
1. サイトカインとは
 定義と特徴
細胞が産生し、他の細胞に機能の発現を誘導する因子である。インターロイキン、リ
ンフォカイン、モノカイン、ケモカイン、細胞増殖因子など様々な名称で呼ばれる。 

• 感染、炎症などの刺激に応じて、複数の細胞種から一過性に産生され、近傍の受容
体を持った細胞に働く。（傍分泌の形をとる）
• 比較的低分子量（分子量はせいぜい３万程度）のタンパク質因子で、可溶性のもの
と膜結合性のものが存在する。 
• 免疫・炎症反応の制御、抗ウイルス、抗腫瘍、細胞増殖・分化の調節など様々な生
理活性を示す（多能性）。
• 同じ機能を示す複数のサイトカインが存在する（重複性）。
• 特異的な受容体に結合し、 細胞間相互作用を媒介する。 
• 10-10~10-12M（nM~pM） 程度のごく微量で生理活性を示す。 
１つのサイトカインが他のサイトカインの産生を順次誘導したり抑制したりすること
で、サイトカインカスケードや、サイトカインネットワークを形成する。

作用による分類
• インターロイキン：リンパ球、食細胞が主に産生し主に免疫系の細胞に分化、増
殖、細胞死を惹起する。
• ケモカイン：細胞性免疫を担当する細胞の移動に関わり、共通した構造をもつ因
子。
• インターフェロン：抗ウイルス作用と目寝記載棒を活性化する作用を持つ。
• 造血因子：血液細胞、免疫細胞の増殖と分化を促す。
• 細胞増殖因子：さまざまな細胞が産生し細胞の増殖と分化に関与する。
• 細胞壊死因子：主に細胞死を誘導する。

増殖因子（Growth Factor）
多細胞生物の細胞は、他の細胞、細胞外マトリックスとの接触や可溶性の増殖因子な
ど外からの増殖シグナルによる増殖・分化の調節を受ける。

ホルモンとの違い
• 様々な細胞により合成され、特定の内分泌組織が決まっていない。
• 類似の分子が多く、ファミリーを形成している。
• パラクライン、ジャスタクラインで比較的狭い範囲に作用する。
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サイトカインと増殖因子
2. サイトカイン受容体
いずれも類似した構造をもち、４つのファミリーに分けられる。

Ⅰ型サイトカイン受容体
N-末端附近に４つのシステ
イン残基をもち、単一の膜
貫通部位とWSXWSモチー
フをもつ。リガンドの結合
により受容体の重合が起こ
り、二量体または三量体を
形成する。細胞内の膜貫通
部位の近くにJAK（Janus 
kinase）が結合するBox1
またはBox2モチーフをも
ち、JAKの活性化とSTATのリン
酸化によりシグナルを伝える。一
部はサブユニットを共有してい
る。

• IL-2受容体コモンγ鎖（γc）
は、IL-4, IL-7, IL-9, IL-13, 
IL-15受容体が共有する。
• IL-3受容体コモンβ鎖（βc）
は、IL-5, GM-CSF（顆粒球コ
ロニー刺激因子）
• IL-6受容体gp130は、IL-11, LIF（白血病阻害因子）,OSM（オンコスタチンＭ）の
受容体で共通である。

Ⅱ型サイトカイン受容体
インターフェロンやIL-10受容体など、ヘテロ二量体を形成し（コモン鎖を含まない）
JAK-STAT経路でシグナルを伝える。

Ⅲ型サイトカイン受容体
TNFαの受容体など。リガンド同様、受容体も三量体を作り、ユビキチンリガーゼ活性
をもつ関連タンパク質を介してNF-kappaBの経路にシグナルを伝える。

IL-1受容体
細胞内にToll様受容体（TLR）と相同性が高い領域をもつ。リガンド結合後TLR領域に
MyD88（ミエロイド系分化因子88）が結合し、IRAK（IL-1R関連キナーゼ；セリン
-トレオニンキナーゼ）の活性化を介してシグナルを伝える。IL-1R IIは抑制的に働く。
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増殖因子受容体
一次構造
チロシンキナーゼドメイン、膜貫
通部位（1カ所）細胞外に、シス
テインリッチドメイン、免疫グロ
ブリン様ドメインをもち、N結合
型糖鎖修飾を受ける。

