
総合薬学演習 II 
合田 榮一 

１ サイトカインとは 
 
・一連の微量生理活性分泌タンパク質群の総称である。  
・”細胞から放出され細胞間相互作用を媒介するタンパク質性

因子で、体液を通って細胞表面の受容体に結合し、その活

性を発現するもの”と定義される。  
・免疫応答、細胞増殖、細胞分化、抗腫瘍、抗ウイルスなど

の制御においてその鍵となる役割を担っている。 
 
２ サイトカインの特徴 
 
１．低分子量タンパク質（分子量８万以下）で糖鎖を持つも

のが多い。 
２．一般的にはオートクリンあるいはパラクリン様式で近く

の細胞に作用する。 
３．特異的な高親和性の細胞表面受容体に結合し活性を発現

する。 
４．細胞のＤＮＡ、ＲＮＡおよびタンパク質合成のパターン

を変化させ、細胞の働きを変える。 
５．多面的生物活性をもつ（作用の多様性）。 
６．構造的に異なるサイトカインが共通の活性を示すことが

ある（作用の重複性）。 
 
３ 代表的なサイトカイン  
１．インターロイキン１ (IL-1)  
・マクロファージ、好中球、血管内皮細胞，線維芽細胞など

様々な組織細胞から産生される。 
・T 細胞の増殖、B 細胞の分化を促進、NK 細胞を活性化さ

せる。 
・炎症性サイトカインで、組織の炎症や修復に関与している。 
・視床下部の体温中枢（発熱中枢）に作用し、内因性発熱物

質として働く。 
・破骨細胞を活性化する。 
・関節リウマチでは関節滑膜細胞から大量に産生される。  
２．インターロイキン２ (IL-2)  
・活性化された T 細胞 (Th1) から産生される。 
・抗原と反応した T 細胞を増殖させる（T 細胞増殖因子）。 
・B 細胞の増殖、抗体産生細胞への分化を促進する。 
・キラーT 細胞、LAK 細胞を誘導し、NK 細胞を増殖させる

（がん細胞傷害作用を示す）。血管肉腫、腎がんの治療薬と

して使われる（セルモロイキン、テセロイキン）。 
・シクロスポリン、タクロリムス水和物により産生が抑制さ

れる。  
３．インターロイキン３ (IL-3)  
・活性化された T 細胞から産生される。 
・多機能コロニー刺激因子で、造血前駆細胞の増殖・分化に

働く。  
４．インターロイキン４ (IL-4)  
・活性化された T 細胞 (Th2)、肥満細胞から産生される。 
・B 細胞を活性化、増殖させ、IgG, IgE 産生細胞へ分化させ

る。 
・Th2 細胞を誘導する。Th1 細胞への分化を抑制する。  
５．インターロイキン５ (IL-5)  
・活性化された T 細胞 (Th2) から産生される。 
・活性化された B 細胞を増殖させ、IgM, IgG, IgA 産生細胞

へ分化させる。 
・好酸球を増殖・分化させる。 
 

６．インターロイキン６ (IL-6)  
・活性化された T 細胞 (Th2)、マクロファージ、血管内皮細

胞などから産生される。 
・B 細胞の抗体産生細胞への分化を誘導する。 
・キラーT 細胞の誘導を助ける。 
・急性期タンパク質の誘導（肝細胞）、様々な細胞（造血細胞、

