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シリ　ー　ズ

免疫応答は,多くの免疫担当細胞の巧みな連携プレー

によって起きてくる｡活発に食作用を行う最も原始的な

細胞であるマクロファージは,抗原を取り込んで,その

情報を次の免疫担当細胞に伝える働きをもっている｡抗

原情報を伝えるだけでなく細胞性免疫でも大切な働きを

しているのがマクロファージである｡

年代からT細胞とB細胞の相互作用についての研

究が展開され,多くのことがわかってきた｡｡さらにリ

ンパ球の発生･分化･機能発現が分子･遺伝学的レベル

で解明されてきた｡ここではT細胞のさまざまな情報を

キャッチするレセプターなどについて聖解すると共に多

くの免疫担当細胞の特徴について知る必要がある｡

1.抗原建示細胞『マクEj771ジ』

1)マクロファ-ジの由来

名前の由来どおり　　　　　であるマクロファージ

は,細胞覚に特殊頼粒を持たない｡血流中では単球(mo

組織中での組穐球　　　　　　肝臓での

クッパ　　　　　細胞などは,マクロファージの全身に

分布したものである｡中枢神経系のミクログリア(神経塵

細胞)や骨にある破骨組胞　　　　　もまた分布したマ

クロファージである(図　　　　直径は15から　　　の

大きさで,核は　　　体に向き陥没している｡ミトコン

ドリアは,リンパ球より細く短いo糸田菌を禽食すると食

胞　　　　　　を作る(図

血液中の単球は,成人で末梢白血球の5%を占め,衣

症がある部位に渉出性マクロファージとして出現するだ

けでなく類上皮細胞や表皮樹状細胞　　　　　　細

脂)の形をとることがある｡

血液中の単球供給源である骨髄では単球系幹細胞群を

形成しており,その単球コEjニー刺敦因子

の作用を受けて単

球へと分化し増殖する｡

2)マクDファージの産生物

マクロファージは,免疫応答の誘発と調節に大きな役割

を果たす情報伝達物薯であるサイトカイン　　　　を産

生する(第6回でサイトカインを総めて述べる)｡マクロ

ファージの産生する主なサイトカインは,インターロイキ

ン　　　　　　　　　　　　　　　　とインターフェロンa

α　　　α)などである｡

またマクロファージは,生体防御の基本的役割を果た

している補体成分を産生する｡詳しくは第5回補体で述

べるが　　　　　　　　　　　　　因子およびD因子な

どの補体成分を作り出す｡

マクロファージは次のような酵素も産生する｡

(1)ベルオキシダーゼ　　　　　　　過酸化水素の存

在下で有機基薯を酸化する鉄-ポルフィリン酵素

(2)エステラーゼ　　　　　　エステルをアルコ-ルと

酸に加水分解する酵素

(3)リソソーム酵素　　　　　　　　　　細菌舶包

壁ペプチドグリカン溶解性の塩基性酵素であるリゾチー

ム　　　　　を含む禽金物消化に必要なリソソーム酵
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奥田:第2回　免疫担当細胞

図2-1マクロファ-ジは各臓器でいろいろな名前で出現する

図212　マクロファ｢ジが歯周病原菌
を薯食して食胞を形成し

ている

素を作り分泌する｡

さらにマクロファージは,炎症や骨吸収に大きな役割

を果たすプロスタグランジン

などを産生する｡表2-1には,マクロファー

ジが産生する物質を総めて示した｡

3)マクロファージの表面抗原とレセプター

免疫応答の細胞間連携プレーで中枢の役割を果たすマ

クロファージは,免疫応答の情報伝達の鍵となるクラス

Il抗原を細胞表面に発現している(第3回で解説)｡また

抗体のFc部分を認識するレセブタ-(第4回で解説),

補体成分のレセプターさらにサイトカインのレセプター

(第6回で解説)などもマクロファージの細胞表面に発現

される抗原である2)｡

免疫グロブリンのFc部分と結合するレセプターは,マ

クロファージだけでなく鹿粒白血球, T糸田胞, B細胞, N

K細胞,肥満細胞および粘膜上皮細胞にも分布している｡

マクロファージの補体成分受容体
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歯科学報　　　　　　.

