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日本比較免疫学会

第11回学術集会

(1999年度）

会期：1999年8月19日（木），20日（金），21日（土）

場所：九州大学同窓会館

学術集会会長：九州大学矢野友紀

学術集会事務局長：九州大学中尾実樹

第1日目（19日）
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第3日目（21日）
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学術集会日程表

受付開始

学会総会

一般講演SessionA:節足動物・軟体動物

特別謂演（1）

特別調演（2）

液性防御因子・血球応答および異物認識

歓迎会（九州大学同窓会館）

一般講演SessionB:魚類

異物排除・血球および生体防御

招待講演

シンポジウム

記念撮影

懇親会（リーセントホテル）

一般講演SessionC:原索動物

血球機能と生体防御

一般識演SessionD:哨乳類

環境・アレルギー・サイトカイン

閉会
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日本比較免疫学会

会長・役員名簿
(1999年度）

会長一一一一一一一一一一一一一－古田恵美子（濁協医科大学）

副会長一一一一一一一一一一一一一和合治久（埼玉医科大学短期大学）

庶務・会計一一一一一一一一一一－田中邦男（日本大学）

(補助役員）一一一一－宍倉文夫（日本大学）

大竹伸一（日本大学）

阿部健之（日本大学）

プログラム委員一一一一一一一一－小林睦生（国立感染症研究所）

和合治久（埼玉医科大学短期大学）

(補助役員）－－－－－木村美智代（埼玉医科大学短期大学）

抄録委員一一一一一一一一一一一－山崎正利（帝京大学）

会計監査一一一一一一一一一一一一渡遥浩（東京家政学院筑波女子大学）

茂呂周（日本大学）

学会事務局：〒173-8610東京都板橋区大谷口上町30－1

日本大学医学部生物学教室内

TEL:03-3972-8111(内)2291

FAX:03-3972-0027(庶務課）

E-mail:jadcitnk@med.nihon-u.ac.jp
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参加者へのご案内

1．総会および講演会場

九州大学同窓会館

（九州大学医系キャンパス内、福岡市東区馬出3丁目1－1、TEL:092-642-2896)

＊車でのご来場はご遠慮下さい。

2．受付

学術集会関係の受付事務は、九州大学同窓会館にて19日午前11時より行います。

ネームプレートを用意致しますので着用して下さい。なお、学術集会終了後は受付に

返却して下さい。

学会への入会手続き、学会費の納入も併せて行います。

3．参加費

参加費は5000円です（この中にはDCIアブストラクト掲載費が含まれています)。

4．懇親会費

第2日目（20日）午後6時30分より懇親会を行います。（場所：リーセントホテル）

会費は3500円です。

＊歓迎会は九州大学同窓会館にて行います。

5．記念撮影

第2日目（20日）のシンポジウム終了後に参加者全員の記念撮影を行います。

6．一般講演の発表

a)1講演あたり20分（講演時間16分、質疑応答4分）を厳守して下さい。

b)図表の説明には、スライド(35mm版、5cm角枠付き）を使用し、1演題につ

き20枚以内と致します。スライドを映写させる位置に置き（画面は倒立)、その

枠の右上に講演番号、氏名、映写順序番号を必ず記入して下さい。講演開始40分

前までにスライドを受付に提出して下さい。講演終了後、受付にて各自お受け取り

下さい。
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11：00

13：00

13：30

講演プログラム

(PROGRAMME)

第1日目（8月19日:August19)

受付開始(Registration)

学会総会(Generalmeeting)

休憩(Coffeebreak)(20分間）

一般講演(GENERALLECTURE)

SessionA:節足動物・軟体動物(ArthropodaandMollusca)

液性防御因子・血球応答および異物認識

(HumoralDefenseFactors,HemocyticReactionandRecognitionofForeignness)

座長：近藤昌和(Kondo,M.)(水産大学校）

Al13 :50

A214 :10

O池田満（東京農工大学）佐々木年則・小林睦生（国立感染症研究所）

(Ikeda,M,Sasaki.T.andKobayashi.M.)

マラリア感染蚊におけるヒートショック蛋白質(HSP)の誘導

(Inductionofheatshockprotein(HSP)inthemidgutofmosquitoinfectedinthemidgutofmosquitoinfectedwithmalaria)

o小林睦生・佐々木年則・斉藤典子・安居院宣昭（国立感染症研究所）

(Kobayashi,M.,Sasaki.T.,Saito,N・andAgui.N､）

蚊体液中の溶血活性が与える赤血球表面微細構造への影響

(Ultrastructuralchangesonthesurfaceofhumanredbloodcellscausedbyhemolyticactivity

inthemosquitohemolymph)
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座長：木村美智代(Kimura,M.)(埼玉医科大学短期大学）

A314:30

A414:50

o佐々木年則・小林睦生・安居院宣昭（国立感染症研究所）

(Sasaki.T.,Kobayashi.M.andAgui,N.)

蚊におけるマラリア原虫認識レクチンcDNAの解析

(TheanalysisonmalariabindinglectincDNAfrommosquitoes)

o藤峰純夫（佐賀大学）長沼文彦・荒川賢良・横尾暢也（アース環境サービス）

(Tojo.S.,Naganuma.F.,Arakawa,K.andYokoo.S.)

ハチミツガ体液における穎粒細胞およびプラズマ細胞両者の貧食反応への関与

(InvolvementofbothgranularcellsandplasmatocytesinphagocyticreactioninGalleria

me伽"eね）

A515:10Lee.BokLuel(PusanNationalUniversity)

Molecularcloningandfunctionalpropertiesofthreeearly-stagedencapsulation-relating

proteinsfromthecoleopteraninsect,7ｾ"ebriomolitorLarvae

座長：佐々 木年則(Sasaki,T.)(国立感染症研究所）

A615:30

A715:50

o近藤昌和・山本明子・高橋幸則（水産大学校）藤井玲子・友永進（山口大学）

(Kondo.M.,Yamamoto,A.,Takahashi.Y.,Fujii.R.andTomonaga.S.)

クルマエビ血球の分類

(Classificationofkurumaprawnhemocytes)

o近藤昌和・高橋幸則（水産大学校）藤井玲子・友永進（山口大学）

(Kondo.M.,Takahashi.Y.,Fujii.R.andTomonaga.S.)

クルマエビのリンパ様器官の構造と異物捕捉能

(Structureandphagocyticabilityofthelymphoidorganinkurumaprawn)
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A816:10 o瀬尾直美（東京医科大学）古田恵美子・山口悪一郎(濁協医科大学）

(Seo.N.,Furuta.EandYamaguchi.K.)

陸棲軟体動物チヤコウラナメクジの皮膚移植片の運命

(Fateoftransplantedskingraftsfromtheterrestrialslug)

16：30休憩(Coffeebreak)(10分間）

特別講演(SPECIALLECTURE)

座長：友永進(･romonaga,S.)(山口大学）

SL116:40 岡本信明（東京水産大学)(Okamoto.N､）

ニジマスの連鎖地図とIPN耐病性に関するQTL解析

(GeneticlinkagemapforrainbowtroutandtheanalysisofQTLsforinfectiouspancreatic

necrosis)

座長：山崎正利(Yamazaki.M､)(帝京大学）

SL217:20 中西照幸（水産庁養殖研究所)(Nakanishi.T.)

魚類の細胞障害性反応におけるMHC拘束

(MHCrestrictionincell-mediatedcytotoxicityinfish)

18：10歓迎会（九州大学同窓会館)(Welcomeparty)
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第2日目（8月20日:August20)

一般講演(GENERALLECTURE)

SessionB:魚類(Fish)

異物排除・血球および生体防御(EliminationofForeignness,HemocytesandHostDefense)

座長：飯田貴次(lida,T.)(宮崎大学）

Bl9:00

B29:20

o八幡詩乃（千葉大学）中村弘明（東京歯科大学）菊池慎一（千葉大学）

(Yahata,S.,Nakamura,H.andKikuchi.S.)

ハゼ科魚類ドロメの腹腔内に投与された粒子性異物の隔離と排除

(Retensionandeliminationofintraperitoneallyinjectedparticulatematerialsinthegobiidfish,

C胸αsmic〃伽sg"わsus)

o宇佐美剛志・末武弘章・大久保範聡・鈴木譲・会田勝美（東京大学大学院）

(Usami.T.,Suetake.H.,Okubo.K.,Suzuki,Y.andAida,K.)

コイ末梢血白血球における生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)の存在

(Gonadotropin-releasinghormone(GnRH)incarpleukocyte)

座長：中村弘明(Nakamura.H､)(東京歯科大学）

B39:40 o松山知正・黒木順子（鹿児島大学）飯田貴次（宮崎大学）

(Matsuyama,T.,Kurogi.J.andIida,T)

コルチゾールによるテラピア好酸性穎粒球の脱穎粒抑制

(InhibitoryeffectofCortisolonthedegranulationofeosinophilicgranularcells)
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B410:00 o森友忠昭・井上孝正・田村有美・藤野洋・間宮幸子・南愛（日本大学）

(Moritomo.T.,Inoue,T.,Tamura,Y.,Fujino.H､,Mamiya.S.andMmamî¥.)

哨乳類以外の脊椎動物における自動血球計測システムの検討

(Automatedbloodcellcountingforlowervertebrate)

10：20休憩(Coffeebreak)(10分間）

座長：中尾実樹(Nakao,M.)(九州大学）

B510:30

B610:50

o中村修・渡辺翼・神谷久男（北里大学）村本光二（東北大学）

(Nakamura,0.,Watanabe.T.,Kamiya,H.andMuramoto.K.)

免疫組織化学によるマアナゴ皮膚粘液レクチンの検出

(Immunohistochemicaldemonstrationofthelectincontainingcellsintheskinofadultand

larvaeofcongereel,Congご『"ﾘriaster)

o田角聡志・川添一郎・大平剛・末武弘章・川端孝一・中谷操子・鈴木譲

会田勝美（東京大学大学院）

(Tasumi,S､,Kawazoe,!.,Ohira,T.,Suetake.H.,Kawabata,IC,Nakaya.M.,Suzuki,Y.and

Aida,K.)

ウナギ体表粘液に存在する16.1kDaレクチンの精製および生化学的解析

(Purificationandbiochemicalcharacterizationof16.IkDalectinintheskinmucusoftheeel)

座長：鈴木譲(Suzuki,Y.)(東京大学大学院）

B711:10 o無津呂淳一・中尾実樹・加藤陽子・藤木和浩・矢野友紀（九州大学）

(Mutsuro,!.,Nakao,M.,Kato.Y.,Fujiki.K.andYano.T.)

コイ補体第3成分(C3)アイソフオームの単離・同定

(Isolationandidentificationofthethirdcomplementcomponentisoformsfromthecommon

carp-Cyprinuscarpio-)
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B811:30 永井毅．o中尾実樹・加藤陽子・無津呂淳一・木村守孝､藤木和浩

矢野友紀（九州大学）

(Nagai.T.,Nakao.M.,Kato.Y､,Mutsuro.J.,Kimura.M､,Fujiki.K・andYano.T.)

コイ補体MASPアイソフオームの分子クローニングおよび遺伝子解析

(MolecularcloningandgeneanalysisofMSAPisoforms,componentsincarpcomplement)

座長：森友忠昭(Moritomo.T.)(日本大学）

B911:50

BIO 12:10

12：30

o木村守孝・藤木和浩・中尾実樹・申同浩・矢野友紀（九州大学）

(Kimura,M.,Fujiki.K.,Nakao,M.,Shin,Dong-Ho・andYano.T.)

コイC3レセプターβサブユニットのcDNAクローニングと遺伝子解析

（cDNAcloningandgeneanalysisofcarpcomplemenlreceptortype3β-subunil）

o藤木和浩・申同浩・中尾実樹・矢野友紀（九州大学）

（則iki.K,Shin,Dong-Ho.,Nakao.M.andYano.T.)

SSH法を用いたコイサイトカイン類（PBEFjLECIZ,GMFβ）のcDNAクローニング

(cDNAcloningofcarp-C)ﾘﾌ゙rinuscarpio-cytokines(PBEF,LECT2,GMF/3)byuseof

suppressionsubtractivehybridization)

昼食(Lunchtime)(60分間）
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招待講演(INVITEDLECTURE)

座長：矢野友紀(Yano.T.)(九州大学）

IL13:30 Bayne,ChristopherJ.,Gerwick,Lena(OregonStateUniversity)

Demers,Nora(OregonStateUniversity&FloridaGulfCoatUniversity)

Themodulationofinnateimmunity

14:10休憩(Coffeebreak)(10分間）

シンポジウム(SYMPOSIUM)

下等動物の自然免疫システムー体液性因子一

(InnatelmmunityinLowerAnimals-HumoralFacto庵一）

座長：和合治久(Wago.H.)(埼玉医科大学短期大学）

SI14:20 山川稔（農水省蚕糸昆虫農業技術研究所)(Yamakawa.M.)

カイコの体液性因子

(HumoralimmunefactorsinBo腕恥"wri)

S215:00川畑俊一郎（九州大学)(Kawabata,S.)

カブトガニレクチンの自己と非自己を見分ける分子機構

(Molecularmechanismtodistinguishbetweenselfandnone-selfbyhorseshoecrablectins)

15：40休憩(Coffeebreak)(10分間）
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座長：飯田貴次(lida,T.)(宮崎大学）

S315:50

S416:30

李宗映（東京水産大学)(Lee,Jong-Young)

硬骨魚類のトランスフエリン

(Transferrinsinteleost)

児玉洋（大阪府立大学)(Kodama.H.)

ニジマスのC一反応性タンパク質

(C-reactiveproteinofrainbowtrout)

座長：中尾実樹(Nakao,M.)(九州大学）

S5 17：10

18：00

18：30

o遠藤雄一・高橋実（福島県立医科大学）中尾実樹（九州大学）

野中勝（東京大学大学院）松下操・藤田禎三（福島県立医科大学）

(Endo.Y.,Takahashi.M.,Nakao.M.,Nonaka,M.,Matsushita,M.andFujita,T.)