神経細胞、巨核球）の増殖・分化因子として働く。 
・炎症性サイトカインで、関節リウマチ、SLE などで顕著な

増加がみられる。  
７．インターロイキン８ (IL-8)  
・単球、マクロファージ、T 細胞、血管内皮細胞、線維芽細

胞などから産生される。 
・好中球、T 細胞、好塩基球を遊走させ、活性化する（走化

因子）。 
・炎症性サイトカインである。  
８．インターロイキン 10 (IL-10)  
・マクロファージ、活性化された T 細胞 (Th2) から産生さ

れる。 
・活性化マクロファージの機能を抑制する。  
・Th1 細胞やマクロファージからのサイトカイン産生を抑制

し、細胞性免疫の発現を低下させる。 
・B 細胞の増殖・分化を誘導する。  
９．インターロイキン 12 (IL-12)  
・マクロファージ、樹状細胞から産生される。 
・NK 細胞、T 細胞の IFN-γ 産生を誘導する。  
・Th1 細胞を誘導する。  
１０．腫瘍壊死因子 (TNF)  
・TNF-α と TNF-β（リンホトキシン）がある。 
・TNF-α は活性化マクロファージなどから、TNF-β は T 細

胞から産生される。 
・内皮細胞、好中球を活性化する。 
・腫瘍細胞傷害作用をもつ。 
・IL-1 と同様に炎症反応に関係する。 
・視床下部の発熱中枢を刺激する。  
１１．インターフェロン (IFN)  
・α, β, γ の３種類がある。 
・IFN-α は好中球、マクロファージから、IFN- βは線維芽細

胞から、IFN-γ はT細胞 (Th1)、NK細胞から産生される。。 
・ウイルス増殖抑制作用、抗腫瘍作用、キラーT 細胞及び NK

細胞の細胞傷害増強作用をもつ。IFN-α、IFN-β は MHC
クラス I、IFN-γ は MHC クラス I 及び II の発現を増加さ

せる。 
・IFN-γ はマクロファージを活性化し、細胞内寄生微生物の

殺作用を亢進させる。 
・IFN-γ は Th2 細胞の増殖を抑制する。 
・IFN-α、IFN-β は C 型慢性肝炎、B 型慢性肝炎の治療薬、

抗腫瘍薬として、IFN-γ は抗腫瘍薬として使われる。 
・最近開発されたインターフェロンアルファコン-１、リバビ

リンとペグ（ポリエチレングリコ－ル）インターフェロン

の併用が C 型慢性肝炎の治療薬として使われる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



シクロスポリン、タクロリムス水和物 
 
イムノフィリン   細胞質に存在 
  ・シクロフィリン 
  ・FKBP (FK506 binding protein) 
 
シクロスポリン－シクロフィリン複合体 
タクロリムス－FKBP 複合体 
  これらの複合体がカルシニュウーリンを阻害 
         NF-AT の核内移行を阻害   IL-2 産生を抑制 
     キラーT 細胞の増殖・分化を抑制 
     急性拒絶反応を抑制 
 
シクロスポリン 
タクロリムス 
  これら単独ではカルシニュウーリンを阻害しない。 
 
シロリムス（ラパマイシン） 
  FKBP と結合し、mTOR の阻害を介して、IL-2 
  のシグナル伝達を抑制、免疫抑制作用を示す。しかし、

カルシニュウーリンを阻害しない。 
  冠動脈再狭窄予防用の薬剤溶出ステントの塗布剤と 

して用いられている（2004 年 8 月より）。 

１２．コロニー刺激因子 (CSF)  
・GM-CSF（顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子） 
・G-CSF（顆粒球コロニー刺激因子） 
 好中球前駆細胞の分化・増殖を促進、成熟好中球の機能を

