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カ レ ッ ジ

（略称 IC） 潜在能力研究科 D 講座 第 1 回 
１回だけでも、どなたでも広くご参加頂けます。 月 1 回開催予定。 

修了証書授与： 当研究科の講座を、計１０回（連続でなくて良い）修了毎に授与 

開講記念講演会「「潜潜在在能能力力のの科科学学」」 
科学者が解き明かすスピリチュアル世界 

とき：2010 年１月 28 日（木） 受付開始：午後 6 時 30 分、開会：7 時、閉会：9 時 30 分 
 
ところ： 京橋プラザ区民館 多目的ホール  東京都中央区銀座  詳細・地図 2 面参照 
 
演題： 科学技術庁などでの「潜在能力の科学」研究成果と推進 

国立研究所にて、気や超能力の科学研究を世界 大規模で実施。退官後も、

その研究とこの分野の推進を継続中の中心学者が明かす研究とこの分野の

実態。 「潜在能力」の国会議員連盟の実態も明かす。 
 

講師： 学 長 山本 幹男 (やまもと みきお、医学博士、工学博士) 

国際総合研究機構(NPO-IRI：アイリ) 理事長 
国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 理事長（元会長）・編集委員長 
超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 世話人代表 
東邦大学 訪問教授、 元 科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究室長 

 
演題： 脳波で垣間見るスピリチュアルな世界 

100 回以上も TV 出演の高名な脳生理学の専門家が明かす 

様々な精神世界の脳波。20 年間の研究成果とともに、 

「脳波とは」の基礎的な知識をごくわかりやすく。 
 

講師： 副学長 河野 貴美子 (かわの きみこ、工学博士) 
国際総合研究機構(NPO-IRI：アイリ) 副理事長、 人体科学会 常任理事 
国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 副会長（元会長）、日本催眠学会 理事 
超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 世話人、 元 日本医科大学 
東邦大学 非常勤講師・訪問研究員、東京都済生会看護専門学校 講師 
 

講演後、ご参加者 参加型の討論を行います。 
               

当講座趣意： 21 世紀の求めている、「潜在能力」(代替医療、統合医療、心身健康法、 
スピリチュアリティ、美容健康、能力開発なども含む)の分野で、幅広い知識・見識・ 
叡智・能力を持った指導者・推進者を養成する事を目的としています。 

第２回は ２月２４日（水）第 1 回と 同時刻、同所で開催 
演題 2012 年とアセション（次元上昇）（仮題）  講師 坂本 政道（さかもと まさみち） 

     モンロー研究所 レジデンシャル・トレーナー、 アクアヴィジョン･アカデミー 代表取締役、 
     国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 理事 

演題 統合医療の実際（仮題）            講師 川嶋 朗（かわしま あきら） 
   東京女子医科大学 付属青山女性･自然医療研究所 自然医療部門 准教授、 

付属青山自然医療研究所クリニック 所長、 国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 理事 

第３回は ３月２６日（金）第１回と 同時刻、同所で予定 



当講座予定講師陣： 上記「潜在能力」に関連する、① 科学技術庁の研究所、大学や本講座主催の 
国際総合研究機構 (International Research Institute :IRI：アイリ)などでの科学研究者や推進者、 

② 大臣クラスなどの議員が約 20 名加盟し 110 回以上も国会議員会館で「潜在能力」を議員以外も含め 
毎月研究討論している 超党派国会議員連盟「人間サイエンスの会」（NS）での講師陣、 

③ 28 回ものシンポジウムや 200 名程で毎８月末の合宿討論を主催している、約 10 カ国に情報センターと会員を
持つ「潜在能力」の専門学会、 国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) での講師陣、の中から、 

更に講師を厳選し、今回開講する講座を毎月 1度のペースで実施予定です。 

当面、公的会場を確保出来た日にご講演頂ける講師に依頼しますので、先の予定は約２ヶ月前まで定まりません。 
 

皆様お誘い合わせの上お申込下さい。皆で力を合わせ、この分野を推進しましょう！ 
http://iri-college.org ボランティア・スタッフ 募集中！ お申し出は参加申込先へ 

 

