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シリ　ー　ズ

糸田菌の懸癌夜にその細菌に対する新鮮免疫血清を加え

ると溶菌が起きて菌は死滅する｡しかしその血清を

で30分間加熱すると菌は凝集するが溶菌は起きないo凝

集させる抗体の作用は損なわれていないが,熱に尋飢＼審

体　　　　　　　がその活性を失ったためである｡

抗体は抗原と結合するだけでエネルギーを発揮しな

い｡抗体に協力して尖兵のように働くのが覇体といわれ

る一連のタンパクで達也反応してさまざまな生物活性を

示す.捕体は抗原と特異的に反応しないが,抗体が抗原

に特異的に結びっくことによって活性化し,侵入した抗

原のき食を元進させたり,溶菌反応を引き起こす｡また

補体系は,炎症反応やアレルギー反応の中でも大きな役

割を果たしている｡

1.蘇体の磯能

補体がその生物学的エネルギーを発揮する際は,補体

系の酵素群といえる各成分の連鎖反応が起きなければな

らない｡その過程で塗成される種々の低分子ペプチド

は,編胞に対し強力な作用を発揮するト4)｡この作用を

細胞戚活作用ということもできる｡その他細胞溶解作用

や細蘭などが金細胞に禽金され易くさせるようなオブソ

ニン　　　　作用を有する｡さらに補体タンパク成分に

は,炎症を修飾するアナフィラトキシン

活性がある｡アナフイラトキシンは,ヒスタミンやセロ

トニンの分泌を促し平滑筋を収縮させ血管壁の透過性を

増大させる(図5-1).

その他種体には,外膜を持つウィルスを傷害して感染

能を失わせるウィルス中和作用,抗原抗体後台物の再結

合を阻止して集塊を可溶化させる作用,抗体の結合した

標的細胞の破壊に働くキラーT細胞の細胞への結合促

進,補体レセプターをもつ細胞同士を結びつけて凝集さ

せる免疫粘着作用などがある｡

2.捕体系成分

補体系は多くのタンパク成分から構成されている｡各

成分は発見された服番に番号がつけられ

の順に反

応が起きる｡多くの成分は,分子量

前後のβ-グロブリン分画に属して,複数のポリ

ペプチドからなりSIS結合で架橋されているものがあ

る2)｡

c l成分は　　　　　　　　　　の3つの成分から

構成され,全体で分子量　　　の高分子複合体となるo

clqは,免疫グロブリンのFc部にセプターで結びつ

く　　　は免疫グロブリンへの6つのレセプターを有

L　　　　　　　と複合体を作る部分は,それぞれコラー

ゲン様の3本亀のラセン状のタンパクから作られている

(図5-2)｡

補体が一方的にエネルギーを放出するとさまざまな傷

害が起きてしまうため,それをコントロールするインヒ

ピタ　　　　　　成分が存在するし,活性化に関与す

る分子が存在する(表
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106 奥田:第5回　補　　体

A.細胞の賠活作用

補体由来走化性因子
乱(.5高〒l

マクロファージの活性化

B.細胞の溶解

細薗　　　　　赤血球

⊂亘⊃

C3bレセプター

D.炎症反応(アナフイラトキシン)

●　●　●

脱頬粒

炎症性物蜜の放出

図511　補体の主な生物活性

補体第3成分(C 3分子)は,血柴中に最も多く1ml　　金細胞に結びつく.したがって抗原に結びっいた抗体の

当たり　　　　　存在する｡この成分は活性化すると　　　H鎖に結合した捕体のC3bレセブタ-をもっ金細胞

C3aとC3bに分かれる｡そのC3bは,そのレセプ　　　が,その抗原粒子に吸着して捕捉するオブソニン活性を

クーすなわちC3bレセブタ　　　　　　　　　をもっ　　　示す(図　　　　　　このようなC3bを介して標的粒

-106-



歯科学報

>
i

. . . . .... .′
.- C J

i ; 二 C
. . . . .

､ 】

C l-

> 免疫 グロフ

‡鉾 FC部

つ)ンレセブタ-

タンパク抗原

図512　細胞膜上の繰り返し構造のタンパク抗原に　　抗体が結びっき, Fc部に変化

が生じるとClqは,その免疫グロブリンレセプターで結びつく｡ Clq分子の2

つ以上がFc部に付着すると
うに働く｡

表5-1補体系の成分

分子室　　　血活濃度　　血)

補体成分

Clq

Clγ

CIs

C4

C2

C3

C5

C6

C7

C8

C9

補体別経路関与成分

プロパルジン(P)

