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背景: Synaptosomal-associated protein-25 (SNAP-25) はシナプス前膜に存在し，神経伝達物質の開口

放出に必須なタンパク質である。SNAP-25のSer187はプロテインキナーゼCによってリン酸化を受
け，内分泌細胞ではこのリン酸化により開口放出が促進される。しかし，SNAP-25の脱リン酸化機
構についてはよくわかっていない。最近我々は，マウスにストレスを与えると，脳内でSNAP-25の

リン酸化が引き起こされ，ストレス解除後に脱リン酸化が引き起こされることを見出した。今回

我々は，生きたマウスを用いて，脳内でのSNAP-25の脱リン酸化機構について調べた。
方法: マウスに拘束浸水ストレスを加え，脳内でSNAP-25のリン酸化を十分引き起こした後に，ホー

ムケージに戻してストレスを解除し，SNAP-25の脱リン酸化を引き起こさせた。この際，ストレス
負荷前に脱リン酸化酵素の阻害薬をマウスに腹腔内投与し，ストレス解除後に見られた脱リン酸化

が抑制されるかを，抗リン酸化SNAP-25抗体を用いたイムノブロット解析で検討した。

結果: 脳内の主な脱リン酸化酵素であるカルシニューリンの阻害薬を投与した際，大脳皮質と海馬
においてSNAP-25の脱リン酸化がほぼ完全に抑制された。
結論: 大脳皮質と海馬におけるSNAP-25の脱リン酸化には，カルシニューリンが関与している。
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序　　文

　シナプス伝達は，神経伝達物質がシナプス前部から

開口放出によって分泌されることで担われている。多

様なニューロンにおいて，リン酸化酵素が神経伝達物

質の制御を行っており1-3，また，学習や記憶といった

高次脳機能を担っているシナプス可塑性を制御するた

めに重要な役割を果たしている。

　Synaptosomal-associated protein-25 (SNAP-25) はシナ

プス前膜に存在し，神経伝達物質の開口放出に必須な

タンパク質である。SNAP-25がシナプス前膜に存在す

るsyntaxinやVAMP-2とSNARE複合体を形成すること

で，シナプス小胞膜とシナプス前膜の融合が起こる4-8。

SNAP-25は，カルボキシ末端の近傍にあるSer187が，プ

ロテインキナーゼC (PKC) 依存的にリン酸化される9-12。

我々は以前に，PC12細胞を用いた実験でPKCの活性化

がドーパミンやアセチルコリンの脱分極誘発性の放出

を増幅させ，この時にSNAP-25のSer187残基がリン酸化

されていることを明らかにした9,11。我々はまた，PKC

を活性化するとドーパミンやアセチルコリンを含んで

いる分泌小胞が細胞膜近傍へ集まることも見出した13。

その他には，PKCの活性化が，readily-releasable poolと

カルシウム高親和性小胞プールを増加することによっ

て，副腎のクロム親和性細胞におけるホルモンの開口

放出やインスリン分泌を増強しており，これには

SNAP-25のSer187のリン酸化が必須であることが報告さ

れている10,12,14,15。これらの発見はSNAP-25のリン酸化

が，内分泌系細胞において重要な役割を果たしている

ことを示している。

　SNAP-25のリン酸化と脱リン酸化は，脳においても

動的な制御を受けている。海馬の培養切片で，学習機

能を担う長期増強を誘発するとSNAP-25のリン酸化が

併発する16。SNAP-25のリン酸化は出生後早期の発達

の期間で著明に増加し17，Ser187をアラニンに置換した

ノックインマウスでは反復性の自発的てんかん発作を

同時期に発症する18。てんかん発作を誘発するカイニ

ン酸を腹腔内投与した時の反応では，海馬や嗅内皮

質，頭頂葉皮質においてSNAP-25は急速に (15〜30分)

リン酸化される。しかしながら，投与から60分後には

SNAP-25は顕著に脱リン酸化され，3時間後には基礎レ
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ベルまで戻る17,19。SNAP-25のリン酸化についてはこれ

