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日日本本仏仏教教看看護護・・ビビハハーーララ学学会会  事事務務局局  

                

日本仏教看護・ビハーラ学会第 17 回年次大会開催のお知らせ 
ご 挨 拶 

かつてのペスト禍さえ想起させる今回のコロナ禍は、当たり前の日常を容赦なく覆し、今まさに、私た

ちに様々な「苦」の様相を見せつけております。恐らくは、この鬱屈した空気の中で、あらためて、「いの

ち」について、「生」について、「死」について、自ら問い直した方も多いのではないでしょうか。 
本学会は、このコロナ禍によって、昨年度の仙台での年次大会を一年延期いたしましたが、現下の状況

に鑑み、今年度もまた通常通りの大会の開催は困難と判断して、オンラインによる、規模を縮小しての開

催とすることといたしました。 
今年度年次大会の基調講演をお願いしました中村桂子先生は、長年、遺伝子のゲノム解析などで得られ

た最新の科学的知見をもとに、地球上の様々な生物を発生から辿り、つながりあういのちの系統樹に位置

づけて、「生命誌」という壮大なドラマとして語ってこられました。 
先生が名誉館長をつとめておられる JT 生命誌研究館のホームページ※では、「生命誌」の世界を絵で表

現した「生命誌絵巻」「新・生命誌絵巻」「生命誌マンダラ」を見ることが出来ます。これらが表している

のは、あらゆるいのちが相依相関してこの地球上に展開してきたことを示す時空を超えたいのちのマンダ

ラです。（詳細はこちら：※https://www.brh.co.jp/exhibition_hall/hall/biohistory-emaki/） 

 仏教では、私たちを取り巻く宇宙のすべてが、様々な次元で無限につながりあっているという直観的な

智慧の世界を、マンダラによって視覚的に表現してきました。そしてこの直観智が人の心に絶対的な安心

をもたらすことを教えてきました。しかし一方で、宗教的な直観智は、いのちのマンダラのディテール、

すなわち、ゲノムや個々の生物のありようについて語ることはできません。 
本年度の年次大会では、まず、中村先生に基調講演として「生きものとして生きる－コロナ禍の体験の

後に－」と題してお話をいただきます。「生命誌」から導きだされるいのちの物語からは、人間中心の近視

眼的ないのち観では見えてこない、コロナ禍の本質が見えてくるように思います。そしてその後、田宮仁

先生、藤腹明子先生との鼎談によって、講演の内容を多面的に掘り下げていただきます。 
皆様お一人お一人の「いのち」の思索を深める絶好の機会でございますので、是非、多くの皆様のご参

加をいただきますよう、心よりお願いを申し上げます。なお、今年度予定されておりました仙台大会は、

来年度に再延期とさせていただきます。 
日本仏教看護・ビハーラ学会 

会長 若麻績 敏隆 拝 
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研研究究発発表表のの申申しし込込みみ  

  

研研究究発発表表演演題題募募集集要要項項      募募    集集  口口演演発発表表  

                                発発表表日日  88 月月 2299 日日((日日))  1100：：0000～～1122::0000  

                                  

 

１１））発発表表資資格格（（口口演演・・ポポススタターー発発表表共共通通））  

① 発表される方は、共同研究者も含めて「日本仏教看護・ビハーラ学会」の個人会員、学生会員、

団体・法人会員のいずれかであること（発表申し込み時に、入会申し込みの手続きがあれば可能

です）。 

② 発表される方は、Microsoft Word に対応した形式（.docx / .doc / .rtf）で作成・保存した文書を、

大会事務局のEメールアドレス（vihara.office@gmail.com）に添付書類として、所定日までに提

出され、発表採否審査委員会において採択された会員。 

 

