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歯科医のための免疫学

第1回　免疫応答の基本

奥　田　克　爾

東京歯科大学微fE物学講座
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I. Basis of immune response

Katsuji OKUDA

Dapartment of Microbiology,

Tokyo I)ental College

シリーズ

は　じ　め　に

免疫の話をわかりやすく書いたといわれる本を読んで

も"よくわからない"と言われる｡免疫学は日進月歩で

あるばかりか4.命科学そのものの学問で難しい｡例え

ば,免疫担当細胞群それらの情報伝達や連携プレーに必

要な細胞接着因子やサイトカインなどについての報吾

は,数が爆発的に増えており枚挙にいとまがない｡その

分子生物学の怒涛のような進歩をわかりやすく解説する

のは至難なことといえる｡しかしながら免疫学の基礎知

識は,多くの疾病を理解し,新しい治産法を理解するた

めにも,もっていなければならない｡

私達の体には,いろいろな機構によって一定の状態で

健康を保持しようとする恒常性すなわちホメオスターシ

ス　　　　　　　が働いている｡たとえば体に病原体

が侵入した場合は,体外に排除する防櫛メカニズムが働

く｡他人の臓器などが移植されると拒絶してしまうよう

な自己　　保持のために働く免疫機構をなるべく歯科

の臨床と結び付けて解説していきたい｡

免疫学は多くの疾患との関わりで医学の問題であると

同時に,綿胞レベルでの認識現象の本薯的な問題にも関

わる｡人の疾患の治療や予防に取り込まれる実用的学問

でもあるし,新しい治廃の開発という夢も包含している広

範な学問であり,微生物学の一部などではない｡ほとん

どすべての臨床医学,生化学,病理学,解剖学,衛生学で

免疫学の研究が続けられ成果が待られている｡

本シリーズ(合計10回)を読むことによって,多くの歯
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科疾患に免疫学が関係していることを理解していただけ

るものと思っている｡免疫学の新しい話題についても,

なるべく図を用いて親しみやすく解説しようと考えてい

る｡新しい言葉に次々に遭遇するが,基礎になる語句を

まず理解してほしい｡

l.免疫学の歴史的展望

癌の完全躯遂として免疫療法が考えられる｡またエイ

ズの予防と絶滅は,免疫学的手段でしか考えられない｡

そのような実用的な免疫学に加えて,免疫遺伝学は生命

科学そのものの研究課題となってきた｡生命がある限

り,人間の疾患の治療や予防に組み込まれる免疫学的研

究は,決して終了することなく益々活発になっていくこ

とは断言できる｡

18世紀も末に近づいた頃,イギリスの田舎で働いてい

た　　　　　　　　は, 『牛乳搾りたちは牛痘に感染す

ると,その後は天然痘にはかからない』という話にヒン

トを待て,少年に故意に牛痘材料を接種し, 6週間後,

その少年が天然痘に免疫になっていることを見つけた｡

は　　年に天然痘が予防できることをとして

『天然痘の原画と牛痘接種効果に関する調査』として

自費出版した｡その内容は,広く認められ各国で採用さ

れ人類に大きな福音をもたらす結果となった｡日本の近

代文明を開いた適塾にも牛痘が入っていたが冷蔵技術が

確立しておらず,適塾でのワクチンとしての効果は試さ

れなかった｡その後日本でも普及され,天然痘はみられ
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なくなった｡世界中に広まったワクチンによって天然痘

が絶滅したことを　　年10月にWHOが宣言している.

