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平成 30 年 6 月 15 日

名古屋教育医療記者会 各位
名古屋市立大学芸術工学部事務室
事務長 井上 誠（電話:721-1225）
（名古屋市政記者クラブ・中部芸術文化記者クラブと同時発表）

文化庁 平成 30 年度大学における文化芸術推進事業

未来につなぐヘルスケア・アートマネジメント人材育成事業
シンポジウム及びヘルスケア・アートマネジメント講座の開催について
この度、文化庁の「平成 30 年度 大学における文化芸術推進事業」に本学から応募しました「未来につなぐヘルスケ
ア・アートマネジメント人材育成事業 ～医療福祉施設の環境向上を支援する名古屋モデルの全国発信を目指して～ 」が
採択されました。
本事業では、社会的包摂の視点から、医療福祉施設などヘルスケアの現場におけるアートの必要性・有用性の啓発とと
もに、そのアートマネジメントのできる人材育成や組織構築の基盤づくりをしていきます。医療系・人文社会系・芸術工
学系を擁する本学の人材と、20 年以上にわたる芸術工学部でのホスピタルアートの実績を活かし、幅広く名古屋市関連
機関・NPO 等と連携し、アートによる医療福祉環境の向上を目指します。
まずはキックオフのシンポジウムを 6 月 23 日（土）に本学芸術工学部（北千種キャンパス）で開催し、7 月から 8 月
にかけては連続講座を JP タワー名古屋 5 階（名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト）で連続開催する予定です。
つきましては、ぜひ多くの方にご参加いただけるよう事前告知にご協力をいただくとともに、当日もご取材くださいます
よう併せてお願いいたします。

【シンポジウム】


タイトル

未来につなぐヘルスケア・アートマネジメント人材育成事業
－医療福祉施設の環境向上を支援する名古屋モデルの全国発信を目指して－

シンポジウム『NPO によるヘルスケア・アートマネジメント』


開催日

平成 30 年 6 月 23 日(土) 午前 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで



場所

名古屋市立大学北千種キャンパス 総合情報センター北千種分館 2 階大ホール
（名古屋市千種区北千種 2 丁目 1-10）



その他

入場無料、申込不要

内容

講師氏名

療養環境におけるアートの役割と可能性

森口 ゆたか

講師職名
近畿大学文芸学部 教授

NPO 法人子ども健康フォーラムによる療養環境整備 篠原 佳則

NPO 法人子ども健康フォーラム 理事

英国のチャリティ組織の役割

高野 真悟

彫刻家

大学におけるアートマネジメント

加藤 敬

名古屋市立大学大学院人間文化研究科 教授
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【ヘルスケア・アートマネジメント講座】


場所

名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト
（JP タワー名古屋 5 階）



その他

入場無料、定員先着 30 名、要事前申込み

月日

講座名

講師氏名

第1回

7月4日

病院アートディレクターの役割

森 合音

第2回

7 月 11 日

公共施設とアートマネジメント

田中 孝樹

第3回

7 月 18 日

博物館における
学芸員のアートマネジメント

神谷 博

第4回

7 月 25 日

子どもと家族の療養環境

阿部 順子

第5回

8月1日

高齢患者にとっての療養環境

嶋田 英子

第6回

8月8日

美術館における
学芸員のアートマネジメント

深谷 克典

第7回

8 月 22 日

アートと医療・福祉施設の
空間デザイン

吉岡 恭子

第8回

8 月 29 日

学生によるヘルスケア・アート

鈴木 賢一

講師職名
NPO 法人アーツプロジェクト 理事長
四国こどもとおとなの医療センター
㈱アールアンテル 代表取締役

名古屋市博物館 副館長

椙山女学園大学生活科学部 准教授

名古屋市厚生院附属病院 看護部長

名古屋市美術館 副館長

㈱アートココ 代表取締役

名古屋市立大学大学院芸術工学研究科
教授

お問い合わせ先
〒464-0083 名古屋市千種区北千種 2 丁目 1-10
名古屋市立大学 芸術工学部事務室学務係
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電話

052-721-1225

FAX

052-721-3110

E-Mail

healthcare_art@sda.nagoya-cu.ac.jp

Symposium シンポジウム

？

ヘルスケア・アート
マネジメントってなんだ
心身の不調や不安を抱えた人たちが、より快適に過ごせるよう、病
院や福祉施設などにおけるアートの必要性・有用性が注目されてき
ています。作品の力や表現するという行為が、空間をいっそう生き
生きと豊かなものにし、患者さんはもちろんご家族や医療関係者に
もよい影響を与えます。このシンポジウムでは、国内外のヘルスケ
アの現場で実践されているアート活動やマネジメントについて話を