２２））発発表表演演題題（（口口演演））とと抄抄録録原原稿稿のの提提出出  

① 口演発表は、88 月月 2299 日日((日日))  1100：：0000～～1122::0000の間を予定しています。1演題につき、15分間の発

表、10 分間の討論、計 25 分間を予定しています。なお、演題に応じて変更する場合があります

ので、予めご了承ください。 

② 口演発表はオオンンラライインン（（ZZOOOOMM））で行うため、資料の当日配布はできません。ZOOM の画面共有機能

を用いて提示できるようなPPT 資料・ワード資料・画像等々を当日までご準備ください。 

③ 発表申し込みに当たっては、演題・所属・氏名と発表要旨の全てを 40字×40行の A4用紙 1枚以

内にまとめた抄録原稿と連絡先住所等を明記して、大会事務局宛て（vihara.office@gmail.com）

に提出してください。 

④ 抄録原稿は、原則として、目的・方法・結果・結語の順でお書きください。 

⑤ なお、オンライン開催に向けて技術的側面も含めて、事前に調整させていただきます。 

  

 

発発表表申申しし込込みみ演演題題おおよよびび抄抄録録原原稿稿のの作作成成ににおおいいててはは、、倫倫理理的的にに十十分分配配慮慮さされれたたももののととししてて、、個個人人ととそそ

のの家家族族ののププラライイババシシーーのの保保護護にに留留意意しし、、個個人人ややそそのの家家族族がが特特定定さされれるる可可能能性性ののああるる場場合合ににはは、、事事前前にに

同同意意((書書))をを得得ててくくだだささいい。。  

  

４４））抄抄録録申申しし込込みみ締締めめ切切りり  令令和和 33((22002211))年年 77月月 2255 日日((日日))  2233：：5599 必必着着  

 

５５））抄抄録録申申しし込込みみ先先  

〒260-8701 千葉県千葉市中央区大巌寺町 200 淑徳大学内 日本仏教看護・ビハーラ学会事務局 
【【ＥＥメメーールル】】vihara.office@gmail.com    

件件名名にに【【日日本本仏仏教教看看護護・・ビビハハーーララ学学会会  演演題題申申しし込込みみ（（おお名名前前））】】とと明明記記ししててくくだだささいい。。  

  

６６））発発表表のの採採否否ととププロロググララムム・・予予稿稿集集へへのの掲掲載載  

① 発表の内容が本学会の趣旨にそぐわない場合には、発表をご遠慮いただく場合があります。 

採否については、発表採否審査委員会(大会実行委員会、倫理委員会、編集委員会の代表によっ

て構成される会議において決定いたします。 

その結果は 77月月 3311 日日((土土))ままででにご本人にお知らせいたします。 

② 発表申し込みが採択された場合には、発表申し込みの際に提出された抄録原稿を、原則そのまま

『日本仏教看護・ビハーラ学会第 17回年次大会プログラム・予稿集』に掲載いたします。 
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大大会会参参加加ののごご案案内内・・申申しし込込みみ  

  

１１））年年次次大大会会のの参参加加申申しし込込みみはは、、下下記記のの UURRLL かからら GGooooggllee フフォォーームムににてておお願願いい致致ししまますす  

  

hhttttppss::////ffoorrmmss..ggllee//GGuuSSnnUUmmwwMMjjBBYYcc9911aaUU66  

  

  

  

  

２２））大大会会参参加加費費  

 会 員： 無料 

 非会員： 2,000 円 

  ※非会員の方はお申し込み後、お送りする案内に従って会費の振り込みをお願いします。 

   振り込みが確認できましたら、ZOOM のアクセスリンクをメールにてお知らせいたします。 

  

  

３３））リリモモーートト（（オオンンラライインン））参参加加がが難難ししいいとといいうう方方へへ  

・プログラム予稿集は PDF で発行し共有するほか、抄録を載せた予稿集の拡張版（資料等掲載）

を冊子にして配布します。 

・希望者には録画した基調講演（ZOOM 記録）の DVD の配布を念頭に置いて準備します。 

・基調講演の動画の会員限定・期間限定の YouTube 公開します。 

 

  

４４））申申しし込込みみ締締めめ切切りり  

令令和和 33年年((22002211))88 月月 1155 日日  
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ププロロググララムムののごご紹紹介介  

大大会会テテーーママ  ココロロナナ禍禍ににいいののちちとと向向きき合合うう  

オオンンラライインン開開催催  （（ZZOOOOMM））  

  

88 月月 2299 日日((日日))    

10：00～12：00 研研究究発発表表  

 

♪ インターバル（音楽のミニコンサート） 

 