は,マクロファージの遊走や禽食作用に

大切な役目を担っている｡またマクロファージはイン

タ-フェロン　　　　　で活性化されるが,そのレセブ

タ　　　　αR)も細胞表面にもっている｡

4)マクロファージの食作用と抗原提示

マクロファージは細胞麓表面の嚢を波動させて遊走

する.遊走を促す走化因子

は,捕体成分由来,微生物由来,タンパクが分

解したペプチド,核酸の分解産物などである｡

マクロファージの物薯の取り込み　　　　　　　は,

飲作用　　　　　　と禽金　　　　　　　によって行

われる｡飲作用では,マクロファージの綿胸膜の陥没,

癒合そして空胞形成へと膜の働きが主体で行われるのに

対し,禽食は取り込まれる物寛が細胞と接着することに

表2-1　マクロファージが産生する物質

インターロイキン

インターフェロンα　　　　α)

コロニー刺激因子

血小板活性化園子

好中球走化因子

補体成分

CI

C4

C2

C3

B因子

D因子

細胞結合タンパク

トランスフェリン

フイブロネクチン

活性化酸素

0･2L

H202

･OH

lo2

加水分解酸素

ペプチダーゼ

リパーゼ

コラゲナ-ゼ

中性プロテアーゼ

エステラーゼ

アラキドン酸代謝物

プロスタグランジン

プロスタグランジン

ロイコトリエン
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よって起こる｡この接着には,物理化学的な接着とレセ

プターへの結合によるものがある｡禽食作用のなかで抗

体のFc部や補体成分に結合した物薯を取り込む場合,

免疫套食　　　　　　官　　　　という｡

免疫禽食でない場合のき食には,取り込まれる物質や

粒子の水を避ける性賛すなわち疎水性

が大きく影響する｡例えば禽会される紹薗の疎水性は,

マクロファージの疎水性よりも高い,マクロファージの

疎水性より低い細菌は会食から免れる.

このようにして抗原を取り込んだマクロファージは,次

の免疫担当細胞に抗原提示するo図2 I 3にマクロファ-

ジが禽食して消化した抗原をクラスⅢ抗原とT細胞のレセ

プターを介して提示している様子を図式化した.

2. T細胞とB細胞の違い

リンパ球は　　年代まで不思議な細胞として

といわれていた｡それが免疫の中枢細

胞として多機能を持つことがわかってきた3･4)｡大きさ

は直径　　　　　で抗体産生細胞すなわち形繋細胞

へと分化するB細胞と複数のサブセット

からなるT細胞集団に分けられる｡遊走するが光学顕放

鏡でみえるような粒子を取り込むような禽食作用を示さ

ない点は,他の白血球と異なる｡しかし,細胞膜の裳が

癒合して飲作用をもっため　　　　の病原体H I Vはエ

ンベロープ糖タンパク　　　でリンパ球のレセプター

(ヘルパーT細胞のCD 4という表面抗原)に結合した後

に細胞質内に入り込んでしまうことになる｡

抗原寝入の情報をもっマクロファージの付着リガンド

が対応するリンパ球表面のレセプターに結合

すると,リンパ球は図2-4で示したような休止期から

間斯1に入り活性化される｡

リンパ球の表面タンパクには糖鎖が結合している｡そ

の糖亀に結合する易熱性のタンパクがレクチン

である｡植物の種子などから抽出されるレクチンは,リ

ンパ球の分裂を起こすため分裂誘起物覚　　　　　と

総称される｡マメ科植物に由来する

や　　　　　　　　　　　　は, T細胞の増殖を誘

発する.また細菌内毒素である

はB細胞を刺激して分裂させるマイトジェンで

ある(表2-2)｡

末梢リンパ組織や血液,リンパ管内のリンパ球は,ほ

とんどが休止期の状態で存在する｡骨髄や胸腺にあるリ

ンパ球は,活発に増殖を繰り返していて短命である.一

方小腹にある　　　板と腸間膜リンパ節から入り込む
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分裂期

DNA合成期

図2-4　リンパ球の糸田胞周期

胸管のリンパ球は,長命で血中やリンパ組織へと再循環　　抗原の違いによってなされる｡ T舶包とB舶包およびそ

している｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れらのサブセットに,成熟･分化の段階に応じてさまざ

T細胞とB細胞の区別や分離は,それぞれの舶包表面　　まな綿胞表面抗原が見出されている｡またT舶包とB組
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胞のサブセットの同定･分離には,各細胞表面に対する

