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学祖 高木兼寛生誕170年記念講演会
─小平奈緒選手、結城匡啓教授（コーチ）を招聘─

日 時　2019 年 6 月 4 日（火）17：30～18：40

場 所　2 号館講堂（メイン会場）及び大学 1 号館講堂
　　　 分院（葛飾医療センター、第三病院、柏病院テレビ会議室）

17：30

式次第

開会
• 総合司会（松藤千弥学長）
•小平奈緒選手、結城匡啓教授ご紹介

17：35～17：45 小平奈緒選手 講演

17：45～17：55 結城匡啓教授 講演

18：25～18：30 栗原　敏理事長 謝辞

18：30～18：40 感謝状贈呈、記念品贈呈、記念撮影

18：40 閉会の辞
• 松藤千弥学長

17：55～18：25 座談会
＜司　会＞　高橋則子理事
＜参加者＞　小平奈緒選手

結城匡啓教授
教員代表：松浦知和教授（栄養関連）
教員代表：安保雅博教授（運動関連）
職員代表：赤石定典係長（管理栄養士）
学生代表：一盛　晃君（医学科 5年生アメフト部所属）



留学していた頃の
創設者 高木兼寛

東京慈恵会医科大学発祥の地・
創立記念碑（東京都中央区）

東京慈恵医院

樋口一成、水泳連盟会長時代
ローマオリンピック
銅メダリスト
田中聡子選手と（1959 年） 創立 100 年記念プール　1980 年完成

創立 100 年記念樋口体育館　1977 年完成

慈恵医大山岳診療所と槍ヶ岳
「心身修養」発刊
（1916 年）

日比谷公園での運動会（1904 年）
高木喜寛（中列中央）と
本学ラグビー部（1909 年）

昭憲皇太后陛下、東京慈恵医院行啓の図

看護婦教育所発祥の碑
（東京都港区文化財）

1 世紀を超えて、常に患者さん中心の先進医療を模索しつづけた
医学・医療を追求する者の「心の道のり」がここにある。

「成医会」創立から現在までの大学・病院の歴史

学祖・高木兼寛（1849～1920）は、英国のセント・トーマス病院医学校に留学した際に、人道主義に基
づく英国医学に深い感銘を受けます。帰国後、病に悩む人を中心に考える学風の医学校、病院、看護学
校を次々に創設しました。時代を経て、医学校は東京慈恵会医科大学に、病院は東京慈恵会医科大学
附属病院に、看護学校は慈恵看護専門学校に発展し改称されていきます。東京慈恵会医科大学はわが
国初の私立医科大学で、看護師養成機関としても最も長い歴史があり、建学以来 130 年を経て、現在
へと至ります。また、高木は「ビタミン研究の開拓者」として日本国内より欧米において高い評価を受
けており、1959（昭和 34）年には、英国の南極地名委員会によって南極大陸に「高木岬」という地名が
つけられました。その説明には「日本帝国海軍の軍医総監・高木兼寛男爵は、1882 年、食事の改善に
よって脚気の予防に初めて成功した」と述べられています。

