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2.2 細菌感染 

2.2.1 細菌感染に対する自然免疫 

自然免疫とは、生体が初めて病原菌に遭遇した時に発動する防御システムであ

る。自然免役で活躍するのは、食細胞(好中球、マクロファージ、樹状細胞)であ

る。人間の体内にも腸内細菌のような様々な細菌が住んでいる。食細胞はどうや

って侵入してきた細菌の危険性を判断するのだろうか。実は、免疫細胞(マクロ

ファージ、樹状細胞、好中球)は、病原菌の持つ特徴的な構造を認識するセンサ

ー(パターン認識受容体)を持っているのである。このセンサーによって、未知の

病原菌を最大公約数的に認知する 1)。組織に駐在するマクロファージは、京の五

条の橋元にいる弁慶のような存在である。弁慶は、相手から分捕った七種類の武

器(弁慶の七つ道具)を持って獲物はいないかと目を光らせているが、マクロフ

ァージは十数種のセンサーを持って、悪い奴(病原菌)はいないかと監視してい

る。病原菌が組織にやってくると、マクロファージはこのセンサーによって菌を

認識し、自分の体内に菌を取り込み(ファーゴサイトーシス)、その中でタンパク

質分解酵素やフリーラジカルを産生して菌を分解する。 

 

 

      七つ道具を持った弁慶       様々な病原菌を貪食する 

マクロファージ 

 

自然免疫とは、生体に病原菌が侵入した時、直ちに発動する防御システムであ

るが、病原菌の認識はパターン認識によって行われるため、感染の記憶は保持さ

れない(同じ病原体に繰り返し感染しても、免疫は増強されない)。 
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2.2.2 細菌感染に対する獲得免疫 

自然免疫は感染後直ちに反応が起こり、数日で反応が最大になる。自然免疫で

病原体が排除できない場合は、獲得免疫が発動し、感染後 2 週間くらいで最大

の反応が得られる。獲得免疫では、病原体を特異的に認識し、病原体と特異的に

反応する抗体を介して排除する。リンパ球の T 細胞と B 細胞は病原体の表面タ

ンパクの一部(抗原)を記憶しており、同じ病原体に再び出会ったとき効果的に

病原体を排除できる。免疫という言葉は、一度伝染病にかかると二度とそれにか

からないという事実の認識から生まれた。免疫(immunity)という言葉は、ラテン

語の課役(munitas)から逃れる(immunitas)という言葉から来ている。 

さて、獲得免疫における病原菌の排除は以下の様に行われる。 

1) 樹状細胞による抗原提示 

最初に活躍するのは、組織に駐在している樹状細胞である。樹状細胞は、

パターン認識によって認識した病原菌を貪食し、病原菌の表面タンパク質

(抗原)を自分の MHC分子上に提示する。 

2) 抗原情報の T細胞への受け渡し 

   抗原を提示した樹状細胞は数日かけてリンパ節に移動し、そこにいる T細胞 

の一種、ヘルパーT 細胞と出会う。ヘルパーT 細胞は細胞の表面に T 細胞受 

容体を持っており、その T 細胞受容体で樹状細胞上に提示された抗原を認識

し、活性化する。 

3) B細胞の活性化による抗体の産出 

活性化したヘルパーT細胞は、B細胞と接触し、B細胞を活性化して抗体を産

出する形質細胞と抗原の記憶を保持するメモリーB細胞へと分化させる。 

4) 抗体を介した殺菌 

形質細胞によって多量に産生された抗体は病原菌表面にある抗原と結合す

る。抗体の結合した病原菌は貪食細胞によって更に攻撃されやすくなる。

また、抗体はタンパク質分解酵素である補体と結合し、細菌の細胞膜に穴

を開けることなどにより細菌を攻撃する。 

5) 免役記憶 

一度侵入した病原体の持つ抗原はメモリーB細胞によって記憶される。同じ

病原体が再び侵入してくると、メモリーB細胞は、直ちに形質細胞に分化し

て多量の抗体を産生する。メモリーB細胞は数十年もの間生き延びることが

できる。 

 

つまり、病原菌の情報は抗原という形で樹状細胞→ヘルパーT細胞→B細胞と

いう流れで受け渡されるのである。これを見た人は、何故、抗原情報が直接樹状

細胞から B 細胞へ渡されないのか訝るであろう。実は、獲得免疫における最大
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のポイントはどうやって未知の抗原を特異的に認識する抗体をつくるのか、と