補体レクチン経路の進化

(Evolutionofthecomplementlectinpathway)

記念撮影

懇親会（リーセントホテル)(Banquet)
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第3日目（8月21日:August21)

一般講演(GENERALLECTURE)

SessionC:原索動物(Protochordata)

血球機能と生体防御(HemocyteFunctionandHostDefense)

座長：広瀬裕一(Hirose,E）（琉球大学）

CI9:00

C29:20

o白江麻貴・斉藤泰典（筑波大学）

(Shirae,M・andSaito.Y､）

ナツメボヤAscidiaaAodoriにおける異種拒絶反応

(Xenorejectionreactioninasolitaryascidian,Asc域aahodori)

o大竹伸一・阿部健之（日本大学）石井照久（秋田大学）宍倉文夫

田中邦男（日本大学）

(Ohtake,S.Abe.T.Ishii.T.Shishikura.F・andTanaka,K.)

ViriformCellはマボヤの被嚢細胞で被嚢形成に関与する可能性がある

(Viriformcell,akindoftuniccells,participatesinthetunicformationofH.roiでtzi)

座長：宍倉文夫(Shishikura.F.)(日本大学）

C39:40 o沢田知夫・西川晶子・徳田信子・王玉雪・友永進・福本哲夫（山口大学）

(Sawada.T.,Nishikawa,S､,Tokuda,N.,Wang,Y-H.,Tomonaga,S.andFukumoto.T.)

マボヤの対異物反応におけるgranularcelltype2(G2/LG/fibroblasticcell)の役割

(Roleoftype2granularcells(G2/LG/fibroblasticcell)inthedefenceoftunicate

Halocynthiaroretzi)
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C 410:00 o広瀬裕一・森康彰（琉球大学)(Hirose.E.andMori.Y､）

ホヤ被嚢中における強酸：酸性度・分布・含有量

(Strongacidinascidiantunic:pH,distributionandamountinthetunic)

10：20休憩(Coffeebreak)(10分間）

SessionD:哨乳動物(Mammals)

環境・アレルギー・サイトカイン(Environment,AllergyandCytokine)

座長：古田恵美子(Funita,E.)(濁協医科大学）

D1

D2

D3

10：30

10：50

11：10

o笠原進司（東京農工大学大学院）相漂香織・岡宮雅美・数野直美・武藤忍

和合治久（埼玉医科大学短期大学）

(Kasahara,S.,Aizawa.K,Okamiya.M.,Kazuno.N､,Muto.S.andWago.H.)

紫外線B照射のマウス好中球機能に及ぼす影響

(Ultravioletradiationreducesneutrophilfunctionsandotherimmuneresponsesinmice)

o和合治久・木村奈津子・沼口朋子・浜崎政美・石井詠子・熊谷恵

栗原美子（埼玉医科大学短期大学）

(Wago.H.,Kimura.N.,Numaguchi,T.,Hamazaki.M.,Ishii.E.,Kumagai.M.andKurihara,Y.)

抗アレルギー性お茶類によるスギ花粉投与マウスのアレルギー抑制作用

(Suppressiveeffectsoforal-administrationofanti-allergicteasonallergicstatesin

sugi-pollinosismice)

o西村仁志・内記良一・角測浩央（名古屋大学）鈴木操（熊本大学）

吉開泰信（名古屋大学）

(Nishimura.H.,Naiki.Y.,Tsunobuchi.H.,Suzuki.M・andYoshikai.Y.)

高翻訳型インターロイキン15遺伝子トランスジェニックマウスの解析

(Analysisof1L-15mRNAisoformstransgenicmice)

11：35閉会
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交通の御案内
まいだし

学術集会場である九州大学同窓会館は、九州大学医系キャンパス（馬出キャンパ
ス）内にあります。福岡空港、博多駅どちらからも、地下鉄の利用が便利です。中洲

川端駅で、「貝塚」行きに乗り換えて下さい。

・福岡空港/JR博多駅から

【 地下鉄】まいだし
福岡空港→（4分）→博多→（3分）→中洲川端のりかえ→（7分）→馬出九大病院
前下車（1番出口）→徒歩5分

・天神（バスセンター、西鉄福岡駅）から

【地下鉄】まいだし

天神→（1分）→中洲川端のりかえ→（7分）→馬出九大病院前下車（1番出口）→
徒歩5分

Informationforoverseasparticipants

The11thmeetingofJADCIwillbeheldatAlumniHall(Dohsoh-Kaikan)inKyushu

University,MedicalCampus(MaidashiCampus),Maidashi,Higashi-ku,Fukuokacity.

Transportation

【FromFukuokaAirport】
・IntemationalTerminal→(shuttlebus,every15min)→DomesticTerminal→(subwayforany

destination)→Nakasu-KawabataSta.(transfertoKaizukaLine,platformupstairs)-*

(subwayboundforKaizuka)→Maidashi-KyudaibyoinmaeSta.(No.1Exit)→(onfoot,5

min)→KyushuUniv・Med.Campus.

・Taxi,2Omi､．

【FromJRHakataStation】

・HakataSt.(subwayboundfbrNish1in/Meinohama/Chikuzen-Maebaru/Karatsu)→Nakasu-

KawabataSta.(transfertoKaizukaLine,platformupstairs)→Maidashi-Kyudaibyoinmae

Sta.(No.1Exit)→(onfoot,5min)→KyushuUniv.Med.Campus.

・Taxi，l5min．

【FromHakataPortInternationalTerminal】

・HakataPortInt・Term.→bus(No.19/84)→GofukumachiStop.→(onfoot,2min)-*

GofukumachiSubwaySta.→(subwayboundforKaizuka)→Maidashi-Kyudaibyoinmae

Sta.(No.1Exit)-→(onfoot,5min)→KyushuUniv.Med.Campus.
・Taxi,6min．
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第1日目

一般講演:A1～A8

特別講演:SL1,SL2





Proc.Jpn.Assoc.Dev.Comp.Immunol.Vol､11,1999,Fukuoka,Japan

Alマラリア感染蚊におけるヒートショック蛋白質(HSP)の誘導

・池田満’）2）・佐々木年則2）・小林睦生2）

東京農工大学農学部’〉・国立感染症研究所昆虫医科学部2）

脊椎動物においては、マラリア感染によるHSP60の誘導が報告され、感染に対して防御的に

働いていると考えられている。しかし、蚊においてHSPの発現がマラリア感染によって誘導さ

れるか不明である。そこで、マラリア虫様体（オーキニート）の中腸組織移行期（感染吸血18－24

時間後）におけるHSPの発現を鯛ぺ、蚊におけるマラリア感染とHSPとの関係について検肘し

た。マラ.リア感染蚊の中腸を摘出し、抽出液を得てウエスタンブロッティングを行った。その

結果、HSP70は感染蚊、未感染吸血蚊及び未吸血蚊の全てに検出されたが、HSP90は感染蚊に

おいてのみ発現が見られた。次に、免疫組織化学的手法で中腸切片のHSPの発現を調べたとこ

ろ、抗HSP70抗体に対する陽性反応は感染蚊及び未感染吸血蚊に望められた。しかし、抗HSP90

抗体に対しては感染蚊の中腸組織のみに陽性反応を示した。以上のことから、HSP70はマラリ

ア感染とは関係なく中腸で発現しており、HSP90はマラリア感染により発現が誘導されること

が示された。

InductionofHeatShockProtein(HSP)intheMidgutofMosquitoInfectedwithMalaria

MitsuruIkeda''**.ToshinoriSasaki*'andMutsuoKobayashi*'

TokyoUniversityofAgricultureandTechnology''．DepartmentofMedicalEntomology.

NationalInstituteofInfectiousDiseases*'

A2 蚊体液中の溶血活性が与える赤血球表面微細構造への影響
・小林睦生’・佐々木年則’・斉藤典子2．安居院宣昭’

国立感染症研究所・昆虫医科学部’・電子顕微鏡室2

オオクロヤブカ蝿体液中にはヒト赤血球に対する強い溶血活性が存在する。今までに、この
活性はEDTA.シアル酸、大豆由来のトリプシンインヒピター(STI)によって阻害されること、
および56℃の熱処理で失活することなどを明らかにしてきた。また、同体液にはシアル酸特
異的レクチンが存在し、溶血は体液レクチンを介して起こる可能性が強く示唆されている。今
回、このレクチンの部分アミノ酸配列をもとにウサギで作製された抗体が蚊体液によるヒト赤
血球の溶血を湿度依存的に阻害する事が示された。また、同体液とヒト赤血球とを反応させ、
赤血球表面の微細構造を走査型電子顕微鏡で経時的に観察したところ、体液と反応させた赤血
球表面の微細構造に反応開始5分後から著しい変化が淫められた°反応開始30分では赤血球
がコンペートー状の形態を示した。なお、現在赤血球表面に付着する体液由来のタンパク質が
どのような物質か検討している。

Ultrastructuralchangesonthesurfaceofhumanredbloodcellscausedbyhemolytic
activityinthemosquitohemolymph.

*MutsuoKobayashP,ToshinoriSasaki',NorikoSaito*andNoriakiAgui'

DepartmentofMedicalEntomology'.LaboratoryofElectronMicroscopy*,
NationalInstituteofinfectiousDiseases
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Proc.Jpn.Assoc.Dev.Comp.Immunol.Vol.11,1999,Fukuoka,Japan

A3蚊におけるマラリア原虫腿職レクチンcDNAの解析

・佐々木年則・小林睦生・安居院宣昭

国立感染症研究所昆虫医科学部

蚊の生体防御の－つとして、フェノール酸化酵素前駆体力スケード(Pro-POC)が考えられてい

る 。特に、マラリア 原 虫 （ オ ー キ ニ ー ト ） と い う異物に対して、蚊の中腸壁上でのメラニン化が

報告されている。Pro-POCの上流に関わる因子として、カイコ体液中のβ-1.3-グルカンやペプ

チドグリカン結合蛋白が報告されている。しかしながら、マラリアのベクターである蚊におい

てPro-POCの上流に関わる因子については不明な点が多い。我々は、前回オオクロヤブカ体液

中のシアル酸特異的レクチンのPro-POCへの関わりと、その部分箱製によるN末端アミノ酸配

列を報告した。そこで今回シアル酸特異的レクチンcDNAの配列について、シアル酸特異的レク

チンのN末端アミノ酸配列をもとに3'-RACEによる検肘を行った。その結果、約SOObpのPCR

産物と約IkbpのPCR産物を得ることができた。さらに、TAクローニングを試み、約SOObpの

PCR産物の中にシアル酸特異的レクチンと思われる配列を醗むことができた。現在、得られた

PCR産物がシアル酸特異的レクチンcDNAの配列に相当するか、5*-RACEで確認を行っている。

TheAnalysisonMalariaBindingLectincDNAfromMosquitoes

ToshinoriSasaki,MutsuoKobayashiandNoriakiAgui

DepartmentofMedicalEntomology・NationalInstituteofInfectiousDiseases

A4ハチミツガ体液における穎粒細胞およびプラズマ細胞両者の貧食反応への関与

○藤牒純夫1)．長沼文彦2).荒川賢良2).横尾暢也2)

佐賀大学農学部'）．アース環境サービス2）

昆虫の体液では、異物に対して貧食と包囲化反応が生じ、それには穎粒細胞とプラズマ

細胞が関与する．ところが、それらの反応に関与する細胞は昆虫によって異なり、貧食反

応には、ハチミツガではプラズマ細胞のみが関与すると報告されてきた．演者らは、体液

をEm油存在下にインキユベートすることにより穎粒細胞をガラス面に選択的に付着させ

た後、浮遊している血球を遠心分離により集め、αイオン下に置くことによりプラズマ

細胞を付着させるという、両種の血球のモノレイヤーを調整する方法を考案した．本研究

では、特にハチミツガ幼虫を用いて、こうして調整したモノレイヤーに直径5〃mのシリ

カビーズを加えて反応させることにより、貧食反応への血球への関与を検討した．穎粒細

胞の付着および食食反応は、プロフェノールオキシダーゼ活性化を阻害するp-NPGB存在

下に抑制されたが、フェノールオキシダーゼの阻害剤であるPTUによっては抑制されなか

ったことから、カイコの場合と同様に、フェノールオキシダーゼそのものが貧食反応に必

須であると結論した．一方、プラズマ細胞の付着・貧食反応はそれらの化合物の影響は受

けず、いずれもEm油によって阻害され、αイオンによって促進されることを確認した．

以上のように、ハチミツガでは両種の血球が貧食反応に関与していることが判明した．他

の鱗迩目昆虫においても、調べた限り、両種の血球の関与を確認した．

InvolvementofBothGranularCellsandPlasmatocytesinPhagocyticReactionin“"aramellonela

SumioTojo'),FumiMkoNjujanumâ,KenryoArakawâ,andSI血yaYokO研）

FacultyofAgriculture,SagaUniversity*),EarthP且ivironmentalServiceCo.LTD*)
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Proc.Jpn.Assoc・Dev・Comp・Immunol.Vol.11,1999,Fukuoka,Japan

Molecularcloningandfunctionalpropertiesofthreeearly-stagedencapsulation-relatingproteinsfromthe

coleopteraninsect,7を"鋤『わ〃tolitorlarvae

BokLuelLEE

CollegeofPharmacy,PusanNationalUniversity,JangjeonDong,KumjeongKu,Pusan,609-735,Korea

Encapsulationisamajordefensivereactionagainstforeignmaterialsthatai℃toolargetobephagocytosedby

individualhemocytes;however,thebiochemicalprocessofencapsulationisstillobscure・Toisolateandcharacterize

theearlystageofencapsulation-relatingproteins(ERPs),weusedthecoleopteraninsect.亜"ebriomolitorlarvae,by

injectingthreedifferingkindsofbeadsorinsertingpiecesofsurgicalsuturcsintotheabdomenof正耐alitorlarvae.The

1℃suitingproteinsfromtheinjectedbeadsortheinsertedpiecesofsurgicalsutureswererecoveredwithintenminafter

injectionorinsertion,andwereanalyzedonSDS/PAGEunderreducingconditions.Fourdifferentproteins(86kDa,78

kDa,56kDaand48kDa)wereenrichedascomparedwiththecrudehemolymph.Amongthem,wepurified86kDa,56

kDaand48kDaERPstohomogeneity.Wefoundthatthe86kDaproteinshowshighhomologywithinsectdiapause

protein1.AnalysisofthecDNAof56kDaERPconsistedof579aminoacidresiduesandshowedanovelglutamine-

richprotein.48kDaERPwasproducedwiththecleavageofArg""-Gly'*ofthe56kDaERPbyalimitedproteolysis.

WesternblottinganalysisshowedthattheseERPswereexclusivelydetectedonmembranefractionsofhemocytes.

