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Toxic shock syndrome（TSS）toxin−1（TSST−1）， an exotoxin produced by certain strains of
S

αρ勿10σ060％sα％7醐s，has been implicated in the pathogenesis of TSS and is known as a potent

polyclonal T cell activator． In this paper， we tried to characterize lymphoblasts obtained from the

primary cultures of spleen cells from C57BL／6 mice stimulated by TSST−1，which showed accelerated
interleukin−2（IL−2）production upon TSST−1 restimulation．
Proliferative responses and IL−2 production， which reached the peaks around 72 h of cultivation，

were induced upon TSST−1 stimulation in whole spleen cells and purified splenic T cells in the
presence of irradiated peritoneal cells， but not in T−depleted spleen cells． The results indicate that

TSST・1 activates T cells． Lymphocytes recovered from the primary cultures of spleen cells stimulated
with．1 ng／ml of TSST−1 for 3 days produced large amounts of IL2，when restimulated with 10 ng／ml
or TSST−1 for 3−12 h． These lymphocytes showing the accelerated IL2 production were fractionated
into the large lymphoblast fraction（1．060−1．070 in buoyant density）by Percoll density centrifugation．
Removal of T cells from spleen cells to be primary・stimulated by TSST−1 abrogated completely the

accelerated IL−2 production in the recovered lymphocytes， indicating that generation of TSST−1−

induced lymphoblasts is dependent on the presence of T cells． However， the TSST−1−induced
lymphoblasts which were depleted of T cells after the recovery from the primary culture showed
production of decreased but substantial amounts of IL2 upon TSST−1−restimulation． The results
indicate that the TSST4 induced lymphoblasts are consisted of two cdl populations with T cell nature
and non−T cell nature．

はじめに

Toxic shock syndrome（TSS）は， Toddち1）

とする1）〜3）．現在，この疾患は黄色ブドウ球菌が産

生するTSS toxin一正（TSST−1）という新しく見出

によって最初に見出された急性・全身性症状を呈

された外毒素によって惹起されると考えられてい

するブドウ球菌感染症であり，発熱，血圧低下，

る4）5）．TSST−1は最近その構造遺伝子がクローニ

ロ区吐や下痢などの消化器症状，皮膚発疹等多彩な

ングされ，アミノ酸194個からなる分子量22，049の

臨床所見や腎臓，肝臓，血液凝固系の異常を特徴

単純蛋白質である6）．この外毒素は免疫系と細網
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内皮系組織に多彩な作用を示し，種々の動物のT

