
感動した。

勉強になった。

面白かったです。

とてもためになりました。

考えさせられる内容でした。

講演素晴らしかったです！！

皮膚科のイメージが変わった。

分かりやすく、聞きやすかった。

とても良い話を聞けて良かった。

私はもっと努力が必要だと思った。

しっかりと信念を持ちたいと思った。

心にグッと来ることが多くありました。

「人材のレベル」が大切だと思った。

とても意識を高める事ができました。

とても分かりやすい講演内容でした。

「努力すること」の大切さを知りました。

とても面白く、とても勉強になりました。

人生で役立つ知識を学ぶ事ができた。

今回、この講演を聞けて良かったです。

努力し続けることの大切さを学びました。

とても勉強になり、とても励まされました。

聞き易くてとても頭に入りやすかったです。

やる気がでました。ありがとうございました。

講演の話をこれからの生活に役立てたい。

凄く興味深かったです。勉強ｌになりました。

とても心に残りました。分かりやすかったです。

岸本先生の話を聞いて、すごく納得できました。

責任の重さを考える時間となり、良い講演でした。

臨床の話もあり分かりやすくて楽しい講演でした。

聞く人が飽きない興味を持てる内容で楽しかった。

全ての話について分かりやすく聞く事ができました。

話しの内容が分かりやすく聞いていて面白かった。

心に残る講演でした。これからに活かしていきたい。

臨床のお話がいっぱい聞けて大変勉強になりました。

色々な話が分かり易く、印象にも残ったので良かった。

とても勉強になりました。本当にありがとうございました。

本物を見抜く目を自分が持つことが大切だと感じました。

2時間はあっという間に過ぎ、凄く話に引き込まれました。

これから臨床で働く立場として、ためになる話ばかりでした。

2時間程の講演でも最後まで集中して聞く事ができました。

自分が将来どんな人間でいたいのか、考えようと思えました。

今回の話を頭に置いて、これからの生活に役立てて行きたい。

とても良い講演で勉強になったので、聞く事ができて良かった。

学生の私でも理解でき面白く夢中になって聞くことができました。

私は、「ほんまもん」になりたいです。講演ありがとうございました。



実習が始まるので講演で聞いたことを活かして積極的に行きたい。

これから強い意志を持ち、何事にも挑戦して行きたいと思いました。

いろんな医療機関で岸本先生の講演を行ってほしいと思いました。

何事もあきらめずコツコツ努力することで光が見えてくる事を学んだ。

岸本先生の語り口が上手く、とても楽しく講演を聞く事が出来ました。

堅苦しい講演でなく私達も親近感をもって楽しく聞く事が出来ました。

相手の立場に立って物事を考えることの大切さを感じる事ができました。

感動しました。ありがとうございました。今から無理して努力して行きたい。

岸本先生は分かり易い言葉で話をしてくれて、とても分かり易かったです。

看護師になったら患者さんに向き合い看護を行っていきたいと思いました。

私もこれから沢山勉強して、患者さんの役に立つような看護師になりたい。

岸本先生がおっしゃっていた言葉を胸に、日々学び成長して行きたいです。

成し遂げられる人間になりたいと思った。諦めなければ出来るのだと感じた。

目標を見つけ、それにどれだけ取り組めるかで結果が変わってくると思った。

何事にも準備が必要だと感じました。面白かったです。ありがとうございました。

社会に出て岸本先生の話を思い出しながら働きたい。ありがとうございました。

言葉がとても心に残りました。とても勉強になりました。ありがとうございました。

これから実際に医療の場で働くに際して、今回の言葉を忘れずに行きたいです。

看護師になったことだけに満足せず、生涯を通じて学び伸びる事も目標にしたい。

患者さんに納得してもらえるような看護をするためには準備が必要であると感じた。

とてもためになる講演でした。自分の目標を達成するための参考となるものでした。

病気一つに捉われるのではなく、病態の理解を深めていかないといけないと思った。

岸本先生の言葉を頭に置いて、常に向上心を持って過ごして行けるようになりたい。

これからの自分の生き方にも活用できるお話だと思いました。ありがとうございました。

岸本先生のお話は、実際の臨床の現場のものも多くあり、すごく面白いお話しでした。

とても分かりやすかった。とても興味を引く内容だったので、もっと聞きたいと思いました。

人と人との関係づくりの重要性を知ることができました。今後、しっかりと学んで行きたい。

講演はとても分かりやすく、歴史やマンガの話が入っていたので、退屈せずに聞けました。

結果が出る前に諦めてしまうのではなく、弱い自分と闘い、やり抜くことが大切だと感じた。

岸本先生の話を聞いて、これから「ほんまもん」になるための道が拓けました。頑張ります。

医療のみならず、様々な事に対しての向上心が高まる講演でした。ありがとうございました。

興味深い話で、これからの医療の道につながる事をたくさん学んだ。ありがとうございました。

何事も誰もやったことのない事をし継続することは、中途半端な気持ちではできないと感じた。

話しの内容が分かりやすくテンポも良く、眠たくなることがなく興味を持って聞く事ができました。

自分を成長させるためには努力すること、常に前を向いて生きて行く事が大切だと思いました。

患者さんのために役に立つ事を考え、一生勉強して行きます。前向きに頑張ろうと思いました。

私が一番心に残ったのは、死ぬまで何かを求めて伸びようとする者であり続けるということです。

半人前という精神を忘れず、いつまでも勉強していく姿勢を持ち、精進して参りたいと思います。

今日の講演は、とても自分の人生のためになることばかりで、面白く、時間があっという間でした。

心に残るような事ばっかりで、お話もすごく分かりやすかったです。本当にありがとうございました。

今までは講義で眠ってしまうこともあったが、今回は一度も眠ることがなかった。分かりやすかった。

素晴らしい内容の講演でした。あきらめない心の持ち方が少し分かりました。ありがとうございました。

仲がいいだけでは良い仕事はできないと思います。特に医療の現場だからこそ厳しさは必要です。

分かり易く、時にはユーモアがあり、とても楽しくお話を聞く事ができたので、集中力が続きました。

知識・技術を向上させていく事はもちろん、人間性を高め患者さんから信頼される看護師になりたい。



岸本先生の言葉を思い出しながら一つ一つ考えて行動して行きます。今日はありがとうございました。

一つ一つ小さな事をクリアして、将来、質の高い一生だったと少しでも思えるように努力して行きたい。

ずっと上を目指す看護師になりたい。皮膚科のイメージが変わりました。本当にありがとうございました。

まずは自分に力をつけることが大事だという事が分かりました。先生の言葉を心に置いて働いて行きたい。

自らいろんなことに挑戦し続ける事がとても重要であり、それが患者さんを救う事に繋がると分かりました。

今まで聞いてきた講演の中で一番分かり易かったです。今回の講演を今後に活かして行こうと思います。

とても考えさせられる内容でしたが、所々ユーモアや名言を取り入れていたので、頭に入りやすかったです。

飽きることなく興味を持って話を聞くことが出来ました。岸本先生の話を聞くことができて勉強になりました。

私も成長していきたいと思いました。経験年数だけが長くなっていくのではなく、人間性も磨いて行きたい。

今日学ばせて頂いた志を年月が経っても忘れないように心に刻んで、今後の看護業務に活かして行きたい。

岸本先生の講演の内容にとても感動した。講演の間中、岸本先生の熱意や信念がひしひしと伝わってきた。

今回の講演では、沢山学ぶところが多かったです。先生が伝えたい言葉が沢山あり、どれも心に残りました。

今日の話を頭に置き、職場・学校と自分を成長させるために役立てて行きたいです。ありがとうございました。

内科に比べ皮膚科は少し単純な科であると感じていた部分もあったが、講演を聞いて考えが変わりました。

これからは、自分の知識・技術の向上を図り、信念を持って患者さんの役に立てる看護を目指して頑張りたい。

岸本先生の話を聞いて看護に対する意識が変わった。患者さんからのフィードバックが学びに繋がると学んだ。

分かりやすい講演でした。みな積極的に講演を受ける事ができたと思う。本日学んだ事を今後に活かしたい。

話が面白く興味を惹かれる内容で、スライドも分かりやすかったため、今回の講演を聞くことが出来て良かった。

「志」を持ち継続して行く事が大切だと分かりました。志の高い質の良い看護ができるように努力して行きたい。

皮膚科の事が凄く分かった。堅苦しい講演ではなかったので聞きやすかった。何事にも挑戦して行こうと思った。

多くの事について学ぶ事ができた。誰もやっていないからと言って諦めるのではなく、まずは挑戦することが大切。

実際の患者さんからの声や思いにしっかり耳を傾けて様々な工夫がされると、こんなにも違うのかと思いました。

自分も頑張らないといけないと感じた。辛いことがあった時などに講演の言葉を思い出しながら頑張って行きたい。

今後、看護師として臨床に出た時に教訓にしたい話や言葉が多くあった。信頼関係とは友達関係ではないと学べ
た。

患者さんの事を一番に考えて行きたいと思いました。現状に満足せず向上心を持って仕事をして行きたいと思いま
す。
常に向上心を持って学習や技術の習得を一生続けて行きたいと思いました。とても貴重な講演をありがとうございま
した。
研究するも内容は、言われたものをするのではなく、実際に臨床で役立つ研究をすることが本当に必要だと思いま
した。

