感謝と学び、そして責任

この解剖 実習を 通し てやはり最 も意味 があ ったと感じ たのは 、そ れぞれの部
位がどのように確認されるのか、実際にどのように交通したり、外科手術で何に
気をつけな ければ なら ないのかと いった 、授 業で得る知 識だけ では 理解しきれ
ない事柄を 多く学 べた ことです。 実際に 見て 触れるまで 想像も でき なかった発
見が本当に たくさ んあ り、江戸時 代から 多く の医者が腑 分を試 みて きたわけが
よく理解できました。また意外なところから自分が得意とすることにも気づき、
将来どのように働くかを考える上で大きな助けになりました。
名前も知 らぬ一 介の 学生に身を 委ねる とい うことが、 どれだ け未 知で不安で
あるかは想 像でき ます 。しかしそ の中で 未来 のために献 体して くだ さった方々
には、感謝以外の何も思い浮かべることができません。
ご献体の 重さは 将来 私たちが担 当する 患者 さんへの責 任の重 さで あるような
気がして、 これか らも 情熱を捨て ること なく 学び続けな ければ なら ないと決意
を新たにす ること がで きました。 今後ま た解 剖させてい ただく 機会 はあるので

"

しょうが、人生で初めて人体の不思議を身をもって体感したこの解剖実習は、大
変有意義で心に残るものであったと自覚しています

1

解剖実習を終えて

今回、ご遺体を解剖させていただくことで、様々なことに気付かされた。
第一に、このような環境を作って下さった方への感謝だ。一般にはご遺体を解
剖するという機会は与えられていない。だが、歯学を志す者として、このような
機会を得ることができ、通常なら紙媒体等でしか勉強できない事を、実際に目で
見て学ぶこ とがで きた 。もしどな たも献 体し てくださら なけれ ばこ のように解
剖をすることはできず、人体の構造への理解も乏しくなってしまうだろう。それ
故にこのような機会を設けて下さった方々に心から感謝している。
第二に、人体解剖実習をさせていただいたことで、明らかに紙媒体で勉強して
いた時よりも理解が深まったことだ。紙媒体で勉強する際に、立体構造を理解す
るのは難しい。また、何がどう繋がっているか、どのような関係にあるかという
ことを、目で見ることでよりはっきり理解することができたように思う。目で見
て、自分の手を動かして考えた方が、より定着しやすいということを身を持って
感じた。
以上の二つを今回の人体解剖実習から学んだ。今後もこの経験を活かし、より
一層勉学に励みたいと思う。
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解剖学実習を終えて

６月から 始まっ た今 回の人体解 剖実習 を通 して私は改 めて医 療を 学ぶ学生と
しての気持ちが引き締まりました。最初にご遺体と対面したときは、学生の身で
ある私がご 遺体を 解剖 させていた だくと いう 戸惑いと共 に、し っか り学ばせて
いただくのだというあの緊張感は初めて感じるものであり忘れられません。
実際にご 遺体を 解剖 させていた だくこ とで 、今までは 教科書 や授 業で見聞き
していたも のを自 分の 目で確認す ること がで き、より深 い理解 を得 ることがで
きました。班員と共に協力しながら解剖を進めていき、自分が担当しているご遺
体だけでな く他の 班の ご遺体とも 比べな がら 違いや特徴 を身を もっ て学ぶこと
のできたこ の時間 は、 大学に入り 初めて の本 格的な実習 であっ たの でとても有
意義なものとなりました。
最後に、献体をしてくださった方々、そしてそのご家族の方々に深く感謝いた
します。この経験は決して当たり前のものではないことを自覚し、私たち学生の
ためにご献 体とし て提 供してくだ さった お気 持ちを無駄 にする こと のないよう
に、歯学部生として日々勉学に励み研鑚を積んでいきたいと思います。
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人体解剖実習を終えて

献体の会の会員の皆様、そのご遺族の皆様、この度はまだ未熟な医学生、歯学
生である私 たちに ご遺 体を解剖す るとい う貴 重な機会を 与えて くだ さりありが
とうございました。まず、人体解剖実習を経て、将来医療現場で働くことに対す
る覚悟を改 めて感 じま した。毎回 実習を 始め る際に黙祷 を捧げ るこ とから始ま
りましたが、そのたびに、ご遺体に刻まれた年月にも我々の想像を超える重み、
命の重みを 強く感 じま した。人間 の体と いう のは自分が 予想し てい た以上に複
雑で、多様性にあふれており、形容しがたい尊さがあり、知らないことが多いの
だと感じました。そして知らないことが多い中でも一人の人間として、最大限の
敬意を持って接することの大切さを実感しました。
人体解剖 実習の 期間 は今まで生 きてき た中 で最も命に 対する 姿勢 を考えさせ
られる貴重な時間であり、たかが数か月、されど数か月といった非常に濃い時間
を過ごすことができました。最後に、改めて、献体してくださった方、そしてそ
のご家族の皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。
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解剖実習の意義

年度も変わり、このコロナ禍の真っ只中、２年生に進級した私は解剖実習が実
施できるのかという疑問を抱いていました。解剖実習は座学、教科書で学んだ人
の体について、学生が自らの目で見て理解する大切な機会であり、医療人にとっ
て欠かせないもののひとつです。
結果とし て実習 は様 々な制約こ そあり まし たが行うこ とがで きま した。未だ
登校すら許 されて いな い学生の多 い中、 頻繁 に実習を行 うこと がで きるこの環
境に感謝をし、より一層多くのことを実習から学んでこの実習を終えよう、と決
意しました。時にはとても大変で辛いこともありましたが、この実習は私が将来
歯科医とし て患者 を診 察するため の大き な土 台となるも のであ り、 また生命の
宿っていた ご遺体 を解 剖させてい ただく とい うとても貴 重な経 験を 無駄にして
はならないと気を引き締め、最後までできる限りを尽くしました。
最後になりますが、改めてこの解剖実習の意義を深く理解し、ご献体してくだ
さった方々への感謝を申し上げます。
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人間の素晴らしさ

まず初めに、献体してくださった方、またそのご遺族の方々のご協力のおかげ
で、今年も私たち学生が解剖実習に取り組むことができました。本当にありがと
うございます。
世界中が コロナ ウイ ルスに侵さ れてい る中 、私たちの 学年は 解剖 実習ができ
るのだろうか、と不安に思う春でしたが、大学の感染予防対策の下で６月から解
剖実習をスタートすることができました。
私が今回、ご遺体を解剖した中で一番大きく感じたことは、人体の構造の素晴
らしさです。私たちの身体には、人間が生きていくために必要な組織が無駄なく
身体中に張り巡らされています。そのおかげで、食べる、運動する、休息するな
どの基本的な日常行動から、さらに原始的ではありますが見ること、聞くこと、
呼吸することなどができていることがわかりました。
今回の人 体解剖 実習 に取り組め ていな かっ たら、人間 の神秘 につ いてこんな
にも生き生 きと感 じる ことは絶対 にでき ませ んでした。 重ね重 ねに はなります
が、このような貴重な体験を私たちにさせていただいたご献体者の皆様、ご遺族
の皆様に感謝致します。
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ご遺体の解剖を通して得たもの