B因子

D因子

補体インヒビター

Clインヒビター

C3bインヒビター

アナフイラトキシンインヒビター

410　　　　180

85　　　　110

85　　　　110

210　　　　400

110　　　　　25

180　　1, 200

180　　　　　80

128　　　　　60

121　　　　　50

153　　　　　50

79　　　　　60

160　　　　　20

93　　　　300

23　　　　　2

110　　　　180

90　　　　　50

150　　　　　40

CIsが結びっいてC 4分子を活性させるよ

ilXRl

子が吸着捕捉されることを免疫粘着現象

という｡

3.捕体の活性化匪露

補体がそのエネルギーを発揮する引き金となる経路は

2通りある｡抗原に抗体が結びつきその抗体のFc部に

c l成分が結合したことによって起こる活性化を古典経

絡　　　　　　　　　　とよぶ｡他の経蕗は,菌体成分

などによってC 3成分が直接活性化されるもので別経路

とか副経露あるいは二次経路とよ

ぶ(図

捕体のClqを結びっけ古典経路を強く活性化させる

抗体は　　　　　　　　　　　などである

抗体にも弱いものの補体を活性化させる作用

が兄い出されている　　　の免疫グロブリン-の6本

のレセプターのうち2本以上がIgGなどのFc部に結

びついたとき　　　分子の立体構造に変化がおきて活

性化する｡補体が活性化された場合その成分の上に-

をっけるすなわちCT首は活性化したことを意味するo

C了寺は　　存在下で結合したClrを分断して活

性化するo CTfはさらにCIsを分断Lて　　にす

る｡　　　はエステラーゼ活性がありC 4変換酵素

-I 107 I-



108

古典経路

奥田:第5回　補　　体
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_---I.
細胞膜傷害作用

図5 I 3　補体の活性化経路と活性化物産の生物活性

としてC 4を分断するo分断されてでき　　　C 5を結びつける｡　　　　　　　　　の夜合体はC 5

たC4bは,抗体のFabや近くの細胞漠に結合して　　　変換酵素としてC5をC5aとC5bに分断する

存在下でC2を結びつける｡そのC2分子は　　　はC6を結し　　　となりC了に結合し　　　首了‾とな

cTによって分断される.分断されたC2aはC4bと　　　るo細胞膜上の　　　　は強固に結合したままC 8とC

複合体となってC 3をC3aとC3bに分断す　　　9をさらに結びつけ となる｡この

る｡ C3bは　　　　複合体近くの純胞膜に結合して　　　は,その結合した糸田胞膜に孔をあけるため,イオンが流
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入しその綿胞は溶解するo麓が赤血球の場合溶血,細菌

の場合を溶蘭,綿胞の場合を溶解といい, C5b6789

を廉イ薫襲複合体　　　　　　　　　　　　　　というO

別経路は抗体がない場合でも,第3成分C 3が直接活

性化されるもので,抗体を作る能力のない産物にも存在

する最も原始的な生体防御メカニズムといえる｡プロテ

ア-ゼであるD因子が作用するとB因子は, Baと

Bb　に分断される｡そのBbはC3と結びつき

複合体となってC3変換酵素となる｡プロパルジンは

の作用を補助し, C3をC3aとC3bにする｡

別経路を活性化する物葉は,細菌の細胞壁ペプチドグ

リカンや内毒素,酵母の細胞壁ザイモザン,凝集した

ウィルス感染綿胞,腫新田胞

さらにはコプラ毒やトリプシンなど多岐にわたるもので

ある｡

活性化された補体成分のうちC3bとC4bは細菌に付

着して好中球の金作用を助けるオブソニンとして働く

し,抗体によるウィルスの中和作用を増強する防御作用

を示す｡また　　　　　　　は,好中球を集めさせる

走化因子　　　　　　としての働きをする｡

4.アナフィラトキシンと補体インヒビター

古典経路および別経路の活性化によってC3bが作ら

れるとそこにB因子が結合し, D因子によって

Bbが生成され, C3に作用してC3bをさらに作る

という増幅回路が働く.ところが捕体の活性化が一方

的に進むとさまざまな傷害が起きてしまうため不活化園

子　　　　　が働く　　　に対してはC l阻止因子

が　　　　　に結合して不活化する｡

は好塩基球や肥満細胞に作用してそれら

の細胞からヒスタミンなどのメディエ-夕

を放出させるため,平滑筋の収縮が起き血管壁の透過性

が元進し,局所の炎症やショックを起こす｡そのような

ことから　　　　　　をアナフィラトキシン

とよぶ｡この活性化もアナフイラトキシン不活

化因子によって制櫛されている｡

C3bにI因子といわれるC3bインヒビターが働くと

C3bはC3CとC3dに分断されて不活化する｡

5.好中球の食作用

好中球の主な働きは,体内に皮大した綿菌などの散生

物を素食して殺すことであるo好中球が補体のC5aや

によって走化が促され,微生物の侵入局所に集

積する｡好中球の走化は,皮大した細菌などや炎症局所

95, No. 1 (1995) 109

で分断されたIgG分子などの走化因子

によっても起こるo

俊大した細菌の存在する局所に集積した好中球は,次

に菌に接着しなければならない｡菌に結合し,好中球の

会食を促進する物薯をオブソニン　　　　とよぶが,

鼻も強いその活性を示すのが　　のFcレセプターと

C3bレセプターによるものである｡好中球の表面には

IgG分子の定常域のFc部に対するレセプターが存在

し　　　が侵入した細菌と結合すると分子構造に変化

が生じ好中球のレセプターとの強固な結びつきができ

る｡ IgGのFcレセプターは, 3種歎あるo FcγRI

は,好中球だけでなくマクロファージなどにも存在す

るo FcγRmま,好中球,マクロファージ,好硬球さ

らに血小板などに存在する｡ FcγRⅢは好中球の他に

リンパ球や好酸球にもみられる.

