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ら「論題に“RES”（細網内皮系）を用いるのは適当
はじめに

で無い」とのコメントがあり，結局  Phagocytotic
以前，硬骨魚類の免疫系に関する研究を行ってい cells of the fish heart と改題して掲載に至った。当

た時，白血球の異物取込み能を調べる目的で，メダ 時は「網内系はもう無い！」と言われていた時代
カの腹腔内に墨汁を注射したことがあった。主とし だったのである６）。
てマクロファージに取込み能が観察されたのだが， しかし，その後，東京医科歯科大学の和氣健二郎
白血球とは別に，本来は深紅のはずの心臓と脾臓が 教授の研究室や，ノルウェイ・トロムソ大学の
真っ黒になっていることに気がついた。他の臓器に Smedsrød 教授らのグループから，活発な異物取込
大きな変色は認められず，肝臓も平常時と変わらぬ 能を示す内皮細胞の再発見がなされ７－１１），「もうな
薄茶色の色を保っていた。早速，各臓器の組織標本 い」と言われていた網内系が新たな視点で見直され
を作製して観察したところ，心臓では心房と心室の るようになった。本稿では魚類における我々の観察
内皮細胞が真っ黒になっており（取込んだ墨汁で， を含めて，その辺のことを取り上げてみたい。昔の
いわゆる生体染色の状態），脾臓ではエリプソイド 網内系とマクロファージ全般については文献１２－１３
と呼ばれる血管周囲の細網組織に墨汁の集積が認め に，新たな網内系に関しては文献１４－２０に詳しく紹
られた。 介されているので，参考にされたい。
心臓の内皮細胞に顕著な取込みが見られたのは意

外に思われたので，文献をあたってみたところ，古
細網内皮系

いものを含めていくつかの論文１ ４）が見つかった。
（RES：reticulo-endothelial system）

－

その後，メダカの心臓内には常在性と思われる食 「細網内皮系」（RES；略して網内系ともいわれ
細胞も見つかり，それらの観察をまとめて学術誌 る）は，ドイツの病理学者 L. Aschoff が，彼の元に
に報告した５）。この論文は，投稿当初は The heart 留学していた清野謙次が行った研究所見等をもとに
has its own RES in fish と題していたが，査読者か して提唱した概念で，生体染色陽性で生体防御機能

― ２７ ― 
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に関わる一連の細胞群を指している。生体染色法 表１ Aschoff（１９２４）の提示した細網内皮系の細胞

（vitale Karminspeicherung）とは，リチウムカルミ ①内皮細胞
狭 ②線維細胞ンなどの色素を生体の血管内に注射して，一定時間 食 義作 �

�
�
�
�
�
�

③脾臓，リンパ節の細網細胞の後に色素が全身臓器の組織や細胞にどのように取込 広用 網義 ④リンパ洞・洞様血管の細網内皮細胞のまれているかを調べることによって食細胞の体内 内の （肝 Kupffer 細胞を含む）強 系網さ分布等を知る方法で，H. Ribbert によって創始され ⑤組織球内
系 ⑥脾髄細胞（splenocytes）と単球た２１）。この方法でカルミン摂取の程度を調べると，

取込みの弱い一般の血管内皮細胞から強い取込みを
示す脾髄細胞・単球（血液組織球）までさまざまな生
体染色陽性細胞が観察され，そこから狭義と広義の
網内系の概念が提唱されたのである（表１）。
網内系が提唱された１９２４年の時点では，細胞の取
込み作用は Metchnikoff が発見した食作用（phago-
cytosis）しか知られていなかったので２２），Aschoff－
清野の網内系学説もこの考えに立脚していて，組織
球（組織内の定住マクロファージ）と食作用を行わな
い細網内皮細胞とが同一系統の細胞として，RES
にまとめられている。
網内系学説は多くの学者に受け入れられ，１９７０

年代頃までは広く支持されてきたが，後に，van
Furth ら２３）によって否定され，マクロファージ・単
球こそが異物除去を行う食細胞であるとした単核性
食細胞系（MPS）の考え方が優勢となっていった。