19世紀末には,偉大な化学者　　　　　　　が免疫

学的概念を築いた　　　　　は　　　　の業績を記

念するため天然痘の予防に用いた牛痘すなわち

の名をとって予防接種を　　　　　と名付けた｡

免疫学｢　　　　｣という言葉は,ラテン語の

｢　　　｣に由来している｡この語の意味は税金か

らの解放である｡ある特定の感染症から回復した人は,

それと同じ病原襖生物に対して抵抗力を婆待する事実,

すなわち特翼的免疫の凌待は,古代から経験的に洋の東

西をとわず広く知られており,それが微生物の感染から

免れるという意味に使われてきた｡

免疫学を経験科学としてだけでなく,実験医学として独

自の地位を築いたのは　　　　　　　　　　と北里柴

三郎によって作られたジフテリアと破傷風に対する抗毒素

の研究である4)o疲らは,モルモットにごく少室の毒素を

注射した後の血活中には,その毒素を中和して無毒化する

働きすなわち血活中に毒素中和物宴である抗毒素　　主

が存在することを明らかにした｡さらに彼らは,

この抗毒素血活を正常動物に注射することにより,免疫

を持っていなかった動物が,免疫した動物と同じ様に,

その毒作用から防御されることを明らかにした｡

モルモットにコレラ菌を注射して待た抗血清は言n

でコレラ菌を溶解するし,コレラ菌の動きを止

めてしまう働きを持っことが　　　　によって兄い

出された｡さらに彼はチフス菌を動物に注射して待た

抗血活が,チフス菌を凝集させることなども明らかに

し,血清中のそれぞれの物寛を溶解素　　　や凝集素

と呼んだO

は,ウサギにヒツジの赤血球を往射して待た抗

血清がヒツジ血球だけを特異的に溶解することを発見

し,その物質に溶血素　　　　　と名付けた｡本実験

の意義は,細菌のように生体に有害な物賛だけでなく,

ほとんど無害な物質に対しても特異性　　　　　を

もって反応することを示したことである｡これらの特異

性をもっ抗血清中の物窯に対して抗体　　　　　と名付

けられた｡

細菌の溶解や赤血球の溶解反応には,抗体の他に新鮮

な血清成分が必要であることは知られていた｡

と化学療法の父ともいわれる　　　　　　は5),新鮮

な抗血清はヒツジ血球を溶血するが, 56℃で30分の加熱

によってその能力を失うことを兄い出し,その血清中の

易熱性物質を補体　　　　　　　と名付けた｡
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20世紀の初め,抗体や補体という体液性成分によらな

い防櫛メカニズムを主張したのが　　　　　　であ

る4謝｡すなわち纏月包性免疫として編胞とその産生物リ

ンホカイン　　　　　　が自己と異なる物空に対し生

体を保護するように働いていることが示唆された｡

生命科学の学問として発展し,将来さらに多くの夢を

実窮する免疫学の隆盛のきっかけとなったのが　年の

と　　　　　　　　　のノーベル

賞に輝いた研究である　　　　がクローン選択説を発

表し　　　　　　が見事にそれを実証したのである｡

これに引き続き　　年　　年　　年に免疫学の研究

者がノーベル覚を受賞した｡そして　年抗体産室遺伝

子の再編成を示し,冒本人としてはじめての医学･生理

学賞が利根川　進教授の頭上に輝いたのである｡彼

らの卓抜した研究は.そのまま現代免疫学の爆発的な研

究の流れと表裏一体となっている　　すなわち免疫生

物学,免疫化学,免疫遺伝学それらにバイオテクノロ

ジーの技術やタンパク質工学を躯使した分子生物学が加

わり研究の飛躍的な進歩-とっながっている｡

2.免疫系に関与する器官

免疫反応に関与している臓器を図1 I 1に示した｡こ

れらの臓器の多くはそれぞれ固有の働きをしており,全

脂(神経系)

心臓(循環系)

【用空内のリンパ組穐

頚部のリンパ親穐

胸腺

リンパ節

肺(呼吸系)

碑肢

パイェル板

図1- 1　ほとんど全身が免疫応答に関わっている
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身が免疫応答に関わっているといえる　｡そしてその

どこかに欠陥があれば免疫不全が起きてくる｡ここで

は,骨髄,胸腺,リンパ系,肝臓,中枢神経などの免疫

系における働きを取り上げる｡

1 )免疫担当細胞製造工場『骨醸』

免疫応答は巧みな編胞間の連携プレーの結果起きてく

る｡それら免疫担当細胞の製造工場が骨髄

である｡　　年代に入り骨髄と胸腺の組み合

わせ実験によって,免疫応答における骨髄の重要性が明

らかにされた｡

骨髄は体豪の　　　　を占める造血器官である｡骨

髄には,赤色髄(非脂肪髄)と黄色髄(脂肪髄)の2種が

あり,未成熟者の骨髄には黄色髄がみられない｡赤色

髄では造血作用が活発に行われ,赤血球や顧粒球が作

り出される｡骨髄の循環は,多数の大血管や偏平に固着

した網状内皮編胞などによって行われているo赤芽球

すなわち多能性幹細胞

は,アメーバ様で,短瓶粒性の好塩蓋性細胞

薯を有し,リンパ球様の形態をしている｡大きさはまち

まちで,大きいものは直径が　　　にも達する｡赤芽球

は,免疫に関わる全ての幹細胞　　　　　を供給する

重要な組織である｡種々の細胞の比率は,さまざまな生

理条件下で変化し,特に感染に対して敏感で末梢血液像

は直ちに骨髄の修飾を受ける｡

組織のマクロファージ　　　　　官e,M¢とも書く)

