
 
International Society of Life Information Science (ISLIS) 

The 41st Symposium on Life Information Science 
国際生命情報科学会(ISLIS)  

第 41 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41回国際生命情報科学会（ISLIS ）学術大会 

一般部門：第41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Ⅲ」 

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：2016 年 3 月 19・20 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：2016 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：有田秀穂 大会長・ISLIS 副会長、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 19 日（土）5 号館 臨床講堂 地下 1階  
大講堂 ロビー 

 
9:20 大会受付開始・研究交流                         司会：山本 幹男 
 
10:00 開会挨拶           大会長 有田 秀穂 （東邦大学名誉教授、セロトニン Dojo 代表） 
 

座長：坪井 宏仁 
10:10-10:30＜研究発表＞ 
長期フィールドRNG測定における弱い周期変化                                      小久保 秀之 

国際総合研究機構 生体計測研究所 
10:30-10:50＜研究発表＞ 
脚力に左右差のある患者へのトレッドミルとペダル漕ぎを併用した歩行訓練     

上杉 一秀 1、足達 義則 2、新谷 洋人 1、清田 公保 1 
1 熊本高等専門学校熊本キャンパス、2 中部大学 

10:50-11:10＜研究発表＞ 
ストレス改善作用測定系は最も優れた食品の総合的機能評価系であり、最も優れたヒット商品開発法 
及び個別用食品検索法でもある                        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 
1Idea-Creating Lab 、 2国際総合研究機構  

3東邦大学、 4アイリテック株式会社  
11:10-11:30＜研究発表＞ 
リラヴォイスの音響音声学的分析                     大門 正幸 中部大学 
11:30-11:50＜研究発表＞ 
白金コロイド美容液によるリラックス効果の脳波測定                    小久保 秀之、河野 貴美子 

国際総合研究機構 生体計測研究所 
11:50-12:00 セション討論 
 
 
12:00-13:00 昼休み    12:10 理事会・評議員会・顧問会（講義室 C）   
13:00-13:25＜理事長講演＞                                                    座長:渡辺 恒夫 
国際生命情報科学会 (ISLIS ) の 20 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 

 
13:25-14:25＜講演＞                                                           座長：山本 幹男 
人類がなし得なかった"悟り"の科学的方法 － 

"いじめ"を終わらせる俯瞰した視点の獲得について－                           佐藤 数行 
大阪大学大学院工学研究科 

連日開催  
講演者 
書籍販売等
 

PPT 

PPT 



 
14:25-15:25＜会長講演＞                            座長：木戸 眞美 
2500km の旅をする蝶アサギマダラの不思議 
-共時性（シンクロ二シティ）、予知能力、ゆらぎの活用-                  栗田 昌裕 

群馬パース大学 学長 
15:25-15:30 休憩 
 
15:30-16:45＜ミニ・シンポジウム＞哲学的・科学的考察および神秘体験を通しての世界観 

座長：大門 正幸 
 
福来友吉博士が超心理学的研究と神秘体験によって達した境地             大門 正幸 

中部大学 
 
「前世療法がもたらす世界観」または「生まれ変わりのしくみ」           大槻 麻衣子 

大槻ホリスティック 
 
デヴィッド・ボームの宇宙、宣長・守部・篤胤の宇宙                  岡本 聡 

中部大学 人文学部 
16:45-17:45-＜一般発表＞                                                     座長：小山 悠子 
“ハイヤーセルフ 高次元の意識” 右脳的思考エネルギーの考察     よしだ ひろこ 1、串田 剛 2 

1HPS 心理センター＆カウンセリングアカデミー 代表 

2 光クリニック院長 
 
 
18:00-20:00  懇親会 (１階レストラン BUONO) 

     
3 月 20 日（日）5 号館 臨床講堂 地下 1 階  

大講堂 ロビー  
9:20 大受付開始・研究交流                            
 
10:00-10:20＜研究発表＞                           座長：河野 貴美子 
多次元宇宙像が明かす「気」の通り道                 種市 孝 IRI理論物理学研究所  
10:20-10:40＜研究発表＞ 
浄霊する範囲と再発防止について                                橋本 和哉 