単核性食細胞系
（MPS：mononuclear phagocyte system）

１９６９年にオランダのライデンにおいて食細胞に関
する国際会議が開かれ，マクロファージを１つの
細胞系列として見直すことの検討が行われ，会議
後，van Furth らによって単核性食細胞系（MPS）の
学説が提唱された２３）。MPS説では，すべてのマクロ
ファージは骨髄内の前駆細胞に由来するとし，前単
球（骨髄中）→単球（血中）→マクロファージ（組織中）
という分化系列のもとに，遊離状のマクロファージ
と組織内の定住マクロファージ；結合組織中の組
織球（histiocyte），肝臓の  Kupffer 細胞，肺胞マク
ロファージ，脾臓・リンパ節・骨髄の遊離マクロ
ファージ／定住マクロファージ，腹腔マクロファー
ジ，破骨細胞，小膠細胞（ミクログリア）など，が同
系列の細胞群として統合された。網内系で同系列と
されていた細網細胞と細網内皮細胞は MPSから除
外されている。マクロファージは細網内皮細胞に由

（文献２３から改変）

来しない（細網内皮細胞とマクロファージは起源が
違う）こと，細網内皮細胞は食作用（phagocytosis）
を行わないこと，この２点が主な除外の根拠となっ
ている。いくつかの批判はあったが，MPS説は受
け入れられ，「網内系＝マクロファージ系」あるい
は「網内系はもうない」と言われるようになって
行ったのである。
MPS説にも，「定住マクロファージは単球由来で

はない」といった批判がなされた。炎症部位にみら
れる滲出性（exudate）マクロファージは血液中の単
球が組織内でマクロファージに分化したものである
が，Kupffer 細胞のような定住マクロファージは，
単球以前の分化段階にある細胞が各器官に移住し，
そこで分化したものである，という批判である。
高橋 潔教授（現熊本大学名誉教授）らは，胚発生

の最も初期の造血組織である卵黄嚢において，単球
の発生以前にマクロファージが出現することを発見
した。この最も未分化な卵黄嚢マクロファージを原
始マクロファージと呼び，そこから分化・成熟する
マクロファージが胎生マクロファージである。そ
して，Kupffer 細胞など各器官に定住するマクロ
ファージは原始／胎生マクロファージに由来するこ
とが明らかにされた。原始／胎生マクロファージは
増殖能を有し，各臓器に定住／分化した後も増殖能
を維持し続けるので，定住マクロファージは各臓器
において独自の turn over を示すことになる。単球
系マクロファージは少し遅れて肝造血が始まった後
に出現するのである２４，２５）。
成体の定住マクロファージも血液単球から供給さ

れるのでは無く，単球以前の分化段階にあるマクロ
ファージ前駆細胞が各組織に入って分化するという
道筋も明らかになっている。つまり，定住マクロ
ファージは，自身の増殖やマクロファージ前駆細胞

― ２８ ― 
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の供給～分化によって維持されていることが確認さ
れている１２，２４，２５）。
このように細部の修正があった  MPS説である

が，すべてのマクロファージを（卵黄嚢由来であれ
骨髄由来であれ）造血幹細胞から分化する同一系列
とした点では，矛盾の無い説であると考えられる。
しかし，異物の取込みによる体液の恒常性維持の

観点からはどうであろうか。
Aschoff は細胞の取込みと貯蔵を Speicherung と

記載したが，van Furth（１９７０）は“What is important 
is a certain fundamental resemblance with respect
to phagocytosis and storage（Speicherung）.”とし
て，Speicherungの含意する“取込み作用”をphago-
cytosis とみなして，それを行わない細網細胞と内皮
細胞を  MPSから除外した２３）。しかし，pinocytosis
によって活発な色素取込みを行う細網細胞や内皮細
胞が，肝臓やリンパ節などの特定の臓器に集中して
観察されるのはなぜなのだろうか。van Furth が述
べたように，異物（色素）の多量投与の結果とばかり
は言えないように思われる。
このような MPS説に対する疑問解明のため，和

