人体解剖学実習を終えて

人体解剖 実習を 振り返 ってみる と、大 変有意 義な体験 に溢れ ていた ように思
います。それは、教科書では見ることのできない実際の人体の構造を観察させて

モデルを用いて血管や筋肉といった構造の
3D

いただくことができるということです。
解剖実習の前には、教科書や
場所を確認するようにしていました。しかし、教科書は一般的な人体についてし
か書かれて いない ため 、実際にご 遺体を 解剖 すると教科 書とは 違う ことも多く
あります。 その違 いを 認識しなが ら自ら 手を 動かして解 剖させ てい ただくこと
で、人体の構造についてより深く学ぶことができました。
また、ご 遺体を 解剖 することで 自分は 医療 者になるの だとい う責 任感が芽生
え、この体 験を無 駄に しないため にも講 義や 実習を通じ て学習 に励 む覚悟が生
まれました。
このように、私は解剖学実習を通じて、学術的にも精神的にも成長することが
できました。実習を行うにあたり、献体してくださった方並びにご遺族の方にこ
の場をお借りして感謝申し上げます。
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解剖学実習で学んだこと

解剖学実 習を通 じて学 んだこと はとて も多く 、それは 単に解 剖学と いう医学
の一分野に 留まる もの ではなかっ たと思 いま す。確かに 実習を 通じ て解剖学の
理解を深めることができましたが、それ以上に、これから医療人として学び生き
ていく覚悟 を新た にに することが できま した 。医学生の 私たち がこ のような貴
重な経験を するこ とが できたのは 、ひと えに ご献体くだ さった 方々 、ご遺族の
方々のご理解、ご協力のおかげです。この場を借りて深く感謝申し上げます。
私にとって 解剖学実 習は本当の意 味で終わ ったわけでは ないと考 えています 。
というのは、献体は「大学における解剖学の教育・研究に役立たせる」という目
的が達せら れて初 めて 意味を持つ と思う から です。私た ちは医 学部 の二年生な
ので、実際に医療の場に立つのは五年後になります。この実習を通じて学んだこ
とを決して忘れずに、まずは自ら立派な一医療人となって、解剖学の深い理解に
基づいた正 しい医 療の 在り方を懸 命に模 索し ていきたい と思い ます 。ありがと
うございました。
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解剖実習を終えて

献体をし てくだ さっ た方々、及 びその ご遺 族の方々に 心から 感謝 申し上げま
す。本当にありがとうございました。
医学生と して医 学を 学ぶ上で、 人体の 構造 について理 解する こと は不可欠と
なります。しかし、講義や試験勉強といった座学で得られる理解と、実際にご遺
体を解剖し て得ら れた 理解ではそ の深さ が全 く異なると 感じま した 。座学で得
られるもの はあく まで 知識でしか ありま せん でしたが、 実習を 通し て実際に自
分の手を動 かすこ とで その知識を 経験を 交え たものに変 えられ 、こ の経験は必
ずこれからの学習、医師として現場に出る際に大変役に立つと感じております。
実際の実習中はわからないことだらけでしたが、自分で調べ、班員と協力し、
時には先生を頼って、解剖を行いました。それと同時に、献体して下さった方も
自分たちに 協力し て下 さっている という 思い を持ち続け 、自分 たち はできるだ
け丁寧に解 剖をす るこ とでその気 持ちに こた えれられる と思い 、解 剖を行って
いました。このような心構えをこれからも持ち続けて、勉学に励んでいきたいと
思います。
改めまして、献体をしてくださった方に重ねて感謝申し上げます。ありがとう
ございました。
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かけがえのない経験

まず、解剖実習を終えるにあたり、献体して下さった方に感謝の意を表したい
と思います 。この 実習 は献体を希 望して 下さ った方のご 意向が なく ては実現で
きないもの でした し、 私たち医療 者を目 指す 者にとって かけが えの ない経験と
なりました。
初めて実習に臨む日、私はとても緊張していたことをよく覚えています。私たち
とともに、献体された方の魂がそこにあるということを感じました。そして、授
業で習った 人体の 構造 について、 実際の ご遺 体で観察さ せて頂 ける ということ
は本当にありがたいことだと感じました。医学は、私たち下級生の医学生にとっ
てはまだまだ難解なもので、体の構造一つを理解するのにもひと苦労でした。そ
のような時、献体された方の志が、私たちの背中を押してくれました。献体され
た方の医学 歯学の ため になりたい という 志を 大切にした いとい う思 いから、勉
強にも一層身が入りました。
私はいつか、献体してくださった方に受けた恩を、医師になって社会に還元し
たいと思います。本当にありがとうございました。
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本実習は ご遺体 を解剖 すること を通し 、人体 の構造に ついて 知るこ とが主な
目的であると思います。しかし、第一に私にとっては己の無知さについて痛感す
るばかりの 実習で した 。頭の中で 構造に つい てわかって いるつ もり でも実際解
剖を進めて いくと なか なかそれら の構造 が確 認しにくい のです 。で は本実習の
収穫はなか ったの かと 言われると 決して そう ではないで す。ま ずこ の無知さを
知り、資料を読みこむ時間が生まれました。解剖に対し、より知的探究心をもっ
て取り組むようになりました。そしてなにより将来、医師として人体を扱うこと
の重みを知 りまし た。 特にこのこ とにつ いて は本学の解 剖学分 野の 教授も強調
しており、実習を通し、学ぶことができました。ここで感じたことを忘れずに、
今後の学習を進めていきたいです。
最後に献体してくださった方、そしてそのご遺族の方々に対し、敬意をもって
深く感謝すると共に、今後の医学部での座学、及び実習に対しより一層の緊張感
と知的探究心をもって取り組むことを誓います。
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解剖実習を終えて

この度、六月～七月の間、計十三回もの解剖実習におけるご遺体の解剖を終え
て、様々な感情が錯綜している。今でも心の中で刻み込まれていることは、解剖
初日のことである。
実習が始まる数時間前から、
「人を切る」といういまだかつて体験したことの
ない事象に対して、少なからず不安を抱いていた。同時に人体について実際の身
体を用いて学べることに対して、ありがたさと嬉しみを感じていた。
実習が始まり、実際にご遺体に対面した時、今まで会話をしていた辺りは一瞬
にして沈黙に包まれ、厳かな雰囲気が解剖室全体に漂っていた。これから、実際
に生きてい た人を 解剖 するという 事実に 対し て、初めは 簡単に は飲 み込むこと
ができなかった。
解剖を日 に日に 続ける にあたっ て、こ の初日 に抱いた 感情は 別のも のに変わ
っていったが、今こうして総括すると、初日の畏怖と感謝を忘れることなく、今
後も勉学に 自分な りに 励むことを 自分の 中で の使命にし ていき たい と思った。
最後に、ご献体をしてくださった方々とその遺族に心から感謝を申し上げたい。

6

解剖実習を通じて

この度の 解剖実 習を通 じて、私 が持っ ていた 人体に関 する知 識が大 きく覆さ
れたという ことは 貴重 でしたが、 それ以 上に 今後とるべ き態度 や医 学に向かう
姿勢を具体 的に意 識す ることがで きたと いう ことに感謝 の念を 表し たいと思い
ます。
ご遺体を 解剖さ せてい ただくこ とに対 して日 々の黙祷 の度に 向き合 うと、こ
れまでの曖昧な姿勢を改める必要があることを痛感しました。また、知識の確認、
学習という 点にお いて この解剖実 習に勝 るも のはないだ ろうと いう ことも感じ
ました。日々の講義や自己学習、つまり紙面上の知識と実習で目に映るものを照
らし合わせると、ほとんどの部分でギャップが大きいことに気づかされ、同時に
この実習があることの意義を確認しました。
学生そし てその 先の専 門職とし ての態 度、知 識の両者 に大き な影響 を与えて
くれたこの 実習そ のも のに感謝し 、実習 のた めに献体し てくだ さっ た方々に感
謝します。
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解剖実習を終えて

例年と違 って、 今年は 二限から 五限ま で通し て解剖を すると いう大 変なスケ
ジュールでしたが、終わってみるととてもあっという間で、とても充実したもの
でした。こ の解剖 実習 を通して座 学で教 わる ことのでき ないた くさ んのことを
学んだだけでなく、百聞は一見に如かずで、ご遺体を解剖して観察することで知
識の定着につなげることができました。
人体解剖 実習で は教 科書や図版 をみな がら 遺体を解剖 するこ とで 、図版との
共通点や相 違点を 学ぶ ことができ た。こ の経 験が今後の 臨床現 場に 大変に生き
てくるのだろうと思いますし、かけがえのない人生を送って、医学の発展のため
に献体して くださ った 方のために もこの 実習 から出来る 限り多 くの ことを学習
しなければいけなのだと痛切に感じています。
２ヶ月に およぶ 解剖 実習では毎 回毎回 新た な発見や感 動があ りま した。献体
してくださった方に感謝します。この経験を生かして、これからの医学の勉強を
邁進していこうと思います。
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まず初めに、この度私たちのために献体してくださった方々、及びその御遺族
の方々に、深く御礼申し上げます。
医学を学 ぶ上で 講義 や勉強を通 じて知 識を 身につける ことは 重要 ですが、そ
れだけでは 深い理 解に はつながり ません 。人 体の立体的 な構造 を机 上の勉強だ
けで把握するには限界があります。また、個人の人体構造は参考書等に乗ってい
る所謂「教科書的な」構造と一致しているとは限らず、参考書を用いた勉強では
理解が一辺倒になりがちです。こういった座学の欠点を補完する意味で、解剖学
実習は医学 生にと って 不可欠な学 習課程 とい えます。解 剖実習 を通 じてこれら
の学びを得られたことは大変貴重で意義深い経験であり、ここで得られた「生き
た知識」は 将来私 たち が医師とし て現場 で働 くうえで大 変役立 つも のであると
確信しております。
私たちは これか ら先 も医学生と して勉 強に 励むことと なりま すが 、その根幹
部分をなす のが今 回の 解剖学実習 である と考 えておりま す。そ のよ うな意識を
もちつつ、今後の学習にも責任感を持って日々精進していくつもりです。最後に、
改めてこのような機会を与えてくださった方々に心より感謝申し上げます。
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解剖実習を終えて

二か月を 通して 行われ た今回の 解剖実 習を振 り返ると 、学び が多い 非常に有
意義な時間であったと感じます。
座学の授 業や教 科書 だけでは身 に着け るこ とのできな い人体 の構 造を自分の
手で実際に 解剖し 、自 分の目で確 かめる こと でより深く 理解で きた と感じまし
た。実際の人間の体は教科書通りではなく、一人ひとりで違う部分も多くありま
したが、そのことは解剖実習の経験がなければ学べていなかったと思います。
また、今回の実習は医学生として初めての実習でした。私は医師という職業に
感銘を受けて医学部に入学しましたが、これまでは教養、座学の授業がほとんど
で、医師を目指しているという実感があまり持てずにいました。しかし、この実
習で実際に 御遺体 を目 の前にし、 献体を して くださった 方への 感謝 と緊張感を
胸にして解 剖実習 に臨 んだことで 、自分 は医 師を目指し ている とい う自覚とそ
のために堅 実に勉 強を 積み重ねな くては とい う思いが強 くなっ たよ うに感じま
す。
最後になりましたが、献体をしてくださった方々、ご遺族の方々、そして私た
ち学生に解 剖実習 とい う貴重な学 びの場 を提 供してくだ さった すべ ての方々に
深く感謝を申し上げたいと思います。
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まずこの 場をお 借りし て献体し てくだ さった 方とご遺 族の方 に御礼 申し上げ
ます。この人体解剖実習はとても貴重で重要な学習の機会であり、自分自身もこ
の実習を有意義なものに出来たと実感しています。
この実習 は知識 的にも 精神的に も貴重 な機会 でした。 普段の 講義や 教科書で
の勉強もも ちろん 重要 なのですが 、人体 の構 造はとても 複雑で 教科 書だけでは
理解しきれないものです。それ故に、この実習で自分の手や目で直接学べたこと
を嬉しく思います。また精神的にも、実際にご遺体を前にすることで講義だけで
は意識しづ らい医 療者 としての実 感や覚 悟を 意識でき、 とても 重要 な機会でし
た。
この実習を通して、ご遺体一人一人が少しずつ異なり、決して教科書通りでは
ないことを 強く実 感し ました。個 人差が ある ということ は講義 や教 科書から知
識として得られても、実感することはできないことでありとても印象的でした。
この経験か ら、将 来医 師として患 者さん に接 する際にも 一人一 人違 うというこ
とを意識し、それぞれにあった治療が必要なのだと感じました。
最後になりますが、献体してくださった方の、ご冥福をお祈りします。
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まず初めに、献体をしてくださった方及びそのご遺族の方々へ、深く感謝の意
を表させていただきたいと思います。
我々は最初に、座学を通して正常な人間の持つ人体の構造を学びます。この際
に、教員に よる説 明や 教科書を駆 使する こと で何とかそ れを理 解し ようとしま
す。しかしながら人体とは我々の予想をはるかに超えた複雑さを持ち、時には破
格（多様性）を持っているものです。これはとても座学で頭だけを動かし理解す
ることができるものではありません。しかしながら、あろうことか私たちはこれ
を座学だけで理解した気になってしまいます。
そういった点で、今回、そんな甘い我々の妄想を打ち壊してくれました。その
うえで三次元的な人体の構造を示し、人体の神秘さで我々を魅了するという、と
ても言葉で は言い 尽く せないほど に価値 を持 った体験を 提供し てく れたと考え
ております。
本実習を通して、理想の医者像というものがはっきりとしたうえ、そこに少し
でも近づく ことが でき たと感じて おりま す。 微力ながら も将来 の日 本の医療に
貢献することを約束し申し上げるのとともに、改めて献体して下さった方と、そ
れを支えてくれた皆様には感謝申し上げたいと思います。
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解剖学実 習は医 師にな るために 医学部 医学科 に在籍し 、卒業 する過 程で必ず
通る道です。二年生になって実習の案内を受けるうちに、解剖実習へは先輩方や
先生方は特に真剣に捉えて考えているということが分かってきました。さらに、
解剖実習を するに あた って、教授 達だけ でな く、多くの 献体を して くださった
方々のご協 力が必 要不 可欠である という こと を知りまし た。事 前の 説明で知っ
ただけでなく、解剖実習をしていくうちに、自分が勉強出来ているのは献体をし
てくださっ た方々 のお かげである という こと を非常に深 く実感 しま した。解剖
実習では、ご遺族の方々の期待にお応えすべく、予習復習や課題を丁寧に行い、
非常に実りのある学びになりました。また、自分が将来多くの方々の命を預かる
ことになる医師になるのだということを以前よりハッキリと肝に銘じました。
このよう に多く の方に 協力して いただ いて自 分が医者 になる という ことを決
して忘れる ことな く、 自分も多く の患者 さん に感謝され る医師 にな ろうと思い
ます。最後になりますが、ご献体してくださり、ありがとうございました。
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人体解剖学実習を終えて