2. サイトカイン各論
炎症性サイトカイン

IL-1（IL-1α、IL-1β）
単球、マクロファージが産生し、Ｔリンパ球を活性化
する多機能な炎症性サイトカイン。発熱、睡眠、食欲
不振、急性期のタンパク・サイトカインの合成など生体防御反応を司る。

前駆体が細胞内でカルパイン（カルシウム依存性プロテアーゼ）、IL-1β変換酵素（カ
スパーゼ-1）によりプロセッシングを受けて、それぞれIL-1α、IL-1βとなる。リウマ
チなどの治療に、抗IL-1受容体抗体やカスパーゼ１阻害剤が使われる。

TNF-α（Tumor necrosis factor腫瘍壊死因子; カケクチン）
単球、マクロファージが産生し、リガンド、受容体ともに三量体を形成している。腫瘍
に出血性の壊死を誘導する。ほか、細菌感染防御、ストレス応答、抗腫瘍活性因子、発
熱誘導活性、マクロファージ、好中球の活性化、IL-1, IL-6, PGE2の産生誘導など多面
的な作用を示す。受容体はデスドメインをもち、アポトーシスシグナルを伝達する。

抗TNF-α抗体（アダリムマブ）やTNFの作用を中和する組換え受容体（エタネルセプ
ト）が慢性関節リュウマチ等の自己免疫疾患に使われる。

リンパ球の増殖・分化
IL-2
活性化Ｔ細胞（Th1）が産生するＴ細胞増殖因子。Ｔ細胞とナチュラルキラー細胞の分
化増殖。癌の免疫療法に応用が試みられている。（テセロイキン；組換え型IL-2製剤、
血管肉腫、腎臓ガンに適応） バシリキシマブ（抗IL-2Rα鎖抗体）は臓器移植の急性拒
絶反応抑制に用いられる。

IL-4
Th2が産生するＢ細胞刺激因子。寄生虫感染やアレルギーに関与する。

IL-5
Th2が産生し、B細胞にIgM, IgG, IgA産生を誘導する。好酸球の分化増殖を起こすこと
から、気管支喘息の炎症性変化への関与が指摘されている。

IL-6
Ｂ細胞に抗体産生を誘導する。肝細胞、神経細胞の増殖活性もある多能性サイトカイ
ン。慢性関節リュウマチ、多発性骨髄腫などで高値をとる。抗IL-6受容体抗体（トシリ
ズマブ）が関節リュウマチの治療に用いられている。

抗ウイルス活性をもつ
インターフェロン（IFN）
分子量約２万程度のウイルス抑制因子。NK細胞、マクロファージの活性化作用をもち、
抗腫瘍免疫、感染防御に重要である。抗原性の違いによりα、β、γの三種類に区別さ
れる。IFN-α、βは同一の受容体のリガンド。IFN-γは受容体が異なる。

• IFN-α,β：ウイルス感染、IL-1、TNF-α刺激により繊維芽細胞、マクロファージ、
血管内皮細胞で産生される。ウイルス肝炎などの治療に用いられる。
• IFN-γ：ヘルパーT（Th1）の抗原刺激やIL-12、IL-18刺激によりTh1細胞やNK細胞
が産生する。NK細胞（細胞障害性リンパ球）による腫瘍細胞やウイルス感染細胞の
排除に重要。自然免疫の主要因子で感作が不要である。

主な増殖因子
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略称 名称 産生細胞 作用
PDGF 血小板由来増殖因子 血小板、マクロファー

ジ、内皮細胞
間質の増殖、血管増殖、創傷治癒

EGF 上皮増殖因子 顎下腺 上皮、表皮などの増殖促進
IGF-I, II インスリン様増殖因子 骨、肝臓 骨、結合織の成長、間質細胞の増殖
FGF 繊維芽細胞増殖因子 下垂体など 繊維芽細胞、血管内皮、血管平滑筋

