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〔1 刷〕 行数の↓は上から，↑は下から数える． 

ページ 該当箇所 誤 正 
ⅳ 5.2.1 項 

見出し 
マクロファージ 単球・マクロファージ 

14 図 2.2  抗体の重鎖の可変部(青色)内の記述 
CH 

 
VH 

表 2.1 
マウス  

(左端)  IgG (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3) 
(右から 3 番目)  IgA (IgA1, IgA2) 

IgG (IgG1, IgG2a/c, IgG2b, IgG3) 
IgA 

15 ↓ 2  IgG2a, IgG2b, IgG3 … IgG2a/c, IgG2b, IgG3 … 
31 図 3.5 

（4 つ目） 
酵素を結合した IL-2 特異的二次抗体を 酵素を結合した別の IL-2 特異的抗体を 

41 ↓ 7  膜侵襲複合体（membrane cofactor protein : 
MCP）は… 

メンブレンコファクタープロテイン（membrane 
cofactor protein : MCP）は… 

46 図 5.3 
（右下） 

右リンパ本管 右リンパ本幹 

56 5.2.1 項 
見出し 

マクロファージ 単球・マクロファージ 

61 図 6.1(a) （κ鎖または鎖） （κ鎖またはλ鎖） 
66 図 6.3(a) 

ヒト H 鎖 
（誤）Cμ，Cβ，Cγ3，Cγ1，Cα1，Cγ2b，Cγ2a，Cε，Cα 

 （正）Cμ，Cδ，Cγ3，Cγ1，Cα1，Cγ2b，Cγ2a，Cε，Cα 
 

67 ↓ 3 IgG2a, IgG2b, IgG3 … IgG2a/c, IgG2b, IgG3 … 
72 図 6.6 （誤） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（正） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（つづく） 
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ページ 該当箇所 誤 正 
76 章末問題

2. の 2) 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終

わると，…… 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終わ

り機能するタンパク質が発現できた場合は，…… 
83 ↓6 …やリンホトキシン（lymphotokin：LT） …やリンホトキシン（lymphotokin：LT，TNF-β

ともいう） 
100 ↓ 20 IL-4 の刺激によって B 細胞の MHC クラス II 抗

原の発現量が増大する． 
IL-4 の刺激によって B 細胞の MHC クラス II 分
子の発現量が増大する． 

106 1.の（c） ホスホリパーゼ(PLC)-γ ホスホリパーゼ C(PLC)-γ 

113 ↑5 刺激阻止（inhibitory）レセプター 免疫チェックポイント分子（14.3 節参照） 

131 ↑5 （単球はマクロファージの前身） （単球とマクロファージの関係は 5.2 節参照） 

↑1 …の炎症では単球・マクロファージや …の炎症では単球や 

141 ↓2 …は単球・マクロファージを …は単球を 

154 章末問題

1. の 4) 
……，Th1 と Th2 に分類される ……，Th1，Th2，Th17 などに分類される 

159 表 12.1 
多糖体 
[情報更新] 

カワラタケ多糖体（クレスチンⓇ） 

シゾフィランⓇ，スエヒロタケ菌糸体 

カワラタケ多糖体（クレスチンⓇ）＊ 

スエヒロタケ菌糸体（シゾフィランⓇ）＊ 

* は，すでに製造販売が中止され，「治療薬マニュアル

2020」からは削除されている． 

165 表 12.3 
↓5 

トシリズムバブ トシリズマブ 

183 表 13.2 
1 列目 

マスト細胞     好塩基球     好酸球 
mast cell      basophil     eosinoph 
 
 
         
 

マスト細胞     好塩基球     好酸球 
mast cell      basophil     eosinoph 
 
 
 
 

190 ↓6 腸管常在の菌層 腸管常在の菌叢 
205 表 15.1  

↑5 
抗関節組織抗体 抗環状シトルリン化ペプチド抗体 

210 ↓7 …，マクロファージなどの著明な細胞湿潤 …，マクロファージなどの著明な細胞 
212 ↓2 …やマクロファージの浸潤 …やマクロファージ 

↓7～8 …，単球・マクロファージの浸潤 …，単球の浸潤 
228 ↓9～10 …，マクロファージなどの細胞浸潤 …，マクロファージなどの細胞 
236 
索 引 

[え(右)] 
↓21 

MCP → 膜侵襲複合体 （削除） MCP → メンブレンコファクタープロテイン 

241 
索 引 

[ま] ↓2 膜侵襲複合体（MCP）  41 削除 

242 
索 引 

[め] ↓11  メンブレンコファクタープロテイン（MCP）  41 

※ 単球・マクロファージについて： 本書は，初版～第 5 版 2 刷まで“マクロファージの浸潤”という表現を用いていました．現在でも多くの

文献で，とくに，tumor（腫瘍）への infiltration（湿潤）という記載が多く見られます．またマーカーでもきちんと同定していないものがほとん

どですが，厳密には，単球（monocyte）が 組織に浸潤（infiltrate）してマクロファージ（macrophage）に分化しているわけですので，混乱を避

けるため，第 5 版 3 刷からマクロファージの浸潤という表現を用いないことにいたしました． 
（2023.2.17 現在） 
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〔2 刷〕 行数の↓は上から，↑は下から数える． 