まず、人体解剖学実習を無事に終えられたことに関して献体して下さった方、
並びに遺族の皆様に感謝を述べたいと思います。ありがとうございました。
医学部に入る前に解剖実習の事を聞いた際に、医学は学びたいが、死というこ
とにほとん ど触れ たこ とのない自 分が解 剖な んてできる のだろ うか ということ
で不安にな ったこ とを 覚えていま す。実 際に 医学部に入 り解剖 実習 を本当に行
うことになり、実習室に入る前はとても緊張しました。しかし、実際に献体を目
の前にする と、不 安よ りも献体し て下さ った ことに失礼 がない よう にそしてし
っかり役に立てるためにしっかりやろうという責任感が勝りました。
そして二 ヶ月間 の解剖 実習では 座学だ けでは 学べなか ったで あろう ことを実
際に目にし、触ることで学ぶことが出来ました。また、これから医者になると多
くの死に触 れるこ とに なるとは思 います が、 そのような 職業に つく という自覚
と覚悟を持つことが出来ました。
これもす べて献 体して 下さった 方がい なけれ ば出来な い体験 であり 、私たち
のような医学生のために献体をしてくださり本当にありがとうございました。
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解剖学実習を終えて

まず初めに、新型コロナウイルスの蔓延という未曽有の状況の中で、解剖学実
習という貴重な機会をありがとうございました。献体をしてくださった方々、そ
してそのご遺族の皆様、先生方や関係者の皆様に心より感謝いたします。
私は当初、解剖学実習に対しての不安、そして自分が将来医師として、大切な
患者様の命 にかか わる ことに対し ての不 安を 抱いていま した。 人は ひとりひと
り異なった人生を歩んできていて、同じ人などいないのに、それを自分は背負え
るのだろうか。
しかし、今解剖を終えて感じることは、じぶんができる最大限の努力をもって、
できる限りの学びを積み重ねていくしかないのだ、ということです。ご遺体はた
くさんのことが教科書や図版で学んだ通りで、また、たくさんのことが、学んだ
こととは異なっていました。私はそのことを目の当たりにして、
「学んだことと
異なること」を恐れるのではなく、
「学んだこと」が異なり得るのだと理解した
うえで、
「学んでないことを無くしていく」ことが医師の生涯の目標であると感
じました。
この数か 月間私 たち は本当に大 きな感 動と 学びを得る ことが でき ました。改
めて、感謝申しあげます。
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解剖学実習を終えて

私は、医学生になったときから、この解剖実習を特別なものと捉えてきた。解
剖実習は、 私たち が医 学を学び始 めてか ら最 初に実際の 人の身 体を 観察する機
会であり、ここで得た経験は、これから医学を学んでいく上での基盤となるであ
ろうからだ。加えて、実際に人体の構造を観察することで、私たちは座学で得た
知識を実際 に観察 した ものとして 目に焼 き付 けておくこ とがで きる 。知識面で
も、解剖実習での経験は、医学生として、更には医師として自らを磨いていく上
での根本となるものなのだ。
私は解剖 実習に 際して 、実習で のこう いった 経験に非 常に大 きな興 味を持つ
と同時に、私たちにこのような機会を提供して下さった、献体して下さった方々
が、どのような気持ちでご遺体を提供して下さったのかと考えた。自らのご遺体
を解剖実習 や研究 など のために提 供する 、そ のことで医 学がよ り発 展していっ
てほしい。そう考えて、献体して下さったのではないか。そのことに思い至った
とき、私は将来医師になる身として、医学の発展に力を尽くす責任を感じた。
私は、献体して下さった方々とご遺族への感謝の気持ちを胸に、これからも精
進していきたいと思う。
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解剖実習を終えて

私は、実習が始める前非常に不安な気持ちでした。それはなぜかというと、ご
遺体を解剖 する姿 が想 像できなく 、また ご遺 体と向き合 う勇気 がな かったから
です。しかしいざ実習が始まってみると恐怖心はなくなりました。それは、恐怖
心より人間 の体の 構造 を知りたい という 気持 ちの方が強 くなっ たか らです。座
学を受ける だけで は理 解できなか ったこ とで も、実習を するこ とで 理解できた
ことも多く 非常に 実り のある実習 になり まし た。そのた め実習 中は 献体してく
ださった方に対して常に敬意を払うとともに、実習前の黙とうでは、最大限の感
謝とともに実 習を必ず 実りのあるも のにする ことを約束さ せていた だきました 。
最後になりましたが、献体してくださった方、そしてご遺族の方、私たちが実
習できる環境 を整えて くださった方 に最大限 の御礼を申し 上げたい と思います 。
これから将来医師となって皆さんの、そして社会の役に立てるよう、医学生とし
て最大限の努力をし続けていきたいと思います。
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人体解剖学実習を終えて

まず初めに、献体をしてくださった方々及びご遺族の方々に、このような貴重
な機会をい ただけ たこ とに心より 感謝申 し上 げます。実 習を行 うの が困難な状
況で実習をさせていただけるのは、本当に恵まれたことだと思います。
実習の前か ら解剖 学の 授業で人体 の構造 を色 々と学ぶ機 会があ った のですが、
やはり実習は授業と大きく異なりました。今年度は例年と異なり、新型コロナウ
イルスの影響もあって、実習の時間も限られたものとなりましたが、授業の復讐
や実習書を 読み込 んで 時間の限り 学ぶこ とが できたと感 じまし た。 特に人体の
構造に関し ては教 科書 にあるより 実際の 構造 は複雑で、 人それ ぞれ かなり異な
っているの だとい うこ とにとても 驚きま した し、実習で しか得 るこ とのできな
い経験と知識を得ることができたと思います。
最後に、今後も多くのことを大学で学んでいきますが、この実習で学んだこと
が必ず糧になると思います。ここで経験したことに対する感謝を忘れずに、立派
な医師になるために勉強に励んでいきたいと思います。
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人体解剖学実習を終えて

解剖学実 習にご 協力 していただ いた献 体し てくださっ た方並 びに 、ご遺族の
皆さま、献体の会の皆さまに心からの感謝を申し上げたいと思います。本実習の
実現、そして自分が医学生として存分に学べる恵まれた環境は、ひとえに皆さま
の協力があってこそであり、感謝の気持ちでいっぱいです。医・歯学生にとって
この解剖学 実習は 人体 の構造を自 分の目 で捉 え、具体的 なイメ ージ を養う点で
非常に重要な科目です。事実、講義や座学だけで人体の構造を把握することは難
しく、実際 に手を 動か して確認す ること は自 分にとって は解剖 学を 学ぶうえで
大変勉強になりました。
本実習の意義は、単に解剖学として人体の構造等を把握することのみならず、
実際に一人の「おからだ」と約二か月間しっかり向き合う点で、将来医師になる
うえで欠か せない 本当 に貴重な機 会であ った と思ってお ります 。自 分はそもそ
も生身の人 に向き 合う 経験に乏し く、改 めて この医師と いう人 の命 を扱う職業
の重みにつ いて再 確認 する次第で した。 少し でも皆さま の協力 を医 師として人
類に還元で きるよ うに この経験を 胸に刻 みな がら、日々 高い意 識を もって医学
と向き合い、勉学に励んでいきたいと思っています。
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人体解剖学実習を終えて

第一に、 今後の 医学 の発展のた めに献 体す るという決 断をし てく ださった皆
様、その御意思を尊重してくださった御遺族の皆様に、感謝申し上げます。
解剖実習は六月から始まり、約二ヶ月間行われました。今年度は新型コロナウ
イルスの影 響で例 年と は異なるス ケジュ ール でしたが、 実習内 容を 細かく予習
してから臨 むこと で、 座学だけで は分か らな い実際の人 体の構 造を 詳細かつ間
近に知ることができました。
実習期間 は瞬く 間に 過ぎてしま いまし たが 、毎回の実 習で得 られ る情報量は
膨大で、非常に濃厚な時間を過ごしました。献体してくださった方々がいらっし
ゃったからこそ、人体の複雑さ、精密さ、脆さ、そして神秘を身をもって体感す
ることができました。改めて、人体に対する畏敬の念に打たれ、これから医師と
して向き合っていく世界の広さを知ったように思います。
献体して くださ った 方々やその 御遺族 の方 々の思いを 考える と、 今回の実習
で得た全てを今後の医師としての活動に活かしていく、という使命感が、自然に
湧いてきます。医師を目指す者としての自覚も得た実習でした。
このような貴重な機会を与えて頂き、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じて

私は、解剖学実習を通じてたくさんの得るものがあった。教科書や講義による
学習では得ることのできない貴重な経験が出来たと思う。
人の身体 は、生 きる ために複雑 な構造 がい くつも組み 合わさ れて できている
が、その理解には、実際の大きさやその形を目にして直に感じるということが重
要だと思った。教科書に載っている図では、人の様々な構造は、書面の都合上、
縮小されていたり、省略されていたりする。解剖学実習を通じて得た知識や実感
は、実習でしか得られないものであり、人体の構造に関する理解がより深められ
たと感じている。
加えて今 回の解 剖学 実習を通じ て、医 師を 志している という 自覚 が一層強ま
ったように感じる。献体してくださった方、及びそのご遺族の方々の医学の発展
に対する期待と強い意志を感じ、その道を志す一人として、自分の責務を果した
いと思った。医学生として、これからも一層勉学に励み、社会に貢献出来る医師
になりたいと思う。
最後に、 このよ うな 貴重な経験 をさせ てい ただいた方 とその ご遺 族に感謝申
し上げたい。ありがとうございました。
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解剖実習を終えて

解剖実習を終えた今、医学を学び始めたばかりの私たちが、この実習を行う意
味を深く理解できたと感じています。それは、人体構造について学ぶためのもの
だけでなく 、人の 命と 健康に関わ る医師 にな る者として の自覚 と覚 悟を持つた
めの、大切な時間であったと感じました。
百聞は一見に如かず、という言葉の通り、事前に講義と教科書で様々な構造物
を学ぶもの の、実 際に 手で触れて 目で確 かめ ることに勝 るもの はな いと感じま
した。教科書通りのことや、例外的なことも全て含めて、実習で得られた知識は
自らの中に深く根付いていくように感じました。また、回を重ねるごとに、人体
の精巧さと神秘さに感嘆して、もっと知りたいという願望と、もっと学ばなけれ
ばいけないという良き焦りが増していき、今後の学びの原動力になりました。一
方、実習でご遺体に触れ、お身体を通してその人生に思いを馳せたことで、自分
は人の健康、命、そして人生に関わるような大切な責務を持つ医師になるのだ、
という意識を強く持つようになりました。
最後に、献体をしてくださった方々とご遺族の皆様に、このような貴重な学び
の機会を頂きましたことを、心より深く御礼を申し上げます。
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解剖学実習を終えて

この度は 解剖学 実習と いう大変 貴重な 経験を させてい ただき 、あり がとうご
ざいます。
実習開始の 当初は コロ ナウイルス が今よ り大 幅に警戒さ れてい る時 期であり、
家族や友達が外出を控えている中、自分だけ登校しておりました。それほど、解
剖実習は医 学生に とっ て大切な教 育であ ると 思う大学の 先生方 の熱 心な思いを
感じ取れました。
感染症拡散防止のため、今年度の実習は大幅にペースを早めて行われ、本来は
三日分の実 習をか けて 行う実習を 一日に 詰め 込む程の忙 しいス ケジ ュールでし
た。
窮屈なス ケジュ ールで はありま したが 、献体 をしてく ださっ た方や そのご遺
族のおかげで、しっかり学習をすることができました。班員としっかり協力する
ことができ、解剖実習を通じて、どんどん人体の構造と仕組みに対して自分の好
奇心が増し ていく こと を感じるこ とがで きま した。今回 の解剖 学実 習で得た知
識や経験をしっかり自分の糧にしたいと思います。
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人体解剖学実習で得たもの

まず献体してくださった方とご遺族の方に感謝申し上げます。
私はこの実習のお陰で多くのことを学ばせて頂きました。無論、解剖学的な知
識や医学的 な知識 とい うこともあ ります が、 それ以上に この実 習を 通してしか
得ることが 出来な いで あろう心構 えのよ うな ものも学べ たと思 って います。と
いうのも、 この実 習を 通して私は 命とい うも のにかつて ないほ ど長 くそして深
く向き合っ たから です 。残念なが らこの 経験 が私の中に 残して いっ たものは言
葉では表す ことが 出来 ない類のも のです 。過 去の自分に いくら 言葉 を尽くして
も、今の私が思っていることを伝えることはできないでしょう。だからこそ、こ
の実習を経験できたことは私にとってかけがえのない財産です。そして、この言
葉では表す ことの でき ないこの経 験は将 来、 医師として 人の命 とい うものに向
き合っていくときに必須となるものだと確信しています。
私にとっ て医師 という 一つの到 達点は まだま だ先のも のです 。これ から学ば
なくてはなら ないこと も経験しなく てはなら ないことも枚 挙に暇が ありません 。
ですがこの実習を通して、私は初めて何か一歩進んだような気がしています。最
後に改めて本当にありがとうございました。
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解剖実習で得た決意

解剖実習が始まる前は、不安や緊張がありつつも、自分がいよいよ医師になる
ための一歩を踏み出せるのだ、という喜びも同時に感じていました。そして、約
二か月にわ たる解 剖実 習を通して 、その 喜び は人のいの ちを扱 う医 師にこれか
らなることの覚悟とこれから邁進する決意と変わっていきました。
解剖実習では、教科書の図だけでは決して学ぶことができない、人体の構造と
機能をご遺体から学ばせていただき、それと同時に、人体の構造の複雑さも感じ
ました。また、人によって人体の構造は多少違うことに身をもって気づかされ、
よく言われる「病気を診るのではなく『その人自身』を診る」ことの大切さを改
めて感じられました。医学は一筋縄では行かず、医師はひとりひとりの患者さん
にしっかりと向き合う職業であることを実感いたしました。
私たち医 学生の ために ご献体を してく ださっ た方、ま たご遺 体の献 体を同意
してくださ ったご 遺族 の方のおか げでこ のよ うな貴重な 経験を する ことができ
ました。本当にありがとうございました。感謝の気持ちを決して忘れることなく、
これから良き医療従事者を目指して、勉学にますます励み、教養や感性を磨いて
いきたいと思います。
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解剖実習を終えて