いうことにある。ヘルパーT細胞から B細胞へ抗原情報が渡される理由は、そこ

にある。T 細胞は細胞 1 個に 1 種類の T 細胞受容体(TCR)を持っている。胸腺で

はそのような T 細胞がランダムに何億種類も作られる。その何億もの種類の T

細胞のうち、樹状細胞が提示した病原菌の抗原と最も親和性の高い T 細胞受容

体を持つものが活性化される。この T細胞を仮に T*としよう。親和性の低い T細

胞受容体を持つ残りの何億もの T細胞は細胞死を導入されて死んでいく。 

B細胞は、免疫グロブリン(抗体も同じ構造)でできた B細胞受容体を持ってい

る。B細胞においても T細胞同様、異なる免疫グロブリンを持つ何億種類かの B

細胞がランダムに生産される。ランダムに生産された何億種類もの B 細胞のう

ち、病原菌の抗原と最も親和性の高い免疫グロブリンを持つ B細胞(B*)が、その

抗原を認識して体内に取り入れ、B*の MHC分子上に提示する。抗原と親和性の低

い免疫グロブリンを持つ残りの B細胞は全て細胞死を導入されて死んでいく。 

活性化した T 細胞(T*)は、B*の MHC 分子上に置かれた病原菌の抗原を認識し、

B*を活性化する。活性化された B*は形質細胞へと分化し、形質細胞は B*が持って

いたものと同じ免疫グロブリンからなる抗体を多量に産出するのである。また、

一部の B*はメモリー細胞となって病原菌の抗原記憶を保持する。つまり、抗原

の情報は T 細胞による確認と B 細胞による確認の二重の確認で保証されるので

ある。 

如何にして何億種類もの T 細胞や B 細胞を作り出すのかは、かって、生化学

者を悩ませた最大の疑問の一つであった。その問題を解決したのが利根川進で

ある。彼は、1970年代前半にスイスのバーゼル免疫研究所で、B細胞は自らの遺

伝子の部分部分をつなぎ合せて多様な B 細胞受容体を持つ細胞群をつくり出す

ことを発見した。当時、一個の遺伝子から一個のタンパク質が合成されると信じ

られており(セントラルドグマ)、細胞自らが遺伝子の再編成を行っていたこと

の発見は大きな驚きであった。利根川は、この業績で 1987年のノーベル生理・

医学賞を受賞した。 

 

2.3 ウイルス感染に対する免役反応 

細菌はマイクロメーター(10-6m)サイズであり、食細胞によって感知されるが、

ウイルスはナノメーター(10-9m)サイズであり、食細胞は感知できない。では、ど

うやって免疫反応が起こるのであろうか。実は、人間の細胞内にもパターン認識

システムがあるのである。細胞内のパターン認識システムは、細胞内に侵入して

きたウイルスの DNA や RNA を感知する。ウイルスの存在を感知した細胞は、イ

ンターフェロンを産生してウイルスの増殖を阻止しようとする。また、インター

フェロンは、自分の細胞死を誘導する。細胞死を誘導された細胞は表面に特有の
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シグナル(eat-me シグナル)を出す 3)。すると、マクロファージや樹状細胞がや

ってきて感染した細胞を貪食する。また、ウイルスに感染した細胞には MHC が

発現していないものがある。リンパ球の一種であるナチュラルキラー細胞(NK細

胞)は、MHC を発現していない感染細胞を非自己と見做して細胞死させる 4)。す

なわち、ウイルス感染に対する最初の免疫反応(自然免疫)は、感染して体内にウ

イルスのいる自らの細胞に細胞死を誘導して殺すことなのである。 

その後の獲得免疫反応は細菌感染の場合と同じである。感染した細胞を貪食

した樹状細胞は体内のウイルスのタンパクを分解して自らの MHC 分子上に抗原

として提示する。樹状細胞の MHC分子上に抗原が提示されれば、後は、細菌感染

と同様に T 細胞と B 細胞の共同作業によって抗体が産生される。産生された抗

体は、ウイルスの抗原部位に結合して、ウイルスの宿主細胞への侵入を阻止する。

また、裸のウイルスを感知できなかった貪食細胞も、抗体と結合したウイルスは

認識し、貪食する。 

ここまでは細菌感染と同様であるが、ウイルス感染の場合は、T細胞の一種で

ある細胞傷害性 T 細胞が大きな役割を果たす。胸腺でつくられる T 細胞には大

きく 3つの種類(ヘルパーT細胞、細胞傷害性 T細胞、制御性 T細胞)がある。こ

れらの中で細胞傷害性 T 細胞は、樹状細胞上の MHC 分子の上に提示された抗原

を認識して活性化され、増殖する。増殖した細胞傷害性 T 細胞は、感染細胞の

MHC分子上のウイルス抗原を認識し、感染した細胞に細胞死を誘導する 5)。感染

細胞の中にいるウイルスを細胞ごと排除するのである。キラーT細胞の一部は細

胞傷害性を維持したまま宿主内に存在し、次の感染に備える。 

 