まず、この度の解剖実習に向けて献体をしてくださった、献体の会の会員の皆
様方に深く感謝申し上げます。
人体の構造については、座学の授業でも学ぶことは出来ましたが、今回の解剖
実習で実際にご遺体を観察し、触れることで、講義とは比べ物にならないほど多
くのことを学び理解が深まりました。それと同時に、ご遺体は献体してくださっ
た方の人生の軌跡であると痛感し、学びの大切さは勿論、命の尊さや、自分の将
来像、そして献体してくださった方のみならず、医療を受けるあらゆる患者さん
の思いにつ いても 深く 考えさせら れまし た。 献体してく ださっ た方 々の思いを
無駄にしないためにも、実習には全力を振り絞って取り組みました。
この実習 を通し て、 将来の日本 の医療 を担 うために必 要不可 欠な 知識を得る
ことが出来たと同時に、学びを重ねるごとに、将来患者さんの痛みや苦しみを取
り除く医療 者とな る自 分の立場を 再認識 する 機会を得る ことが 出来 ました。実
習で実際に 学んだ こと や感じたこ とを胸 に、 より多くの 患者さ んの 人生を支え
るためにも、これからも学びに全力で励み、それを医療現場でうまく活かせるよ
うに日々精進していきたいと思います。
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医療者としての自覚と責任の萌芽

はじめに 、貴重 なご 遺体を解剖 実習の ため にご献体し てくだ さっ た皆様に感
謝を申し上 げます 。解 剖実習は教 科書で 学ぶ 人体の構造 を３次 元的 に理解する
上で重要な もので あり 、事前に学 んだ知 識を 具体的に結 びつけ る非 常に学びの

私も含 めて ほとんどの

深い時間であったと感じております。その中で、私が解剖実習で得た最も大きな
ことは医療 者とし ての 自覚と責任 だと思 って います。
方はご遺体 を葬式 で死 化粧をされ 白装束 を着 た大変綺麗 な状態 で目 にすること
はあっても、それ以外の形で目の当たりにすることはありません。さらに解剖す
るとなれば 学部学 生で 医学科と歯 学科だ けな ので学生の 身分で 実際 のご遺体と
対面するこ とはと ても 神秘的でも あり同 時に 畏怖の念を も感じ まし た。慣れな
いうちは解剖実習後、帰路についてもそのご遺体の顔のことが思い浮かばれ、精
神的にも肉体的にも疲弊するものでした。しかし、そのご遺体にも家族がおり私
達の医学の 学びの ため に献体して くださ ると 考えると、 励みに なる とともに自
覚と責任の 萌芽の よう なものを感 じ取れ 、ま すます努め て行き たい と思うよう
になりまし た。こ の実 習を終え私 は医療 者と しての意識 がより 一層 強くなった
と感じております。
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人生の一ページに触れる

未曾有の 感染病 に見 舞われ先行 きも混 沌と している情 勢です が、 このような
状況下でも 解剖学 実習 を無事に終 えるこ とが でき有難く 思って おり ます。ご献
体くださった方々とご家族の皆様には心から感謝の意を表したいと思います。
私は解剖 学実習 に際 して学生同 士で相 互学 習を行う中 で様々 なご 遺体と対面
させて頂き ました 。そ して観察を 行う中 で特 に感じたの はどの ご遺 体にも差異
があり一つとして同じものはないということでした。足の裏にできた胼胝。体を
作り上げる筋肉の付き方や発達の仕方、神経の太さやその組織に至るまで。そう
いったひと つひと つの 違いに触れ ている うち に、私は自 然とそ の方 のこれまで
の人生を思い浮かべるようになっていました。
「この方はアスリートで陸上競技
が得意だったのかな？」
「ものづくりをする人だったのかな？」など。こうして
その方々の 人生の 一ペ ージに触れ ること で、 私はこれか ら自分 が医 療人として
どう成長し ていく べき であるかと いうこ とを 改めて考え ること がで きました。
今回の実習 で私が 学ん だことはあ まりに も大 きいもので 、それ はご 献体くださ
った方々と ご家族 の皆 様のお力添 えによ るも のに他なり ません 。改 めて厚く御
礼申し上げます。
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解剖学実習を経験して

２年生前期のメインといえる、人体解剖学実習が終わりました。私たちは今学
期が始まる 前はま だ教 養しかやっ ておら ず、 この解剖学 実習は いわ ば医療者に
なる道の第一歩になったと思います。
解剖して いく中 では 多くの学び があり まし た。座学で ならっ たも のをより鮮
明に覚えた りここ まで で覚えられ なかっ たこ とが分かっ たりと いう レベルのも
のから、教科書と実際の身体それぞれの差異を知ったりというものまで、幅広く
大きく成長できたことは間違いありません。将来接する“人の命”というものを
肌で感じることができました。
また、学 生２人 で１ 体の献体を 解剖で きる という環境 も東京 医科 歯科大学が
他の大学と 比べて とて も恵まれて おり多 くの 方々に支え られて ると いうことだ
と思います。今日のコロナウイルスが蔓延している状況を考えると、医療に不安
を感じることも多いですが、この実習を糧に今後も勉学に励み、歯科医師に向か
っていきたいです。献体してくださった皆様、本当にありがとうございました。
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医療人としての自覚

ひんやり とした 解剖 実習室に足 を踏み 入れ た時、ご遺 体にか けら れたタオル
を取り初め てお顔 を拝 見した時の 気持ち はこ れから一生 忘れる こと ができない
であろう。解剖実習の日が近づく度、不安や緊張、高揚感が高まり前日はなかな
か寝付けないほどであった。しかし、お顔を拝見したその時に、ざわざわした気
持ちが収ま り自分 は医 療従事者に なるの だと いう自覚と 覚悟が 生ま れたことを
覚えている。
実際に解剖をして驚いたのは、人間の身体の構造のあまりの精緻さと合理さ、
人により細 部の構 造が かなり異な ること であ る。貴重な 解剖の 時間 を少しでも
無駄にしないように、教科書で予習をして毎回の実習に臨んだが、血管や神経、
器官や筋に 至るま で個 々のご遺体 は異な って いた。教科 書で学 ぶと 人間はどれ
も同じ体の つくり であ るかのよう に感じ るが 、実際は個 性が非 常に 反映されて
おり、やはり実際に人体を目で見ることによって、ひとりとして同じ人はいない、
ひいては個々人に合わせた医療が必要なのだと分かった。
最後に、医療の発展のため献体してくださった方へ感謝申し上げたい。医療人と
しての自覚を持つことができました。ありがとうございました。
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人体解剖実習を終えて

まず初めに、私たちの学習のために献体してくださった方に感謝いたします。
初めてご遺体と顔を合わせた時、解剖学習がいよいよ始まるという高揚感や、
人間を解剖するという初めての作業を自分ができるのかといった不安などの
様々な感情 がいり 混じ った自分で もよく わか らない感情 でした 。今 年はコロナ
ウイルスの 関係で 歯学 科の学生は 頭頚部 のみ の解剖とな ってし まい ました。い
ざ解剖がは じまっ てま ず一番に感 じたこ とは 、人間のつ くりは 想像 以上に複雑
だということです。かなりの時間をかけて教科書で予習をしても、いざご遺体で
確認しようすると思うように解剖ができずに手惑いました。また、逆に教科書で
はよくわか らなか った 部分が実際 に見る とと ても分かり やすい とい うこともあ
りました。今回の解剖実習で得られた知識は膨大だったと思います。人体の構造
について知るよい機会となりました。
さらに、解剖実習で倫理的な事も学ぶことができたと思います。はじめの黙祷
で献体して くださ った 方に思いを 馳せる こと で、将来人 の命と 向き 合っていく
ということの重さを感じることができました。
今回学んだ事を無駄にせずこれからも勉学に励もうと思います。
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得たものを胸に

