被災地から学ぶ生き方のヒント」
座長：長堀 優
総合病院副病院長

外科部長

相模女子大学 人間社会学部 人間心理学科 准教授

『森になる』―気づきとしての自己超越

河野 秀海

浄土宗 少僧都、日本ヨーガ療法学会 ヨーガ療法 認定講師

非人称的アプローチによる「森になる」の実践

甲田 烈

相模女子大学 人間社会学部 人間心理学科 非常勤講師

感謝体験の意識化がポジティブな感情と愛他的行動に与える効果

小野寺 哲夫

＜被災地報告＞
10:00-11:00
チェルノブイリ事故
ドキュメンタリー映画
11:05-11:25
復興支援活動報告

上映
長堀 優

総合病院 副病院長

外科部長

（財）ふくしま自治研修センター 客員教授、臨床心理士、文学博士

11:45-13:00
11:50-

昼休み

11:30-11:50
連携を通じた震災復興のあり方
松崎 康弘

（休憩室は 1 階 A-110）

東北経済産業局
農商工連携プロデューサー

ISLIS 会員総会 (2 階 A-202)
座長：渡辺恒夫

13:00-14:00＜実演＞
瞳孔対光反応パターンによる“気診”効果の検証

鎌田 明彦 1、小倉 才子 2
1 アイリテック(株)
2 気診健康センター 代表、高輪エアルクリニック

14:00-14:30＜報告＞
ブラジルでの第 7 回サイ会議（ISLIS 共催）
および 21 世紀初頭の特異現象研究の傾向

＜特別報告＞
13:00-13:25
移動する放射性物質
－阿武隈川水系における
放射能汚染調査
桂川 秀嗣

小久保 秀之

東邦大学 名誉教授

ISLIS 常務理事・執行編集委員、国際総合研究機構 研究部長

14:30-14:35

休憩

13:25-13:35

＜ミニ･シンポジウム＞
身体に働きかけると脳が活性化する：セロトニン神経の役割
14:35-14:55
座 禅 と ウォ ーキ ン グ

座長：有田秀穂
有田 秀穂

東邦大学医学部統合生理学

14:55-15:15
セロトニン神経から見る自発的幸福と音の力

教授

1

喜田 圭一郎 、有田 秀穂 2
1 サウンドヒーリング協会 理事長
2 東邦大学医学部統合生理学 教授

15:15-15:35
フラダンスの身体・心理両面における効果

原 久美子 1、有田 秀穂 2
1.循環器中町クリニック 院長
2.東邦大学医学部統合生理学 教授

15:35-15:45 セション討論
15:45-15:50 休憩
15:50-16:50

総合討論

16:50
次期大会長挨拶

座長：伊藤公紀、山本幹男、河野貴美子、中ルミ
山本 幹男
ISLIS 理事長、国際総合研究機構（IRI）理事長

閉会の辞
17:10 学会賞選考委員 会

ISLIS 副会長 伊藤 公紀
横浜国立大学大学院工学研究院 教授

河野 貴美子
ISLIS 学会賞委員長

休憩

13:35-14:05
＜パネルディスカッション＞
～未来に向かって～
これからの私達の生き方
桂川 秀嗣、長堀 優
齊藤 大法、新田 美津恵
鈴木 玲子、中 ルミ
14:05-14:15
シンポジウム総評
長堀 優
総合病院 副病院長 外科部長

53
3 月 18 日（日）理工学部講義棟Ａ棟○
2階
C（A-208）
D（A-207）

10:00-11:45 ＜一般講演＞
浮雲消散現象発現、手かざし現象、福島原発事故
相原 和男 相原医院 院長
PPT
11:45-13:00
11:50-

昼休み

（休憩室は 1 階 A-110）

ISLIS 会員総会 (2 階 A-202)

13:00-13:20 ＜一般発表＞
意識の働きと人体の不思議

座長：木戸眞美

朝日 舞 日本ライブセラピー協会
CD,カセット
13:20-13:40
「順式腹式呼吸法」が心拍変動と不整脈と自律神経に及ぼす機能
評価 24 例
曽 紅 1、 川島 徳道 2
1 帯津三敬病院養生塾・ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ細胞呼吸学園代表、桐蔭横浜大
学大学院医用工学専攻
2.桐蔭横浜大学 教授

13:40-15:40 ＜発表とワークショップ＞新しい医療を求めて（3）
婦人科疾患 東洋医学からの新しい視点によるアプローチ
ホワイトボード
竹中 茂 新川鍼灸整骨院