亢進し、顆粒球減少症の治療薬として使われる（フィルグ

ラスチム、レノグラスチム、ナルトグラスチム）。 
・M-CSF（マクロファージコロニー刺激因子） 
 単球系前駆細胞に働き単球への分化・増殖を促進する。ま

た、単球、・マクロファージに作用して G-CSF の産生を促

進し好中球を増加させる。好中球減少症の治療薬として使

われる（ミリモスチム）。  
１３．エリスロポエチン (EPO)  
・主に腎で産生される。 
・後期赤芽球系前駆細胞に働き、赤血球への分化、増殖を促

進する。 
・腎性貧血や未熟児貧血の治療薬として使われる（エポエチ

ン-α、エポエチン-β、両者のアミノ酸配列は同じ）。 
・EPO 投与により健常人でも赤血球が増加するのでドーピン

グの対象となっている。 
・高地トレーニングにより低酸素のため EPO 産生が亢進し、

赤血球が増加する。  
１４．ケモカイン  
・マクロファージ、内皮細胞、T 細胞、線維芽細胞などから

産生される。 
・白血球の遊走を調節する一群のサイトカインである。 
・8～12 kDa のポリペプチドで二つのジスルフィド結合をも

つ。 
・CXC ケモカインは主に好中球に、CC ケモカインは主に単

球、リンパ球、好酸球に作用する。 
・すべてのケモカイン受容体は、G タンパク質共役型受容体

の特徴である７回膜貫通型 α らせんを持つ。 
・ケモカイン受容体の CCR5 と CXCR4 は HIV の補助受容体

として知られる。 
 
 
４ 免疫抑制薬 
 
１．代謝拮抗薬 
   アザチオプリン、ミゾリビン、ミコフェノール酸モフェ

チル 、メトトレキサート  
２．アルキル化薬 
   シクロホスファミド  
３．生理活性物質 
   シクロスポリン＝シクロスポリン A、 

タクロリムス水和物 ＝FK 506、塩酸グスペリムス  
４．生物学的製剤 
   ムロモナブ-CD3 、バシリキシマブ、インフリキシマブ、 

エタネルセプト  
５．副腎皮質ホルモン剤 
   プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン 
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５ 抗体医薬品                  

 
１．ムロモナブ-CD3 (muromonab-CD3)     
・ヒト T 細胞表面抗原 CD３に対するマウスモノクローナル

抗体。 
・CD３は T 細胞受容体と複合体を形成し、T 細胞活性化シグ

ナルを細胞内へ伝達している。 
[効能･効果]  腎移植後の急性拒絶反応抑制に用いられる。 
[副作用] アナフィラキシー反応、脳浮腫、肺水腫、感染症  
２．トラスツズマブ (trastuzumab)    
・抗ヒト上皮増殖因子受容体２型 (HER2) ヒト化モノクロー

ナル抗体。 
・我が国で承認された最初の遺伝子組換え抗がんモノクロー

ナル抗体。 
・HER2 に特異的に結合した後、NK 細胞、マクロファージ

に よ る ADCC (antibody dependent cell-mediated 
cytotoxicity) を介して抗腫瘍効果を発揮する。 

[効能･効果] HER２過剰発現が確認された転移性乳がんに

適応。 
[副作用] 心障害 （心不全など）、重度の infusion reaction 
（アナフィラキシー様症状、重度の肺障害）   

３．リツキシマブ (rituximab) 
     
・ヒト/マウスキメラ型モノクローナル抗体。 
・ヒト B リンパ球表面の分化抗原 CD20 リンタンパク質に結

合した後、補体依存性細胞傷害作用及び ADCC により抗腫

瘍効果を発揮する。 
[効能･効果] CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫、マ

ントル細胞リンパ腫に適用。 
[副作用]  重度の infusion reaction、腫瘍崩壊症候群による

急性腎不全  
４．バシリキシマブ (basiliximab)   
    
・ヒト IL-2 受容体α鎖に対するヒト/マウスキメラ型モノクロ

ーナル抗体。 
・活性化 T 細胞表面に選択的に発現する IL-2 受容体α鎖 

(CD25) に対して特異的な親和性を有し、IL-2 が受容体へ

結合するのを阻害する。これにより、IL-2 受容体を介した

T 細胞の活性化及び増殖を抑制し、腎移植後に発現する急

性拒絶反応を抑制する。  
[効能･効果] 腎移植後の急性拒絶反応抑制に用いられる。 
[副作用] 急性過敏症反応、呼吸困難、重篤な感染症  
５．パリビズマブ (palivizumab)  
・RS ウイルスに対するヒト化モノクローナル抗体。 
[効能･効果] 乳児および幼児における RS ウイルス感染によ

