2014 年 3 月 10 日版

The 37th Symposium on Life Information Science
International Society of Life Information Science (ISLIS)

第 37 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37回国際生命情報科学会（ ISLIS ）学術大会
一般部門：第37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」

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 ）、超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会（NS ）

 日時：2014 年 3 月 15・16 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）
JR 蒲田駅 東口から・バス（約 7 分）2 番乗場「大森駅行」「東邦大学」下車・タクシー（約 5 分）
JR 大森駅 東口から・バス（約 20 分）1 番乗場「蒲田駅行」「東邦大学」下車・タクシー（約 10 分）
京浜急行 梅屋敷駅から ・徒歩（約 7 分）

 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：2014 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：山本幹男

別途 2,500 円）

 各発表時間は、討論時間 5～10 分含む。
副大会長・ISLIS 理事長、有田秀穂 大会長・ISLIS 会長、河野貴美子 プログラム委員長・ISLIS 副会長

3 月 15 日（土）5 号館
会場 A

臨床講堂

地下 1 階

ロビー

9:20 大会受付開始・研究交流
9:50 大会長挨拶

司会：山本幹男
有田 秀穂 ISLIS 会長（東邦大学名誉教授、セロトニン Dojo

代表）

座長：尾崎真奈美
10:00-10:05

B 会場

ワークショップ紹介：
一般社団法人

10:05-10:10

C 会場

ワークショップ紹介：

藤平 信一 心身統一合氣道継承者、
心身統一合氣道会 会長、慶應義塾大学 非常勤講師
西本 真司 西本クリニック 院長

10:10-10:30＜研究発表＞
即効で蓄積感情、トラウマを改善させるメカニズムについて
10:30-10:50＜研究発表＞
在宅看護におけるヒーリングタッチの効果に関する事例検討
心理的苦痛と不眠の軽減効果－

橋本 和哉

PPT

医療法人

PPT

春鳳会

－パーキンソン氏病の女性の疼痛と
中 ルミ 1、天野 博 1、いとう たけひこ 2

1 国際ヒーリング看護協会、2 和光大学

10:50-10:55

C 会場

はしもと内科外科クリニック

セミナー紹介：

現代人間学部 心理教育学科
国際ヒーリング看護協会

天野 博

10:55-11:15＜研究発表＞ PPT
津波と原発の子どもたちの時間的展望への影響

―東日本大震災後の作文のテキストマイニング―
いとう たけひこ 和光大学 現代人間学部 心理教育学科

11:15-11:20 セション討論
座長：渡辺恒夫
山本 幹男

11:20-11:50＜理事長報告＞
国際生命情報科学会(ISLIS）の 18 年半と「潜在能力の科学」の推進

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（講義室 C）
13:00-14:00＜特別講演＞
ホリスティック医学-2014 年
PPT

12:00 理事会・評議員会・顧問会（講義室 B）
座長：山本幹男
帯津 良一

帯津三敬病院 名誉院長
ISLIS 特別評議員、日本ホリスティック医学協会 会長

連日開催
講演者
書籍販売等

3 月 15 日（土）5 号館
会場 A

臨床講堂

地下 1 階

ロビー

14:00-15:30＜鼎談＞
座長：小山悠子
これからのヘルスケアに向けて
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）
帯津 良一（ISLIS 特別評議員、帯津三敬病院 名誉院長、日本ホリスティック医学協会 会長）
（司会進行） 有田 秀穂（ISLIS 会長、東邦大学名誉教授、セロトニン Dojo 代表）

連日開催
講演者
書籍販売等

15:30-15:35 休憩
座長：木村真人
橋爪 秀一 1、 河野 貴美子 2、小久保 秀之 2、
山本 幹男 2、桂川 秀嗣 3、鎌田 明彦 4、渡辺 恒夫 3

15:35-15:55＜研究発表＞
甘味料によるストレス改善効果
PPT

1 Idea-Creating Lab、2 国際総合研究機構（IRI）
3 東邦大学 4 アイリテック株式会社

15:55-16:15＜研究発表＞
読経時の精神状態と音声の関係に関する一考察
大山 玄 1、斎藤 大法 2、岩本泰寛 3
1 多摩リハビリテーション学院
2 要唱寺、3 妙長寺

16:15-16:35＜研究発表＞ PPT
光トポグラフィー検査の実際と有用性について

秋山 友美、木村 真人
日本医科大学千葉北総病院メンタルヘルス科

16:35-16:40 セション討論
16:40-17:00＜研究発表＞
「幸せ言葉の繰返し効果」実験
17:00-17:20＜研究発表＞
「幸せ度の効果測定」実験

