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
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」
http://www.islis.a-iri.org/ 共催：国際総合研究機構（IRI ）

主催：国際生命情報科学会（ISLIS ）

 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）
名誉大会アドバイザー・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
各発表時間は、討論時間 5～10 分含む。

総合司会：有田秀穂

3 月 18 日（土）5 号館

臨床講堂

地下 1 階

ロビー

大講堂
9:40 大会受付開始・研究交流
10:10 開会挨拶
10:20-10:40＜研究発表＞
フィールド意識の特性曲線

大会長 栗田

司会：山本 幹男
連日開催
昌裕 （ISLIS 会長、群馬パース大学 学長）
講演者
座長：坪井 宏仁
書籍販売等
小久保 秀之

PPT

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＞
PPT
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＞
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--

座長:大門 正幸
栗田 昌裕
群馬パース大学

15:35-15:55＜一般発表＞
ハイヤーセルフ: 高次元の意識 II

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

日本催眠療法協会 理事長、HPS 心理センター 代表
PPT

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
16:35-16:45 セション討論
16:45-16:50 休憩

座長:橋爪 秀一
よしだ ひろこ

～人の魂は何処にゆくか～

岩崎 浩
朝日 舞

熊本県立農業大学校

准教授

日本ライブセラピー協会

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

ロビー

大講堂
9:50 大受付開始・研究交流
10:20-10:40＜研究発表＞
発達障害児にみる自律神経系機能と脳波による検討

座長：木村 真人
河野 貴美子 1、近喰 ふじ子 2

２

連日開催
講演者
書籍販売等

１
国際総合研究機構(IRI) 生体計測研究所
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

12:00-

昼休み

ISLIS 会員総会

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

座長:山本 幹男
いとう たけひこ

和光大学

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

16:20-16:30 学会賞選考委員会

河野 貴美子

3 月 19 日（日）5 号館

ISLIS 次期会長、和光大学

ISLIS 学会賞選考委員長

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

13:30-15:00＜ワークショップ＞
前世療法体験コース

春鳳会

はしもと内科外科クリニック

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

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
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

セラピスト

学長

ISLIS への ご寄付のお願い
国際生命情報科学会(ISLIS) 会長・理事長・事務局長
平素、当学会への ご指導・ご協力・ご支援を賜りまして、誠に有難うご在います。
当学会は、1995 年の創立来 20 年余、年 2 回のシンポ主催と年 2 号の国際学会誌の刊行を継続して
まいりました。しかし、現在、年間数百万円の実質赤字の財政難で、このままでは継続が出来ない
状態となっております。本学会継続の為、本分野の発展のために、ご寄付へのご協力をお願い申し上
げます。各種会員、学会誌購読者、シンポへの参加者等の拡大へのご協力も、合わせて、宜しくお願
い申し上げます。

（とっても）いい

E

講座

脳を知ろう！好評開催中！

第 53 回： 2017 年 3 月 20 日 (月)
第 54 回： 2017 年 4 月 17 日 (月)

14：30～16：30
14：30～16：30

毎月 1 回 第 3 月曜日開催です

脳波(希望者)の計測やその解説を交えながら、脳の仕組み、脳の不思議を学びましょう。
10 回連
続講座ですが、途中からでも、途中多少抜けても大丈夫（でも、連続でがんばるとい
いことも？！）。その後も続きますので、次回から 10 回でも OK です。 受講生のご要望やご質問
に応じて、さまざまな角度から、ご一緒に脳について考えていく講座です。

講師：河野貴美子：脳生理学（元 日本医科大学）
（現 IRI カレッジ副学⻑・IRI 副理事⻑、国際⽣命情報科学会(ISLIS)副会⻑）

 お申し込みは E-mail⇒ npo.iri.college@gmail.com (FAX の方は⇒ 043-255-5482 )
 日時：毎月 1 回 14：30～16：30 ＊都合により変更あり (８月はお休み)
 場所：ハートフルセミナールーム （東京都文京区本郷 4-25-9 ブラウンハイツ本郷ビル 201）
http://www.hps.jp/info/access.html
場所：ハートフルセミナールーム
(東京都文京区本郷 4-26-8 山憲ビル 201)
【都営地下鉄／三田線 春日駅 A6 出口 徒歩 3 分
（A のつかない 6 番出口もありますので、お気をつけ下さい。）
都営地下鉄／大江戸線 春日駅、 東京メトロ／南北線 後楽園駅 徒歩 7 分
東京メトロ／丸の内線 後楽園駅 徒歩 8 分 JR 水道橋 徒歩 10 分
当日連絡先： 080-2009-6901 (河野貴美子)

3 万円(10
受講料

回)

