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「NURSE FES TOKYO 2018」
マスクメイク・モテボディ講座から看護の未来まで！
ナースがナースのために考えた “つながるセッションエリア”へようこそ♪
株式会社エス･エム･エス（代表取締役社長：後藤夏樹、東証一部、以下「当社」）は、当社グループが運営する看護
師・看護学生向けコミュニティ「ナース専科」にて後援をする、「NURSE FES TOKYO 2018」において、ナース仲間を増や
せるセッションを開催します。

ナースフェス東京 2018 セッションエリア：http://nurse-senka.jp/contents/square/236840/

【セッションエリアとは】

「NURSE FES TOKYO 2018」実行委員である現役ナースが、ナースのために考えた『学べる・楽しむ・繋がる』をコンセプト
にしたセッションエリアです。セッションを盛り上げてくれるのは、ほとんどが＋αの資格を持ったナース達です。それぞれの得意分
野を生かし、日々の看護に取り入れられる看護技術をはじめ、ナース自身のリフレッシュ法、ナース自身の命の輝きを絵に描
きしるすなど、テーマはさまざま。セッションごとに参加者同士がつながることができる企画もご用意しております。
ここでしか体験できない、ナースの文化祭をお楽しみいただけます。
・日

時：5 月 27 日（日）10:30～18:30
5 月 28 日（月）10:30～18:30
・場 所：ベルサール渋谷ガーデン

タイトル

【セッションタイトル一覧】
＜5 月 27 日（日）＞
session 1(A エリア)｜10:30～11:30

登
壇
者

ママナースの子育てのすゝめ
都内看護師の保活事情 ～院内保育？認定保育園？実際のところ～
上原百合奈（看護師、一般社団法人ビジョンネット 代表理事）
佐藤祐季（妊活応援ナース）
Kumi Yoshii（看護師、チームくみっぺ代表、ハンドセラピスト、乳がんヨガ指導者養成講座修了）
千田和美（訪問看護師）

タイトル

session 1(B エリア)｜10:30～11:30

登
壇
者

美バストになりたいナース集合♡理学療法士『モテボディ専門家』に学ぶ美バスト育成術

山本茜（理学療法士 「モテボディ専門家」）
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タイトル

session 2（A エリア）｜12:00～13:00

登
壇
者

日本の看護って世界一？！世界の看護事情から、日本の看護が見えてくる！

樋口朝霞（看護師、保健師、特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所 研究員）
鈴木節子（看護師、社会健康医学修士）
園田友紀（看護師、保健師）

タイトル

session 2（B エリア）｜12:00～13:00

登
壇
者

マスクでも綺麗なナース！とっておきのメイク法

奥香保里（看護師、魅力発掘メイクアップアーティスト）

タイトル

session 3（A エリア）｜13:30～14:30

登
壇
者

HANA ナーシングに学ぶ 一歩差をつける看護技術

山口晴美（看護師、合同会社 HANA NURSING THERAPY 代表）

タイトル

session 3（B エリア）｜13:30～14:30

登
壇
者

AI？IT?看護の未来と私達の働き方はどう変わる？

吉澤美弥子（500 Startups Japan シニアアソシエイト）
吉岡純希（看護師、Medical Design Engineer 慶應義塾大学大学院 修士課程）
礼王懐成（看護師、IT 会社で新規事業のための人工知能の研究開発を行っている主任研究員）

タイトル

session 4（A エリア）｜15:00～16:00

登
壇
者

訪問看護を起業する、専門職の新しいキャリアの形を探る

髙橋英太郎（看護師、Buurtzorg services japan 株式会社 代表取締役 CEO）
柳澤優子（がん性疼痛看護認定看護師、一般社団法人 Life&Com 代表理事）
糟谷明範（理学療法士、株式会社シンクハピネス 代表取締役）
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タイトル

session 4（B エリア）｜15:00～16:00

登
壇
者

恋バナ＆予防離婚！愛妻家恋愛アドバイザーに学ぶ、幸せな結婚のためのパートナーシップ形成

やっち（恋愛アドバイザー、夫婦コミュニケーション研究家）

タイトル

session 5（A/B エリア）｜16:30～17:30

登
壇
者

病気と共に生きるを支える人・コミュニティ・サービス

西口洋平（一般社団法人キャンサーペアレンツ 代表理事）
金澤裕香（看護師、一般社団法人日本障がい疾患家族支援協会 代表理事）
西智弘（医師、一般社団法人プラスケア代表理事）