私は、この解剖学実習で身に余るほど多くのことを学ばせていただきました。
献体してく ださっ た方 、そしてそ の方に 身を もって学ば せて頂 いた ことに心か
ら感謝しています。解剖学実習をする前、正直なところ私は人体を解剖すること
に対して怖いという感情を持っていました。それは、人体について「何も知らな
い」という不安から来るものであったと今になって思います。いざ解剖を進めて
みると、私は人体の整合性のとれた構造、神秘性に圧倒されました。この感情は、
世界中の解 剖学に つい て書かれた 本や論 文を いくら読ん でも得 るこ とのできな
いものだと思います。自分の手で剖出した構造物を見て、なぜこの場所にあるの
か、どんな機能を持っているのか、考えれば考えるほど深く人体の構造を理解す
ることがで きるよ うに なっていっ たと感 じて います。こ れは献 体し てくださっ
た方がいら っしゃ らな ければ決し て実現 でき たことでは ありま せん し、その方
に一人前の 医師、 歯科 医師になる ための 知識 を与えて頂 いたこ とに ほかなりま
せん。将来、沢山の患者さんを救えるように、献体してくださった方に感謝をし
ながら、得たものを胸に今後の勉学に励んでいきたいと思います。
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命を預かる仕事の責任

今回の人体解剖実習を通じて、人の身体に傷をつけること、その人の命を預か
るというこ との意 味を 非常に強く 感じた 。実 習をする前 から教 材や タブレット
を用いて、人体の構造がどうなっているか勉強はしていたが、実際は想像してい
た何十倍も複雑かつ精巧に出来ていた。また、重さ、感触、ニオイ、自分の手で
直接遺体に 触れる こと により五感 で感じ るそ の全てが未 知のも ので あった。こ
れから先に自分が仕事として向き合っていくことになる「人体」というものの凄
さを思い知らされた気がした。そして、命を扱う仕事に就くことの責任がいかに
重いものなのかを実感した。今後の授業には、この実習で感じたことを心にとめ、
献体してく ださっ た方 のご厚意に 恥じぬ よう 、今まで以 上に真 剣に 取り組んで
いきたいと思う。
最後に、この大変な状況の中でも実習を行うために尽力してくださった教授、
教務の方々 、そし て献 体してくだ さった 方と そのご家族 に心か ら感 謝を申し上
げたい。ありがとうございました。
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私にもたらされたもの

解剖実習中は、目の前のご遺体を手順通りに解剖して観察するだけではなく、
他の斑の献 体を見 せて 貰って個人 差に驚 かさ れたり、剖 出しに くい ところは上
手くできた 友達と 教え 合ったりし て色々 な献 体で学ばせ て頂く こと が出来た。
また何より 、今回 実際 にご遺体を 解剖し て自 分が一番得 たもの は勉 学への向上
心だった。 授業の テキ ストやレジ ュメを 見て 学んでもな かなか 頭の 中で繋がら
なかったの だが、 実際 にご遺体を 解剖し てみ たら献体を してく ださ ったご家族
の方々やご 本人様 に感 謝を示すた めにも 、し っかり人体 の構造 につ いて学んで
歯医者にならなければいけないのだという使命感・責任感がとても感じられた。
また全身へ の興味 も高 まった。先 人のご 遺体 から学ばせ て頂い たも のが決して
無駄にならな いように 責任をもって 私たちは より一層学ば なければ ならないし 、
自分も将来は後の学生達へ協力をしたいと強く感じた。
そのよう に献体 をし ていただい たこと で、 人体につい て学べ ただ けでなく今
後の気持ち の持ち 方に も変化がも たらさ れる 大きな機会 となっ た。 この気持ち
を忘れずに今後も勉学に向き合いたいと思う。本当に有難うございました。
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解剖実習を終えて

今年の解 剖実習 は新 型コロナウ イルス の影 響で期間が 短かっ たが 、それと同
時に１日で 解剖を 進め るペースが はやく とて も大変だっ た。実 際に 解剖をする
前は、不安な気持ちでいっぱいだった。ご遺体に触れることはもちろん、じっく
りと見るこ とさえ なか ったので実 際に解 剖を 進めること ができ るの かと思って
いた。しかし解剖実習が始まり、私は将来歯科医師になることを実感することが
できた。今までは専門的な勉強がなかったので、歯科医師に一歩近づけた様な気
がして嬉しかった。解剖をしてみて気づいたことは、実際に見てみたり触れてみ
たりするこ とはす ごく 記憶に残る ことだ とい うことだ。 今まで は図 や絵で勉強
していたが、それよりも解剖をしたときに学んだことの方が記憶に残りやすく、
多くのこと を学ぶ こと ができた。 初めて 経験 することが 多くつ らい こともたく
さんあったが、良い経験ができたと考えている。ご遺体を解剖するという経験は、
普通の人で はでき ない 貴重な経験 である こと をあらため て実感 した 。この経験
を生かしてこれからの勉学に励んでいきたい。
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人体の発生について考えたこと

私はこの解剖実習を通して、発生学に非常に興味を持つようになりました。特
に頭頸部を中心に解剖させていただきましたが、多少の個体差はあるものの、講
義で学んだような筋肉、神経、動脈が確実に、そこにありました。当たり前とい
えば当たり 前なの かも しれません が、例 えば 耳介側頭神 経の輪 の間 を中硬膜動
脈が貫くなどといった構造を、子宮の中で誰しもが形成するというのは、本当に
奇跡なのではないでしょうか。人体の神秘、発生の神秘を学ばせていただくこと
ができました。また、将来医療人として勤めるにあたって大切になってくる命の
儚さ、尊さを知ることができました。献体してくださった方には、本当に感謝し
ています。机の上で３Ｄアプリで位置関係を勉強するよりも、こうして実際に自
分で解剖し、その位置、形状を確かめる方が何倍も勉強になりました。この実習
で学んだ経 験を、 いつ か私が歯科 医師に なっ た時に必ず 臨床の 場で 役立てたい
と思います。
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献体をしてくださった方に思いを馳せて

現在献体 を希望 して くださる方 の具体 的人 数を把握し ている 訳で はないが、
通常生きて いる中 で献 体を希望し てほし いと いう活動を してい ると いう話は、
献血や他の 活動に 比べ てあまり頻 繁には 聞い たことがあ りませ ん。 献体を希望
される方が どのよ うな 思いで協力 してく ださ るのかを私 達の言 葉で は空疎なよ
うに感じて しまう ので すが、少な くとも この 献体という 行為が 将来 の医学や歯
学の役に立 つとい うこ とを具体的 に希望 者自 身にお見せ するこ とが 十分に出来
ないということに対して、感謝とともに虚無感も感じています。ただ献体の会会
員の皆様に対してはお伝えすることがあると思っています。それは、積極的な献
体募集をし なくて も献 体人数が成 り立っ てい る現状は会 員の皆 様の おかげであ
ると共に、 皆様は 現在 の医療界を 担う重 要な 方々である と誇り を持 ってほしい
ということです。また、献体希望者が絶えず続き医療界が発展していくために私
達も後世の 人々に 対し て献体の医 学にお ける 重要な意義 をしっ かり 指導してい
く義務を感じました。
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いのち