初めに、献体してくださった方、およびご遺族の方々に心より感謝申し上げま
す。
解剖実習 初日、 初め てご遺体と 対面し た際 の緊張感を 忘れる こと はありませ
ん。そしてその場で、献体してくださった方への最大限の感謝として、この実習
で可能な限りの知識を吸収しようと強く思いました。
実習を進 めてい く中 で実感した のが、 座学 のみでは学 べない こと が山ほどあ
るというこ とです 。実 際の人体の 構造は 簡略 化された本 や実習 書の 図とは異な
る部分も少 なくな く、 知識だけで は指示 通り に解剖する ことす らま まなりませ
ん。それでも班の仲間との協力や教員の方々の指導の下、一つ一つの複雑な構造
に対して理解を深めていくことができました。また、自分の考えで人の体にメス
を入れると いう初 めて の経験は、 自分が 数年 後には医師 となっ て人 の命を預か
るのだという確かな自覚をもたらしてくれました。
最後に、今回の実習に協力して下さった方々に重ねて御礼申し上げます。この
実習で得られた全ての知識、経験、そして意識を、これからの勉学および医療従
事者としての人生に生かしていく所存です。
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初めに、医学教育の発展のために献体してくださった方々や遺族の方々に、こ
の貴重な機会をくださったことに対して感謝の意を申し上げたいと思います。
私は一年 生の時 に翌年 解剖実習 がある という ことを知 り、自 分に果 たしてで
きるのだろうかという不安感でいっぱいでした。しかし、いざ実習が始まりご遺
体と対面した時に身の引き締まる思いがしました。これはただの実習ではなく、
あらゆる方 々の想 いの 上に成り立 ってい るも のだという ことを 改め て実感しま
した。実習では少しでも学びを多くするために事前にしっかりと予習をし、何を
重点的に見さ せていた だければいい のかを考 えてから臨む ようにし ていました 。
決して教科 書通り では ない人体の 構造を 見な がら、医者 として あら ゆる患者さ
んに対応できるように知識を深めることの大切さに気づけました。
実習で学 んだこ とを胸 に刻んで 、社会 に貢献 できるよ うな医 者にな れるよう
にこれから 先も医 学の 勉強に励み たいと 思い ます。今回 は非常 に貴 重な経験を
させていただいて、本当にありがとうございました。
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人体解剖学実習を終えて

二カ月に わたり 続い た解剖学実 習が終 わり ました。ひ たすら 人体 について学
び、実習に向き合った二カ月でした。初めて解剖学実習室に入った日は遠い過去
のように感 じられ ます が、それか ら実習 終了 日まで学ん だ多く のこ とはいずれ
も鮮明に記憶しています。
医学生と して、 人体 解剖学の実 習に取 り組 むというの はとて も意 義のあるこ
となのだとよくわかりました。机に向き合い詰め込まれた知識とは異なり、責任
感と緊張感 のもと 実際 の経験によ って得 られ た知識は強 い印象 とな って私の中
に刻み込まれているように思います。医学というのは紙面上のものではなく、人
に向き合うもの、人のためにあるものだと改めて実感しました。医学に携わるも
のとしてこ の感覚 を忘 れることな く、こ れか らも精進し ていか なけ ればならな
いと感じています。
私たち学 生の教 育の ために献体 してく ださ った方々、 そして ご遺 族の皆さま
に心より感謝申し上げます。私たちが勉学に励めること自体、多くの方々に支え
られている という 事実 を今回改め て認識 する ことができ ました 。本 当にありが
とうございました。
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人体解剖学実習を終えて

始めに、献体してくださった方、ご遺族の方に深く感謝申し上げます。
高校生の 時、医 学部 のオープン キャン パス でご遺体を 目にし たこ とがあった
ので、解剖実習の心構えは出来ているつもりでいました。しかし、実際に実習が
始まってみると、メスで傷をつけることに非常に抵抗があり、非常に緊張しまし
た。改めて、医師になる覚悟、医師として患者の身体に介入することへの責任を
考えさせられました。
次第に回 数を重 ねる と、教科書 では人 の身 体の構造が 単純化 して 説明されて
いることを実感しました。どんなに予習して知識を学んでも、自分のイメージと
実際の様子 との差 異が あり、実際 にご遺 体を 解剖しなけ れば気 づく ことの出来
なかったことが沢山ありました。約二か月という短い期間ではありましたが、解
剖実習は一回一回が非常に濃密で、学ぶことばかりの時間でした。
今後臨床 医学を 学ん でいくにあ たり、 今回 の解剖実習 から受 けた 影響は非常
に大きいです。注射一つとっても、全く単純に行えるものではないと改めて思い
ました。医療行為は大きく責任を伴うものであることを常に意識して、これから
も精進してまいりたいと思います。
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人体解剖学実習を終えて

初めに、 献体を してく ださった 方々な らびに そのご遺 族の様 にお礼 を申し上
げたいと思います。
人体解剖学実習においては、普段の授業では学ぶことの難しい、人体の詳細な
構造を学ぶことができました。また、これまでに学んだことを応用し実際に人体
に触れるというものはとても貴重な体験でした。この実習において私は、人体の
構造への理 解を深 める ことが出来 たのは もち ろんのこと 、人が 複雑 で絶妙な構
造の上に成り 立つとて もかけがえの ない存在 であるという ことを実 感しました 。
特に、それぞれのご遺体には様々な点で個人差があり、人体の構造はこんなにも
人によって違うのか、と感銘を受けたことをよく覚えています。
この経験は、将来私が医師になった際に、技術的な面でも倫理観の面でも大い
に役立つと考えています。私が実際に患者さんの目の前に立ったときに、この実
習において 学ばせ て頂 いた知識や 技術、 倫理 観を活かし て診療 や治 療をできる
ように、これからも精進してまいります。
最後にもう一度、献体をしてくださった方々ならびにそのご遺族の皆様に、感
謝の念を述べたいと思います。本当にありがとうございました。
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解剖学実習を終えて

初めてご 遺体を 目の 前にしたと きの緊 張感 は今でも忘 れがた く、 医学とは人
と向き合う学問であることを再認識し、身の引き締まる思いでした。また解剖学
実習に先立 って紙 面上 で人体の構 造を学 んで いましたが 、いざ 実際 に確かめて
いくと、その構造は必ずしも教科書の通りではないこと、人によって全く異なる
こと、そして非常に精巧で傷つきやすいものであることが分かりました。改めて
人体の奥深さを実感し、生きていることの神秘や尊さに胸を打たれました。そし
て、一人ひとりの命と接する医師の仕事がいかに難しく、重大な責任を負うもの
であるか考えさせられました。解剖学実習で得た経験は、今後の勉学や医師とし
ての仕事、自分自身の生涯においてかけがえのない財産です。
これほど貴重な経験を与えてくださり、献体してくださった方、ご遺族の方に
は感謝して もしき れま せん。ご自 身の身 体を 医学生のた めに提 供す るという大
きな決断は、ひとえに今後の医学の発展のためであり、将来の医療を担う者とし
ての責任を 痛感し てお ります。献 体への ご理 解及びご協 力いた だい た方々の期
待に応えられるよう決意を新たにし、今後も精進していきたいと思います。
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実習を終えて

実習前に は人間 の体が どのよう に成り 立って いるのか につい て様々 な機会で
考えてきましたが、そのメカニズムはわかってもやはり実際にどこにあるのか、
どのように つなが って いるのかな ど具体 的な ことは何も わから ない というのが
実際のとこ ろでし た。 そのような 中で毎 回の 実習ではそ の日の 目標 を達成でき
るよう、書 籍とも 見比 べながらで きる限 り多 くのことが 吸収で きる ようにと努
力しました。また、実習では手技なども身に付けることができ、これも私にとっ
ては初めての経験でした。これから五年間、効果的に各科目を学ぶためには体の
どの部位で どのよ うな 生命の維持 の役割 を果 たしている かとい うこ とを理解し
ているとい うこと は非 常に大切な ことで す。 医学の発展 を願っ て私 たちのよう
な学生にご遺体を解剖させていただき、献体してくださった方々、そしてそのご
遺族の方々 には感 謝の 言葉しかあ りませ ん。 皆さまの期 待に少 しで も応えられ
るような医師となれるよう日々、学習していきたいと思っています。
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解剖学実習を終えて

はじめに、献体してくださった方、ご遺族の皆様に深く感謝申し上げます。
人体解剖学実習では、自分の目で人体の構造を観察し、自らの手で臓器や筋肉、
骨などに触 れるこ とが できました 。教科 書だ けでは分か らない 細か い部分や位
置関係、立体構造などの深い理解につながったと思います。また、全てが教科書
通りの構造 とは限 らな いことや、 多様性 が実 際に存在す ること を目 の当たりに
し、改めて身体の複雑さを実感する機会でもありました。将来医師になった際に
は、私の接する方が一人一人違うことはもちろんのこと、様々な可能性を考えな
がら、それぞれの方に合った医療を提供していくことが大切であると考えます。
そのため、今回実際に違いや人体の複雑さを観察できたことを、今後医学を学ぶ
際にも医師になった後にも、活かしていきたいと思います。
最後に、貴重な経験をさせて頂けたことに感謝するとともに、社会に貢献でき
るような医師になれるよう、より一層努力して参ります。本当にありがとうござ
いました。
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解剖実習を終えて

人体解剖実習を終えて、一番に感じることは、この実習がとても学びの多い、
充実したも のにな った ということ です。 私た ちは普段の 講義で 教科 書や図版に
よって、多くの人体構造を学びますが、実際に遺体を解剖させていただくという
ことは実際 のご遺 体に 触れること ができ る非 常に貴重な 機会で した 。実際のご
遺体は、様々な相違点があり、この解剖実習で見たものは、将来医師として現場
に出たとき、必ず役に立つものだと確信しています。
しかし、人体解剖実習を通して医学的な知識に対する学び以上に、命の重みを
改めて感じることができました。
医師にな るにあ たって 、豊富な 医学知 識を身 につける ことは もちろ ん大切で
すが、それ以上に患者一人一人と向き合うことが大切だと思います。この気持ち
を忘れず、立派な医師になり、献体してくださった方やご遺族のみなさまに恩返
しができるように精進していきたいです。
献体して くださ った方 ならびに ご遺族 のみな さまに改 めて感 謝の気 持ちをお
伝えしたいです。
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学びへの感謝

私は解剖 学の授 業、机 上で学ん だ構造 をご遺 体の解剖 を行う ことで 実際に目
にして、確認することができたので、実感を伴った学びができたように感じまし
た。また、ご遺体と向き合うことで、献体をしてくださった方の深いご厚意を実
感し、私た ち医学 生は この恩を忘 れずに 立派 な医師にな ろうと いう 決意をしま
した。このような学びの機会を私たちに与えてくれた、献体をしてくださった方、
ご遺族の方には深く感謝を申し上げたいと思います。
今年度は新型コロナウイルスの影響で、例年と比べて、対応しにくいことも多
く、感染対策を行ったうえで、実習を行いました。しかし、解剖学実習はこのよ
うな状況でも、医者となるには欠かせない経験だと感じました。現在、新型コロ
ナウイルス の影響 で学 びの機会を 奪われ てし まった人は 多くい ます が、そんな
中でも学びを継続出来ていることにも、感謝しています。
今後、さらに専門科目を学んでいきますが、懸命に取り組み各個人が向上を目
指すことで、恩返しをしていきたいと思います。改めて、献体をしてくださった
方、ご遺族の方深い感謝を申し上げたいと思います。
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人体解剖学実習を終えて

この度、解剖実習を無事終了することができたことについて、献体をしてくだ
さった方々、その遺族の皆様、ご尽力いただきました関係者のみなさまおよび先
生方に心より感謝申し上げます。人体の構造に関して、ただ知識を得るだけであ
れば講義や資料を通して普段から可能です。しかし、実際に実物に触れ、観察さ
せていただくという機会は非常に貴重であり、この人体解剖学実習を通して、多
くの重要なことを学ぶことができました。
この実習 を通し て学 んだ最も重 要なこ とと して、参考 書に載 って いることは
絶対ではな く、一 人と して全く同 じ体を して いることは ないと 云う ことを知識
としてでは なく実 感と して知るこ とがで きた ということ です。 これ をしっかり
と理解することで、将来医師として働くうえで、病気ではなく患者さん一人一人
としっかり向き合うことの重要性を強く感じました。
これから様々な新しい知識を学び、また実習なども行い、一歩ずつ医師に近づ
いていきますが、この際この実習で得た経験が常に土台となると思います。改め
まして、そのような機会を与えていただいたことについて、献体をしてくださっ
た方とご遺族の方々に、深い感謝を申し上げたいと思います。
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人体解剖学実習を終えて

実習が始 まる前 まで 、私は人体 解剖学 実習 を医学生と して経 験し なければな
らない厳しい関門のようにとらえていました。しかし、初めてご遺体と向き合っ
た時、自分 は遺体 を解 剖するとい うとて も貴 重な機会を 与えら れた のだと感じ
ました。そして、できる限り多くのことを実習を通して学び、そしてそれを今後
学習してい くこと に昇 華していか なけれ ばな らないと思 いまし た。 実習を終え
てみると、 教科書 には 載っていな いこと や自 分の手で解 剖をし ない とわからな
いことなど、多くのことを得られたと実感しました。また、医療に携わる者とし
て、これから学び、身につけていく医学の知識、倫理観の大きさを改めて感じま
した。この度の実習が解剖学の知識を養い、人体の構造を理解するうえでの一助
となったことは紛れもない事実です。同時に、いずれ他人の命を預けられる者と
しての自覚と、負うべき責任の重さに気づかされる機会となりました。
最後に、このような貴重な機会を与えてくださった、献体してくださった方、
そしてご遺族の方々に心からの感謝を申し上げます。
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解剖実習を終えて

解剖学実 習を前 にし て、人体に メスを 入れ るという経 験を一 学生 という立場
で行うことに対して大きな不安を抱えていました。まず、実際に実習を開始して
みて、人体の構造の複雑さ、実習書、基本書に書かれている解剖図はほんの一例
に過ぎないことを知りました。また、ご遺体と比較して臓器の大きさ、動脈、静
脈、神経の走行に予想以上に大きな相違があることに驚きました。今後、医療の
現場に出て 行った 際も 、実習に際 して抱 いた 緊張感をも って臨 みた いと存じま
す。そして、自分のこれまでの学習が多くの方々の協力のもと成り立っていると
いうことに対して身を引き締めて研鑽に励んでいく所存です。
昨今の新 型コロ ナ肺 炎の影響で 解剖実 習を 中止する大 学があ る状 況で、解剖
実習という 貴重な 経験 を行うこと ができ たこ とは非常に 恵まれ てい ると感じて
おります。最後になりますが、解剖実習を無事終了することができたことについ
て、献体にご協力くださった方々、またそのご遺族の皆様に心より感謝申し上げ
ます。重ねて、ご尽力いただきました関係者の皆様、先生方、共に協力し合い学
習を進めた同期たち本当にありがとうございました。
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解剖実習を終えて