タイトル

session 6（A/B エリア）｜17:30～18:30

登
壇
者

常識からの解放♪うんちマン×ALS 患者？！異色のアツイ友情で届ける幸せのうんチ～ズ！

うんちマン（愛と平和の使者うんちマン、株式会社ダイスクリエイティブ 代表取締役）
高野元（創発計画株式会社代表取締役、日本 ALS 協会神奈川県支部役員）

タイトル

＜5 月 28 日（月）＞
session 1（A/B エリア）｜10:30～13:00

登
壇
者

プリセプター必見！後輩指導のオ・キ・テ

吉田千春（看護師、一般社団法人メディカルイノベーションデザイン協会 代表理事）

タイトル

session 2（A/B エリア）｜13:30～14:30

登
壇
者

FES で資格を取っちゃお♪
セッションの参加で、今話題のユニバーサルマナー検定の資格が取れる！

株式会社ミライロ
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タイトル

session 3（A エリア）｜15:00～18:30

登
壇
者

放課後のしゃべり場「縁 JOY ナース部」♡ゆるく交流したい看護師集まれ

町田舞（NURSE FES TOKYO 2018 実行委員会、看護師、ライター）
林崎彩香（NURSE FES TOKYO 2018 実行委員会、看護師、ブロガー）

タイトル

session 3（B エリア）｜15:00～18:30

登
壇
者

あなたの知らないナースライフ！ナースプラスワンで働く看護師が集合する【ナース図鑑】

嶋田さちこ（看護師、自虐ナース撲滅カウンセラー）
西村裕子（看護師、ペット救急員、認定動物看護師）
Hiroko（看護師、腸育コンシェルジュ、腸アロマセラピー、アクセスバーズ）
安諸あや（看護師、遺された人の想いの中に愛を見つけるグリーフケアカウンセラー）
板谷香里（看護師、ピュアかみさまアーティストかおり）
竹内衣里（看護師、保健師、予防医学士）
平田華絵（フリーランスナース）
松原昌代（看護師、一般社団法人日本ヨガメディカル協会）
筑井由紀子（看護師、一般社団法人 キャラクトロジー®心理学協会）

【NURSE FES(ナースフェス) TOKYO 2018】
ナースの方々は、身体的にも精神的にもストレスフルな環境下で、日々奮闘しています。
「NURSE FES TOKYO 2018」は、そんなナースの方々が、仕事もプライベートも含めて充
実したナースライフを送っていただけるように、300 を超える病院と 1,000 人以上のナースと共
に考えたナース限定の完全無料の祭典です。
現役ナースと、ナースを応援したい企業とナース専科が、「ナースで、よかった。」をコンセプトに
創りあげたコンテンツは、ライフスタイルを彩る美容やグルメ体験など多岐に渡ります。また、ナー
スならではのセミナーにも無料参加できます。この日本最大級のナース向けイベントで、ナース
ライフをサポートいたします。
『NURSE FES TOKYO 2018』特設サイト：http://nurse-senka.jp/html/nursefes/tokyo2018/
株式会社エス・エム・エスとは
2003 年創業、2011 年東証一部上場。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し
続ける」ことをミッションに掲げ、高齢社会を介護・医療・キャリア・ヘルスケア・シニアライフと捉え、「高齢社会✕情報」を切り
口にした 40 以上のサービスを開発・運営しています。
https://www.bm-sms.co.jp/

【本件に関する報道関係お問い合わせ先】
株式会社エス・エム・エス 広報グループ
電話：03-6721-2404 E-mail：smsinfo@bm-sms.co.jp
【「NURSE FES（ナースフェス）TOKYO 2018」に関するお問い合わせ先】
株式会社エス・エム・エスキャリア ナースライフサービス開発部
電話：03-6777-3631 E-mail：ml.ns-alliance@bm-sms.co.jp
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