は,骨髄から発生する｡骨髄で作られたリンパ球は,胸

腺やリンパ節を通過することによって分化成熟して完全

なリンパ系の免疫担当細胞となる｡

骨髄球　　　　　　のうち敷粒球は,好中球

:　　　　好酸球

および好塩基球　　　　　の前駐舶包である｡好

中球は非染色性の中性の鹿粒,好硬球は赤く染まる敢

粒,好塩基球は紫青色額粒をもつo

0　　　　0　　　03　　2　　1(
a
)
　
姉
朝
W
裏
薗
F
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2)エリートIJンパ球を育む『胸腺』

胸腺　　　　　の由来は,チムス葦という葉に似てい

ることに由来して名付けられた｡ヒトの胸腺は二葉性で

甲状腺の下にあり心臓の上に位置する｡体重に占めると

トの胸腺の割合は,胎生児から2歳までが鼻大で重さが

である｡出生後少しずつ大きくなり2歳で最も

発達し,思春期に　　　に達する｡互の後退縮が進

み,脂肪組織に置き換えられてしまう(図　　　｡胸腺

の退縮と癌年齢あるいは高麻者の感染防御能の低下との

関連性については,それらの項で解説する｡

年代初期に,胸腺を摘出した動物は同種移植片が

免疫学的に拒絶されることなく生着することが示され

た｡すなわち細胞性免疫応答は胸腺によって支配される

ことが兄い出された｡胸腺は細胞性免疫に主要な役割を

果たすだけでなく,胸腺摘出は抗体産塗も障害する｡ま

た胸腺の機構が破綻すると自己免疫疾患となったりす

る｡先天性に胸腺低形成のマウスは,毛がないことから

ヌード　　　マウスといわれ,それらのヌードマウス

は,免疫学的拒絶反応を起こさない｡

胸腺の小葉は　　　　　　で皮寛　　　　と髄薯

から成り立っており,皮質にはリンパ球(狗

腺細胞　　　　　　　マクロファージさらに上皮細胞が

多い｡胸腺はリンパ球の増殖の主要な場所で,大リンパ

球は6-9時間で分裂増殖するo　内側皮空には,多数の

非分裂リンパ球が,分裂中の大型細胞の周囲に存在して

いるo　この際にリンパ球は上皮細胞の影響を受け分裂増

殖し,次第にそれぞれ免疫学的機能を有するT細胞(T

は　　　　由来を意味する)へと分化して,それぞれの

役割を担うようになる｡胸腺に流入するリンパ球のうち

多くが皮質内でアポトーシス　　　　　　　を起こし死

滅していくが,ごくわずかの細胞がエリートT細胞集団

として末梢血流に入っていく｡

3)張LJめぐらされているレ-ダー網『リンパ節』

蘭 質 喜
‥ …:::…………………周 囲 結合組 ,I ､(脂肪 ):…‥… ‥‥‥

星 亨 b よ I. I
5 30 40 0 1 】0 7 0 8 0

生　後(午)