今回の人体 解剖は医 療人としての 決意を固 める大きなき っかけと なりました 。
私は歯科医 師にな りた いと思いな がらも 、恥 ずかしなが ら物心 つい てから命と
深く向き合うことはありませんでした。しかし今回の解剖実習を通して、命の神
秘さ、そしてその計り知れない尊さを目の当たりにしました。また自身がまだま
だ未熟で今 後膨大 な努 力をせねば ならな いと 実感しまし た。そ して 未熟な自分
がこのよう な体験 がで きたのは何 よりも 献体 をしてくだ さった 方々 のお蔭であ
り頭が上がりません。本当にありがとうございました。またコロナにより社会全
体が混乱に 陥る中 、学 校によって は解剖 実習 が取りやめ になる とこ ろもありま
した。そん な中で 自分 たちが解剖 できる よう にと熱い情 をもっ て尽 力していた
だいた先生 方々に も感 謝申し上げ ます。 この ３か月間去 年の教 養の 生活とは大
きく異なり、とても忙しく試される日々でしたが、自分なりに精一杯取り組めた
ことは次へ の布石 にな ると思いま す。将 来き ちんと社会 に貢献 でき るようさら
なる努力を積もうと思います。
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解剖実習を通して

今回、私 が解剖 実習 という貴重 な経験 をさ せていただ いて学 んだ 事は沢山あ
りました。ですがまず伝えなければならないことは、献体してくださった方に対
する感謝の 気持ち です 。このよう な決断 をし ていただい たこと で多 くのことを
学ばせていただく機会を頂くことができました。本当に有難う御座います。
そして、一番私が学んだことの中で印象の強い物事は命の重さ、生まれてきた
事の素晴ら しさで す。 人体の構造 を観察 して ヒトの余り にも複 雑す ぎる構造に
は驚きを超 えた感 情で した。私た ちが生 まれ てきたとき には認 知も していない
身体の中の 機能が 沢山 の組織によ って支 えら れており、 さらに 五体 満足で生ま
れてきたことに関する感謝の気持ちも改めて感じさせられました。
また、人 体の構 造だ けでなく生 きてい るこ との尊さを 学ぶこ との できたこの
ような貴重な 学習を忘 れずにこれか らの私の 勉学に活かし ていこう と思います 。
本当に有難う御座いました。
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人体解剖実習を終えて

６月に始 まり、 今年 は新型コロ ナウイ ルス の影響で例 年より 猛ス ピードで解
剖を進め、あっという間に人体解剖実習が終わりました。解剖の授業自体は４月
から始まっていましたが、登校することができずにいました。正直なところ、解
剖の座学の 授業が 始ま ったときは この筋 肉や 血管の名前 を全部 覚え るなんてと
思っていましたし、実際座学だけでは理解を深めることは難しかったです。しか
し実習を行うと、ここの筋肉がこう働くとか、この血管とこの血管が繋がってい
るだとか、色々な角度で見ることができ、一気に解剖の理解が深まりました。改
めて実習の 大切さ を学 びました。 私たち 歯学 部は今年は 頭頸部 の解 剖しか行う
ことができ ず、体 は医 学部が解剖 したあ との 見学だけと なって しま ったことだ
けが残念ではありましたが、それでも実習を行えてとても良かったと思います。
毎年行われ ている 人体 解剖実習で すが、 今年 は特に当た り前に 行わ れることで
はないという ことが学 生たちによく わかった 実習だったの ではない でしょうか 。
私たちの実 習に携 わっ てくださっ た先生 方、 そして何よ り献体 して くださった
方、ご家族の皆様にお礼申し上げます。
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人体の偉大さ

解剖実習 を通し て人 体の複雑で 精工な 仕組 みに感動し ました 。座 学で学んだ
知識を実際にご遺体で探しだすことは構造の複雑さゆえに苦戦しましたが、
徐々に目的 のもの を見 つけ出すこ とが出 来る 様になって いくと 知識 と体験が結
び付き人体 の構造 が見 えてくるよ うにな りま した。各々 の構造 には ミクロの視
点からは各々の機能が備わり、それらが繋がって循環していることを確かめ、改
めて人体は偉大だと存じました。このことにより、人体の構造や機能への関心が
より一層高まり、専門科目への勉学への向上心も上がりました。
未だ人体 におい て未 知の領域は 残って おり 、それらに 関する 研究 が世界各地
で行われ、近年でも数々の発見がなされています。これからも新たな発見が見つ
かり、現在は未知の領域が構造として見えるようになることが楽しみです。
このような 貴重で 充実 した経験の 提供に ご協 力して下さ った、 献体 して下さっ
た方々、そしてその知識を提供して下さった先生方に深く御礼申し上げます。こ
の経験を活 かし社 会の 医療の発展 に貢献 でき るよう、こ れから も勉 学に懸命に
励みたいと存じます。
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教科書だけでは学べない多くの学び

私はこの解剖実習を通して、とても多くのことを学ぶことが出来ました。ここ
で特筆すべきは２点あります。
１点目は 人体に つい てのより深 い理解 です 。普段の勉 強など で神 経や血管の
走行、筋のついているところ…などの「知識」は得ることが出来ます。しかし、
それらの立 体的な 理解 は平面上の 紙の勉 強で は得ること は難し いで す。実際に
自分の手で 遺体を 解剖 することに より、 体内 の重要な構 造物に つい ての知識は
確固たるものとなりました。将来歯科医師として働く際には、この「立体的な構
造の知識」 は患者 さん への適切な 治療を 行う 上で非常に 重要と なっ てくると感
じます。
２点目は感謝の気持ちです。前述した知識を得られたのは言わずもがな、献体し
てくださった方がおられたからです。多くの方々が、我々のような将来の医療従
事者の勉強 のため に献 体してくだ さった こと は、感謝し てもし きれ ないことで
ある、と解剖実習中常々思っておりました。今回の実習で得た知識をもとに、献
体してくだ さった 方の 気持ちに報 いるよ うに 、これから もずっ と勉 強をし続け
て将来の職に役立てたいと考えています。
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将来医療に従事する者としての自覚

まず初めに、献体してくださった方に感謝申し上げます。解剖実習を行う前ま
ではあまり 将来歯 科医 師という医 療関係 の職 業に就くた めに、 今大 学で勉強し
ているのだという実感があまりありませんでした。しかし解剖実習を経て、将来
患者さんの 体を治 療の ために危険 にさら しう る医療関係 職につ くの だという自
覚が芽生えました。自分が想像していたよりはるかに人体の構造は複雑で、患者
さんの治療 に当た ると きに完璧に その構 造を 理解してい ないと いけ ないという
ことを強く 感じま した 。また自分 の命に つい ても考える きっか けに もなりまし
た。何気に考えていた命の重さというものについて、きちんと考えないといけな
いと感じま したし 、何 よりもこの ような 複雑 でひとつひ とつの 構造 がきちんと
役割を果たすために適したものになっていることに驚きました。
これから まだま だ学 生生活は長 いです が、 一つ一つの 勉強を きち んと大切に
し、今回の 解剖学 実習 で学んだこ とを決 して 無駄にする ことな く将 来歯科医師
として、患者さんの役に立てるように精進しようと思います。最後に献体してく
ださった方、そしてご遺族の方に改めて感謝申し上げます。
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解剖実習で感じた全身のつながり

