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胞であるが,種々の T細胞が果 たす役割 は,腫癌
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に よって さまざまである｡多 くの腫壕は,MHC ク

ラス Ⅰ
Ⅰ抗原 を発現 しないが, MHC クラス Ⅰ抗原
に結合 した拒絶抗原 を認識 し拒絶反応 を起 こすの

平成 4年度の役月会 は1
2月 4日幽1
2
時3
0
分か ら

5
0
分 まで, まきび会館 において行 なわれた｡

は,主 として CD8
CTLであ り,CD4
T細胞は種々

議題 な らびに討議 内容 は下記の通 りである｡

の程度に関与す る｡ 腫癌に よっては,CD4と CD8

①次期研究会長の選 出 :1
1月1
0日〜2
0日までの間

の共 同作業が必須の こともある

に郵便投票に よる選 出 を行 い, 1
1月2
6日の選挙管

われわれは,FBL‑
3白血病 につ いて MHC クラ
スⅠ
Ⅰ抗原陽性変異株 FBL3
N を得 た｡FBL3につ
いては CD8
陽性細胞が拒絶に主 として関与するが,
FBL3
N の場合 は,CD8陽性細胞 を除去 して も,
CD8
以外の どの よ
効率 よ く拒絶 され る｡この場合 ,
うなT細胞が拒絶 に関与 してい るのか を検討 した
結果,CD4
CTL と CD4
‑
CD8
･
CTL が この活性 を
Ⅰ分 子に結合
担 っていた｡つ ま り, MHC クラスⅠ
した拒絶抗原に対 しては, CD4
CTLが生成 され,
さらに CD4
‑
Thの助けに よ り,CD4
‑
CD8
‑
CTLが
誘導 され るこ とがわか った｡ これ らの種々の T細

理委員会 (
常務理事会) で開票 した｡

｡

その結果,栗本雅 司氏 (
林原生物化学研究所 ･藤
崎研究所長)が次期研究会長に選 出された｡
②理事 ･常務理事 ･監事 の選 出 :現理事 に加 えて,
湯原正高先生 (
岡山大学 ･
農学部)
,高橋正備先生
(ノー トルダム清心女子大)が理事 に選 出された｡
また,現常務理事 に加 えて河 田哲典先生 (
岡山大
学 ･教育学部)が常務理事 に選 出された｡監事 の
湯原正高先生が理事 にな られたこ とか ら,河本寮
生先生 (
岡山大学 ･
農学部)が中永征太郎先生 (ノ
ー トルダム清心女子大) とともに監事 に選 出され

胞の反応におけ る認識抗原の解析が抗腫癌免疫の

た｡

効果的誘導 と拒絶抗原の本態 を明 らかにす る上 で

③会計の中間報告 :平成 4年度の収入,支 出 と残

重要 である｡

高状況につ いて報告があった｡
④活動報告 :平成 4年度 は 2回(
第2
3回,第2
4回)
の研究会が行 われ, また,研究会報第 9号が 6月

3)
特別講演(

環境の発がん物質に対 す るヒ ト曝露の研 究方法

早

津

彦

哉

(
岡山大学 ･薬学部)

に発行 された｡ この会報 では新 しい試み として企
業の ご協力 を得 て,広告掲載 を行 った｡

5回)研究会 :来年 6月頃垂井医学研
⑤次期 (
第2
究所 で開催 していただ くようお願 い した｡

細胞の活動 は遺伝子の持つ情報 によって制御 さ
れている 細胞が無限に増殖 してゆ くのがガ ンで

⑥ その他 :研究会報 1
0
号 の原稿募集,会月数の動

あるが, これは遺伝子が傷 を受け,変化 して しま

なお,常務理事会 は 5月 2日, 9月1
6日, 1
1月2
6

｡

向について報告 した｡

ったためである｡ 遺伝子に傷 をつけ る原因物質の

日の 3回に開催 したが, 5月 と 9月の常務理事合

うちで も,環境 中にある変異物質が大 きな問題 と

では平成 4年度に開催 された 2回の研究会の企画,

なっている｡ ヒ トが この ような物質 に曝露 されて

立案 を行 なった｡ 1
1月の常務理事会 は次期研究会

いるこ とが ヒ トのガンのひ きがね となってい ると

長の選 出を行 うとともに,次期役月の選 出につ い

考 えられている

て討議 した｡

｡

この ような曝露 を調べ るこ とが

少 しずつ可能 になって きた｡ この講演 では

1.ガンは ｢
遺伝子の病気｣
2.ガンの原因
3.発ガ ン物質の検 出
4.ガンの予防
の 4項 目に分 け, これ までの研究成果 を中心に し
て紹介 した｡