図112　ヒト胸腺の年麻による変化

-47　-



796 奥田:第1回　免疫応答の基本

全身をとり巻く免疫器官がリンパ節

である｡全身のリンパ節は,免疫防衝のネットワークを

形成して病原体の倭人に対してレーダー禍やバリアーと

して働いている｡

リンパ節は,胸腺を通過して修飾を受けたT細胞の集

積する領域と骨髄で作られ胸腺を通過しないB細胞(B

は　　　　　　　由来を意味する)の集積する領域に分

けられる. T細胞の集まるT細胞領域は細胞性免疫に,

B細胞領域は抗体産生に関わる｡全身に点在するリンパ

節は,線維性結合組織で包まれ,直径は　　　　　で集

団をなしている.表在リンパ節は鼠径,頭部,腰高,顎

下などに存在し,深部リンパ節は腸骨,腰部,胸部,腺

管膜,門脈などに存在している｡図1-3に示したよう

にへこんだ部分からは,流山リンパ管が出ている｡流入

リンパ管はとびだした部分にある｡リンパ球はリンパ節

を通過して循環系に入る｡

小腸にあるリンパ節集【剰ま,バイエル板

といわれる｡バイエル坂で抗原刺激を受け,全身性

の免疫応答,特に粘膜に分泌される分泌型　　抗体(第4

回抗体で解説)の産生に重要な役割を果たしている｡

外から浸入する微生物などの抗原性物質は,リンパ管

を通してリンパ系に入り込む｡リンパ節で抗原性物薯は

マクロファージに捉えられ,その抗原の種幾によってT

細胞やB細胞が刺激される｡

4)免疫応答の場である『牌蔵』

碑臓　　　　は,体内で鼻大のリンパ器官で,重さ

は,成人で　　前後である｡肝臓は血液を濠過しつ

つ,活発に免疫応答が起きる場すなわち抗原を認識する

マクロファージとリンパ球が接する場である｡碑臓は約

120日の寿命を過ぎた赤血球を破壊するとともに,有効

な成分を回収する血液編胞の慮過器官ともなっている.

全体的に赤く見える肺臓の中で,灰白色に散在する白

牌臓にはリンパ球が集積しているのに対し,赤肝臓は赤

血球が大部分を占めている｡リンパ球の集まる白肝臓

は, T細胞が集まる胸腺依存領域とB糸田胞が集まる胸腺

非依存領域に分かれている｡それらの部位に駐留するT

細胞やB細胞さらにはマクロファージが抗原刺激を受け

免疫応答を行っている｡

免疫応答には,中枢神経が重要な役割を果たしている

こともわかってきた.覇気のない人は,免疫応答が低い

と考えてもよいだろう｡さらに肝臓なども免疫応答蕃官

の1つとして考えねばならない｡また血液中のリンパ球

や単球の総量は,大きな臓器に匹敵する.これらを総括

してみるとほぼ全身が免疫応答に関わっていると考える

ことができよう｡

T細胞　　　　　　流出リンパ管

図　　　　　ンパ節の構造とT編胞とB細胞の集積領域

｣8 I-
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3.非自己が『抗原』

1)抗番の定義

797

とであるo非自己が抗原　　　　　である｡自己の生命

を脅かす細菌,ウイルス,真菌,寄生虫などや他人の臓

免疫応答の基本は　　自己　　と非自己　　　　　　　器,あるいは毒素や特定タンパクなどが抗原である｡ま

の識別で自己を護るために非自己を排除しようとするこ　　　たアレルギーを引き起こす花粉,ダニ,動物の毛あるい

〔= `笠
原虫

- I I::-::_I_: == ==細菌
○

俊入微生物

図114　非自己　　　　　　は全て抗原である｡
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は特定の金物タンパクなどは,アレルゲンと呼ばれる抗