氣教授らは，Aschoff－清野のリチウムカルミン生
体染色法の追試実験を行っている。そして，網内系
説の提唱当時には存在しなかった電子顕微鏡や現代
の組織化学的手法も駆使して検討が加えられ，特定
の細網細胞と内皮細胞が体液浄化において重要な役
割を演じていることが明らかにされた７）。ここに，
MPS説も再検討が迫られることになったのである。

スカベンジャー内皮細胞
（SEC：scavenger endothelial cell）

かつての網内系（RES）をマクロファージ系に置き
換えてしまった MPS説であったが，“温故創新”と
も言うべき生体染色法の追試実験等により，MPS
で除外されてしまった細網細胞と内皮細胞の重要性
が明らかとなった７）。
肝臓を代表とする特定の器官の血管内皮細胞が，

血液循環中の老廃巨大分子を強く取込む現象は，
１９８０年頃から  Smedsrød 教授らを中心とするノル
ウェーの形態学者達によって注目され，研究が始め
られていた。スカベンジャー内皮細胞（Scavenger
Endothelial Cells；SECs）と名付けられたこれらの

細胞には，①コラーゲン α鎖受容体，②マンノー
ス受容体，③スカベンジャー受容体の存在が明らか
にされ，代謝で生じたコラーゲン老廃分子，流出し
たリソソーム酵素，ヒアルロン酸や酸化 LDL など
を，被覆小胞を介して取込んでいる。哺乳類の肝類
洞内皮細胞では，Fc-γ受容体による IgG-抗原複合
体の取込みも見られ，TLR-４や  TLR-９の存在な
ど，自然免疫に関与することが強く示唆されてい
る８－１１）。
リチウムカルミンが，どのような受容体を介して

取込まれているのかについては，今ひとつ明確に
なっていないが，カルミン色素や可溶性の老廃巨大
分子の循環血からの浄化機能は，Kupffer 細胞と比
べて SECs の方が圧倒的に高いことが確認されてい
る。SECs は，脊椎動物の体の中で最も pinocytosis
の盛んな細胞と考えられることから，マクロファー
ジに与えられた“Professional  phagocyte”に準え
て，“Professional pinocyte”のニックネームが与え
られるべき細胞であろうと，Smedsrød 教授は述べ
ている９）。
細網細胞や SECs の重要性が見直されたことによ

り，老朽化細胞や１ μmを超える粒子状物質を取込
むMPS（Professional phagocyte）と可溶性老廃巨大
分子を取込む SECs（Professional pinocyte）による分
業によって，体液の浄化と防御がなされているとい
う新たな姿が明らかになった。
SECs は，動物の系統分類に従ってその存在部位

が異なっており，哺乳類／鳥類／爬虫類／両生類など
の陸棲脊椎動物では肝臓に，硬骨魚類では心臓ある
いは腎臓に，軟骨魚類と無顎類では鰓に存在する
（表２）。存在部位の違いはあるが，いずれの SECs
においても，可溶性の老廃巨大分子に対する強い取
込み作用が見られることは共通している１０）。
SECs の取込みは，上述の通り，受容体を介した

被覆小胞による pinocytosis と考えられており，通
常１００nmより小さい分子の取込みが行われる。し
かし，条件によっては０．８μmのラテックス粒子の
取込みも観察されていることから，かなり大きな細
胞膜の陥入を伴った取込みを行う可能性も有してい
る。
我々は，メダカの腹腔に墨汁，蛍光標識されたア

ルブミンやデキストランさらには直径２  μmのラ

― ２９ ― 
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表２ 放射性同位元素で標識した水溶性巨大分子の体内分布
－系統分類の異なる脊椎動物間での比較－

脊椎動物 心臓 鰓 肝臓 脾臓 腎臓 血液

無顎類
ヌタウナギ（Myxine glutinosa） － ＋ ＋ － －
ヤツメウナギ（Lampetra fluviatilis） － ＋ － － －

軟骨魚類
エイ（Raja radiata） － ＋ － － － －

硬骨魚類
フナ（Carassius carassius） － － － － ＋ －
大西洋サケ（Salmo salar） － － － － ＋ －
大西洋タラ（Gadus morhua） ＋ － － － － －