2.4 癌免疫 

しかし、悪い奴は外からだけやってくるとは限らない。癌は、正常な細胞に段

階的に傷が入り、傷が入った細胞が無限に増殖するようになった細胞である。つ

まり、元は自分の細胞である。免疫系は、癌細胞のような元々は自分の細胞であ

り、その後変化した細胞を見分けることはできるのだろうか。見分けることがで

きるのである。細胞が癌化すると細胞表面の糖鎖構造が変化する。千葉らの最近

の研究によると、マクロファージと樹状細胞は癌細胞の糖鎖を認識するパター

ン認識受容体(Dectin-1)を持っており、それを利用して癌細胞を認識し、NK 細

胞(リンパ球の一つ)を活性化しているという 6)。活性化された NK 細胞は、癌細

胞を攻撃して細胞死を誘導する。即ち、癌細胞に対する自然免疫は、食細胞(マ

クロファージと樹状細胞)と NK細胞との共同作業で実施される。 

癌細胞に対する獲得免疫では、細胞傷害性 T 細胞が活躍する。全ての細胞は

自らの MHC 上に細胞内のタンパクを提示している。癌細胞は特有のタンパクを

生成し、それが MHC上に乗っかっている。MHCそのものは元々の細胞と同じであ
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るが、乗っかっているタンパクが異なるので、細胞傷害性 T細胞は、それを非自

己と認識して、癌細胞に細胞死を導入して癌化した細胞を排除する。 

ところが、癌細胞も進化する。免疫細胞による攻撃を逃れるために、免疫細胞

に見つからないように変化したり、免疫細胞の攻撃を止めたりするのである。例

えば、細胞傷害性 T細胞には PD-1という受容体があり、この受容体が刺激を受

けると細胞傷害性 T 細胞は攻撃をしなくなる。細胞傷害性 T 細胞による自己と

非自己の認識は、完璧という訳ではなく、場合によっては自己の細胞を攻撃する

危険性をもっている。そこで正常細胞は PD-L1 という物質を出して、細胞傷害

性 T細胞の攻撃を抑制する。この PD-1と PD-L1の結合による細胞傷害性 T細胞

の攻撃抑制シグナルは、細胞傷害性 T 細胞の攻撃を抑制する最後の切り札であ

ることから、アメリカ議会に対する大統領の拒否権に模してヴィトーシグナル

(veto-signal)と呼ばれる。本庶佑らは、進行癌では、癌細胞が PD-L1を多く出

して細胞傷害性 T 細胞による攻撃を抑制していることを見つけ、PD-1 遮断療法

(免疫チェックポイント阻害療法とも言う)という癌免疫療法を開発した 7)。 

 

2.5 まとめ 

細菌感染に対する自然免疫では、組織に存在するマクロファージと血中から

遊走してくる好中球が細菌を貪食する。一方、ウイルス感染では、組織にいる食

細胞(マクロファージと樹状細胞)はウイルスを感知できず、自然免疫反応は感

染した宿主細胞が自殺(細胞死)することによって実施される。自然免疫で病原

体が駆逐されない場合は、獲得免疫が出動し、樹状細胞による抗原提示→抗原を

認識した T 細胞と B 細胞の共同作業による特異的抗体産生、というプロセスで

免疫反応が進行する。また、ウイルス感染の場合は、細胞傷害性 T細胞が感染細

胞に細胞死を誘導して排除する。癌細胞に対する自然免疫では NK細胞が、獲得

免疫では細胞傷害性 T細胞が癌細胞に細胞死を誘導して排除する。 

表 1 自然免疫と獲得免疫における 

病原体 自然免疫 獲得免疫 

細菌 ・食細胞による細菌の貪食 

 

・抗体による細菌の無力化 

・抗体に結合した細菌の貪食 

ウイルス ・感染細胞への細胞死誘導 

・NK 細胞による感染細胞へ

の細胞死誘導 

 

・抗体によるウイルスの無力化 

・抗体に結合したウイルスの貪食 

・T 細胞による感染細胞への細胞死

誘導 

癌細胞 ・NK 細胞による癌細胞への

細胞死誘導 

・T 細胞による癌細胞への細胞死誘

導 
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即ち、サイズの大きい病原細菌は、自然免疫でも獲得免疫でも細菌そのものを

排除するが、ウイルス感染と癌では、感染したり癌化した自分の細胞に細胞死を

誘導して生体を防御する。また、ウイルス感染では抗体が産生されるが、癌細胞

に対する免役反応では抗体は産生されない。このように、免疫反応では、感染し

たり癌化した細胞の細胞死が非常に大きな役割を果たしている。次章では、その

細胞死について説明する。 
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