
＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞ 
株式会社 AGENCY ONE（エージェンシー・ワン） 担当：荒木(080-3708-5075) mail：press@agency1.co.jp 

1/3 

報道関係各位 
2017 年 10 月 19 日 

一般社団法人ナイチンゲールスピリット連盟 
PINK CROSS PROJECT 実行委員会 

 
11 月 1 日（水）当日取材のご案内 

 

 

 

 

 

 

謹啓、仲秋の候ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 「潜在医療従事者」に対する新たな職域創出を目指す一般社団法人ナイチンゲールスピリット連盟（所在地：東京

都中央区、代表理事：森岡 宣伊／東京女子医大麻酔科准教授 以下、NIS）と PINK CROSS PROJECT 実行委

員会（以下、PCP）は、両者が推進する地域を活性化させる市民運動の一環としてのイベント「PINK CROSS 

PROJECT 2017」を 2017 年 11 月 1 日に時事通信ホールで開催しいたます。 

本イベントでは、地域に密着して生活している「潜在看護師」が自治体や医療機関、企業と連携し、地域力向上によ

る減災につながる平時の防災活動や、健康増進として人々の QOL 向上に寄与する、新しい看護のロールモデルを示

してまいります。第1部トークショーでは、現役の日赤ドクターヘリ医師と看護師が、第2部では訪問看護経営者や保育

園経営者などが登壇して、「防災ナース」の役割や看護師の新たな働き方などをテーマに討議いたします。 

つきましては、報道関係者の皆さまに 11 月 1 日（水）開催の本イベントを取材いただきたく、ご案内申し上げます。 

ご多忙中とは存じますが、是非とも万障お繰り合わせの上、ご臨席賜りますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

PINK CROSS PROJECT 2017 
 

【日 時】2016 年 11 月 1 日（水） 14:00 開場（受付開始） 15:00 - 18:00 / 18:00-20:00（懇親会） 
15:00：【第 1 部】トークショー「災害大国ニッポンの現状と防災ナースの役割」 
16:15：【第 2 部】トークショー「看護職の働き方改革」 
17:15：【第 3 部】白衣ファッションショー 

    特別応援団 栄和人日本レスリング協会女子監督 
17:30：     PINK CROSS アワード 2017  
17:50：閉会のあいさつ 
18:00：PINK CROSS PARTY TIME（懇親会） 

 ※登壇者 6 人のプロフィールは 3 枚目に記載しています。 
 
【会 場】  時事通信ホール  東京都中央区銀座 5-15-8 時事通信ビル 2F 
【アクセス】 東京メトロ日比谷線・都営浅草線の東銀座駅(6 番出口)から徒歩 1 分 

都営大江戸線築地市場駅(A3 出口)から徒歩 4 分 

 
 大変恐縮ですが、次ページの項目にご記入の上、10 月 27 日(金)までに広報事務局（株式会社 AGENCY ONE）
宛に FAX03-5534-8057 またはメール(press@agency1.co.jp)にて申し込みください。ご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。 

＜PINK CROSS PROJECT 2017 開催＞ 

医療・介護現場の最前線で働く専門家によるトークショー 
ドクターヘリ医師と看護師：「災害国日本と防災ナースの役割」 

訪問看護経営者など：「看護師の新たな可能性と働き方」 

〜現役ナースモデルによるファッションショー/女子レスリング栄監督が応援〜 
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ご返信 FAX：03-6369-4172 

ご返信メールアドレス：press@agency1.co.jp  
※大変恐縮ではありますが、会場準備の都合上、ご出席のご意向を本シートにご記入の上、 

上記 FAX またはメール宛にご返送ください。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

（お手数ですが、いずれかにレ印をし、下記項目にご記入の上、ご返信ください） 

 ご出席 □第１部(15:00〜) □第２部(16:15〜) □第３部(17:15〜)     

 ご欠席 □ 

貴社名                     所属部署                                 
 
媒体名                                                            
 
ご芳名                (他  名)  代表者の E-Mail アドレス                    
 
お電話番号                     FAX 番号                              
 
通信欄（ご質問、ご要望など）                                              
 
 

 

 

 

 

 
■一般社団法人ナイチンゲールスピリット連盟  
・団体名 ：一般社団法人ナイチンゲールスピリット連盟 
・代表 ：代表理事 森岡 宣伊 東京女子医大麻酔科准教授 
・設立 ：2011 年 4 月 25 日 
・所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町 2-5-6 日本橋大江戸ビル 503 

