
2017 年 2 月 18 日版 

International Society of Life Information Science (ISLIS) 

The 43rd Symposium on Life Information Science 
国際生命情報科学会(ISLIS)  

第 43回生命情報科学シンポジウム 総合プログラム (仮) 
学術部門：第43回国際生命情報科学会（ISLIS ）学術大会 

一般部門：第43回生命情報の科学フォーラム 
 

主テーマ「未知なる科学への挑戦 Ⅳ」 
主催：国際生命情報科学会（ISLIS ）            http://www.islis.a-iri.org/ 
共催：国際総合研究機構（IRI ） 

 日時：2017 年 3 月 18・19 日（土・日）  

 会場：東邦大学 医療センター大森病院 5 号館地下 1 階 臨床講堂 （東京都大田区大森西 6-11-1） 
（行き方など詳細、および校内地図などは上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：2017 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 別途 2,500 円） 
 

 各発表時間は、討論時間 5～10 分含む。 
総合司会：山本幹男 副大会長・ISLIS 理事長・編集委員長 河野貴美子 プログラム委員長・ISLIS 副会長 
 

3月 18日（土）5号館 臨床講堂 地下 1階  
大講堂 ロビー 

 
9:40 大会受付開始・研究交流                         司会：山本 幹男 
 
10:10 開会挨拶               大会長 栗田 昌裕 （ISLIS 会長、群馬パース大学 学長） 
 

                                     座長：坪井 宏仁   
10:20-10:40＜研究発表＞ 
フィールド意識の特性曲線                                             小久保 秀之 

国際総合研究機構 生体計測研究所 
10:40-11:00＜研究発表＞ 
鹿との共生を目指して                                                橋爪 秀一 Idea-Creating Lab  
 
11:00-11:20＜研究発表＞ 
様々なリラクゼーション技法によって達成されるコヒーランス・レベルに関する予備的研究 

      大門 正幸  中部大学 
11:20-11:40＜研究発表＞ 
人文死生学の誕生                                                          渡辺 恒夫 東邦大学  
 
11:40-11:50 セション討論 
 
 
11:50-13:00 昼休み    12:00 理事会・評議員会・顧問会（講義室 C） 

 
 
13:00-13:30＜理事長講演＞                                                   座長: 栗田 昌裕 
国際生命情報科学会 (ISLIS ) の 21年半の歩みと「潜在能力の科学」の推進 

   山本 幹男 

国際生命情報科学会 (ISLIS ) 理事長・編集委員長 
 
13:30-14:30＜特別講演＞                          座長: 小久保 秀之 
こころと脳科学                                                 曽我 文宣 日中科学技術交流協会 
 
14:30-14:35 休憩 
 
14:35-15:35＜会長講演＞                            座長: 大門 正幸 
潜在意識の知性とは何か   

---共鳴試行「シンクロ X」と癌患者の手相判断からわかること--               栗田 昌裕 
群馬パース大学  

 
 
 
 
 
 
 

  
連日開催 
 
講演者 
書籍販売等 
 

 
 
 
 
 
 

PPT 

PPT 



 
15:35-15:55＜一般発表＞                            座長：橋爪 秀一 
ハイヤーセルフ: 高次元の意識 II ～人の魂は何処にゆくか～                      よしだ ひろこ 

日本催眠療法協会 理事長、HPS 心理センター 代表 
 
 
15:55-16:15＜一般発表＞ 
ナノバブル水（弱アルカリ性）の及ぼす不思議な効果                                     岩崎 浩 

熊本県立農業大学校 准教授  
16:15-16:35＜一般発表＞ 
"火療法"にみる血管の若返り効果といのちの仕組みへの考察 

            朝日 舞 
日本ライブセラピー協会 

16:35-16:45 セション討論 
 
16:45-16:50 休憩 
 
16:50-17:50＜ミニ・シンポジウム＞波動エネルギー活用による健康増進      座長: 河野 貴美子 

コメンテーター：鹿子正己（東京統合医療ハーモニックステーション代表） 
自然治癒力への挑戦            

古川 彰久 
有限会社イキイキライフ、（株）エイエムシイ 代表取締役 

北の杜 癒しのふしぎ科学             
高橋 武生 

素粒子エネルギー療法研究所所長 
 
 
18:00-20:00  懇親会 (１階レストラン BUONO) 