座長：亀井勉
PPT

PPT

大島 章嘉

ワード研究所

大島 章嘉

ワード研究所

17:20-18:00（討論含む）
＜研究発表＞
内面美容の重要性 ～疑似科学からの脱却のための医学的考察・人文科学的考察～
PPT、BB
居藤 タカセ 1 、斉藤 大法 1,2
1 日本統合医療美容学会

18:10-20:00

懇親会

( 講義室 B

)

3 月 15 日（土）5 号館
講義室

臨床講堂

地下 1 階
講義室 C

B

10:10-11:50
＜ワークショップ＞
メジャーリーグが取り入れた「氣」心身統一合氣道
藤平 信一 心身統一合氣道継承者、

10:10-11:50
＜ワークショップ＞
形から入る笑いの療法の実践による除痛、
生理的運動療法、気の関する体験ワーク
西本 真司

一般社団法人 心身統一合氣道会 会長
慶應義塾大学 非常勤講師

西本クリニック 院長

12:00 理事会・評議員会・顧問会（講義室 B）

11:50-13:00 昼休み（休憩室は

15:40-16:30＜ワークショップ＞
即効で蓄積感情、トラウマを改善させる

15:40-16:45
ヒーリングタッチ体験セミナー
中 ルミ
16:45-17:50
ヒーリング SEITAI セミナー
天野 博

橋本 和哉

PPT

医療法人 春鳳会

18:10-20:00

懇親会

はしもと内科外科クリニック院長、理事長

( 講義室 B

2 要唱寺

)

講義室 C ）

国際ヒーリング看護協会

国際ヒーリング看護協会

3 月 16 日（日）5 号館 臨床講堂
会場 A（A-202）
9:30 大受付開始・研究交流
10:00-10:05 B 会場 ワークショップ紹介：
10:05-10:10 C 会場 ワークショップ紹介：
10:10-10:30＜研究発表＞
形状記憶合金と超弾性合金を使ったマクロ PK の研究
− 市民の科学がもたらす可能性−

地下 1 階

ロビー
座長：橋爪秀一

よしだ ひろこ HPS 心理センター東京
古川 彰久 (有)イキイキライフ 代表取締役
渡辺 宙明 1、小久保 秀之 2,3

2 国際総合研究機構（IRI）生体計測研究所 3 明治大学

1 ラボ AP21
意識情報学研究所

10:30-10:50＜研究発表＞
非接触ヒーリングにおける生体センサの反応パターンの研究から
～年齢とヒーリング力との相関～
南 愛梨 1、薄井 孝子 1、小久保 秀之 2,3
1 ユリア心理サポートオフィス 2 国際総合研究機構（IRI）生体計測研究所
3 明治大学 意識情報学研究所

PPT

10:50-11:00 セション討論
PPT
11:00-11:20＜研究発表＞
操体呼吸法時の呼気ガス分析による熟練度の相違について

座長：串田剛
1
2
3
石濱 慎司 、石濱 加奈子 、田中 幸夫

1 東京農工大学 大学院

11:20-11:40＜研究発表＞
指尖脈波を用いた各種刺激の特徴解析

2 洗足こども短期大学

足達義則 1、笹山雪子 2

PPT

1 中部大学

11:40-11:50 セション討論
11:50-13:00

昼休み

（休憩室は講義室 C）

3 東京農工大学

）
12:00-

2 西南女学院大学

ISLIS 会員総会

13:00-13:50＜大会長講演＞
座長：足達義則
セロトニンの五つの働き ：セルフケアの実践を踏まえて PPT
有田 秀穂 東邦大学医学部 名誉教授、セロトニン Dojo 代表
13:50-14:40＜教育講演＞
座長：小久保秀之
脳科学における脳とは誰の脳のことか？
― 自己言及的・人称的脳科学の提唱 ―
渡辺 恒夫 ISLIS 副会長、東邦大学 名誉教授
14:40-14:45 休憩
14:45-15:05＜研究発表＞
座長：高木治

エネルギースピリチュアルヒーリングにおける現象のとらえ方
シータヒーリング®における脳波測定結果から

串田 剛 1、河野 貴美子 2

1 横浜緑園丘の上クリニック 2 国際総合研究機構（IRI）

15:05-15:25＜研究発表＞
健康増進に役立つ温泉熟成 Fango

杉森 賢司 1、岡島

麻衣子 2、大和田 瑞乃 3

1 東邦大学医学部生物学研究室
2 北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）マテリアルサイエンス学科
3（株）アセンダント