参加申込先： IRI-College（略記：IC,アイリ-カレッジ)  担当：吉沢希明 080-4340-4438 
右記メールにてお申込ください。 iri.college@gmail.com  Tel&Fax 03-5609-0636

申込内容： 表題に: 「ご氏名、IC 何月何日開催の申込」と。 
本文に: ご氏名（ふりがな）、PC 用メールアドレス、携帯電話番号、 

お振込予定日、振込名義（参加者と異なる、団体名、複数名の振込時） 

会費： ３千円： 申込直後事前振込（お振り込み証拠ご持参下さい）、 
     ５千円： 当日会場受付払い（この場合は、満席で入れない事もあります） 
振込先１： みずほ銀行稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１  

口座名       特定非営利活動法人 国際総合研究機構 

口座名短縮形   トクヒ）国際総合研究機構                  どちらでも可能です 

振込先２： ゆうちょ銀行 記号 １００７０ 番号 ５５８６２５７１ 口座名 アイリカレッジ 

事前振込み頂きました会費は万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金出来ませんが、 
事前に e-mail にてご連絡頂きました方には次回講演会に振り替え出来ます。 

 
主催： 特定非営利活動法人 国際総合研究機構 (NPO-IRI：アイリ)     (2001 年設立総会) 

（2002 年内閣総理大臣認証 NPO 法人) http://www.a-iri.org/iri/  iri@a-iri.org 参加申込は上記へ 
IRI-College(略記：IC,アイリ-カレッジ)  http://iri-college.org   iri.college@gmail.com 

      千葉市稲毛区園生町 1108-2 ４F 電話 043-255-5481 Fax 043-255-5482  
学長・IRI 理事長 山本幹男(医学博士、工学博士)、 国際生命情報科学会(ISLIS)理事長・編集委員長、 

超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS)世話人代表、元科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究室長 
共催： 国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス)  http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/   islis@a-iri.org 

（ISLIS は、学者・一般人と共に春夏年２回潜在能力等の生命情報科学シンポジウムを主催。 
2010 年は３月 20･21 土日に横浜国立大額にて、８月 26－29 木‐日に富士 Calm にて合宿） 

共催： 党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS)  NS 参加希望先： 山本 nsnpoiri@gmail.com 
（NS は、ほぼ毎月第３木曜 3時から議員会館で開催。一般の方も事前に認められれば参加可） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
会場： 京橋プラザ区民館 多目的ホール 東京都中央区銀座１丁目 25 番 3 号 電話 03-3561-5163 
道順： ① 東京メトロ有楽町線 新富町駅下車 2 番出口 徒歩 5 分、  ② 都営地下鉄浅草線  

宝町駅下車 A1 番出口 徒歩 5 分、  ③ 東京駅八重洲口 徒歩１１分  
    http://mappage.jp/S/S04.php?X=2.4395346249995&Y=0.62255985430053&L=12&PKN=13102S040004 
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International Society of Life Information Science (ISLIS) 
The 29th Symposium on Life Information Science 

March 20-21, 2010, Yokohama National University, Kanagawa, Japan 
 

第29回生命情報科学シンポジウム 
主テーマ 医療と癒し--その科学的な視点を探りながら 

ミニ・シンポジウム 命輝く医療とは II など 

  
ご案内と発表募集 

 

シンポ日時   2010年 3月 20・21日（土・日）  

シンポ会場 横浜国立大学 工学部講義棟Ａ棟 
〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79番5号 

寄駅：【横浜市営地下鉄】三ツ沢上町駅→徒歩約 16 分 【相模鉄道線】和田町駅→徒歩約 20 分 
【バス】横浜駅西口 10 番「交通裁判所循環」バス、岡沢町下車→約 5 分、大学正門より西へ真直ぐ 

 

参加費 ISLIS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  
主催  国際生命情報科学会(ISLIS ) 

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) 
  
本会は、生体機能、脳生理学、精神活動、東洋医学、伝統医学、代替医療、統合医療、超心理学、生体放射、気、気功、精神集
中、潜在能力、感覚外認識、精神的物理現象、生物特異機能などの実証的解明を行ない、21世紀の科学・技術の新しいパラダイ
ムを切り開き、人類の平和な文化と福祉に寄与することを目的とする学会です。 
 