クロナール抗1−Ab抗体（HB35ハイブリドーマ，慶

細胞にマイトージェンとして作用して細胞分裂を

応大学区生物学教室多田隈：博士より分与）と補体

促し7）〜10＞，インターロイキン2（IL−2）7）9＞〜11），マク

（幼若モルモット血清）処理を2回繰り返してIa

μファージ活性化因子

陽性細胞を除きr，精製T細胞を得た．

2），γ一インターフェロン

T除去脾細胞の調製：脾細胞2×107／mlを既

（γ一IFN），腫瘍壊死因子β（turnor necrosis factor

β，TNF一β）13）等のリンフォカインの産生を誘導す

報18）のごとくモノクロナール抗θ抗体（HO13・・

る．さらに，TSST−1はマクロファージに作用して

イブリドーマ腹水，慶応大学微生物学教室石川博

インターロイキン1（IL−1）14＞， TNF一α13）等モノカ

士より分与）と補体で処理することによって得た．

腹腔細胞：無処置C57BL／6マウスの腹腔に

インの産生を誘導することも報告されている．実
験動物を用いたTSST−1の生物作用の解析では，

Hanks液を用いて腹腔細胞（peritoneal cells，

ウサギのエンドトキシソショックを増強する作用

PC）を採取した．全脾細胞や抗体処理細胞に混在

や発熱作用15）が報告されている．免疫応答への影

する死細胞はPercoll（比重1．060）を用いて2，600

響について，著者らはTSST−1による抗体産生を

回転，20分遠心することによって除いた．

抑制する抑制性T細胞の誘導16）やT細胞を介し

細胞培養液：細胞培養液には胎児牛血清（fetal

てB細胞の活性化の誘導（厳ら，論文作成中）を

calf serum， FCS），5×10−5M 2一メルカプト短呼

ノール，ペニシリン（万有製薬，東京）100U／m1，

見出している．

我々はTSST−1によるT細胞活性化作用につ

ストレプトマイシン（明治製薬，東京）100μg／ml

いて解析を続けている．今回の研究では，我々は

を含有するRPMI1640（日水製薬，東京）を用い

TSST−1の一次刺激により誘導されたリンパ芽球

た．細胞増殖反応測定には5％FCSを添加し，他の

はTSST−1の二次刺激に反応して短時間内に大量

培養液に10％FCSを添加した．

のIL−2を産生すること，さらにこのリンパ芽期中

4．TSST・1に対するリンパ球の増殖反応の測

にはT細胞系と非T細胞系の二種の細胞群が含

定

まれていることを見出した．

種々の分画脾細胞を96穴マイクロプレート

材料と方法

（Corning社， New York）を用いて（3穴／実験

1．動物

群），37℃，5％CO2条件下で種々の濃度のTSST−

C57BL／6マウス（8〜16週齢，雄および雌）を

1で刺激した．リンパ球の増殖反応は培養終了6時

自家繁殖して用いた．

間前に添加された3H−thymidine（New England

2．TSST・1

Nuclear， USA）（1μCi／穴）の細胞内への取り込み

を液体シンチレーションカウンター（アロカ社，

TSST−1は既報17）のごとく黄色ブドウ球菌
FRI1169株の培養上清からイオン交換クロマトグ

東京）を用いて測定することにより得られた．成

ラフィー，クロマトフォーカシングおよびゲル濾

績は各3穴のcount per minute（cpm）の平均値

過の3種の方法を組み合せることにより精製して

と標準誤差として示した．

5．TSST・1一次刺激リンパ球の調整とリンパ

得た．

3．細胞分画および細胞培養液

芽球の分離

C57BL／6マウスから脾臓を摘出し，脾細胞を単

TSST−1一次刺激リンパ球はマウス脾細胞

離し，0．83％トリス塩化アンモニウム溶液を用い

1．5×106／mlをTSST−1で一定時間刺激後，非付

て赤血球を溶血させたのち，冷Hanks液で3回

着性細胞を回収した．リンパ芽球はTSST−1刺激

洗浄した，

細胞をPercoll（比重1．060と1．070）上に重層し，

T細胞の調製：はじめに脾細胞をナイロン

2，600回転，20分遠心分離することにより，大型，

ウールカラム（3×108／ナイPソウール3g）に通過

低比重リンパ球（比重1．060〜1．070）と小型，高

させる．得た非付着性T細胞分画のIgM型モノ

比重リンパ球（比重1．070以上）に分画した．
一439一
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6．IL・2活性の測定