る重篤な下気道疾患の発症抑制に用いられる。  
６．インフリキシマブ (infliximab)        
・ヒト TNF-αに対するヒト/マウスキメラ型モノクローナル抗

体。 
・TNF-αの中和作用と IL-1 及び IL-6 産生の調節作用により

炎症反応を抑制する。 
[効能･効果] 関節リウマチ(2003 年 7 月に承認)、クローン病

に用いられる。 
[副作用] アレルギー反応、易感染 
 
 
 
 
 
 

６ アレルギー 
 
型 I II 
名称 即時型、アナフィ

ラキシー型 
細胞融解型 

抗原 外因性（アレルゲ

ン） 
細胞表面 

抗原抗体

反応に関

与する抗

体、リン

パ球 

細胞固着 IgE 
 

IgG, IgM 

補体の関

与 
なし あり、またはなし 

関与する

細胞 
肥満細胞 
好塩基球 

なし、または K 細胞、NK
細胞、マクロファージ、好

中球 
反応の場

と機序 
肥満細胞、好塩基

球の表面に結合

した IgE 
 
化学伝達物質遊

離 (ヒスタミン、

SRS-A（ロイコト

リエン）） 
 
平滑筋収縮、血管

透過性亢進、好酸

球産生・活性化 

細胞表面抗原に抗体が結

合 
 
補体  食細胞  ADCC 
活性化 により  により

    貪食   破壊 
細胞 
溶解 

代表的 
疾患 

気管支喘息、 
アレルギー性鼻

炎、アナフィラキ

シーショック 
 

自己免疫性溶血性貧血、新

生児溶血性貧血、グッドパ

スチャー症候群、慢性肝

炎、重症筋無力症、バセド

ウ病 (V 型に分類の場合も

あり） 
 
型 III IV 
名称 免疫複合体型 遅延型 
抗原 外因性、内因性 外因性、内因性 
抗原抗体反

応に関与す

る抗体、リ

ンパ球 

IgG, IgM 
 

T 細胞 

補体の関与 あり なし 
関与する細

胞 
好中球、血小板 マクロファージ、キラーT

細胞 
反応の場と

機序 
血管壁、組織内

免疫複合体 
 
補体活性化、 
好中球遊走、 
血管壁、組織の

傷害、血小板凝

集 

抗原により感作された T
細胞 
 
サイトカイン キラーT 細

の遊離    細による 
       細胞破壊 
エフェクタ 
ー細胞の浸 
潤と活性化 
 
炎症反応 

代表的疾患 血清病、ループ

ス腎炎、糸球体

腎炎、 

接触性皮膚炎、ツベルクリ

ン反応、移植片対宿主反

応、移植拒絶反応 



第 91 回 問 60  サイトカインに関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 
a サイトカインは、細胞質内の受容体に作用し、細胞増殖、分化及び細胞死を決定する。 
b Th1（1 型ヘルパーT 細胞）が分泌するインターロイキン 2（IL-2）とインターフェロン γは、主に細胞性免疫反応の増強

に重要な役割を果たす。 
c Th2（2 型ヘルパーT 細胞）が分泌するインターロイキン 10（IL-10）は、細胞性免疫や炎症反応を抑制する。 
d インターロイキン 8（IL-8）などのケモカインは、12 回膜貫通型の受容体に結合して白血球遊走などに関わる。 
 

1（a、b）  2（a、c）  3（a、d）  4（b、c）  5（b、d）  6（c、d） 
 

第 90 回 問 58  サイトカインに関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 
 a インターロイキン 1（IL-1）は、T 細胞の増殖を促す。 
 b インターロイキン 4（IL-4）は、細胞性免疫反応を増強するヘルパーT 細胞の誘導を増強する。 
 c インターフェロン γ（IFNγ）は、体液性免疫反応を増強するヘルパーT 細胞の誘導を増強する。 
 d 腫瘍壊死因子 α（TNFα）は、炎症反応を誘導する。 
 e G-コロニー刺激因子（G-CSF）は、マクロファージの増殖を促進する。 
 