体験話や諺など、伝えたいことを少しひねっていたりして聞きやすかったです。今回お話を聞くことができ本当に良
かった。

今回、とても貴重な話を聞くことができ、教科書では学ぶ事ができない事を学ぶことが出来ました。ありがとうござい
ました。

どれも心に響くものだった。簡単に成功した人はいない。私も、もっと努力をして自分のしたいことを成し遂げるようと
思った。

諦めないことが大事だと学ばせて頂きました。これまでが中途半端だっただけに、これからは志を高く持ち、信念を
貫きたい。

とても聞き易く、臨床例や具体的なエピソードを交えていたので、分かり易かったです。お話には非常に説得力を感
じました。

今回の講演を聞いて、自分を高めて行く事が患者さんのプラスになる！！自分のプラスにもなる、ということがわか
りました。

半人前と堂々と言えるのは、自分の弱さと向き合う強さを持った人だろうと思いました。分かりやすく非常に聞き易
かった。

看護師も患者さんと友達関係のような人がよくいますが、やはり信頼関係を作らないといけないんだなと勉強になり
ました。

とても面白かったです。とても楽しく興味深く聞いていました。とても良い体験をさせて頂きました。ありがとうございま
した。



本日の講演は、大変おもしろく勉強になりました。岸本先生の何物をも恐れない、真っ直ぐな言葉がとても心に響き
ました。

これから長い人生がある。だから、もっともっと成長したい。死ぬまで成長して行きたい。日々成長し立派な人間に
なりたい。

実際の臨床と教科書の違いを目のあたりにして、もっと知識だけじゃなく技術や臨機応変さを身に付けて行きたいと
思った。

言葉は一生心に留めて置きたいと思います。私も自分の力を過信することなく、一生学ぶ姿勢を持って生きて行き
たいです。

今後の職場や日常生活で悩んでしまった時に思い出して困難にも立ち向かうためのヒントになる言葉や話がたくさん
あった。

多くの言葉が心に残り、これから頑張ろうと思いました。とても分かりやすかったです。飽きることなく集中して聞く事
ができました。

とても貴重なお話しありがとうございました。とても心に響く講演でした。今後の自分自身に役立て頑張って行きたい
と思います。

学校では学ぶことができないことを沢山学ぶことが出来ました。この講演を活かし今後の自分に繋げたい。素晴らし
い講演でした。

例えて話をして下さりとても分かりやすかったし面白かった。最初に行動をおこし、人を引っ張っていける人になりた
いと思えた。

死学ではなく実学に結びつけていけるよう頑張って行きたいと強く感じた。とても楽しく聞く事ができました。ありがとう
ございました。

何をするにしてもまず準備が必要だということを深く考える事ができました。貴重な話をして下さり本当にありがとうご
ざいました。

知識や技術を勉強しても臨床で使えないものであれば意味がない。だから、臨床に出た時に生きる知識や技術を
学んで行きたい。

岸本先生の話を聞かせて頂き、「ほんまもん」も読ませて頂いて、今まで誰からも聞いたことのない考え方を知ること
が出来ました。

知識と技術はこれから絶対に必要な事だけれど、人間の根本的な優しさというところを忘れず、人間性を磨いて行
こうと思いました。

知識が豊富にあっても、臨機応変さや対応力が必要だと感じました。今後、臨床の場で働く者として応用力を身に
付けて行きたいです。

岸本先生のお話を聞かせて頂いて、とても勉強になりました。何か不満を言う前に、自分にできることをして力をつ
けてから行動したい。

学校で学習したことをどう生かして行くのか考えていく必要があると感じた。岸本先生が学んだ事を丁寧に教えて下
さり、とても勉強になった。

非常に多くの事を学ぶと共に自分が悩んでいた事への答えを得たような感覚です。一歩ずつでも生涯成長していけ
たら良いと考えます。

言葉を聞いて、とても共感できました。人は年齢ではなく、中身が大事なのだと思いました。限られた人生の中で、
自分らしく生きて行きたい。

看護師になるうえで一番「知識」が大切だと思っていました。でも、知識だけでは患者さんとの信頼関係に繋がらな
いということを実感しました。

ただただ勉強し頭でっかちになるのではなく、自分のアイデアを沢山出して、その患者さんに合った看護を提供でき
るような看護師になりたい。

2時間の講演があっという間でした。自分の中で思っていた事、考えていた事が少し変わった気がします。見習って
頑張って行きたい。

最後までやり抜くことや努力をしてきちんと帳尻を合わせることが大切だと感じた。私も役に立つ看護師になるために
努力して行こうと思います。

講演に聞き入ることができました。話の中で、「納得してもらうことが大事」とあったが、患者さんのことを第一に思っ
て今後働いて行きたいと思った。

自分が興味を持つような内容が盛り込まれていて、とても興味深い見解や所見を学ばせて頂きました。心に残る深
い講演をありがとうございました。

岸本先生の話は聞いていて楽しかったです。先生の信念の強さはすごいなと思いました。私も一つの事を貫き通す
強さを持って看護して行きたい。



失敗が悪いことではなく、全力を出し切らない事がダメだと教わった。不安になったりするけど、己の信じる道を進み
たい。常に高みを目指したい。

諦めない姿勢は凄く感動しました。自分も患者さんの力になれるような看護師を目指して、今回の話を思い出しな
がら信頼関係を築いて行きたい。

言葉に心を打たれた。ただ業務をこなして行くことは誰でも出来る事だが、患者さんの為になる看護を提供すること
は努力しなければ出来ない。

とても貴重な話が聞けて勉強になりました。努力して一つの事を極めればきっと報われると教えてもらいました。貴
重なお話ありがとうございました。

患者さんとよく喋るだけで終わるのではなく、患者さんの思いを傾聴し看護に活かしながら信頼関係を築いて行ける
ようなレベルに到達したいです。

楽しい講演だと感じました。これから何をするにしても日々勉強と思いながら行動して行こうと思いました。本当にた
めになる講演ありがとうございました。

人間学だけでなく、皮膚科のことも学習することができ、皮膚科へ関心を持つ機会となりました。とても興味深い講
演でした。ありがとうございました。

分かりやすい講演でした。偉人やマンガの言葉など入りやすい内容から深い話に繋がったので、理解しやすかった
です。楽しい講演ありがとうございました。

これから現場に出るという不安がありましたが、岸本先生の応援の言葉を聞いて自分ができる精一杯の事を、患者
さんに向けての看護を行いたいと思った。

もっともっと頑張らないと、と思いました。今回このように思えたのも心に訴えかけられる講演だったからだと思いま
す。岸本先生の行動力を見習いたいです。

志を持って真剣に取り組み極めて行くことが大切だと感じた。生涯勉強して成長し続けられるよう努力したい。ともて
勉強になりました。ありがとうございました。

今日の講演は、イメージしやすく分かりやすかったです。言葉が心に深く残りました。これから実習や臨床に出た際、
思い出しながら日々過ごして行きたい。

今回の講演は、たくさんの場面から考えていたので分かりやすかった。患者の思いをうまく先生に伝え、安心感を提
供するにも知識がとても重要であると思った。

皮膚科の先生としての医療に関する内容だけでなく、一人の人間としての人生についての勉強にもなって良かっ
た。頑張って行こうという思いがさらに強まった。

医療者は他の職業と異なり命にかかわる仕事であるため、無理をしなければ患者さんから信頼してもらえない。今
のうちに無理をすることを心がけようと思った。

とても貴重なお話をありがとうございました。これから勤務していく中で、とてもためになりました。いつになっても半人
前の言葉を胸に、私も頑張って行きたいです。

私も岸本先生のような患者さんを一番に考え、常に向上心を持って最後まで諦めず努力し続ける人になりたい、と
心から強く思いました。夢に向かって頑張ります。

患者-看護師の関係の構築の仕方は、友達の関係を構築するのではなく、この看護師になら話せる、頼りたいと考
えられる関係を構築できるよう努力して行きたい。

凄く感動しました。2時間と言う時間が短く感じられ、もっと聞きたいと思いました。とても勉強となるお話でした。貴重
なお話をしに来て下さってありがとうございました。

岸本先生の話は全て興味深いものばかりでした。一度きりの人生なので、一日一日、その時その時、時間を大切に
有効に使い、悔いのないよう精進して行きたい。

看護の素晴らしさを考え、学ぶ事ができた。これから看護を学習するにあたり頑張ろうという気持ちになった。今回、
岸本先生の話を聞く事ができて本当に良かった。

心にぐっとくるような言葉が沢山あったのが印象的でした。他科にも自分の成長に役立てそうな言葉もありました。今
後は、この言葉を胸に勉強に励みたい。勉強になりました。

内容が楽しくポイントポイントを多くの角度から話されて聞くだけでイメージが湧いて心に入りやすかった。看護師の前
に一人の人間として成長していきたいと思いました。

何にでも失敗を恐れず立ち向かっていくことが大切だと感じました。これから新しいことがたくさんあると思いますが、
岸本先生の話を思い出し、挑戦して行こうと思います。

大変興味深いお話しありがとうございました。とても聞きやすく楽しい時間でした。まずやってみる事や周囲に反対さ
れてもやり遂げる強い気持ちが大切であると思いました。

患者さんが感じていることに対し、どんなに些細な事であっても配慮が出来、一人一人と向き合うことができる看護
師になりたいと強く思いました。ありがとうございました。



今後学んで行く知識をただ頭の中にある知識で終らせず、患者さんのためにどう活かして行けるかを想像しながら
学んで行きたい。今日の講演で学んだことを活かして行きたい。

岸本先生の講演は、胸に沁みる話が多く、とても学びが多かったです。先生のご活躍がこれからもっと広がり、賛同
する方が増え、より良いものになるように願っています。

他人がこう言ったからと言ってそれを鵜呑みにせず、自分で考え調べ真実を追求すること、追求しようとする責任感
を医療人は大切にしなければならないと実感しました。

岸本先生のお話は、生きて行くうえで、看護を学んで行くうえで、励みになるような言葉ばかりで、これから頑張って
行こうという気持ちが湧いてきたし、とても面白かった。

最初の一歩を踏み出すのには不安が伴う。その一歩を踏み出す勇気がとても大切だと思った。しかし、踏み出すだ
けではなく、それを最後までやり抜くことの大切さも学んだ。

私は看護師になったら、患者さんと一緒に病気と闘い支えて行けるような、そんな看護師になりたいと強く思いまし
た。今日の講演で皮膚科についてのイメージが変わりました。

医療において知識や技術だけではなく、知恵や責任感や人間性も大事になってくるという事が分かりました。人間性
や経験値が身に付くよう日々努力して行きたいと思います。

岸本先生の講演は、時に笑いもあり実際の症例を見せて頂きながらの講演だったので、とても楽しく拝見させて頂き
ました。2時間と本当に短い時間でしたが、ありがとうございました。

すごく心に響きました。すごく失礼ではありますが、いつもは寝てしまうのですが今日の話には興味が湧いてずっと起
きてました。本当にいい時間になりました。ありがとうございました。

人の役に立てる看護師になりたい、という思いが強くなりました。何もない普通の人生ではただ長いだけかもしれませ
んが、何かを為す為には一日も無駄にしてはいけないと思いました。

とても勉強になりました。医療従事者として、人間として、今から仕事をしていく上で大切な事を知ることが出来まし
た。「ほんまもん」に近付ける様、これから仕事・勉強に励みます。

こんなに心が惹かれた講演は初めてでした。一つの型や概念に捉われず対応できる看護師を目指して働きたいで
す。そのためにも人間性、経験値を身に付けるべく努力して行きたい。

今後どんな道であってもみんなと目指す場所は一緒なんだという事を知ったので、これからも勉強を一生懸命頑
張って立派な看護師になりたいと思った。講演を聞いて本当に良かった。

岸本先生のお話は、これから待っている実習や国家試験に対しても高いモチベーションを持って臨む励みとなっ
た。今後の学校生活でも今回学んだ事を活かしながら生活して行きたい。

分かりやすく勉強になりました。岸本先生の言葉には沢山身になることがあり、自分の人生に役立てることができるこ
とを学びました。病院で働き患者さんと接するときに活用していきたいです。

今日は感動しました。せっかく遠く福島から来て頂いたので、もう少し時間を延長して欲しかったです。今回の講演
をきっかけに「自分は半人前」だと自覚して、何事にも謙虚な姿勢でいたいです。

臨床での経験を例として挙げていたので、とても分かりやすかった。岸本先生の講演は、一生懸命みんなに伝えよ
うとしている気持ちがとても伝わってきて、私自身も集中して講演を聞きました。

とても聞きやすかった。私も知識・技術を習得し、それを患者さんのために活用していくことができる看護師になりた
い。患者さんと親しくなるのもいいが、患者さんから信頼される看護師になりたい。

実際の現場の症例が多く、そこから話が発展して分かりやすかったです。ギリギリのところまで無視しないと良い看護
師にはなれない、友達関係＝信頼関係ではない、ことが一番印象に残りました。

