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The 35th Symposium on Life Information Science
International Society of Life Information Science (ISLIS)

第 35 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35回国際生命情報科学会（ISLIS ）学術大会
一般部門：第35回生命情報の科学フォーラム
主催：国際生命情報科学会（ISLIS ）http://www.islis.a-iri.org/

、超党派国会議員連盟
共催：国際総合研究機構（IRI ）

人間サイエンスの会（NS ）

 日時：2013 年 3 月 16・17 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：2013 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 5～10 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 16 日（土）理工学部講義棟Ａ棟
会場 A（A-202）

2階

S5-5 （校内地図番号）

ロビー

9:10 大受付開始・研究交流
司会：山本幹男
連日開催
9:40 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）
講演者
座長：橋爪秀一
書籍販売等
9:50-10:10＜研究発表＞
1
2
1
両耳聴性変則音刺激と変性意識
河野 貴美子 、坂本 政道 、世一 秀雄 、
高木 治 1、小久保 秀之 1、山本 幹男 1
1 国際総合研究機構 生体計測研究所
2㈱アクアヴィジョン・アカデミー 代表取締役

10:10-10:30＜研究発表＞
咀嚼によるストレス軽減効果

橋爪 秀一 1,2、河野 貴美子 2,3、小久保 秀之 2,3、
山本 幹男 2,3、桂川 秀嗣 2、鎌田 明彦 2,4、渡辺 恒夫 2
1Idea-Creating Lab、2 東邦大学理学部心と生命の環境学研究センター
3 国際総合研究機構、4 アイリテック株式会社

10:30-10:50＜研究発表＞
太極拳練習者の脳波測定によるポジティブ感情とフロー体験の関係

飯田 健次 1、小熊 祐子

2

1 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科
2 慶應義塾大学 スポーツ医学研究センター

PPT

10:50-11:10＜研究発表＞
皮膚電位の季節変動

足達 義則 1、寺尾 泰亮 2
1 中部大学 経営情報学部、2 名古屋製絡㈱

11:10-11:15 セション討論

11:15-11:50＜理事長報告＞
国際生命情報科学会(ISLIS）の 17 年半と「潜在能力の科学」の推進

座長：伊藤公紀
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

11:50-13:00 昼休み（休憩室は 1 階 A-110）

12:00 理事会・評議員会・顧問会（1 階 A-109）

13:00-14:00＜特別講演＞
今後の医療の有り方

座長：山本幹男
渥美 和彦 ISLIS 学術顧問
東京大学 名誉教授、日本統合医療学会 名誉理事長

14:00-14:50＜次期会長講演＞
無意識の心をサイエンスはどこまで明らかにしたか

座長：渡辺恒夫
有田 秀穂
東邦大学医学部 名誉教授、セロトニン道場 代表

14:50-14:55 ヒーリングタッチ体験セミナー ご案内（中 ルミ）
14:55-15:00 ワークショップ 死と出会う「森になるデスワーク Ver.2」ご案内（河野 秀海）

3 月 16 日（土）理工学部講義棟Ａ棟
会場 A（A-202）

2階

S5-5 （校内地図番号）

C（A-208）

15:00-15:20＜研究発表＞
座長：尾崎真奈美 15:05-16:05
非接触ヒーリングにおける生体センサの反応パターン:ガス測定法・蛍光測定法による分析
＜ワークショップ＞
小久保 秀之 1,2、薄井 孝子 3、嶋原 兆子 4、南 愛梨 3、 ヒーリングタッチ
高木 治 1、河野 貴美子 1、山本 幹男 1
体験セミナー
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
中 ルミ
3 ユリア心理サポートオフィス、4 カリフォルニア臨床心理大学院 日本校

15:20-15:40＜研究発表＞
「与える喜びの心理学」ポジティブ心理学第二世代

尾崎 真奈美
相模女子大学 人間心理学科

15:40-16:00＜研究発表＞
3.11 震災の子どもたちの作文における心的外傷後成長（PTG）－ テキストマイニング研究より いとう たけひこ 1、飯島 有紀恵 2

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

16:10-17:40

1 和光大学 心理教育学科、2 相模女子大学 人間心理学科 ＜ワークショップ＞

死と出会う
16:00-16:20＜研究発表＞
「森になる
福島を忘れないために！移動する放射性物質
－ 阿武隈川水系の放射能汚染調査、A 市の
デスワーク Ver.2」
土壌汚染・空間線量マップ、小鳥の森サンクチュアリでは －
河野 秀海
桂川 秀嗣 1、山口 英俊 2，五十嵐 悟 3
1 東邦大学 理学部 心と生命の環境学研究センター
2 SWR(株)（エス ダブリュ アール）
、
3 福島市小鳥の森 サンクチュアリ室

浄土宗少僧都
一般社団法人
「森になる」

16:20-16:30 セション討論
座長：池川明
中 ルミ

16:30-16:50＜研究発表＞
看護にいかすエネルギーフィールドへのアプローチ
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