PPT

15:25-16:45＜研究発表＞
身体へのテーピングによる自律神経の動態変化
鎌田 明彦 1、河野 貴美子 2、小倉 才子 3、加瀬 建造 4
15:45-15:50 セション討論

1 アイリテック株式会社、2 国際総合研究機構（IRI）
3 心と身体と気を元気にする気診研究所、4 キネシオテーピング協会

15:50-16:35 ＜ミニ・シンポジウム＞
座長：山本幹男、河野貴美子
ISLIS 合宿地 「北杜市・増富温泉峡」－ 2014 年 8 月 23-26 日(土-火)
第 38 回生命情報科学シンポジウム 開催地に関して－
合宿地選定： 山本幹男 ISLIS 第 38 回大会長、ISLIS 理事長・編集委員長
河野貴美子 ISLIS 副会長・事務局長
増富の魅力 : 高橋武生 ISLIS 評議員、IRI -北杜健康研究センター 理事長
増富ラジウム温泉の特徴 : 堀内公子 東京慈恵会医科大学、元 大妻女子大学 教授 PPT
増富の生物 : 杉森賢司 東邦大学医学部 生物学研究室
IRI -北杜統合医療研究センターの設立報告 : 高橋武生 IRI -北杜健康研究センター 理事長
16:35-17:15

総合討論

座長：山本幹男、河野貴美子

連日開催
講演者
書籍販売等

3 月 16 日（日）5 号館 臨床講堂
会場 A（A-202）
17:15 閉会の辞

ISLIS 会長 有田秀穂

17:20 学会賞選考委員会

河野 貴美子

東邦大学名誉教授、セロトニン Dojo

PPT

臨床講堂

代表

連日開催
講演者
書籍販売等

地下 1 階
講義室 C

B

10:10-11:50＜ワークショップ＞
座長：古川 彰久
生命力活性研究会 生命を活性化させよう
自然治癒力への挑戦

ロビー

ISLIS 学会賞選考委員長

3 月 16 日（日）5 号館
講義室

地下 1 階

10:10-11:50＜ワークショップ＞
『シグナルセラピー』
潜在意識からシグナルを感受する方法

古川 彰久
(有)イキイキライフ

新しいエネルギー像を求めて
（日本のパワースポット）

講師：よしだ ひろこ、野中 玲子
指導員：佐藤隆三、天野敦子
白鳥聖子、山田江利子
吉永充子、逸見綾

代表取締役

高橋 武生

素粒子エネルギー療法研究所所長

HPS 心理センター東京

未来のエネルギー療法
『米のエネルギーを活用した睡眠健康法など』
鹿子 正己

PPT

東京統合医療ハーモニックステーション

第37回生命情報科学シンポジウム実行委員会
第37回生命情報科学シンポジウム大会長
有田

秀穂

国際生命情報科学会（ISLIS）会長、東邦大学

名誉教授

副大会長 山本
河野

幹男 ISLIS理事長、国際総合研究機構（IRI）理事長
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

石塚 龍夫
小久保 秀之
高木 治
世一 秀雄

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 幹事、国際総合研究機構（ IRI）主任研究員
ISLIS 幹事、国際総合研究機構（ IRI）技術部長・主任研究員

第38回生命情報科学シンポジウム

http://www.islis.a-iri.org/

学術部門： 第38回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会
一般部門： 第38回生命情報の科学フォーラム
2014 年8 月23-26 日（土-火） 合宿討論 Ⅷ
於 ： 山梨県 北杜(ほくと)市・増富温泉峡

主テーマ：

http://www.masutominoyu.com

「癒し と 不思議 の科学」

演題募集中

癒し、温泉、パワースポット、脳科学、精神神経免疫学、生体機能、代替・統合医療、自然治癒力、健康増進、
ヒーリング、潜在能力、能力開発、自己啓発、美容、気、気功、瞑想、ヨーガ、超心理学、スピリチュアル、超常現象、など
項目：

23日公開講演、講演、研究発表、一般発表、体験報告、実演、実技指導、セミナー、ワークショップ、

温泉浴、パワースポット・ツアー（樹林気功・清流気功を含む）、瑞牆（みずがき）山(日本百名山）登山ツアー、など

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 )
地元自治体（交渉中）、 一般社団法人護持の里たまゆら（「増富の湯」等）、 家族楽園大学
後援: 地元各自治体（交渉中）、北杜市観光協会、増富温泉峡観光協会、
㈱ヴィンテージリゾート、地元協賛企業（交渉中）、など
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）
山本幹男: nsnpoiri@gmail.com

