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No. 228 京都大学広報委員会

共通第 1次学力試験当日の東一条通
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く大学の動き＞

共通第 1次学力試験の実施

昭和57年度大学入学者選抜共通第 l次学力試験

が， 1月 16日， 17日の両日にわたって実施され

た。本学では，京都府立医科大学の協力を得て，

5試験場において行ない，予定どおり終了した。

試験場，試験時間等は，本広報No.226に掲載した

とおりである。

また同23日， 24日には，西日本地区の病気等に

よる未受験者59名を対象とする追試験が木学試験

場において実施された。

なお，本学関係の受験状況は，次のとおりであ

る。

試 験 場 ｜志願者数 ｜欠席者数 ｜受験者数

第l～4試験場
〈京都大学〉 8, 116 367 l__:: 7と

（京第都府5立試医科験大場学）｜｜ 359 22 337 

5十 8,475 389 8,086 

福井謙一教捜ノーベル化学賞

受賞記念講演会

本学では， l月26日（火）午後3時から 5時10

分まで，法経第四教室において，福井謙一工学部

教授ノーベル化学賞受賞記念講演会を開催した。

1, 200余名の来聴者があり法経第七教室にもテレ

ビ中継を行なった。

講演会は，沢田敏男総長のあいさつ，梅樽忠夫

国立民族学博物館長の講演「科学と文化」に引続

き，福井謙一教度が「科学と人間」と題して記念

講演を行なった。

部局長の交替

霊長類研究所長

河合雅雄霊長類研究所長の任期満了に伴い，そ

の後任として久保田 競霊長類研究所教授（神経

生理研究部門担当）が 1月16日任命された。任期

は，昭和59年 1月15日までである。

昭和 56年度の停年退職教官

京都大学教員停年規程により，本年4月 1日付けで本学を退職される教官は，

次の方々（教授13名，助教侵 3名，講師 2名）である。

一丁部 局 ・職名 氏 名生年月日 ｜出荷地 ｜誠監守 併 フE 分 町

法学教部授峠仲 良 平 lドI-1¥:f 3.15 ｜｜｜ 兵庫県 ｜｜｜ 民 法 第 二 ｜｜｜ 学研民法的究，ア特プにロ財ー産チ法を基の礎比較と法し的た解，法釈社学会的

経ザ霊授 ｜嶋津亮 二I7.ロ24 ＼滋賀県 ｜経済原論 ｜調理想実諸国税要経

理学教布 授藤永 太一郎 8. 1.22 ¥ wi::il)jl ＼分析化学 ｜級制量管制言論罪史
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部 局 ・職名 ｜氏 名 ｜生年月日 ｜出身地 ｜講 座 等 ｜ 研 究 分 野