解剖実習 の前後 で自分 を振り返 ってみ ると、 様々な側 面から 成長さ せていた
だいたなと思います。
まず第一に、解剖実習を通して、医学生としての責任感をより一層意識できる
ようになりました。解剖学の実習が始まるまでは、二年から本格的に医学の勉強
が始まったとはいえ、全て座学でした。そのため、専門的な知識がつき始めた一
方で、まだ いのち を取 り扱う職に つこう とし ているとい う実感 があ まり湧いて
いませんでした。しかし、解剖実習で実際の人の体を目の当たりにし、ご遺体の
解剖を進め ていく 過程 で、医学生 として 人の いのちを扱 うこと への 責任が自然
と意識されました。今後の学習は、この責任感を胸により真剣に取り組もうと思
いました。
第二に、解剖学の知識が着実に定着してきたなという実感もあります。ご遺体
を解剖した 際、予 習を しても解剖 学の知 識の どこに対応 するの か分 からない部
分が数多くありました。しかし、それ以外の部分におきましては、これまで座学
の授業で学 んでき たこ とがより明 確に理 解で きるように なった と自 信をもって
言えます。
献体してくださった方は、あらゆる側面から私を成長させてくれました。本当
にありがとうございました。
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人体解剖学実習を終えて

私たちは、解剖実習を通して、実際にご遺体の解剖を行うことでしか得られな
い多くのものを学びました。
まず、人体の構造や機能についての理解が一段と深まりました。教科書や講義
資料を見て 理解し た気 になってい ました が、 実際に見る ことで 細か い位置関係
を掴むことができました。また、教科書と全く同じ構造となる人がいないという
ことも実感しました。それぞれが個性を持っているという認識は、将来医師とな
ってからも大切にしていきます。
そして何より、いのちの重みを実感することができました。
「命は大切なもの
だ」というのは小さい頃から習ってきたことですが、長い人生を終えたご遺体と
向き合うことで、真の重みを知ることができました。ご遺体の解剖は、将来人々
の命を救う 医師に なる 医学生だか らこそ 許可 されている 行為で す。 解剖を行う
ことで、私はこれから命を預かる医師になるのだ、という実感や覚悟を得ると同
時に、一人一人の患者さんには、それぞれ異なる人生が存在し、その命は一つ一
つ特別な重みを持つということを心から感じました。
最後に、このような機会を私たちに与えてくださった、献体をしてくださった
方とご遺族の方々に深く感謝いたします。

40

人体解剖学実習を終えて

この感想 文を始 めるに あたり、 まず献 体して くださっ た方や そのご 遺族に対
し、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
今回の解 剖実習 で献体 してくだ さった 方のご 遺体を解 剖して いく中 で、私は
人体の構造 を深く 知る 機会を得ま した。 教科 書や講義で 習った 内容 との相違点
を自ら手を 動かす こと で発見する 、とい う過 程を通じて 学ばせ てい ただいたこ
とは、将来私が医師となって現場に出た際、大変役に立つものであると確信して
います。同時に、将来医師として人の命を預かることになるということの重みを
この実習を通して身をもって学ぶことができました。私は、医師という職業に憧
れこそ抱い ていた もの の、その職 業に対 し明 確なイメー ジを持 てぬ ままでいま
した。しかし、今回の実習を通じ、医師として働くとはどういうことかというイ
メージを自分のなかで持つことができました。
実際医師になるために、そして医師になってからも多くのことを学びます。そ
の際には、 今回の 実習 で学ばせて いただ いた ことや感謝 を胸に 精進 していきた
いと思います。最後に、献体してくださった方やそのご遺族に対し、重ねて心か
ら感謝申し上げます。
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人体解剖学実習を通じて得たもの

最初に、献体してくださった方々、及びご遺族の皆様に心より感謝申し上げま
す。
解剖学実 習を通 じて 教科書の図 と実際 の身 体では大き く異な るこ とを実感せ
ざるを得ま せんで した 。教科書は 分かり やす さを優先し て省略 して いる部分が
多く、また身体の構造には個人差があることもあって、教科書の知識だけでは通
用しないことが多かったです。この実習で、医療における身体への関わり方につ
いて考える手掛かりとなる経験ができたと思います。これに伴って、今後の学習
の仕方を考 え直す 必要 があると気 付かさ れま した。専門 的な学 習の 比較的早い
時期にこのことを実感できたことは非常に有難いことです。
また、私 は自分 自身 が人を解剖 したこ とに 対する責任 を負う こと ができるの
か、という不安を感じています。これを動機として、責任を果たすべくより良い
医療を提供するためにさらに努力します。
解剖学的 知見に 加え 、今後の指 針とそ の動 機づけを得 られた のは 献体してく
ださった方々のご厚意あってのものだと思います。重ねて御礼申し上げます。
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覚

悟

実習が始まる前に、担当の先生からこんな言葉を貰いました。
「この実習を通して、将来自分は医師になるのだ、という自覚が芽生え、真面
目に医学に取り組むようになる人が多い」
私はあく までも 授業の 一環であ るし、 医学部 に入った 時点で 覚悟な どとうに
できている、とその言葉をあまり本気で受け取りませんでした。いざ実習の初日、
実習台の上のご遺体を最初に目にした時、その考えが変わりました。
「ああ、この目の前で横たわっている方は、亡くなっているんだ。」
その時から、色々なことに思いを巡らせるようになりました。この方は生前は
どんな方だったのか、ご遺族の方々は一体どのような気持ちなのか、
「生きる」、
「死ぬ」とは一体なんなのか。そのようなことで頭がいっぱいでした。そして、
ある時ふと気がつきました。このようなことを考えることこそが、「命を扱う」
という職に就くための第一歩ではないのか、と。
献体してくださった方、ご遺族の方々への感謝の気持ちを忘れることなく、命
を救うという覚悟をもって日々の勉学に励みます。
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解剖実習を通して学んだこと

私は解剖実習を通して「理解していないことを見ることはできない」というこ
とを学んだ。実際に解剖するご遺体は、教科書で見る図のように色分けされてい
たり単純化 されて いる わけではな く、初 回の 実習で途方 に暮れ て質 問した先生
に、この部分はこの構造だ、と説明されてもはっきりとわからなかった。そこで
気づいたこ とは、 頭の 中でしっか りとイ メー ジをつかん だうえ で解 剖に臨まな
ければ、それはまったく学びにならないということだった。
そのことに気付いて以降、私は解剖学の勉強をする際には、実際にこの構造を
特定するにはどのような視点が必要か、ということを念頭に置いて学習し、実習
に臨んだ。その結果、その構造が視覚的にはっきり見えなくとも、周りの部分と
の関係性などから、論理的にご遺体を見ることができた。
このように、座学から実学への転換として、解剖実習は非常に有意義なもので
あった。献体してくださった方とご遺族に感謝し、以降の医学の学習に臨む足掛
かりとしていきたい。
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初めに献体をしてくださった方、ご遺族の方々、そばで見守り指導して下さっ
た先生方に 深く感 謝申 し上げます 。新型 コロ ナウイルス の感染 が心 配されるな
か、例年と 異なる スケ ジュールを 組み日 々気 配りして下 さった 先生 方に支えら
れ、解剖実習を無事終えることができました。
実習室でご遺体を前にした時、故人の生前の決意に思いを馳せると同時に、医
学生の使命の重みを感じ胸がつぶれる思いがしました。実習が始まると、座学で
学んだ知識 を応用 する 難しさは想 像をは るか に超えてい たこと に加 え、限られ
た時間で多くのことを学ばなければならない難しさがありました。そのために、
実習後に反 省点が 次々 と思い返さ れつら く投 げ出したい ような 気持 ちにかられ
る日も少なくありませんでした。しかし今振り返ると、ときに昼食の時間まで惜
しみ仲間と 必死に 取り 組んだ長時 間の解 剖は どの一日を とって も学 びが得られ
なかった日はなく、特に人体構造の差異・多様さを知り人間と医学の奥深さを感
じられたこ とは、 医師 を志す私た ちにと って かけがえの ない経 験だ ったのでは
ないかと感じます。
最後に、このような気持ちを忘れず、これからも環境に感謝しつつ医学の勉強
に励んでまいりたいと思います。
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解剖実習 を経て 、私は 医学生と しての 自覚が 以前より もはっ きりし たように
思います。献体してくださった方々とご遺族の方々に感謝し、また、故人のご冥
福をお祈りする気持ちで一杯です。
やはり初 めは解 剖と並 んで学び を得る ことの 難しさを 感じま したが 、少しず
つ座学での 学習と リン クさせるこ とがで きる ようになり ました 。ま たご遺体と
向き合うことで、人間の身体の複雑さ・精緻さを感じ、人体の臓器の形態をダイ
ナミックに 捉える 学問 である解剖 学が、 生理 学などで学 ぶ理論 的な 裏付けに覆
われていることに気づき感動いたしました。この先我々が医師を目指す上で、今
回の解剖学 実習は 間違 いなくかけ がえの ない 貴重な経験 となり まし た。このよ
うな機会を 与えて くだ さった方々 に感謝 の心 を抱きなが ら、今 後も 医学に精進
いたしたいと考えております。
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この度の 実習は 献体 してくださ った方 々の 思いにより 行うこ とが でき、とて
も実りのあるものになりました。ご遺体を提供してくださり、感謝の念が堪えま
せん。
の影響もありましたが、教員方の徹底した指導により感染リスク
COVID- 19
も抑え行うことが出来ました。教員の方々へも、大変感謝しております。
解剖学実習では、多くのことを体験し、様々なことを感じました。その中で一
番印象に残っていることは、人体がいかに力強いのかということです。私は人の
体表を見た だけで は、 体の仕組み につい てご く一部につ いてし か想 像できませ
んでした。ですが、実習の中で皆目見当のつかなかった、講義で聞いた机上の空
論のような仕組みが浮き彫りになって観察でき、人はやはり、ある仕組みの上で
盤石に機能 してい ると いうことを 感じさ せら れました。 私の脳 に焼 き付いた鮮
明な人体の立体構造は今後医学の道を学ぶにあたり、大きな糧となります。
私は東京 医科歯 科大 学に入学し 、今回 のと ても有意義 な体験 が出 来たことに
対して、もう一度も申し上げますが感謝の念が堪えません。
次世代の医師として活躍できるように学びをつづけいきます。
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献体してくださった方、ご遺族の方々に深くお礼申し上げます。本当にありが
とうございました。
私たちは 医学を 学ぶ基 礎として 人体の 正常な 構造につ いて学 びます 。もちろ
ん教科書に書かれていることを理解し、覚えることは大事です。今回の人体解剖
実習を通して教科書以上のことを学び、感じることができました。実際に観察す
ることで教 科書の 写真 や図を見た だけで は想 像しづらい 構造を 理解 することが
出来ました。また教科書とは違う構造を観察することが出来ました。これだけで
も解剖実習 を行う こと ができて本 当に良 かっ たと感謝し かあり ませ ん。しかし
それ以上に 解剖実 習で 得られたの が将来 への 覚悟です。 ご献体 をし てくださる
方がいてそのおかげで私たちは医学を学べ、医師への道を進むことができます。
だからこそ 人に返 せる ように医師 になら なけ ればいけな い、な りた いと強く感
じました。
医師にな るまで にはま だまだ学 ばなけ ればい けないこ とばか りでこ の先も長
い道のりが 待って いま すが、今回 の解剖 で感 じたことを 胸に刻 みこ れからも学
び続けます 。そし てい つか必ず一 人前の 医師 になり多く の命を 救い たいと思い
ます。
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私たち医学生のために献体してくださった方々、そしてご遺族の方々に、心よ
り感謝申し 上げま す。 ご遺体を解 剖する とい う実習は私 たちに とっ て非常に重
要でありな くては なら ない学習事 項であ り、 それには献 体して くだ さった方々
とそのご遺 族の方 々の ご理解とご 協力が あっ てこそ成り 立つこ とで す。この実
習を通して 私は、 人体 の構造の緻 密さと 大胆 さを身をも って確 認す ることがで
きました。また、この実習は、将来実際に患者さんたちの身体を責任をもって扱
うことになる人間としての自覚を、私たちに与えたと思います。
本実習で 感じた 感動と 人体に対 する畏 怖の念 は将来医 師とし て働く 際にも決
して忘れられるものではなく、本当に素晴らしい経験となりました。それだけに、
献体してく ださっ た方 のご理解の 深さ、 そし て私たち医 学生へ のご 協力に対す
るお思いが ひしひ しと 伝わりまし た。私 たち の人体解剖 実習の ため に協力して
くださり、誠にありがとうございました。改めてお礼申し上げます。
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二年生に なって 医学を まなび始 めた段 階で本 物の人体 の構造 、命の 奇跡を自
分の目で学 べたこ とに よって自分 の意識 が大 きく変わり ました 。実 習中ふと解
剖している 方がど のよ うな人生を 送って きた のかを考え ること があ りました。
もちろん自 分で想 像し ているだけ で本当 のと ころはわか りませ ん。 しかしなが
ら、確かな ことは 自分 と同じよう に生ま れ自 分と同じよ うに生 きて きたという
ことです。当たり前のことかもしれませんが、当たり前だからこそあまりわかっ
ていませんでした。解剖を通してこの命の重さをひしひしと実感できました。
またご遺 体の解 剖を通 して、い かに教 科書と 実物の構 造が違 ってい るかがわ
かりました。この違いは教科書の勉強を通してでは学べなかったことです。教科
書ほど実際は単純ではなく、一目でわかるものではありませんでした。そんなこ
んなで苦労 してい るう ちに、実習 が終わ るこ ろには座学 で習っ た知 識と実習で
得た知識がつながっていたのがとてもよくわかりました。
この経験を生かしてこれからもより一層、医学に励みたいと思います。最後に
なりますが 、自分 たち の学習のた めに協 力し てくださっ た方々 に感 謝申し上げ
ます。
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最初に、 人体解 剖実 習において 献体し てく ださった方 とご遺 族の 方に感謝の
気持ちを申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
毎回、解 剖実習 の前 には、班員 全員で 黙祷 する時間を 必ず取 って いました。
我々医学生 の勉学 のた めに献体し てくだ さっ た方のおか げで、 この ように実習
ができて学ぶことが出来ているのだと感じていました。
解剖実習 のおか げで 、教科書や 参考書 など ではわかり づらい 人体 の組織や構
造が鮮明に 理解す るこ とが出来た と思い ます 。教科書通 りのも ので ないものも
たくさんあって様々な新しい発見を得ることができたと思います。
そして、人体について深く知るにつれて、医学への熱意がより高まったととも
に、将来医療人として、多くの人々の命を預かるとても責任感が強くなければい
けないと改めて実感することが出来ました。そのためには、今後医学に対して真
摯に向き合 い学習 して いく姿勢が 大切で ある と思いまし た。こ の経 験を忘れず
将来、自分が多くの人々に恩返しできるよう日々励んでいこうと思いました。
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医学教育 の為に 献体 してくださ った方 々と そのご遺族 の皆様 に厚 く御礼申し
上げます。
今回の解 剖実習 を通 して私は、 医療に 従事 する上で忘 れては なら ないことを
経験させて頂きました。実習開始前には、知識や技能が圧倒的に足りない自分が、
献体してく ださっ た方 々の御厚意 に応え られ るのだろう かと不 安に 思っていま
した。そんな不安の中実習が始まってみると、それはとても興味深い体験の連続
でした。実際の人体構造を目の当たりにすることで、その精緻さ、複雑さを現実
のものとして学び、医学の奥深さ、面白さを垣間見ることが出来ました。と同時
に、自分の 中で最 善の 準備をして も理解 が追 いつかない という 悔し さも感じま
した。医療従事者を目指すにあたって私は、今回の実習で感じた不安、面白さ、
そして悔し さを決 して 忘れてはな らない と感 じています 。今回 の実 習の経験を
胸に刻み込み、これからの勉学に励みたいと思います。
最後に、改めて、献体してくださった方々とその御遺族の皆様、並びにこの困
難の中私達 の実習 のた めに尽力し てくだ さっ た先生方や 教務な どの 大学関係者
の皆様、更には共に実習を進めた仲間達に感謝申し上げます。本当に有難うござ
いました。
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解剖学実 習によ り、我 々ははじ めて医 療者と しての人 間の見 方に触 れること
ができたように思う。はじめ我々は解剖学という学問を講義により学び、習得す
る。これは、例えば小学生が昆虫採集に没頭することに似ている。その根底にあ
るのは人体 の構造 や関 連する医学 に対す る学 問的興味な のであ る。 そして初め
てご遺体と 向かい 合う とき、我々 はよう やく 自分たちの 学んで いる 内容の対象
を真に知ることができる。我々が人生をかけて向かい合っていくのは、教科書の
図でも解剖学の試験の点数でもなく、一つの命、一つの人生を背負った一人一人
の人間である。その責任の大きさを受け止めながら使命と向き合うことこそが、
学生とも知識人とも異なる医師という職業の在り方なのではないか。
献体して くださ った方 々は、我 々にと っては 医療者と して初 めて向 かい合っ
た「人間」でした。ご遺体を解剖した経験の貴重さは言うまでもありませんが、
実際に行っ てみた 今で は自分自身 の人生 の在 り方を考え させて いた だいたとい
う意味で想像以上に意義のあった経験でした。今一度、ご献体いただいた方とそ
の遺族の方 々にお 礼の 言葉を述べ させて いた だきます。 ありが とう ございまし
た。
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まず献体 してく ださっ た方々， ならび にご遺 族の方々 に心よ り感謝 申し上げ
ます。また 新型コ ロナ ウイルス感 染症の 対応 に尽力され ている 中で この解剖実
習の調整を最後まで行ってくださった先生方にも重ねて感謝申し上げます。
解剖実習 の目的 は正常 な人体構 造を学 ぶこと にあった 。しか しなが ら，その
「正常」というものが教科書に乗っている知識やご遺体の間でも大きく異なるこ
とがあった。これは教科書といった既存の知識が常に正しいと決めつけず，場面
や人に臨機 応変に 対応 していく姿 勢を持 つこ と，常に自 分の頭 で考 えることが
必要であることを示唆するものであったと感じた。
ここで私は昨今の医療において叫ばれている「個別化医療」という言葉につい
て考えた。自分はこの言葉は一人歩きをしていて，実際の現場に落とし込めてい
るとは感じていない。教科書の事実を鵜呑みにせず，自分の目で確認する必要が
あった解剖 実習と 同様 に，今後の 医療が 向か うべき方向 性は机 上の みで語られ
るものではなく，現場に赴き，そこで社会実装できてはじめて達成されるものだ
と思う。
自分がこの ような 変革 を行えるよ うな人 間に なるべく， これか らも 仲間と切磋
琢磨し，精進していきたいと思う。
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まずは、ご献体いただいた方とご遺族の皆様に深く御礼申し上げます。
私たちは座学の講義を受けた後、更に予習をしてから実習を行います。座学・
予習では教科書等の図や写真を見ながら、神経・血管・筋肉などの位置や構造を
何度も確認します。このような準備のうえで実習に臨むのですが、ご遺体では神
経・血管な どの重 要な 構造物が想 像を遥 かに 超える緻密 さを持 って 体内にある
ことを実見 しまし た。 特に身体の 機能を 維持 する大切な 構造物 の近 接性や教科
書との違いを目の当たりにして、将来、医療行為を行う際に寸分の間違いも許さ
れないこと 、診療 や手 術において 考慮し なけ ればならな いこと の多 さを身に染
みて感じるとともに、良い医師となるためには、医学生としても、また医師とな
った後も不断の努力が必要であることを痛感いたしました。
ご献体いた だいた 方と ご遺族の皆 様のご 厚意 に応えるた め私に でき ることは、
ご遺体から の学び を活 かして精進 を続け 、良 い医療人と なるこ とだ と信じてお
ります。また、この解剖実習は将来にわたり、医療行為の重大さや責任を意識す
る礎になる と思い ます 。このよう な貴重 な機 会を提供い ただい た皆 様に重ねて
感謝申し上げます。