12

マウス脾細胞を種々の濃：度のTSST−1で一定時

毛
巷

間刺激し，24穴培養プレート（Corning社）を用い

暮，

て培養した．培養上清のIL−2活性は，既報10）のご

墓

とく，IL−2依存性CTLL−2細胞をIL−2反応細胞と

§

して測定した．CTLL−2細胞（3×104／ml）を96穴

Σ

至善

マイクロプレートに100μ1／穴（1実験群につき3

垂

穴）ずつ分注し，2倍系列で希釈した実験培養上

壽

清や既知単位のリコンビナントIL−2（rlL−2）を100

μ1ずつ添加して，24時間培養した．IL−2の活性は

0

培養終了時4時間の細胞内への3H−thymidine（1

0，001 0、Ol O，1

1

10

ユ00

DOSE OF TSST−1 （ng／ml）

μCi／穴添加）取り込みを測定し， rlL−2を用いて得

Fig．1 Proliferative responses induced by TSST−1
in splenic lymphocytes

られたCTLL−2細胞増殖反応を標準曲線として参

Splenic lymphocytes（5×105／well）were stimulat−

照し，units／mlとして示された．

結

嗣
0

ed with graded doses of TSST・1 ranging from

果

O．001to 100ng／ml for 72h．○；whole spleen cells，

1．TSST・1に対するマウス脾細胞の増殖反応

△；Tcells十X−PC（5×104／we11），□；T−depleted

C57BL／6マウスから得た全脾細胞精製T細

spleen cells，

胞T除去脾細胞を0．001ng／m1から100ng／mlの
12

種々の濃度のTSST−1で刺激し，72時間後の細胞
増殖反応を測定した．精製T細胞は3，000radsの

蓬

X線を照射されたPC（X−PC）の存在下で培養さ

蓬

三8

れた．Fig，1で見られるように，全脾細胞と精製

垂

T細胞の増殖反応はTSST−1の刺激量の増加に

§

従って高くなり，全巨細胞は精製T細胞に比較し

ゴ

て，より少量のTSST−1に対して反応する傾向が

≡

得られた．一方，T除去脾細胞はいずれのTSST−

藷

1投与量に対しても増殖反応を示さなかった．つぎ
2与

に，増殖反応の経時的変化を調べるために，全脾

q8

72

96

120

DuRATIoN oF TSS下一l S丁IMuLA丁：oN 〔h）

細胞，X−PCの存在下での精製T細胞，それにT

Fig．2 Kinetics of proliferative responses induced

by TSST−1 in splenic lymphocytes

除去脾細胞を10ng／mlのTSST−1を用いて24時間

Splenic lymphocytes（5×105／well）were stimulat−

から120時間刺激した．Fig．2に見られるように，

ed with 10ng／ml of TSST−1 for various period．

湯華細胞と精製T細胞の増殖反応は72時間まで

○；whole spleen cells，△；Tcells十X−PC（5×

持続的に増大し，その後減少した．全的細胞は精

104／ml），□；T−depleted spleen cells．

製T細胞よりも反応の程度は高かった．T除去脾
全円細胞と精製T細胞の培養上清中には0．01〜

細胞は心経昼中増殖反応を示さなかった．

0．1ng／m1のTSST−1濃度からIL−2の活性が見ら

2．TSST・1によるマウス脾細胞からのIL・2産

れ，その活性はTSST−1投与量に依存して増加し

生の誘導

マウス全脾細胞，X−PCの存在下での精製T細

た．一方，T除去脾細胞の培養上清にはいずれの

胞，T除去脾細胞を0．001ng／mlから100ng／mlの

濃度のTSST−1でもIL−2の活性が認められな

種々の濃度のTSST−1で刺激し，72時間後の培養

かった．つぎにIL−2産生の経時的変化を調べた．

上清中のIL−2活性を調べた． Fig．3で示すように

マウス全脾細胞，X−PCの存在下での精製T細胞，
一440一

79

105
1G3

言

誉ユ02

ミ

；

ε 工02

5

さ

暮

註

襲ユ。

だ

ま

翼lo
嗣。、。。ユ。．。1。．1

ユ

ユ。、。

1

0，01

0、l

l

10

ユ00

DOSE OF TSST−l IN PRECULTURE （n9／皿1）

DOSE OF TSST−1 （nq／皿1）

Fig，3 1L・2 production by splenic lymphocytes

Fig．5 Dose of TSST−1 required for induction of

Splenic lymphocytes（2×106／ml）were stimulat−

TSST−1−blasts

ed with graded doses of TSST−1 for 3 days，

Splenic cells（2×106／m1）which had been prein−

Ce11−free culture supernatants were assayed for

cubated with several doses of TSST−1 for 3 days

IL−2 activity．○；whole spleen cells，△；Tcells十

were restimulated with TSST−1（10ng／lnl）for 6

X−PC（2×105／ml），〔］；T−depleted spleen cells．

h．Cell−free culture supernatants were assayed for
IL−2 activity，

103

化や，刺激時間の変化に対してX−PCの存在下で
のT細胞より著しく高いIL−2産生を示した．

1、。2

3．TSST・1により一次刺激されたリンパ球に
見られるIL・2の産生

毫

著者はTSST−1で一次刺激された脾細胞は

1・

TSST−1の二次刺激に対して短時間に大量のIL−2
を産生することを見出したので，この現象につい
て解析を行った．

！

2彗

48

2

6

ユ O

1）一次刺激に要するTSST−1の濃度の検討

DuRATIoN oF丁SST−l sτIMuLA丁loN 〔h）

マウス脾細胞を0．01ng／rnlから100ng／mlまで

Fig．4 Kinetics of IL・2 production by splenic
lymphocytes stimulated with TSST−1

の種々の濃度のTSST−1で3日間一次刺激して得

Splenic lymphocytes（2×106／ml）were stimulat−
ed with 10ng／ml of TSST−1 for various periods．