原である(図　　　｡

抗原とは何かを簡単に定義すると,動物に注射するこ

とによって抗体　　　　　を産生したり,免疫応答を

誘導する物質といえる｡抗体を産生しない抗原,たとえ

ば移植臓器を拒絶する免疫には,抗体は開与せず細胞自

体が非自己である移植臓器を排除しようとするものであ

る｡したがって抗原とは,動物に免疫応答

を引き起こす異物といえる｡そのような抗原の

性薯を免疫原性　　　　　　　　　という0

2)特荒性

抗原抗体反応の蓋本にあるのは特異性　　　　　　で

ある｡単純な構造の化学物賛(例えばアミノベンゼンス

ルフォン酸)は,単独で動物に注射しても免疫応答を誘

導することができないが,たとえば,アルブミンのよう

なタンパク分子に付着させた時にのみ,免疫応答を誘導

することができる｡アミノベンゼンスルフォン酸のよう

な抗原をハブテン　　　　とよびアルブミンのような

タンパクをキャlJア　　　　　　とよぶ｡したがってハ

ブテンは,タンパクキャリア-と結合して-プテンキャ

リア～複合物としてハブテン特異抗体を産生させる｡

アミノベンゼンスルフォン酸のオルト　　　　　メタ

パラ　　　のジアゾ化した三つの異性体をウ

マの血清アルブミンに結合させて,ウサギに免疫する

と,それぞれのハブテンキャリアー複合体に対する抗体

が産生される｡

ウマ血清グロブリンとニワトリ血活グロブリンは,そ

れぞれ特異性のある抗原性を発揮する｡　　　アミノ

ベンゼンスルフォン酸をジアゾ化して結合させたウマ血

清グロブリンを往射して待た抗体は　　　-アミノベ

ンゼンスルフォン酸-ウマ血活グロブリン複合体のみな

らず　　　-アミノベンゼンスルフォン酸一ニワトリ

血清グロブリンともよく反応する｡すなわち芳香族アミ

ンを結合させるとウマとニワトリのグロブリンの違いに

よる特異性がなくなる｡分子量の小さい芳香族アミンの

酸素　　　　　　　　　　　　　　　つま,抗原の特異

性を支配していることがわかる(図　　｡

抗原の特異性を決定するのは化学構造に基づく分子表面

の立体構造によることからそれらを抗原決定基

あるいはエビト-プ　　　　とよぶ｡

ウマ血清アルブミンに

&S｡云

を結びつけた抗原で

免疫した抗血清の反応性

ニワトリ血清アルブミンに

結合させた芳香族アミン

NN""　　　　　　　　NN"A-

&R &R
オルト　　　　　　　　メタ

NN

@

R

再

R- SO3l

R- AsO3H{

R-Coo一

図1 I 5　抗原の特異性を決定しているのは,抗原分子上の抗原決定基(エピトープ)の立体的構造である
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抗原決定蓋と対応する抗体の結合部の立体構造,鍵と

鍵穴の関係は抗体のところで述べるが,エピトープの鼻

小サイズはタンパク分子では4-7個のアミノ酸,多糖

体抗原では3-7個のオリゴ糖である｡

3)抗原の種類

抗原性を発揮するものは,その物薯が抗体産′生者に対

して非自己で,ある程度以上の分子量をもっものであれ

ばよい｡タンパク抗原と多糖抗原では,対応する免疫担

当細胞の応答が異なることがある｡ T細胞の協力でB系田

胞が抗体を作るような抗原は, T細胞依存性抗原であ

る｡それに対しエピトープが繰り返しその抗原分子上に

表れる立体構造をつくる肺炎球菌の英膜多糖やグラム陰

性菌の内毒素成分である　　　　　　　　　　　　　な

どは, T細胞が応答しないT細胞非依存性抗原とよばれ

る.一般にT細胞非依存性抗原の抗原性は前者に比べ弱

い｡

タンパクやポリペプチドの抗原性は, C末席部分の方

がN末塘部分より強く,しかも外側に突出している部分

が強い｡近年,合成したオリゴペプチドがワクチンなど

として往Ejされている｡強い抗原性を発揮させるために

オリゴペプチド同士を結びつけて高分子室にさせるタン

パク工学技術が枢使されている｡

4)抗原性を高めるアジュパント

分子室のあまり大きくない抗原や可溶性の抗原は,そ

の免疫原性すなわち抗体産生誘導能が高くない｡その場

合,免疫原性を高める物質すなわち免疫増強剤であるア

ジュバント　　　　　　が使われる.鉱物池などにア

ジュバント作用がある｡可溶性抗原と鉱物池を混ぜ合わ

せ,抗原が池相のアジュバントに囲まれた状態の乳剤と

なるo　この状態で庄射されると局所で抗原-アジュバン

トの貯留物としてとどまる｡鉱物池に結核菌の死菌を加

えたものが　　　　の完全アジュバントで,結核菌はマ

クロファージやリンパ球に刺激を与え分裂を促す｡

アジュバントとしての活性を持つ細菌は,結核菌
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の他に　　　　　　　　　　　　　　などであるo

BCGや　　　　　の細胞壁ペプチドグリカンに存在する

N- acety1-muramyl- L-alanyl-D-isoglutamine

がアジュバント活性を示

す本態である｡その他百日咳菌やグラム陰性菌のL P S

などがアジュバントとしての活性を有する｡
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