抗体が利用されている｡

3. T細胞

1) T細胞の種顛

ヒトのT細胞系は,多くの機能によって分けられる

(図　　｡ヘルパーT細胞　　　　　　　　サブ

レッサーT細胞　　　　　　　　　　　キラーT細胞

免疫記憶T細胞　　　　　　　　　な

どとよばれる｡ヘルパーT細胞は,他の種幾のリンパ球

の分化･機能発現を補助する｡逆にサブレッサーT細胞

はリンパ球の機能の発項を抑えて免疫応答を制御する｡

キラーT編胞は,細胞傷害性T綿胞

ともいわるれ｡それらのT嫡胞系が分化し成熟する過程

で細胞表面タンパクが出現したり消失したりする｡その

細胞表面の抗原を　　　　　　　　　　　　　　と呼

ぶ(表2-3)｡

891

CD4抗原はヘルパーT細胞の大部分や,マクロ

ファージに出現している　　　　はエイズ病原体H I V

の　　　のレセプターでもあるため　　　　の攻撃を受

けてしまう｡

CD 8抗原はキラーT編胞とサブレッサーT細胞に出

現している｡両細胞のうち　　　抗原を持つ

T細胞はキラーT綿胞で　　　　抗原を持たないCD

-　T細胞はサブレッサーT綿胞と区別することが

できる｡

2) T細胞レセプター

T細胞は倭人する抗原と1対1で噛み合うようになっ

たT細胞レセブタ　　　　　　　　　　　　で情報を

キャッチする0 1個のクローンのT細胞は1種楽のT糸田

胞レセプターしか持たず,無数にある抗原にそれぞれ対

応したT綿胞レセプターを持つT細胞が存在する｡

T細胞レセプターは2本のポリペプチド鎖からできてい

るo T細胞レセプターのポリペプチド亀には, a, β,

表　　　　　細胞とB糸田胞の比較

T細胞　　　　　　　　　　　　　　B細胞

由来　　　　　　　　　　　　　　　　　胸腺経由　　　　　　　　　　　骨髄

綿胞表面のマーカー

T綿胞抗原レセプター

免疫グロブリンレセプター

補体成分レセプター

ヒツジ赤血球レセプター

クラスH抗原(Ia抗原)

一

+

　

+

一

　

+

細胞表面の免疫グロブリン

臓器内分布(%)

末梢血

リンパ節

碑月蔵

骨髄

胸腺

85

85

65

少ない

大部分

( T細胞前駐細胞)

い
　
れ

多
ま

分裂誘起因子による増殖

PHA

ConA

マイトジェン

L P S

機能　　　　　　　　　　　　　細胞性免疫　　　　　　　　抗体産坐

免疫応答の調節

アレルギー反応との関わり　　　　　　　　遅延型アレルギー　　　　　　　即時型アレルギー
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奥田:第2回　免疫担当細胞

ヘルパ-T細胞

サブレッサーT細胞

キラーT細胞

免疫記憶T細胞

図　　　免疫担当細胞は全て骨髄で作られる｡リンパ球のうち胸腺で教育を受けたエリートT細

胞集団がそれぞれの機能をもつ｡一方B細胞は, T細胞の影響を受けながら形須田胞へと
成熟していく｡

表2-3　ヒトの免疫担当細胞表面に発現する主なCD抗原

抗原名　　分子室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表面にもっ主な細胞

CDl a　　　　　　　49

CDl b　　　　　　　45

CDI c　　　　　　　45

CD2　　　　　　　　50

CD3　　　　　　　16

20

25-28

CD4　　　　　　　　59

CD5　　　　　　　　67

CD8　　　　　　　　32

CD28　　　　　　　　44

C D45　　　　　　180

190

205

220

胸腺皮要リンパ球

B綿胞の一部

全T綿胞

全T細胞

ヘルパーT細胞とマクロファージ

全T細胞

サブレッサIT糸田胞とキラーT細胞

キラIT編胞と活性化T細胞

T細胞

B細胞

マクロファージ

好中球

γ,鋤く存在し, αとβ亀, γと6鎖による2種のT糸田　　る｡

胞レセプターがあるo血液中やリンパ組織中のT細胞　　　T綿胞レセプターは,アミノ酸配列が変化に富んでい

は, aβ型のT綿胞レセプターをもっものが主体であ　　る可変部　　　　　　　とそのアミノ酎己列がほぼ
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一定の定常部　　　　　　　　　からなっている(図2

抗原をキャッチする多様な立体構造は可変部の

アミノ酸配列の違いによって形成される｡

無数に近い種幾の抗原それぞれに対応するT細胞レセ

プターの立体構造を作り出すため, T細胞レセプター遺

伝子の再構成が起きる.可変部を塊定する遺伝子は,

可変性　　　　　　　　多様性), J :