Also,whentheearlystageencapsulatedbeadswerecoatedwithbothofthe56kDaand48kDaERPsantibodiesand

re-injectedintolarvae,nofurtherencapsulationreactionwasobserved.However,whentheearlystageencapsulated

beadswei℃incubatedwitheither56kDaERPantibodyor48kDaERPantibodyornon-immunizedrabbitIgGandre-

injectedintolarvae,furtherencapsulationoccurred.

A6 クルマエビ血球の分類

・近藤昌和!)・山本明子')・高橋幸則')・藤井玲子2)・友永進2》

水産大学校生物生産学科')・山口大学医療技術短期大学部2）

一般に、甲殻類十脚目の血球は透明細胞、小穎粒細胞、大穎粒細胞の3種類に分類されている。

本研究では、クルマエビの血球にメイーグリュンワルド染色を施して血球の細分類を試みた。血

球は、微小好塩基性穎粒球(FBG)、好塩基性形質細胞(BP)、好塩基性穎粒球(BG)、両染性穎粒球

(AG)、クロマチンの濃淡が見られる好酸性穎粒球(EGS)、溌縮核を持つ好酸性穎粒球(EGD)、お

よび難染性穎粒球(CG)の7種類に分類された。いずれの血球も穎粒を有し、FBGは直径1仏m

以下の均一な大きさの青色穎粒を持っていた。BPは直径0.2u.mの濃紺色穎粒を持ち、細胞質

は紺色であった。BGは直径0.1～0.2nmの不均一な大きさの青色穎粒を有していた。AGは、

青色穎粒と赤色穎粒の両方を持ち、ともに直径0.2umであった｡EGSとEGDはともに直径0.2

ULmの赤色穎粒を有し、CGは紡錐形から楕円形(1.0×0.6um)の非染色性穎粒を持っていた。

各種血球の中間型と思われる細胞は認められなかった。採血が円滑に行われなかった場合､金平

糖状のBPが認められ、そのとげの先端には穎粒が観察された。また、AGとEGSでは赤色穎粒

の巨大化と、その染色性の低下が見られたが、EGDの穎粒には、そのような変化は認められな

かった。各種血球の微細構造についても併せて報告する。

Classificationofkurumaprawnhemocytes

MasakazuKondo'¥AkikoYamamoto'¥YukinoriTakahashi",ReikoFujiîandSusumuTomonagâ

NationalFisheriesUniversity'̂andYamaguchiUniversitŷ
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A7 クルマエビのリンパ様器官の構造と異物捕捉能

・近藤昌和')・高橋幸則')・藤井玲子2)・友永進2）

水産大学校生物生産学科!)・山口大学医療技術短期大学部2）

クルマエビのリンパ様器官の基本構造は細血管が分岐したものである｡クルマエビに注入した

種々の異物が本器官に取り込まれるか否かを調べた｡直径の異なるラテックスビーズ(≦5nm)、

グルタールアルデヒド固定赤血球､加熱処理パン酵母､およびザイモサンのいずれも本器官の血

管壁に存在する食細胞に食食された。走査型電子顕微鏡により細血管の基底膜に直径約2“m

の孔が観察された。ファロイジン染色の結果、基底膜中の内皮細胞が強染し、豊富なアクチン繊

維の存在が示唆された。孔径よりも大きな異物が本器官に取り込まれるのは､何らかの異物認識

反応の結果、内皮細胞が収縮することにより孔が広がり、これを通って異物が血管壁に入るため

と思われる。基底膜はPAS反応およびAzan染色に陽性であり、日asticavanGieson(EVG)染色に

はほとんど染まらなかった。食細胞間には繊維構造が観察され、PAS反応とAzan染色に陽性で

あり、EVG染色で淡赤色を呈した。また、細血管間には細血管の外周と連続するスポンジ状結

合組織があり、PAS反応には様々な染色性を示し、Azan染色には難染性であり、EVG染色では

食細胞間よりも強く染まった。これらの染色性の違いから、基底膜、食細胞間繊維およびスポン

ジ状結合組織繊維の構成成分は異なると考えられる。

Structui℃andPhagocyticAbilityoftheLymphoidOrganinKurumaPrawn

MasakazuKondo'¥YukinonTakahashi",ReikoFujii*'andSusumuTomonaga*'

NationalFisheriesUniversity"andYamaguchiUniversity*'

A8 陸棲軟体動物チャコウラナメクジの皮膚移植片の運命

・瀬尾直美0）・古田恵美子z》・山口悪一郎3,

東京医大生物'’・濁協医大Ⅱ解剖2），同医総研3》

軟体動物の自己・非自己湧職機構の解明の－手段として、全く殻をもたず、多量の粘液を分

泌する大型のヤマナメクジを用い、auto,allogra此の移植片：宿主の関係を追求してきた。alio

摩anに対する宿主反応の初期反応では、a唾to,allogranいずれもマクロファージの遊走、食食

作用がみられたが、根本的な反応の違いは、allogra且移植直後から宿主は、その移植片をan⑥

と露寵し、ap叩toticにこれを拒絶することであった。その際に、per命㎡、が確実に関与するサ

イトカインであることも解明した。今回、an噂面鹸配臓機構が軟体動物に広く存在するかどう

か を検索するために、ヤマナメクジとは種類の異なるチャコウラナメクジを材料とした。チャ

コウラナメクジ（…x函…血鋤は痕跡的ではあるが、皮下に殿を有し、またヤマナメクジ

とは異なり、粘液分泌が少ない小型の外来種である。チャコウラナメクジを宿主として、auto.

an0，韮､⑪の移植片に対する宿主の反応を経時的に検索した。…昭、丘としては、ノハラナメ

クジ（…g躍錘鉦画のstramを使用した。

Fateoftransphn函s瞳、摩a丘shnmtheten-圏唾alsl昭．

NaomiSeo'',EmikoFuruta''andKeiichiroYamaguchi'》

Dent.Bid..To!可⑪Med.CoU.",Dept・Anat､*'andInst.”・Sd､".Dol幻⑨Univ・Sch.M劃．
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SL1 ニジマスの連鎖地図とIPN耐病性に関するq｢L解析

岡本信明

東京水産大学資源育成学科

魚類養殖におけるウイルス病の被害は甚大であるにも関わらず、現在のところ有効な治

療対策が見つかっていない。それ故に、ウイルス病に対する耐病性品種の作出が切望され

ているが、このような形質は量的形質(quantitativetrait;QT)あるいは複雑形質と呼

ばれ、その解析が困難とされてきた。近年、急速に発展したDNAマーカーを用いたポジシ

ョナルクローニング法は、ゲノム上に存在するこれらの量的形質に関与する複数の遺伝子

群(quantitativetrai11oci;QTLs)の検出を可能にし、その遺伝子の位置を決定すること

も可能にした。本題では、ニジマスのマイクロサテライトマーカーを用いた連鎖地図とニ

ジマスのウイルス病である伝染性騨臓壊死症(IPN)に対する耐病性／感受性に関するq｢L

解析についての我々の成果を述べる。連鎖地図の威力は、ひとたびDNAマーカーをゲノム

上に位置決めすれば、この地図がすべての遺伝形質の解析に利用できる点にある。

【連鎖地図】我々は、DNA多型マーカーとして最も広く使われているマイクロサテライ

トマーカー(CAリピートマーカー）、192個を用いて、29遺伝子連鎖群からなるニジマ

スの連鎖地図を作製した。雄と雌における遺伝子の組換え頻度の差を反映して、マーカー

間の距離は、雄の方が雌のそれより短く、その比は1：3．25であった。テロメア近傍では

雌における組換え率が雄のそれより著しく低く（0.14：1）、動原体近傍では逆に、雌の

方が雄のそれより高かった（10：1）。雌の連鎖地図におけるマーカー間の平均距離は10

cMであった。

【IPN耐病性/感受性のQTL解析】QTL解析に用いた家系は、ニジマスIPN耐病性系統

(YN-RT201)、IPN感受性系統(YK-RT101)の2つの近交系のF1と､IPN感受性系統

(YK-RT101)とを交配した戻し交配家系で､IPNウイルスで浸漬感染(lÔ TCIDsn/ml,!

時間)を行ない､耐病性（表現型;生、死）とDNA多型の遺伝状況との関連性の有無を解析

した。その結果、2つの遺伝子連鎖群に属する4つのマイクロサテライトマーカーにより、

ニジマスIPN耐病性／感受性に関する遺伝子座の存在とおおよその座位が推定された。

Geneticlinkagemapforrainbowtrα｣tandtheanalysisofQTLsforinfectious

pancreaticnecrosis

NobuakiOKAMOTO

(DepartmentofAquaticBiosciences,TokyoUniversityofFisheries)
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SL2 魚類の細胞障害性反応におけるMHC拘束

中西照幸

水産庁養殖研究所病理部免疫研究室

主要組織適合遺伝子複合体(MHC)分子には、構造的にも機能的にも異なる2つのク

ラスが存在する。MHCクラスI分子は殆どすべての有核細胞に発現され、自己タンパク

質、ウイルスタンパク質などに由来する主として細胞内で合成されたペプチドを結合し、

CDS陽性のT細胞（主にキラーT細胞）に提示する。一方、クラスII分子はマクロファ

ージやB細胞など一部の免疫細胞に限って発現され、外来のタンパク質抗原由来のペプチ

ドを結合して、CD4陽性のT細胞（主にへルパーT細胞）に提示する機能を有する。な

お、T細胞は自己MHC抗原と共に呈示された抗原に対しては反応するが、自己以外のM

HCによって呈示された抗原には反応できない(MHC拘束）。魚類においても、これま

でに30種類以上の硬骨魚及び軟骨魚から、クラスIα鎖、クラスIIα鎖、β鎖及びβ2m

をコードする遺伝子が単離されている。これら魚類のMHC遺伝子の構造は高等脊椎動物

のそれと基本的に同じで、古典的クラスI遺伝子においては著しい多型が認められ、抗原

ペプチドと相互作用する部位、β2mや糖鎖との結合部位等のアミノ酸がよく保存されて

いる。このように、魚類においても哨乳類と同様な構造を持つMHC遺伝子が単離されて

いるが、残念ながら、未だ分子として同定されておらず、また、その機能についても全く

不明である。

一方、我々はこれまでに3倍体クローンギンブナとギンブナーキンギョ4倍体雑種を用

いて移植片対宿主反応(GVHR)や赤血球を標的としたmvitro標的細胞特異的細胞障害試

験法、あるいはクローンギンブナとこれに由来する細胞株を用いて特異的細胞障害試験法

を確立し、魚類においてもアロ抗原特異的細胞傷害性T細胞が存在することを示してき

た。また、ドチザメ親子のMHCクラスI遺伝子を徹底的に解析し、2つの遺伝子座を同

定しその多型性を明らかにすると共に、これらクラスI遺伝子がコードする分子がアロ抗

原として認識されていることを皮膚移植実験により明らかにした。現在、ニジマスを用い

てMHCクラスI遺伝子の多型性を明らかにすると共に、クラスII遺伝子産物に対するモノ

クローナル抗体を作成し、これらの分子の細胞における分布や機能の解析を進めている。

本講演においては、上に述べた特異的細胞障害試験やMHCクラスI遺伝子の多型性と

機能に関する最近の研究を紹介すると共に、クローンギンプナとこれに由来する長期培養

細胞を用いたウイルス抗原特異的細胞障害活性に関する研究、並びにホモ接合体クローン

ニジマスと数種のニジマス細胞株を用いたウイルス感染細胞に対する細胞障害活性におけ

るMHC拘束性について述べる。

MHCi℃strictionincell-mediatedcytotoxicityinfish

TeruyukiNakanishi

(PathologyDivision､NationalResearchInstituteofAquaculture)
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Bl ハゼ 科魚 類ドロメの腹腔内に投与された粒子性異物の隔醗と排除

八幡詩乃’’・中村弘明2’・菊池慎一’’

千葉大学・海洋バイオシステム研究センター！’・東京歯科大学・生物2）

ハゼ科の海産魚ドロメの腹腔内にカーボン粒、フェリチンなどの微小粒子性異物を注射し、

経時的に臓器を組織学的に観察すると、異物の多くは騨臓と心臓内皮に速やかに取り込まれ、

時間と ともにメラノマクロファージセンター標の結節を形成した．また、異物の一部は、腹壁

の筋層の薄い部域を通過し、体表側に運ばれて体外へ排除される像がみとめられた（第10回

本学術集会）．今回、やや大型の粒子性異物としてラテックスビーズ（直径2－15ミクロン）

をド ロメの腹腔内に注射したところ、心臓内皮への取り込みはほとんど認められなかったが、

他の臓 器への取り込みは、カーボン粒の場合とほぼ同犠であった．また、注射後1週間目頃か

ら、腹部皮膚内に多 数のラテックスビーズが観察されるようになり、さらにその一部は体外へ

排除さ れている像を示した．この腹腔内から皮膚内への異物の運搬の経路について、組織学的

に解析した．

Retentionandeliminationofintraperitoneallyinjectedparticulatematerialsinthe

sobiidfish.ChasaichthysgoノosUs･

ShinoYahata'',HiroakiNakamura*'Shin-ichiKikuchi''

MarineBiosysteosRes･Ctr．．ChibaUniv''. Lab・ofBiol．.TokyoDent.Col.*

B2コイ末梢血白血球における生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)の存在

・宇佐美剛志・末武弘章・大久保範聡・鈴木眼・会田勝美

東京大学大学院農学生 命 科 学 研 究 科

近年、哨乳類において，脳内で産生されるホルモンが白血球に存在することが明らかになり

注目されている。我々は、下垂体の生殖腺刺激ホルモン放出活性をもつことが知られている

GnRHに筋目し、コイを用いて白血球にGnRHが存在することを明らかにした。

コイの脳より抽出した全RNAを試料として、RT-PCR法，及びRACE法を行いサケ型GnRH(sGnRH),

ニワトリエエ型GnRHCcGnRH-II)という2つの分子種をそれぞれコードするcDNAクローンを得

ることができた。これらの塩基配列をもとにそれぞれのGnRHに特異的なプライマーを作製し、

RT-PCR法を用いてコイ末梢血白血球においての2種類のGnRH遺伝子の発現を調べた。その結

果、末梢血白血球にはsGnRH遺伝子のみの発現がみられた。次にペプチドレベルでの存在を明

らかにするために、末梢血白血球の塗抹標本を作製しsGnRH抗体による免疫染色を行ったとこ

ろ、形態的にみて好中球と考えられる細胞が免疫陽性であった。

噛乳類ではGnRHはリンパ球などに存在することが報告されているが，コイの好中球にGnRH

が存在することの意義について，現在行っているGnRHレセプターの解析とあわせて今後検討

する予定 である。

Gonadotropin-releasinghormone(GnRH)incarpleukocyte

。T.Usami,H･Suetake,K･Okubo,Y･SuzukiandK，AidQ

GraduateSchoolofAgriculturalandLifeSciences,TheUniversityofTokyo
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B3コルチゾー ル に よ る テ ラ ピ ア 好 酸 性穎粒球の脱穎粒抑制