好中球は, Fcレセプターによって細菌を捕捉してそ

れらを細胞内にまで取り込む｡すなわち好中球の表面に

あるC3bレセプターによって細菌の表面に存在する

C3bと結びつく結果,その捕捉と蛮金をさらに強固に

させることになる｡

好中球は,皮大した細菌を捕捉しようと集まる際,血

管外に遊出するステップをふむoその段階で接着分子

が豪要な働きをしている5)oインテグリンβ 2

β2)サブファミリーに属するリンパ球機能

親和性抗

は,好中球表面に現れる抗原

で血管内皮細胞上の細胞間接着分子

-1)に結合し,血管

壁に接着して血管外に遊出する(図

好中球表面にある白血球付着分子

は,血管内皮細

胞上の糖鎖に結びつき,さらにその糖鎖でセレクチン

ファミリーの接着分子である網内系白血球付

着分子

や額粒球膜タンパクー140

(granulocyte membrane proteinl140･ G M P -

に結合して血管外へと遊出していく｡これらの接着

因子　　　　　と　　　　　の接着分子は炎症性サ

イトカインの作用をうけて血管内皮細胞上に発覚してく

る｡すなわち炎症の局所では,好中球が集積するように

サイトカインの作用を受けて発現した接着分子が働いて

いる｡
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110 奥田:第5回　蘇　　体

血管内皮細胞

塞底膜

血管内皮細胞通過

図514　好中球は表面の細胞付着園子LAM- 1で血管内皮細胞表面にある

などに結びっいて血管外に遊出していく｡

6.好中球のhJL菌作用

好中球が細菌などに接着し細胞内に取り込むまで覇体

系が関与しているが,その後の細胞内での殺菌には補体

以外のさまざまな因子が関わってくる｡殺菌怪物寛は酸

素に依存するものと酸素非依存性のものに分けられる

(表　　　｡

好中球は細菌を禽金すると急激な代謝系の活性化が

起こり,酸素の消費が高まる｡ -リン酸六炭粧代謝

経路の元進とニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

リン酸水素基

にNAI)PHオキシ

ダーゼが働き2分子の02から2分子の活性化酸素0妄

が作られる｡この活性化酸素は,

チトクロームとスーパーオキサイドジスムターゼ

によって過酸化水素

を作る｡ 0貢は,鉄イオンの存在下でヒドロキシ

ラジカル　　　　　　　　　　　を作る(図

好中球の額粒酵素の1つであるベルオキシダーゼ

は, 2分子のC1-から2分

子の　　を作る｡この　　　まチトクロームとSODな

どによって作られる　　　から一重項酵素▼

を作る｡ MPOは　　　　と共同で編菌に殺

菌性のあるC1-を結合させたり　　　　と02から2

となって殺菌性を示す｡

好中球の酸素非依存性の殺菌性物寛の代表的なものが

編胸壁のペプチドグリカン加水分解酵素リゾチーム

一つ10-
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1`走化　　◎
組蘭の走化園了

捕体系由来走化Ll子

(C5a)

抗体　Feレセプター

図515　好中球の殺菌プロセス

表5 - 2　好中球の産庄する殺菌性物質

酵素依存性殺菌物賛

オキシダーゼ

1. NADPH+H++202 V　>NADP++2H+202

チトクローム

∴　　　　　　　　　｣【-I ｢　　上･H己
十

3. 0云

三口守レ誓　ご
OCl‾　　　　　　　　　　　　‾+▼02

酸素非依存性殺菌物葉

上リゾチームによる細胞壁ペプチドグリカンの分解

2.塩素性タンパクによる抗菌性

3.乳酸などによるpHの低下による綿菌の傷害

であるo　このリゾチームは,好中球のリゾ

チーム敷粒から放出される.好中球の産生する塩基性タ

ンパクや代謝産物である乳酸などは,特定の細菌に殺菌
性に働く｡

好中球は,菌の侵入した局所に集積するために接着分

子と関わり血管外に遊出し,種々の走化性因子によって

nil

遊達してくる(図　　　｡また菌の素食には,抗体

のFc部-のレセプターと補体C3bレセプターが関

わっている(図　　　｡この段階までは特異的な免

疫反応が密接に働いているが,殺菌作用では非特異的な

殺菌物覚が働いている｡

感染防櫛の最前線で働く好中球は,さまざまな因子の

影響を受け細菌に接触し,倉金して殺菌する.好中球の

一連のダイナミックスを聾解することによって炎症反応

をより客観的にみることができると確信している｡
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