16:50-17:10＜研究発表＞
うまれることの意味

池川 明

17:10-17:30＜一般発表＞
根っこをはった子育て

飛谷 ユミ子

池川クリニック
飛谷こども研究所

17:30-17:40 セション討論
17:40-18:00 休憩（移動）
18:00

懇親会

(別棟

大学会館 S1-5 ポルティ)

3 月 17 日（日）理工学部講義棟Ａ棟
会場 A（A-202）

2階

S5-5 （校内地図番号）

C（A-208）

9:30 大受付開始・研究交流
10:00-10:05 実演・実技指導 気当てご案内（橋本 和哉）
10:05-11:50＜ミニ･シンポジウム＞
カオス・乱数・意識
座長: 小久保 秀之（国際総合研究機構 生体計測研究所）
演者: 小笠原 義仁（早稲田大学 理工学術院）
PPT
清水 武 （明治大学 情報コミュニケーション学部、意識情報学研究所）
石川 幹人（明治大学 情報コミュニケーション学部）
11:50-13:00

昼休み

（休憩室は 1 階 A-110） 12:00-

ｽﾗｲﾄﾞ

学会賞授賞式、 ISLIS 会員総会 (2 階
座長：木戸眞美

13:00-13:50＜大会長講演＞
自由意志問題について―さまざまな視点から

伊藤 公紀 ISLIS 副会長(前会長)
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授
13:50-14:40＜会長講演＞
シュレーディンガーの世界観

10:10-11:10
＜実演・実技指導＞
気当てリーディング法で蓄
積した感情を読み取る

座長：石川幹人
－ 反コペルニクス的転回 (Ⅱ)－
渡辺 恒夫 ISLIS 会長
東邦大学

名誉教授

橋本 和哉
医療法人 春鳳会 はしもと
内科外科クリニック

A-202)

3 月 17 日（日）理工学部講義棟Ａ棟
会場 A（A-202）
14:40-16:10 ＜ミニ・シンポジウム＞
死生観の教育と癒しの未来像

座長：岡本聡

｢五大｣思想とヴィーガン

岡本 聡

中部大学 人文学部 日本語日本文化学科

日本における Death Education の現状

林 和枝

中部大学 生命健康科学部 保健看護学科

ヴィーガンと「站椿功」による生命の癒し

朝日 舞

日本ライブセラピー協会 代表

iRest による五大思想とサーンキャ哲の実感

永草 美保

iRest 上級者トレーニング修了

16:10-16:30＜一般発表＞
福島の現実とみなさんに伝えたいこと 2013

リラの会

阿部 宣幸

NPO 法人 CRMS 市民放射能測定所 広報

16:30-17:00

総合討論
座長：伊藤公紀、山本幹男、河野貴美子

17:00
次期大会長挨拶

山本 幹男
ISLIS 理事長、国際総合研究機構（IRI）理事長

閉会の辞

ISLIS 副会長 伊藤 公紀
横浜国立大学大学院工学研究院 教授

17:20 学会賞選考委員会

2階

S5-5 （校内地図番号）

B（A-201）

14:40-15:00＜研究発表＞
座長：亀井勉
統合医療へのスピリチュアルヒーリング導入の安全性
に関する評価
シータヒーリングの
施術中脳波、免疫能、感情変化の検討
串田 剛 1、河野 貴美子 2
1 横浜緑園丘の上クリニック 院長
2 国際総合研究機構 生体計測研究所

15:00-15:20＜研究発表＞
エネルギー療法が前頭部の血流に与える影響
内田 誠也 1、亀井 勉 2、山岡 淳 2、
菅野 久信 1、新田 和男 1
1（一財）エム・オー・エー健康科学センター
2 長崎大学

15:20-15:40＜研究発表＞
中医気功入静法、刺絡療法と催眠療法の集学的治療によ
り顕著な改善をみた摂食障害の一例
崔 舜翔 1,2,3、亀井 勉 4,5,6、小林 洋子 7
1 中医気功催眠療法研究所、2 きゅいど整骨鍼灸院、
3 ヨーロピアン・ヴィアドリーナ大学、
4 長崎大学産学官連携戦略本部、5 ライプツィヒ大学、
6 明治国際医療大学、7 宮医堂

15:40-16:00＜研究発表＞
笑いアクションの心身のストレス軽減に関する研究
橋元 慶男
人間総合科学大学 大学院

16:00-16:10 セション討論

河野 貴美子
ISLIS 学会賞委員長

第35回生命情報科学シンポジウム実行委員会
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
石塚 龍夫
小久保 秀之
世一 秀雄
高木 治

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）技術部長、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36回生命情報科学シンポジウム http://www.islis.a-iri.org/
学術部門： 第36回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会
一般部門： 第36回生命情報の科学フォーラム
2013 年8 月24-27 日（土-火） 合宿討論 Ⅶ
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・ツアーなど
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）
ISLIS : islis@a-iri.org 山本幹男: nsnpoiri@gmail.com