ページ 該当箇所 誤 正 
ⅳ 5.2.1 項 

見出し 
マクロファージ 単球・マクロファージ 

31 図 3.5 
（4 つ目） 

酵素を結合した IL-2 特異的二次抗体を 酵素を結合した別の IL-2 特異的抗体を 

41 ↓ 7  膜侵襲複合体（membrane cofactor protein : 
MCP）は… 

メンブレンコファクタープロテイン（membrane 
cofactor protein : MCP）は… 

46 図 5.3 
（右下） 

右リンパ本管 右リンパ本幹 

56 5.2.1 項 
見出し 

マクロファージ 単球・マクロファージ 

61 図 6.1(a) （κ鎖または鎖） （κ鎖またはλ鎖） 
66 図 6.3(a) 

ヒト H 鎖 
（誤）Cμ，Cβ，Cγ3，Cγ1，Cα1，Cγ2b，Cγ2a，Cε，Cα 

 （正）Cμ，Cδ，Cγ3，Cγ1，Cα1，Cγ2b，Cγ2a，Cε，Cα 

 

76 章末問題

2. の 2) 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終

わると，…… 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終わ

り機能するタンパク質が発現できた場合は，…… 
83 ↓6 …やリンホトキシン（lymphotokin：LT） …やリンホトキシン（lymphotokin：LT，TNF-β

ともいう） 
100 ↓ 20 IL-4 の刺激によって B 細胞の MHC クラス II 抗原の発現

量が増大する． 
IL-4の刺激によってB細胞のMHCクラス II分子の発現量

が増大する． 

106 1.の（c） ホスホリパーゼ(PLC)-γ ホスホリパーゼ C(PLC)-γ 

113 ↑5 刺激阻止（inhibitory）レセプター 免疫チェックポイント分子（14.3 節参照） 

131 ↑5 （単球はマクロファージの前身） （単球とマクロファージの関係は 5.2 節参照） 

↑1 …の炎症では単球・マクロファージや …の炎症では単球や 

141 ↓2 …は単球・マクロファージを …は単球を 

154 章末問題

1. の 4) 
……，Th1 と Th2 に分類される ……，Th1，Th2，Th17 などに分類される 

159 表 12.1 
多糖体 
[情報更新] 

カワラタケ多糖体（クレスチンⓇ） 

シゾフィランⓇ，スエヒロタケ菌糸体 

カワラタケ多糖体（クレスチンⓇ）＊ 

スエヒロタケ菌糸体（シゾフィランⓇ）＊ 

* は，すでに製造販売が中止され，「治療薬マニュアル

2020」からは削除されている． 

165 表 12.3 
↓5 

トシリズムバブ トシリズマブ 

190 ↓6 腸管常在の菌層 腸管常在の菌叢 
205 表 15.1  

↑5 
抗関節組織抗体 抗環状シトルリン化ペプチド抗体 

210 ↓7 …，マクロファージなどの著明な細胞湿潤 …，マクロファージなどの著明な細胞 
212 ↓2 …やマクロファージの浸潤 …やマクロファージ 

↓7～8 …，単球・マクロファージの浸潤 …，単球の浸潤 
228 ↓9～10 …，マクロファージなどの細胞浸潤 …，マクロファージなどの細胞 
236 
索 引 

[え(右)] 
↓21 

MCP → 膜侵襲複合体 （削除） MCP → メンブレンコファクタープロテイン 
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241 
索 引 

[ま] ↓2 膜侵襲複合体（MCP）  41 削除 

242 
索 引 

[め] ↓11  メンブレンコファクタープロテイン（MCP）  41 

※ 単球・マクロファージについて： 本書は，初版～第 5 版 2 刷まで“マクロファージの浸潤”という表現を用いていました．現在でも多くの

文献で，とくに，tumor（腫瘍）への infiltration（浸潤）という記載が多く見られます．またマーカーでもきちんと同定していないものがほとん

どですが，厳密には，単球（monocyte）が 組織に浸潤（infiltrate）してマクロファージ（macrophage）に分化しているわけですので，混乱を避

けるため，第 5 版 3 刷からマクロファージの浸潤という表現を用いないことにいたしました． 

（2023.2.17 現在） 

 

 

 

 

〔3 刷〕 行数の↓は上から，↑は下から数える． 

ページ 該当箇所 誤 正 
xiii 

用語解説 

アラーミン ネクローシスやオートファジーをおこした細胞

や組織に含まれ， 
ネクローシス細胞などさまざまなタイプの死細

胞から放出され， 
41 ↓ 7  膜侵襲複合体（membrane cofactor protein : 

