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国際生命情報科学会(ISLIS)
第 45 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45回国際生命情報科学会（ISLIS ）学術大会
一般部門：第45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 Ⅴ」
http://www.islis.a-iri.org/

主催：国際生命情報科学会（ISLIS ）
共催：国際総合研究機構（IRI ）

 日時：2018 年 3 月 10・11 日（土・日）
 会場：東邦大学 医学部 3 号館（東京都大田区大森西 5-21-6）
（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：2018 年 3 月 2 日までお振込み完了の場合のみ適用）
別途 2,500 円）

（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

各発表時間は、討論時間 5～10 分含む。

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
いとうたけひこ 大会長・ISLIS 会長 杉森賢司 大会実行委員長

3 月 10 日（土）３号館 B１F
A 会場

B１F ロビー

9:20 大会受付開始・研究交流

司会：山本 幹男

9:55 開会挨拶 大会長 いとう たけひこ（和光大学、ISLIS 会長）
大会実行委員長 杉森 賢司（東邦大学医学部 生物学研究室講師）
10:05-10:25＜研究発表＞
鹿との共生を目指して（第二弾）

講演者
書籍販売等
座長：坪井 宏仁

PPT

10:25-10:45＜研究発表＞
笑いアクションが睡眠に及ぼす影響

橋爪 秀一 Idea-Creating Lab
橋元 慶男

PPT

鈴鹿医療科学大学

10:45-11:05＜研究発表＞
正しい歩行姿勢と O 脚（ガニ股）改善が腰痛軽減につながる歩行訓練システムの開発
上杉 一秀 1、足達 義則 2、新谷 洋人 1、合志 和洋 1、角田 功 1、清田 公保 1
PPT
1 熊本高等専門学校、2 中部大学

11:05-11:15 セション討論
PPT
11:15-11:50＜理事長講演＞
座長：西本 真司
国際生命情報科学会 (ISLIS ) の 22 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
11:50-13:00 昼休み

12:00 理事会・評議員会・顧問会（B 会場（２F））

＜DVD 上映＞気療ハンドのパワー

神沢 瑞至 気療塾学院 院長

座長:櫛田 浩平
13:00-13:05＜ワークショップ案内＞ 叶 礼美
一般社団法人国際生命意識協会 代表理事
米国カリフォルニア州認可登録スクール・オブ・スピリチュアリズムワンネスインスティテュート
13:05-14:05＜講演＞
温泉の医学的効果〜Fango 療法を中心に〜
杉森 賢司
14:05-15:05＜講演＞
人文死生学宣言 − − 死にゆく当事者による果てしなき探究
15:05-15:15 休憩

連日開催

東邦大学医学部

生物学研究室講師

座長:栗田 昌裕
渡辺 恒夫東邦大学

15:15-15:50＜講演＞
ピラミッド型構造物中の瞑想者による非接触効果

PPT

座長:小久保 秀之
高木 治１、坂本 政道 2、世一 秀雄１、
小久保 秀之１、河野 貴美子１、山本 幹男１

1 国際総合研究機構、2㈱アクアヴィジョン・アカデミー

15:50-16:10＜一般発表＞
黄帝内経の秘法“火療法(カルマ焼)”による臨床例より考察する症状とカルマの関係

朝日 舞

日本ライブセラピー協会

16:10-16:30＜一般発表＞
命と魂のエネルギー グリーフケアサイエンス（GCS 療法®）について
16:30-16:50＜報告＞
「物理学・化学・生物学における国際水会議」のご報告

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

根本 泰行
IHM 総合研究所所長

16:50-17:40＜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: 小山 悠子
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 ISLIS 評議員
素粒子エネルギーの研究と実践
高橋 武生 素粒子エネルギー療法研究所所長、ISLIS 評議員
18:00-20:00

懇親会

(１階レストラン BUONO)

3 月 10 日（土）３号館 2F
B 会場
14:40-16:25＜ワークショップ＞
スピリチュアルな領域を含む生命意識の重要性と国内外の事例の発表

叶

礼美

一般社団法人国際生命意識協会 代表理事
米国カリフォルニア州認可登録スクール・オブ・スピリチュアリズムワンネスインスティテュート

16:25-17:40＜実技指導・講演＞
気療ハンドのパワー

神沢 瑞至 気療塾学院 院長

3 月 11 日（日）３号館 B１F
A 会場

B１F ロビー

9:40 大受付開始・研究交流

連日開催
座長：橋爪 秀一

10:10-10:15＜ワークショップ案内＞

橋本

和哉

春鳳会

はしもと内科外科クリニック

10:15-10:20＜2 日目の案内＞
10:20-10:40＜研究発表＞
ピラミッド効果を検出する生体センサの特性

PPT

高木 治１、坂本 政道 2、世一 秀雄１、
小久保 秀之１、河野 貴美子１、山本 幹男１
1 国際総合研究機構、2㈱アクアヴィジョン・アカデミー

10:40-11:00＜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～第六報
西本 真司 西本クリニック
11:00-11:20＜研究発表＞
気分障害患者の m-ECT 前後における脳機能の変化：NIRS による予備的研究
木村 真人１、秋山 友美１、肥田 道彦 2、下田 健吾 2
1. 日本医科大学千葉北総病院・メンタルヘルス科、2. 日本医科大学付属病院・精神神経科

11:20-11:40＜研究発表＞
ストレッサーに対する経時的変化の研究

PPT

足達 義則 1、笹山 雪子 2、上杉 一秀 3
1 中部大学、2 豊橋創造大学、3 熊本高等専門学校

11:40-11:50 セション討論

講演者
書籍販売等

11:50-13:00

11:50-

昼休み

ISLIS 学会賞授賞式

ISLIS 会員総会

13:00-14:10＜会長講演＞
「艱難汝を玉にす」の心理学

座長：木村 真人
いとう たけひこ

14:10-15:20＜講演＞
能力開発のための舌の運動『Happy Tongue Exercise』の提案

和光大学、ISLIS 会長

座長: 木戸 眞美
栗田 昌裕 群馬パース大学

15:20-15:25 休憩
15:25-16:15 総合討論

座長：いとうたけひこ、山本幹男、河野貴美子

16:15 閉会の辞
次期シンポジウムのお知らせ

いとう たけひこ

16:20-16:30 学会賞選考委員会

河野 貴美子

ISLIS 会長、和光大学

ISLIS 学会賞選考委員長

3 月 11 日（日）３号館 2F
B 会場
10:20-11:50＜ワークショップ＞
PPT
邪気を排出し、気エネルギーを充実させる寝ながらでも出来る簡単ヨガの実習と解説
橋本 和哉
春鳳会 はしもと内科外科クリニック
13:00-15:20＜ワークショップ＞
『癒しの科学』グリーフケアサイエンス（GCS 療法®）の実際

よしだ

ひろこ（日本催眠療法協会 理事長）
勝浦 友美、直井 美子（会員）

第45回生命情報科学シンポジウム大会長 いとう たけひこISLIS会長、和光大学 教授
副大会長 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
大会実行委員長 杉森 賢司 東邦大学 医学部 講師
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
世一 秀雄 ISLIS専門会員、国際総合研究機構（IRI）技術部長
高木 治 ISLIS専門会員、国際総合研究機構（IRI）科学部長

国際生命情報科学会(ISLIS)
http://www.islis.a-iri.org/
第46回生命情報科学シンポジウム
学術部門： 第46回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会
一般部門： 第46回生命情報の科学フォーラム
主テーマ： 「スピリチュアリティと癒しの科学 Ⅱ」 演題募集中
2018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 西本

真司

西本クリニック