 TEL.03-5643-7500  FAX. 03-6800-2522 
 

11 月 1 日（水）当日取材のご案内 

＜PINK CROSS PROJECT 2017 開催＞ 
医療・介護現場の最前線で働く専門家によるトークショー 

〜時事通信ホール〜 

第 3 部のファッションショーでは 
日本レスリング協会女子監督を務める 
栄和人監督が応援に駆けつけます。 
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◆トークショー登壇者プロフィール 
【第 1 部】「災害大国ニッポンの現状と防災ナースの役割」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【第 2 部】「看護職の働き方改革」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町田 浩志（まちだ・ひろし） 
前橋赤十字病院 集中治療科・救急科 医師。 

1975 年北海道札幌市生まれ、2000 年北里大学医学部卒業。 

2008 年より前橋赤十字病院集中治療科･救急科勤務。2010 年より副部長。 
2014 年より群馬県ドクターヘリチームリーダー。 

日本救急医学会救急科専門医、日本航空医療学会評議員･認定指導者、 

群馬県災害医療サブコーディネーター、統括 DMAT 登録者など。 

高橋 淳（たかはし・あつし） 
 准看護師免許取得後、複数の病院勤務。 
2007 年 2 月 NPO 法人 TMAT に入会、東京本部の一員として四川大地震や東日本大
震災で 災害救助活動に携わる。 
大学院卒業後、2015 年に JCHO 東京城東病院に勤務。診療看護師として副看護師長
業務も担う。 
ICLS インストラクター、JPTEC インストラクター、ITLS Advance インストラク
ター、JNTEC インストラクター、ISLS ファシリテーターなどの資格を取得。 

石松 幸（いしまつ・みゆき） 
 1976 年福島県郡山市生まれ。昭和大学病院附属看護専門学校卒業後、昭和大学病院
に 4 年勤務した後に退職。 
その後、フリー看護師として健診バス、イベント救護、救護添乗、赤ちゃん訪問など
さまざまな仕事を経験。現在、老人介護施設の看護責任者としてパート勤務。 
2017 年 4 月、Amazon の Kindle で『フリー看護師のトリセツ』を電子書籍出版し、
看護部門 1 位を獲得する。 
PINKCROSS の活動に賛同し、2017 年 9 月に防災ナース登録する。 

朴 明子 （ぱく・あきこ） 
 兵庫県神戸市在住。18 歳で結婚、2 人の子供を出産後、仕事と子育てをしながら看
護学校に通い看護師免許を取得。以降シングルマザーをしながら約 20 年看護師とし
て働く。 
看護学校在学中に阪神淡路大震災を経験し、自然災害の恐ろしさを目の当たりにする
とともに、医療や看護、防災の重要性を痛感する。 
主に総合病院の病棟で勤務後、2016 年に退職。現在は大学の看護学科の非常勤講師、
訪問看護ステーションの訪問看護師として勤務。 
光文社の雑誌「美スト」の TEAM 美魔女メンバーとしても活動中。 

中川 有紀子（なかがわ・ゆきこ） 
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科(MBA) 教授。 
専門は人的資源管理論全般、キャリアデザイン論、起業家育成ゼミ。 
Barack(バラク)株式会社 代表取締役。ハート・ファースト訪問看護事業代表。 
東京都港区行政評価委員(地方自治体のガバナンスをチェックする役割)を務める。 
慶應義塾大学大学院後期博士課程修了(2016 年 12 月博士論文提出)。 
日米企業(銀行→証券→重電→電子部品→食品)にて 25 年以上、一貫して人事実務に
携わり、過去 5 年は、海外人事部長と、大学での教授とのパラレルワーク。 

柴崎 方恵（しばさき・まさえ） 
有限会社マザーグース 代表取締役。 
東京都墨田区生まれ、茅ヶ崎育ち。大学卒業後、ソニー入社。結婚、出産を経て、1990
年にソニー退社。 
1994 年、ベビーシッター事業を営むマザーグース設立、1998 年に有限会社にして代
表取締役に就任。現在、東京・神奈川でベビーシッターと保育園を 17 施設運営する。 
2006 年慶応大学法学部・法律学科卒業。2016 年フランクフルト大学 MBA 取得。 
子どもの PTA 役員としても活躍。私学の高校では PTA 会長を務める。 