  1(a、b)  2(a、d)  3(b、d)  4(b、e)  5(c、d)  6(c、e) 
 
第 87 回 問 60  サイトカインに関する記述のうち，正しいものの組合せはどれか。 

ａ 異なるサイトカインでも，同じ生物活性を示すことがある。 
ｂ インターロイキン１（IL-1）は，脳の発熱中枢に作用して発熱を誘導する。 
ｃ サイトカインは，産生細胞自身には作用しない。 
ｄ インターフェロンγ（IFNγ）は，マクロファージの活性化を抑制する。 

   
１（ａ，ｂ）  ２（ａ，ｃ）  ３（ａ，ｄ）    ４（ｂ，ｃ）  ５（ｂ，ｄ）  ６（ｃ，ｄ） 

 
第 86 回 問 60  サイトカインに関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 
 ａ T 細胞とマクロファージのみが、サイトカインを産生する。 
 ｂ 一般に、サイトカインの活性発現には、細胞表面上の受容体を必要としない。 
 ｃ 微生物による感染時に発熱が起こるのは、宿主細胞により産生誘導されたサイトカインが原因である。 
 ｄ インターフェロンγは、細胞性免疫反応において重要な役割を果たしている。 
 
  １（ａ，ｂ） ２（ａ，ｃ） ３（ａ，ｄ） ４（ｂ，ｃ） ５（ｂ，ｄ） ６（ｃ，ｄ） 
 
第 87 回 問 149  免疫抑制薬の作用機序に関する記述のうち，正しいものの組合せはどれか。 
 ａ シクロスポリンは，ヘルパーＴ細胞におけるインターロイキン-2（IL-2）の産生を抑制する。 
 ｂ シクロホスファミドは，肝臓の酵素による活性化を介して DNA のアルキル化作用を示す。 
 ｃ アザチオプリンは，未変化体が免疫抑制活性を示す。 
 ｄ ムロモナブ-CD3 は，Ｂ細胞の CD3 部位に特異的に結合する抗リンパ球抗体である。 
 
  １（ａ，ｂ） ２（ａ，ｃ） ３（ｂ，ｃ） ４（ｂ，ｄ） ５（ｃ，ｄ） 
 
第 91 回  問 127    免疫系に作用する薬物に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 
 a タクロリムス水和物は、マクロファージの活性化及び増殖を抑制することにより免疫抑制作用を発現する。 
 b テセロイキンは、インターロイキン- 1 の遺伝子組換え体であり、キラー細胞を誘導して抗腫瘍作用を示す。 
 c ムロモナブ- CD3 は、ヒト T 細胞表面抗原 CD3 に対するモノクローナル抗体であり、腎移植後の急性拒絶反応の治療に用

いられる. 
 d アザチオプリンは、プリンヌクレオチドの生合成を阻害し、臓器移植後の拒絶反応の予防に用いられる。 
 
  1（a、b）  2（a、c）  3（a、d）   4（b、c）  5（b、d）  6（c、d） 
 
第 90 回  問 60  次の I, II, III, IV 型アレルギー反応の機構、疾患等に関連する用語の正しいものの組合せはどれか。 
 a I 型：IgE/肥満細胞/ヒスタミン/アナフィラキシー反応 
 b II 型：抗原/抗体/細胞傷害/新生児溶血性貧血 
 c III 型：抗原/抗体/マクロファージ/ツベルクリン反応 
 d IV 型：ヘルパーT 細胞/マクロファージ/ケモカイン/SLE(全身性エリテ マトーデス) 
 
  1(a、b)  2(a、c)  3(a、d)  4(b、c)  5(b、d)  6(c、d) 
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