。松山知正’）・黒木順子’）・飯田貴次2）

鹿児島大学連合大学院農学研究科’）・宮崎大学農学部2）

魚類でも噛乳類と同様に、ストレスによって炎症部に浸出する好中球の数が減少すること、

好酸性穎粒球(EGG)が炎症反応初期に脱穎粒を起こし、好中球遊走因子を放出することを

報告してきた。今回、ストレス時に放出されるコルチゾールのEGG脱穎粒および、組織内の

EGG分布密度におよぼす影響について報告する。

invivoでのEGG脱穎粒率は、刺激剤（大賜菌死菌、サプスタンスP)を鰯内に接穏し1

時間後に鯉膜の伸展標本を作製して求めた。刺激剤接種の24時間前に腹腔内にコルチゾール

を含むココナッツオイルを投与したところ、ココナッツオイルのみを投与した堀合と比較し

て有意に脱穎粒率が減少した。螺眼から分離したEGGをコルチゾールを含むHBSSに再浮遊

し、 サ プ ス タ ン ス Pあるいは正常血清に浮遊したザイモサンを細胞に加えてEGGを脱穎粒さ

せると、EGGの脱穎粒はコルチゾールの温度依存的に抑制された。さらに、コルチゾールを

含 むココナッツオイルを腹腔内投与し、経時的 に螺の伸展穏本を作製して一定面積当たりの

EGGの数を測定したところ、ココナッツオイルのみを投与したときと比較して鰯に分布する

EGG密度が低下する傾向が見られた。以上の結果から、ストレス時の炎症部浸出好中球数の

減少には、コルチゾールによる直接的なEGG脱穎粒の抑制、組織内のEGG分布密度の低下

が関与していると考えられた。

InhibitoryeffectofCortisolonthedegranulationofeosinophilicgranularcells.

TomomasaMatsuyama'',JunkoKurogi'*andTakajilida*'

KagoshimaUniversity''andMiyazakiUniversitŷ'

B4噛乳類以外の脊椎動物における自動血球計測システムの検肘

o森友忠昭・井上孝正・田村有美・藤野洋・間宮幸子・南愛

日本.大学生物資源科学部獣医学科魚病学研究室

哨乳類以外の脊椎動物（魚類、両生類、腿虫類、鳥類）の赤血球および栓球は有核であり、

溶血を基本原理とする哨乳類の自動血球計測システムは利用できず、独自法の開発が必要であ

る。本研究では、生体膜蛍光プロープDiOCa(3)を用い血液細胞を染色し、フローサイトメト

リーにて解析することによりこれら動物の自動血球解析法を検肘した。【方法】コイ、キンギ

ョ、ニジマス、ウナギ、イグアナおよびウズラよりヘパリン処理シリンジを用いて採血後、20

必lの血液を試験管にとり3900MlのMinimumEssentialMediumおよび80AtlのDiOCe(3)

色素液(50tig/ml)を加え、10分間室温で染色した。その後、血液細胞浮遊液をスライドグ

ラス上に取り、落射式蛍光顕微鏡(OlympusBH2-RFC，B励起）下で観察した。また、残り

の浮遊液をフローサイトメーターに吸引させ、前方散乱光(FSC)、側方散乱光(SSC)および

緑色蛍光強度(FL1)を測定した。【結果】DiOC-O)染色後の血液を蛍光顕微鏡下で観察したと

ころ、白血球および栓球は染色されたが、赤血球はほとんど染色されなかった。また、赤血球

以外の細胞においても、細胞の種類によって蛍光強度の差が罷められ、穎粒球は強陽性に染色

されたが、栓球、リンパ球は弱陽性であった。そのため、同様の血液細胞をフローサイトメト

リーにて解析をおこなったところ、FL-1vsSSCドットプロット上で穎粒球，単球，栓球一リ

ンパ球領域が確定され、これら各白血球数の自動カウントが可能であった。

AutomatedBloodCellCountingforLowerVertebrate

T・Moritomo,T.Inoue,Y.Tamura,H.Fujino,S・MamiyaandA.Minami

LaboratoryofFishPathology,DepartmentofVeterinaryScience,NihonUniversity
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B5免疫組織化 学によるマアナゴ皮膚粘液レクチンの検出

・中村修’)・渡辺翼”・神谷久男’'・村本光二，’

北里大水産学部水族病理学”・同水産資源化学2'・東北大農学部植物資源化学，）

魚類の皮膚粘液は物理的および化学的障壁として生体防御上重要な擬能を持ち、いくつかの

魚類粘液中から、抗体やレクチンなどが検出されている。マアナゴα"gEF〃”“!”の皮膚粘液か

らはKamiyaら(1988)が、ガラクトース特異性を示すレクチン(congerin)を単離・糖製している。

congennには複数のアイソタイプが存在し、量的にもつとも多いcongerinIについては1次構造も

明らかにされている(MuramotoandKamiya.,1992)。演者らはマアナゴ皮膚をプアン液または4%パラ

フォルムアルデヒドで固定後、パラフィン切片を 作製し、免疫組織学的手法を用いて、マアナ

ゴ成魚組織切片におけるcong鱈nnIの検出を試みた。その結果、マアナゴ表皮には表皮細胞、

粘液細胞および梶棒状細胞の少なくとも3稲類の細胞が存在しており、congCnnIは提棒状細胞

に多量に含まれていることがわかった。また、マアナゴはウナギ目の他の魚種と同じく、葉形

幼生(leptocephalus)とよばれる特異な仔魚期を持つ。この仔魚はほとんど透明で血色素を持たず、

体 積 の大部分をゼラチン 機 物 質 が 占 め 、 生 体 防 御機能についてもほとんど不明である。仔魚粘

液 を 調ぺたところ、ウサ ギ 赤 血 球 に 対 し 強 い 凝 集活性を示し、ガラクトースにより活性が阻害

されたことから、congemを産生していると考えられた。しかしながら皮膚の栂成は成魚のそれ

と大きく異なっている．そこで変態前、および変態期仔魚におけるcon8enn含有細胞の所在を

調べ、その発運過狸について検討した。

Immunohistochemicaldemonstrationofthelectincontainingceltsintheskinofadultandlarvaeofcongereel.⑰"摩r胸)"ねs花r

OsamuNakamura",TasukuWatanabe",HisaoKamiya",KoiiMurgmoto"

K迩璽loUniv."．TohokuUniv.．）

B6 ウナギ体表粘液 に存在する16.1kDaレ ク チ ン の 縞 製 お よ び 生 化 学 的 解 析

田角聡志・川添一郎・大平剛・末武弘章・川端 孝一 ・中 谷操 子・ 鈴木 鯉・ 会田 勝美

東京大学大学院農学生命科学研究科

ウナギ 体表粘液中には高いレクチン活性が翌められ、生体防御に関与していると考えられる

がその樋能は不明である。現在、このレクチンの栂 造および生化学的性質の解析を行っている。

ウサギ赤血球を用いたマイクロタイタ一法によりウナギ体表粘液抽出液におけるレクチン活性

を検肘 し た と こ ろ 活性はラクトースにより阻害を受けた。そこでラクトースアフイニティーク

ロマトグラフイーにより異なる2種類のレクチン（16．1kDaおよび31.7kDaレクチン）を精

製し、さらにゲル漉過クロ マト グラ フィ ーに より これらを単離した。31.7kDaレクチンについ

てはすでにcDNAク ローニングを行い一次構造の解析まで行ってきたが、今回は16.1kDaレク

チンに 注目しその生化 学 的 解 析 を 行 っ た 。 精 製 1 6．1kDaレクチンは活性発現に2価イオンを

要求せずラクトースにより顕著に阻害された。また、分子量はTOF-MSにより16091Daと決定

された。次にN末端アミノ酸配列決定を試みたがN末端がブロックされていたため、リジルエ

ンド ペプチダーゼにより切断して得たペプチド断 片 の ア ミ ノ 酸 配 列 を 一 部 決 定 し た 。 得 ら れ た

部分配列は31.7kDaレクチンの配列とは異なり、ホモロジー検索にかけたところ相同性を示す

既知のタ ン パ ク 質 は 見つからなかった。しかし、本ウナギ体表粘液16．1kDaレクチンはすでに

報告されているマアナゴガレクチンCongerinに対する抗体とクロス反応し、分子量も近いこと

などから二次栂造の類似性が想定され、比較生物学的観点からも興味深い。

Purificationandbiochemicalcharacterizationof16．1kDaIectinintheskinmucusoftheeeI

｡S・Tasumi,I．Kawazoe,T.Ohira,H，Suetake,K・Kawabata,M･Nakaya,Y･SuzukiandK・Aida

GraduateSchoolofAgriculturalandLifeSciences,TheUniversityofTokyo
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B7コ イ補 体第3成分(C3)アイソフオームの単離・同定

･無津呂淳一・中尾実樹・加藤陽子・藤木和浩・矢野友紀

九州大学大学院生物資源環境科学研究科

近年の研究で硬骨魚類のC3(thethirdcomplementcomponent)は、高度な多様性を持つことが明かと

なっている。これまでに演者らは、1尾のコイから8種類のC3アイソフオームcDNAを単離した。これらのア

イソフオームは、80~95％のアミノ酸配列同一性を示し、チオエルテルの開裂･結合反応を触媒するヒスチジ

ン残基(触媒性His)に変異が見られた。これらの変異は、C3の異物表面に対する結合特異性に大きく影響する

と考えられることから、このような多様な結合性を示すC3を持つことが硬骨魚類の生体防御上有利に働いて

いると推測される。

本研究では、これらのC3アイソフォームの発現をタンパク質レベルで確認し、その機能的な差異を検討す

るために、コイ血清からC3タンパク質の箱製を試みた。コイ血清をポリエチレングリコール分画後、その

5~16％画分を陰イオン交換、ゲル漁過など各種カラムクロマトグラフィーに供試し、1尾のコイから5種類

のC3アイソフオームを得た。これらは、全てα鎖(約120kDa)とβ鎖(約66kDa)からなる2本鎖構造をとり、

精製中に変性したものを除いた4種は、分子内部にチオエステル結合を保持したネイティブなC3であった。

触媒性HisのSerへの置換に伴い、チオエステルの結合特異性が水酸基からアミノ基へと変化することがタン

パク質レベルで確認された。また、4種の変異C3の溶血活性は大きく異なったが、触媒性Hisとは必ずしも

相関がなかった。この様な触媒性Hisを欠くC3が硬骨魚類において確認されたことは、非常に興味深い新見

知である。

Isolationandidentificationofthethirdcomplementcomponentisoformesfromthecommoncarp(Cyprinuscarpioﾉ．

JunichiMutsuro,MikiNakao,YokoKato,KazuhiroFujiki,andTomokiYano

DivisionofBioresourcesandBioenvironmentSiences,GraduateSchool,KyushuUniversity

B8コイ補体MASPアイソフォームの分子クローニングおよび遺伝子解析

永井毅・◎中尾実樹・加藤陽子・無津呂淳一・木村守孝・藤木和浩・矢野友紀

九州大学大学院生物資源環境科学研究科

MASP(mannose-bindinglectin-associatedserineprotease)は、補体レクチン経路を介して

補体成分C4,C2,C3を活性化するセリンプロテアーゼ(SP)である。これまでに、ヒト、マウス、カエ

ル、コイ、サメ、ヤツメウナギ、ホヤからMASPのcDNAが単離されており、レクチン経路は幅広い動

物で機能する起源の古い補体活性化経路であると考えられる。

本研究では、硬骨魚類におけるMASPの多様性を検討するために、コイから、MASP様クローンの単

離を試みた。その結果、既報のcaMASPに加えて、新規アイソフォーム(MASP-relatedprotein,MRP)

のcDNAを単離した。MRPのN末端側のドメイン栂造は、caMASPと同様に、CUB1/EGF/

CUB2/SCR1であったが、C末端側に続くべきSCR2/SPドメインを欠損し、代わりに21残基から成る

ユニークなC末端アミノ酸配列を含んでいた。ノーザンブロッティングにおいて、供試した6個体のコ

イの肝豚臓から、caMASPとMRPのmRNAが検出された。caMASPの二つのSCRドメインをコードす

るエキソン間に相当するゲノムDNAをPCRで増幅したところ、MRPのC末端アミノ酸配列をコードす

るエキソンが見つかった。したがって、caMASPとMRPは同一の遺伝子を共有し、mRNAの選択的ス

プライシングによって生じたアイソフオームであることが判明した。近年、ヒトMASP2においても、

選択スプライシングによってCUB-EGFドメインだけから成る、コイMRPと類似したアイソフオーム

が見つかっており、このようなアイソフォームの役割に興味がもたれる。

MolecularcloningandgeneanalysisofMASPisoforms,componentsincarpcomplement.