頭部の解剖時、のちに歯に分布する枝を出す源となる神経を見て、歯は歯だけ
で独立して 存在し てい るわけじゃ ないの だと ふと思った 。歯学 部と いっても歯
だけを診て いれば いい わけではな くて、 歯が きちんと機 能する ため に必要な周
囲の血管・神経・筋との関係も考えないといけないのだと実感した。また咀嚼時
などに歯が 正しく 機能 することが 、口を 取り 巻く筋肉や それに つな がる顔面全
体の筋の機能・形態維持に欠かせないのだと改めて思った。脊髄を観察した時に
は、全身がここを通る一つ一つの神経でつながっていて、ここで膨大な情報がや
りとりされ ている のだ ということ を目で 見て 理解でき、 人体は なん て精密にで
きているの だろう と感 動した。細 い神経 が少 しでも切れ るとそ れが 支配する部
位に簡単に 障害が 生じ てしまう。 私たち が普 段当たり前 に色々 なこ とができて
いるのはこ れらの 神経 、そして血 管など 周囲 に存在する 血管な どが 切れたりす
ることなく正しく働いているからであって、それは本当にすごいことだと思う。
献体してく ださっ た方 々をはじめ 、この よう な貴重な機 会を与 えて くださった
すべての方に感謝申し上げます。
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解剖実習を終えて

解剖実習では、短い期間の中で多くのことを学ぶことができました。初めはご
遺体を解剖 する責 任に 少し不安を 感じて おり ましたが、 このよ うな 貴重な経験
ができることに感謝しております。
これまで の講義 や教 科書で学ん だ人体 の構 造を頭の中 に描い て、 実習で確認
しようと考えましたが、人体は思った以上に複雑だと感じました。同じ筋肉を支
配する神経でも、人によっていろいろなバリエーションが存在しています。それ
を観察して 、人体 の正 常な機能を 支える ため にどれほど 精緻な 仕組 みができて
いるかを記憶に強く刻むことができました。実際に自分の手で解剖し、自分の目
で観察することで、人体の構造を深く理解できるようになりました。それだけで
はなく、ご遺体と向き合った時、初めて自分が生きているということを強く感じ
ました。命とは何かという命題を少し理解できたような気がします。
このよう な貴重 な経 験は献体し てくだ さっ た方とご遺 族の方 々の 協力があっ
てこそできたものです。本当にありがとうございました。
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経験

この度は献体してくださった方、またご遺族の方々に感謝申し上げます。将来
医療に携わ る者と して 、また一人 の人間 とし て大きな経 験をさ せて いただきま
した。
医療従事 者を目 指す ようになっ たのは 高校 生の頃であ りその 頃の 私は死に付
いて考えることより、生きることについて考えることが多かったと思います。病
気を治して 患者さ んに より良い生 活を送 って もらいたい 、その 家族 を安心させ
てあげたいなど前向きなことを考えていました。しかし今回の実習を経て、死に
向き合うことの大切さを知りました。
教科書に記載されている内容と、実際のお体は必ずしも一致はせず、わずかな
構造の違い があっ たり 、病気が原 因とな り発 生した部分 がある こと が個人的に
驚きました 。教科 書で しか勉強し てこな かっ た私にとっ て実際 に自 分の目でみ
て学習するということは本当に大きな経験になったと感じます。
今回の経 験で得 たこ とを一生忘 れずに 学び 続け、患者 さんの ため に働く医療
者を目指して努力し続けたいと思います。
本当にありがとうございました。

27

解剖実習

今年度は 新型コ ロナ ウイルスの ために ６月 末まで解剖 実習の 時間 割が定まら
ない先が見えない中で、そして、圧縮された時間の中で勉強しなければならず、
不安でしたが、一通り、人体の構造について学ぶことができました。ご遺体を解
剖させていただくことで、座学で学んだ器官の位置関係、脈管や神経の交通など
がよく分かりました。教科書や図説の簡略化された図とは違い、ご遺体には脂肪
や結合組織などがあるために、神経を見つけるのがとても難しかったです。また、
筋肉や軟骨・骨と関連付けて勉強することができたので、ある程度、体表から見
てどのよう な位置 に神 経や動静脈 がある のか をイメージ するこ とが できるよう
になりました。この解剖実習で学んでいなければ、将来、臨床の現場で患者さん
に治療を施すときに、自信を持って治療できなかっただろうと思います。この解
剖実習を通して、自分は多くのことを学べたので、献体してくださった方の医学
教育・研究 に協力 しよ うという思 いに少 しは 応えること ができ たの ではないか
と思います。ありがとうございました。
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「勉強させていただく」ことへの感謝

私は解剖実習を通して「勉強させていただく」ことへの意識や感謝を強くもつ
ことができた。
医学の発 展や医 学教 育は、余す こと無 く常 に先人達が 道を切 り開 いてきた努
力や、医学 の発展 にご 協力いただ いた患 者さ んや献体し てくだ さっ た方によっ
て成り立っている。医学、歯学の勉強全てに当てはまるこのようなことだが、座
学の授業などでは深く意識をする瞬間がそう多くないことも事実だ。
そのよう な中で 、今 回の解剖実 習では 自ら がご遺体を 解剖す るこ とで教科書
だけではわからない「実際」を学び、知識や経験を定着させることができた。ま
た過程において、現在進行形で知識を得ているこの瞬間は、ひとえに献体してく
ださった方 によっ て成 り立ってい ること をひ しひしと痛 感する こと ができた。
そして、普 段の授 業や 教育課程に おいて もご 尽力くださ ってい る方 が必ずいる
意識を深くもつことができた。
私にとって今回の解剖実習は、
「実際」を目で見て学ぶ機会であったと同時に、
普段の学習機会での意識を変えることにもなり、大変有意義な時間であった。
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献体してくださった方へ

僕は今回 の実習 でた くさんのこ とを学 びま した。こん な経験 はそ うそうでき
るものではありません。我々が将来医療人になるにあたり、欠かせない経験にな
ったと思います。座学では学べないこと、感じられないことをたくさん経て、将
来の自分の 医療人 とし ての責任感 や実感 がよ り一層強ま りまし た。 自分にでき
ることは、 しっか りと 予習をして 最大限 に自 分の身にな る実習 にす ることであ
ると思い、毎回最大限の事前準備をして取り組みませていただきました。
命あるも のを取 り扱 っていると いう実 感が 強く、絶対 に無駄 にし てはいけな
いという思いもあり当然のことながら終始緊張感がありました。
我々が今回 の実習を できたのも献 体してく ださった方々 のおかげ であります 。
僕は期待に 応えら れる よう、これ からも 日々 精進してい かなけ れば ならないと
強く感じて います 。立 派な医療人 になる こと が僕らから の恩返 しに なればよい
と思います。本当にありがとうございました。
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貴重な体験

