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東邦大学理学部鶴風会神奈川県支部ニュース        NO.２９

○キャンパスから懐かしい教養科建物消える- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ｐ３

○支部総会・講演会・懇親会を平成 26 年９月７日に開催しました - - - - - - - - - - - - Ｐ３～６

○第 32 回鎌倉散歩「鎌倉アルプス天園を経て、紅葉の名所獅子舞へ」、第 33 回鎌倉散歩「江ノ電にの

って腰越で、龍口寺輪番寺を巡る」、第 34 回鎌倉散歩「鎌倉五山を巡る」を開催しました - Ｐ６～８

○4 月 5 日に第 35 回鎌倉散歩を開催します。支部行事一つの鎌倉散歩に参加してみませんか- - - Ｐ８

○支部役員募集- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ｐ８

がんについてのやさしい生物学的解説

杉山 賢司 元国立がんセンター 室長

昭和 49 年生物

私は、９月７日に開催された理学部鶴風会神奈

川県支部総会にて、がんとその予防について講演

しました。ご参加いただいた方々、ご清聴ありが

とうございました。本紙面では、その講演内容を

概説したいと思います。

2010 年の統計によると、がんを患う人は国民の

２人に１人、３人に１人ががんで亡くなるという

時代が来ています。がんは不治の病であるとの認

識を持たれていますが、今日、早期発見、早期治

療すれば 50％は治癒できるという時代でもあり

ます。また、がんを予防する方法が、疫学やがん

の基礎研究から判ってきました。「がんを防ぐため

の新 12 か条」は、がん研究振興財団などから発表

されています。その 12 か条をより理解して頂く為

に、がんの基礎知識を少し解説しましょう。

がんはなぜ治りにくいのでしょうか？

がん細胞はヒトの体の細胞だからです。ウィル

スや細菌などの病原体はヒトの細胞とは異なる為

に、免疫作用で死滅・排除されます。しかし、ほ

とんどのがん細胞は、抗原性の高い異常タンパク

質を持たないので、免疫の効果は低いと考えられ

ます。ヒトの器官や組織では、正常細胞は協調的

に相互作用して、生命を維持しています。細胞の

勝手な振る舞いはゆるされません。しかし、がん

細胞はその協調性から逸脱し、細胞分裂しながら、

本来の居場所から周囲の組織を破壊して、組織内

部へと「浸潤」し、さらに、リンパ節や他臓器へ

「転移」します。この悪性化することにより、最

後には身体を死亡させてしまいます。がんの大き

さ５mm が、内視鏡やレントゲンで発見可能なサイ

ズです。がんが広がる前、悪性度が低い段階での

早期発見が重要です。（新 12 か条；10 条、11 条を

参照）

がんの治療薬はなぜ重大な副作用を持つので

しょうか？

がん細胞が活動する為のメカニズム（細胞分裂

などのシグナル伝達やエネルギー代謝）は正常細

胞と同様なので、そのメカニズムをターゲットと

する抗がん剤は正常細胞にも悪影響を与えて副作

用を起こしてしまいます。

がん細胞はどうして無限に増殖（細胞分裂）す

るのでしょうか？

がんを発症させる動物ウィルスが古くから知ら

れていました。そのがんを起こす遺伝子を調べて

みると、ヒトのがん細胞にもある事がわかりまし

た。また、その遺伝子は正常細胞にある遺伝子の

鴎 風
おう   ふう    

発行

２０１５.３.２３

東邦大学理学部鶴風会

神奈川県支部



東邦大学理学部鶴風会神奈川県支部ニュースNO.29 2015.3.23

2

講演中の杉山賢司氏

突然変異型である事が分かりました。さらに、突

然変異を起こす化学物質（変異原物質）を使って

作成したがん細胞にも、同型の変異をもつ遺伝子

が見つかりました。この変異のある遺伝子を「が

ん遺伝子」と呼びます。変異のない正常な遺伝子

は、定められた細胞分裂の時にのみ働きますが、

「がん遺伝子」は無秩序に限りなく細胞分裂を促

進させます。

変異原物質の多くは、発がん物質です。現代は、

発がん物質は規制されていますが、莫大な種類の

類似物質も含めて、その各々が微量・低活性でも

大量であるため、がん発生のリスクを高める要因

になります。タバコに発がん物質が含まれていま

す（肺がん、口腔がんなどの原因）。また、アルコ

ールの分解過程で生ずるアルデヒトも発がん物質

です。アルデヒト分解酵素は家系により働きに強

弱があります。顔がすぐ赤くなり酔いが醒めにく

い体質の人はアルデヒトが蓄積され易いので、発