TakeshiNagai,MikiNakao,YokoKato,Jun-lchiMutsuro.MoritakaKimura,KazuhiroFujiki,andTomokiYano

DivisionofBioresourcesandBioenvironmentSciences,GraduaにSchool､KyushuUniversity
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B9コイC3レセプターβサブユニットのcDNAクローニングと遺伝子解析

・木村守孝・藤木和浩・中尾実樹・申同浩・矢野友紀

九州大学大学院生物資源環境科学研究科

補体第三成分(C3)レセプター(CR3)は細胞接着分子インテグリンの一種で，α鎖とβ鎖から成るへテロダイマ

ーである．CR3は補体C3の活性化フラグメントiC3bを主に認識して，白血球による異物の食食を冗進する．本研究

では，魚類の生体防御に重要な役割を果たすオプソニンのメカニズムを解明するために，免疫強化物質スクレログ

ルカンおよびアルギン酸ナトリウムを投与したコイと無投与コイの白血球で発現しているmRNAの差分を，

SuppressionSubtractiveHybridization法で解析し，コイCR3βサブユニットのcDNAをクローニングした．ラ

イブラリーより単離されたcDNAクローン[IB19(3.2kbp),IB22(2.8kbp)]は,それぞれ767残基および768

残基のアミノ酸をコードする翻訳領域を含んでいた．両者の推定アミノ酸配列は，インテグリンβ鎖に特徴的なシ

ステインに富む4回の反復配列を含み，ヒトのインテグリンβ鎖（β1～β8）と30～49％の同一性を示したが，中で

もβ2と最も高い相同性が認められた．したがって,IB19とIB22は，いずれもコイCR3のβサブユニットをコードす

るクローンであると考えられた.RT-PCRを行った結果,IB19,IB22ともに免疫強化物質による刺激の有無に関わ

らず,頭腎および腹腔内の白血球で構成的に発現していることが判明したが,IB19の発現量には個体間でばらつき

があった.ゲノムDNAを用いたサザンプロッテイングおよびPCRによって遺伝子コピー数を解析したところ，複数

のバンドが認められ,コイCR3βサプユニット遺伝子が重複していることが示唆された．

cDNAcloningandgeneanalysisofcarpcomplementreceptortype3β-subunit.

MoritakaKimura,KazuhiroFujiki,MikiNakao,ShinDong-Ho,TomokiYano

DivisionofBioresourcesandBioenviromentSciences,GraduateSchool,KyushuUnivercity

BIOSSH法を用いたコイサイトカイン類(PBEF,LECT2,GMF6)のcDNAクローニング

･藤木和浩・申同浩・中尾実樹・矢野友紀

九州大学農学部水産化学第一謂座

Suppressionsubtractivehybridization(SSH)法は、PCRを利用したcDNAのサブトラクシ

ョン法であり、サイトカインを含む発現髄の低い遺伝子のクローニングに効果的である。本研

究では、2種類のSSHを行い、コイサイトカイン類のクローニングを試みた。SSHl:コイにア

ルギン酸ナトリウムを腹腔内投与し、48時間後の腹腔内細胞のcDNAから無処理のコイの頭腎

細胞のcDNAを差し引いた。SSH2:コイにスクレログルカンとアルギン酸ナトリウムの混液を

腹腔内投与し､3，6，12，24，48時間後に頭腎細胞と腹腔内細胞を採取しプールした細胞のcDNA

から、これをライブラリー化したものを差し引いた。SSHlでは、これまでに全長塩基配列を

決定したCOchemokine，allograftinflammatoryfactor-1(AIF-1)、natural-killerenhancing

factor(NKEF)に加えて、新たにpre-Bcellenhancingfactor(PBEF)のホモローグの全長cDNA

をクローニングした。コイPBEFはヒトPBEFと86.2%と非常に高いアミノ酸同一性を示した。

SSH2ではleukocytecell-derivedchemotaxin2(LECT2)とgliamaturationfactorB(GMFB)

のホモローグが得られた。コイLECT2はﾛ甫乳類のLECT2と47.5-48.1%のアミノ酸同一性を

示した。一方、コイGMFβは哨乳類のGMFβと76.1-77.5%と高いアミノ酸同一性を示した。

cDNAcloningofcarp(Cyprinuscarpio)cytokines(PBEF,LECT2,GMFB)byuseof

suppressionsubtractivehybridization

KazuhiroFujiki,Dong-HoShin,MikiNakaoandTomokiYano

LaboratoryofMarineBiochemistry,KyushuUniversity
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ILTheModulationofInnateImmunity.

ChristopherJBaynel2,LenaGerwick2andNoraDemers2'3，

'LaboratoryofMarineBiochemistry,DepartmentofFisheries,KyushuUniversity,

Hakozaki,Fukuoka812-8581,̂DepartmentofZoology,OregonStateUniversity,

Corvallis,Oregon97331,USA,and̂BiologyDepartment,CollegeofArts&Sciences,
FloridaGulfCoastUniversity,Ft・Myers,FL33965,USA.

Modulationischange・Inphysiologicalsystems,suchchangesareevidentinthe

effectivenesswithwhichthesystemperformstoensuresurvival.Withintheadaptive

immunesystem,modulationisanabsolutepre-i巳quisitefordefensivefunctions,since

lymphocyteclonesmustbeexpandedanddifferentiated・Withintheinnateimmune

system,effectorcomponentsarepre-formedandreadyforaction・Itisimportantto

consider,however,towhatextentcomponentsofinnateimmunityaresubjectto

modulation．Manycomponents,bothhumoralandcellular,makeuptheinnateimmune

system.Thepurposeofthispresentationistoevaluatemolecularcomponentsintermsof

theircapacitytoachievealteredeffectiveness.Externalfactorsthatmaymodulateinnate

immunityincludediet,toxicpollutants,temperature,andstressors.Internalfactorsthat

maymodulateinnateimmunityincludenutritionalstatus,age,endocrines,andthe

presenceofpathogensorparasites.Ourwork,usingfishmodels,hasfocussedonrapid

effectsofstressors.Wehypothesizedthatthe"fight-or-flight"responsethatis

experiencedattimesofacutedangershouldincludeenhancedeffectivenessofinnate

immunitytocopewithnon-sterileconsequencesofbodilyinjury.Modulationas

proposedisindeedfoimdtooccur:severalplasmaproteinsincreasewithinminutesofthe

startofanacutestressfulevent.Inrainbowtrout,theseproteinsincludelysozyme.

complementcomponent3,andothers・Withthegoalofdevelopingprobesforusein

quantifyingadditionalhimioralcomponentsinvolvedinsuchresponses,weare

sequencinggenesinvolvedintheacutephasei℃sponseoftrout.Catecholamine

hormoneselicitalteredtraffickingofleukocytes,andwepostulatethatthesehormones

alsoinducethereleaseofso-calledacutephaseproteinsaspartofthe"fight-or-flight"

response・Developmentofthetroutasamodelforthisworkhasreliedonappropriate

selectionandadministrationofanesthetic;surreptitiousinfusionof2-phenoxyethanol

intohometanksyieldsfishwithlowplasmaadrenalinelevels.
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S1 カイコの体液性因子

山川稔

農水省蚕糸・昆虫農業技術研究所生体防御研究室

昆虫の生体防御系は脊椎動物の獲得免疫とは異なり抗体は関与せず先天性免疫だけ

で細菌類、真菌類、ウイルス等の微生物感染に対処する特徴を持つ。

大腸菌で免疫したカイコ5齢幼虫より既知のセクロピンAやB以外にセクロピンD

や新規のレポシンやモリシンと命名した抗菌性蛋白質が分離・同定された。レポシン

は32個のアミノ酸から成り、プロリンに富み糖鎖を含むことが大きな特徴である。

レボシンは3つの類似体から成り、グラム陰性細菌を殺すが、糖鎖は活性発現に必須

である。一方、モリシンはαヘリックス構造をもちリポゾームを用いた実験より細菌

の細胞質膜に作用することが明らかとなっている。モリシンはグラム陰性及び陽性細

菌いずれにも強い抗菌活性を示し臨床分離株のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

(MRSA)や緑膿菌に対しても活性を示す実験結果が得られている。

昆虫の抗菌性蛋白質遺伝子はリポポリサッカライド(LPS)やくプチドグリカン(PG)

等の細菌の細胞壁構成成分でその発現が誘導されることが知られている。これらの細

胞壁構成成分の内LPSについてはカイコの貧食細胞である穎粒細胞を含むinvitro系

に大腸菌を加える実験から血液中の貧食細胞による補食の結果生じることが示され

た。このように生成されたLPSは穎粒細胞表面にあるllkDaの膜蛋白質に結合する

ことがわかっている。LPSによって引き起こされる血球や脂肪体のような特定の組織

の細胞内情報伝達経路としてG蛋白,cAMP、カルシウムイオン、プロテインキナーゼ

AとC等の因子が関与することが推測された。一方、細胞核の中に存在するセクロピ

ンB，アタシン、レボシンやモリシン等の抗菌性蛋白質遺伝子の5，上流の活性制御

領域にはTATAボックス、NF-kB結合領域,GAGAボックス,IL-6結合領域等の脊椎

動物の免疫系に関与する蛋白質遺伝子上にも共通して存在する重要な活性制御モチー

フが存在することが明らかになった。これらのモチーフに細菌やLPSでカイコを免

疫した場合にのみ結合する核蛋白質があることがわかってきた。細胞内情報伝達の最

終局面で細胞質内に存在する核蛋白質がその情報を受けて核へ移行し、特定のモチー

フに結合することにより遺伝子発現が引き起こされるものと推察される｡最近になり、

カイコアタシン遺伝子の5，上流に昆虫のような無脊椎動物や脊椎動物において今ま

で知られていない核蛋白質結合部位が同定された。それはNF-atB結合領域とGATA

ボックスのすぐ下流に位置するCATTT配列で、ゲルシフト分析により、カイコをLPS

で免役した時のみにこの部位に結合する核蛋白質の存在が実証された。

HumoralimmunefactorsinBomb}廓mon*.

MinoruYAMAKAWA

(LaboratoryofBiologicalDefense,NISES)
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S2 カブトガニレクチンの自己と非自己を見分ける分子機構

川畑俊一郎

九州大学大学院理学研究科生物科学専攻

抗体の多様性を利用できない無脊椎動物にとって、侵入する細菌に対する異物認識は、細菌

表層に存在する糖鎖を認識するレクチンと呼ばれる糖結合タンパク質によるところが大きい。

これら生体防御レクチンのなかには、細菌特異的なものではなく、生物に普遍的に存在する単

糖、あるいはその一部を認識するものがある。自己にも存在する糖鎖をターゲットにしていか

に非自己を認識できるのか？

カプトガニ体液の穎粒細胞には、体液凝固因子やレクチン（タキレクチン、TLと略）、抗菌

ペプチドなどが穎粒内に貯蔵されており、リポ多糖(LPS)の刺激により細胞外に放出される。

当研究グループは、現在まで穎粒細胞より4種の特異性の異なるレクチンを単離した。タキレク

チン-2(TL-2)は、A型赤血球を特異的に凝集するレクチンで、水溶液中では単量体で存在す

る。TL-2は、単糖のなかでは、D-GlcNAcに対する特異性が最も高く、ある種のLPSやグラム陽

性菌の表層成分であるリポテイコ酸に対する結合活性がある。TL-2は、23磯基からなる単純

タンパク質で、47残基の5回の繰り返し配列から構成されており、最近のTL-2のX線結晶解析

により、その立体構造は、一次構造の5回繰り返し配列を反映し、4本の逆平行β-シートを構

造単位とした5葉β-プロペラ構造であった（文献)oさらに、レクチンーリガンド複合体の構
造解析から、それぞれのプロペラに1個のD-GlcNAcが結合していることが判明した。

一方、古くより血策中のレクチンの存在が報告され、穎粒成分と協調しつつ生体防御反応に

関与していると考えられる。最近、血紫から2種の強い赤血球凝集活性と細菌凝集活性をもつ

TL-5Aおよび5Bを精製した。その血球凝集活性は、糖に限らずアセチル基を含むすべての物質

で阻害されたことから、TL-5は生物に普遍的に存在するアセチル基を認識していることが判明

した。この活性は、これまで報告されたレクチンには見られない特異的なものである。一方で、

TL-5は穎粒細胞由来の抗菌ペプチドの抗菌性を増大させた。したがって、TL-5は種々の感染菌

侵入の際、菌の表層に結合し、感染防御の初期過程に重要な役割を果たしていると考えられる。

TL-5の全塩基配列を決定した結果、哨乳類フイブリノーゲン（β,γ鎖)やフイブリノーゲン類似

タンパク質との間に40-50%のアミノ酸配列類似性が示された。さらに、TL-5の溶液中でのオリ

ゴマー形成やその花束状の電子顕微鏡像は、哨乳類のcollectins-̂ ficolinsといった異物認識レク

チンとの機能類似性をも連想させる。

本シンポジウムでは、カプトガニレクチンの糖結合の多価性とレクチン表面に複数存在する

糖結合部位の距離に非自己認識の秘密が隠されていることを紹介したい。

(文献)Beisel,H.-G.,Kawabata,S.,Iwanaga,S.,Huber,R､&Bode,W.(¥999)EMBOJ.18,2313-2322.