55

解剖実習を終えて

初めに私 たち学 生のた めに献体 をして くださ った方々 、及び ご遺族 の皆様に
心より感謝申し上げます。
私は医学 部に入 学して から解剖 実習を する前 までは教 科書で 人体の 構造や機
能に関して色々と学んできました。しかし、それはあくまで机上の勉強であり実
際にご遺体 を解剖 をす ることとは 大きな 隔た りがありま した。 教科 書は良くも
悪くも学生 が見や すい ような図や 写真を 載せ ており理解 するの は容 易ですが現
実とのギャップがあります。ご遺体を解剖することにより、教科書では単純だと
思っていた 構造が 実際 はより複雑 なもの であ ったり、そ もそも 教科 書とは違っ
た構造であ る部分 も少 なくはなか ったで す。 このように 教科書 では 学べない多
くのことを解剖実習では学ぶことができました。また知識の面だけではなく、人
を扱う医師 という 職業 の責任の重 さに関 して も改めて認 識する こと ができまし
た。
将来医師 になる 私にと って大変 貴重な 経験と なりまし た。こ の経験 を無駄に
しないよう、これからも勉学に励み立派な医師になります。
最後に、医学教育のために献体をしてくださった方に重ねて感謝いたします。
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私たちの 解剖実 習のた めに献体 してく ださっ た方とそ のご遺 族の方 々、ご尽
力いただきました関係者のみなさま、先生方、共に学びをすすめた仲間たちに心
から感謝を申し上げます。
私は当初、解剖実習に対し不安や緊張が大きく、実習を行えるかどうか心配し
ておりました。しかし、実習初日に実際にご遺体を見たとき、改めて命の重みを
感じ、医学の進歩のため、ご遺体を提供してくださった方々に感謝の念がこみ上
げてきました。解剖実習を通して、人体の正常な構造を知るのみならず、自分が
今医学を学 べてい るこ とはいろい ろな人 の協 力のもので 成り立 って いるのだな
と感じ、医学生としての第一歩を歩みました。
今年度は新型コロナウイルスの影響で、医療に大きく注目された年でした。将
来、多くの人に感謝される医師になるために、今回の実習は非常に実りあるもの
になったと思っております。改めて、このような機会を私達に与えて下さった、
献体をして くださ った 方やご遺族 の方々 に、 深い感謝を 申し上 げて この文を締
めさせていただきます。
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まず初めに、献体してくださった方とそのご遺族の方々に、心より感謝申し上
げます。並びに、実習を通してご指導をしてくださった先生方に深く感謝致しま
す。例年とは異なり、特殊な情勢の中で行われた解剖学実習は、我々を医療人と
しての覚悟をより一層堅めたに違いないと思います。
実習初日に、献体してくださった方に黙祷を捧げ、初めてご対面した時のこと
を、私は一生忘れないと思います。頭では医学とは人を対象にする学問と理解し
ていても、こんなに現実に感じたことはなかったからです。教科書で勉強をして
も、図を見て理解しても、実際実習になると、想像以上の複雑さでした。医学の
対象は人、だから医者はミスをしてはいけないと、その責任の重さを痛感しまし
た。
この三ヶ月 の実習 を通 して、二度 と得ら れな い貴重な経 験をさ せて いただけた
ことに、重ねて感謝を申し上げると共に、この気持ちを一生忘れることなく、責
任ある医師になるための礎として、この経験を活かしていきたいと存じます。今
後とも、より一層勉学に励み、社会に患者の方々に頼られる医師を目指していき
たいと思います。
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解剖実習を通して得たもの

私は、この解剖実習を通して、
「知識」と「自覚」という大きな２つのものを
得ることが出来ました。
まず「知識」についてですが、座学として解剖を学ぶだけでは実感が今ひとつ
得られず理解も大変に浅いものになってしまいます。百聞は一見に如かず、とい
うことわざの通り、実物を見て初めて得られた理解や発見がたくさんあり、大変
勉強になりました。
次に「自覚」についてですが、私たちが実際に医学を学び始めたのはつい最近
のことで、 それま では 医学部に入 ったも のの 教養部で医 学とは 縁の 浅い人文科
目などの教 養の勉 強を してきまし た。も ちろ ん医師を目 指して 入学 してきまし
たし、頭では分かっていましたが、今ひとつ実感も湧かずにいました。しかしい
ざ、ご遺体と対面した時に、全身に今までに経験したことのない種類の緊張が走
り、「人」を診ることの何たるかを強く自覚しました。
この経験は、私に様々なことを学ばせ、気づきを与えてくれました。これから
の学びにも 必ず活 きて くるものと 思いま す。 このような 恵まれ た教 育を受けら
れる喜び、感謝を胸に、日々精進してまいる所存です。
最後に、献体して頂いた方とそのご遺族の皆様に、厚く御礼申し上げます。
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解剖実習を終えて

僕はこの解剖学実習で何にも代えがたい経験をすることができました。
まず、人間の体の複雑さを再認識しました。当然ですが、講義で教わった人体
の構造はとても複雑で構造物が多いので、覚えるにはとても時間を要します。で
すので、その日に解剖する範囲だけでも復習して、再度頭に入れて解剖に臨みま
したが、構造物は教科書通りの場所にないことも多く、教科書ほどはっきり見分
けることができませんでした。そして、自分がいかに未熟なのか、勉強が足りて
いないのかいうことを改めて実感しました。
また、こ の解剖 学実 習を通して 人の命 を預 かる医師の 重みと いう ものを感じ
ました。一年生の頃はカエルやラットの解剖を行いましたが、生物学の授業とし
て行っている感覚しかありませんでした。解剖学実習では、僕たち医学生の教育
のために献 体して くだ さった方が いて、 その 決断を認め てくだ さっ たご遺族の
方々がいて、医師になるということの重みを新た得て感じることができました。
最後に、献体してくださった方々、そのご遺族の方々、本当にありがとうござ
いました。この貴重な経験、重みを胸に刻んで、立派な医師になるために努力を
重ねていきます。
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解剖実習を終えて

献体をしてくださった方、そのご遺族の方々に感謝の気持ちを述べたいです。
非常に貴重な経験をさせて頂き、本当に感謝しています。
解剖をす る前は 、教科 書や模型 で見る 体のイ メージは あった ものの 自分の中
でしっかり とイメ ージ が湧いてい ません でし た。実際に 目にす る臓 器や骨や筋
肉は教科書で見たものとはまるで違っていて、大変興味深かったです。教科書と
の共通点は あるも のの 相違点も多 くあり 、人 それぞれ本 当に様 々な のだと強く
感じました 。血管 の走 行や筋肉の 発達具 合と いった特徴 からは どう してもその
方の生活に思いを巡らせてしまわずにはいられませんでした。
まだまだ 未熟な 私達に このよう な機会 を与え てくださ ったこ とに心 より感謝
しています。この実習は大変自分の中で大きな学びとなったので、今後の学習に
もしっかり といか して いこうと思 います 。多 くの人に支 えられ なが ら学生生活
を送ってい るとい うこ とを改めて 実感し 、医 師となって からは それ を少しでも
周りの人々に還元していきたいと思います。
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人体解剖学実習を通じて思ったこと

今回の人体解剖学実習を通じて思ったことは実習の前に予習をした医学書の
通りに実際の人体に器官があるとは限らないということです。この「人によっ
て個人差があるということ」から考えたことは、これからの学習の際にただ医
学書に書いてあることを頭に入れていくだけでは不十分であることです。本の
内容に疑問を持ち先生方の協力も仰ぎながらより実践的な学習をしていきたい
と思います。
今回の人体解剖学は医学部に入ってから教養部として一年生を過ごし、医学
に触れてこなかった自分たちにとって初めての本格的な医学に触れる機会でし
た。これを通じてこれまで一般的な高校生、大学生であった自分が医学部に入
っているという自覚を持つことができ、医学生としての気持ちを確立できたと
思います。このような機会をいただけたことに献体をしてくださった方をはじ
め、遺族の方、教員や大学の方々、同級生には感謝の気持ちしかありません。
この経験はこれからの自分の人生において非常に大きな転換点となると思いま
す。この実習を生かせるようこれからも精進していきたいと思います。
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まずは私 たちの 解剖実 習のため に献体 をして くださっ た方々 、ご遺 族の方々
本当にありがとうございます。
私たちは 医学部 で身体 の構造に ついて 学んで います。 講義で はイラ ストや図
などを用い て説明 して くださるの ですが 、や はりイラス トでは 空間 的な位置関
係などがわかりにくく、理解が不十分なこともありました。実際に自分で解剖す
ることで、複雑な神経の分岐などを自分の目で確認することができ、理解がとて
も深まりました。
はじめは 上手く できる のか不安 でした が、写 真やイラ ストで しか見 たことの
なかった構造や、形態の若干の違いなどを見つけるたびに、学べる喜びと実際に
ご遺体を解剖させていただける感謝の気持ちを感じました。
将来医師と して活 動す るにあたっ て様々 な方 の命を預か ること にな りますが、
この解剖実 習の時 に感 じた責任感 や献体 して くださった 方に対 する 尊敬の気持
ちを忘れないようにしたいです。この実習を通して、医学生であるという自覚を
持つことができました。
最後に、献体してくださった方々、そのご遺族の方々に改めて御礼申し上げて
結びの言葉とさせていただきます。
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解剖実習を終えて