までよく研究されているが，脱リン酸化機構について

はよく知られていない。最近我々は，マウスにストレ

スを与えることで脳内のSNAP-25がリン酸化し，スト

レスを解除することで脱リン酸化が引き起こされるこ

とを見出した。今回我々は，SNAP-25の脱リン酸化機

構を調べるためストレス負荷実験を行い，SNAP-25の

脱リン酸化にはカルシニューリン/PP2Bが関与してい

ることを明らかにした。

対象と方法

1. 実験動物

1) マウス

　今回行った全ての実験に，オスのC57BL/6N Jcl (日本

クレア) 10〜12週齢を使用した。なお動物は，7〜9　週

齢で日本クレアから北里大学医学部の遺伝子高次機能

解析センターのSPFエリアに搬入し，実験に使用する

まで飼育した。

2) 飼育条件

　明期14時間，暗期10時間で明暗の周期が維持されて

おり，毎日午前6時に点灯し午後8時に消灯される。ま

たSPF室は陽圧になっており，室温は年間を通じて22

〜25℃，湿度は48〜55%に維持された。マウスの飼育

ケージには，床敷きが敷き詰められ，餌と水はケージ

ごとに常時摂食または飲水できるよう飼育が行われ

た。実験に使用する際には，アルミニウム製の搬出用

のケージに移し換え実験室に運んだ。

　動物を用いるすべての実験は，北里大学医学部の動

物実験委員会の承認を受け，「北里大学における動物

実験等に関する規定」を遵守して行った。

2. ストレス実験

　ポリプロピレン製の50 ml遠沈管 (Corning) の底と蓋

に，通気口として孔を8か所あけ，マウス用の拘束器具

として用いた。この拘束器具にマウスを入れ拘束し，

水面がマウスの鎖骨あたりまでくるように18 ± 1℃の

冷水に浸けた。

　ストレスを解除する実験においては，拘束浸水スト

レス後にマウス体表の水分を紙で拭き取り，ケージに

戻した。

3. 薬物投与実験

1) 試薬

　FK506 (Cayman Chemical Company): -20℃で保存し

た20 mg/mlエタノール溶液を，投与時にPBSとエタ

ノールを5 : 1で混合した溶液で0.4 mg/mlに希釈した。

2) 投与方法

　FK506 (2 mg/kg) をマウスに腹腔内投与し，投与後30
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分で拘束浸水ストレスを30分間行った。マウスはスト

レス実験の段階に応じて3つの群に分け，投与後30

分，拘束浸水ストレス負荷後30分，さらに休息30分後

の3つの段階でそれぞれ脳を摘出し，以下の方法で

SDS-PAGE用のサンプル調整を行った。

　コントロールとして，FK506溶液の溶媒のみを等量

に腹腔内投与したマウスを用意した。

4. マウス脳のサンプル調整

　断頭後にマウスの全脳を摘出し，嗅球を除いた皮質

と，背側と腹側の両方を含む海馬を切り出した。皮質

は2 mlのホモジナイズドバッファー (0.32 M sucrose/5

mM HEPES-NaOH，pH7.4) 中でホモジナイズした。ホ

モジネートにSDSサンプルバッファー (終濃度; 2%

sodium dodecyl sulfate，3.33% glycerol，0.002% ブロモ

フェノールブルー，0.33 M Tris-HCL，pH7.4) を加え

た。海馬は，ホモジナイズドバッファーによって終濃

度が調整されている500μlのSDSサンプルバッファー

を加え，超音波発生機を用いて破砕した。皮質と海馬

のサンプルは，沸騰した湯で10分間煮沸した後，-80℃

で凍結保存した。

　使用したホモジナイズドバッファーには，ホスファ

ターゼの活性を低下させるPhosSTOP (Roche, Germany)

を1 tablet/10 mlで混ぜ，調整中の脱リン酸化を抑えた。

5. 抗体

　ウサギに合成ペプチド (Anti-SNAP-25 rabbit polyclonal

IgG，(C)ARATKMLGSG; anti-SNAP-25 phospho-Ser187

rabbit polyclonal IgG，(C)IMEKADS (Pi) NKTRI) を免疫

して得た抗体を，抗原ペプチドを架橋したアフィニ

ティーカラムを用いて精製した。

6. イムノブロッティング

　脳のタンパク質を，10%ポリアクリルアミドゲルを

用いたSDS-PAGEで分離した後，セミドライトランス

ブロッティングを用いて，PVDF膜へ転写した。転写

後，PVDF膜 (Immobilon-P, Millipore, Damstadt, Germany)

を，脱脂乳を5% (w/v) 含むTBST (0.05% Tween 20，150

mM NaCl，25 mM Tris-HCl，pH7.5) で室温にて30分間

浸してブロッキングを行った後，脱脂乳を1%含む

TBSTで希釈した一次抗体に浸し4℃で一晩反応させ

た。TBSTで，室温，5分間3回洗浄を行った後，1%脱

脂乳を含むTBSTで2,000倍に希釈したHRP標識二次抗

体に浸し，室温で1時間反応させた。その後，TBSTで

室温，5分間3回洗浄した。免疫発光性の検出は，

SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate (Pierce,

Rockford,  IL,  USA) またはImmobilon Western

Chemiluminecent HRP Substrate (Millipore) を用いて発

色させ，ルミノ・イメージアナライザー (LAS-1000§富

士フィルム) で定量した。
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のリン酸化は拘束浸水ストレスを加えることで著明に