分かりやすく項目ごとでの構成だったので興味をひくものがあった。名言や詞なども組み込まれており、納得するのと
同時に岸本先生の経験の話を聞いていると、繋がるものがありとても心に残った。

一番に挑戦したからこそ得られるものもあると改めて思いました。今後看護師になるための学習や実習で困難な壁
などに出逢うかもしれないが、今日の講話を思い出して何事にも挑戦して行きたい。

人の命を預かる仕事であるため、多少の無理も必要だと実感しました。多少は無理をして、「ほんまもん」になれるよ
うに努力しようと思いました。改めて自分の中の看護像を考え直すことができました。

今日先生がして下さったお話は、私の抱える不安に立ち向かえる勇気を下さいました。「こうありたい」という自分の
理想を貫いて働いて行きたいと感じることができ、前向きに考えられるようになりました。

やろうと決めた事を継続することの大切さと難しさを感じる事が出来ました。人間性を磨いた人になりたい、そして医
療現場という厳しい世界でも強く生きて行きたい、と思えました。ありがとうございました。

大変勉強にあり、大切な事を沢山感じる事ができました。とても分かりやすかったです。岸本先生が皮膚科は道具
に過ぎないと言われたことに感銘を受けました。僕も追求していく精神を大切にしたい。

今日の「ほんまもんへの道」の講演を聞いて、看護師になる上で大事にして行きたいことや、どんな看護師になりた
いかを考える事ができた。看護師になる前に、この講演を聞くことが出来て良かったです。



患者さんとは信頼関係というよりは友達関係みたいになってしまっている部分も強いので、真の信頼関係を築くこと
が出来るように人間的な面を高めて行きたい。素晴らしい講演をありがとうございました。

講演も「ほんまもん」もとても面白いと感じました。これから看護師として働く上で必要な姿勢、仕事への取り組み方
などを学ぶ事ができました。岸本先生のような医療従事者になれるよう努力して行きます。

聞いているうちに、どんどん講演の話に興味が湧いてきました。今後に活かせるような沢山の学びがありました。年
数を気にするのではなく経験を増やし、失敗を恐れずにやり遂げることを目標に頑張りたい。

年数を重ねるだけで知識・技術が身に付くというわけではなく、努力をすること、人間性を身に付ける事が知識・技
術を取得するうえで大切な事であると学びました。何事にもトライして学びを深めて行きたい。

今回の講演はすごく興味深く、岸本先生の熱心さ、患者さんへの思いを強く感じました。これからの人生に必要な
事を今回の講演で学べたので、しっかりと活かせるように頑張ります。ありがとうございました。

「ほんまもんへの道」は険しいと思います。臨床現場で必要とされる人になれるように、怖さと向き合う覚悟のある人
になれたらいい。誰からでもどんな事からでも学んで行きたいと考えられるようになりました。

私も何でも挑戦する心を持った人間になりたいと思った。患者さんの気持ち・思いに合わせて最後まであきらめない
看護を提供することが、患者さんの「納得ができる」ということにつなげる事ができると思った。

岸本先生の話を聞き、待和ありではなく自分がどうなのかが大切だと知り、自分がどうして看護師になりたかったか、
それだけを忘れず周りに何を言われてもおれずに前を向いて行ける自分でいたいと思った。

大変勉強になりました。自分にできることを探して、患者さんの為に役立てて行きたい。患者さんとの信頼関係が築
けるよう自分の行動に責任を持ち、信頼される人になりたい。ありがとうございました。

印象に残ったのは、「全力を尽くす」「人間性と経験値を高めて行く」「逃げずに向き合う」という言葉でした。楽な考
えに逃げたり、言い訳せずに、今は目の前の生活、学生生活に力を入れて行きます。

誰のための看護か、自分の行うことは自己満足を満たすものだけになっていないか、など改めて考える機会となりま
した。人生ずっと勉強してがんばりたいです。とても勉強になりました。ありがとうございました。

先生のお話は分かりやすかったです。実際の臨床の話がありとても興味深かったです。知識、技術が必要な事はも
ちろんですが、その先の知恵や工夫を活かせる看護師になりたいと今日の講義で思いました。

今回岸本先生の講演を聞き、「一人でも多くの質の高い社会人を育成したい」という岸本先生の強い思い、熱意と
信念を感じました。頑張ろうという気持ちになりました。勇気をもらいました。ありがとうございました。

貴重な話を聞けてとてもためになりました。自分が目指している道は決して楽で半句、むしろ苦難が続く道だと思い
ますが、日々向上して行きます。皮膚科の話はとても勉強になりました。ありがとうございました。

自分が興味を持ったことを探究し、患者さんの為に、ただ飛び込むだけではなくやり抜く岸本先生の姿勢にとても感
銘を受けました。講演で学んだことを活かし、先生のような志を持った人になりたいと思いました。

岸本先生のお話は、私が今まで聞いたことのないような話で、とても勉強になりました。私もこれから努力をして看護
に直接繋げることができるような学習を日々行いたいです。本日は本当にありがとうございました。

知識を得るだけが全てではなく、その知識をどう活かして行くかが重要であることは、とても学びになった。マンガの
言葉から引用していて聞いたことあるセリフにそんな深い意味があったのかととても勉強になった。

今まで参加してきた講演の中で一番聞きやすく、また先生の一言一言がすごく心に残っています。先生のおかげで
少し自分の看護観というものが見えてきたような気がします。今日は本当にありがとうございました。

とても面白く、私のためになる内容のお話でした。とても興味を持って聞く事が出来、心に残った言葉が沢山ありまし
た。信頼関係について勘違いしないように注意して行こうと強く思いました。ありがとうございました。

講演の中では、病理のことや疾患、治療など、授業のようなことを交えながら、医療者としてのあるべき姿を学ぶこと
が出来ました。早く知識を定着させ、学生のうちにそれを活用する練習をしていきたいと思いました。

社会人へ向けての気持ちを高めることができました。社会人として、医療人としての心得を学び、何があってもあき
らめない逃げない事が大事だと思いました。皮膚の疾患についても分かりやすくとても良かったです。

自分が医療従事者になる上で意識していかなければならない事を学ぶことができました。本物の看護師になるため
には無理をすることも大事であると考え直すことができました。これから先、努力を重ねて行きたいです。

岸本先生の研究にかける情熱に感動しました。私も自分なりにコツコツ頑張って行きたいです。毎日の忙しさに負け
てダラダラする日もありますが、今日の講演を思い起こして新たな気持ちで過ごしたい。ありがとうございました。

話の内容が完結で分かりやすかった。キーワードとなる言葉が今後働く中で参考になる。働いていると業務に追わ
れて患者さんと向き合うことが出来ないけれど、考える力を身に付けたいと前向きな考えを持つことができた。

臨床場面の話を踏まえながら講演されていて分かりやすかったです。疾病や患者さんの事を話しながらも人間とし
ての生き方も教わりました。知識や技術だけを身に付けるのではなく、人間性を築けるように取り組もうと思えまし
た。

とても心に残るお話でした。早期母子接触の大切さも改めて学ぶことができました。病気と真剣に向き合い、患者・
家族に納得してもらう事の大切さ、患者の求めるニーズは病気の完治ばかりじゃないのだと知りました。



皮膚科についてあまり知らなかったので、とても勉強になった。所々ユーモアを交えて話して下さったので、楽しく講
演を聞く事ができた。「過去に執着せず、状況に応じた臨機応変さが大切」という言葉が印象的であった。

肉体的にも精神的にも辛いと思う事は多々あるが、やる気や本気でやりたいと思う気持ちがあればその人次第だと
考えることができた。毎日きついと思う事が多いですが、岸本先生の話を聞き元気になりました。ありがとうございまし
た。

岸本先生は、最初から最後まで一貫して人としての在り方について話されており、その内容は医療にかかわる者とし
て最も大切なものだと思いました。先生のお話を忘れないように、日々自分を見つめ直して精進して行きたいです。

実際の患者さんや疾患を加えつつ分かりやすく説明して頂いたので理解しやすかったです。看護職としての考え方
や患者さんに対する思いを考えることが出来ました。岸本先生より教えて頂いた事を今後に活かして行きたい。

臨床は教科書通りではない、という言葉が一番心に響きました。すごく面白く、目が離せないくらいスライドと説明を
ありがとうございました！！もっと沢山の看護学生・医学生に岸本先生の考え方を講演などを通して知ってほしい。

私は自分に甘くなることがあるので、無理するくらい頑張ろうと思いました。準備することが大切だと思ったので、これ
から働く時はしっかりと準備を整えてから仕事をしたい。何でも挑戦できる人間になりたいです。ありがとうございまし
た。

岸本先生は、いろいろ気になることを自分で分析したり、患者さんに対して感謝の気持ちを持って仕事をしていて、
とても素晴らしいと思った。私もこれから医療従事者として患者さんに感謝の気持ちを忘れず関わりを持って行こう
と思う。

毎日の仕事を漫然とこなすのではなく、常に高い向上心を持って取り組みたい。失敗した悔しさを味わったとしても、
全力を尽くさなかった悔しさは味わってはいけない、という言葉は自分に重なる部分があり、これからの心の支えにし
たい。

講演を聞いて意識が高まりました。頑張ると言っても具体的に何を頑張っていいのか分からなかったけれど、講演
では具体的に実例を話しながら伝えて下さり、とても興味深く分かりやすい内容でした。本日は本当にありがとうござ
いました。

今回話を聞いて、学習することへの意欲が高まった。今までは、ただ単に授業で習った事を覚え、技術も練習する
だけだったが、それを何のためにするのかという先を見据えて、これから看護師になるための基礎作りをしていこうと
感じた。

成功している人は自分を保てるギリギリのところまで必ず無理をしている、という言葉がとても印象深かった。これか
ら社会人となる自覚を持ち、自分の人間力を磨くために、「自分を保てるギリギリまで」という言葉を忘れず努力し続
けたい。

今日の講演は、生きて行くうえで凄くためになる話でした。岸本先生の患者さんに対する思いや誠実さ、強さなど、
人として凄く尊敬したいと思いました。私も先生を見習って強く生きて行こうと思います。本日は、本当にありがとうご
ざいました。

岸本先生の講演は、自分達にも考えられるような内容で考える時間もあり、凄くいいなと思いました。全て堅い言葉
ではなく、自分達にも理解しやすい言葉が使われていて、面白かったです。看護師になるために、もっと努力が必要
だと思った。

講演の話の中に沢山の言葉があり、考え直したり、なるほどと思う事がいくつもありました。今後看護師として働く時に
とても大切な事を学びました。看護師になって経験年数だけ増えていかないよう学んだ事を忘れず今後生活して行
きたいです。

看護師になるという意識が物凄く強くなりました。何事にも挑戦することが大切だなと思いました。初めから諦める体
勢ではなく、出来る・やれるという意識や思いがあれば成功や良い結果に繋がると分かったので、今後の人生に活
かして行きたい。

講演はとても面白いものでした。卒業生の記念講演ということでしたが、在学生の私達が今日の講演に参加できて
本当に良かったと思いました。“ほんまもん”になれるよう、これからの学習も頑張って行きたい。今日は本当にあり
がとうございました。