がんリスクが高いと言われます（食道がん、大腸

がんなどの原因）。

一方、正常細胞には、突然変異を持つ細胞を死

滅させるメカニズムが存在します。細胞分裂の時

に働くこの遺伝子群は「がん抑制遺伝子」と呼ば

れます。これらに欠損や突然変異が起きて働かな

くなると、変異のある細胞（無限に細胞分裂を繰

り返す細胞）が生き残るのです。がん細胞は、こ

れら複数の遺伝子に突然変異が重なって悪性化し

て行くのです。（新 12 か条；１条、２条、３条を

参照）

がんの発生や悪性化に関係する環境はなんで

しょう？

がん組織を病理学的に調べると、炎症が伴って

いる事が分かります。また、実験的にがんを発生

させるには、発がん物質を投与する他、炎症を起

こさせる物質を長期に投与する事が必要です。炎

症のある組織では、細胞分裂が盛んなので、突然

変異の頻度が高まります。また、がん細胞は自ら

炎症を誘発する物質を産生し、自らが増殖しやす

い環境を作り出します。ですから、炎症はがんの

リスクを高めます。肝がんに対する肝炎ウィルス、

子宮頸がんに対するパピローマウィルス、胃がん

に対するピロリ菌は炎症を誘発する因子です。（新

１２か条；５条、９条を参照）さらに、活性酸素

を発生させる要因にも注意が必要です。（新 12 か

条；４条、６条、７条を参照）

「がんを防ぐための新 12 か条」は、がんに罹

患するリスクを軽減する為の生活スタイル、そし

て、がんの早期発見を提言しています。これは、

他の成人病の予防にも通じています。みなさんも

実践してはいかがでしょうか。
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キャンパスから懐かしい教養科建物消える
五十嵐 広明 昭和 49 年生物

人文科学と社会科学の研究室と講義室があっ

た教養 1 号館、およびかつて物理、化学、生物の

研究室、講義室および実習室があった教養 2 号館

そして廃寮となっていた鶴風寮（女子寮）の建物

が解体・整地されました。跡地は完全にフェンス

に囲まれて新しい建物の建設現場になっています

(下写真)。

前号（鴎風 28 号）でも紹介した通り、鶴風寮の

跡地には新設される医療学部の校舎の建設が予定

され、教養科の校舎の跡地には薬学部の新校舎が

2016 年に竣工するとのことです。

正門方面から白いフェンスに囲まれた教養１号館

跡地を見る。フェンスの向こうには、習志野キャ

ンパス内の校舎としては最も古い薬学部Ａ館を見

ることができる。Ａ館の大講義室では、昭和 46

年１月 31 日から２月１日にかけて、24 時間以上

にも及ぶ学生大会が開催され、翌日から全学休講

となり、休講は６月まで続いた。

卒業後一度もキャンパスを訪れたことが無い同窓

生は迷うこと間違いなし。右手前に理学部Ⅲ号館

とその奧にⅤ号館。左は薬学部Ｃ館、その奧にス

ポーツアリーナ（新体育館）の屋根が見える。

支部総会・講演会・懇親会報告

第 21 回支部総会
日時：平成 26 年９月７日 11 時 30 分～15 時 15 分

場所：横浜 ホテルキャメロットジャパン

１．総会

1）定数報告

2）議題

第１号  平成 25 年度事業報告の件

第２号  平成 25 年度収支決算の件

第３号  平成 26 年度事業計画の件

第４号  平成 26 年度収支予算の件

第５号  その他

２．講演会

1)活躍する卒業生（12 時～12 時 40 分）

『がんについてのやさしい生物学的解説』

講師 杉山 賢司 氏

（元国立がんセンター 室長）

2)学部長講演（12 時 45 分～13 時）

『最近の理学部』

講師 髙橋 正 理学部長

（理学部鶴風会名誉会長）

司会  五十嵐 広明

３．懇親会（13 時 15 分～15 時 15 分）

司会 小此木 國明

１．開 会

２．支部長挨拶          鈴木 廣昭

３．来賓祝辞

理学部鶴風会理事長    加藤 尚之 先生

東邦大学理学部長     髙橋 正 先生

理学部鶴風会元理事長   登坂 邦雄 様

４．乾杯

理学部鶴風会元理事長   進藤 洋一 先生

５．歓談

６．校歌斉唱

１）帝国女子医学薬学理学専門学校校歌

２）東邦大学校歌

７．閉会

８．記念写真撮影
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校歌斉唱

懇親会後の集合写真
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出席者

懇親会来賓

１．加藤 尚之(理学部鶴風会理事長)