増加し，さらに休息を30分間与えると，SNAP-25のリ

ン酸化量は再び低下することが明らかとなった (Figure

1A)。

2. SNAP-25の脱リン酸化にはカルシニューリン/PP2B
が関与している

　カルシニューリン/PP2Bは脳内で多く発現している

脱リン酸化酵素で，カルシウム依存的に働くことが知

られている20。我々は，カルシニューリン/PP2Bの阻害

薬であるFK506を投与して，SNAP-25の脱リン酸化へ

の影響を検証した。マウスにストレスを加える30分前

結　　果

1. 皮質においてSNAP-25のリン酸化はストレス刺激に

よって亢進し，ストレスを解除すると脱リン酸化する

　FK506溶液の溶媒のみを腹腔内投与したコントロー

ルマウスに拘束浸水ストレスを30分間加え，ストレス

負荷前 (腹腔内投与の30分後)，30分間の拘束浸水スト

レス負荷直後，およびストレス負荷後に休息を30分間

与えた直後の，大脳皮質におけるSNAP-25の発現量と

リン酸化の度合いを定量的イムノブロットで調べた

(Figure 1A)。SNAP-25の発現量は拘束浸水ストレスの

有無による有意な変化は見られなかったが，SNAP-25

Figure 1.  Effect of FK506 on stress-dependent phosphorylation of SNAP-25 in mouse cerebral cortex

Mice were given with either 2 mg/kg FK506 (B) or vehicle (A) by intraperitoneal injection.  After 30 min, mice were
restrained in water (18 ± 1℃) for 30 min, and then returned to the home cage and kept for 30 min.  Protein amounts
and phosphorylation levels of SNAP-25 in the cerebral cortex were determined by immunoblotting with anti-SNAP-
25 antibody and anti-phospho-Ser187-SNAP-25 antibody, respectively.  The values were normalized to those of
SNAP-25 amounts, and were expressed as relative values to that of control mouse without having stress [n = 4, stress
(-) rest (-); n = 6, stress (+) rest (-); n = 6, stress (+) rest (+)].  Statistical analysis was performed using Tukey's honestly
significant difference (HSD) post hoc tests.  ***P < 0.001.



34

に，2 mg/kgのFK506を腹腔内投与しておき，30分間ス

トレスを加えた直後と，さらに30分間の休息直後の

SNAP-25のリン酸化量を測定した。すると，溶媒のみ

投与した群では，休息直後のSNAP-25のリン酸化量は

ストレス直後と比較すると低下していたが (Figure

1A)，FK506を投与した場合には休息後でもリン酸化量

は高く維持されていた (Figure 1B)。これらの結果は大

脳皮質におけるSNAP-25の脱リン酸化にはカルシ

ニューリン/PP2Bが関与していることを示唆してい

る。

3. SNAP-25のリン酸化量の変化には領域差がある

　今回の実験では，皮質以外に海馬でも解析を行っ

た。海馬でもSNAP-25のリン酸化量は，30分間ストレ

スを負荷すると増加し，その後30分間休息させると低

下したが，その変化量は皮質に比べ小さかった (Figure

2A)。しかしながら，FK506に対する反応は類似してお

り，ストレスを負荷する30分前にFK506を投与した場

合，溶媒のみを投与した際30分間の休息後に見られた

リン酸化量の低下が見られなかった (Figure 2B)。これ

らの結果からストレス負荷によっておこるSNAP-25の

リン酸化量の変化の大きさに違いが見られるが，この

結果から海馬においても大脳皮質と同様にSNAP-25の

Figure 2.  Effect of FK506 on stress-dependent phosphorylation of SNAP-25 in mouse hippocampus

Mice were given with either 2 mg/kg FK506 (B) or vehicle (A) by intraperitoneal injection.  After 30 min, mice were
restrained in water (18 ± 1℃) for 30 min, and then returned to the home cage and kept for 30 min.  Protein amounts
and phosphorylation levels of SNAP-25 in the hippocampus were determined by immunoblotting with anti-SNAP-25
antibody and anti-phospho-Ser187-SNAP-25 antibody, respectively.  The values were normalized to those of SNAP-25
amounts, and were expressed as relative values to that of control mouse without having stress [n = 4, stress (-) rest (-);
n = 6, stress (+) rest (-); n = 6, stress (+) rest (+)].  Statistical analysis was performed using Tukey's honestly significant
difference (HSD) post hoc tests.  *P < 0.05.