まずはじめに、献体してくださった方、そしてそのご遺族の皆様に、深く感謝
させて頂きたいと思います。
医者にな ること を志す 医学生と して、 実際に 実習を行 えたこ とは非 常に大き
なことであり、学べたこともとても多かったと心から思っています。もちろん実
習を行なっている期間もそうでしたし、終わった今、医学の勉強をしていても、
教科書で見 るもの より はるかに多 くのも のを 理解できま した。 特に 教科書で見
てもイメー ジがわ から ないところ を実際 に見 れたことで 、正確 に理 解できたこ
とは、今後の勉強でも、医師として働くときも、絶対に役に立ってくると思いま
すし、そのために努力していきたいと思います。
それに加えて、今のタイミングで実習を行えたことは、医師となるという自覚
を改めて強 くする こと ができまし た。一 般的 には行わな いこと を行 うというこ
とで、やはりきちんとした覚悟や認識が必要だと、身をもって感じることができ
ました。
最後にそ のよう な経験 を積むこ とがで きたの は、献体 に協力 してく ださった
方々のおかげです。本当にありがとうございました。御恩を忘れずに、この経験
をきちんと生かしていきたいと思います。
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バーチャルな貢献の源泉

医学が興 って以 来、か かりやす い病気 も治療 法も教材 もすべ てが変 化してき
たが、遺体 を解剖 して 自分の目で 観察す る行 為はどの時 代にも 変わ らず行われ
てきたもので、今後もそれを代替する教育法はないのだろう。それを経験させて
いただき、数々の解剖研究論文の一端を垣間見れたこと。それはこれまでの無数
の知識に尊 敬の念 を抱 くとともに それを 継承 し発展させ る一翼 を担 う、そのス
タートを切ったことを啓発された心地がした。
今日、医学の発展が滞りなく、発展が優先され望まれる社会の背景には献体し
てくださった方による支えがある。それは物質的なものだけではない。一人の決
断によって 周りの たく さんの人の 行動は 日常 レベルで変 わって いく 。物質的そ
して精神的 な貢献 は自 身の唯一の 自然発 生的 なエナジー となる し、 それは形を
変えて周り の人へ とつ ながるのだ 。実際 に解 剖をした学 生や医 療従 事者はもち
ろん、その 周りの 人に も貢献をう けると それ に報いるた めに違 う形 で貢献は広
がっていく。この度献体をしてくださった方は、亡くなった後も貢献の源泉とな
る尊い決断をしたことに深い感謝を申し上げます。

65

解剖実習を終えて

私たちの 実習の ために 献体して くださ った方 、ならび にご遺 族の方 々に心よ
り御礼申し上げます。
解剖実習は、解剖的知識を学ぶことにとどまらず、実際の人体は教科書通りで
はなく、多様であるのだということを学ぶことができました。医療の現場におい
ても、確実なマニュアルがなく、臨機応変に対応しなければならない場面がいく
つもあると思うので、今後そのことを頭に入れつつ、経験を積んでいきたいと思
います。また、実際に手を動かして観察し、視覚的に人体の構造を捉えることで、
深い理解に 繋がっ たと 思います。 このよ うな 実習の機会 が得ら れた のは非常に
恵まれていることだと改めて実感致しました。
新型コロ ナウイ ルス感 染症の流 行によ る危機 的状況に おいて 、ワク チンや薬
がなく、困 難な状 況の 中働いて下 さって いる 医療従事者 の方々 の大 変さは想像
を遥かに超えるものであると思います。医師は、単に医学の知識を頭に入れてい
るだけでなく、状況から判断する力、他者と協力する力など、総合力を持つこと
が必要だと思います。今回頂いた貴重な経験を活かし、さらに勉学に励んで参り
たいと思います。
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人体解剖学実習を終えて

昨年の教 養部で の学び を経て、 今年度 からは 専門とな る医学 課程の 学習を行
う一年が始 まりま した 。新型コロ ナウイ ルス 感染症の影 響もあ って 本来予定さ
れていたカリキュラムが大いに変更を強いられ、 zoom
を用いたオンライン講義
が四月から 始まり 、そ してそこで 学び取 った 知識をもと に本解 剖学 実習は六月
～七月という日程で行われることとなりました。
解剖実習 ではま ず最初 にご遺体 の観察 を行い ましたが 、初め て実際 にヒトの
解剖を行う という こと もあって実 習への 不安 を感じた部 分もあ りま した。ただ
回を重ねてい くにつれ て次第に実習 作業を円 滑に行うこと ができる ようになり 、
また解剖の 知識も 蓄え ることもで きて非 常に 有益な時間 を過ご すこ とができま
した。ただ 単に解 剖書 に描かれて いるこ とを 眺めること からで は得 られないも
のが実習を通して身についたと思います。
本実習はご 遺体を 献体 していただ くこと によ って初めて 行うこ とが できます。
献体をしてくださった方、ご遺族の方々には感謝申し上げます。そのことに対す
る感謝の気 持ちを 忘れ ずにこの学 びを今 後の 学習に生か してい きた いと思いま
す。
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人体解剖学実習を終えて

この度、 私達が 人体解 剖学実習 を行う にあた り献体し てくだ さった 方々とそ
のご遺族の方々に深く感謝申し上げます。
私は人体 解剖学 実習を 行う前、 自分に 実習が できるの だろう かと不 安に感じ
ていました。しかし実際にご遺体と対面して、その不安はなくなり、誠意をもっ
て二年生の今 しかでき ない実習に精 一杯取り 組もうという 決意に変 わりました 。
人体解剖学 実習を 通し て、教科書 や講義 だけ では学ぶこ とがで きな い臓器の構
造や神経の 走行の 仕方 などの人体 の複雑 な構 造について 多くの こと を学ばせて
いただきました。人体は非常に精巧にできていると感じると共に、人間は一人一
人全く同じ 構造を 持っ ているわけ ではな く、 人間の命は 非常に 尊い ものだと深
く感じ、医師になるうえでの心構えも学ばせていただきました。
将来社会 に貢献 できる 医師とな り、私 達のた めに献体 してく ださっ た方々の
思いに応えることができるよう、実習での貴重な経験と献体してくださった
方々への感謝の気持ちを忘れず、これから更に一層勉学に励みたいと思います。
本当にありがとうございました。
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解剖実習での変化

六月から 始まっ た解剖 実習は、 自分が 今まで 生きてき た中で あまり 考えてこ
なかったことについて考えるきっかけになりました。最も大きかった変化は、医
学生である という 自覚 を強く持て るよう にな ったことで す。一 年生 の間は教養
課程で、医学に直接的に関連したことは学ばなかったし、二年生になってから医
学の授業を 受けて いる ときも、今 までの 勉強 の延長戦と いう感 じが していまし
た。しかし、実際にご遺体を解剖することで、自分は医学を学んでいるというこ
とを強く意 識でき るよ うになりま した。 人体 がとても繊 細にで きて いることを
実感することができたし、何より、人の命の尊さを実感でき、医者がどういった
心構えで患 者さん と接 するべきな のかと いう ことを考え るきっ かけ になりまし
た。
私はまだ医学を学んでいる途中で、まだわからないことだらけですが、これか
ら患者さん と接す るに あたって、 一人の 医師 として人の 命を守 るた めに行動で
きるよう心掛けていきたいです。最後になりましたが、ご献体してくださった方
には、とても感謝しています。ありがとうございました。
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解剖学実習を終えて

初めて献 体と向 き合っ た際はと ても緊 張しま した。し かし献 体をし て下さっ
た方への感 謝の気 持ち と、将来人 の命と 健康 に向き合う 職業に 就く という責任
感を深く感 じ、解 剖実 習の一回一 回に私 なり に真剣に向 き合う こと ができまし
た。
実習を始 める前 から人 体につい て学び 、人体 の構造に ついて ある程 度分かっ
ている気に なって いま したが、実 習を行 う中 で教科書で 学ぶこ とと それを実際
に観察して 学ぶこ とは 全く違う事 だと気 づき ました。単 なる暗 記し た知識だっ
たものが、将来治療という行為を行う上で必要な経験に変わったと思います。
解剖実習を通じて、将来に活きる大きな学びを得ることができました。私たち
の学びの為 に、そ して 将来の医療 の発展 の為 に献体をし てくだ さっ た方に深く
感謝します 。また より 良い実習が 出来る 様に 支えてくだ さった 先生 方や大学の
方にも感謝しています。今後医学生としてより高度な内容を学び、医師として働
く上でこの 解剖実 習で 学んだこと を忘れ ずに 、自分の中 の礎と して 活かしてい
きたいと思います。
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百聞は一見に如かず

私にとっ て、こ の一連 の解剖学 実習は 自身の 将来につ いて深 く考え させられ
るものでし た。今 まで ご遺体をド ラマや 映画 といったフ ィクシ ョン を通してし
か見たことが無く、当初は向き合うことに抵抗を覚えていました。しかし、実習
が始まって 実際に ご遺 体と対面す ると、 医学 の発展のた め献体 され た方のお覚
悟を感じ、 医学を 修め るという行 為が斯 くも 様々なもの の上に 成り 立っている
のかが思い起こされ、身が強く引き締まる思いでした。
百聞は一 見に如 かずと いう言葉 があり ますが 、この解 剖学実 習ほど この言葉
を実感したことはありません。実習が始まる前に全ての講義を聞き、粗方理解し
た気になっ ていま した が、実習が 始まる と如 何に自分が 天狗だ った かというこ
とを思い知らされました。また同時に、人間の身体を扱うということがどんなに
難しいのか、そのために要求される知識量、学習量がどれだけ大きいかというこ
とを痛感しました。
献体していただいた方々に感謝し、その方々に胸を張れる医師、研究者になれ
るよう精進したいと思います。
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解剖学実習を終えて

解剖実習 という 貴重な 体験をさ せてい ただく うえで、 献体を してく ださった
方と、そのご遺族の方々に深く敬意と感謝を表したいと思います。
自分たち が一年 生の教 養部から 二年生 の医学 部に進級 した時 期は、 新型コロ
ナウイルス 感染症 で社 会での医療 の重要 性が 再確認され たタイ ミン グであり、
同時に医療 の不十 分な 部分が顕著 に表れ たと 思います。 そのよ うな 時期に医学
部生になっ た立場 とし て、より真 摯に医 者に なるために 学べる こと は全て学ぼ
うという心 持ちで 解剖 実習に臨み ました 。初 めてご遺体 の前に 立っ たときは今
までなかった経験に不安や緊張もありました。しかし、ご自分の意志で献体とい
う重い決断をしてくださった方の意思を尊重し、少しでも多くのことを学び、将
来医師として社会に貢献することだと意識するようになりました。
実際に解 剖をし ている と、自分 の手を 動かし 自分の目 で人体 を見る ことは教
科書の文章 や図と はま るで違うと 感じま した 。これから 専門医 学を 学んでいく
将来において とても貴 重でかけがえ のないも のになること を深く実 感しました 。
これからも 今回学 んだ ことを忘れ ず、常 に真 摯に人に向 き合う 医師 を目指して
いきたいです。
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解剖実習を終えて

まずは献体してくださった方、そしてそのご遺族の皆様に御礼申し上げます。
無事に解 剖実習 を終 え、座学だ けでは 学び きれない数 多くの 重要 なことを学
ぶことができました。当たり前のことではあるのですが、すべてが教科書通りで
はないこと、一人一人のご遺体に違いがありながら、すべてが人体として機能し
ていることに、どこか人体の神秘のようなものを感じました。
人体解剖学はこれから医学を学ぶ上で、すべての基本になる分野です。人体が
実際にどう なって いる か深く知る ことが でき たことで、 今後の 学び に大きく結
びついていくと思います。そして自分の不勉強も強く感じました。学び足りない
ことはいく らでも ある こと、これ から貢 献す るためには 今後も 研鑽 していかな
くてはいけ ないこ とを 改めて認識 しまし た。 そしてご遺 体に対 面す ることで一
人一人の患 者さん にこ れから向き 合って いく ということ を強く 認識 することが
できました。
改めてこ のよう な機 会を設けて いただ けて いることに 深く感 謝し たいと思い
ます。本当にありがとうございました。
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解剖実習を終えて

まず、この度の人体解剖学実習において、献体してくださった方とそのご遺族
の方々に心より感謝申し上げます。
実習では本当に様々な貴重な体験をさせて頂くことができました。やはり、い
くら体の構 造につ いて 教科書の図 や写真 をみ ても、ただ それは 受け 身の形で書
いてあることをなぞるにすぎませんでした。しかし、医師になって実際に向き合
うことになるのは生身の人間です。この実習を通して、直接実物を自分の手を動
かし、観察をして、どのような構造になっているのかを理解することができたの
は貴重な時間でした。
また、医療人としての意識も変わりました。今までは単に本をよんで勉強して
いたものを、実物を見ることによって、これから人の命に関わる仕事をしていく
のだとより強く実感しました。それだけでなく、私たちのために献体してくださ
った方々の 思いを 受け 、さらに成 長して 将来 社会に還元 してい こう と気が引き
しまりました。
繰り返し になり ます が、このよ うな貴 重な 体験をする ことが でき たのは献体
してくださった方のおかげです。本当にありがとうございました。今後この体験
を活かして医師を目指して日々励みたいです。
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解剖学実習を終えて

はじめに献体をしてくださった方並びにご遺族の方へ御礼を申し上げます。
今回の解 剖学実 習を 行うことで 座学だ けで は学べない ことを 学ぶ ことができ
ました。教科書や資料にも図や絵が載っており、どこに何があり、どのような構
造になって いるの かを 学ぶことが できま すが 、実習を通 じてそ れら の知識をよ
り深く身に 付ける こと ができまし た。さ らに 実際の人体 の構造 は教 科書通りで
は無く、ひとそれぞれ異なるということも強く感じました。
そして何 十年と 生き てこられた 方のご 遺体 を実際に解 剖する こと を通して、
今までは漠然としか感じていなかった、医学生・医師として他の方の命に関わる
ということ を強く 実感 致しました 。それ と同 時に医療が 多くの 方の ご協力のも
とに成り立 ってき たも のであると 改めて 感じ ました。こ のこと を忘 れずに医療
に携わる者としてこれからも精進して参りたいと思います。
最後にな りまし たが 、献体して くださ った 方に追悼の 意と共 に感 謝の意を込
めて結びの言葉とさせて頂きます。本当にありがとうございました。
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解剖で得た生命の重さと医学的経験

この度、 新型コ ロナ ウイルス感 染症の 影響 下で解剖学 実習を 行え るのか少し
不安でしたが、無事実習を行うことができ、貴重で得がたい経験ができました。
解剖学実習を始める前、人体を解剖をして、一体何か得ることがあるのだろう
か、教科書と同じ内容を確認するだけではないのだろうかと思い、解剖学実習の
意義をあまり見いだせていませんでした。
しかし、この実習では今まで経験した様々な実習よりも重く、得ることが多か
ったです。 実際に ご遺 体に触れる ことで 教科 書からは得 られる こと ができない
様々な知識、筋の厚さや長さ位置関係、神経の細かい走行などを知ることができ、
今後の医学の勉強を行う上で大切な知識を得ることができました。また、この実
習を通して、より解剖学の授業の内容がより吸収しやすくなり、大変勉強になり
ました。
ここで得た多くの経験を今後、医師となり、臨床や研究の分野で活かすことが
できる様、これからより一層努力をしていきたいです。
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解剖実習での学び