医療法人 春鳳会 はしもと内科外科クリニック 
 
10:40-11:00＜研究発表＞ 
中国人と日本人の刺激に対する反応の違い            足達 義則 1、笹山 雪子 2、上杉 一秀 3 

1 中部大学、2 西南女学院大学、3 熊本高等専門学校 
11:00-11:10 セション討論  
11:10-12:00＜講演＞                              座長：福岡 博史 

日本の目覚めは世界の夜明け                長堀 優 一般財団法人 育生会横浜病院 院長 
  

12:00-13:00  昼休み      
 
13:00-14:00＜大会長講演＞                          座長：足達 義則 
セロトニン神経活性化の臨床的評価：脳波α２成分の発現                

有田 秀穂 1、滝本 裕之 2 
1 東邦大学 名誉教授、セロトニン Dojo 代表、2 ひろカイロ整体院 院長  

14:00-14:50＜講演＞                             座長：小久保 秀之 
水の情報記憶について                           根本 泰行 IHM 総合研究所 所長  
14:50-15:10＜研究発表＞                            座長：橋爪 秀一 
美しい景観はなぜ美しいのか？：環境心理学への進化論的・現象学的アプローチ   

               渡辺 恒夫 東邦大学 名誉教授 
15:10-15:30＜研究発表＞ 
中年女性におけるタイ式自己整体｢ルーシーダットン｣の運動効果 
   ～２次元気分尺度による心理的変化の検討～                                      高橋 基子 

放送大学大学院 文化科学研究科修士課程 
15:30-15:50＜研究発表＞ 
ガンに対する低分子化フコイダンを中心とした統合医療の臨床改善報告～第三報       西本 真司 

西本クリニック 院長  
15:50-16:10＜症例一般発表＞ 
「ヘッドケア」の実施による全身症状の改善効果と体内毒素排泄の可視化            朝日 舞 

日本ライブセラピー協会 代表 

連日開催  
講演者 
書籍販売等

12:10- ISLIS 会員総会

PPT

PPT 

PPT 

スライド

PPT

PPT スピーカー 



 
16:10-16:20 セション討論 
  
16:20-17:00 総合討論         座長：栗田昌裕、山本幹男、河野貴美子 
 
17:00 閉会の辞                   栗田昌裕 ISLIS 会長、群馬パース大学 学長 

 
17:10-17:20 学会賞選考委員会          河野 貴美子 ISLIS 学会賞選考委員長 
    

3 月 20 日（日）5 号館 臨床講堂 地下 1 階  
講義室 C 

 
10:00-12:00＜ワークショップ＞                                座長：大門 正幸
今をよりよく生きるための「あの世」エクセサイズ 

大門 正幸 1、大槻 麻衣子 2、谷口 智子 3

1 中部大学、2 大槻ホリスティック、3 愛知県立大学

13:00-14:45＜デモンストレーション＞                           座長：よしだ ひろこ
ハイヤーセルフ 高次元の意識                            よしだ ひろこ、勝浦友美

HPS 心理センター＆カウンセリングアカデミー

14:50-16:10＜ワークショップ＞                                座長：橋本 和哉
浄霊する範囲と再発防止について                                               橋本 和哉

医療法人 春鳳会 はしもと内科外科クリニック     
第41回生命情報科学シンポジウム実行委員会 

第41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）副会長、東邦大学 名誉教授  

 
副大会長 栗田 昌裕 ISLIS会長、群馬パース大学 学長 

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）副理事長  
実行委員 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 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) 合宿10回記念 

第42回生命情報科学シンポジウム   http://www.islis.a-iri.org/ 
学術部門： 第42回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会 
一般部門： 第42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 

2016 年8 月26-29 日（金-月） 合宿討論  
於: 長野県 佐久市 春日温泉 「かすがの森」 http://www.kasuganomori.com/ 

 〒384-2205 長野県佐久市春日２２５８−１  電話: 0267-52-2111  FAX: 0267-52-2119 
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： 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、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 ) 
    

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 090-9232-9542 