などの増殖
VEGF 血管内皮細胞増殖因子 血管周囲細胞 血管内皮細胞の主要な増殖因子
NGF 神経成長因子 顎下腺、脳 神経突起の進展
HGF 肝細胞増殖因子 繊維芽細胞、血管内皮

細胞、血管平滑筋細胞
繊維芽細胞、血管内皮、血管平滑筋
の増殖促進



血小板由来増殖因子（platelet-derived growth factor; PDGF）
血管平滑筋、繊維芽細胞の増殖促進による毛細血管の機能維持。受容体の変異による発
癌が知られており、受容体チロシンキナーゼ阻害剤（イマチニブメシル酸塩；グリベッ
ク）による治療が試みられている。

上皮増殖因子（epidermal growth factor; EGF）
様々な細胞に増殖促進作用。胚発生で上皮増殖とケラチン化を促す。損傷を受けた上皮
の修復にも関与。極めて多様な生理作用をもつ。

• EGFRファミリー： 一回膜貫通型チロシンキナーゼ受容体。４種類の受容体が様々な
組み合わせで二量体を形成する。ヒトEGF受容体２型の過剰発現がみられる転移性乳
癌で抗体（トラスツズマブ；ハーセプチン）による治療が試みられている。EGFRの
チロシンキナーゼ阻害剤（ゲフィチニブ；イレッサ）が非小細胞肺癌治療に用いら
れ、急性肺障害、間質性肺炎の副作用が問題になっている。

インスリン様増殖因子（Inslin-like growth factor; IGF）
IGF-I（ソマトメジンＣ）とIGF-II（ソマトメジンＡ）の２種類。互いによく似ており、 
インスリンと相同性のある一本鎖ポリペプチド。IGF-Iは成長ホルモン依存性に肝臓で合
成され 血液中に分泌される。細胞増殖、骨成長促進作用をもつ。

繊維芽細胞増殖因子（Fibroblast growth factor; FGF）
多くの組織で産生され、FGF-Ⅰ（aFGF）とFGF-II（bFGF）以外に20種類のFGFが見
つかっている。細胞の増殖を亢進させ、血管新生を促す。受容体の変異による先天性の
骨形成異常症（頭蓋骨早期癒合症、軟骨形成不全症）が多く知られている。腫瘍で受容
体の過剰発現がみられる。

血管内皮増殖因子 （Vascular endothelial growth factor; VEGF）
血管周囲で産生され、傍分泌により血管内皮に特異的に作用し増殖を促進する（血管形
成誘導因子）腫瘍血管の形成抑制を目的にVEGF中和抗体（ベバシズマブ；アバスチ
ン）による癌治療が試みられている。

神経増殖因子 （Nerve growth factor; NGF）
神経栄養因子（ニューロトロフィン）として知られる。神経細胞、筋細胞の傍分泌によ
り神経終末に取り込まれニューロンのシナプス形成に関わる。チロシンキナーゼ型と
TNFファミリーに属するものの二種の受容体がある。

肝細胞増殖因子 （Hepatocyte growth factor; HGF）
多くの上皮に作用し、増殖、細胞運動を促進。アポトーシスを抑制する。器官形成、組
織傷害の再生修復に必須。劇症肝炎、心筋梗塞で血中濃度が異常高値。肝疾患、腎不
全、癌で高値を示し、患者予後と負の相関を示す。

増殖因子受容体に作用する薬剤
PDGFR, VEGFRなどのチロシンキナーゼを阻害剤（スニチニブ）は消化管間質腫瘍、
腎癌に用いられる。

非受容体TK阻害剤のメシル酸イマチニブは、PDGFRのシグナルも阻害し、急性リンパ
性白血病、消化管間質腫瘍に用いられる。

造血と増殖因子
エリスロポエチン（EPO）
主に腎臓尿細管近傍間質細胞でつくられ、赤芽球前駆細胞の分化増殖を促進する糖タン
パク質。貧血、低酸素でHIF-1（低酸素誘導因子）が活性化され、EPOの遺伝子発現が
亢進する。様々な貧血（特に腎性貧血）の治療、血液ドーピングに利用される。

顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）と顆粒球コロニー刺激因子（G-
CSF）
造血幹細胞の顆粒球、マクロファージ、好酸球、好塩基球への分化増殖を促進する。G-
CSFは好中球前駆細胞の分化増殖を促進させる。好中球減少症の治療に用いられる。

幹細胞因子（SCF）
造血の初期に作用する。末梢血の造血幹細胞の自家移植にG-CSFと併用して用いる試み
がなされている。他のサイトカインと相乗効果が期待できる。

血小板産生刺激因子（トロンボポエチン；TPO）
肝臓、骨髄で産生される。巨核球前駆細胞の分化を促進し、血小板を増加させる。EPO
と相同性がある。受容体はc-mplと呼ばれる。化学療法後の血小板減少症の治療に応用
されている。

マクロファージコロニー刺激因子（M-CSF）
単球、マクロファージ系前駆細胞の分化・増殖を促進する。末梢血の単球・マクロファ
ージにGM-CSF, G-CSF産生を刺激する。骨髄移植後、抗癌剤治療に伴う顆粒球減少の
治療に使われる（ミリモスチム；ロイコプロール®）
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3. ケモカイン
特徴
白血球走化因子
炎症の局所に白血球を呼ぶ「走化性」をもつ。他に走化性因子としてfMLP（ホルミル
メチオニルロイシルフェニルアラニン）、補体C5a、ロイコトリエンB4、血小板活性化
因子が知られている。

構造上の特徴
小さい（分子量10,000前後）ヘパリン親和性をもつ塩基性分泌タンパク。一次構造
上、Ｎ末端側の特徴的なシステイン残基の並び方で４つのサブファミリー（CXC, CC, 
C, およびCX3C）に分類される。

受容体
すべて７回膜貫通型ののGタンパク質共役型受容体と結合する。ケモカインのサブファ
ミリーそれぞれに対応する受容体がある（CXCR, CCR, XCR, CX3CR）。各受容体が
複数のケモカインに対応するため活性に多様性が生ずる。

機能
ケモカインと受容体の組み合わせで白血球、リンパ球の居場所を決める。走化性以外
に、発生、組織形成、造血などの調節も担う。 各受容体が複数のケモカインに対応する
ため活性に多様性が生ずる。

主なケモカイン
IL-8 (CXCL8)

炎症局所でLPSや炎症性サイトカイン刺激により単球、マクロファージ、血管内皮細
胞、繊維芽細胞などから大量に産生され、白血球の組織浸潤と組織傷害に重要な役割を
もつ。受容体はCXCR1、CXCR2。

SDF-1 (CXCL12)：Stromal cell-derived factor-1
骨髄のストローマ細胞が産生する。胎生期のＢ細胞生成、骨髄の造血に重要。受容体
(CXCR4)はHIV-1感染のコレセプターである。

MCP-1 (CCL2)
単球、マクロファージ、血管内皮細胞、繊維芽細胞などから分泌され、単球の遊走活性
をもつ。動脈硬化病変のマクロファージ浸潤に重要とされる。受容体はCCR2。

RANTES：Regulated upon activation normal T cell expressed and secreted 
(CCL5)
アレルギー性炎症細胞浸潤に関与する。単球、マクロファージ、血管内皮細胞、繊維芽
細胞から分泌される。標的細胞はＴ細胞、単球、好塩基球、好酸球で、受容体は
CCR1、CCR3、CCR5である。

MIP-1：Macrophage inflammatory protein-1 (α: CCL3, β: CCL4)
活性化Ｔ細胞、単球、マクロファージが産生し、単球、未熟樹状細胞、Th1ヘルパーＴ
細胞、ナチュラルキラー細胞のを遊走させる。標的細胞の接着分子を活性化し、血管内
皮細胞への接着や組織浸潤を促進する。受容体はCCR5。

エオタキシン(CCL11)
繊維芽細胞、期間上皮細胞が分泌する。強い好酸球走化性と好酸球脱顆粒、好塩基球遊
走活性を示し、アレルギー疾患に関与する。受容体はCCR3。
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