薬草 部 授 ｜字野豊三 ！大手11.1 I大吋薬品分析学 ｜穣品並びに仇輸の分析化学的

工学教部授 ｜｜ 盟成 7. 5.13 ｜｜ 大連市 ｜｜ 鉄 冶 金 ナ品 ｜｜ 鉄錬合・鉄金溶鋼体材及料びに関固体すのる基熱礎力学的，研鉄究鋼製

イシ ｜福井謙一 ｜ 7.10. 4 ｜｜ 奈良県 ｜｜炭化水素物理化品十｜｜ 炭般化の水化学素物の化質学の的化物学理反的応性性質の理，及論びー

。
｜松尾新一郎 ｜ 7. 11. 10 ｜｜ 奈良県 ｜｜ 土 質 カ 品ナ ｜｜ 土特殊質工土学の物・基性礎，王地学下水，特解析に等土質の研安究定や

ペ少 ｜遠藤吉郎 ｜ 8. 1. 2 I大 刷 機械材料学 ｜概習錯欝労環境脆化 耗

4シ
｜足立正雄l I I l金言及び合金の鱒と機械的星第特8. 3.27 京都府金属組織学等に温における クリープ

~ ｜上之園競佐 ｜
s. 3. 27 ＼鹿児島県I電力系統工学 ｜｜｜ 電機究力器系の統特信性解額度析，向上放，電磁機構東解に明よ等る電の力研

農学部講附属演習師林｜｜ 古 川 勝好 ｜｜ 7. 12.22 ｜愛知県 ｜造 関 学 ｜造閣材料相物に関する研究

7. 4. 25 I京都府 ｜物 理
！？一性分体光学の（核磁気ダ共鳴法による低の研次

学フ究じ スピンイナミックス

。
｜中村舜吉 ｜ 7. 5. 30 I大同化 学 ｜分析化学御オンの定性分析化学）

学童究所授 ｜柳父琢治 ｜ 8. 3.11 ｜｜ 広島県 ｜｜ 原 子核反応 ｜｜ 究原子核の構造と反応機構との関連の研

人文芸学研究~ 1 福永光司 ！ 7. 7. 26 I大分県l中国思想 ｜中 関 問 研 究

。
8. 2.27 I滋鯨 ｜中国思想 ｜白氏文集の研究言糞

霊長霊研究所授 ｜近藤四郎 ｜ 7. 12. 13 I長崎県 ｜形態基礎 ｜勝人類学専攻足の進化の研究

東研究南教セアジンアター授I小 林 和 正 ｜｜ ｜ 8. 2. 1 I 東京都 ｜ 人口問題 ｜ 鰐毒~f会品目駅諜アジア

ν、《，、、，ν、《，、‘，..，、《ν、、例ν、‘《d旬、内ν、，...、、《d、内，、、＂＂＂＇、内 d旬、内，w、，旬、内〆ν、、《d、《d旬、，..，、《d、《d、命前

く紹介＞

医学部・免疫研究施設

医学部 ・免疫研究施設は，昭和52年 4月医学部

代謝研究施設代謝病理から発展して設立された 2

部門からなる新しい研究施設で，それぞれの研究

室は昭和54年 3月に竣工した繍酒なレンガ造りの

医学部本館 2号棟の 4階と 5階にある。

免疫学は前世紀末から今世紀前半にかけて主と

して感染症の予防を目的として発展してきた学問

であるが，近年の免疫学は高等生物が「自己」の

統一性を維持するための機構，即ち最も基本的な

生命現象の一環を対象とする学問に発展してい

る。 例えば免疫現象の基本にある細胞ー細胞聞の

識別及びその相互作用あるいは抗体産生とそれに

拘わる細胞分化等は単に免疫反応に特異的にみら

れる現象ではなく ，現在の生物学が解明しようと

している生命現象そのものである。

これ等個々の免疫現象，更にそれ等が生体にお

いて有機的に統括されている機構を解析するため

には，現在，単クローン性抗体，細胞融合，細胞

のクロ ー ン化等種々の新しい生物学的方法が導入
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され，その結果，個々の免疫細胞の機能，免疫細

胞の分化の様式，それに関与する膜リセプターや

活性化，あるいは抑制化物質の同定，分離と次々

に新しい事実が明らかにされつつある。

一方，最近の遺伝子工学を始めとする種々の分

子生物学的手法の進歩は，抗体遺伝子や膜抗原遺

伝子の分離を可能にし，発生，分化に伴う抗体遺

伝子の構造変換や遺伝子発現の調節機構等，個々

の免疫現象の根底にある分子機構を明らかにしつ

つある。これ等の結果は当然，高等生物の高次な

生命現象の基本にある機構の理解に直結し，その

成果は多くの生物学者，医学者の注目するところ

である。

これら多岐にわたる研究分野の中で，第 l部門

（現在助教授 1名，助手2名）は免疫生物学の世

界的な権威石坂公成前教授の伝統を引き継いで，

リンパ球の分化，リンパ球のリセプター，腫蕩免

疫，抗体産生の調節機構，アレルギーの発生機構

等種々の免疫細胞学の根本問題に取組み着々，成

果を挙げている。他方，第2部門は昨年4月に教

授が着任した新しい研究室であり（現在教授 I

名，助手 1名），この研究室においては免疫学の研

究に止どまらず，現在，革命的な勢いで発展して

いる分子生物学的方法を駆使したより広範な分子

医学的研究が期待されている。現在，第2部門に

おいては高等動物の分化，発生，腫湯化等の分子

機構，遺伝病の解析，医学的に有用な生理活性物

質の発見と産生等，医学に直結した問題を追求し

ようという意図のもとに，ペプチドホルモンの遺

伝子を中心に，遺伝子工学的手法を始めとする種

々の分子生物学的手法を用いて，これ等遺伝子の

構造と発現調節機構を解明しようとする研究が進

展，あるいは始められようとしている。すなわ

ち，本研究施設の研究は，ただ単に免疫の研究に

止まらず生命現象の本質の究明，生命科学の分野

に大きく幅を拡げ，医学における最先端の領域の

研究を志向している。

学部附属の研究施設のあり方は，一体どのよう

なものであるべきか模索を続けているが，研究施

設の存在意義の一つに学問の境界をこえた学際的

研究が強力になされなければならないことは明ら

かである。そのためにも教室構成員の自覚と努力

を必要とすることは言うまでもないが，それと同

時に，設立されてまだ間もない本研究施設の今後

の発展のために，関係各方面の思俸のない御批判

と御支援を望んでやまなし、。

（医学部）

・~‘品高声高4雨品4白、高品夕、4》》M》》~、~も品~も品，.，.高高4ぬ4ヤA高崎昌

保健コーナー

人間ドックとその利用法

人間ドックとは

人間ドックは昭和27年東京に始まり，その後次

第に普及してきているものですが，その呼び名も

検診方式も日本で生まれたもので、す。就航中の船

が定期的にドック入りして総点検，整備を受ける

システムになぞらえて，日頃元気に働いている人

が各臓器の系統的検査を受け，潜在する故障を無

自覚のあいだに発見し，自分の健康管理に役立て

ようというものです。その検査内容から，正式名

称は短期総合精密検診というべきものです。
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人間ドックを受診した結果，正常値から少し外