13：00～14：00 基基調調講講演演  

      「生きものとして生きる －コロナ禍の体験の後に－」 

講師：中中村村  桂桂子子  氏 

 

中中村村桂桂子子氏氏ププロロフフィィーールル（JT生命誌研究館のホームページより） 

・JT生命誌研究館名誉館長 

・東京都出身。1936 年生。理学博士。東京大学理学部化学科卒。 

・同大学院生物化学修了。 

・三菱化成生命科学研究所人間・自然研究部長、 

早稲田大学人間科学部教授、大阪大学連携大学院教授などを歴任。 

・1993 年-2002 年 3月まで JT生命誌研究館副館長。 

・2002 年 4月-2020 年 3月まで JT生命誌研究館館長。 

 

♪ インターバル（音楽のミニコンサート） 

 

14：30～16：00 鼎鼎談談  

                  中中村村  桂桂子子  氏氏  

         田田宮宮    仁仁  氏氏   （本学会 名誉会長） 

藤藤腹腹  明明子子  氏氏  （本学会 名誉会長） 

事事務務局局だだよよりり  

● 本学会では、会員の増員を期待しています。会員におかれましては、お知り合いに本学会の存在

をお知らせいただき、入会をお誘いくださいますようお願いいたします。ご入会・ご退会のご連

絡は事務局までお願いします（vviihhaarraa..ooffffiiccee@@ggmmaaiill..ccoomm）。 

● 会費について「年会費」のお振込をお願いいたします。先日郵送された年会費振込の案内をご確

認の上、郵便振替用紙(払込取扱票)をご使用ください。なお、２年に渡って年会費が振り込まれ

ていない方につきましては、会員の資格を失いますので、ご留意ください。令和２（2020）年度

会費未納の方には別途ご案内させていただいていますので、ご協力お願いいたします。 

● 住所・勤務先・職位などに変更のある方、学生会員で個人会員への移行の方は、お名前・会員番

号を明記の上、E-mail、FAX、または葉書にて、本部事務局宛にご連絡ください。 

● 本会の学会誌「仏教看護・ビハーラ 第 15 号」に紹介する「会員著作」を募集いたします。昨年

に出版された著作がある会員の方は、是非、学会事務局（vviihhaarraa..ooffffiiccee@@ggmmaaiill..ccoomm）までご一報

ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

4





 6 

日日本本仏仏教教看看護護・・ビビハハーーララ学学会会理理事事・・役役員員名名簿簿  

  

会長：   若麻績 敏隆   （善光寺白蓮坊） 

理事：   吾勝 常行   （龍谷大学） 

伊藤 奈津子   （淑徳大学）  

今井 洋介   （新潟県立がんセンター新潟病院） ※未来構想委員長 

大久保 明子   （新潟県立看護大学）  

大下 大圓   （千光寺） 

カール・ベッカー   （京都大学） 

小柴 千鶴          （さんむ医療センター） ※教育研修委員長 

郷堀 ヨゼフ   （淑徳大学） ※事務局長 

谷山 洋三          （東北大学大学院） ※研究委員長 

得丸 定子          （上越教育大学 名誉教授） 

森田 敬史  （龍谷大学） ※倫理委員長 

野田 隆生   （華頂短期大学） ※広報委員長 

ささえ愛よろずクリニック  （団体法人会員代表理事：今村達弥院長） 

樺沢 賢正     （支援会員代表理事）    

 

監事：  小西 達也    （武蔵野大学） 

平野 博     （松阪市民病院） 

 

名誉会長： 田宮 仁       （前 淑徳大学 教授） 

藤腹 明子     （淑徳大学看護学部 客員教授） 

 

学会設立顧問： 大井 玄     （東京大学 名誉教授） 

鷹司 誓玉      （善光寺大本願 法主） 

故 水谷 幸正      （佛教大学 元学長） 

 

 

２２００２２１１年年６６月月１１日日現現在在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本仏教看護・ビハーラ学会事務局 
〒260-8701 

千葉県千葉市中央区大巌寺町 200 淑徳大学 

アジア国際社会福祉研究所 郷堀研究室内 

TEL. 043-265-9879 FAX. 050-3153-3647 

E-mail：vihara.office@gmail.com  https://www.jabnvs.org/ 
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