結合)があり,それぞれ複数ある中の1組づっ

の遺伝子が　　　　となり翻訳される｡図　　　に示

したように各領域の遺伝子が1つずつ選び出されDNA

再編成がなされ　　　　に転写され,蘭訳されてい

く｡ T細胞レセプターのβ鎖同様にa鎖も遺伝子再編成

によってポリペプチドがつくられ, aβ鎖の立体構造が

構成される｡

胎生期には主として7 6亀のT細胞レセプターをもつ

綿胞が作られ,次第にa β亀をもつT糸田胞が増えるo

ヒトのT細胞レセプターa鎖を作る遺伝子は,第14染

色体上に存在する｡ Ⅴ磯城で　　　種幾, D領域は2

種類, J領域では　　　種楽の遺伝子が存在する｡し

たがって　　　　　遺伝子の組み合わせで75× 2 ×50か

ら100× 2 ×100種癌の活性VD J遺伝子を生み出せる計

算になる｡さらに結合部で起こる多様性が105あるため

約109種幾のa鎖ができるo一方β鎖の遺伝子は第7染

色体上にあって　　　　　磯城はそれぞれ　　　　種

頚, 2種簸および13種幾でVDJ遺伝子は50× 2 ×13か

ら100× 2 ×13種楽と計算される｡さらに結合部の多様

性が106種薬加わるためβ鎖の種幾も約109になる｡した

がってa亀とβ鎖からなるT細月包レセプターは　　　×

94, No. 10 (1994) 893

109で　　種類という天文学的数字の組み合わせができ

る｡

3)特定のT細胞レセプターを活性化する

スーパー洗番

病原性を持っブドウ球菌の

やA群レンサ球菌の　　　　　　　　　　　　　などの産

生する外毒素は,ヒトのT綿胞レセプターのうちβ亀の

可変部の特定のところに結合してそのT細胞を活性化さ

せる性嚢をもっている6).非特異的であることからスー

パー抗原　　　　　　　　と呼ぶ7)｡　　　　　のエンテ

ロトキシンBはとトのT細胞レセーブクーでⅤβ3,

Ⅴβ　　　β14などに結合してそのT細胞を活性化す

るo　それらスーパー抗原が,川崎病,リューマチ性関節

炎,自己免疫性脳脊髄炎に関与している可能性がある｡

4.キラI T細胞

標的とする細胞に接着して,細胞を傷害する-薪の細

胞がキラI T編用包　　　　　　　で細胞傷害性T細胞

ともよばれる｡キ

ラーT糸田胞　　　　　　は,移植細胞の移植臓器を直接

攻撃する他,腫痘細胞,ウィルス感染細胞などを傷害す

る｡キラーT細胞は, T細胞レセプターで抗原と結合す

る際,標的綿胞上のクラスI抗原(第3回で解説)と結合

した抗原エピトープを認識してその細胞を攻撃する(図

2 -8)｡キラーT細胞は老化とともにその活性能力が

どんどん低下するため,癌細胞の増殖を許してしまうこ

とになる｡したがって癌年麻とは,キラーT細胞の能力

が低下したことを意味する｡

γ鎖

8鎌:
図　　　　　種幾のT細胞レセプター
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894 奥田:第2回　免疫担当綿胞