献体してくださった方のご遺族の方々、献体の会の会員の皆様方、今年も我々
東京医科歯 科大学 の２ 年生の解剖 実習へ のご 協力ありが とうご ざい ました。私
はこの解剖 実習を 振り 返って、解 剖実習 をし てみないと わから なか ったかけが
えのない経験をさせていただきました。
今まで人 体の構 造や 機能につい て勉強 する 際は、教科 書等に 載っ ているイラ
ストや模式図を用いて理解をするようにしていました。しかし、それらが実際に
人体に存在 してい るの かなどの想 像がつ かず 、なかなか 勉強が 進ま ない時もあ
りました。ですが今回解剖実習をさせていただき、教科書では学べない多くのこ
とを学ぶことができました。ご遺体を丁寧に解剖し、いろいろな構造物をしっか
りと観察することで、学ぶ意欲もより深まりましたし、改めて命の大切さを感じ
ることができました。私は今回の解剖実習で学んだことを糧に、立派な歯科医師
になりたい と強く 思い ました。献 体に協 力し ていただい た方々 に深 く感謝申し
上げます。
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人体解剖実習を終えて

まず初めに医学の教育・研究のために献体してくださったご本人、またご家族
の方々に感 謝いた しま す。今回は ご遺体 を解 剖させてい ただく とい う初めての
体験を通し て多く のこ とを学ぶこ とがで きま した。解剖 実習と 並行 して人体解
剖学の講義 が行わ れて いましたが 、そこ で理 解していた つもり のこ とでも実物
を見なけれ ばよく 分か らなかった ことも 沢山 ありました 。また 実際 に自分の手
を動かしな がら解 剖を 進めていく ことは 、教 科書のイラ ストや 文章 から学ぶこ
とよりもよ り身に 染み て理解が深 まりま した 。何よりも 身体に 張り 巡らされた
血管や臓器 、身体 を支 える骨や筋 肉が複 雑に 絡み合い身 体を構 成し ている姿は
神秘的でも あり改 めて 人の尊さを 感じ、 より 深く学ぶべ き学問 であ ると思いま
した。私は歯学を専攻していますが、今回の貴重な経験を糧に、今後も医療に従
事する者と して勉 学に 励もうと思 います 。改 めて医学の 発展の ため に献体して
くださったご本人とその家族の方々に重ねて感謝いたします。
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解剖実習を通じて

今日の情 勢にお いて まずは解剖 実習が 果た してできる のだろ うか という心配
があった。しかし、スケジュールがイレギュラーなものとはなったものの今は無
事に終えら れたこ との 安心感と達 成感で いっ ぱいになっ た。正 直な ところ解剖
実習に対して、あまりイメージがわかず、自分自身が怖がらずにちゃんとできる
のだろうか、などといった漠然な不安を抱いていた。最初の何回かはあまり慣れ
ることが出 来ず、 そし て綺麗な状 態のご 遺体 を傷付けて しまう こと に対してと
ても申し訳ない気持ちになった。しかし献体してくださった方が医学・歯学の教
育と研究の ために 役立 てたいとい う思い から 献体してく ださっ たこ とを考える
と、毎回真 摯にご 遺体 と向き合っ て解剖 をし てそこから 少しで も多 くの知識を
得て今後の 学習に 役立 てていける ように して いくことが 大事な ので はないかと
思うように なった 。そ して百聞は 一見に 如か ずというこ とわざ を身 をもって実
感した。というのも実際に解剖をして、教科書だけでは得られない知識と経験を
得ることが できた よう に思う。今 回の解 剖実 習を通して 得たこ とを 今後の学習
への糧にし 、献体 して くださった 方への 感謝 を忘れずに 立派な 歯科 医師になり
たいと思う。
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献体への感謝と解剖実習を通しての学び

この度は 東京医 科歯 科大学への 献体の ご協 力ありがと うござ いま した。献体
して下さった方、その他の皆様のご協力により、歯科医師を目指すものとしてま
た一つ学ぶことが出来ました。
私は献体ということを考えたとき、ご遺族の方々にとっては、とても厳しい決
断だったのではと思っております。私も家族が解剖されることを考えると、心が
とても苦しいです。だから今回、この献体制度にご理解を示し決断をしてくださ
った献体をして下さった方、ご遺族の方々には感謝しかありません。
私はこの 解剖の 授業 が始まるま では、 教科 書や資料で ただ構 造を 学ぶだけで
した。しかし実際に解剖してみると、千差万別で想定と違うことが多々ありまし
た。これはこの実習をやらない限り気づかないことだと思います。私はこれから
歯科医師になるものとして、まだ様々な人体のことを学んでいきます。しかしそ
の学んだ知 識が完 全に 現場で当て はまる わけ ではないと 思いま す。 しかし今回
の経験を生かして、考え、様々な患者さんを助けることの出来る歯科医師になれ
るように精進していきたいと思います。
この度は貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございました。
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人体解剖学実習を通して

献体してくださった方、本当にありがとうございます。今まで、授業や教科書
での学習な ど座学 で解 剖学の勉強 をして きま したが、平 面で見 る図 や文字での
解説を読む という こと だけでは複 雑な神 経の 走行や、筋 肉の起 始停 止などを理
解することに限界がありました。しかし、この解剖学実習を通して解剖学を深く
理解することができたと思います。また、写真や解剖学の教科書の図などを見る
だけでなく 、実際 の組 織を見るこ とが出 来た ことはこの 後の学 習の 定着度を格
段にあげることが出来たのではないかと思います。
そして、実際に人体に触れるという機会をくださったことは、この後の学習や
卒業後実際に仕事をするようになってからも、とてもためになると思います。そ
れもひとえ に献体 して くださった 方のお かげ であると考 えてい ます 。この学び
の場を設けてくださった。献体してくださった方、献体の会の会員の皆様、本当
に感謝しています。ありがとうございました。私も将来献体するということも考
えるきっかけにもなりました。
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人体解剖実習を通じて

まずは献 体して くだ さった方々 に深く 感謝 いたします 。私た ちは 頂いたご遺
体を解剖す ること によ り様々なこ とを学 ばせ ていただき ました 。ま ずこの実習
を始めるに あたっ て、 一人一人様 々な思 いが あって献体 をする とい う決意をし
たのだという思いを感じました。そのことから中途半端なことはできない、頂い
たご遺体を 最大限 学び に生かなけ ればな らな いという使 命に近 いよ うなものを
感じました。それが自分の学びの動機になり、自分ひとりの為ではないという意
識が生まれました。またこの実習を通じて、今後患者さんを治療するという事の
責任感や医 療倫理 の大 切さを学び ました 。医 療倫理の問 題は今 日様 々な議論が
様々な場所 でされ てい ますがそこ に正解 がな いからこそ 常に考 え続 けなければ
ならなく、個人の考えがとても大切なものになります。例えば、極論を言うと、
ある病気に 対して それ を治療する のかし ない のかという 決断も 場合 によっては
しなくては なりま せん 。私たち医 療従事 者は 病気を治す ために 日々 努めている
のに、治療しないという決断をする可能性もあります。そういう責任感のある職
種なのだと いう自 覚を 持ちながら 今後も 精進 します。献 体して 下さ りありがと
うございました。
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解剖学実習で学んだこと