本学のスポーツ・健康医学の歴史

● 1881（明治 14）年
「成医会」創立（高木兼寛会長）
「成医会講習所」開設

● 1891（明治 24）年
「東京慈恵医院医学校」設立

● 1882（明治 15）年
「有志共立東京病院」開設

● 1885（明治 18）年
「有志共立東京病院看護婦教育所」創設
（日本初の看護婦教育所）

● 1887（明治 20）年
皇后陛下より「慈恵」の名を賜り
「東京慈恵医院」と改名

● 1932（昭和 7）年
大学本館竣工

● 1930（昭和 5）年
「東京慈恵会医院本館（現F棟）」開院

● 1903（明治 36）年
「私立東京慈恵医院医学専門学校」に昇格

● 1907（明治 40）年
社団法人東京慈恵会設立
「社団法人東京慈恵会医院」と変更

● 1908（明治 41）年
「私立東京慈恵会医院医学専門学校」と改名

● 1921（大正 10）年
「財団法人東京慈恵会医科大学」設置

● 1946（昭和 21）年
「青砥病院（現・葛飾医療センター）」開院

● 1950（昭和 25）年
「第三病院」開院

● 1962（昭和 37）年
「附属病院本館」竣工

● 1951（昭和 26）年
「学校法人慈恵大学」に変更

● 1952（昭和 27）年
「新制東京慈恵会医科大学」設置

● 1956（昭和 31）年
「大学院医学研究科博士課程」設置

● 1985（昭和 60）年
「本院本館E棟」竣工

● 1987（昭和 62）年
「柏病院」開院

● 1992（平成 4）年
「医学部看護学科」開設

● 2000（平成 12）年
「附属病院中央棟」開院

● 2002（平成 14）年
「大学 1号館」竣工
「慈恵医大晴海トリトンクリニック」開院

● 2020（令和 2）年
新外来棟・小児・周産期医療センター
【北棟（N棟）】開院予定

● 1959（昭和 34）年
樋口一成、日本水泳連盟の第 3代会長、
日本体育協会理事に就任
ビタミンB1発見の先駆者としての高木兼寛の
業績により、南極の地名に「高木岬」と命名される

● 1960（昭和 35）年
名取禮二（第 7代学長）、文部省教育職として
東京教育大学（現・筑波大学）体育学部
スポーツ研究施設に勤務

● 1964（昭和 39）年
大畠襄、日本サッカー協会
派遣医療チームのチーフを担当
日本体力医学会主要メンバーが
東京オリンピックを支援

● 1967（昭和 42）年
名取禮二、アジアスポーツ医学会会長に就任

● 1968（昭和 43）年
名取禮二、日本体力医学会理事長に就任

● 1970（昭和 45）年
大畠襄、第 6回アジア競技大会に出場し
サッカー日本代表初のチームドクターに就任

● 1977（昭和 52）年
樋口一成杯開始
創立 100 年記念樋口体育館竣工
体力医学研究室設置

● 1980（昭和 55）年
創立 100 年記念プール竣工

● 1985（昭和 60）年
健康医学センター新設、
日本の医科系大学では初の
スポーツ外来部を開設

● 1987（昭和 62）年
名取禮二、全日本健康維持推進学校
表彰中央審査委員長、
日本体力医学会名誉会長に就任

● 2001（平成 13）年
総合母子健康医療センター開設

● 2003（平成 15）年
第 45 回東日本医科学生総合体育大会夏季大会にて
水泳部・ハンドボール部優勝

● 2010 （平成 22）年
大畠襄、日本サッカー殿堂に選出、
アジアサッカー連盟ゴールドスターアワードを受賞

● 2012（平成 24）年
「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に
本学が申請した「疲労の分子機構の解明による
健康の維持と増進を目的とする医学研究拠点の形成」が採択

● 1899（明治 32）年
体操を正科とし、
以降、卒業式にて集団徒手体操を実施

● 1904（明治 37）年
日比谷公園の新設運動場で運動会を開催
（明治 42 年まで）

● 1910（明治 43）年
学祖高木兼寛、この頃から国民体育奨励、
国民衛生思想普及の講演行脚
『心身修養（1916）』
『心身強健法（1919）』発行

● 1915（大正 4）年
高木邸に国民体育奨励会の事務所を設置
舟漕ぎ体操を実演（のちのラジオ体操）

● 1922（大正 11）年
樋口一成（第 6代学長、学祖の孫）、
慈恵医大へ入学し水泳部を結成

● 1917（大正 6）年～ 1919（大正 8）年
高木兼寛、臨時教育会議
（寺内正毅内閣総理大臣）にて、
加納治五郎と体力・体育の重要性とともに
道徳教育の充実を強調

● 1925（大正 14）年
樋口一成、水泳選手として
極東オリンピック（上海）に参加

● 1928（昭和 3）年
高木喜寛（第 2代学長、学祖の長男）
ラグビー蹴球日本協会初代会長に就任

● 1934（昭和 9）年
京都府立医科大学対抗戦開始

● 1932（昭和 7）年
片山國幸（整形外科学教授）、
浦本政三郎（生理学教授）、
加納治五郎が発足させた
講道館柔道医学研究会に参加

● 1949（昭和 24）年
日本体力医学会設立
（浦本政三郎（生理学教授）、初代評議員会長）

● 1950（昭和 25）年
慈恵医大山岳診療所開設

● 2009（平成 21）年
「大学院医学研究科看護学専攻
　修士課程」開設

● 2019（平成 31）年
「大学院医学研究科看護学専攻博士
　後期課程」開設

東京慈恵医院
医学専門学校の
校門に立つ
高木兼寛校長