られたリンパ球を10ng／mlのTSST−1で6時間再

Cell−free culture supernatants were assayed for

刺激し，IL−2産生について検討した． Fig．5に示す

IL2 activity．○；whole spleen cell，△；Tcells十

ように，1ng／m1のTSST−1濃度で一次刺激した場

X−PC（2×105／ml），□；T−depleted spleen cells．

合に，最も高いIL−2産生リンパ球が得られた．100

ng／mlのTSST−1で刺激した場合に得られたリン

T除去脾細胞をTSST−110ng／mlで刺激し，24時

パ球はほとんどIL−2産生は示さなかった．

間から120時間まで培養して，経時的に培養上清中

2）一次刺激に要する培養時間の検討

のIL−2活性を測定した． Fig．4で示すように，全

脾細胞，精製T細胞の培養上清中のIL・2活性は培

マウス脾細胞を1ng／mlのTSST−1で1，3，5
日間一次刺激して得られたリンパ球を10ng／m1

養時間48時間から著明に高くなり，72時間まで経

のTSST−1で6時間再刺激して， IL−2産生につい

時的に増加した．TSST−1による細胞増殖反応の

て検討した．Fig．6で示すように， TSST−13日間

場合と同様に，全脾細胞はTSST−1の投与量の変

刺激して得られたリンパ球は高いIL−2産生を示

一441一
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Fig．8

The effect of TSST・l concentrations on

1L−2 reproduction

DAYs oF PRElNcJBATlo層 揮1TH 丁SS丁一ユ

TSST−1・stimulated lymphocytes （2×！06／ml）

Fig．6 Duration of TSST−1 stimulation required
for三nduction of TSST一ユーblasts

were restimulated with graded doses of TSST・1

Splenic cells（2×106／m1）which had been prein−

for 6h． Ce11−free culture supernatants were as−

cubated with TSST−1（1ng／m1）for various days

sayed for IL−2 activity．

were restimulated with TSST−1（10ng／lnl）for 6
h．Cell−free culture supernatants were assayed for

で刺激し，IL−2産生を検討した．Fig．7に見られる

IL・2 act孟vity．

ように，一次刺激の場合（Fig．4）とは異なり，培

養3時間からIL−2の産生が観察され，12時間後に
その産生は最大となり，24時間後に低下した．

80

4）TSST・1再刺激時の投与量の検討
前実験と同じ条件で得られた一次刺激脾リンパ

露60
≧

球を0．4ng／mlから50ng／mlの種々の濃度の

姦

TSST−1で再刺激し，6時間培養上清中のIL−2活

計。
と

性を調べた．Fig．8で示すように，0．4ng／ml以上

＝20

の濃度のTSST−1でIL2活性が認められ，10ng／

0

1

弱ト＿＿＿＿＋＿→＿
3

6

12

24

mlおよび50ng／mlの濃：度では高い活性が認めら

れた．以上の実験結果から，脾細胞を1ng／mlの

HouRs oF 丁HE REsTI岡uLAT【oN wl丁H TSST−l

TSST−1で3日間一次刺激した場合に最も高い力

Fig．7 Kinetics of IL2 production in TSST・1・

価のIL−2を産生する細胞が得られ，二次刺激によ

restimulated lymphocytes

Three・days TSST4−stjmulated Iymphocytes

るIL−2産生の誘導は10ng／mlのTSST−1で6

were collected， adjusted to 2×106／ml， and cul−

〜12時間の刺激で充分であることがわかった．以

tured with（○）and without（●）TSST−1（10ng／

下の実験は上記の条件を用いて行われた．

ml）． Ce11・free culture supernatants were assayed

4．TSST・1の二次刺激に反応するリンパ球の

for IL・2 activity．

比重による分画

した．5日間以上にTSST−1で刺激された場合で

マウス脾細胞を1ng／mlのTSST・1で3日間刺
激して得られたリンパ球をPerco11を用いて大

は，得られたリンパ球はまったくIL−2産生を示さ

型，低比重（比重1．060〜1．070）リンパ球と小型，

なかった．

高比重（比重1．070以上）に分画した．それぞれの

3）TSST−！再刺激の時間の検討

マウス脾細胞を1ng／mlのTSST−1で3日間刺
激後得られたリンパ球を再び10ng／mlのTSST−1

分画細胞を10ng／mlのTSST−1で再刺激し，6時
間後の培養上清中のIL−2活性を調べた．結果は
Table 1に示すように，低比重の大型リンパ球は

一442一
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TSST4の再刺激に反応して，大量のIL−2を産生
したが，高比重の小型リンパ球のTSST−1再刺激