私は、今回講演を聞いて、勉強を頑張ろうと思いました。私には知らないことだらけだと感じました。なので、自ら学
んで行こうと思います。挑戦することの大変さが分かりました。先生の言葉を心に刻んで、これからの学校生活に臨
んで行こうと思います。

学ぶところが沢山ありました。人材レベルで相手に提供できる価値が変わるということは、看護にも通じるもので自分
は数年後どのような看護をしたいのかを考えました。同じ提供を患者さんにするなら、少しでも価値あるものにした方
がいいと思います。

無理しないでいい看護師にはなれない、という言葉が私の中で心に残りました。何かを目指すには無理も必要だと
思いました。これから沢山頑張って少しは無理もしたいと思います。今回の講演を通して様々なことを学びました。
本当にありがとうございました。

岸本先生の強い医療への志に私は心を打たれました。“患者さんを第一に考える”ということを実感しました。完治
すると先のことを言う前に、今このような治療をし最善を尽くしたと納得させることが必要と学びました。とてもために
なる講演をありがとうございました。

医療従事者は志を高く持ち、それに対して血の滲むような努力をしないといけないと分かりました。患者さんとの信
頼関係の築き方、相手と向き合い自分の行動に責任を持つ大変さと大切さを学びました。積極的に挑戦して行き
たい。ありがとうございました。



最後までやり抜くことの大切さを学びました。何か一つの事を成し遂げるだけで一生かかってしまうかもしれない。け
れど何かを為す事は大切で自分にとってもやってみたいことになったので、この講演を忘れないようにして、一日一
日の生活を意識して行こうと感じた。

嫌なこともあるが、楽しみを見出し周囲のせいにせず言い訳することなく頑張ることが大事である、と教えられた。
今、目の前に試練があるが、それを乗り越えずして成長はない。この試練の中でも言い訳出ずやり抜く、という不退
転の気持ちを持って頑張って行きたい。

道友が一人もいない中で、自分で考え自分でチャレンジし、それを継続していく岸本先生の忍耐力と志の強さに刺
激を受け、ただ知識だけを吸収して行こうとしている自分を恥ずかしく思いました。実践で役立つ知識、患者さんに
役立つ知識と技術を学ぼうと思いました。

未知の領域へ足を踏み出すことは不安と恐怖が付きまとうものだけど、誰かの役に立つため、また、一人前への一
歩を踏み出すには必要な事なのだと知ることができました。自分の知識が無駄なものにならないよう精進して行きた
い。素敵な講演をありがとうございました。

これから社会人となって行くが、今の自分を見つめ直す良い機会を頂けた。今の自分が、人として、看護師として、
どれほど未熟であるかを身に沁みて感じた。本日は今後へ繋がる良い話を聞く事ができ本当に良かったです。あり
がとうございました。

「ほんまもん」を目指したい、患者さんの涙を笑顔に変えたい、という思いが強くなった。自分の考えがどれだけ甘い
のか、これから何をしなければならないのか、考えるきっかけを与えて下さり、ありがとうございました。立派な医療従
事者になれるよう頑張りたい。

医療職としてだけではなく人間としても学ぶことが出来た。医療に関する話、ためになる「考え方」が印象深く心に
残った。今後自分がどういう人間になりたいのか、もう一度考え直したい。今日聞いたことを活かし、毎日精一杯
やって行きたい。

誰もしたことがないから挑戦しないのではなく、最初に挑戦する勇気を持ってやることが大事。また、やるだけではな
く血の滲むような努力をして結果にこだわる。最終的にそれが患者さんや家族の納得と信頼に繋がる、ということが
勉強になった。

これから大事なことを多く学ぶことができました。患者さんへの気持ちに対する看護師としての接し方を考え直すこと
ができました。岸本先生に教えて頂いた事を忘れず、臨床の場で活かすことができるよう頑張ります。ありがとうござ
いました。

岸本先生の姿勢に感動しました。私もこれから看護師となり仕事をしていく中で、日々の業務に流されることなく患
者さんのことを第一に考え、患者さんとの信頼関係を大切にし、患者さんの心の痛みや苦痛を分かろうとする心を
忘れないようにしたい。

言葉はきっとこの先、忘れる事はないだろう。自分は今まで飛び込んで終わりだった。それを絶対にやり遂げる信念
や責任感がなかった。それでは、ただの自己満足で誰の信用も得られないと分かった。貴重なご講演、本当にあり
がとうございました。

私の中で皮膚科に対するイメージが変わりました。失敗と屈辱を自分の中に刻み込み、その中で結果を出していく、
というお話を聞いて、病院勤務を目前とした今、正直不安しかありませんが、失敗を恐れず失敗をいかに自分のも
のにできるか、励んで行きたい。

諦めない姿勢で患者さんと関わっていることが素晴らしいと思いました。私も看護師として働くからには患者さんを
思って継続的に学習し、知識・技術の向上も目指し、患者さんがしてほしい看護をして行きたい。講演を聞く事が出
来てよかったです。ありがとうございました。

とてもわかりやすく、面白いお話でした。確実な診断のうえ、患者とコミュニケーションをしっかりとることの大切さを再
確認させて頂きました。今後の看護師・助産師としての考えの基にし、生活に活かしていきたいと思います。ありがと
うございました。

岸本先生の話を聞き、自ら飛び込み貫く信念を持ち、これからの人生を生きて行きたいと思った。最初に飛び込む
時は勇気も入り、周囲からの批判もあります。それを信念を持ち継続し、結果を出すことで新たな道が拓けることを
学ぶことができた。

患者さんと仲良くすることも大事だと思いますが、それよりも患者さんの疾患にしっかり向き合うこと、患者さんの考え
をしっかり傾聴することが最も大切なことだと分かりました。今こうして学習していることも臨床の場を想定しながら学
習しないといけないと思いました。

とても勉強になる話、ありがとうございました。様々な分かりやすい表現で、2時間眠ることなく楽しく講演を聞く事が
できました。これから看護師として、さらなる努力をして、知識を実学として活かして行こうと思います。素晴らしい講
演ありがとうございました。

知識、技術だけでは、患者さんの為に何もできないのだと岸本先生の話を聞いて思いました。学校を卒業する今が
本当のスタートと先生の話でやる気が出ました。また、看護師の立場としても先生のような熱い想いを持っている医
師のもとで働きたいと思いました。

」経験年数が多いほど技術や知識があるということは違うと分かりました。私達が看護師の資格を取ったことに満足
せず、常に色々な事を考えて行動することで良い看護が生まれてくると感じた。今後も大切な考えを忘れず心の中
にしまっておこうと思いました。



努力し続ける事や自分で考え行動に移す、その勇気を持てるよう、日々、自分を振り返る事が大切だと思いまし
た。看護師として、知識や技術を磨く事も必要だが、様々な患者さんに対応するためにも人間性を磨く事を心して
行きたいです。ありがとうございました。

これから卒業して県外の病院へ就職が決まり、今不安でいっぱいです。でも今回の講演を聞き、頑張って努力して
やろうという気持ちになりました。継続するという事は難しいですが、志を強く持ち努力して行こうと思います。本日は
貴重なご講演、本当にありがとうございました。

看護師になった時に自分がどうあるべきなのかが、少し分かった気がした。素敵な言葉で聞けて良かった。勉強に
なったし、忘れたくない言葉があった。特に印象に残ったのが、無理をしないと一人前になれない、ということです。
今、無理をしてでも頑張って勉強に励んで行きたい。

講演を聞いていつもだったら時間が経っても遅いと感じるのが、あっという間に感じました。とても分かりやすく、理解
しながら聞くことが出来ました。ただ挑戦するのではなく、最後までやり抜く大切さを学びました。今回講演を聞くこと
が良かったです。本当にありがとうございました。

何かを実行しようとする時に何も考えずに飛び込むのではなく、「準備」して取り組むことが大切だという話が印象に
残りました。知識、技術をしっかりと身に付けたうえで患者さんのためになっているのか、患者さんが望んでいるの
か、常に考えて感じ取れるような看護師になりたい。

仕事の基本では、原因自分論が胸に響きました。自分に力をつけることが大事！！ということを頭に置いて、社会
人になる上で責任を持って看護していこうと思いました。「めんどくさい」をやめようと思います。講演を聞く事が出来
て良かったです。ありがとうございました。

岸本先生の講演を聞いていて、「お前は甘い」と直接言われているように感じるくらい心に響きました。先生のおっ
しゃるような質を求めた看護師、一流、本物になるためには、もっともっと自分に厳しく、努力をしていかなければな
らないと強く思いました。ありがとうございました。

講演内容が自分に入ってくることがとても多かった。広く浅くではなく、自分がどこに重点をおく必要があるのか、これ
から考え、臨床の場に役立てたい。患者さんとの向き合い方がとても深く信頼度の高い先生であった。言葉も響くこ
とが多く、沢山の学びを得る事ができて良かったです。

マンガの名言や歴史上の人物などが講演の中に出てきて、すごく内容もわかりやすく引き込まれました。今後、医療
従事者となるにあたり、気持ちを大切にすることや知識、技術のみならず、智恵、責任感、人間性を高めていくこと
を忘れないようにします。本当にありがとうございました。

今日の講演、とてもおもしろかったです。私は皮膚科に対して苦手意識がありましたが、話を聞いていると皮膚科も
おもしろいと思いました。また、様々な言葉に、今まで自分が行ってきた看護を見直すことができました。これからも
役に立つ看護師になれるよう頑張って行きたいです。

日々努力すること、患者さんに合った看護をするために一人一人に向き合うことで病気が治せるか左右する現実を
見させて頂いたことによって、大事な事はやっぱり人の気持ちであると感じた。難しい話でなくとても分かりやすかった
ので、とても面白い講演だった。ありがとうございました。

沢山の言葉が印象に残りました。岸本先生がいう言葉一つ一つが自分に当てはまるようで、とても胸に残ります。
「“普通”では絶対にダメ」という言葉が一番印象に残っています。今まで“普通”でいいと思っていたけど、普通では
なく他の人が持っていない何かを持てるように頑張りたい。

無理は出来るところまで行い、自分が持つ志を強く掲げ、それに向けて沢山の努力をしていくことが、未熟な自分に
は必要な事だと思った。学ばされるのではなく、自ら学んでいくという姿勢が大切なことだと思った。患者さんと信頼
関係が築けるように、人間性を磨いて努力して行きたい。

これから臨床の現場に出て行き、怖さや不安があるが、逃げずに立ち向かい自分らしく嫌な仕事も楽しくして行ける
ようにしたいと思いました。今回の講演を聞かせて頂き、春からの新生活に向けて頑張ろうという気合とやってやる
ぞという気持ちを持つことができました。ありがとうございました。

わかりやすく聞きやすかった。国家試験を受けるために勉強し、少しずつ知識を身に付けることはできたと思うが、知
識を身に付けることだけでなく、それを今後どう生かしていくかということが大事なのだと思った。国家試験のために
身に付けた知識を今後臨床に出た時に活かして行きたい。

岸本先生の講演を聞いて、一人一人の患者さんとの関わりを大事にし、それを学びにつなげて行きたいと思いまし
た。これから看護師として働いて行く上で漠然と頑張ろうという気持ちしかなかったけれど、講演を聞いて、準備に努
力し、人間性を成長できるようにして行きたいと思いました。

