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International Society of Life Information Science (ISLIS) 

The 47th Symposium on Life Information Science 
国際生命情報科学会(ISLIS)  

第 47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47回国際生命情報科学会（ISLIS ）学術大会 

一般部門：第47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 Ⅵ」 
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：2019 年 3 月 9・10 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 Tel：03-3762-4151） 
（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：2019 年 3 月 1 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：杉森 賢司 大会長・ISLIS 理事 いとう たけひこ ISLIS 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 9日（土）３号館 B１F  
A 会場 B１F ロビー 

 
9:30 大会受付開始・研究交流                         司会：山本 幹男 
 
10:10 開会挨拶 大会長・大会実行委員長 杉森 賢司（東邦大学医学部） 
 
                                      座長：坪井 宏仁       

10:20-10:40＜研究発表＞ 
低分子化フコイダン（LMF）を中心とした統合医療 3 日断食、糖質制限食、星状神経節ブロック（SGB）
での、肺癌、乳癌 大腸癌 2 症例、良性腫瘍症例改善報告 

                              西本 真司  西本クリニック 
                                                  

10:40-11:00＜研究発表＞ 
匂刺激に対する生体の経時的変化の研究 

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 

                                         
11:00-11:10 セション討論 
11:10-11:50＜理事長講演＞                        座長：いとう たけひこ                                          
世界一の「潜在能力科学研究所」創立を目指して国際生命情報科学会 (ISLIS ) の 23年半の歩み 

   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））     

座長:杉森 賢司   
13:00-13:10＜紹介＞ 
Dr. Dariusz Dobrzyński 氏の紹介と講演概要  

                杉森 賢司 東邦大学医学部  
13:10-14:10＜特別講演＞                             
Germanium in Mineral and Curative waters. Geochemical Study and Potential Medical Benefits 

                 Dariusz DOBRZYŃSKI1 and Kenji SUGIMORI2 
1 University of Warsaw, Faculty of Geology 

2 Toho University, Faculty of Medicine                   
14:10-14:30＜解説＞ 
Dr. Dariusz Dobrzyński 氏の特別講演について 
〜ゲルマニウムが生体に与える影響を健康科学的観点から考察する〜  

                杉森 賢司 東邦大学医学部 
 

  
連日開催 
 
講演者 
書籍販売等 
 

 
 
 
 
 
 



  
14:30-15:20＜講演＞                             座長: 大門 正幸 
新しい水の科学－水と情報とエネルギー 

               根本 泰行 IHM総合研究所・顧問  

15:20-15:30 討論  
15:30-16:10＜一般講演＞                           座長: 足達 義則 
ピラミッド型構造物の未知なる機能の実験による発見 ━人間との関わりによって生じた現象から━ 

      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 

  
16:10-16:30＜研究発表＞                            
ノルウェーのキュウリの bio-PK 反応性試験                      

小久保 秀之 国際総合研究機構                   
16:30-16:50＜研究発表＞                            
Creating a Database of Children's Prenatal and Perinatal Memories 

                 Masayuki OHKADO Chubu University 
16:50-17:00 セション討論 
 
17:00＜ワークショップ案内＞              よしだ  ひろこ（日本催眠療法協会 理事長） 
 
 
17:30-19:30  懇親会 (医学部１号館１F 学生ラウンジ) 

    

3 月 9 日（土）３号館 2F  
B 会場 

12:00 理事会・評議員会・顧問会   それ以外の時間は、休憩室、談話室にご利用ください 

    

3 月 10 日（日）３号館 B１F 
A 会場 B１F ロビー 

 
9:30 大会受付開始・研究交流                            

 
                                    座長：橋爪 秀一  

10:10-10:30＜研究発表＞                             
ピラミッド型構造物と人間の無意識的な作用との関連による未知なる遠隔作用の発見 

      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 

10:30-10:50＜研究発表＞                  
呼吸の外的制約が meditative movement の所要時間、美的評価に及ぼす効果      

 伊藤 精英 公立はこだて未来大学 

10:50-11:00 セション討論  
11:00-11:50＜会長講演＞                           座長：小久保 秀之 
東日本大震災の遺族のスピリチュアリティ  
『私の夢まで、会いに来てくれた』における夢の語りのテキストマイニング分析                    

いとう たけひこ、宇多 仁美 和光大学 
  

 
11:50-13:00  昼休み     
 
 
13:00-13:30＜講演＞                               座長：木村 真人   
ツイッター記事のインパクトに対する反応の時系列解析： 
サイバー空間の動的特性から集合的な意識や無意識を理解する試み 

               栗田 昌裕 群馬パース大学 
 

13:30-14:10＜大会長講演＞ 
生命進化学的にみた特殊環境に生息する微生物とその有用性    

                杉森 賢司 東邦大学医学部 
 

  
連日開催 
 
講演者 
書籍販売等 

 

12:00-   ISLIS 会員総会  



 
座長：櫛田 浩平 

14:10-14:30＜一般講演＞ 
The World-Renowned Healing Water of Unknown Geochemistry (Lourdes, France) 

                Dariusz DOBRZYŃSKI 
 University of Warsaw, Faculty of Geology 

14:30-14:50＜研究発表＞                  
鹿との共生を目指して                       橋爪 秀一 Idea-Creating Lab 

 

14:50-15:10＜一般発表＞                  
気という観点より考察する神性の働きと『ネオ・リーディング』                

朝日 舞  日本ライブセラピー協会                        
15:10-15:20 セション討論 
15:20-15:25 休憩  
  
15:25-16:15 総合討論       座長：杉森賢司、いとうたけひこ、木村真人、山本幹男、河野貴美子 
 
16:15 閉会の辞         大会長・大会実行委員長 杉森 賢司（東邦大学医学部） 
次期シンポジウムのお知らせ  次期会長 木村 真人（日本医科大学千葉北総病院） 

 
 

16:20-16:30 学会賞選考委員会          河野 貴美子 ISLIS 学会賞選考委員長 
    

3月 10日（日）３号館 2F  
B 会場 

  
13:00-15:20＜ワークショップ＞ 
命と魂のエネルギー − グリーフケアサイエンス（GCS 療法®）の実際−  

よしだ ひろこ、藍川 ゆきえ、直井 美子、浜田 梨花、大木 一子、大木 正男 
日本催眠療法協会 HPS心理センター 

 
     

第47回生命情報科学シンポジウム大会長・大会実行委員長 杉森 賢司 東邦大学 医学部 
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 
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専門会員、国際総合研究機構（IRI）科学部長 

世一 秀雄 ISLIS専門会員、国際総合研究機構（IRI）技術部長 

 

 

国際生命情報科学会(ISLIS)  

第48回生命情報科学シンポジウム   http://www.islis.a-iri.org/ 
学術部門： 第48回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会 
一般部門： 第48回生命情報の科学フォーラム 

 
主テーマ： 「全人的医療・科学の再考と新たな視点」 演題募集中 

2019年8月8月23-26日（金-月） 
合宿  XⅢ  東北で初めて開催(企画中) 

於:  野口英世の里で学ぶ：  福島県  耶麻(やま)郡  猪苗代町  
会場：  猪苗代観光ホテル  電話 0242-62-4132  福島県  耶麻郡  猪苗代町  葉山 7105-270   

 
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) 
    

大会長 木村 真人 ISLIS 2019年度会長、ISLIS 医療分科会長 日本医科大学 千葉北総病院メンタルヘルス科 教授              
 

 