産生がまったく見られなかった．この実験の結果

に対する反応は非常に低かった．この結果は，脾

性であることを示している．

はTSST・1反応性リンパ球の誘導はT細胞依存
6．TSST・1反応性リンパ芽球には丁細胞と非

細胞のTSST−1一次刺激後に得られたリンパ球の

T細胞が含まれる

中で，TSST−1二次刺激に反応して短時間に大量
のIL−2を産生する細胞は大型リンパ芽球である

・

次にTSST−1反応性リンパ芽球のIL−2産生に

おけるT細胞除去の影響について検討した．

ことを示している．

5．TSST・1反応性リンパ球の誘導におけるT

TSST−1一次刺激後に得られた脾リンパ球を無処
置細胞群とT細胞除去群に分け，両群を10ng／ml

細胞の必要性

TSST−1反応性リンパ芽球の誘導におけるT細

のTSST−1で6時間再刺激し， IL−2産生について

胞の関与について検討した．マウス全脾細胞とT

検討した．Table 3で示すように， T除去細胞群

除去脾細胞を！ng／mlのTSST−1で3日間一次刺
激し，得られた脾リンパ球を10ng／mlのTSST−1

は無処置細胞群と比較して，IL−2産生の低下が見

で6時間再刺激し，IL−2産生について検討した．

が消失せずに観察された．

られたが，無処置群の場合の約1／3の力価のIL2

Table 2に示すように，全膠細胞群では高力価の

考

IL−2産生が見られた． T除去脾細胞群ではIL・2の

察

TSST−1はTSSの原因毒素と考えられるが，同

時にヒトやマウスのT細胞に対して強力な活性
Table l TSST−1−induced lymphoblasts produce
IL−2 in the restimulation with TSST−1
Table 2 Requirement of T cells for induction of
IL−2 production of
р?獅唐奄狽凵￨separated cellsa

Fraction

TSST4

些些

Large cells

1．070／1，060

rmall cells

@ ＞1，070

ing／ml）

TSST−1−blasts

IL−2 activityb
iunits／m1）

0

Spleen cells

1．38

P0

@57．6

@0

モO．1

P0

@ 6．6

TSST・1

@cultureda

窒?唐狽奄高浮撃≠狽奄盾氏

翌奄狽?TSST・！

@ （ng／m1）

Whole
s−depleted

1憎憎ドb

10

189

@0

@0．1

P0

q0．1

@0

モO．1

a．C57BL／6 murine spleen cells stimulated with
TSST4（1ng／ml）for 3 days were fractionated by
using Perco1L

a．Whole and T−depleted spleen cells were stimulated

b．Cell−free supernatants were harvested 6h after

b．Ce11・free culture supernatants were harvested 6h

with TSST−1（1ng／ml）for 3 days．

TSST−1 stimulation and assayed for IL2 activity．

after restimulation and assayed for IL−2 activity．

Table 3 Effect of T cell removal on the prompted IL−2 production in

TSST−1−induced lymphoblasts
TSST−1−1ymphoblasts

Whole
̀nti一θ一treated

TSST−1（ng／ml）

IL・2 activity（units／nユ1）b

O

6，6

撃n

R34．8

n10

@ 5．18

P10．6

a．Lymphocytes recQvered from the cultures of spleen cells stimulated
with lng／ml of TSST−1 for 3 days were treated with anti一θmAb and

complement in 2 cycles．
b．Ce11・free supernatants harvested 6h after restimulation and assayed
for IL・2 activity，
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物質として知られている．我々はTSST−1のこの