MCP）は… 
メンブレンコファクタープロテイン（membrane 
cofactor protein : MCP）は… 

61 図 6.1(a) （κ鎖または鎖） （κ鎖またはλ鎖） 
57 ↓ 16 組織マクロファージは卵黄嚢や胎児肝臓に由来

し特定の組織に定着して， 
組織マクロファージは種類によって程度に差は

あるものの卵黄嚢や胎児肝臓に由来し特定の組

織に定着して， 
76 章末問題

2. の 2) 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終

わると，…… 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終わ

り機能するタンパク質が発現できた場合は，…… 
101 表 8.2 繊維芽細胞 （4 か所） 線維芽細胞 
154 章末問題

1. の 4) 
……，Th1 と Th2 に分類される ……，Th1，Th2，Th17 などに分類される 

236 
索 引 

[え(右)] 
↓ 21 

MCP → 膜侵襲複合体 （削除） MCP → メンブレンコファクタープロテイン 

241 
索 引 

[ま] ↓2 膜侵襲複合体（MCP）  41 削除 

242 
索 引 

[め] ↓11  メンブレンコファクタープロテイン（MCP）  41 

（2023.2.17 現在） 

 

 

 

〔4 刷〕 行数の↓は上から，↑は下から数える． 

ページ 該当箇所 誤 正 
41 ↓ 7  膜侵襲複合体（membrane cofactor protein : 

MCP）は… 
メンブレンコファクタープロテイン（membrane 
cofactor protein : MCP）は… 

61 図 6.1(a) （κ鎖または鎖） （κ鎖またはλ鎖） 
76 章末問題

2. の 2) 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終

わると，…… 
……，一方の染色体で抗体遺伝子の再構成が終わ

り機能するタンパク質が発現できた場合は，…… 
154 章末問題

1. の 4) 
……，Th1 と Th2 に分類される ……，Th1，Th2，Th17 などに分類される 

236 
索 引 

[え(右)] 
↓ 21 

MCP → 膜侵襲複合体 （削除） MCP → メンブレンコファクタープロテイン 

241 
索 引 

[ま] ↓2 膜侵襲複合体（MCP）  41 削除 

242 
索 引 

[め] ↓11  メンブレンコファクタープロテイン（MCP）  41 

（2023.2.17 現在） 
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〔内容の追加・更新（p.192）〕 

（2023.2.17 現在） 

 

 

COLUMN : 13-4  新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 

2019 年 12 月に中国の武漢市で確認された肺炎患者から検出された新型コロナウイルス（severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2：SARS-CoV-2）の感染はその後，急速に全世界に広がり， 2023 年 2月末現在，世界の感染
者数は 6.7 億人，死者は 680 万人を超えるパンデミック感染となっている（国内での感染者数は 3300 万人，死者数 7
万人に達している）．この感染症は，2019年末には発生していたことから，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
と名付けられた．コロナウイルスは直径約 100 nm の球形で，表面には突起（電子顕微鏡でこれが“コロナ＝王冠”のよ
うに見える）があり，脂質二重膜のエンベロープの中にヌクレオカプシド（N）とこれに巻きついたプラス鎖の一本鎖
RNAのゲノム（39 kb）があり，エンベロープ表面にはスパイク（S）タンパク質，エンベロープ（E）タンパク質，膜
（M）タンパク質が配置されている（図）．ウイルスは増殖や感染を繰り返す中で変異してゆくが、新型コロナウイル
スについても多くの変異（多くは S タンパク質部位の変異）が認められており, 当初のアル
ファ株（B.1.1.7系統）から現在では, オミクロン株（B.1.1.529 系統）が主流となっている. 
変異株によっては, 感染・伝播性, 重症化リスクが異なり, ワクチン・治療薬, 診断法などに
影響する. 

新型コロナウイルス感染の診断には，被検者からの鼻咽頭ぬぐい液および唾液から PCR
検査（厳密には RT-PCR）や抗原定量検査，抗原定性検査などが行われる．ワクチンの開発
も急速なスピードで進展し，すでに mRNA ワクチンやアデノウイルスベクターワクチンが
臨床試験を経て，全世界で接種されている．  
治療薬も，既存あるいは新規の抗ウイルス薬（レムデシビル，モルヌピラビル，ニルマト

レルビル/リトナビル），中和抗体薬（カシリビマブ/イムデビマブ）や肺炎の重症化を防ぐ抗炎症薬（デキサメサゾン，
アクテムラ）など，国内でも 10種類が承認されている．ワクチン接種と治療薬の開発により，本感染症の発症と重症化
が早急に防御・克服されることが期待されている．  

(+)ssRNA ウイルス 
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