          

3 月 19 日（日）5号館 臨床講堂 地下 1階  
大講堂 ロビー 

 
9:50 大受付開始・研究交流                            

 
10:20-10:40＜研究発表＞                            座長：木村 真人  
発達障害児にみる自律神経系機能と脳波による検討 

                      河野 貴美子 1、近喰 ふじ子 2 

１国際総合研究機構(IRI) 生体計測研究所 
２東京家政大学大学院 人間生活学総合研究科 臨床心理学専攻 

10:40-11:00＜研究発表＞ 
舌喉頭矯正術前後の音声分析ソフトを用いた乳児啼泣評価 
                山本 伊佐夫１、大宮 康宏２、徳野 慎一３、光吉 俊二３、中川 貴美子１ 

大平 寛１、鎌倉 尚史１、山口 里恵１、山田 良広１、長谷川 巖１、向井 將 4 

1 神奈川歯科大学大学院災害医療歯科学講座法医歯科学 
2 PST（株） 

3 東京大学音声病態分析学講座 
4 向井診療所 

11:00-11:20＜研究発表＞ 
低分子化フコイダン、糖質制限食を中心とした統合医療による抗 p53抗体データ改善がん症例報告 

                     西本 真司 西本クリニック 
11:20-11:40＜研究発表＞ 
統合医療 3日断食、糖質制限よる潰瘍性大腸炎と膵臓癌患者における血中ケトン体、セロトニン、 
アディポネクチンデータの改善報告                      

西本 真司 西本クリニック 
 

11:40-11:50 セション討論 
  

 
11:50-13:00  昼休み     
 
 
13:00-14:00＜次期会長講演＞                          座長：山本 幹男   
東日本大震災のトラウマと心的外傷後成長 

いとう たけひこ 
 和光大学 

 

  
連日開催 
 
講演者 
書籍販売等 

 
 

12:00- ISLIS 会員総会  

PPT 



 
14:00-15:00＜会議報告＞                                                      座長: 木戸 眞美 
「物理学・化学・生物学における国際水会議」のご報告 

            根本 泰行 
合同会社オフィス・マサル・エモト代表、IHM 総合研究所所長 

 
15:00-15:10 休憩  
  
15:10-16:10 総合討論       座長：栗田昌裕、有田秀穂、いとうたけひこ、山本幹男、河野貴美子 
 
16:10 閉会の辞                   いとう たけひこ ISLIS 次期会長、和光大学 

 
 

16:20-16:30 学会賞選考委員会          河野 貴美子 ISLIS 学会賞選考委員長 
    

3 月 19 日（日）5号館 臨床講堂 地下 1階  
講義室 C 

 
10:40-11:50＜ワークショップ＞ 
気の反応で死者と交信する                                    橋本 和哉 

医療法人 春鳳会 はしもと内科外科クリニック  
 
13:30-15:00＜ワークショップ＞ 
前世療法体験コース                            よしだ ひろこ（前世・未来世療法） 

勝浦 友美（前世療法）宮崎 ちずる（前世療法）、他 
HPS心理センター セラピスト 

      
第43回生命情報科学シンポジウム実行委員会 

第43回生命情報科学シンポジウム大会長  栗田 昌裕 ISLIS会長、群馬パース大学 学長 

名誉大会アドバイザー 有田 秀穂 国際生命情報科学会（ISLIS）副会長、東邦大学 名誉教授  
 

副大会長  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 

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 

プログラム委員 いとう たけひこ 国際生命情報科学会（ISLIS）次期会長 和光大学 教授 
実行委員  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 幹事、国際総合研究機構（IRI）主任研究員 
世一 秀雄 ISLIS 幹事、国際総合研究機構（IRI）技術部長・主任研究員 

 
 

 

国際生命情報科学会(ISLIS)  

第44回生命情報科学シンポジウム   http://www.islis.a-iri.org/ 
学術部門： 第44回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会 
一般部門： 第44回生命情報の科学フォーラム 

 
主テーマ： 「癒し と 不思議 の科学」 演題募集中 

２０１７年8月予定 
 
 
 
 

主催 国際生命情報科学会(ISLIS :イスリス)  ISLIS : islis@a-iri.org 
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 いとう たけひこ ISLIS 次期会長 

 
 