申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） （連続でなくても 10 回まで参加できます）
（参考：脳波の計測は通常、１人１万円以上、解析や報告書を含めると数万円かかります)

5 千円(1 回) 申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 当日会場受付での支払いも可
振込先１

みずほ銀行 稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１
口座名

振込先２

特定非営利活動法人 国際総合研究機構 （注意；アイリカレッジの名称ではありません）

ゆうちょ銀行 記号 １０５１０ 番号 ８６０４７２２１
口座名

特定非営利活動法人 国際総合研究機構 アイリカレッジ

事前振込み頂きました 1 回ごとの受講料は、万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金は出来ませんが、
事前に e-mail にてご連絡頂ければ、次回講座に振り替え可能です。（お振り込み証拠をご持参下さい）

IRI-College(IC,アイリ-カレッジ) 学⻑︓⼭本幹男 Ph.D. (IRI 理事⻑)
http://iri-colleg.org
E-mail: npo.iri.college@gmail.com
特定非営利活動法人 国際総合研究機構（IRI） http://www.a-iri.org/iri/ E-mail:iri@a-iri.org
千葉市稲⽑区園⽣町 1108-2 ４F

電話 043-255-5481

Fax 043-255-5482

ISLIS:イスリス) http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/ E-mail:islis@a-iri.org

後援︓ 国際⽣命情報科学会(
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International Society of Life Information Science ( ISLIS)
The 44th Symposium on Life Information Science
August 25-28, 2017, “O-torisou”, Izu-nagaoka-Onsen, Izunokuni-City, Shizuoka, Japan

一般人を含め、集う、楽しい合宿の 11 回目

短縮呼称【ISLIS 2017 合宿】

国際生命情報科学会(ISLIS)
伊豆長岡温泉 合宿 XⅠ ご案内 と 企画・演題募集中
開催:
主テーマ：

2017年 8月 25-28日（金-月）
「スピリチュアリティと癒し の科学」

第44回生命情報科学シンポジウム

今後の詳細： 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
於: 静岡県 伊豆の国市 伊豆長岡温泉 「おおとり荘」 http://www.o-torisou.jp/
〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈 1133 電話: 055-948-1095 FAX: 055-948-2739
周辺案内： http://www.o-torisou.jp/area_guide.html
交通・送迎： 東海道新幹線 三島駅より JR または伊豆箱根鉄道で約 20 分で伊豆長岡駅 下車、
伊豆長岡駅より徒歩 13 分。タクシー約 5 分。 送迎バス(要予約)は 15 人以上で出る予定。
お車で： 東名高速道路 東京から２時間 沼津 IC, そこから更に 30 分、 無料駐車場有。

講演、研究発表、症例報告、体験報告、ミニシンポ、ワークショップ、セミナー、
実演、実技指導、パワースポット・ツアー等含む
スピリチュアル、ヒーリング、自然治癒力、代替・統合医療、美容、健康増進、
脳科学、心身医学、潜在能力、能力開発、超常現象、など
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
参加会費 案： 日帰り： 1.5万円(昼食・フリードリンク・学会誌含む、懇親会参加：＋5千円) /１日づつ
宿泊者： 標準室 １泊： 2.5万、２泊： 3.7万、３泊（全泊）： パスポート 4.5万円 （全参加割引4千円後）
宿泊：１泊は３食（毎日の懇親会含む）・会議費・学会誌・フリードリンク・込
割引： ISLIS会員： ３千円、 IRI会員： ２千円 （パスポートを含め、割引は重複利用不可）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
主催：国際生命情報科学会(ISLIS =イスリス) http://www.islis.a-iri.org 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 )
後援（依頼予定）静岡県 伊豆の国市
大会長：

伊藤 武彦

ISLIS 会長(2017年4月から)、（和光大学 現代人間学部 学部長・教授）

: shimoebi@gmail.com 090-4962-9704
Fax(ISLIS)043-255-9143
副大会長：山本 幹男 ISLIS 理事長・編集委員長、 河野 貴美子 ISLIS 副理事長・事務局長
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
ISLIS 幹事、
国際総合研究機構(IRI) 技術部長、主任研究員
世一 秀雄
ISLIS 幹事、
国際総合研究機構(IRI) 主任研究員
高木 治

早朝気功等指導
午前
昼食
午後
夕食交流会
自主交流会

2017年8月
２５(金)
－
12:00受付開始
スタッフのみ
セミナー25
宿泊者 付き
募集中

ISLIS

伊豆長岡温泉合宿 日程表概要
２６(土)
２７(日)
気功など
気功など
セミナー26
本会議27
付き
付き
本会議26
ツアー27
宿泊者 付き
宿泊者 付き
募集中
募集中

案
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２８(月)
気功など
ツアー28am
付き
ツアー28pm
－
－