Molecularmechanismtodistinguishbetweenselfandnone-selfbyhorseshoecrab
lectins

Shun-ichiroKawabata

(DepartmentofBiology,KyushuUniversity)
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S3 硬骨魚類のトランスフェリン

李宗映

東京水産大学遺伝生化学講座

トランスフエリン(Tf)は血清中に存在する分子量約80Kダルトンの糖蛋白質で主に肝臓で

合成される。Tfは鉄の輸送、鉄の吸収、細胞の増殖分化、免疫機能の調節および抗微生物の

作用等があげられる。魚類のTfに関する研究のほとんどは、アイソザイムの多型解析による

多型性を調べたものであるが、サケ科魚類のギンザケのTfはA,B,Cの3タイプが存在し、

その内Cタイプが細菌性腎臓病に対する抵抗性があることが報告されている。また、ニジマ

スにラクトフェリンを投与することにより、マクロファージあるいは好中球レセプターを介し

て貧食作用および化学発酵能が高まり、魚類病原菌、隊blブひanguillarumおよびβ溶血型レン

サ球菌に対して抵抗性を示すことが明らかにされている。しかし魚類のTfの機能については

不明な点が多い。最近、魚類のTfの遺伝子あるいはcDNAがクローニングされ、その遺伝子

構造、発現調節機構が明らかにされつつある。今回はこれらの研究を紹介する。

メダカTf遺伝子は約8.5kb上に17個のエキソンと各エキソン間を介存する16個のイン

トロンより構成され、エキソンの長さは、哨乳類と鳥類のTf遺伝子に比べてほぼ同じであっ

たがイントロンの長さは短かった。メダカTf遺伝子の転写調節を行っているプロモーター領

域近辺には、転写因子TFIIDの結合部位であるTATABoxおよび転写活性化因子Splの結合

部位であるGCboxが2か所、エンハンサー領域として、エストロゲン応答領域、グルココル

チコイド応答領域が2か所および金属応答領域が4か所存在していた。メダカおよびサケ科魚

類のTfのタンパク質翻訳領域のアミノ酸配列を他のTfファミリーのものと比較すると鉄結合

に関与する5個アミノ酸（アスパラギン酸、ヒスチヂン、アルギニン、チロシンは2アミノ酸）

およびジスルフイド結合を形成するシステインは種を越えてよく保存されていたが、アニオン

を介して結合するアルギニンがNローブにおいて、魚類およびXenopusではリジンであった。

魚類のTfの基本的構造はNローブとCローブよりなり、両者間において相同性が認められる

ことより遺伝子重複により形成された遺伝子であることが示唆された。

サケ科魚類のTfのORF(ギンザケ、ニジマス、ヒメマス、アマゴ、サクラマス、イワナ、

カワマス、レイクトラウト、ブラウントラウトおよび大西洋サケ）をそれぞれ比較したところ

84％以上の高い相同性が認められており、Onca勿mcbus属の17アミノ酸、Salvelinus属の

10アミノ酸、Salmo属の12アミノ酸が各属に特異的なアミノ酸であった。これらのアミノ酸

は属の分岐後に置換が起こったと考えられた。また、アミノ酸配列をもとに系統樹を作成し、

サケ科魚類の分子進化について検討したところ、形態および染色体数による既知のサケ科魚類

の分類とも同様の結果であったことより、Tfのアミノ酸配列を用いた系統分類は、サケ科魚

類のみならず、魚類全般に応用できる可能性が示唆された。

Transferrinsinteleost

Jong-YoungLee

(LaboratoryofGeneticsandBiochemistry,TokyoUniversityofFisheries)
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S4 二三ジマニ‐C－反応性蛋白質
児玉 洋

大阪府立大学農学部獣医免疫学講座

魚類および無脊椎動物の血液(血リンパ液)中には、高等脊椎動物と同様急性
相蛋白質が存在し、C反応性蛋白質(C-reactiveprotein:CRP)がよく知られ
る。肺炎双球菌のC多糖体(C-polysaccharide;CPS)に親和性を有することか
ら、CPSアフィニティークロマトグラフィーによる分離が行われる。我々は魚
類における炎症マーカーを検討し、ニジマス血清中に2種類の急性相蛋白質
(CRPおよびCPS結合ニジマス蛋白(troutCPS-bindingprotein-1;TCBP-1))を
見出した。それらの生物性状、および生理機能の変化あるいは細菌感染に伴う
血中濃度の変化を調べた結果をもとに、生体防御および恒常性維持における急
性相蛋白質の意義について述べる。

1.CRPおよびTCBP-1の理化学性状：精製したニジマスCRPN末端アミノ酸配
列を、ツノガレイ、ウサギおよびヒトCRPのそれと比較すると、それぞれ48%、
52％、48％の相同性を示した。一方、TCBP-1と類似性をもつ既知の蛋白質は、
データベースからは検索されなかった。電気泳動および電子顕微鏡解析によ
り、両者とも5個のサプユニットから成る5量体を形成すると推測された。CRP、
TCBP-1は互いに抗原性を異にすることが、特異抗血清による解析で示された。

2.CRP、TCBP-1の生物活性：両者とも、肝臓において産生されるものと推測
された。マクロファージ活性化を検討したところ、頭腎マクロファージの遊走
性は、CRPにより顕著に促進された(ケモカイネシス)。また、マクロファージ
のプラスチックビーズ貴食は、CRP添加により顕著に促進された。CRP処理ビー
ズに対しても貧食率が上昇することから、これがオプソニン作用によることが
示された。

一方、TCBP-1はCPS存在下で、また、TCBP-1を多量に含む急性相血清はそれ

自身でニジマス補体を活性化した。Vibrioanguillarumのuvitro増殖を抑制
するとともに、マクロファージの食菌活性を高めた。末梢血リンパ球の約
25％、また頭腎リンパ球の4％に細胞表面TCBP-1が検出された。ConA、PHAある
いはLPSでリンパ球を刺激するとTCBP-1陽性細胞率が上昇し、さらに、TCBP-1
陽性リンパ球は、非特異的に標的細胞を傷害した。

3．個体レベルにおけるTCBP-1産生：ニジマス血清中のTCBP-1濃度は、V.
anguillarum-feAeromonassalmonicida感染後の体内での菌の増殖の度合いをよ
く反映した。菌を腹腔内接種するとTCBP-1濃度が急激に上昇したが、浸漬感染
ではその上昇は緩慢であった。また、LPSやフロインドアジュバント接種、水
温上昇、闘争、浅水飼育など、魚にストレスを与えた場合にもTCBP-1産生をみ
たことから、感染以外にもTCBP-1を産生させる刺激が存在することが示唆され
た。
4．このように、細菌感染などに伴ってCRP-^TCBP-lが産生されると、補体や

マクロファージを活性化して食菌を促進し、急性相蛋白質が感染防御に役割を
果たしていると考えられた。

C-rasctiveproetinofrainbowtrout
HiroshiKODAHA

(Lab・VeterinaryImmunol.,CollegeAgricult.,OsakaPrefectureUniv.)
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S5

○遠藤雄一1、高橋

1福島医大・二生化、

補体レクチン経路の進化

実1、中尾実樹2、野中勝3、松下操1、藤田禎三1

2九大・海洋生命化学、3束大大学院・生物科学

補体系には免疫複合体が活性化の引き金となる古典的経路と、微生物上で直接活

性化が起こる第二経路が知られていた。近年、血清中のマンノース結合レクチン
（ﾊ肥L)が微生物上の糖鎖に結合して、補体系を活性化する第三の補体活性化経路

が発見された。この経路はレクチン経路と呼ばれ、感染初期の生体防御において重

要な役割を果たしていると考えられている。ヒトMm-には古典的経路のqr/Clsと類

似性をもつ2種類のセリンプロテアーゼMASP-1とMASP-2が結合しており、MBLが

糖鎖に結合することに伴いMASPが活性型に転じ補体系を活性化する。

我々は、レクチン経路の起源とMASP/Clr/Clsファミリィの分子進化を明らかにす

るため、各種の脊椎動物のMASPcDNAのクローニングを行った。この結果、哨乳類
（マウス）と両生類（ゼノパス）においてはMASP-1とMASP-2の2種類のcDNAが

得られ、ヒトと同様のレクチン経路が存在することが示唆された。一方、硬骨魚類

（コイ）、軟骨魚類（ドチザメ）および円口類（ヤツメウナギ）においては1種類

のMASPcDNAが得られ、ヒトとは異なるレクチン経路の存在が示唆された。このよ

うにMASPで惹起されるレクチン経路は、もっとも下等な脊椎動物である円口類か

ら高等動物に至るまで広く存在することが明らかになった。ヤツメウナギにMASP

が存在するという事実は、古典的経路が軟骨魚類以上の高等動物にのみ存在するこ

とと比較すると、レクチン経路が古典的経路よりも古い起源をもつことを示唆して

いる。近年、無脊椎動物のマボヤにおいてMASPcDNAが報告され、レクチン経路の

起源は無脊椎動物にまで遡ると推定される。

次に、MASP/Clr/Clsファミリィの分子進化を明らかにするために、cDNAから推

定されるMASPの一次構造、活性中心セリンのコドン、遺伝子のエクソン構造など
を比較した。その結果、このファミリィは共通の祖先から2つの系統に別れて進化

してきたことが明らかになった。1つの系統ぱtcnタイプ（セリンのコドンがTCN)

で、このグループにはマボヤMASPとMASP-1が含まれる。他方はAGYタイプで、

このグループにはMASP-2、Clr/Clsおよび下等動物（コイ、ドチザメ、ヤツメウナ

ギ）のMASPが含まれる。AGYタイプは、原型であるTCNタイプから脊椎動物出現

以前に分岐して生じ、その後少なくとも2度の遺伝子重複を経てMASP-2、Clrおよ

びClsが作り出されたと推定された。

現在、ヒトMASP-1とヒトCls遺伝子のプロモータを解析しており、両遺伝子の発

現調節を比較することによって、レクチン経路と古典的経路の進化と生物学的意義
をさらに明らかにできるものと考えている。

Evolutionofthecomplementlectinpathway

YuichiENDO*'MinoruTAKAHASHI*,MikiNAKAÔ,MasaruNONAKÂ'Misao
MATSUSHITA*andTeizoFUJITA*

(*Dept.ofBiochemistry,FukushimaMedicalUniversitySchoolofMedisine,̂Lab.of
MarineBiochemistry,KyusyuUniversity,̂Dept.ofBiologicalSciences,Universityof
Tokyo)
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CIナツメボヤAscidiaahodoriにおける異種拒絶反応

o白江麻貴・賓藤康典

筑波大学下田臨海実験センター

原索動物の単体ホヤAscidiaahodori(ナツメボヤ）が群体ホヤのイタボヤ類Botryllus

scalarisとの接触部において、血球浸潤を伴う異種拒絶反応を起こすことを報告する。

イタボヤ類は同種異群体や同類異種群体との接触により拒絶反応をおこすことが知られてい

る。イタボヤ類では群体を構成する個虫は共同血管系によって互いに連絡しており、この拒絶

反応は群体の辺縁部にある血管盲端（アンプラ）を中心に行われる。多くのイタボヤ類で、拒

絶反応時に血球がアンプラ先端から被嚢へ浸潤し、崩埴して頓死することが報告されている。

ナツメボヤもまた、基質に固着した被嚢の辺縁部に血管盲端を持っている。ナツメボヤ血管

盲端とB.scalarisのアンプラが接触した3-6時間後、ナツメボヤ血球の血管盲端から被嚢へ

の浸潤が観察された。さらに光学顕微鏡による観察では、浸潤した血球種は橡々であること、

これらの血球は自身の被嚢を通り抜けB.scalarisの被嚢上へも移動していること、浸潤血球

の周囲で被嚢が崩埴していることがわかった。

以上の結果は、血管盲端における血球参加型の拒絶反応がイタポヤ類のみの特徴ではなく、

個体辺縁部に血管盲端を持つ他の単体ホヤにも起こりうることを示唆する。従ってこれはイタ

ボヤ類における群体特異性との関連性や、ホヤ血球の免疫機栂の生態学的意義を考察する上で

重要な現象であると考えられる。

Xenorejectionreactioninasolitaryascidian,Ascidiaahodori

RMakiShiraeandSaitoYasunori

ShimodaMarineResearchCenter,UniversityofTsukuba

C2Viriformcellはマボヤの被嚢細胞で被嚢形成に関与する可能性がある

o大竹伸一・阿部健之・石井照久＊・宍倉文夫・田中邦男

日 大 医 学 部 生 物 ・ 秋田大教文生物＊

マボヤ(Halocynthiaroretzi)のviriformcellは、好酸性、高電子密度の穎

粒をもつ大型の細胞で、表皮のすぐ外側の被嚢基質に多数存在するが、機能は不

明で ある。また、i n v i t r o で 他 の 血 球と異なった行動を示すので、寄生生物の可

能性も指摘されていた。同一個体の筋膜・血球・viriformcellのゲノムDNAを

鋳型に、RAPD法により解析した結果、OPA-9,18をプライマーに用いたPCR.産

物のフィンガープリントは全く一致した。これは、viriformcellがマボヤの細胞

で、被褒に局在することから被嚢細胞であることを示している。Viriformcellは、

変態直後の被褒には認められないが、被嚢が褐 色に なる に従 って 現れ てく るよ う

である。また、viriformcellは被褒から生えてきた白い根の被嚢血管(=表皮の突

出）の周囲とクチクラ直下にも多数認められた。古い根と比較すると、基本的な

櫛造は同じだが、新しい根にはサブクチクラが発達しておらず、かわりにviriform

cellが高密度で存在していること、根全体にわたってviriformcellの数が多いこ

とが特徴的だった。これらの結果は、viriformcellが被嚢の形成と根の成長に深

く関与 し て い る 可能性をうかがわせる。

Viriformcell,akindoftuniccells,participatesinthetunicformationofH.roretzi

S.Ohtake,T.Abe,T.Ishii*F.ShishikuraandK・Tanaka

Dept.ofBiol.,NihonUniv.Sch.Med.,andDiv.ofBiol.,AkitaUniv.*
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C3マポヤの対異物反応におけるgranularcelltype2(G2/LG/fibroblasticcell)の役割
○沢田知夫1）・西川晶子2）・徳田信子1）・王玉雪1）・友永進2）・福本哲夫1）

山口大学医学部解剖学第一1）・医療技術短期大学2）

原索動物マボヤの体液細胞は多種多様であり、感染防御・異物排除において重要な役割を持

つと考えられているが、個々 の細胞がどのような役割を果たすかについては、phagocyticcells

(pl,p2/SG)細胞群が示す明らかな貧食作用を除いてほとんど分かっていない。我々は「異物侵

入に際して結合組織内に浸潤し、組織全体を収縮させることによって異物を局所に封じ込め拡

散を防ぐしくみ」がマボヤに存在すると考えている。今回、ラットの固定・生赤血球(RRBC)
をマボヤの体壁およびendocarp内に注入し、血リンパ洞内で血球と混合して形成されたRRBC

塊をとりまく結合組織内に、血球細胞が多数浸入し集まっていることを観察した。結合組織に

浸入した細胞はかなり細胞質果粒を失っており、TEM観察でG2-cellと断定できる像は比較的

少なかったが、光学顕微鏡下の形態・染色性からその血球の多くがG2-cellであると判断した。

結合組織内に浸入したVacuolatedcell-̂ Phagocytesは比較的分散する傾向が見られたことか

ら、RRBC塊の周囲には留まらず結合組織内を遊走するものと考えられた。Giantcell(G3)はま
ばらで分布に関して異物との関連は見られなかった。我々は、G2-cellが同型細胞同士で凝集す

ること、マボヤG2-cellと形態・行動が類似するエボヤのbasophilicgranularcellがゲル状の基質

を引っ張り収縮させることを、既に本学会において報告している。今回の観察と合わせ、マボ

ヤ組織内に侵入した異物の封じ込めに関してG2-cell細胞は主要な役割を担うものと推測した。

Roleoftype2granularcells(G2/LG/fibroblasticcells)inthedefenceoftunicateHnlocy"油ねroretzi.