今回人体 解剖学 実習 で遺体を解 剖する こと で様々なこ とを学 ばせ ていただき
ました。実際に献体してくださった方の遺体を解剖し、観察することで人体の構
造などの学 問的な 知識 として持っ ていた もの を実地する ことが でき ました。学
問的な知識に加えて、初めて人を相手とした実習を経験したためか、医療従事者
としての自覚が芽生えました。
学問的にも精神的にも貴重な体験をさせていただきました。
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人体解剖実習感想

今回の人 体解剖 実習 は他学科の 生徒で は経 験できない ような 貴重 な経験をさ
せていただ いたと 思い ます。遺体 を解剖 させ ていただい たこと で人 体の様々な
構造につい て自分 の目 で色々な発 見をす るこ とができま した。 私は 歯学科の学
生というこ とで頭 頚部 部分の解剖 がメイ ンで したが、医 学科の 方が 解剖した全
身の構造も 確認す るこ とができ、 頭頚部 と全 身との関連 も理解 する ことができ
ました。また私自身が主軸に解剖した頭頚部ですが、自分が思っていたよりも神
経、筋肉、血管の構造が複雑で、献体してくださった方によっても解剖部分の見
え方が違い なかな か教 科書通りに はいか ない 難しさも感 じまし た。 それととも
に将来自分 が患者 さん に治療する 際にこ のよ うな複雑な 頭頚部 の構 造について
しっかりと 勉強し 治療 に挑まなく てはな らな いという責 任感も 感じ ました。こ
れからも今 回献体 して くださった 方、そ の遺 族の方への 感謝や 今回 の人体解剖
実習で学んだことを忘れずに、勉強に励んでいきたいと思います。
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解剖実習を終えて

私は、少しでも人のためになれたら、少しでも多くの笑顔を見ることができた
ら、そんな思いで歯科医師を目指しました。そして、 Covid- 19
という未知な驚
異的なウイ ルスに 対し て、連日医 療従事 者の 方々が全力 で治療 にあ たっている
姿をみて、 自分自 身も 立派な医療 従事者 にな りたいと思 う気持 ちが より強くな
りました。
解剖実習 では座 学な どの授業で は決し て学 ぶことので きない こと を多く学ぶ
ことができます。今回の実習では、本当に貴重な体験をさせていただくことがで
きました。献体をしてくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。また、
解剖実習を通じて、医療知識はもちろん、人の命の重みを感じました。体を構成
する様々な 臓器や 構造 が機能する ことで 私た ちは生きて いくこ とが できるのだ
と深く実感しました。この実習を通して、これから医療人として生きていくこと
に実感がわいてきました。
今回の実 習に関 わっ たすべての 方々に 感謝 いたします 。必ず この 貴重な体験
を無駄にせず、立派な歯科医師になれるように精進して勉学に励んでいきます。
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実習を終えて

献体してくださった方とそのご家族に深く感謝申し上げます。また、新型感染
症により様 々な制 限が 課せられて いる中 で学 習効果を最 大限得 られ るよう尽力
してくださった先生方にも感謝致します。
解剖実習 に対し ては 入学前から 、教科 書で は学ぶこと が難し い身 体の構造を
学ぶことが できる とい う期待と、 人体に 関す る知識が乏 しい状 態で 実習を行う
ことに対す る不安 を抱 いていまし た。し かし 実際に実習 が始ま り進 んでいくに
つれて抱いた感情は、感謝以外に何もありませんでした。予定通り順調に実習が
進み、複雑で奇跡としか言いようがない人体の構造を目の当たりにした時、献体
してくださ った方 とそ のご家族に 対する 言い ようのない 感謝の 念を 深く心に抱
きました。一方で予習をしていてもどうしても実習が上手く進まず、心が挫けそ
うになる時もありました。しかし、そんな時にも目の前の献体してくださった方
に対する感 謝の気 持ち があったか らこそ 最後 まで実習を やりき るこ とができま
した。

"

この経験 と感謝 の気 持ちを忘れ ること なく 、一人でも 多くの 人を 笑顔に出来
る歯科医師になりたいと改めて心に誓いました。
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人体解剖実習を終えて

約２ヶ月 間の人 体解 剖実習を終 えて、 非常 に大変な実 習を終 えて 正直ほっと
している。それと同時に、濃い内容の約２ヶ月間だと思った。遺体を解剖するこ
とによって、医学的なことの勉強になったり、実際に献体してくださった方のお
顔を見たり、その心情を考えたりすることで、道徳的な勉強になったりした。こ
の人体解剖実習をすることで学んだことが二つある。一つは、実際にご遺体を解
剖することによって、見て触れてみて勉強することである。参考書などを見て予
習を進めて 理解し てい ても、実際 ではな かな か難しいこ とであ るこ との方が多
かった。また逆も然りで遺体を解剖することによって、実際に自分の目で見るこ
とで、簡単に理解出来ることも多々あった。百聞は一見にしかずということはこ
のことで、さらに効率的だということがわかった。二つ目は、道徳的な学習であ
る。初めて解剖実習室に入って、ご遺体の布をめくって、お顔を見た時に様々な
感情が生まれた。献体を私たちに提供して下さったことに感謝でいっぱいです。
この二つの 他にも 多く のことを学 べた解 剖実 習であった 。これ から も立派な医
学生になれるよう勉学に励みたい。
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解剖実習の感想

解剖実習では、非常に沢山のことを学ぶことができたと思う。献体をしてくだ
さった方と そのご 遺族 の方々には 感謝の 気持 ちで一杯だ 。この よう な機会を与
えて下さりありがとうございました。
実際の体 は想像 以上 に複雑だっ たとい うの が、解剖実 習が終 わっ ての私の感
想である。 自分が 解剖 しているご 遺体と 別の 人が解剖し ている ご遺 体を比較す
る機会が何度かあった。共通点もあれば相違点もあり、人の体のつくりは、本当
に多様であ るとい うこ とを実感す る事が でき た。解剖実 習は毎 回予 習をしっか
りとした上で臨むようにしていた。しかし実際に始まると、分かることよりも分
からないことの方が圧倒的に多く、自分の未熟さを痛感する日々であった。
今回の解剖実習を通して、知識を増やすことの必要性を感じた。歯学科は高学年
にもう一度 解剖実 習が あるような ので、 その ときまでに たくさ んの ことを学ん
でおきたい。
この気持ちを忘れずに、さらに身を引き締めて日々の勉強に励んでいきたい。
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複雑な人体構造

今年度の 歯学科 の人 体解剖実習 は、新 型コ ロナウイル スの影 響で 例年よりも
短時間で頭 頚部の み自 分たちで解 剖し、 体幹 部は医学科 の解剖 遺体 を観察する
という方法で行われました。人体の構造は、私が想像していたよりもはるかに複
雑で、自分 が観て いる 構造が何な のかと いう ことを理解 するこ とが 非常に難し
く感じまし た。い くら しっかりと 座学で の人 体の構造に 関する 授業 を受けて知
識を身に付 けても 、実 際にご遺体 を自分 で解 剖してみる となか なか その知識だ
けでは不十分であり、自分がいかに知識不足なのかを痛感したとともに、座学だ
けでは定着 しない 人体 の構造につ いての 知識 を、解剖実 習を通 して 定着させる
ことができるということを身をもって体験し、実習の大切さを感じました。新型
コロナウイ ルスの 影響 で実習が大 幅に縮 小さ れてしまっ たこと はす ごく残念な
ことでしたが、密にならないような環境を作り、私たちのために何とか実習を行
おうと動いてくださった先生方、そして、献体をしてくださった方に心から感謝
しています。
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解剖学実習を振り返って