飯田　諭宜，他
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脱リン酸化にはカルシニューリン/PP2Bが関与してい

ると考えられた。

考　　察

　今回の結果から，SNAP-25はストレス負荷後短時間

でリン酸化され，さらにストレス解除後短時間で脱リ

ン酸化されており，ストレス反応において即時の反応

を行うために重要な役割を果たしていると考えられ

る。

　ストレス刺激を脳が感知し生体反応が起こる経路に

は大きく2種類存在し，ひとつは交感神経系が賦活し，

副腎髄質からノルエピネフリンやエピネフリンが放出

される経路である。もう一つはHPA軸と呼ばれ，視床

下部が刺激されることから始まり，続いて下垂体，副

腎皮質が刺激され，グルココルチコイドが産生される

経路である。グルココルチコイドレセプターは，脳内

でも存在しており特に海馬ではグルココルチコイドレ

セプターが高密度に存在している21。HPA軸は主に扁

桃体と海馬によって制御されており，海馬の活性化は

視床下部からの刺激を抑制している22。このことか

ら，SNAP-25のリン酸化は海馬においてはHPA軸を制

御する機構の一部を担っている可能性が考えられる。

一方で，大脳皮質にもグルココルチコイドレセプター

は存在しており，海馬と同様にHPA軸を抑制してい

る23。しかし，ストレスによるグルココルチコイドレ

セプターの発現量には海馬と皮質に違いがあると報告

されており24，このように皮質と海馬においてストレ

スに対する反応に違いがある。今回の実験で皮質と海

馬の間に見られたSNAP-25のリン酸化量の違いも，ス

トレスに対する反応の違いによると考えられる。

　今回の研究の結果から，SNAP-25の脱リン酸化にカ

ルシニューリン/PP2Bが関与していることが示唆され

た。従って，脳内でのストレス反応の消去にはPP2Bが

必須である可能性が考えられる。高ストレス社会と

なった現代では，様々なストレス関連障害が増加して

きている。ストレス関連障害の他にも精神疾患の多く

は，強力なストレスを体験することや，慢性的なスト

レス環境下にさらされることが密接に関連しており，

一連のストレス反応の中でストレス反応の消去が問題

とも考えられる。今回の研究は，ストレス反応を消去

する機構を明らかにしていく中で重要であり，今後の

ストレス関連障害を含めた精神疾患の解明につながる

可能性を示している。

　一方で我々は，SNAP-25の脱リン酸化を検証するた

めに，粗シナプトゾームを用いたin vitroの実験を行っ

ており，SNAP-25の脱リン酸化にはカルシウム依存的

な機構と，非依存的な機構の2種類の経路を介して

PP2Aが関与していることを明らかにしている (Iida et

al., in revision)。粗シナプトゾームを用いた限られた条

件下では，SNAP-25の脱リン酸化に対してPP2Aの作用

が優位に確認されたが，in vivoにおいてはストレス解

除時におけるSNAP-25の脱リン酸化にはカルシニュー

リン/PP2Bが働いていることが今回の実験から示唆さ

れた。このことから，SNAP-25の脱リン酸化は予想以

上に複雑な制御を受けている可能性があり，今後さら

に詳しい研究が必要である。
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Possible participation of calcineurin/PP2B in SNAP-25
dephosphorylation in living mice

Yuuki Iida,1 Saori Yamamori,2 Makoto Itakura,2 Hitoshi Miyaoka,3 Masami Takahashi2

1Kitasato University Graduate School of Medical Sciences
2Department of Biochemistry, Kitasato University School of Medicine
3Department of Psychiatry, Kitasato University School of Medicine

Background: Synaptosomal-associated protein 25 (SNAP-25) plays an essential role in exocytotic
neurotransmitter release as a t-SNARE protein.  SNAP-25 is phosphorylated at Ser187 in a protein kinase C
(PKC)-dependent manner, but the mechanism for dephosphorylation has yet to be clarified.  Recently we
found that the phosphorylation level of SNAP-25 increased rapidly in mouse brain following restraint stress
in cold water.  We investigated the mechanism for SNAP-25 dephosphorylation in the brain of living mice.
Methods: After giving either FK506 or vehicle, mice were restrained in cold water for 30 min, and then
returned to the home cage and kept for 30 min.  Protein amounts and phosphorylation levels of SNAP-25 in the
cerebral cortex and hippocampus were determined by quantitative immunoblotting.
Results: SNAP-25 dephosphorylation was markedly suppressed by FK506, a potent inhibitor of protein
phosphatase 2B/calcineurin, in the cerebral cortex and hippocampus.
Conclusions: Calcineurin is likely to participate in SNAP-25 dephosphorylation in the cerebral cortex and
hippocampus in living mice.
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