両生類
カエル（Rana temporaria） － ＋

爬虫類
トカゲ（Anolis carolinensis） － ＋ － － －

鳥 類
ニワトリ（Gallus gallus） － ＋ － － －

哺乳類
ラット（Rattus norvegicus） － ＋ － － －
マウス（Mus musculus） － ＋ － － －

テックス粒子を注射しその行方を観察したところ，


いずれの物質においても心内膜内皮細胞への取込み


が観察された（図１，２）。墨汁やアルブミン／デキ


ストランに対する強い取込みは，メダカの心内膜内


皮細胞が SECs の仲間である事をよく示しているも


のと考えられた。ラテックス粒子に対する取込みは


少し弱いように思われたが，複数個のラテックス粒


子の取込みやリソソームの関与を示唆する電顕像


（図２）などから，メダカの心臓 SECs はかなり大き
い粒子状物質の摂取～浄化にもあたっているのでは
ないかと推察された２６）。無顎類（メクラウナギやヤ
ツメウナギ）の鰓（cavernous body）に存在する内皮
細胞（SECs）においても赤血球やラテックス粒子に
対して食作用を示すことが報告されている２７）。
pinocytosis は，その取込みに関与する分子の違 


いから，ダイナミン依存性とダイナミン非依存性の


大きく二つに分けられる。前者のダイナミン依存性


の pinocytosis には，取込み小胞形成に関わる膜タ


ンパクの違いからクラスリン仲介性とカベオリン


仲介性とがあり，SECs はクラスリン仲介性による


被覆小胞（clathrin-mediated pinocytotic vesicle）に


― ３０ ― 

（文献１０より改変）

図１ （上）FITC標識したヒト血清アルブミン（FITC-
HSA）を腹腔内注射したメダカの心臓の蛍光顕微鏡写
真。注射後３日。
（下）FITC標識したデキストラン（FITC-dextran）
を腹腔内注射したメダカの心臓の蛍光顕微鏡写真。
注射後１３日。FITC-HSA，FITC-dextran ともに心室
（V）と心房（A）両者の内皮細胞に強い取り込みが観察
される。 （文献２６より）
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図２ ラテックス粒子（直径２ μm）を腹腔内注射したメダカ
心臓の電子顕微鏡写真。注射後２日。心内膜内皮細胞
（E）に取り込まれたラテックス粒子（L）の周囲にはリソ
ソーム由来と思われる電子密度の高い物質（矢頭）が観察
される。CM：心筋 （文献２６より）

よって，取込みを行っているものと考えられてい
る９）。
ダイナミン非依存性の pinocytosis の一つに，大

きな空胞（large vacuole）を形成して取込みを行う
macropinocytosis が知られている。macropinocyto-
sis は，アクチン線維の関与のもとに取込みを行う
点で phagocytosis と類似しているが，粒子性物質
のみを取込む  phagocytosis に対して，macropino-
cytosis は大量の液性物質の取込みを行える点で大
きく異なっている２８）。Professional phagocyte であ
るマクロファージが病原体を取込む際に，phago-
cytosis から  macropinocytosis へ変換することに
よって異物の効率的な取込みを行っている例も示さ
れている２９）。
岩永敏彦教授（北海道大学）らは，マウスの腹腔内

に細菌由来のリポポリサッカライドを投与すると，
Aschoff が取り上げた細網内皮系の細胞に SSeCKS
（src-suppressed C kinase substrate）というタンパ
ク質が特異的に発現することを見いだした３０，３１）。
SSeCKS は，アクチン線維が関与する細胞骨格や細
胞周期の制御に関するタンパク質である事から，
SECs の取込みにはクラスリン仲介性の pinocytosis
とともに，macropinocytosis も関与しているのかも
知れない。我々はメダカの心臓  SECs におけるラ
テックス粒子の取込みを，粒子の大きさ（２μm）

から単純に  phagocytosis の可能性を考えたが２６），
macropinocytosis の可能性も視野に入れた，今後の
研究の進展が期待される。メダカは SECs に研究に
おいて，よい実験材料になるものと考えられる。
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