発表等 申込方法  追加募集中（第1次締め切り 2009年10月末日） 
※下記発表等の筆頭演者はISLIS会員に限らせていただきます。今からの入会も可。 

発表希望者は下記をISLIS本部事務局までE-mail（またはFax）でお申し込み下さい。 

①希望項目名・希望発表方法は、下記項目よりご選択ください。 
研究発表[選択：口頭発表／ポスター発表] 

（研究発表のみはISLIS専門会員、正会員、学生会員に限定です） 
一般発表／体験発表[これらは選択： 口頭発表／ポスター発表]、／講演／実演／ 
実践指導／セミナー／ワークショップ 
展示ブース（これは会員以外可、別紙参照） 

②希望項目名・発表方法・演題(仮題可)・演者名・所属・肩書 
・連絡方法（E-mail、携帯、電話、FAX） 

③発表内容説明文約200字程度（和文、後に英文、英文には上記の演題以下を含む）全ての発表に必要 
④発表の使用希望機材名 ・パワーポイント／・OHP／・その他は具体的に 

発表内容説明文200字 終修正原稿（英・和）〆切 2009年12月末日 
研究発表者予稿（英・和）締切          2009年12月末日 
但し、英文には、編集部が外注する英文点検料（200字程度の場合1,500～3,000円程度） 
が必要となります。200字の説明文（和・英）は当学会誌に掲載されます。 

 

第29回シンポジウム 
 

大会長  伊藤 公紀 ISLIS 会長（横浜国立大学大学院 工学研究院 教授） 
〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79番5号   電話 : 045-339-3804 

 

プログラム委員長 河野 貴美子 ISLIS 副会長（国際総合研究機構 IRI 副理事長） 
 
演題申し込み先： ISLIS本部事務局・編集部 NPO法人 国際総合研究機構(IRI )内  

〒263-0051 千葉市稲毛区園生町1108-2  40A   
電話: 043-255-5481   Fax : 043-255-5482   E-mail: islis@a-iri.org    

今後の詳細：http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 



第29回生命情報科学シンポジウム プログラム企画 草案     2010.1.19版 

日時： 2010年 3月 20・21日（土・日）  会場：横浜国立大学 工学部講義棟Ａ棟 

主テーマ 医療と癒し--その科学的な視点を探りながら   

  
<ミニ・シンポジウム> 
「命輝く医療とは II 」（長堀優、中ルミ） 
「死後存続と生まれ変わり、そして・・・」 
 大門正幸他 「退行催眠時に生じる異言とそれが示唆するもの」 
 池川明  「胎内記憶で語られる胎児の側からみた出産」 
 大門正幸、大槻優子 「死後探索の実証可能性について」 
 吉福康郎 「スピリチュアリティの正しい理解に基づく生き方」 

「太極拳を計測する」 
 中谷康司 「太極拳が脳活動に与える影響」 
 鎌田明彦 「太極拳実施時における瞳孔対光反応及びEDA 

（皮膚電気活動）の変化」 

 
 
<セミナー> 
小久保秀之  
「キュウリで測るヒーリングパワー 

      −ガス測定法講習研究会」

<実演> 
相原和男 
「神秘医学による治療実演」 

  
<一般講演>  
渡辺恒夫 
（東邦大学理学部生命圏 

環境科学科 教授） 
「環境科学は近代科学ではなく 

未来の科学である」 

大槻麻衣子 
（大槻ホリスティック院長）  
「リグレッションセラピーと 

プログレッションセラピーが 
もたらす霊的成長について」 

<研究発表/発表> 
乾泰宏 「意識の修練、体外離脱などから見えてくる生老病死の姿」 
河野貴美子「脳の活動と抑制Ⅱ」 
曽紅 「順式持続吸気延長による肥満解消と多彩な呼吸調節作用６２例」 
橋爪秀一 「食品素材のストレス改善効果」 
鈴木昭二 「ＮＩＣを用いた新しいツボ等価回路決定法の改良」 
小久保秀之「キュウリのバイオフォトンとガス生成量の変化」 
小久保秀之「気場・ヒーリング作用の測定−ガス測定法の応用」 
足達義則 「増員が看護師の意識に及ぼす影響の検討」 
西本真司 「癌に対するフコイダンを中心とした代替医療の臨床報告第2報」
津田康民  
「予備調査:岡田式浄化療法は肩凝りや苦痛を緩和しQOLを改善させる」 
尾崎真奈美 「スピリチュアリティを記述する方法論としての非人称の視点」
中谷康司 「太極拳が脳活動に与える影響」 
朝日舞  「二種類の気功法における脳血流変化の差異」 
 