れた検査成績が得られたからといって，不必要に

不安がったり，すべてが正常値であるからといっ

て，自分の健康を過信したりすることは好ましし、

ことではありません。このドック検診を有効に利

用するためには，検査項目それぞれの意味と検査

の能力限界について，ある程度の理解をもつこと

が必要でしょう。

検査項目とその能力限界

体内の臓器 ・組織がお互いに協調して営んでい

る機能は，循環系，消化系，呼吸系，血液系，神

経系，泌尿務系，内分泌系，代謝系，免疫アレル

ギ一系，骨 ・筋系，感覚器系などの系統に分けら

れます。ドックの検査項目は，これら多くの機能

状態を比較的簡単な検査法の組合せによって，お

よその目安で正常か異常かを飾い分けようとする

もので‘す。

また， ドックには所要日数，飾い分けようとす

る機能系などを予め限定している簡易ドック，成

人病ドック，＂？＇＂？＇サンドックなどと呼ばれるもの

もあります。

ドック検査には必ず組み入れられる検査項目の

2' 3について，その要点を述べてみましょう。

心電図検査は一般には安静状態で行なわれ，心

筋の活動状態や心筋に酸素を補給している冠状動

脈の機能も推測することができます。さらに一定

量の運動を負荷した直後に再び心電図を撮って，

その両者を比較すれば，その運動量が心筋に与え

る影響についても判断が可能になります。 しか

し，運動量を極端に増やすことはしないので，運

動，精神緊張などによる負担増に対して，どの程

度まで心筋が耐えられるかについては知る由もあ

りません。

空腹時における血液中の糖質量（空腹時血糖

値）は体内の糖質処理状況を反映しています。こ

れが高値であると糖尿病をはじめ，糖の代謝異常

のあることを示しています。この場合，糖分を与

えたあとの血糖値の動きを検査する（糖負荷試

験）と ，糖の処理機能を詳しく判断できます。

GOT （グルタミン酸オキザロ酢酸トランスア

ミナーゼ），GPT （グルタミン酸ピルビン酸トラ

ンスアミナーゼ）， アルカリ ・フォスファターゼ

などは，いずれも臓器細胞中に存在する酵素です

が，炎症などによって細胞が損傷を受けますと ，

これら酵素が血液中に逸脱して高い値を示しま

す。 GOTは肝臓，心筋，骨格筋，腎臓にほぼ同

量存在しています。 GPTは肝臓に多く，腎臓に

はその Mほど存在しています。アルカリ ・フォ

スファターゼは肝臓，骨，胎盤，小腸などに存在

します。 これらの酵素ーの血中濃度が高い場合に

は， 他の検査成績を参考にして，どの臓器に損傷

があるのかについて判断することになります。

消化管内の病変の発見には， X線検査，内視鏡

検査（胃カメラなど）が役立ちますが，消化管の

全貌の大略を知るには一般にX線検査が先に行な

われます。

このように人間ドック検査の多くは，いずれも

安静時における機能状態をあらわすものですが，

より多くを知るために運動や摂食などの負荷を行

なっても，それはごく限られた範囲の負荷量に過

ぎないものです。従って，負荷試験にも異常がな

し、からといって日常生活におけるすべての精神

的，肉体的過労に耐え得ることを保証するもので

はありません。

利用法

人間の老化現象は成熟に引続いて起るとされて

います。一般には精神機能は70歳代までも成熟が

みられますが，その他の機能は30歳を超える頃か

ら低下し始めます。もちろん個人差もあり ，すべ

ての機能系が同じ速度で衰えるものでもありませ

ん。

機能低下を自認することに抵抗がありましょう

が，年齢に応じた健康度を保つ必要があります。

これには自分の生活経験による正しい判断を参考

にして，適当な期間ごとの機能検査記録を比較検

討することが大切です。ただ 1回の人間ドック検

査に基づいた判断には，おのす．から限界がありま

すが，定期的に人間ドックや日常検診の機会を利

用することによって自分の健康度の推移を知れ

ば，過信に陥ることもなく，異常系の早期発見，

早期対策によって年齢に相応した健康体を保つこ

とができる筈です。

（保健診療所 小川隆三）
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