２．森田 嘉一（理学部鶴風会常務理事）

３．髙橋 真 （理学部鶴風会理事・支部担当）

４．高橋 正 〔理学部長

（理学部鶴風会名誉会長）〕

５．進藤 洋一〔理学部鶴風会事務局長

(元理学部鶴風会理事長)〕

６．登坂 邦雄〔理学部鶴風会理事

(元理学部鶴風会理事長）〕

７．伊藤 展枝（理学部鶴風会理事・

就職支援担当）

８．深 井 章 （元理学部鶴風会理事）

９．原  秀介（理学部鶴風会理事・

群馬県支部長）

10．熊井 靖佑（理学部鶴風会 北陸支部長）

11．杉山 賢司（元国立がんセンター）

神奈川県支部正会員出席者

（含支部友・準会員父母）

１．東野 若菜  昭 23 数学

２．鈴木 廣昭  昭 42 化学

３．髙栁満喜子  昭 43 生物

４．蛭田 保健  昭 43 生物

５．小此木國明   昭 44 生物

６．五十嵐広明   昭 49 生物

７．前田 公子   昭 49 生物

８．真下 順一   昭 49 生物

９．熊澤 武志   昭 57 生物

10．黒沢真知子   昭 49 生物（支部友）

11．坂田 弘子   昭 49 生物（支部友）

12．佐藤 陽子（準会員物理学科１年佐藤優也母

講演会のみ出席）

総会審議内容

１．平成 25 年度東邦大学理学部鶴風会神奈川県支

部事業報告

1) 支部総会・支部講演会・懇親会の開催

平成 25 年９月８(日)に、第 20 回支部総会、講

演会、および懇親会を横浜キャメロットジャパン

において開催した。

(1) 支部総会

平成 25 年９月８（日）に、第 20 回支部総会講

演会、および懇親会を横浜キャメロットジャパン

において開催した。支部総会(支部正会員出席者

10 名)では、24 年度事業報告と収支決算報告およ

び 25 年度事業計画と予算計画が承認された。

(2) 支部講演会

千葉県立保健医療大学の渡邊智子先生の講演

「食を楽しみ元気に暮らすために大切なこと」が

行われた。

(3) 懇親会

講演会に引き続いて開催した懇親会には、髙橋

正理学部長ほか 9 名の来賓出席があった。

2) 支部委員会の開催

第１回支部委員会：平成 25 年９月８日（日）、「24

年度事業報告と収支決算、25 年度事業計画と

予算計画」の最終案を決定、支部総会・講演

会・懇親会の最終打ち合わせを行った。

第２回支部委員会：平成 26 年３月９日（日）、

26 年度の支部総会・講演会の開催日等の決定、

および今後の支部の方針などについての話し

合いを行った。

3) 鎌倉散歩の開催

事業計画通り２回開催した。平成 25 年４月７

日に、第 31 回鎌倉散歩「隠れた景勝地、六国見

山でオオシマサクラをめでる」を開催し、10 名の

参加があった。11 月 24 日開催した第 32 回鎌倉散

歩「鎌倉アルプス天国を経て、紅葉の名所獅子舞

へ」には 13 名の参加を得た。

4) 支部ニュース『鴎風』の発行

28 号を平成 25 年 11 月１日に発行した。正会員

への送付数218部、その他関係者等も含め合計248

部を送付した。

２．平 成 25 年度収支決算

1) 一般会計

収入の部

項目 予算額 決算額

前年度繰越金

前納会費23年度分

年度内会費収入

支部活動補助費

利子

359,081

52,000

40,000

70,000

150

359,081

52,000

54,000

70,000

32

収入計 521,231 535,113

支出の部

項目 予算額 決算額 備考

鎌倉散歩補助

支部ニュース

通信費

役員会費

庶務費

総会費

5,000

59,000

15,000

10,000

20,000

70,000

1,800

57,535

6,250

4,800

10,504

69,410

拝観料等補助

260部(印刷・発送)