環境がイヤだからと言って逃げずに自分がその環境を変えて行けるように、知識はもちろんですが実践し生かして行
く力を身に付けて行動して行くこと、患者さんのためにという気持ちを忘れず看護をして行けるよう努力し頑張って行
きたい。人間性、人間力を磨いて行けるよう頑張ります。

本日は貴重なお話をして頂きありがとうございました。今までの授業では聞いたことのない話ばかりでとても楽しかっ
たです。そして、とても勉強になりました。看護職は、人間対人間で成り立つものであると思うので、人間性をしっかり
と身に付けて行き、信頼関係を構築できるようにがんばります。

一番印象に残っているのは、知と技を磨くだけでなく、この知識や技術をどのように患者さんに役立てるか考えなが
ら学ぶことが大切だということだ。また、壊れないくらいに無理をしろという言葉も印象に残った。常に向上心を持って
いなければならないと思う。患者さんとの関わり方も勉強になった。



志を持って仕事をしていらっしゃることを尊敬しました。難しい症例であっても諦めることなく向き合う、という一見当
たり前だけど難しいことを実践する姿がかっこよかったです。こんな大人になりたいと思いました。看護師になるのが
ゴールではなく実績も出せるようになりたい。ありがとうございました。

素晴らしい講演ありがとうございました。看護師になるために学んできました。今は看護師になる喜びと不安でいっぱ
いです。でも、岸本先生の講演を聞き、勇気が湧いてきました。患者さんの役に立つ人間であることを第一に考え、
ほんまもんの看護師になれるよう努力を続けて行こうと思います。

心に響く部分が沢山ありました。今を頑張ろうと強く思った。今は知識を身に付ける時期だと思うので、テストも授業
も何事にも一生懸命取り組もうと思いました。とても面白かったです。知識だけを持ち合わせている看護師ではなく、
患者さん目線できちんと考えられるようになりたいと強く感じました。

印象に残ったことは、「勉強するだけでは意味がなく、それをどう看護に活かすか」「経験年数ではなく経験値が大
事」「やりっぱなしではなく継続すること」「患者との信頼関係」、他にもたくさんありましたが、これから看護師を目指
す私の心に響いた言葉でした。皮膚科に対するイメージを変えることができました。

頭に入ってきやすい講演だった。勉強したことを臨床にどう活かして行けばよいかを学べた。失敗してもいいから踏
み出す勇気で何かが変わるなら、踏み出すことも必要だと思った。ただ学ぶだけではなく学んだことを活用して臨床
に活かすことで患者さんへより良いいりょうを提供できることに繋がると思った。

岸本先生の「原因自分論」という言葉がとても心に残りました。何事も自分の努力次第で変われるんだという事を感
じました。学校で知識を増やすことは出来ますが、それを実際の患者さんに対して活かせるようになるためには、知
恵や責任感、人間性を身に付ける事を意識してこれから頑張りたい。

講演では、学生に質問をしたりすることでお互いの考えを知り、積極的に参加してとても良いものだった。とても勉強
になり、もっと話を聞きたいと思った。ただ話をされただけではなく、伝えたいという気持ちが伝わってきた。とても良い
講演で勉強になったため、これからも講演を行い、いろんな人に伝えてほしい。

失敗することを怖がらないで、失敗したことも新たな学びとして今後に活かして行けるように頑張りたい。教科書や授
業で学んだことを実際の仕事に繋げ、患者さんの役に立てることが大事だということを学びました。もっともっと知識
を深めて患者さんに安心して看護を受けてもらえるように努力して行きたいです。

トークに振り幅があり引き込まれ、普段は講演というと堅苦しく眠くなるんですが、聞き入りました。今、看護師になる
ために勉学に励んでいるんですが、それが「死学」にならないようにしたいと感じ、自分の為はもちろん、患者さんに
良くなってもらうにはということも踏まえて考えながら、今後は勉学に励んで行きたいです。

すごくためになる話をありがとうございました。今後、色々な人に関わり、人間性を磨き、感性を高めて行く事が大切
と感じました。また、これから沢山勉強して自らを高めていくことが必要になると感じました。今日の講演を聞き、感じ
る事や考える事が多くありました。興味深い講演、本当にありがとうございました。

スライドで多くの臨床経験の例を挙げていて分かりやすかった。ただ勉強するだけではなく、その身につけて知識を
実際に活用できるか、臨機応変な対応が大事だと学んだ。失敗を恐れず何事にも挑戦し、努力し続ける事が大事
であると感じた。患者さんの思いを聞き、患者さんに合った看護をして行きたい。

岸本先生のお話を聞くことが出来てとても嬉しく感じた。これまで自分が身に付けて来た知識、これから身に付ける
知識・技術を何に使うのか、何に役立てるのかが大切であることが分かった。看護師としての役割を果たして行ける
ように「人間性」と「経験値」を努力して身に付けて行くことが重要であることが分かった。

大変貴重な講和とても勉強になりました。岸本先生の臨床での経験のお話はとても印象に残りました。多くの患者さ
んとの出会いの中で先生が経験されたことをお聞きしたことで、これから自分がどのようになりたいかということを考え
させられました。多くの言葉とその意味をしっかりと胸に刻んで頑張って行きたいです。

患者さんに「納得」してもらうためには、自分がやろうと決めたことに責任を持って最後までやり遂げるように無理して
までも努力することが重要だという事を学びました。患者さんと信頼関係を作らなければ患者さんの心の声も分から
ないと思うから、仕事も中途半端にせず一つ一つの事を全力でやって行きたいです。

看護師としても一人の人間としても辛くて諦めそうになった時に必要な力や前向きになれることを教えて頂けてとて
も良かった。日々の努力がすごく大切。岸本先生と同じように常に学ぶ心を忘れず、色々なものを吸収していく気持
ちを大切にして行こうと思いました。今日の講演の話を今後も忘れず過ごして行きたいです。

継続する難しさ、中途半端で終わられない大切さ、諦めない事、「無理しなくていい」という言葉の意味の深さ、初め
ての事に挑戦する勇気、準備の大切さ、を自分に置き換えながら考える事ができました。患者さんの為に何ができ
るかを考えられる看護師になれるように日々精進して行きます。ありがとうございました。

まずは知識と技術を身に付け、仕事を覚え、自分の特異となるところ、ここは絶対に負けないというところを作り、力
をつけ、そうしたら私の疑問に思っていたことと、患者さんの為に出来る事が実現していくのではないか、と学びになり
ました。この気持ちを忘れず、これから頑張って行きたいと思いました。ありがとうございました。

私は、医療は症状を全て取り除けるものと思っていた。しかし実習を重ねるにつれ医療の限界というものを目の当た
りにした。今回、岸本先生のおっしゃっていた“納得”を目指すということを聞いてなるほどと思った。知識や経験を積
み上げる努力を重ね、辛いことも笑いに変える強さを持てるよう、無理して頑張ります！！

自分の勉強法は間違っていたと思いました。テストに合格する為だけに勉強していて、実習ではあまり活用できてい
ませんでした。つまり、「死学」を学んでいました。今後は臨床でも使えるような学習の仕方、「実学」を身に付けて行
けるようにしたい。私は自分から率先的に取り組み、皆を引っ張って行けるような人材になりたい。



確かに何事においても一番最初にそれを行った人というのは、とても勇気がいるし、型にとらわれているとなかなか
新しい事に挑戦できないと思った。また新しい事に挑戦しても中途半端に終わらせると結局何も学ぶことがなく無駄
になってしまうこともあるので、岸本先生が言うように最後までやり抜くことが大切だと思った。

正直最初はあまり興味を持たなかったが、講演が始まるととても分かりやすく話の内容が面白かった。イメージしや
すくいつの間にか聞き入っていた。120分と長い時間だったが、最後まで楽しんで聞かせて頂きました。現場で活か
し、そして患者さんのためになるよう努力していきたいです。本当にありがとうございました。

友達関係と信頼関係は違うという話に感銘を受けました。自分は患者さんと日頃からよく話をしているので信頼関
係を築けていると思っていましたが、講演を聞き、仲良くすることと信頼されることは違うと学び、今後看護師として
働く時に本当の信頼が得られるように頑張って行きます。全てのお話が興味深く学びになりました。

医療従事者である前に一人の人間として正しい生き方、正しい人との接し方を知れた気がします。立派な看護師に
なるためには、良い人間になることが大切だと思いました。これから自分は型にはまらず一人の人間として必死に生
きて誰にでも優しく接することができるような人、看護師になりたいです。ありがとうございました。

興味深くお話を聞くことが出来ました。手に入れたものに満足するのではなく、一生何かを追い続ける人生を送りた
いと思いました。看護師になって社会人になると辛いこともあると思いましたが、岸本先生の言葉を思い出して頑
張って行きたい。本日は、学びもあり笑いもある興味深く、そして楽しい講演をありがとうございました。

岸本先生の話の中で、一番印象に残ったのは経験年数は努力しなくても増えるという話です。今までは「この人○
年働いているから偉い」と思っていたが、今回の話を聞いて、そうではない事が分かりました。大切となってくるのは
“人格”だという事が分かり、今後、“経験年数”という事にとらわれず“人格”を磨いていくおと思いました。

楽しく話を聞くことができました。看護師になりたいとは思うけど、実習や勉強がとても大変だな…と思っていた時で、
そしたら今回の話の中で、大きいドアをいきなり開くんではなくて小さなドアを日々開けて行くことでいつの間にか夢が
叶うというのを聞いて、前向きに頑張ろうと思えました。とても印象に残りました。話が聞けて良かったです。

私は今まで、頭が良い人しか看護師になれないと思っていました。しかし、本当はそうではなく、みんないつかは夢
が叶うんだと感じました。私は入学当初は、看護師には向いていないし、看護職にあまり興味がないと思っていまし
たが、今回の講演で話を聞いたことにより、自分も看護師になれるように頑張ろう、と思えるようになりました。

様々な講演を傾聴しているんですが、岸本先生の講演はとても身近に感じ、授業もこんな感じであればもっと興味
がもて楽しいのではないかと思いました。患者と友達として仲良くなるのではなく、信頼関係を築く事が大切なことだ
と思いました。マニュアル通りのものを提供するのではなく、個別に合ったものを責任を持ち行っていきたい。

何事も始めて行う事は怖くて不安だが、一度足を踏み出してみると新たな発見をする事ができたり、次に進む道が
見えてくると知り、迷わず飛び込んで行くことの大切さを学んだ。20年後、経験値と人間性を努力して積み重ねた看
護師になれるよう頑張って行きたい。今回の講演は、今の自分にとって心に響く言葉が多くとても良かった。

お話を聞いて特に印象に残ったことは、「無理しないで」ではダメだというところです。自分の目標を高く持つのであれ
ば、継続することがとても重要で難しい事だと思います。そのために、必死で頑張る事が必要なのだと感じました。私
自身、つい楽な方へと流されてしまう事が多いので、立派な看護師になるという目標のために努力して行きたい。