13:00-15:50 ＜ワークショッ
プ＞
代替医療としてのヒプノセ
ラピー
催眠誘導によるイメージの
活用法
（ボイスダイアログ）
よしだひろこ 1
紺野 みずる 2、勝浦 友美 2
前田 恵妙 2、青柳 有佳 2
吉村 典子 2、天野 敦子 2
梅谷 てるみ 2、平本 久美子 2
出田 勉 2、古屋 友子 2

2階
ロビー

＜ブース＞株式会
社
YKC
オンラインショッ
プ
http://www.e-refit.
net
Tel:03-3672-8221
Fax:03-3672-8222
講演者書籍など

1 日本催眠療法協会理事長
HPS カウンセリングアカデミー
代表
2HPS 研究員

第33回生命情報科学シンポジウム大会長
伊藤 公紀 国際生命情報科学会（ISLIS）副会長、横浜国立大学 教授 電話 : 045-339-3804
副大会長 雨宮 隆 ISLIS専門会員、横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授 電話&Fax 045-339-4353
山本 幹男 ISLIS理事長、国際総合研究機構（IRI）理事長
河野 貴美子（プログラム委員長） ISLIS副会長、国際総合研究機構（IRI）副理事長
実行委員 中島 啓光
石塚 龍夫
小久保 秀之
高木 治
世一 秀雄

横浜国立大学

研究教員

ヒューマンクリニカ 所長、日本催眠応用医学会 会長
ISLIS 常務理事、国際総合研究機構（IRI）研究部長
ISLIS 専門会員、国際総合研究機構（IRI）主任研究員
ISLIS 専門会員、国際総合研究機構（IRI）主任研究員

第34回生命情報科学シンポジウム http://www.islis.a-iri.org/
学術部門： 第34回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会
一般部門： 第34回生命情報の科学フォーラム
2012 年8 月17-20 日（金-月） 合宿討論 Ⅵ
不思議現象を説明出来る新しい世界像を求めて
ミニシンポ、 オプション・セミナーなど
於 富士Calm(カーム) http://fujicalm.jp ＝人材開発センター富士研修所（元経団連研修所）
主催 国際生命情報科学会(ISLIS :イスリス)
共催： 国際総合研究機構(IRI :アイリ)、超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS )
大会長 山本幹男 ISLIS理事長・編集委員長（国際総合研究機構(IRI )理事長）

第33回・３４回生命情報科学シンポジウム http://www.islis.a-iri.org/
発表・参加申込、質問先： islis@a-iri.org Fax 043-255-5482
第３３回に関して ISLIS 事務局長 河野 貴美子 kawano@a-iri.org へ
第３４回に関する複雑な事 上記 大会長 山本幹男 へ

nsnpoiri@gmail.com 090-9232-9542 Fax 043-255-9143

The 33rd Congress of the International Society
of Life Information Science (ISLIS)
第 33 回 国際生命情報科学会 学術大会 プログラム
主催：国際生命情報科学会（ISLIS）
共催：国際総合研究機構（IRI）、超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会（NS）

 日時：2012 年 3 月 17・18 日（土・日）

 会場：横浜国立大学 （横浜市保土ヶ谷区常盤台 79 番 5 号）
（行き方など詳細は次（右）頁上部、校内地図などは下記学会ホームページを）

 参加費：会員 3,000 円、 非会員前売り 5,000 円、非会員当日 6,000 円、懇親会費 4,000 円
（非会員前売り価格：2010 年 3 月 10 日までお振込み完了の場合のみ適用）
（非会員で当シンポジウムの予稿集である学会誌最新号をご希望の場合は



総合司会：伊藤公紀

別途 2,500 円）

各発表時間は、討論時間 5～15 分含む。

大会長・ISLIS 副会長、山本幹男 副大会長・ISLIS 理事長、河野貴美子 プログラム委員長・ISLIS 副会長

3 月 17 日（土）
会場

A（A-202）理工学部講義棟Ａ棟

2階

53 （校内地図番号）
○

10:10-11:00

大会長挨拶
伊藤 公紀 ISLIS 副会長、横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授
＜大会長講演＞東西概念比較について－東洋と西洋の融合の可能性