β　　　　　　　　　　　β　　　　　　β1Dβ2 Jβ　　　　β

L:リーグ-部　Ⅴ:可変部　D:多様性部, J:結各部

C:定常領域　TM:細胞膜貫通部　CY:細胞賛部

図　　　　　細胞レセプターのβ鎖を作る達イ云子の再編成

5. B細胞

B細胞は骨髄由来で胸腺を経由することなく,多くは

牌臓で増殖･分化をしながら全身の末梢リンパ組織へと

移行し,末梢リンパ組織で抗体産生細胞である形寛細胞

へと分化して免疫グロブリンを生成しそ

れを細胞表面に出している｡ B細胞は4日前後の短命の

ものと　　　日以上の長命のものがある｡

B糸田胞は,成熟･分化の過程でT細胞レセプターと同

じように免疫グロブリン遺伝子を再編成している｡この

点については第4回抗体で詳しく述べるとして,ここで

は抗体産生細胞に分化するためにT細胞のシグナルを必

要とすることについて説明する｡ B糸田胞表面にあるクラ

スII抗原分子はT細胞表面のC D 4抗原分子と結びっく

と同時に抗原ペプチドを結合しているT細胞レセプター

とも接着する結果, B編胞に活性化が起こる(図21

9)0

さらにB細胞表面には抗体のFc部分に対するレセプ

T細胞レセプター

β碩ポリペプチド

クーも存在する｡それらに対するレセブタ-に抗体の

Fc部分が結合するとB細胞の活性化は抑えられるo

B糸田砲が抗原と反応して増殖してその抗原に対応する

細胞集団を増大させ,抗体産室細胞集団に分化していく

過程では, T細胞が産生する情報伝達物賛サイトカイン

の作用を強く受けている｡

6.ナチュラルキラ　　　　細胞

ナチュラルキラ　　　　　　　　　　　　細胞は,腫

痘細胞あるいはウィルス感染で変化を受けた細胞を非特

晃的　　　　　　に攻撃して傷害する｡すなわち腫症

の発生や進行を抑える生体の非特異的な監視機構の-貢

として働くのがNK細胞である｡キラーT編胞は,抗原

特異的に標的細胞に攻撃を加えるのに対し, NK細胞は

抗原非特異的に腫症細胞に傷害を与えるo　そのような非

特臭的という点から考えれば,厳密な意味でNK細胞は

免疫糸田胞とはいえない｡しかしキラーT細月包と関連して

-64-



歯科学報

腫症細胞を攻撃する広義の免疫担当細胞といえる.

NK細胞は標的細胞と接触し,接着して, NK綿胞と

標的細胞間に小さなポケットを形成し,そこにNK綿胞

の項粒が放出され標的細胞が攻撃を受ける｡すなわち額

粒内物賛,リソソーム酵素や腫痘壊死性園子

図2-8　キラーT細胞は, T細胞レセプター

で抗原と結合するとき,標的細胞上の
クラスI抗原と結合した抗原エピトー
プを認識して攻撃する｡

T細胞エピトープ

895

といわれるサイトカインお

よび接着面の綿胞膜酵素で標的細胞に傷害を与える｡

N K細胞と同様に編胞傷害性を持つリンパ球を含む多

種楽の細胞集団はリンホカイン活性化キラー細胞,

といわ

れ,キラーT細胞やNK細胞と区別されている｡この縮

胞群は,編胞問情報伝達物質であるインターロイキンー

というリンホカインに

よって活性化する｡

7.覇挽球と肥満細胞

ギムザ染色やライト染色によって赤く染まる癌粒をも

つのが好顧球　　　　　　塩蓋性色素に染まる癌粒を

もっのが好塩基球　　　　　　そしてどちらにも染色

されない鹿粒白血球が好中球　　　　　　であるo好

中球で多核のものが多形核白血球

である｡これらの細胞はいずれも食

作用を備える点で共通している｡

好硬球は血中東粒球の　　　　を占め,寄生虫の感染

に際して増加して異物として取り込む｡好塩基球は白血

球の　　　　　に過ぎないが,アレルギー反応の際に応

答し,その魔粒に含まれるヒスタミンなどのアミン幾を

放出する｡

好中球は度粒白血球の　　　　を占め,成人では血夜

図2 I 9　抗原分子と反応したB糸田胞が増殖し,抗体産生をするためには

分子というB編胞の表層抗原による結合に加えて,クラスⅡ抗原でT編胞
レセプターを介して抗原ペプチドをキャッチして情報伝達物薯であるサイ
トカインの作用を受けることが必要である｡
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当たり　　　　　　個である｡直径は

〃m程度で核は3-5の分葉となっていることが多い｡

炎症の部位で中枢的な役割を果たし,侵入微生物の分泌

する走化性因子　　　　　　　　　　を感知して移動

し,食作用によってその微生物を取り込み分解して消化

する｡これらの作用には,抗体との協同による免疫学的

特晃性のある免疫禽食と非特晃的な禽食がある｡

肥満細胞　　　　　は,血流中に認められず組織中

に兄い出される細胞で好塩基球と類似し花粉症や噛息な

どの際にヒスタミンなどの起炎物薯を放出する｡肥満細

胞の鹿粒は,へマトキシリンーエオジン染色で染まらな

い｡大きさはさまざまで,楕円形やそら豆形の特徴的な核

を持っているo醐包覚には　　　　にも達する大きな顧

粒をたくさんみることができる｡肥満細胞についてはアナ

フイラキシー型過敏症(第7回アレルギー)のところでも詳

しく解説する｡
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