看護師としてはもちろん、日頃の生活、自分がどのような人間になりたいかまで考えさせてもらえるえとても貴重な内
容の講演でした。心に響く事が数多く出てきて、今後の人生の中でとても励ましになるようなものでした。私はまだ人
間としてとても未熟で、これから社会に出て行き良き人間として成熟していくために様々な事を学ばせて頂き、ありが
とうございました。

とても今後に繋がるものでした。とても聞き易く入り込むことが出来た。諦めないことが大切だと岸本先生の話を聞い
ていると思いました。皮膚科のイメージが今までと違うものになり、凄いと感じました。今回学ぶ事が出来た事や心に
響いた事をしっかり忘れず、今後に繋げて行きたいと強く思っています。とても面白く聞きやすい内容でした。ありがと
うございました。

自分を見直そうと、とても思いました。ただ単に授業を受けてテストを受けてではなく、将来働く時に患者さんに自分
がしてあげられることを一つでも多く身に付け、実行できるようにならないと！！と強く思いました。自分の限界を決
めることをせず、ずっと成長し続けたい。自分も将来、岸本先生みたいに患者さんを第一にできないことはない！！
と強く思い、働いて行きたい。

話が分かりやすく気付けば講演に物凄く聞き入っていました。私は時々嫌な事を途中で投げ出してしまいます。しか
し、今日の講演を聞いて、きちんと最後までやり遂げる事の大事さ、何のために勉強しているのか、患者さんの役に
立たないとその知識は意味がない、など学習の意味を確認することが出来ました。自分の意欲が高まる良い講演と
なりました。ありがとうございました。

今回の講演で印象的だったことは、自分の知識は患者さんの役に立っているのか？という視点である。どんなに試
験の点数が良くても現場で活用できなければ意味がない、ということを痛感した。知識を活用し現場で役に立つ人
間になりたい。看護師になって、経験年数と実力が比例していない人にはなりたくないので、頑張って行こうと思う。

スライドがとても見やすく、岸本先生の話もとても興味深く、先生の言葉一つ一つが印象的だった。10の項目ごとに
話が合って、どれも興味深く聞き入ってしまいました。成長できる余白を残す姿勢を私もこれから先、ずっと見習い
たい。常に自分の成長に満足するのではなく、成長し続けて行きたいという思いはこれからも忘れないようにしたい。



臨床の話も交えて話をして頂き、非常に分かりやすい内容で理解しやすかったです。患者さんに寄り添い、何を求
めているのかを知る事、日々、様々なことから学んで行くことが大切ということを学ばせて頂きました。また、あきらめ
ないで患者さんのために何ができるのか、ということを考えて行くようにし、学んだ知識を活かせるようにして行きた
い。

私は知識・技術だけで止まっているという事に気付きました。テストや模試の点数は取れるのに臨床に出たら何もで
きない、患者さんの事を理解できない、ということがありました。それは患者さんに繋がるような学びが出来ていな
かった、ということに気付きました。これから何のための知識・技術なのかを考えながら学び続けて行きたいと思いま
す。

「やってみる」という勇気のある心は大切だが、「やり遂げる」心や、準備をすることが戦いに勝つ為や、周囲から信頼
を得るためには必要なんだということを学ぶことができました。これから自分の「人間性」を高めて行きたい。前は新
しい環境で生活をすることへの不安ばかりでしたが、自分の目標に向かって頑張ろうと思えるようになりました。あり
がとうございました。

臨床での話、今後の生き方、人との関わり方、今後への活かし方を学ぶことができました。とても話が頭に入りやす
かったです。身近なところに人生の為になる大切な言葉があるんだ、と知ることができたので、自分の視野をもっと
広げて生きてみようと思いました。今後は、知識を得るだけでなく、どのように活かして行けるかを意識しながら学習
して行きたいです。

良好な患者との関係性を築いていくために友達のような関係性ではなく、絶対的に頼れる信頼できるような関係を
築くことが大事だと思った。今まで学校で学んできた知識も大切だが、臨床の現場において活用できなければ意味
がないと思った。そのために、患者と関わって行く中で臨機応変に対応できる力を身に付けていきたいと感じた。

今回の講演は、臨床での先生自身の経験や患者さんの素直な思い、地域医療の在り方などを踏まえた説明があ
り、とても興味深く聞く事ができた。ただ知識を持っているだけでなく、その知識を今後看護師として働くうえで患者さ
んの為に何ができるか考え、知識を活かして行けるように取り組んでいきたいと強く感じた。ありがとうございました。

治療は治すことだけではなく、患者さんや家族が何を求めているのか、納得して治療をすることが大切であると感じ
た。学内では教員に正論を言っても意見は聞き入れられず、言っても無駄だと飲み込んでしまうことが多々あります
が、自分自身の力が足りなかったのだと反省とともに意見を聞き入れてもらえるだけの力をつけて行こうと思います。

今まで看護師を目指してきて、実際現場で働き出す前の今の心境として、命を預かるという責任の重さに対する怖
さがありました。怖さと向き合い、自分が患者さんに何ができるか考えながら、この気持ちを持ち続けて一生努力し
続けて行きたいと強く感じました。心に響く内容が多く、たくさんのことを学ぶことができました。ありがとうございまし
た。

すごく印象に残る言葉をたくさん聞く事ができました。私はこれから就職しますが、「周りの環境を変えるためには、ま
ずは自分が力をつけなければならない」ということを忘れずにいたいと思いました。また、人間性や経験値を積んで
行くためには、努力を惜しまないということも忘れずにこれから頑張って行きたいと思います。ありがとうございました。

岸本先生の講演を聞き、何のために、誰のために行っている事なのか、と常に考えながら看護を行いたいと思いま
した。常に学習し続け、常に伸び続けられるように努力し続けられるよう言葉を心に留めて今後過ごしたい。やって
みなければ何も結果は変わらないし、結果にもつながらないので、努力を惜しまず少し無理をして頑張りたい。

いろいろな事を考える時間になりました。本当の意味で患者さんのためになる看護とは何かということをしっかりと考
えて行動しなければいけないと思いました。ただ与えられた仕事を行うだけでなく、本当にこれは患者さんのために
なっているのだろうか、もっと患者さんに合った関わりや看護はないだろうかと考えることができる看護師になりたい。

日々成長していくためには、当たり前のことをただ行うだけではなく、日々精進すること、努力していくことが大切だと
学んだ。知識をただ持っているだけではなく、それが患者さんに活かせているのか、型に捉われず相手に応じた対
応を取ることが大切だと感じた。今回、講演して頂いた事を忘れないようにして、これから看護師として働いて行きた
い。

もうすぐ社会に出る一人の看護師として、岸本先生の講演はとても良い刺激となりました。特に、看護師の経験値や
人間性というものは、自身の努力次第でいくらでも向上するという内容には強く心に響きました。常に患者さんの一
番近くで関わって行く者として、身体的・精神的安楽を提供していくには、どこに苦痛を感じているのかを気付き、対
応する力を養い続けて行きたい。

努力することの大変さと大切さを感じる事が出来ました。自分にはまだまだ努力が足りていないことに気付きました。
これからどこまでやれるか分かりませんが、努力することを忘れずコツコツと一歩ずつ成長して、将来信頼される看
護師になりたい。2年生になる前に今回の講演を聞く事ができた事は、私にとって気持ちを切り替える貴重な機会と
なりました。ありがとうございました。

今日の講演はとても身になる話ばかりでした。所々おもしろい話もあり、楽しく講演を聞く事ができました。全部が全
部分かりやすくて“なるほど！”と思うものばかりでした。謙虚な姿勢で常に“学ぶ人”という姿勢で日々の生活を過ご
したい。また、看護をしていく人間として”一生勉強“という気持ちを持って現場に出た時も日々学びたい。本日の講
演Ｍ、本当にありがとうございました。



今日講演を聞くことができ、とても良かったです。岸本先生の講演はとても分かりやすく、とても聞きやすかったで
す。私自身も勉強をしっかりし知識を深め、その知識を活かせるよう患者さんと向き合って看護して行きたい。そし
て、患者さんとは友人関係ではなく、信頼関係を築いて行けるよう私自身の人間性も伸ばして行こうと思うことがで
きました。本日は講演ありがとうございました。

とても分かりやすく、とても興味をひかれるお話でした。自分の仕事に責任を持つ姿勢には感銘を受けました。私も
仕事や患者さんに対して、こうありたいと思いました。事を成すためには能力や知識を持っていなければならないわ
けではない、という言葉に私は救われました。器用なわけでも優秀なわけでもない私が大事を成すことができる可能
性があるということは、凄く今後の励みになります。

たくさんの患者さんを診察し、自分なりに興味を持ち、そのことを納得いくまで研究することがいかに大変か、いかに
素晴らしいかを考えさせられた。仕事をする中で仕方なくすることも沢山あるけど、「自分でおもしろくする」という言
葉がとても印象に残った。考え方ひとつで物事に対する考え方や取り組み方が変わると思った。講演に来て頂きと
ても勉強になったし、自分の考えを見直すことができた。

難しい話を想像していたが、時折ユーモアを交えたり、学生に質問を投げかけるなど、一方的でない講演の仕方が
とても素晴らしく、岸本先生の患者さんに対する強い思いや仕事に対する熱意がとても伝わってくる講演だった。先
生の考え方がとても誠実で真っ直ぐで、さらにそれが表面的なものではなく努力の結果であることが明白であるた
め、学生の心にも素直に響くものであったように思う。

スライドや講演の内容により臨床での経験、皮膚科のイメージも分かり易く、内容もあまり堅くなく理解しやすかったで
す。また、普段の講演と違い、看護や研究、文献の参考だけでなく、マンガや歴史などからも取り入れ、相手に退屈
させない工夫がされており、楽しく学ぶことができました。自分も看護師として沢山勉強し、知識、技術を身に付け、
何事にも挑戦する姿勢で患者さんに接して行きたい。

岸本先生のお話は、とても熱く、心に響く言葉が多くありました。逃げ出したいということも時々あるけれど、今日の話
を聞いて、自分には努力がたりないなぁと思い知ることができました。これから何に対しても努力することを忘れず、
「考える力」を身に付け、看護師と言う夢に向かって日々頑張りたいと強く思えました。先生の言葉にはとても力が
あって、人の心を動かすものがありました。ありがとうございました。

事例を交えながら説明を聞く事ができたので、すごく頭の中に内容が入りやすくて講演が聞きやすかったです。一つ
一つの話がとても意味深く感じ、印象に残ることが多かったです。最近受けた講演の中で一番興味深く、すごく充実
した時間になりました。今回の講演を聞いて自分の考え方が少し変わった気がしました。医療従事者として今後自
分の人間学を築けるように頑張って行きたい。ありがとうございました。

落ち込むことや迷うことが沢山ありますが、岸本先生の話を聞いて、人それぞれゴールは違うし自分のペースで確
実に成長して行って何か自身になるものを見つけて行けたらいいな、と前向きな気持ちになれました。慣れることは
良いことですが慣れ過ぎてもいけないと思うので、日々努力が必要であり先生の言葉を胸に頑張って行きたい。先
生の講演を聞けて本当に良かったです。ありがとうございました。