○T.SawadaD,S.Nishikawa2),N.TokudaD,Y-H.WangO,S.Tomonaga2)andT.FukumotoD
SchoolofMedicine!),SchoolofAlliedHealthSciences2)ofYamaguchiUniversity

C4 ホヤ被嚢中における強酸：酸性度・分布・含有量
広瀬裕一、森康彰

琉球大学理学部海洋自然科学科

アスキジア科の単体ホヤ円lallusianU日の被嚢は強酸を含有しており、捕食忌避や外傷時の
殺菌に機能していると考えられている。この強酸の実体は被雲中に分布する巨大な液胞細胞
(bladdercell)に蓄えられている硫酸であることがわかっている。

注射針(16ゲージ針)形PH電極を用いて、本種の被嚢内PHの測定を行った。ホヤの各部7ケ所
（入出水管、体の右・左・背・腹側、後端）について測定したところ、ホヤの部域に関わらず

pH1～2であった。また、湿重量3～20gの様々 な大きさの個体の間でも被嚢内PHに違いは認
められなかった。季節によるpHの変動も認められていない。通常、本種の被嚢は黒い色素穎
粒を含む細胞が分布するので黒色を呈するが、暗所で生育した個体は色素があまり形成されな

いため白い被嚢を持つ。この白い被嚢の個体においても被嚢内PHは黒い個体と同様であり、
色素形成は強酸に関連しないと考えられる。

被嚢のパラフィン切片を試料として被褒および液胞の面積を計測したところ、被嚢の20％以

上を液胞が占めていることから、被嚢全体の体積の20％以上がをpH2以下の含硫酸溶液である
と推定された。さらに、被嚢内で液胞細胞は主にクチクラ近くで高密度に分布しているので、

クチクラから300umの領域では、実に70%近くを液胞が占めていた。

Strongacidinascidiantunic:pH,distributionandamountinthetunic
EuichiHiroseandYasuakiMori

Dpt.ofChem.,Biol.&Mar.Sci.,Fac.ofScience,Univ.oftheRyukyus.
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D1 紫外線B照射のマウス好中球機能に及ぼす影馨

o笠原進司’）・相謬香織2》・岡宮雅美g)・数野直美2》・武藤忍2）・和合治久2）
東京農工大学大学院農学研究科環境資源学環境生理化学’）

埼玉医科大学短期大学臨床検査学科免疫学2）

近年成層圏オゾンの枯渇が全世界的に観察されており、それによる紫外線Bの地上への照

射戯姻大が及ぼす生物への悪影瀞が懸念されている。紫外線Bは、ヒトや動物の生体防御機
構を乱し、犠々な感染症や睡鰯の原因になることが知られている。これまでの研究から、マウ
スに 紫外線Bを照射することで、旗腔マクロファージの食食能、活性酸素産生能、インター

ロイキン1及び12産生能が低下することが判明している。本研究ではマクロファージに引き

続きマウスの初期生体防御を担う末梢血中の好中球の防御機能に紫外線B照射がいかなる影
轡を及ぼすかを調べる目的で、好中球の食食能、活性酸素産生能並びにインターロイキン1

産生などの槻龍に注目して調べた。1日1回、5日間に渡り紫外線BをマウスにlOOuwﾉcm*

の強度で20分間照射した後、肝静脈より採血して、好中球を分醗した。この好中球の食食能
をイースト粒子の取り込みで調べた結果、紫外線B照射によって食食活性が低下した。一方、

NBT還元能を指標に活性酸素の産生を調べてみると、紫外線B照射によって活性酸素産生能
が低下することが判っ た。さらに、紫外線照射をしたマウスの好中球を培養し、インターロイ

キ ン1の産生をELISA法で測定した結果、紫外線B照射によりインターロイキン1の産生が

抑制されることが判明した。以上の結果から、紫外線B照射によってマウスの好中球掘能が

低 下 し、免疫槻能が抑制されることが示唆された 。したがって、成層圏オゾンの破壊による紫

外線Bの照射増大は哨乳動物の初期生体防御を担うマクロファージや好中球など、食細胞系
に 大 きな影轡をもたらす可能性があると考えられる。

UltravioletRadiationReducesNeutrophilFunctionsandOtherImmuneResponsesinMice

ShinjiKasahara,KaoriAizawa,MasamiOkamiya,NaomiKazuno,ShinobuMuto,HaruhisaWago

"DepartmentofEnvironmentalScience,TokyoUniversityofAgriculture&Technology,Fuchu,Tokyo,183-0054,Japan
"LaboratoryofImmunology,DepartmentofMedicalTechnology,SaitamaMedicalSchoolJuniorCollege,Moroyama,Saitama3S0．

0495,Japan

D2抗アレルギー性お茶類によるスギ花 粉 投 与 マ ウ ス の ア レ ル ギ ー 抑 制 作 用
･ 和 合 治久・木村奈津子・沼口朋子・浜崎政美・石井隊子・照谷恵・栗原美子

埼玉医科大学短期大学・園床検査学科・免疫学

スギ花粉で代表される花粉により、毎年多くの ヒ ト が 鼻 水 、 ク シ ャ ミ な ど の 花 粉 症 症 状 で

苦しめられていることが、大きな社会問題になっている。この花粉症の症状を軽減させるため

には、アレルギーI型に関与するIgE抗体を抑制すること並びに肥満細胞の脱穎粒化を阻害す

ることに加え、アレルギーの炎症瑚大に関与する腫癌壊死因子(TNF)を抑制することが重要と

考えられる。本研究では、花粉症をお茶類で抑制する方法を探る目的で、特に近年注目されて

いる甜茶と羅漢茶に注目し、その経口投与がスギ花粉エキスを経鼻投与されたマウスの血中IgE
濃度と腹腔マクロファージのTNF-a産生並びに牌臓細胞のインター‐ロイキンー4(IL-4)産生にど
の よ うな影瀞を及ぼすかについて調べたので、その結果を報告する。4－5週齢のBALB/c系の

雌マウスを池備し、燕留水100mlにお茶の葉3gを入れ5分間撤沸した後に漁過した抽出液を

7日間、1H1回0.5mlずつゾンデにより経口投 与 し た 。 こ の 前 投 与 に 続 き 、 お 茶 エ キ ス を 同

様に投与すると同時に、1日1回スギ花粉エキス（鳥居薬品）をマイクロピペットで25u1ず

つマウス鼻腔内に滴下してスギ花粉投与マウスを作出した。これらの投与を10日間連続して

行い実験に川いた。最初に血消中のIgE抗体をELISA法によって定戯した結果、対照群を1と

すると甜茶群では0．“、羅漢茶群では0.56となりIgE産生が抑制された。一方、腹腔マクロファ
ージを採取して、産生されるTNF-aをELISA法によって測定した結果、対照群を1とすると、

甜茶聯は0014、縦漢茶昨は0.057になり強く抑制された。さらに、牌臓細胞によるIL-4産生をELISA

法で調ぺた結果、対照群を1とすると、甜茶群は0.041、鰯漢茶群は0.22となりIL-4産生が抑制

された。以上より、甜茶や羅漢茶の摂取により、Th2細胞のIL-4産生が抑制されIgE産生が減少
されることおよびTNF-a溌生の抑制がおこり、アレルギー反応が抑制されると考えられた。

SuppressiveEffectsofOral-AdministrationofAnti-AllergicTeasonAllergicStatesinSugi･PollimosisMice

Wago,H,,Kimura,N.,Numaguchi,T.,Hatnazaki,M.,Ishii,E.,Kumagai,M.andKurihara,Y.

DepartmentofMedicalTechnology,SaitamaMedicalSchoolJuniorCollege
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D3高翻訳型インターロイキン15週伝子トランスジェニックマウスの解析
○西村仁志')・内記良一')・角測浩央')・鈴木操2)・吉開泰信'）
（名大・医・病態研・生体防御')、熊大・医・遺伝発生研2)）

【目的】インターロイキン15(IL-15)は、上皮やマクロファージから産生されるT細胞増殖因子である。こ
のため、innateimmunityとacquiredimmunityを結び付けるサイトカインとして注目されている。これまで
に、活性化マクロファージにおいて選択的スプライシングによる複数のIL-15mRNAアイソフオームが存在

することを見い出した。また、それらのうちタンパク質として高翻訳されるアイソフオームは分泌のシグ
ナル配列を欠くため、他のアイソフオーム由来のIL-15とは異なり、細胞内に局在することを明らかにした。
今回、各種lL-15mRNAアイソフオームを組み込んだトランジェニックマウスを作製し、その役割を検討し
た。

【方法】ゲノムDNAから、イントロンおよび高翻訳エレメントのを含むエクソン4から5の領域をクロー
ニングした。これを発現ベクターpC随に組み込み、各種細胞株に一過性に発現させ、のを含む高翻訳型ア
イソフオームのスプライシングの有無を調べた。マクロファージ細胞株J774A.1をLPSで刺激し、mRNA
を抽出してcDNAを作製した。PCRで各種アイソフォームのクローニングを行った。それぞれをトランス

ジェニックベクタ-pHSE-3*に組み込み、トランスジェニックマウスを作製した。
【結果および考察】高翻訳エレメントのを含むスプライシングは、マクロファージ特異的に認められた。

一方、のを含まないスプライシングは、ほとんどの細胞株で認められた。エクソン1とエクソン8のプライ
マーを用いてPCRを行ったところ2つのバンドが認められた。それらのDNA塩基配列を決定したところ、
エクソン2を含まないエクソン1-3-4-5-および高翻訳エレメント①を含むエクソン1-3-4-の-5-の選択的スプ
ライシング産物が認めらた。これら2つのアイソフォームのトランスジェニックマウスを作成したところ、

いずれのマウスにおいても、mRNAレベルでトランスジーンの顕著な発現が確認された。しかし、高翻訳

mRNAを発現させたトランスジェニックマウスにおいて、内因性のIL-15mRNAの発現が低下していた。さ
らに、細胞外へのIL-15タンパク質の産生が認められなかった。また、このトランスジェニックマウスにお

いて、IL-15依存的に分化することが知られているNK細胞、NK"｢細胞および↑6型T細胞の分化に異常が見ら
れた。これらのことから、高翻訳型mRNAアイソフオームは分泌型IL-15の産生を調節しているものと考え
られる°

AnalysisofIL-15mRNAisoformstransgenicmice
OHitoshiNishimurâ,YoshikazuNaikî,HironakaTsunobuchP>,MisaoSuzukî),YasunobuYoshikaî
(NagoyaUniv.Sch.Med.̂.KumamotoUniv.Sch・Med､'>)
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賛助会員

1)白井松新薬株式会社：〒528滋賀県甲賀郡水口町大字宇川字稲場37－1

TEL:0748-62-3258,FAX:0748-62-9061

2)和研薬株式会社：〒606京都市左京区北白川西伊織町25

WEL:075-721-8111,FAX:075-721-8189

3)ミツワ理化学工業株式会社：〒755宇部市朝日町2番21号

宇部支店TEL:0836-21-4146

4)ミドリ十字中央研究所： 〒573大阪府枚方市招提大谷2丁目1

TEL:0720-50-0100,FAX:0720-57-5020
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日本比較免疫学会・会則

1．名称
一

II

1．本会は、日本比較免疫学会(TheJapaneseAssociationforDevelopnentalS
CobpanativeInmunology;JADCI)と称する。

目的
一

1．本会は、比較免疫学に関する研究の進歩をはかることを目的とする。

Ill事業
一

1

2

本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1）学術集会の開催
2）学術集会Abstract集の発行
3)Newsの発行
4）国際比較免疫学会との交流
5）アジア・オセアニア地区研究者との交流
6）その他、本会の目的に必要と認められる事業

学術集会は役員会が委嘱した学術集会会長が企画・運営する。また、学術集会会長
の任期は1年とする。

】V・会員
一

1 本会の会員は、その趣旨に賛同し所定の入会手続きを経たものとする。
1）個人会員：個人会費を納める者．
2）賛助会員：本会の趣旨に賛同し賛助会費を毎年継続的に納める者。
3）2年以上会費を涌納し、催告に応じないときは会員の資格を失う。

V.役員
｛■■■■■■■■■■■

1．本会に、会長1名、副会長1名、庶務・会計1名、会計監査2名、プログラム役員
2名、抄録役員1名の役員をおく。

2．会長は本会を代表する。会長は役員会を主催する。

3．会長は全個人会員の投票によって、得票数の最も多かった者に決定する。また、
役員会は候補者を推爵することができる。

4．会長を除く他の役員は会長が委嘱する。

5．役員の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。但し、会計監査は他と重任できな
い。

－40－



VI.会議
一

1．総会は議決機関であり、会長は原則として年1回学術集会時にこれを招集し、出席
会員を以て構成する。

2．役員会は会長が主催し、原則として年1回開く。

VII.会計

1．本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。会費は事務局に納める。

2．会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

3．会計監査役員は、会計年度の終わりにその年度の決算を審査承認し、総会に報告す
る。

VIII．会則改正

1．本会則の改廃は、総会において出席者の2/3以上の賛成を必要とする．

附則

1．個人会員の会費は、年額3000円とする．

2．賛助会員の会費は、1口20000円とする。

3．本会の事務局は、庶務・会計役員が所属する槻関の施設におく。

4．事務局には役員に準ずる補助役員を置くことができる。
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THEJAPANEASEASSOCIATIONFORDEVELOPMENTALAND

IMMUNOLOGY(JADCI)

COMPARATIVE

OFFICERS

April1998-March2000

PRESIDENT

EmikoFURUTA

DepartmentofAnatomy

DokkyoUniversity
SchoolofMedicine

MibuTochigi321-0293

VICEPRESIDENT

HaruhisaWAGO

LaboratoryofImmunology

DepartmentofMedical

Technology
SaitamaMedicalSchool

JuniorCollege
Saitama350-0495

SECRETARY/TREASURER

KunioTANAKA

DepartmentofBiology

NihonUniversity

SchoolofMedicine

Itabashi-kuTokyo173-8610

PROGRAMOFFICERS

MutuoKOBAYASHI

DepartmentofMedical

Entomology

TheNationalInstitute

⑥fH“lth

Shinjuku-kuTokyo162-8640

HaruhisaWAGO

LaboratoryofImmunology

DepartmentofMedical

Technology

SaitamaMedicalSchool

JuniorCollege
艶itama350-0495

ABSTRACTOFFICER

MasatoshiYAMAZAKI

FacultyofPharmaceutical
Sciences

T℃ikyoUniversity

SagamikoKanagawa199-0195

CON…N

TRUSTEES

HiroshiWATANABE

TokyoKaseigakuin

TukubaWomen'sUniversity

TukubaIbaraki305･0031

ItaruMORO

DepartmentofPathology

NihonUniversity

SchoolofDentistry

Chiyoda-kuTokyo101-8310

ArticleLName

1.Thenameofthe…ationshallbeTheJapanese錘画ationforDev巳胸omentalandComparative
Immunoloey(JADCI).