入場無料
申込不要

どなたでもお気軽に
ご参加ください

６月 23日（土）

2018 年

13:30 〜 16:30

13:00 開場

名古屋市立大学 北千種キャンパス

総合情報センター 北千種分館２階 大ホール
※アクセスは裏表紙をご参照ください

聞き、ヘルスケア・アートの輪をより広げていきたいと思います。

「療養環境におけるアートの役割と可能性」
森口 ゆたか

美術家、近畿大学文芸学部文化デザイン学科 教授
NPO法人アーツプロジェクト 副理事長

美術制作のかたわら、イギリス滞在中にホスピタルアートと出会い、
医療現場でのアートの可能性を探る活動を始める。2004 年に NPO 法
人アーツプロジェクトを設立。これまでに関西を中心とする 30 カ所
以上の病院で、ホスピタルアートの企画、運営、実施に携わる。

「NPO 法人子ども健康フォーラムによる
療養環境整備」
近畿大学医学部附属病院での活動

篠原 佳則

NPO 法人子ども健康フォーラム 理事・運営委員長
株式会社安井建築設計事務所名古屋事務所 副所長

あいち小児保健総合センターの設計において、理想の子どもの療養環
境を実現するための多職種が参加する子どもの療養環境研究会に関
わった。その後、研究会の活動は NPO 法人子ども健康フォーラムに引
継がれ、全国各地の小児病院のプレイルーム整備へとつながっている。

「英国のチャリティ組織の役割」
高野 真悟

あいち小児保健医療総合センター MRI室での装飾

彫刻家
名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科 博士後期課程

名古屋市立大学の学生有志からなるホスピタルアート集団「はみん
ぐ」を率い、様々なヘルスケアアートを手がける。彫刻家としてアー
トが役に立つヘルスケアの分野を研究中。一昨年ロンドンの病院を
視察し、イギリスにおけるアートインヘルスを調査した。

「大学におけるアートマネジメント
−文化庁アートマネジメント人材養成推進事業について−」

加藤 敬

名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 教授・学長特別補佐（教育・国際・学生）
元文化庁芸術文化課長

1987 年文部省入省、その後ユネスコ、文科省高等教育局国際企画室長、科学技術・学術政策局国際交流官な
どを経て、
国連大学大学院事務局長、
新潟県立大学事務局長として大学経営に携わる。2016 年 9 月より現職。

鈴木 賢一
The Ann Riches Healing Space - Activity Space
The Royal London Hospital 2013

なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト 実行委員長
名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科 教授、NPO法人子ども健康フォーラム 理事

各地の学校建築計画、病院の環境デザイン、子どものための建築ワークショップをフィールドにして、子
どもの学習・療養・遊びを支援する生活環境デザインの調査研究を行っている。一級建築士。博士（工学）。

！

連続講座

ヘルスケア・アート
マネジメントを学ぼう
医療や福祉の現場において総合的・体系的なアートマネジ
メントのできる人材の育成をめざし、名古屋発のヘルスケ
ア・アートマネジメント講座を全８回開講します。医療や
デザイン、アート、文化芸術活動などさまざまな実践を積
み重ねてきた８名の講師から、医療や福祉施設における患
者さんとその家族や医療関係者とアートとの関わりを学び、

2018 年

で
す

Course of Lectures

申込みが必
要

受講無料

定員先着 30 名
どなたでも参加できます
申込方法は裏面参照

7月 4 日 〜 8 月 29 日 ※8/15 は休講

毎週 水曜（全８回）18:30 〜 20:30

名古屋市立大学 ミッドタウン名駅サテライト

（JPタワー名古屋 5 階 ミッドタウンクリニック名駅 隣接）
※アクセスは裏面をご参照ください

アートマネジメントの役割や意義を考えます。

第１回

7/ 4

第３回

7/18

森 合音

四国こどもとおとなの医療センター ホスピタルアート
ディレクター、NPO 法人アーツプロジェクト 理事長

第２回

7/11

8/ 1

公共施設とアートマネジメント

病院アートディレクターが医療施設とアート活動
をどのようにマッチングさせ、具体化しているか
を学びます。

公共の空間におけるアートマネジメントの考え方
を具体的な事例を通して学びます。

神谷 浩
名古屋市博物館 副館長

博物館における学芸員の
アートマネジメント

第４回

7/25

嶋田 英子

名古屋市厚生院附属病院 看護部長

8/22

株式会社アートココ 代表取締役

アートと医療・福祉施設の
空間デザイン
医療・福祉施設の建築計画や空間デザインの考え
方を最新の事例を通して学びます。

椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科 准教授
博士（工学）

病院における子どもと家族の生活と空間的な問題
について、具体的な話題から学びます。

第６回

8/ 8

高齢者福祉・医療施設において、患者が尊厳を感
じることのできる環境づくりについて学びます。

吉岡 恭子

阿部 順子
子どもと家族の療養環境

高齢患者にとっての療養環境

第７回

株式会社アールアンテル 代表取締役

病院アートディレクターの役割

モノから意味を見いだし、その価値を伝えるため
の学芸員の役割と仕事について、博物館の事例か
ら学びます。

第５回

田中 孝樹

深谷 克典

名古屋市美術館 副館長

美術館における学芸員の
アートマネジメント
美術作品の魅力を広く知らしめ、文化財として後
世に伝えるための学芸員の役割と仕事について、
美術館の事例から学びます。