と異なって，短時間内に高単位のIL−2を産生す

T細胞に対する作用がTSSの発症要因の一つで

る．TSST−1の再刺激に対して最も高い反応性を

あるという考えのもとに，TSST−1の生物作用の

示すリンパ球は脾細胞を1ng／mlのTSST−1で3

機序を解析している．今回，我々はTSST−1の一次

日間培養した時に得られた．得られたリンパ球は

刺激をうけたマウス脾リンパ球はTSST−1の再刺

10ng／mlのTSST−1で6〜12時間刺激した時に高

激により，短時間内（3〜12時問）に高単位のIL−

いIL・2産生を示した．

2を産生することを見出したので，この細胞群に焦

TSST−1の二次刺激に反応するリンパ球はどの
ような細胞であろうか．TSST−1で一次刺激され

点を合わせて解析を行った．

たリンパ球をPerco11を用いて大型リンパ芽球

TSST−1は，①ヒト末梢血リンパ球やマウス単
細胞に作用して，細胞の増殖反応やIL−2産生を誘

（比重1．060〜1．070）と小型細胞（比重＞1．070）

導するが，T細胞を除去すれぽ上記の反応はまっ

に分画すれば，IL−2産生細胞は大型リンパ芽球に

たく見られなくなる9）10），②TSST−1はヒト（未発

分画された（Table 1）．一次刺激時に脾細胞より

表）やマウスの精製T細胞や胸腺中のpeanut ag−

T細胞を除去すれぽ，この大型リンパ芽球が得ら

glutinin非凝集性T細胞に作用して細胞増殖反

れない（Table 2）ことより，この細胞群の誘導は

応やIL2産生を誘導する9），③ある種のT細胞・・

T細胞に依存性であることが明らかになった．興

イブリドーマに作用してIL−2産生を誘導する（未

味あることには，しかし，IL−2を産生する大型リン

発表）ことよりTSST−1がT細胞の非特異打網性

パ芽球細胞はT細胞由来と非T細胞由来の2種

因子であることは明らかである．

の細胞群が含まれていることを示唆する結果が得

今回の研究で，まずTSST−1がT細胞に作用す

られた．TSST−1一次刺激により得られたリンパ

る外毒素であることを確認した．TSST−1は全脾
細胞やX−PC存在下でのナイロンウールカラムと

芽球は抗θ抗体と補体を用いて2回処理されて
も，TSST−1の二次刺激に対する反応は無処置細

抗Ia抗体処理精製T細胞に作用して，72時間前

胞群に比べると低下するが，まだ強いIL−2産生能

後でピークに達する細胞増殖反応（Fig．2）やIL

を示した（Table 3）．抗θ抗体と補体の2回処理

2産生（Fig．4）を誘導するが，全脾細胞よりT細

で得られた細胞群にはT細胞は含まれていない

胞を除去すれぽ，これらの反応は完全に消失する．

ことは正常マウス脾細胞や，マウス脾細胞をcon−

興味あることには，X−PC存在下の精製T細胞

canavalin A（Con A）による一次刺激によって誘

（90％以上がθ陽性細胞）は全脾細胞（約40％がθ
陽性細胞）に比較してIL−2産生が著しく低いこと

導されたリンパ芽球を抗θ抗体と補体で2回処
理すればCon Aの再刺激によるIL−2産生の誘導

が見出された．これはT細胞以外の細胞分画が

が完全に消失する（未発表）ことから示される．

IL−2産生に関与することを示すのであろう．なお，

我々は現在，この抗θ抗体と補体処理に抵抗性を

ナイロンウールカラムと抗Ia抗体処理により精

示すリンパ芽球を同定すべく解析を進めている．

製したT細胞にはnatural killer（NK）細胞が混

本研究で報告したTSST−1の一次刺激により得

在している19）ことが考えられ，今回の実験システ

られたリンパ芽球のTSST−1二次刺激に対する

ムではNK細胞のIL2産生への関与は完全に否

IL−2産生能の促進現象は， Con Aを用いて行った

定でぎな：い．しかし抗アシアロGM1抗体と補体処

Granelli−Pipernoら20）の実験結果と多くの類似点

理は全脾細胞のIL−2産生にほとんど影響を与え

を持っている．彼らはCon Aで一定時間刺激され

ないこと（未発表）から，TSST−1に反応する主要

たマウス脾細胞をCon Aで再刺激すれぽ，数時間

な細胞群はT細胞であると考えられる．Fig．7に

内に大量のIL−2が産生されることを見出した．さ

見られるように，TSST−1一次刺激によりIL2産

らに彼らはIL−2メッセンジャーRNA（mRNA）の

生を活発に行っている時期に回収された脾細胞は

検出実験から，観察されたIL・2産生の促進は細胞

TSST・1の再刺激により，一次刺激の場合（Fig．4）

内に蓄積されたIL−2の放出ではなく，細胞のIL−2
一444
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産生過程の短縮によることを明らかにした．我々

じることが考えられる．

も現在IL−2 mRNA測定を準備中である．
稿を終るにあたり，御指導，御校閲を戴いた内山竹

Micusanら7）は， TSST・1やCon Aによるマウ

スのT細胞活性化の研究で，TSST−1やCon Aに
よる細胞増殖反応の誘導とIL−2産生誘導に必要

彦主任教授に深謝すると共に懇切なる御教示を戴い

なマイトージェンの刺激量や刺激時間などに差違

士や当教室の諸先生方に心より感謝いたします．

た都立衛生研究所微生物部五十嵐英夫博土，藤川浩博
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