Article皿O順

1.The…tionshau比anorganizationtoadvancestudiesondevelopmentalandcomparativeimmunolo圏．

A…DLBiuiness

1.The…ationshallconduabusinessdesert函圃owtoachi卸BtheObjectoftheA郵唖at幻皿
1)S…ufiemeeting.
2)PublicationofAbstractsofpa藤岡readintheScientificmeeting.
3)Pu別icationofaNewsLetter.
4)Communicationswith血鱈mationalSodewmrDevelopmentalandComparativeImmunology

（喝D⑳．
5)CommunicationswithscientistsintheAsia-PacificArea.
6)Otherbusinesswhichconsideredessentialtoachi…theObjectoftheAssociation.

2.TheScientificMeetingshallbeor顔皿率dandconductedbyaScientific…tingOrganizer､T℃rmofthe
organizershallbeoneyもa風

Ar廿clelV.……h岬

1.昨mbershipintheA…ationshallbeopentoscientistswhosharethestatedpurposeoftheAssociation.The
m函睡hipshallbeauthorizedbyregistration.
1)Active(Individual)membersshallpayyearlydu昼
2)Cor秤meA皿域GAnyind伽池u乱,company,a…lOrorganizationinterestedinaooomplishingthe
pu唖圏oftheA鎚画ationm可函meaCorporateAfflliateonthepaymentofafeeforannualdi】“
tobesetattheBusiness…dng

3)Memberswhoseannualduesremainunpaidfor2fiscalyearsormorearetobenotifiedinwritingby
theTreasurer,andifstillunpaidsuchamembershallforfeitmembership.
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ArticleV.O唾唾垂

1.OfficersoftheAssociationshallbeaPresident,aVice-President,aSecretary-Treasurer,twoTrustees,two
ProgramOfficers,andanAbstractO匝唾r、

2.ThePresidentwillalwaysserveasaChairperson・ThePI圏identwillpresideovertheCouncilcomposed
ofO瞳唾rsoftheAssociation.

3.CandidatesofthePresidentshallberecommem図intheCoundl,andthenthePresidentshallbeelectedbya
majorityvoteofallActive(Individual)membersoftheAssociation.
TheC迩哩ndl哩皿r望､mmendcandid“雷fortheo困唾ofPresident

4.AllOfficers…ptthePresidentshallbeaskedandnominatedbythePresident
5.T℃rmsofallOfficersshallbe2years,however,th可国nbereappointed.Officers…pttwoTrusteescanassume

twoormoreappointments.

ArticleVI.Meeting

l・BusinessMeetingshallbethemostauthorizedbodywhichwillbeopened町mePresiden歯図ILTheBusiness
Meeting,consistingofattendedmembers,shallbeheldonceayearasarule,血α刈unctionwithaScien
tificMeeting.

2.TheCouncilcomposedoftheOfficersandpresidedoverbythePresidentshallbeheldannuallyasarule.

ArticlemFinancial

1・FinancialexpenseoftheAssociationisbasedonannualduesofmembersandtheothersourcesofincome.
AnnualduesarepayabletotheBusinessOffice.

2.FiscalcalendarshallstartApril1andendonMarch31.
3.Trusteesshau函minea皿ualaccoun血gbytheendof睡国1calendarandreportitattheBusinessMeeting.

ArticleVIILAmendments

1.Thisconstitutionmaybeamendedatanybusinessmeetingofmembers.Morethan牢ofthevotesofactive

(Individual)memberspresentattheBusiness…tingsshallben…saryforAmendments.

4…

1.Annualduesoftheactive(individual)membersare3000Japaneseyenahead.
2.Annualduesofthecorporateaffiliateare20000Japaneseyenanaffiliate.
3.Secretary-TreasurershallbeinchargeoftheBusm園sOfficeoftheAssociation･Thesecretary-Treasurercan

nominatehis/herassistant(s).

Approved:November28,1989;Revised:August28,1991

｡”eL4Da商α“伽"αlot評"…butwe…ourmemb劇鋤ゆめscientistsalio酒咋wひ趣Ifonewouldlike
tojointheJADCIasanactivemember,pleasesendyourmembershipdues(3,000yen)tothebanka函unt
describedbelow.

NameofBank:TheAshikagaBank,OmochanomachiBranch
AddressoftheBank:Mibu,1bchigi321-02,Japan
AccountName:Dr.EmikoFuruta,JADCI
AccountNumber:430653
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正

一 、’「
おいしさと栄養が生まれます。

調味料類一
うま味調味料

たん白加水分解物

酵母エキス

発酵調味液

エキス調味料

調合調味料

一栄養素材類
水溶性ビタミン

脂溶性ビタミン

各種ミネラル

乳酸菌食品

セルロース

食物繊維

低甘味食品

強化米

F品質改良剤類
カードラン

乳化剤

酸化防止剤

日持ち向上剤

酸味料･pH調整剤

増粘安定剤

酒造薬品･活性炭

ろ過助剤
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④武田薬品工業株式会社ﾌー ドゼﾀﾐﾝｶﾝﾆー
〒103.8668東京都中央区日本橿二丁目12番10号TEL(03)3278-2296FAX(03)3278-2244



Ja亘屋回

細胞内イオン測定による細胞の機能動態の解析に。

蛍光プローブを用いて、細胞内の各種イオン濃度を生きたままリアルタイムに測定し

ます。2波長励起、2波長蛍光測定ともに可能であり、fura2、indolを用いた細胞内

Ca2や測定をはじめ、PH，Na*、Mg2'の測定や、血小板凝集の同時測定も可能です。

－－一利

特 徴応用

高エネルギー2波長分光励起システム内蔵細胞内ICa**測定に

3α〕～649nmの任意の2波長が選択できます多種類の蛍光試薬に対応します

よ り 高 速 な2波長測光細胞内PH測定に

細胞内Ca^の速い動きをキャッチしますBCECFによる2波長測定ができます

浮遊細胞、培養細胞、組織、臓器まで対応各種細胞内イオン測定に

鋤銅醍とｱブﾘｹー ｼｮﾝが用意されています細胞内¥Na¥K¥Mĝ ÷,crの測定が可能です

マイクロプロセッサー内蔵血小板凝 集 能 の 同 時 測 定 に

より使いやすく高機能になっています細胞内iCa^と凝集能が同時に測定できます

筋 収縮 と細 胞内Ca2÷の同時測定細胞膜 電 位 測 定 に

、有用な憤報が同時に得られます膜電位感受性蛍光色素の利用が可能です

データ処理装置各種生物・化学発光測定に

侭ー ｿﾅﾙｺﾝビｭー ﾀによる簡便な処理力喧きますATPから活性酸素まで応用域広がります

細胞内イオン測定装置

CAF-110

⑳覗悲驚諭蔦霧
TEL〔“j3291．0647代＆

Jascd本分髭,､武働牡"”“ぞT．

●町と技噺で未来巷見つめる Jasj届同

日 本分光
日本分光株式会謎
率祉1露牽7県翠癌八王子密a11町2詔75
TEL〔“ee》弓S4111・代覆

鍾 昌
ISO知I

JQAO7刀



鶴時間を大切にする研究者のために．．．
可

聯
独国バイオメトラ社製

PCR法条件検討用遺伝子増幅装置

TGradient96

（1ブロック温度グラディエントタイプ

グラディェント温度幅：40℃）

響
幸趣

い

株式会社プロ・ディバイス
本社福岡市西区豊浜2丁目20*12''/

TEL092-881-1413F/¥X092-881-219'1熊本営業所熊本市長嶺東5丁目5番15-1号
佐賀営業所佐僅市高木瀬東r.r目20番9号

TEL096-386-'ir)8GFAX096-386-4587

TEL0952-34-1795FAX0952-34-1796鹿児島営業所鹿児勘市桜ケ丘2丁目19番I8号
久留米営業所久制米市束合川3丁目11ft1'1号102

TEL099-284-4135RAX099-284-413G
TEL0942-41-1401RAX0942－'11－1402

★★★お求めやすい価格です★★★

’－ザーマイ ピクし ニピュレーションシステし ム口マ マ ス

一杢室一・一÷=王…、

レーザーによる単一細胞の遺伝子解析
●光(レーザー)ピンセット・レーザーシザーズ・高精度電動マイクロピペットの各モジュールと

それらをモニター画面上でコントロールするワークステーションから構成されています。
●生きた細胞、染色体、微生物、リボソーム、などを光学トラップ技術により非接触でマニビュ

レーションすることができます。
例：顕微受精、細胞膜の穿孔、細胞内小器官やたんぱく質などの捕捉、精子などの捕捉と移動。

ピコリットル単位の薬液の注入・採取

盟和商事株式会社
大阪:TEL(06)6674-2222(代)FAX(06)6674-2323福岡:TEL(092)412-6622(代)FAX(092)412-6633
〒558-0047大阪市住吉区千鉢2丁目4番25号仙台:TEL(022)218-0560(代)FAX(022)218-0561
束京:TEL(03)5379-0051(代)FAX(03)5379-081IE-mail:infoh@meiwa.dp.u-netsurf.ne.jp
〒160-0022束京都新宿区新宿1-14-2(KI御苑前ビル)[URL]http://www.meiwanet.co.jp



"サイエンス"の新たな躍進をサポートします

営業品目：

電子顕微鏡、原子間力顕微鏡、X線応用分析装置、質量分析計、分光分析装置、フーリエ変換

赤外分光装置、クロマト分析装置、遠心分離機、PHメータ、LA関連機器、カラーアナライ

ザー、ICP発光分析装置、原子吸光光度計、レーザー顕微鏡、超高真空成膜装置、レーザー

時間分解分光装置、半導体評価装置、物性試験装置、滴定装置、金属分析装置、フーリエ変換

ラマン分光測定装置、核磁気共鳴装置、自動無菌装置他

株式会社日製サイエンス

本社〒103-0023東京都中央区日本橋本町3-3.6（ワカ末ピル）

TEL:03-3231-3811FAX:03-3231-3800

営業所商品センター、北関東営業所(大宮)、西関東営業所(八王子)、横浜営業所

静岡支店、富士営業所、浜松営業所

関西支店、京都営業所

抗菌剤に頼る養殖は終わりました1
これからは、

健全な魚を育成するために、協和発酵の水産用製品をおすすめします。

水産用ボトチーム（塩化リゾチーム製剤）

水産用アトモレート（還元型グノLタチオン製剤）

強健シリーズ（ペプチドグリカン製剤）

製品についてのお問い合わせは

協和発酵工業株式会社水産事業センター

〒755-8501山口県宇部市大字藤曲2548

TEL0836-22-5516

FAX 0836-22-5537
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株式会社新興
〒812福岡市東区馬出1丁目18番3号

〒807北九州市八霊西区大浦3丁目7蚕18号
〒830久留米市長門石1丁目5番39号
〒849佐賀市鍋島3丁目9話6号
〒862熊本市月出4丁目4蚕130号
〒890髭児島市真砂本町1蚕3号
〒”-16宮崎県冨陶郡潤武司大字船引492－1
〒816福岡市博多区大字金霞323の37

鯵
● 本社

●北九州営窯所
●久留米営紫所
●佐買営莱所
●侭本営薬所

8離職蔦

精機

職灘 」

F正晃が剛ま
丁O弧

ー

扇崇内容基礎研究用試栗・体外診断用医栗品・動物用医蚕品・化学工票栗品の販売／理化字掘器･唾¥1樋器

分析用撮器･その他掘器､器具の販売.修理／家電製品・コンピュータ及び関連ソフトウエアーの(削兜.賑売

お近くの正晃が多犠化するお客様のニーズiこお応えします。
■本社 ■福岡第一営梨所 ■山口営業所

TCL(092)o21-8199FAX(092)611-4415 TEL(092)611.8131FAX(092)621-5025 TEL(0839)720215FAX(0839)72-2942

■営巣本部［錘‘診断蕊】 ■福岡第三営業所 ■下関営巣所

TEL(092)611-7411FAX(092)611.8011 TEL(092)611-5335FAX(092)621-8384 TEL(0832)48.3862FAX(0832)48-3072

■営業本部［添子材料・化成品・器材］ 画北xm営業所 ■熊本営業所

1EL(092)621-8139FAX(092)611-7445 TEL(093)521-9008FAX(093)541-6348 TEL(096)380-0055FAX(096)3800369

■営業本部[憤報擬器］ ■久留米営業所 ■沖縄営業所

TEL(092)621-9217FAX(092)522-9755 TEL(0942)45-1331FAX(0942)45-1336 TEL(098)888.3666FAX(098)888-3669

冨巻裳本部[家猛］ ■大分営業所 ■沖縄正晃株式会社

ÊL(092)621-8167FAX(092)621-8571 TEL(0975)58-0025FAX(0975)58-9080TEL(098)888.3688FAX(098)888-3669
五理化学擬器部 ■佐賀営業所 ■物流本部･配送妙ター

TEL(092)621-9215FAX'092)624-3594 TEL(0952)22-7841FAX(0952)22-7849 TEL(092)611-5339FAX(092)611-1149

■医翠織器部 ■筑豊営業所

◎正晃株式会社TEL(092)611-5761FAX(092)6218384 TEL(0947)426545FAX(0947)44-5168



私たちは

養殖事業経営のコンサルティング活動

栄養剤・医薬品の研究開発

そして養殖ドクターとして

幅広いフィールドに取り組む養殖専門集団です。



【協賛】

(株）インターバイオテクノ

(株）メド城取

寓有製薬（株）

ヨ －コ－印刷 (株）



協賛 企業

(株）インターバイオテクノ

(株）ゴトー養殖研究所

盟和商事（株）

(株）日製サイエンス北関東営業所

菖有製薬（株）

正晃（株）福岡営業所

コロンビア貿易（株）福岡営業所（日本分光）

平成11年7月10日現在

(株）メド城取

ヨーコー印刷（株）

協和発酵工業（株）

武田薬品工業（株）

フード・ビタミンカンパニー

(株）新興精機

(株）プロデパイス

本学術集会を開催するに当たり､上記企業より多大なご援助を賜りました。

ここに、芳名を記して感謝の意を表します。

平成11年7月

日本比較免疫学会会長

第11回学術集会会長

古田恵美子

矢野友紀
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