第8回

8/29

鈴木 賢一

名古屋市立大学大学院芸術工学研究科 教授、博士（工学）
NPO 法人子ども健康フォーラム 理事

学生によるヘルスケア・アート
病院での患者と家族に寄りそった壁画制作に携
わったデザイン系学生たちの取り組みから、医療
施設のアートマネジメントについて考えます。

※ 講師の都合等で、受講の内容や順番が入れ替わる場合があります。

シンポジウムへのアクセス

地下鉄名城線
ナゴヤドーム前矢田駅

N

名古屋市立大学 北千種キャンパス

❶番出口

〒464-0083 名古屋市千種区北千種 2-1-10
電話：052-721-1225

環
状
線

駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関でお越しください

地下鉄ナゴヤドーム前矢田駅から

ナゴヤ
ドーム

1 番出口より徒歩 15 分
名古屋駅から

古出来町

名古屋駅バスターミナル 10 番のりばより基幹 2「萱場（かやば）」下車
地下鉄栄駅から

基幹バス「萱場」
清明山

萱場

市バス「清明山」

名古屋市立大学
北千種キャンパス

栄「オアシス 21」3 番のりばより基幹 2「萱場（かやば）」下車
地下鉄池下駅から

出来町通

↓地下鉄東山線
池下駅

3 番のりばより幹砂田 1「清明山」下車 徒歩３分
● ビックカメラ

N
西口
西口・太閤口

連 続 講 座 へのアクセス

東海道新幹線

JR 名古屋駅

名古屋市立大学 ミッドタウン
名駅サテライト

JR セントラルタワーズ

〒450-6305 名古屋市中村区名駅1-1-1
JP タワー名古屋 5 階 ミッドタウンクリニック名駅 隣接

桜通口
地下鉄名古屋駅
●

スパイラル
タワーズ

JR 名古屋駅から

JRゲート
タワー
JPタワー名古屋
KITTE名古屋

ミッドランドスクエア

2F 貫通通路を通ってＪＰタワー名古屋へ徒歩数分

大名古屋
ビルヂング

名鉄、近鉄、市営地下鉄各線 から

名古屋市立大学
ミッドタウン
名駅サテライト

名古屋駅から地下通路より直接ＪＰタワー名古屋へ徒歩数分

連続講座の申込方法

申込締切

6 月 28 日（木）

① 電子メール
healthcare̲art@sda.nagoya-cu.ac.jp
② ホームページ（6/16 オープン予定）
https://healthcare-art.net
③ FAX

052-721-3110

メール・ホームページ・FAX のいずれかからお申込ください。

件名や見出しに「ヘルスケア・アートマネジメント講座」と明記の上、

お名前（ふりがな）
・電話番号・メールアドレス（または FAX 番号）・年齢・職業・
お住まいの都道府県（愛知県内の場合は市町村）をお知らせください。

※お申込みにより取得した個人情報は、本講座の目的以外では使用しません。

※お申込みを受付けた方には、メールまたは FAX で「受講のご案内」をお送りします。

※連続講座のため全８回の出席を基本としますが、都合により欠席される場合はご連絡ください。
※席に余裕がある場合は各回の申込みも受付けますのでお問い合わせください。

※6/23 のシンポジウムは申込不要です。直接、会場にお越しください。

2018 年度 秋冬

ヘルスケア・アート
ワークショップも
開催予定！

医療または福祉の現場を訪問し、実際にアートを導入

する実践型プログラムを開催します。現場視察から
企画構想、具現化、現場での制作までの一連のヘル

スケア・アートの取り組みを体験し、講師や参加者と
ともに具体的な学びを得ることができます。詳細は

７〜 8 月頃になごやヘルスケア・アートマネジメン
ト推進プロジェクト HP 等で告知します。

お問い合わせ
なごやヘルスケア・アートマネジメント
推進プロジェクト事務局 担当：伊藤・寺井
名古屋市立大学北千種キャンパス内

名古屋第二赤十字病院小児外来での作業風景

〒464-0083 名古屋市千種区北千種 2-1-10

E-mail： healthcare̲art@sda.nagoya-cu.ac.jp

HP： https://healthcare-art.net（6/16 オープン予定）

FAX： 052-721-3110

HPアドレス

