
 無断転載禁止 

令和３年１０月１５日 

 

 

 
（報道概要） 
 
日時 令和 3年 10月 22日（金）14:00～ 

場所 徳島大学藤井節郎記念医科学センター（１階）（蔵本キャンパス） 

 

次第 

一、 開式の辞 

一、 黙祷 

一、 遺骨返還・感謝状贈呈 

一、 医学部長挨拶 

一、 医学部・歯学部解剖学教室代表挨拶（馬場教授） 

一、 お礼の挨拶 

  医学部学生代表（医学科三年生） 

  歯学部学生代表（歯学科四年生） 

一、 閉式の辞 

 

 詳細は別紙をご覧ください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 
部局名：医学部 
責任者：蔵本事務部医学部学務課長 宮川 純子 

担当者：医学部学務課専門職員 瀬尾 亜希子 
電話番号：０８８－６３３－９６４９ 
メールアドレ isygakumudgic@tokushima-u.ac.jp 

【令和 3年度 徳島大学御遺骨返還・感謝状贈呈式を開催】  

徳島大学医学部及び歯学部では、学生の解剖学実習に御献体いただ

いた方々の御遺族をお招きして、令和 3 年度徳島大学御遺骨返還・

感謝状贈呈式を執り行います。 



 無断転載禁止 

令和３年１０月１５日 

 

 

 
（報道概要） 
 
日時 令和 3年 10月 22日（金）14:30～（予定） 

場所 徳島大学納骨堂前（蔵本キャンパス） 

 

次第 

一、 開式の辞 

一、 追悼の挨拶（歯学部長） 

一、 献花 

一、 閉式の辞 

 

 詳細は別紙をご覧下さい。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 
部局名：医学部 
責任者：蔵本事務部医学部学務課長 宮川 純子 

担当者：医学部学務課専門職員 瀬尾 亜希子 
電話番号：０８８－６３３－９６４９ 
メールアドレ isygakumudgic@tokushima-u.ac.jp 

【令和 3年度 解剖体納骨式及び追悼式の開催】  

徳島大学医学部及び歯学部では、学生の解剖学実習に御献体いただ

いた方々の御遺族をお招きして、令和 3 年度解剖体納骨式及び追悼

式を執り行います。 

 



令和３年１０月１３日

報道関係者 各位

徳島大学医学部長

赤 池 雅 史[公印省略]

徳島大学歯学部長

馬 場 麻 人［公印省略]

謹啓 時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、本学の医学及び歯学の教育研究に関しまして何かと御支援いただき、厚くお礼

申し上げます。

さて、このたび医学部及び歯学部学生の解剖学実習に御献体いただいた方々の御遺族を

お招きして下記により御遺骨の返還並びに感謝状贈呈式を執り行います。

御承知のこととは思いますが御遺骨は、医学及び歯学の教育研究に貢献する目的で徳島

大学に提供することを約束された人達で構成された徳島大学白菊会の方々の御献体であり

ます。

つきましては、是非とも社会面の一つとして取り上げていただきたく取材の程よろしく

お願い申し上げます。

記

◆令和３年度 御遺骨返還・感謝状贈呈式

日 時：令和３年１０月２２日（金） 午後２時から

場 所：徳島大学藤井節郎記念医科学センター（１階） ［別紙参照］

出席予定者：医学部長、歯学部長、医・歯解剖学教室教員、事務関係者

白菊会役員、医学部学生代表、歯学部学生代表

また、引き続き午後２時３０分頃（贈呈式終了後）から徳島大学解剖体慰霊碑前（別図）

にて解剖体納骨式及び追悼式を執り行いますので併せて取材くださるようお願いいたしま

す。

本件詳細問い合わせ先：徳島大学蔵本事務部医学部学務課（担当：瀬尾）

℡ 088-633-9649



報道関係資料

《令和3年度 徳島大学御遺骨返還・感謝状贈呈式》

開催日：令和3年10月22日（金）午後2時～午後2時30分（予定）

場 所：徳島大学藤井節郎記念医科学センター（１階）

・令和3年度徳島大学御遺骨返還・感謝状贈呈式は、令和元年度及び令和2年度に医学部医

学科・歯学部歯学科において実施された系統解剖解剖体の御遺骨の遺族への返還及び故人

への感謝状（文部科学大臣からの感謝状及び医・歯学部長からの感謝状）贈呈をするもの

です。

・式次第

一、 開式の辞

一、 黙祷

一、 遺骨返還・感謝状贈呈

一、 医学部長挨拶

一、 医学部・歯学部解剖学教室代表挨拶（馬場教授）

一、 お礼の挨拶

医学部学生代表（医学科三年生）

歯学部学生代表（歯学科四年生）

一、 閉式の辞

・出席予定者数

遺 族 30名（17家族）

白菊会役員 3名

教 職 員 20名

学 生 2名

合 計 55名



《令和3年度 解剖体納骨式及び追悼式》

開催日：令和3年10月22日（金）午後2時30分～午後3時（予定）

場 所：徳島大学納骨堂前

・令和3年度解剖体納骨式及び追悼式は、医学並びに歯学の教育・研究のために献体して

下さった故人に対して献花をして追悼し、御遺骨を納骨堂へ納められることを希望する故

人の御遺骨を納骨堂へお納めするものです。

・式次第

一、 開式の辞

一、 追悼の挨拶（歯学部長）

一、 献花

一、 閉式の辞

・出席予定者数

遺 族 30名（17家族）

白菊会役員 3名

教 職 員 20名

学 生 52名

合 計 105名

※令和3年度遺骨返還予定数 48体（男性：31体,女性：17体）

（白菊会会員：48体）

内訳：医学部系統解剖 27体

歯学部系統解剖 11体

臨床解剖 1体

クリニカルアナトミーラボ（CAL） 9体

合計 48体
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