 
<一般発表>    
喜田圭一郎、中村泰治 

 「体感音響が体に与える影響」 

古川彰久  
 「いのちの観察と科学 

（生命力と波動性）」 

斉藤祐子   
「大いなる源に出逢う 

ジャーニーワーク」 

<ワークショップ> 
小川素治（真鳴気功） 「霊は存在するのか?  『霊』を体感してみよう」
よしだひろこ 「催眠前世療法」 小倉才子 「気診ワークショップ」 
斉藤祐子「スピリットダンス」  
鈴木貴樹「気導術におけるインプット法理論」 
榎本美代子（実践指導） 

「いつまでも若々しく、美しく、健康でいるためのやさしいヨガ」
神沢瑞至 「気療で健康増進」 

 
第30回生命情報科学 

シンポジウム 
2010年8月26-29日（木-日） 

合宿討論 Ⅳ 
26(木)オプション・セミナーの夜 
日本三奇祭 「吉田の火祭り」 
富士浅間神社が見られる、 
絶好のチャンスです。 

於 富士Calm 
(http://fujicalm.jp) 

 
プログラム委員長   
河野 貴美子 ISLIS 副会長 （国際総合研究機構 IRI 副理事長） 
 
演題申し込み先： ISLIS本部事務局・編集部  
NPO法人 国際総合研究機構(IRI )内  

〒263-0051 千葉市稲毛区園生町1108-2  40A   
電話: 043-255-5481   Fax : 043-255-5482    
E-mail: islis@a-iri.org    

今後の詳細：http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 

 

<特別講演> カール・ベッカー(京都大学こころの未来研究センター 教授 ）
       「医療が癒せない病～生老病死の日本的なケア」

<教育講演>  
有田秀穂 
（東邦大学医学部統合生理学 教授） 

  「セロトニン講座：セロトニン神経を活性化する生活」 



 
 

 
第 30 回生命情報科学シンポジウム 

 
2010 年 8 月 26-29 日（木-日） 合宿討論 Ⅳ 

 
於 富士 Calm(カーム)  http://fujicalm.jp 

＝ 財団法人 人材開発センター 富士研修所 （元 経団連 研修所） 

山梨県富士吉田市新屋１４００ 富士浅間神社 徒歩５分 

 
一般人を含め、約２００人で、楽しい合宿の４回目です。 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
 
２６木 オプション・セミナーの夜 
日本三奇祭 「吉田の火祭り」富士浅間神社 が見られる、絶好のチャンス 
 
 
２６木 昼- ２７金 昼 オプション・セミナー（下記等から１つご選択） 
 
神沢 瑞臣 気療体験指導（仮題） 療法、テレビでおなじみの動物を寝かしてしまう事も 

気療学院 院長 
坂本 政道  ヘミシンク体験指導（仮題） 高次元への道への誘導 

  モンロー研究所 レジデンシャル・トレーナー、 アクアヴィジョン･アカデミー 代表取締役、 
国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 理事 

小川 素治   スプーン曲げ指導（仮題） 前回参加者全員が曲がりました 

真鳴気功 主宰    
  その他 募集中 

 
 
２７金 昼- ２９日 昼 本会議 

    
ミニシンポ 「 命輝く医療とは Ⅲ 」  長堀優、中ルミ、など 

 
研究発表・演題・実演・体験談・など 募集中 

 
 

主催  国際生命情報科学会(ISLIS ) 
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） 
nsnpoiri@gmail.com  090-9232-9542  Fax 043-255-9143 

 

今後の詳細：
http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 

 