東京医科 歯科大 学歯 学部二年次 前期に 行わ れた人体解 剖学実 習を 振り返るに
あたり、まず初めに解剖するご遺体を献体してくださった本学「献体の会」の方、
ならびにそのご遺族の方には深くお礼申し上げます。
今年はご存じの通り、新型コロナウイルスの影響により、スケジュールが非常
に混乱しました。本来歯学科単独での解剖実習は四月下旬から、医学科と合同の
解剖実習は 六月末 ごろ から開始す る予定 でし たが、今年 は六月 から 比較的早い
ペースで実 習を行 わせ ていただき ました 。密 を避けるた めに代 表者 のみで納棺
は行ったた め、感 謝の 意を十分に 伝えき れな かったこと は個人 的に は悔やんで
いる要素であります。
解剖学を 始めと する 学問の理解 を深め るに は実習をし て実際 に目 で見るとい
う行為は欠 かすこ とが 出来ず、今 回の経 験は 今後必ずや 私たち の役 に立つこと
と思われます。
繰り返し にはな りま すが、私た ちにこ のよ うな貴重な 経験を させ てくださっ
て本当にありがとうございました。
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特別な機会を頂きました

今回の解 剖を経 て、 私は今まで 以上に 医療 に携わる人 間とし ての 自覚を得る
ことが出来ました。医科歯科大では一年次に教養科目を学んでいたこともあり、
将来への意 識が薄 れて いるなかで このよ うな 機会を頂く ことが でき 、今一度将
来のことを 考えな おし 、沢山の方 々に支 えが あって私た ちの学 びが 成り立って
いることを 理解す るこ とが出来ま した。 初め ての経験で あった ので 慣れないこ
とばかりで したが 、貴 重な機会を 頂いた こと に感謝しな がら解 剖を 行うことが
出来ました。将来歯科医師になり、すこしでも多くの人を救うことが出来ればい
いと思って いるが 、い つでも頭の 中には 献体 してくださ った方 やご 遺族の方の
色々な思い があっ た上 で働くこと が出来 てい ることを絶 対に忘 れな いようにし
ようと思います。最後とはなりますが、この度は私たち学生に機会を与えていた
だけたことに深い感謝を申し上げます。将来この御恩をお返しできるように
日々学びに励みたいと思います。
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人体解剖実習を通じて

私はこの ２ヶ月 弱の 人体解剖学 実習を 通じ て、医学の 知識に 加え て大きく二
つの事を学びました。
一つ目は、医学は決して自分だけの力で学ぶことは出来ないということです。
いくら本や参考料で勉強しても、写真やイラストで人体の構造を学ぶことと、御
遺体を通じ て本物 の構 造を学ぶこ ととは 全く 違うことで した。 実際 に体験しな
いと分から ない事 は多 くあります が、こ んな にも大きく 違うも のな のかという
事、実際に体験する事の重要性を改めて感じました。それも、献体をしてくださ
った方々がいなければ成立していないことであり、献体をしてくださった方々、
ご遺族の方への感謝の気持ちを持って実習に臨みました。
二つ目は、医療人としての責任です。献体をしてくださった方々は、将来の医
療の発展に 繋がる 事を 期待し、教 育のた めに と自らの意 思で選 択を された方々
です。この実習を通じて多くの事を学び、これから医療人となる自分たちには、
その意思を受け継ぎ、また期待に沿えるよう努力する責任があります。支えてい

"

ただいた全 ての方 に恥 じぬような 医療人 を目 指し、これ からは より 一層力を入
れて勉強に励みたいと感じました。
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人体解剖実習感想文

はじめに 、献体 して くださった 方の利 他的 ご決断と生 死にま っす ぐ臨まれた
態度を崇高なものと感じています。そして、歯学を学ぶ私たちに歯学の発展への
架け橋を築 き、社 会や 人類に最終 的に貢 献さ れているこ とに感 銘を うけていま
す。
献体してくださった方が歯学生の学習過程での「無言のメンター」という役割
を果たされることで将来の医療発展に貢献されているのだと実感しました。
私たち歯学 生はご 遺体 を解剖させ ていた だく ことで、人 体を直 接観 察させてい
ただくとい う貴重 な経 験から歯学 だけで はな く道徳・倫 理的な 心構 えの仕方も
教えてくれているのだと感じました。
このよう な学び の機 会をいただ けたこ とへ の感謝を忘 れるこ とな く、医療に
従事する者としての心構えとして大切にしていきたいと思います。
最後に、献体してくださった方のご遺族及び献体の会の会員の皆様のご決断、ご
理解に深く感謝し、心からお礼申し上げます。
私たちは これか らも 勉学に励む ととも に人 を敬う気持 ちを忘 れず に社会貢献
第一の精神 で世の 中の 役に立てる 医療人 にな ることをこ こに誓 わせ ていただき
ます。
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歯科医師の礎として

まず初め に今回 の人 体解剖とい う貴重 な機 会をいただ けたこ とに 感謝いたし
ます。解剖を通して、人体の構造についての理解を非常に深めることが出来まし
た。通常の 授業な どで 見るイラス トや写 真と 実際に目で 見て触 れる ことによっ
て身に着け られる こと がいかに違 い、自 身で 解剖を行う ことが 自分 にいかに影
響を与える かを深 く知 りました。 人体へ の造 詣とともに 精神的 にも また一つ成
長できたと思います。自分が医療者になることへの覚悟と自覚を得られました。
これから先 歯科医 とし ての道を歩 む中で 、今 回の解剖を 通して 得た 人体の根本
的理解が礎になっていくと感じました。そして、あらゆる歯科治療を行う際に必
ずこの機会 に得ら れた 知識と経験 がいか され ていくのだ と感じ られ ました。こ
の度はより 一層の 理解 と自身の医 療者と して の成長の場 を与え てく ださったこ
とに感謝しております。あらためて、献体してくださった方々及び献体の会の会
員の皆様、ご遺族の皆様に深く御礼申し上げます。
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解剖実習を終えて

はじめに 、人体 解剖実 習のため 献体し てくだ さった方 とご遺 族の方 に心より
感謝申し上げます。
普段の講義や試験勉強などを通してたくさんのことを知り、学ぶことが出来ま
すが、実際 にご遺 体を 目の前にす ると知 識だ けで医学は 成り立 たな いのだと深
く感じました。人体解剖実習を通して人の体について知るというのは、とても大
切なことだと思います。教科書などに載っているものと異なるものや、思ってい
たイメージ と違う もの がたくさん あるた め、 今回の実習 でより 正確 なイメージ
を知る事が できた と思 っています 。これ らは 教科書や講 義だけ では 知ることが
できない物だと思います。特に頭頸部の神経が、実習前に思っていたよりもとて
も複雑に入り組んでおり、講義で習うだけではだめだと感じました。今回の実習
で体の構造をすべて知れたわけではないので、これからもっと勉強して、より理
解を深めて行きたいと思います。
最後に、私たち学生にこのようなとても貴重な体験をさせていただきありがと
うございました。これからもがんばっていこうと思います。
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