献体して くださ った 方に心より 感謝を 申し 上げます。 ご遺体 を解 剖すること
を通してたくさんのことを学ぶことができました。
解剖に際して、初めてのことなので不安な気持ちがありましたが、それよりも、
責任を持っ てご遺 体を 解剖しなく てはな らな いという強 い使命 感や 緊張感を感
じていました。そのようなプレッシャーと手際の悪さで、はじめは解剖をすると
いうことに精一杯でした。しかし、だんだん回を重ねるごとに、解剖をすること
で私自身の 知識が 厚み を持ってく るよう な実 感がでてき て、解 剖を 通じてもっ
といろんなことを学びたいという前のめりの姿勢になっていきました。
私たちは 医学生 とし て本当に貴 重な体 験を させていた だきま した 。このよう
な大きな学 びを得 られ たのは献体 に協力 して くださった 方々の おか げであると
いうことを深く心に刻むと共に、この経験を全部活かして、将来医師となりたく
さんの人を笑顔にできるような人になります。

77

人体解剖学実習を終えて

まず初めに、この度我々の学習のために献体してくださった方々、そのご遺族
の方々に心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。
今回、解剖実習を終えたことで、よりこの解剖実習の意義というものを理解す
ることがで きまし た。 教科書や講 義を通 じて 人体の構造 を学ん でい るときだけ
ではどうしても理解しがたいこと、イメージしづらいことの解消ができたり、さ
らに実際に ご遺体 を見 たことによ って得 られ る気付きも ありま した 。我々が学
習を進める 上で欠 かす ことの出来 ない非 常に 貴重な体験 であっ たと 感じていま
す。
解剖実習を通じて、献体してくださった方々の医歯学の発展に対する期待や、
我々が立派な医師・歯科医師になることに対するご協力を痛感いたしました。そ
れらを裏切 らない ため にもこれか らより 一層 一生懸命に 学んで いか ねばならな
いのだとそ の責任 を痛 感いたしま した。 今回 の経験を胸 に頑張 って いきたいと
思います。そして、改めて、献体をしてくださった皆様と関係者の皆様に感謝申
し上げます。ありがとうございました。
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生命の神秘と尊さ

この度は、私たちの医学教育のために、ご協力くださり本当にありがとうござ
いました。献体してくださった方のご厚意に心より感謝するとともに、改めてご
冥福をお祈りします。
私が医学部に入ったのは、小さいころから病弱で、今まで多くの方に助けて頂
いたので、少しでも恩返しができたらなと思ったからですが、今回の解剖実習で
も、様々な人に助けて頂いてることを実感し、改めて医師になることの重要性と
責任を感じました。解剖実習では、座学で無味乾燥に覚えた知識を有機的に結び
付け、確固たるものとすることができました。普段の授業では予習をしているの
の影響で、
ですが、解剖実習では普段にもまして予習していきました。 Covid- 19
実習の実施が危ぶまれていましたが、先生方など多くの方の尽力によって、何事
もなく実りのある実習を終えることができました。この経験をもとに、医師とし
て自信をも って社 会に 貢献できる よう、 これ からも引き 続き勉 学に 励みたいと
思います。本当にありがとうございました。
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人体解剖学実習を終えて

人体解剖 学実習 を通し て、講義 や参考 書を通 して学ん だ知識 を確認 するとと
もに、医師になるという自覚が生まれたと感じています。解剖学実習を通して、
人間の体はひとそれぞれ異なり、個性があるという事を実感しました。教科書や
イラストで は決し て学 ぶことがで きない 体内 部の組織の 位置関 係や 見た目を十
分に学習できたと思います。将来医師になり多くの患者さんと触れるなかで、患
者さんの体 はひと それ ぞれなのだ という こと を身をもっ て実感 する ことができ
ましたし、座学で学んだことを実際のご遺体で確認することができたのは、大変
有意義だったと感じています。
これらの 深い学 びがで きたのは ひとえ に献体 をしてく ださっ た方々 のおかげ
であると思います。我々が将来卓越した医師となり、人々の健康を守っていって
ほしいとい うご遺 族の 方々、献体 してく ださ った方々の ご期待 に応 えるべくこ
れからの学生生活、またその先の人生を送っていく所存であります。最大の恩返
しは大学を 卒業し た後 、医師とし て人々 の健 康的な生活 に貢献 しま た次世代を
育てていくという事だと思います。日々研鑽し、必ずや恩返しをすることをお約
束いたします。本当にありがとうございました。
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解剖実習を終えて

まず献体して下さった方々、遺族の方々に、解剖実習の機会を与えて頂いたこ
とを御礼申し上げます。顔も知らない医者の卵でしかない私たちのため、献体す
ることを決断して下さった皆様には大変感謝しております。
実習開始 当初は 人の体 にメスを 入れ、 組織を 掻き分け ていく ことに 大きな抵
抗がありました。しかし、次第に折角献体していただいたのだから、可能な限り
勉強しようと考えるようになりました。
解剖実習 に先立 って人 体解剖学 の講義 を学習 しました が、実 際の実 習では座
学では得られなかった気づきが多くありました。細かい構造へ目を向けると、教
科書とは異なる部分や、ご遺体間での違いを観察できました。
また実際 に人の 体を解 剖させて いただ いたこ とで、人 体の奥 深さを 感じたと
共に、命とは何なのかについて改めて考えさせられました。医師としての必要な
知識の吸収 に加え て、 医師として 備える べき 倫理観の形 式とい う点 でも大変実
りのある実習でした。
今回の経験を胸に、今後も一層精進していく所存です。本当にありがとうござ
いました。
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人体解剖学実習を終えて

献体体してくださった方、親族の方々、また献体の会の会員の皆様に深く感謝
を申し上げます。ご遺体を解剖する貴重な経験を頂きましたおかげで、医学生と
して多くのことを学びました。
今の時代 では、 教科 書だけでな く電子 アプ リなどの様 々な方 法で 人体の構造
について学ぶことができます。しかし実際のご遺体を解剖してみて、教科書など
で見るのと 実際の ご遺 体を見るの とでは まる で違うこと を実感 しま した。体の
各構造の外見や位置、他構造との関係性などを自分の目で確認することで、座学
で学んだことの理解が深まりました。人の体は二つとして同じものはなく、また
教科書通り の構造 をし ているもの は存在 しな いのだとい うこと を強 く感じまし
た。
ご遺体を解剖する時には常に、ご遺族の方々の存在が思い出されました。この
実習から多 くを学 べる ようにとこ のよう な機 会を与えて くださ った こと、改め
て感謝を申し上げます。この感謝の意を忘れずに、これから先も熱心に学習し、
立派な医師になりたいと思います。
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解剖学実習を終えて

まずは献 体して くだ さった方と そのご 遺族 の方々に感 謝の言 葉を 述べさせて
いただきます。私が所属する班で担当させていただいた方は、教科書では見られ
ないような さまざ まな 構造も複数 みられ たこ ともあり、 とても 興味 深く解剖を

の流行もあり人体解剖学の講義と人体解剖学実習の間に
COVID- 19

進めることができました。
今年は
時間が空い てしま い、 講義の内容 を踏ま えた 正確な解剖 が行え るか どうか不安
でしたが、 むしろ 逆に 解剖を行っ ている うち に講義の内 容を思 い出 すことが多
く、解剖実習の重要性を再認識することができました。解剖実習を経験して、私
は少しです が精神 的成 長をするこ とがで き、 ひとのから だの見 方が 変わったこ
とを実感しました。
最後に、 献体し てく ださった方 とその ご遺 族の方々に もう一 度感 謝を述べさ
せていただきます。ありがとうございました。
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解剖学実習を終えて

まず解剖 学実習 を終え て私が抱 いた感 情とし ては、ご 献体を してく ださった
方、そしてそのご遺族への感謝、そして数か月間かけて目の前のご献体と向き合
うことができたことに対する達成感です。
元々器用 でない 私は、 解剖学実 習が始 まった ころは複 雑な構 造を解 剖する際
は混乱し、特に時間がかかっていました。それでも自分が予習してきたことに自
信を持ち、自分が満足のいく剖出を目指し、達成してきました。結果的に各々の
臓器や組織や器官の名前に留まらない、空間的な、かつ包括的な人体の構造の理
解ができた ように 思い ます。解剖 学実習 によ って人体の 細部か ら細 部までの連
続性が理解 でき、 講義 だけでは得 ること ので きない深い 学びを 得る ことができ
ました。
このこと は献体 してく ださった 方のお 気持ち 、そして そのご 意思を 尊重して
いただいたご 遺族の方 たちのご理解 なしには 実現しえなか ったよう に思います 。
改めて深い感謝を述べ、結びの言葉とさせていただきます。
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初心忘れるべからず

この度の解剖学実習は、正直、医学部を志望し始めた頃からずっと待ち焦がれ
ていた。外科医を目指している身として、ご遺体を通じて、人間の体の神秘を学
べる機会など、夢のようなものであった。長年積み重なったこのような思いもあ
り、解剖実習の日々は毎日が緊張感と新しい発見に対する興奮で一杯であった。
そして何よ りも、 この ようにご遺 体から 直接 解剖学を学 ばせて いた だけるとい
うのがいかに貴重な経験で、自分が医学生としていかに恵まれているかにも
日々気づか された 。人 の命を直接 扱う医 師と いう職につ くとい う重 みを改めて
感じた。
毎回の実習のあとに、個人用に記したノートがある。そこには、ご遺体を解剖
するにあたって学ぶことができた、教科書には書かれていない新発見や、その日
の経験を通じて深まった、医学に対する思いなどが記されている。将来、無事外
科医になったとき、このノートを見返して、私がこうやって医学を通じて働ける
のもご献体 してく ださ ったこのよ うな人 々が 基盤を形成 するの を助 けてくれた
ことをきちんと思い返し、初心を忘れずに邁進したい。
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解剖学実習を終えて

今年度は、 COVID- 19
の影響で実習の日程が不透明になった時期もありまし
た。そのため、実際にご遺体を解剖させて頂くということの貴重さを、一層強く
感じました。どんなにわかりやすい講義を受けたり、教科書などを使って自己学
習したりし ても、 実際 に自分の目 で見て 手を 動かして学 んだこ とに は敵いませ
ん。実際に、医師である私の親も、学生時代の解剖実習での経験は今でも鮮明に
覚えている と言っ てい ました。今 回の解 剖学 実習で得た 貴重な 経験 を無駄にし
ないよう、今後の学習に活かしていきたいと思います。
それと同時に、これまでは講義での学習がメインでしたが、解剖学実習で本物
のご遺体を解剖することになって、医学生としての自覚、将来医師になるという
ことの重みを、肌で感じることができたように思います。
最後になってしまいましたが、このような貴重な学習の機会を与えてくれた、
献体して下さった方々には、心から敬意を表するとともに、感謝申し上げます。
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死とは

ご遺体を解剖する際、常に「死」というものが僕らの頭の中に存在していた。
しかし、それは僕らが今までに経験した身内の死でもなく、まったくの赤の他人
の死でもなく、少しだけ僕らに近い他人の死であった。
「死」とはなんだろうと、僕はそれに頭を悩ませた。

肉体はここにあるじゃないか。
心臓が拍動してるかしていないか、それだけで人の生死を判断していいのか。

よく生死 につい て議論 する際に は、人 は死ん でも誰か の心に 残れば 生き続け
るのだ、という考え方を耳にする。僕らのご献体の方はとても綺麗な肉体を持っ
た方であった。生前はとてもいい人だったのだろうと想像した。それほど整った
肉体であった。そして精神も整った方であったのだろうと容易に想像がついた。
それだけに、ご献体の方の、僕らの解剖学の理解を深めてあげようという思いを、
ひしひしと 胸に受 け止 めながら僕 らはメ スを 持っていた 。この よう な心を忘れ
ずに生涯を医者として全うしたいと思った。
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解剖実習を終えて

献体してくださった方々、そして御遺族の方々に、解剖実習を行わせていただ
きましたこ とを心 より 感謝申し上 げます 。今 年度は新型 コロナ ウイ ルス感染症
の影響で対 面授業 を行 うのが難し い状況 下で 、無事に実 習を行 える よう尽力し
てくださった先生方や教務係の方々にも感謝が絶えません。
人体解剖 実習を 通し て、教科書 を読む だけ では疑問に さえ思 わな かったこと
にも、
「なぜこのような構造なのか」
「なぜこのような特徴を持つのか」という疑
問を持つことが多くなり、答えを模索しながら取り組んでいました。そして、体
をつくる一 つ一つ の要 素や特徴に は意味 があ り、それら が複雑 に影 響しあって
生命を誕生させているのだと実感することができました。裏を返せば、複雑なネ
ットワーク から生 命が 成り立って いるか らこ そ、ごく一 部分の 異常 が体全体に
影響を及ぼ しうる のだ ということ にも納 得が 行きました 。その ため 医師になっ
た暁には、患者さんの身体の一部分のみに目を向けるのではなく、身体的・精神
的健康状態を総合的に診られるようになりたいと感じました。
この経験を通して培った視点を今後に活かし、努力していくことを誓います。
本当にありがとうございました。
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覚悟と自覚

医師とい うのは 人の命 を預かる 仕事で ある、 という言 葉は様 々なと ころで耳
にします。責任の重い職であるからこそ、覚悟と自覚を持って日々を過ごさなけ
ればならな いと大 学入 学以前から 日々感 じて いました。 幼い頃 から 医師を志し
ていたこと もあり 、人 一倍の覚悟 と自覚 を持 ち合わせて いるこ とを 自負してい
ました。
しかし、この自負は虚構なものに過ぎないという事実を突きつけられました。
ご遺体と対面した時、献体してくださった方の思い、命を預かるということはど
ういう事な のか、 そし て自分には 覚悟も 自覚 もまだまだ 足りな いの だというこ
とを痛感させられました。
解剖学実習を通じ、命を預かる覚悟とはなんなのか、その自覚を有するには自
分にはなに が必要 なの かを考えさ せられ るこ とが数多く ありま した 。なかなか
答えの出る もので はな いのですが 、まだ まだ 覚悟も自覚 もつき きっ てはいない
ということ 、そし て解 剖学実習で の経験 が自 分にとって 大きな 礎に なるのだと
いうことを感じています。
命を預か るのだ という 覚悟と自 覚を持 てるよ うな医師 になる 、とい う誓いを
ここにさせていただいてこの文章を締めくくらせて頂きたいと思います。
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ご遺志を大切にするために