実際にやり遂げた先生のお話だったので説得力があった。本気で向き合っていらっしゃる話を聞いて、患者さんとの
向き合い方、患者さんの納得を得られるような接し方も学んだ。仕事に対する姿勢も人のせいにするのではなく、自
分が一生懸命何事も取り組むことの大切さ、限界まで頑張る事の大切さ、強くなることをこれからの自分のモットー
にして行きたい。とても心に響いた講演だった。ありがとうございました。

臨床の話が多く分かりやすい実例を挙げて下さっていたので理解しやすかったです。正直にいうと、これまでの講演
はつまらないと感じていたので、今回もそうだろうと考えて寝てしまおうと思っていました。ですが、岸本先生のお話は
興味・歓心を持てる内容であり、全く眠くなりませんでした。岸本先生の講演はこれまでの講演の中で一番勉強に
なったと言っても過言でないくらい有難いものでした。ありがとうございました。

凄く参考になるお話をたくさん聞かせて頂きました。すごく感動しました。特に、途中で岸本先生が話された“正義”
の話を聞いた時、恥ずかしながら涙をこぼしてしまいました。先生の話で数多くの事を教えて頂き、1年の終わりにと
ても大きなことを学びました。今回の学びを忘れず、次へと活かせるように努力を重ねて行きたいと思います。ま
た、是非先生の本を読ませて頂きたいと強く思いました。本当にありがとうございました。

私は行動力がある方だが、飛び込んで終わってしまう。帳尻合わせをしていなかった。努力するのが嫌で逃げてい
た。でも次々にスクリーンに出てくる言葉に心を打たれた。最後の言葉には、なぜか涙が出て気付かされた。今まで
どれだけ時間を無駄にして来たか考えると、すぐ行動したくなった。もっと知りたくて「ほんまもん」を読みたくなった。
私自身、何か変わった気がした。変れそうな気がした。講演を聞けて本当に良かった。

これから看護師になる上でも、人生を痒んで行く中でも凄く大切なことを沢山教えてもらった気がします。患者さん
のためを想って自分の出来る事を出来る限り行う事は本当に大切だし、患者さんの喜びに繋がるということを今日の
講演を聞いていて何度も思いました。常に患者さんの気持ちに寄り添って看護して行きたい、と思えたし、これから
の授業・実習を通して少しずつ自分を成長させて行き、将来そのような看護師になれるようにしたい。

「無理しなくてもいいよ」という言葉は、見放されたのと同じだという岸本先生の言葉が一番心に残っています。周囲
の人は身体壊すから無理しないでというが、自分がやらなくて誰がやるんだという気持ちを持っていれば、自己管理
もできて自分自身の言かいに挑戦できるのではないかと思った。「無理してでも」がんばらなくてはと思えた。きついの
は自分だけではない、自分以上に窮地に立っている人もいるんだと思えば、休んで何ていられない、と思えた。

素晴らしい講演ありがとうございました。卒業を迎える今、改めて自分の進む道について考えることができました。成
功するためには、その前に長い苦難、下積みの時期があるのに、それにめげず続けることができる“信念”の強さが
すごいなあと思いました。看護の道に進みますが、自分にとっての「義」とは何かについて考え、患者さんの為、自分
の「役割」を見つけるために日々努力して行こうと思います。心に沁みる講演ありがとうございました。



まず皮膚科への意識・考え方がとても大きく変わりました。また岸本先生の言葉の数々がとても印象に深く残りまし
た。私は国試の勉強を自分の為にとだけ思って乗り越えましたが、岸本先生の講演を聞いてそれではダメだったの
だと考えさせられました。患者さんの役に立つ人間となるため、常にいかに患者さんに届くかを考えながら、自分が
納得するまで努力し続けて行くことが大切なのだと実感できました。貴重な講演ありがとうございました。

患者さんの症例を見ながらのお話が勉強になりました。具体的な患者さんの話があると理解しやすく、先生が患者
さんのために行った事や得た学びに共感しやすかったです。また、身近なマンガからの言葉の引用があり、親しみを
感じました。普段、何気なく読んでいるマンガも自分の身に置き換えて自分に取り込んで行く事が大切だと思いまし
た。「患者から深く学べるかは自分次第」という言葉が心に残りました。人間性を高め、学びを深めて行きたいと思い
ました。

今日はとても貴重な話をして頂きありがとうございました。今後働くうえで辛いことがたくさんあって、正直辞めたいと
思う事もあると思いますが、今日の講演で「辛いことは多いけど、ずっとは続かない」ということを教えてもらったので、
そのことを胸に頑張って行こうと思います。経験年数だけ長い助産師にならないように誰にも負けないものを持って
自分で努力して「人間性」「経験値」を増やしていきたいと思います。とても勉強になりました。ありがとうございまし
た。

私も誠意を持って患者さんと向き合いたいと思いました。患者さんと友達になるのではなく信頼関係を築いていく事
の大切さ、とても心に響きました。信頼関係を築くというのは簡単な事ではないと思いますが、岸本先生が行ってき
たように、やはり誠意を持って関わって行く事で生まれるのではないかと思います。先生の言葉を心に刻んで、自分
の人間性を磨いて行きたい。知識だけでは成せない事をたくさん教えてもらいました。

「弱い自分」から目を逸らさずに我慢すること、努力し続ける事。ただ時を過ごすのでは経験年数が増えるだけで
す。その時一日一日をどう過ごすかが大切であり、自分を大きく成長させる鍵になるのだと分かりました。学習と言う
のは専門的なことだけでなく、自然に目を向けるのも時には必要なんだと思いました。どんなに辛く苦しくても自分が
目指す場所へ進んで行こうと思いました。今の自分はまだまだ出来ると思います。甘えずに、もっと無理して行こうと
思いました。頑張ります。

岸本先生の「患者さんのために」という気持ちが伝わってきました。自分もテストに受かるための勉強だけではなく、
その先の患者さんのためという気持ちで勉強に取り組んで行きたいです。私も看護師として、日々勉強を重ねて患
者さんの不安を取り除けるようになりたいです。先生のような立派なお医者さんでもご自分で半人前とおっしゃってい
るので、私も人生ずっと勉強して行きたいです。臨床の事もたくさんお話して下さり、人間としても、とても勉強になり
興味深く聞かせて頂きました。

医療関係者として最も大切な事を学べたような気がします。看護の勉強や実習をしていて、患者さんとの信頼関
係って何だろうと考える事が多くあります。友達関係に近い物なのか、どのような関係を築いていけばよいのか、悩
む事が多かったですが、今回の岸本先生の話で、患者さんとどのように信頼関係を築いていけばよいのか、信頼関
係の意味も知る事が出来ました。これから看護師になる上で大切な事を学べたので、今日学んだ事を忘れずにこ
れからの勉強に活かして行きたいです。

岸本先生のお話に引き込まれていき、時間があっという間に過ぎて行きました。努力することの大切さを学びまし
た。学校で学び、得た技術だけではなく、プラスαの部分が多くあることを知ることが出来ました。患者さんが納得で
きるよう努力する大切さも学びました。怖さと向き合うことも必要であり、自分の弱さと向き合い続け決して屈しないこ
との大切さをひしひしと感じました。患者さんのために役に立っているかと問い続け、常に向上心を持ち続けたいで
す。今日は貴重なお話をありがとうございました。

信念の内容がとても分かりやすく説明されており、卒業して医療の現場に出てからの心掛けが見えてきた。岸本先
生の言葉の中で特に印象に残ったのは“つまらない仕事は自分で楽しくする”です。医療の仕事は厳しく、楽しい事
よりも辛い事の方が多いと思います。今後、仕事をしていくうえで、つまらない仕事、嫌な仕事も沢山出てくると思い
ます。その時は自分で工夫して少しでも楽しく考えられるようにして行きたいです。それが、岸本先生の言う「人間
力」と「経験値」を上げることにも繋がるのだと思っています。

実習などに行くうえでも、日常生活においても知識・技術を追い求め、マニュアルなど型にはまった何かがないと落
ち着かない日々を過ごしていましたが、そこから脱却して知恵や人間性、経験値を高められるようにならないと、自
分が理想とする看護師には近付けないと思いました。何かに取り組む際、準備を徹底的にすることの大切さ、前例
のないことをやる時には、ただ飛び込むのではなく、多少無理をしてもやり抜く事の大切さを実感しました。先生の経
験、貴重な実例に基づくお話をありがとうございました。

言葉が心に響きました。知識だけ持っていても役には立たず、その知識を活かして患者さんのためにそれをどう用い
て行くか、それを考えさせられる講演でした。難しいから、やれないから、事例がないからしないではなく、その患者さ
ん・家族の言葉を聞き、その人自身を見て接して行く事の大切さを学びました。出来ないからしないではなく、出来
ないながらも何か一つでもその方の為に出来ることをする、そんな看護師になりたいです。講演を聞いて、さらに看
護師を目指す気持ちが強くなりました。ありがとうございました。

今日は岸本先生の話を聞く事ができて本当に良かったです。お話は分かりやすくて聞いていてとても楽しかったで
す。私達の世代でも分かるような漫画の言葉が入っていたり、先生が話すだけではなくて、聞いている人たちにも発
言してもらったり、所々にお笑いの要素も入っていて、すごく良かったです。これから社会に出て働き出しても「逃げ
ない」ということを念頭において頑張りたいです。これから頑張って行けるように、しっかりと準備をしなければいけな
いな、ということも実感しました。今日は本当にありがとうございました。



知識をただの知識として留まらせるか、知識を広げて誰かのために活かすか自分次第で、臨機応変に対応したり工
夫することの大切さを学んだ。なぜだろう？腑に落ちないと疑うことがとても重要で、年月は経っても答えが返ってき
たことにとても感動した。両者が真摯な対応を与え合うと戻ってくるものがあると感じた。医療側は何度も同じ状況に
慣れて先が見えてしまっているかも知れないが、患者さんはいつも違うし、病気と闘っているのも患者さんであること
を忘れてはいけない、と思った。自ら考え工夫できる看護師になりたい。

夢を持って人生を生きる大切さや人間性を学びました。皮膚の移植のところでは、しっかりと患者さんとの信頼関係
が築かれていると思いました。ああいったユーモアを交えた行動、そして精神面でも患者さんを支える事ができたら
良いと感じました。看護を目指すうえで、言われた通りに動くのではなく患者一人一人の個別性にあったケアを考
え、看護は一通りではないので自ら看護の道を拓いて行かなければならないと感じました。今回の講演で学んだ夢
を持って自分の道を進むということを忘れず、これからの生活を送って行きたい。

とても勉強になるお話ありがとうございました。先生の講演では、マンガの中の言葉を使ったり、歴史の話を織り交ぜ
たりして、話を面白く聞く事が出来ました。また、症例を見ることで、これまであまり触れる事のなかった皮膚科領域
についても学びになりました。今まで看護学を学校で学び、実習にも行かせてもらいましたが、実際に患者さんの為
に知識を使えていたのかと考えさせられました。今後、これまで学んできたことを活かせるよう患者さんと向き合い、
自分と向き合っていきたいと思います。卒業する前に今回のようなお話を聞く事ができて良かったです。