振り込み手数料込
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支部総会出張費

支部会費振込

手数料

50,000

7,000

46,360

4,680

支出計 236,000 201,339

差引残高   333,774

2) 前納会計

収入の部

項目 決算額 備考

前年度繰越

年度内振込み前納金

利子（税引）

190,003

41,000

77

25年度中納入26年度以降

の会費

収入計 231,080

支出の部

項目 決算額 備考

25年度分の引き落と

し

52,000 25年度分を一般会計へ引

き落し

支出計 52,000

次年度繰越    179,080

３．平成 26 年度東邦大学理学部鶴風会神奈川県

支部事業計画

1) 支部総会・講演会・懇親会の実施

第 21 回支部総会・講演会・懇親会を平成 26 年

９月８日に開催する。

2) 支部委員会の開催

支部委員会を２回開催する計画をたて、既に第

１回支部委員会を本日、第２回支部委員会を来年

の 26 年度内に開催する予定である。

3) 鎌倉散歩の開催

昨年度と同様に４月の第１日曜日、および 11

月の最終日曜日の計２回の鎌倉散歩を開催する予

定であり、すでに第 33 回鎌倉散歩「江ノ電のって

腰越え、龍口寺輪番寺巡る」を 14 名の参加を得て

４月６日に開催した。

4) 支部ニュース『鴎風』の発行

年１回の発行で、29 号を 11 月に発行する予定

である。

４．平成 26 年度収支予算

収入の部

項目 予算額 備考

前年度繰越金

前納会費24年度分

年度内会費収入

支部活動補助費

利子

333,774

52,000

40,000

70,000

30

前納会費から

25年度分の引き落とし

本部より

収入計 495,804

支出の部

項目 予算額 備考

鎌倉散歩補助

支部ニュース

通信費

役員会費

庶務費

総会費

支部総会出張費

振込手数料

3,000

60,000

10,000

10,000

20,000

75,000

20,000

5,000

拝観料等補助

260部×１（印刷×・発送）

支出計 203,000

以上４件の議案は承認された。

第 32 回 鎌倉散歩「鎌倉アルプス天園を経

て、紅葉の名所獅子舞へ｣を開催

25 年度秋の鎌倉散歩を平成 25 年 11 月 24 日に

学外ゲストも含め、参加者 12 名で開催した。当日

は快晴で、とても暖かなハイキング日和だった。

鎌倉駅よりバスで大塔の宮まで行き、永福寺跡を

通り、秋の瑞泉寺を満喫(Ｐ７左上写真）した後、

鎌倉アルプスとも呼ばれる鎌倉背後の尾根まで登

り、海抜 159ｍの鎌倉アルプスの最高峰大平山か

ら鎌倉市街と由比ヶ浜を見下した。昼食後しばら

く尾根歩きをした後、半僧坊から建長寺に下り、

唐門の前で記念撮影（Ｐ７左下写真）の後解散し

た。

参加者：

鈴木廣昭（42 化）、髙栁満喜子（43 生）、

小此木國明（44 生）、村瀬泰良（44 化）、

五十嵐広明（49 生）、乾 和子（49 生）、前田公子

（49 生）、深井 章（52 化）、深井陽子（深井 章

令夫人）、学外ゲスト３名
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瑞泉寺本堂前を散策する参加者

建長寺唐門前の参加者

第 33 回鎌倉散歩「江ノ電にのって腰越で、

龍口寺輪番寺を巡る」を開催

26 年度春の鎌倉散歩を平成 26 年４月６日にゲ

ストも含め参加者 14 名で開催した。

鎌倉から江ノ電に乗って江ノ島駅で降り、龍口

寺とその輪番八ヶ寺を巡り、腰越駅まで歩いた。

龍口寺は､日蓮上人法難刑場跡のある寺で、日蓮が

鎌倉幕府により処刑される寸前で中止された場所

であり、明治 18 年まで輪番八ヶ寺が順番に管理し

ていた。八寺のうち五寺が腰越駅近くに、龍口寺

と三寺が江ノ島駅近くにあります。

参加者：

鈴木廣昭（42 化）、同お孫さん２名、

髙栁満喜子（43 生）、蛭田保健（43 生）、

五十嵐広明（49 生）、前田公子（49 生）、

深井 章（52 化）、深井陽子（深井 章令夫人）、

熊澤武志（57 生）、学外ゲスト４名

道路の真ん中を走る江ノ電（腰越にて）

輪番八ヶ寺の一つ東漸寺の参加者

第 34 回鎌倉散歩「鎌倉五山を巡る」を開催