献体をし てくだ さった 方に心か ら感謝 したい 。自分が 献体の 意思を 固める瞬
間を考えただけでも、それはとても大きな決断であることは確かだ。医学の発展
のために、決断をしてくださったことを自分は重く受け止めなければならない。
はじめてご遺体に触れた時は本当に緊張の連続だった。その緊張は、いつおさま
るのか予想がつかなかったが、その次の実習でもまた同じように緊張した。その
緊張感の中で、先生方の存在は絶大だった。人体に関するご指導をいただいたく
とともに、 どのよ うに 解剖実習を 受け止 める のかという 精神的 な面 も支えてく
ださったように感じる。実習中、ご遺体のお顔を拝見し、この方はどんな人生を
歩まれた方 なのか 、も しご存命な ら自分 にど んな言葉を かけら れた だろうかと
考えることもあった。そんな時、今ここで自分がするべきことは何なのかをその
都度問い正してきた。ご遺志を大切に、一つも見落とさないようにつぶさに観察
させていただき、教科書だけでは分からない人体の厚みや内臓の大きさ、骨の色、
全てを学ば せてい ただ こう、それ がご遺 志を 大切にする という こと なのではな
いかと考え、実習に参加させていただいてきた。
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解剖実習を通して得たもの

私たちの 実習の ため に献体をし てくだ さっ た方々、及 びその ご遺 族の皆様に
心からの感謝を申し上げます。
解剖実習 は私た ちに とってとて も有意 義な ものであり ました 。人 体の構造へ
の理解が深 まった こと は言うまで もあり ませ んが、なに よりも 医学 生としての
自覚が強くなりました。実習前の医学の勉強はどこか無機質でありましたが、こ
の実習を通じ、私たちは人を対象とした学問を学んでいることを実感しました。
自分の不勉 強が将 来人 の命を奪っ てしま う、 そしてそれ が想像 より も簡単であ
ることを学びました。この実習は、単なる学問としての医学から人を救うための
医学への転換点だったと思います。
このよう な機会 を得 られたのは 、献体 に協 力してくだ さった 皆様 のおかげで
す。皆様の期待に応えられるように日々努力してまいります。再びになりますが、
献体をして くださ った 方々、及び そのご 遺族 の皆様に心 からの 感謝 を申し上げ
ます。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

今回の大 変貴重 な経 験を与えて 下さっ た、 献体してく ださっ た方 とそのご遺
族に感謝します。解剖実習がはじまる前は、自分に解剖が上手くできるのかとい
う不安があ ったり 、ソ フトで描か れた模 式図 や模型を用 いるこ とで も必要なこ
とは学べる のでは ない かという気 持ちが あっ たりと、あ まり前 向き ではなかっ
たです。
しかしな がら、 二か 月に及ぶ解 剖実習 を終 えたことで その気 持ち と考えは変
わりました。実際に筋肉を見たり、血管や神経を自ら探したりすることによって
より深く記憶に残すことができました。また、解剖を行ってみると模式図の通り
になってい る部分 は想 像以上に少 なく様 々な 苦労を経験 するこ とと なりました
が、その苦労も医師となる上で必要なのだとわかってくるなど、自覚が芽生えま
した。
このよう な貴重 な経 験は、献体 してく ださ った方とそ のご遺 族の ご協力があ
ったからこ そ得る こと ができたも のです 。献 体をしてく ださっ た方 とそのご遺
族に改めて感謝の意を表します。
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解剖実習を終えて

解剖実習 を通し て、人 の命に関 わる医 師とい う仕事に ついて 改めて 考えまし
た。
実際に観 察した 人体は 想像以上 に複雑 かつ繊 細で、強 い驚き と尊敬 の念を抱
きました。医者は疾患を治療し、患者さんのお役に立つことができる素晴らしい
職業だと思います。しかしその人体の精巧なメカニズムゆえ、誤った治療は悪影
響を及ぼし、最悪の場合患者さんの命を奪ってしまう可能性もあります。医者を
志す者として。このことは決して忘れず、常に謙虚な気持ちで、将来患者さんに
とっての最 善の選 択、 行動ができ るよう 学習 に励まなく てはい けな いと強く感
じました。学ばなくてはいけないことが多く、くじけそうになることもあります
が、この決意は弱い自分のことを叱り、励ましてくれることと思います。
このような貴重な機会を下さり、献体してくださった方、そのことに同意して
くださった ご遺族 の方 々には感謝 に堪え ませ ん。今回の 実習で 学ば せていただ
いたことを 胸に、 患者 さんがより 良い生 活を 送るための 手助け がで きるように
なるため、これからも精進してまいります。
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実り多き実習

まずはなにより、この度ご献体してくださった方、そしてその遺族の方々に心
より感謝したいと思います。
解剖実習は私の人生で初めての経験であり、とても緊張しました。今でもご遺
体の前で初 めてメ スを 手に取った 時に手 が震 えていたこ とを覚 えて います。慣
れない手つ きで行 われ る人生初め ての解 剖実 習は困難の 連続で した 。神経一つ
とってもこれがなんなのか非常に悩んだものです。しかし、それ以上に、今回の
実習を通して私は多くのことを学びました。解剖学に関することはもちろん、班
の仲間と疑 問点を 議論 しあい、よ り理解 を深 めあった実 習はと ても 実りのある
経験となりました。頭を痛めながら剖出した神経も今ではいい思い出です。そし
て、私の医学部での学びは多くの方に支えられて初めて成り立っているのだと、
まざまざと感じました。質問に真摯に答えてくださった先生はもちろん、ご献体
してくださった方、そのご遺族の方々に改めて感謝の意を表したいと思います。
本当にありがとうございました。
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解剖学実習を終えて

まずは、ご献体をしてくださった方、ご遺族の皆様、我々の医学教育の為に大
変貴重な機会を下さったことに感謝申し上げます。
本年度の解剖学実習は新型コロナウイルス感染症の影響で、開始が遅れ、感染
防止策を講 じた中 での 実施となり ました 。実 習の為にご 尽力い ただ いた関係者
の皆様に重ねて感謝申し上げます。
解剖学の授業では、人体の構造について学び、臨床医学を学ぶ上で土台となる
知識を培います。人間のからだについて理解することは、卒後、医師として患者
さんに良い 医療を 提供 するために 必要不 可欠 であること を、こ の実 習を通して
強く感じました。それは、人の構造を自分の目で見て手で感じることが出来た、
ということだけではなく、ご遺体を解剖させていただく中で、命や生きているこ
との重みを感じることができたからです。
今後の医学部五年間では、良い医療を提供できる医師になるべく、医学の知識
を学んで参ります。この実習を通して、医師となる道のりの第一歩を歩ませてい
ただいたことに感謝致します。今後、患者さんとの関わり合いや周りの方からの
ご支援があると思いますが、この第一歩を忘れず、医師として社会へ貢献できる
よう精進致します。
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解剖実習を通して実感した医学の道

私は今回の解剖実習を通して医学の道に進むことがどのようなことなのかと
いうことを深く勉強することができました。実は解剖実習の当初は実習をする
意義をしっかりと認識できていませんでした。というのも、教科書で解剖の絵
は分かりやすく載っており、さらに立体的に人体の構造を表示してくれる教材
もあるので、それらを用いても解剖を勉強することができるからです。
しかし、実際に遺体を解剖すると、解剖実習の意義が私なりに分かりまし
た。それはただ解剖を勉強するためだけではなく、これまでの医学の発展を身
に染みて感じるためではないかと思ったのです。実際の身体は教科書に載って
いるような色分けされた分かりやすいものではなく、とても複雑に入り組んで
いていました。そのような細かい神経やリンパや筋肉を剖出し、機能や構造を
研究することにどれだけの人が関わっているかを考えると鳥肌が立つほどで
す。
このように医学は未知なことに対して力強く研究していくことで見えてくる
のだと改めて認識しました。そして、このことは献体してくださった方とその
御遺族の意志と近いものでもあると考えます。私も医学の道を進む身として、
しっかり勉強して、分からないことにも挑戦していきたいと思います。
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人体解剖学実習を終えて

まず最初 に、献 体にな ってくだ さった 方とご 遺族の方 々に感 謝を申 し上げた
いと思いま す。普 段か ら講義や自 習によ って 人体の構造 を学ぶ 機会 はありまし
たが、実際の人体に触れて解剖を進めていき、自分の目で実際の人体の構造を観
察することで、より理解を深めることができました。さらに、教科書に載ってい
ることと実 際の人 体で 構造に差異 がある こと もあり、新 鮮で有 意義 な学習をす
ることができました。
また、解剖する前は、自分たちが人体を解剖することに対する不安や緊張が大
きかったのですが、実際にメスを持って人体を解剖したことによって、これから
命と向き合 ってい くこ とをより強 く実感 し、 医療従事者 になる 責任 の重みを痛
感するとと もに、 人の 病気を治療 する者 とし ての自覚を 改めて 得る ことができ
ました。
これから もこの 解剖の 体験を生 かして さらに 学習に励 んでい き、よ りよい医
療従事者に なるこ とが できるよう に努力 を重 ねていきた いと思 いま す。最後に
なりますが 、献体 して くださった 方とご 遺族 の方にもう 一度感 謝を 申し上げた
いと思います。本当にありがとうございました。
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解剖実習を行わせていだいて

この度は故人、御遺族、献体の会の会員の方々のご協力のもとで無事に解剖実
習を終えることができて大変ありがたく思います。
本年度は 新型コ ロナウ イルス感 染症の 影響で 全てのカ リキュ ラムが 例年とは
違う中で行われた解剖実習でした。感染予防のため学年を二グループに分け、毎
朝体温を報 告して 、実 習中もゴー グルや マス クを必ず着 用する 形で 実習が行わ
れました。このような状況ではありましたが、大学の先生方の御尽力もあり例年
以上に得るものの多い解剖実習とすることができたと思います。
この度の 実習で は人体 の構造な ど医師 として 必要な知 識の他 にも、 これから
の将来を医 師とし て歩 んでいく者 として の心 構えも学ぶ ことが でき たと思いま
す。
医学部は様 々な学 部が ある中でも 特に多 くの 人からの協 力がな けれ ば成立させ
ることので きない 学部 であり、医 学の道 を志 した者とし てこれ から 背負うこと
になるであ ろう責 任や 義務を少し だけか も知 れませんが 認識す るこ とができま
した。今回 の実習 で学 ばせていた だいた こと を生涯忘れ ること なく 医師として
邁進していきたいと思います。
最後に、改めて御遺族、献体の会の会員の方達へ感謝を述べさせて頂きたいと
思います。
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生涯の宝

正直、この解剖学実習までは、己に医学生としての自覚は非常に希薄でした。
医学生であることを自負しつつも、心のどこかでまだ自覚が甘く、それが行動に
も表れていたことが多々あったように思います。
そんななかで、ご遺体を解剖させていただく機会を得たわけですが、その衝撃
は想像の遥か上をいくものでした。端的に言えば、命を預かっていくんだな、と
いう自覚が強く芽生えました。
実習の中で、もちろん医学的なことも多く学ぶことができ、その点でも実りは
絶大なもの だった ので すが、それ 以上に 自分 の心が大き く揺り 動か されること
を強く感じる日々でした。
実際に生 身の体 に触れ て、解剖 させて いただ くという ことは 本当に 貴重であ
り、また、献体してくださった方、ならびにその遺族の思いがなければ為せない
ことでした。実習の中でそれを強く感じる場面が多く、本当に感謝の気持ちが尽
きません。
この経験 は生涯 忘れな いものに なると 思いま す。なに よりも 心の大 きな成長
を果たせたこと、その機会を与えてくださった皆様に心より感謝いたします。そ
してこの経験を背負って、より精進し学んでいこうと強く決意いたしました。
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解剖実習を終えて

初めに献 体して くださ った方と ご遺族 の方々 に感謝の 気持ち を述べ たいと思
います。本当にありがとうございました。
解剖実習が始まる前は複雑な気持ちでした。自分の目で見て解剖し、人体構造
がさらに深 く理解 でき るようにな ること を非 常に楽しみ にして いま したが、一
方で実際にご生存なさっていた方を解剖することはとても不安でした。しかし、
解剖実習を 徐々に 進め ていく中で 、講義 だけ ではわかり づらい 内容 の理解を深
めることが でき、 単語 カードでな かなか 頭に 残らなかっ た部位 の名 称も実習で
の解剖・観察を通してすぐに覚えることができました。教科書や講義では学びき
れない人体構造の様々なパターンも理解でき、非常に勉強になりました。また、
解剖実習で 人体に 触れ ることによ り、自 分が 今勉強して いるの は将 来人の命を
預かり、その人に自分の務めを果たすための学問なのだと強く実感できました。
最後にこ の解剖 実習で 学んだ知 識を、 将来一 人前の医 者とし て患者 さんを治
療するとき に十分 に活 用し、力の 限り多 くの 患者さんに 最善の 医療 を提供でき
るように頑張りたいと思っております。このような機会を私達に与えて下さり、
本当にありがとうございました。
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解剖実習を終えて

この度解剖実習を終えて、振り返ってみると、とても充実したものでありまし
た。最初は新型コロナウイルスの影響により、この度の解剖実習がどのように進
むのか、また今年中にできるのか不安でありましたが、結果的に解剖実習を行う
ことができ、とてもうれしく思っております。
百聞は一見に如かずといわれるように、実際にご遺体を解剖することと、授業
のみを聞く ことは 全然 学びの深さ が違い まし た。僕自身 は今回 の解 剖実習によ
って、解剖学というものを深く学ぶことができたと思います。また、解剖実習を
通して、僕の周りもそうだったのですが、将来医師になる医学生としての自覚を
身に着けた 学生が 多々 いるものと 存じま す。 これからは 今回得 た将 来医師にな
るという自 覚を大 事に して、今回 の実習 で学 んだことを しっか りと 学びに生か
していかしていきたいと思います。
最後に、改めて献体をしてくださった方、御遺族、献体の会の会員の方達へ感
謝を述べさせて頂きたいと思います。
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解剖実習を終えて

人体解剖 実習は 医師 を志すにあ たって 、と ても貴重で かけが えの ない経験で
した。実習の前にも解剖学の講義や教科書で人体の構造を学んできましたが、解
剖実習をす ること によ って、座学 では分 かり にくい複雑 で立体 的な 構造につい
てより深く理解することができました。
また、実際にご遺体に触れて実習をすることで、自分が将来医師として人体に
関わってい くとい う実 感と決意を 得るこ とが できました 。この 経験 は医療従事
者としての自信にもつながってくると思います。そのような意味で、解剖実習は
精神的な成長をもたらしてくれるものであったとも思います。
このよう な経験 がで きたのは献 体して くだ さった方と ご遺族 の方 のご協力の
おかげです。本当にありがとうございました。この恩を返すために、医療に大き
く貢献でき るよう に努 めていく使 命があ ると 痛感してい ます。 これ からも感謝
を忘れずに、解剖実習で得た学びを生かして、より一層医学の勉強に励んでいき
たいと思います。
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