臨床現場に出て働くうえで心に留めて置くべきことを学べた。特に印象に残ったことが、いくら知識や技術を学習し
身に付けていても、それを患者さんのために役立てて行かなければ「死学」になるという事だ。学習をしていく際に
は、今、学習していることが、どのように臨床に繋がって行くのかをイメージして学習して行こうと思う。今日は、本当
に多くの事を臨床での患者さんの話を交えながら、長い時間、私たちの為に講演して下さって患者しなければいけ
ないと思う。本を時に読み返して、今日学んだ事を胸に、今後も精一杯頑張って行きたい。

多くの事を学ことができました。自分はいつも人の行動を見て自分も行うことが多かったが、岸本先生の話を聞く事
で、自分の行動を改め自分が一番に行動できるよう努力して行こうと感じました。またその際には、ただ飛び込むだ
けではなく、しっかりと責任を持たなくてはならないことも知ることができました。力を付けて行く事で周りも耳を傾けて
くれるようになる、という言葉を聞く事で、これか自分が職に就き発現する際には周りに納得してもらうためにも日々
学習し周囲から認められるような存在になれるよう努力して行きたい。貴重なお話ありがとうございました。

講演と言えば、正直楽しい、もっと聞いていたいという事はほとんどありませんでしたが、今日の岸本先生の講演は、
すぐに引き込まれてしまい、いつの間にか時間が経ってしまい、名残り惜しいとさえ感じました。数年後、看護師と
なった時もう一度先生の講演を聞いたら、今回感じたより一層自分自身のためになるもではないかと思いました。伸
びしろがあると思い死ぬまで何かを求めて伸びようとすることが大切、とおっしゃっていたことが特に心に残っていて、
4月から臨床の場で働くにあたり、学び続けて、患者さんに対して誠実に接して行きたいという思いが強くなりました。

今まで学校の単位を取る事に一生懸命だったけど、今回講演を聞いて、自分が人の役に立つ為に看護師になろう
と思ってこの学校に来たことを思い出せて良かった。自分にとってきついこと、辛い事があると、その事から逃げよう
として、なぜ自分が看護師をめざしていたのか考えられない時がある。そういった時に今回の講演を思い出したり、
「ほんまもん」を読み返して頑張りたい。これからも厳しい道になるけど、自分が出来る事を患者さんのために精一杯
役立てられるよう頑張りたい。就職前に岸本先生の話を聞く事が出来て、いろんな勇気をもらいました。ありがとうご
ざいました。
これから自分が看護師としてどのようにして行くべきか、ということを考える機会となりました。自分はすぐ投げたしてし
まうことがよくあるので、しっかりと信念を持って患者さんの為に頑張りたい。継続するためには、苦痛を付きまとうと
いう事でしたが、これまで私は苦痛があるのならしなければいいと思っていました。しかし、そんな考えでは自分は成
長しないし、患者さんに対して失礼になってしまうと考えさせられました。何事もきついことがあるのなら、自分でそれ
を力ずくで乗り越えて行きたい。岸本先生の講義を卒業のタイミングで聞く事が出来て本当に良かったです。ありが
とうございました。

看護師には、知識・技術、知恵・工夫に加え、人間学・哲学が重要なのだと、とても感じました。岸本先生の話はと
ても説得力があり、私は一番、「つまらない仕事は自分で面白くする」という言葉が印象的です。どうしても、「やりたく
ない」「辞めたい」と思ってしまう瞬間が来るんじゃないかと思います。どうしても全てを受け身的になってしまう時が
あるんじゃないかと思います。今の自分には、行動する勇気と自分で未来を作って行くんだ、という強い心が足りな
いのではないかと今日感じました。看護師として働く際には今日感じた事、考えた事を忘れずに、ほんまもんの看護
師になれるように無理をしてでも頑張りたいです。

本日は貴重なご講演をありがとうございました。今まで学校で学んだ知識や技術を今後さらに向上させていくととも
に、その知識や技術を患者さんのために使い、また新しいものを生み出していくことができるようにしなければ意味が
ないことを学ぶことができました。○○などの言葉も頭に残りやすいフレーズでわかりやすく説明して下さり、そこから
医療受持者としての根っこを教えて頂けたと感じました。また、苦痛をユーモアにかえるワザや、人間性・経験値を
努力して身に付けたいと思います。私は助産師として就職しますが、新生児期からのスキンケアでアトピーが減るな
どの知識を教えて頂き、今後に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

中でも“無理しすぎる”ことが心に刺さりました。何かを極めようと思ったら無理しすぎるまで行動する。岸本先生は、
そこまでハードになぜ仕事のみならず、出版・講演・人材育成・研究にも全力なのかと不思議でした。先生の10の話
を聞いていると、無理しすぎるくらいの日々が人としてどんどんパワーアップするのだということが分かりました。岸本
先生のように患者さんに真っ直ぐ気持ちを向けて尽力するような仕事がしたいと思いました。また、人として成長する
ためにいろんだドアを見つけ、開いて自分のものにし、患者さんのみならず誰かの為に役に立つ生き方がしたいで
す。本日は沢山の人生のヒントを頂きました。忘れません。ありがとうございました。



私は無意識の中で患者のためではなく自分にとって楽であったり、きつくない事を選んできたように感じます。岸本
先生のお話を聞く事が出来て、自分はとてももったいない事をして来たし、看護師となる前から楽な道ばかり考えて
恥ずかしいと思いました。一度しかない人生の中で先生のような生き方や考え方はとてもかっこいいと強く思いまし
た。こんな私でも新たな気持ちを持って看護師として頑張りたいと思います。これから自分に厳しく無理をしながら、
人間力であったり、初めの一歩を大切にして、それを継続して看護師としての人間力を上げて行きたいです。私の
人生にとって、とても意味のある講演になりました。ありがとうございました。

患者さんがより良い生活を送ったり、治療経過に納得できるようにすることを達成するために、知識や技術はもちろ
ん、人間性や知恵を得ることがとても大切だと学んだ。また患者さんのために“活用する”という目的を頭に置いて、
知識や技術、人間性の習得に取り組むことで気持ちが入るし頑張れる。岸本先生が実際に出会った患者さんの事
例を紹介して下さって、その患者さん一人一人に応じて病態を考えたり処置の方法を工夫したりすることを具体的
に拝見し、何事も教科書通りにはならないので、個別に対応できるように知識や技術、人間性を活用していかなくて
はいけないと分かった。患者さんの心の知らせを汲み取って、自分の頭の中の知識を限界とせず、看護に取り組ん
で行きたい。

岸本先生の講演は、私達学生にはとても分かりやすい例が多く取り入れられていて、とても面白く楽しく聞かせて頂
き、あっという間に2時間が経っていました。これから新人看護師として働く私は、どこかまだ、新人だから…とか、2
～3年は働かないと…とか、年数にこだわっているところがありましたが、そうではなく、1年目からしっかりと人間性、
経験値を身に付けるための努力をしていかなければならない、と考えさせられました。つまらない仕事は自分で面白
くすること、悲痛さをユーモアに変える能力、といった話を聞き、自分次第で仕事を面白く・楽しいものに変えられる
のだから、そのことを忘れずに前向きにやって行こうと思えました。改めて自分と向き合う機会になりました。ありがと
うございました。

これから看護師として働く身として、とても勉強になる、しっかりと志を持つことのできる講演で感動しました。国家試
験へ向けた学習を取り組んでいましたが、今日の講演を聞き反省しました。それは、自分の心の中に“国試に合格
するため”“ナースになるため”そのようなものがあったからです。私は岸本先生の講演を聞いて、そうではなく、“患
者さんが納得できるような医療を提供し、患者さんを笑顔にすること、周囲を納得させるような力（知識、技術、言
動、心）を身に付け信頼を築く”、そのため今行うべき学習があるのだと思いました。私も看護師となったからには一
人一人ときちんと向き合いたいです。先生から教えて頂いた志、専門職としての意義・責任と今の自分にある気持
ちを忘れず、信頼される看護師になりたい。本当にありがとうございました。

多くの症例が用いられていて、その症例ごとに何が大切なのか、何が医師や看護師などの医療者に求められている
のかがよく分かり、多くのことを学ぶ事が出来ました。今日学んだ事は、これからの学習や実習の中で活かしていき
たい。患者さんと信頼関係を築くということは患者さんと仲良くなることだと意味を取り違えていることが多かったの
で、自分が考えていた信頼関係は表面上そう見えるだけで、実は、信頼関係が成り立っていないこともあるんだなと
思いました。きちんとした信頼関係を患者さんと築くためにも、まずは自分の行動に責任を持ち、患者さんの少しの
変化でも気付けるようになろうと思いました。そのためにも、これからの学習に一生懸命取り組んで知識を増やし、そ
の得た知識を実際の患者さんへの援助に活かしていけるようにしたい。

岸本先生の講演を聞いて、患者さんの役に立つ看護師になるためには、さらに長い道のりと困難が待っているのだ
なぁと少し気が遠くなりました。しかし、負けないぞと思う気持ちも同時に湧き上がってきました。困難へ立ち向かう事
は本当にきついことであるし、投げ出してしまえば簡単なことです。しかし、患者さんの笑顔が少しでも見られるなら、
症状が軽くなるなら、と考えれば、それが原動力となり、困難へ立ち向かうことができると思いました。臨床現場で働
くようになれば、楽しいことばかりではありません。むしろ、きつい、楽しくない事の方が多いと思います。そんな中でも
自分で仕事が面白いと感じるように見方を変えたり、アイディアや工夫がないか、常に考えられるようになりたい。ま
た、自分が疑問に思った事に対しては、恐れずに自分で行動できるようになりたいと思えました。今日は本当にあり
がとうございました。

テストで前日寝ていなかった事もあり、明日もテストなので、今日は正直長い講演時間眠らずに傾聴できるのか不
安でしたが、いざ講演が始まると、とても興味深く眠る時間など全くありませんでした。岸本先生のお話にとても感銘
を受けました。今日、私のモヤモヤしていた心が先生の講演を聞き一気に晴れました。私が少し見失いそうになっ
ていた道がしっかり見えたのです。「私は私のやりたい看護」「目指す山」に向かって、回りは関係ない、最後まで見
失う事なく日々努力しようと、そして、あまりにも烏滸がましいですが、「この今の医療を長崎から将来自分が務める
病院から変えて行けるような人になりたい」、その為には自分の発言を聞いて意見を汲み取ってもらえるように“力”
をつけなければならない、と先生の話を聞き強く思いました。私は決して頭は良くありません。でも努力は惜しみませ
ん。チャレンジ精神、探究心、開拓心を持ち、心腐る事のない看護師なります。患者さん自身にしか分からない苦し
みであっても、自分の事のように置き換え寄り添い苦しみ痛みを理解しようとする心を絶対に忘れません。これから
も沢山基礎知識をつけ技術を磨き、経験も積み重ね日々勉強し続けて行きます。いつか先生と同じ景色が見られ
るように努力します。これから先にくじけそうになった時に「ほんまもん」を読み返し、乗り越えて行けそうです。先生は
ずっとこれから先も是非無理して下さい！！沢山の患者さんを助けて、また時にはこうして私たちの様な医療者に
講演し、卵を育てて欲しいです。今日の日は一生忘れません。ありがとうございました。