26 年度秋の鎌倉散歩を平成 26 年 11 月 30 日に

ゲストも含め参加者 13 名で開催した。

初心に帰り、鎌倉五山の円覚寺、浄智寺、建長

寺、寿福寺（歩いた順）の四寺と秋季拝観日にあ

たる長寿禅寺を拝観した。

鎌倉五山第一位建長寺三門（山門）の前にて
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参加者：

鈴木廣昭（42 化）、同お孫さん 2 名、

髙栁満喜子（43 生）、蛭田保健（43 生）、

小此木國明（44 生）、五十嵐広明（49 生）、

深井 章（52 化）、深井陽子（深井 章令夫人）、

熊澤武志（57 生）、学外ゲスト３名

神奈川県支部行事

鎌倉散歩のお知らせ

第 35 回 鎌倉散歩のお知らせ

「三浦一族滅亡の跡を訪ねて」
日時：平成 27 年４月５日（日）

集合場所：「鎌倉駅西口（江ノ電側）改札口

前広場」午前 10 時(時間厳守）小雨決行

費用：交通費、拝観料、お弁当

三浦一族滅亡の地としては、二階堂にある三浦

一族の墓とされる「やぐら」が有名ですが、今回

は海側の三浦史跡をめぐりながら逗子まで足を

伸ばします。このコースは、源平盛衰記の舞台の

一つで、三浦義明の墓と伝えられる五輪塔のある

来迎寺、三浦道寸の弟、道香の住吉城址など、三

浦一族にまつわる様々な遺跡が見られます。運が

よければ光明寺の桜が残っているでしょう。お昼

は材木座海岸でお弁当を食べます。

予定コース

鎌倉駅・・・和田塚・・・来迎寺・・・光明寺・・・

住吉城址・・・蛭子台（バス停）（バス）

（バス） 京急新逗子駅・・・延命寺・三浦道香の

墓・・三浦義遺孤碑・・・JR 逗子駅

参加希望者は４月１日（水）までに、髙栁満喜子

（TEL045-481-5990）または鶴風会事務局にご連絡

ください。

支部役員募集

神奈川県支部は、支部長、副支部長２名、会計

監査２名、幹事若干名を置いて（支部規約第 11

条）、会務を分掌しています（支部規約第 15 条）。

役員の任期は３カ年、再任は妨げないとしていま

すが（支部規約第 16 条）、平成 26 年度は現役員任

期の最終年度に当たります。従って、平成 27 年度

は役員の改選年度に当たりますので、新役員を募

集する次第です。

神奈川県支部をより活発な会にして行くために

は、たとえ少人数でも絶えず役員を入れ替えて行

く必要があります。またより活発な活動を目指す

には、若い人材の登用が必須です。神奈川県支部

は現在役員の南雲、真下、五十嵐が中心となって

20 数年前に立ち上げましたが、真下、五十嵐は当

時 40 歳でした。出来上がっている支部の運営には、

支部立ち上げほどの労力はいりませんので、是非

若い同窓の支部運営への参加をお願いします。若

い人材が現われたら丸投げしてしまおうというの

ではありません。現役員がまずは一緒に運営を手

助けしますので、安心して役員就任を申し出て下

さい。宜しくお願いします。

編集後記

鴎風 29 号の発行は、当初昨年 11 月１日を予定

し、支部総会時に講演をしてもらった私の同級生

杉山元国立がんセンター室長からは、昨年 10 月始

めに原稿をもらっていました。半年近く発行が遅

れた原因は、私の怠惰に他なりません。支部会員

の皆様と杉山元室長にはお詫び申し上げます。

もし若い支部役員が誕生したら、今までと違っ

た支部行事を立案してもらえるのでは無いでしょ

うか。とても楽しみです。こちらの申し出も宜し

くお願いします。

鎌倉散歩、第１回のみ私が企画しましたが、2

回目から 34 回まで、全てを髙栁氏が企画して開催

してきました。誠に勝手ですが、こちらは今後も

しばらくは鎌倉腰越出身の髙栁現副支部長に続け

てほしいと思います。もちろん、４月５日開催の

第 35 回鎌倉散歩「三浦一族滅亡の跡を訪ねて」も

髙栁氏の企画です。是非皆様もお友達を誘って参

加してみませんか。

支部役員就任の申し出、投稿、問い合わせ等が

有りましたら、支部長、編集委員または支部幹事

までお願いします。

（H.I. 記）

編集委員：五十嵐広明、小此木國明、鈴木廣昭、

髙栁満喜子、竹内久美、蛭田保健、真下順一

（ｱｲｳｴｵ順）

支部事務局：

〒225-0005 横浜市青葉区荏子田2－36－20

鈴木 廣昭

Tel：045－902－3513

E-mail : suzuki-hiroaki@v05.itscom.net


