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海外支部 

■ IRI 北戴河支部（中国河北省） 支部長：王 鳳桐 主任研究員（中国 河北省 医療気功病院 院長） 
河北省医療気功病院 内 中国 河北省 北戴河東經路 198 號 
電話：+86-335-4025753 Fax : +86-335-4025754 日本連絡先：IRI 情報･研究センター 

 
研究組織等 

■ IRI 倫理委員会 
委員長：河野 貴美子 IRI 副理事長 
  
■ IRI 生体計測研究所（IRI 情報･研究センター内） 
所長：河野 貴美子 副理事長（元 日本医科大学） 
  
■ IRI 生体放射研究室（IRI 情報･研究センター内） 
室長：山本 幹男 理事長 
  
■ IRI 健康科学研究所（IRI 情報･研究センター内） 
所長：河野 貴美子 副理事長  

（元 東邦大学 理学部 非常勤講師、元 日本医科大学） 

 
■ IRI 幸福社会研究所 
（連絡先：IRI 情報･研究センター内） 
所長： 伊藤 武彦 和光大学 教授    
■ IRI 生命哲学不知火研究所 
所長：北岡 秀二（国際生命情報科学会 特別顧問、 

元 人間サイエンスの会 顧問、元 法務政務次官・ 
元 参議院議員・参議院文教科学委員長） 

E-Mail: ryozan@stannet.ne.jp 
  
■ IRI 北杜健康研究センター 
理事長：高橋 武生 
  
■ IRI 理論物理学研究所 
所長：種市 孝 （元 東京大学、電気通信大学） 

〒206-0021 東京都多摩市連光寺 1-35-22 
E- mail: sanshiro201@dream.bbexcite.jp  Fax:042-356-0283 

 
■ IRI 健康法普及会 （IRI 健康科学研究所付属） 
会長：伊藤 正敏  （東北大学 名誉教授、 
仙台画像検診クリニック 院長） 

  
■ IRI - College (ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ)（IRI 情報センター内） 
学   長：山本 幹男 理事長   http://iri-college.org/ 
副学長：河野 貴美子 副理事長  
E-mail: npo.iri.college@gmail.com 

 
■ IRI 自然愛好会・自然研究会 （IRI 情報センター内） 
会長：世一 秀雄 （IRI 情報研究センター 技術部長） 
E-mail: yoichi@npo-iri.org 

  
■ IRI 「いやしのビル」企画委員会 委員長: 山本幹男 IRI 理事長 電話 090-9232-9542   

E-mail: nsnpoiri@gmail.com 
■ IRI（仮称）「潜在能力科学研究所」創立責任者：同上 

関連団体 
事務局受託：「国際生命情報科学会（ISLIS ）」http://www.islis.a-iri.org/   islis@a-iri.org IRI 情報・研究センター内 

 

■ IRI 理事長 山本 幹男  (元 東邦大学 客員教授、 
元 文部科学省 放射線医学総合研究所 研究室長、 
元 ワシントン大学 にて研究、 
元 千葉大学 客員助教授、 元 東北大学 講師 
電話 090-9232-9542 Fax: 043-255-9143 
E-mail: nsnpoiri@gmail.com 
 

■ IRI 副理事長 河野 貴美子（IRI 健康科学研究所所長、 
国際生命情報科学会 副会長、元 日本医科大学) 
 

■ IRI 理事長補佐  
   櫛田 浩平 IRI 主任研究員  

根本 泰行 IRI 主任研究員 
 

■ IRI 本部（主たる事務所）（IRI 連絡先 当欄下記） 
■ IRI 情報･研究センター  
本部長・センター長：山本 幹男 理事長 
事務局長：高木 治 IRI 情報研究センター 科学部長 
実務主任：古谷 祐子                          
IRI 連絡先 〒263-0051 千葉市稲毛区園生町 1108-2 4 階 
電話: 043-255-5481, Fax: 043-255-5482 
E-mail: iri@a-iri.org  http://www.a-iri.org/iri-jp/ 

■ IRI 長谷支部（従たる事務所） 
支部長：池上 直彦 理事 
（伊那市議会議員、元 長野県伊那市 長谷総合支所長、 
元 伊那市観光協会観光 プロモーター） 

電話：0265-98-2211, Fax :0265-98-2029 
E-mail :  iina00093.ikegami@gmail.com 
支部：〒396-0401   長野県伊那市長谷非持 2654  
  
■ IRI 弘前支部（従たる事務所） 
支部長：白木 享介 理事（PSP ㈱取締役兼執行役員） 
〒106-0031 港区西麻布 4-16-13 西麻布六本木通ビル（9 階 PSP 

内） 
電話：03-3406-2310, Fax : 03-5485-2479 
E-mail: kyosuke.shiraki@psp.co.jp 
支部：〒036-8003 青森県弘前市駅前町 15-3 武田ビル  
電話：0172-31-0818 , Fax : 0172-31-0828 
E-mail: s.matsuyama@psp.co.jp  
 
■ IRI 京都大支部 
支部長：別華 薫（BECKER, Carl Bradley）理事（京都
大学 医学部内 政策のための科学ユニット特任教授） 
〒606-8501 京都市左京区近衞町  京都大学 医学部内 
電話：075-753-9486, Fax: 075-753-9486 
E-mail: becker.carlbradley.5e@kyoto-u.ac.jp 