11:00-11:45

＜理事長報告＞国際生命情報科学会(ISLIS）の 16 年半と「潜在能力の科学」の推進

10:00-

伊藤 公紀

ISLIS 副会長、横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授

山本 幹男

ISLIS 理事長、編集委員長、国際総合研究機構(IRI) 理事長

13:00-13:50

＜会長講演＞

世界観の反コペルニクス的転回：宇宙のアノマリーとしての自己と他者

渡辺 恒夫

ISLIS 会長、東邦大学理学部 生命圏環境科学科 教授

14:00-16:00

＜ミニ・シンポジウム＞

死・思想・健康～スピリチュアリティへの視点～

スピリチュアリティと幸福度

大門 正幸

五大思想の周縁

岡本 聡

スピリチュアリティと健康をめぐる科学的研究

杉岡 良彦

家庭におけるいのちの教育とその実際

林 和枝

胎内記憶保有率調査の比較

10:30-10:50

中部大学 人間学部
旭川医科大学 医学部

中部大学 保健看護学科

池川 明 池川クリニック 院長

会場
10:10-10:30

中部大学 全学共通教育部

C（A-208）

＜研究発表＞
蛍光測定によるヒーリングパワーの定量測定法

小久保 秀之 1.2、山本 幹男 1
1 国際総合研究機構(IRI) 生体計測研究所 研究部長
2 明治大学 意識情報学研究所

PPT

岡田茂吉の動的な健康観に基づく新たな健康度指標の開発と岡田式健康法の継続による変化
津田 康民 1、和泉 充浩 2、安田 豊顕 2、藤井 淳史 2、中島 宏平 2
1（財）エム・オー・エー健康科学センター
2MOA インターナショナルサポートセンター浄化療法育成研究チーム

10:50-11:10
11:10-11:30
13:00-13:20
13:20-14:00

医療ヨガによる外気功の簡単習得法について
刺激に起因する生体反応のカオス解析

河野 貴美子

「食」の本質はストレス改善にあり

懇親会

はしもと内科外科クリニック

足達 義則

各種ヒーリング実施中の生理変化

別棟
18:00

橋本 和哉

橋爪 秀一

大学生協○
78

中部大学 教授

国際総合研究機構 生体計測研究所
Idea-Creating Lab 所長

3 月 18 日（日）
会場
14:00-14:30

＜報告＞

A（A-202）理工学部講義棟Ａ棟

2階

53 （校内地図番号）
○

第 7 回サイ会議（ISLIS 共催）および世界の最新の特異現象研究の傾向

小久保 秀之

ISLIS 常務理事・執行編集委員、国際総合研究機構 研究部長

＜ミニ･シンポジウム＞

身体に働きかけると脳が活性化する：セロトニン神経の役割

14:35-14:55

座禅とウォーキング

14:55-15:15

有田 秀穂

セロトニン神経から見る自発的幸福と音の力

東邦大学医学部統合生理学 教授

喜田 圭一郎 1、有田 秀穂 2
1 サウンドヒーリング協会 理事長
2 東邦大学医学部統合生理学 教授

15:15-15:35

フラダンスの身体・心理両面における効果

15:35-15:45

セッション討論

15:45-15:50

休憩

15:50-16:50

総合討論

座長：伊藤公紀、山本幹男、河野貴美子、中ルミ

会場
13:20-13:40

原 久美子 1、有田 秀穂 2
1.循環器中町クリニック 院長
2.東邦大学医学部統合生理学 教授

C（A-208）

「順式腹式呼吸法」が心拍変動と不整脈と自律神経に及ぼす機能評価 24 例
曽 紅 1. 川島 徳道 2
1.帯津三敬病院養生塾・ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ細胞呼吸学園代表、桐蔭横浜大学大学院医用工学専攻
2.桐蔭横浜大学 教授

第33回 国際生命情報科学会学術大会 大会長
伊藤 公紀 国際生命情報科学会（ISLIS）副会長、横浜国立大学 教授 電話 : 045-339-3804
副大会長 雨宮 隆 ISLIS専門会員、横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授 電話&Fax 045-339-4353
山本 幹男 ISLIS理事長、国際総合研究機構（IRI）理事長
河野 貴美子（プログラム委員長） ISLIS副会長、国際総合研究機構（IRI）副理事長
実行委員 中島 啓光 横浜国立大学 研究教員
石塚 龍夫 ヒューマンクリニカ 所長、日本催眠応用医学会 会長
小久保 秀之 ISLIS 常務理事、国際総合研究機構（IRI）研究部長
高木 治
ISLIS 専門会員、国際総合研究機構（IRI）主任研究員
世一 秀雄
ISLIS 専門会員、国際総合研究機構（IRI）主任研究員

第33回生命情報科学シンポジウム http://www.islis.a-iri.org/
発表・参加申込、質問先： islis@a-iri.org Fax 043-255-5482
第３３回に関して ISLIS 事務局長

河野 貴美子 kawano@a-iri.org へ

