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神経細胞に含まれるさまざまな細胞内小胞の磁気ビーズを用いた精製

板倉　誠

北里大学医学部生化学

背景: 細胞内小器官や輸送小胞といった細胞内膜系は，真核細胞の生存などさまざまな細胞機能に
おいて重要な働きをしている。また神経細胞は，神経伝達物質を含むシナプス小胞が開口放出する

ことで，細胞間情報伝達を行っている。したがって，細胞機能や神経伝達物質の分泌制御機構を生

化学的に明らかにするには，それぞれの細胞内膜系を単離し，区別して解析することが必要とな

る。

方法: ラット脳ホモジネートを段階的な遠心分離によって分画した。次に3%〜20% iodixanol密度勾

配遠心法を用いて，シナプス小胞を分離した。また，特異的な抗体を結合した磁気ビーズを用い

て，ラット脳からさまざまな細胞内小胞を単離した。

結果: 遠心分離による分画法と磁気ビーズを用いた単離法を組み合わせることで，ラット脳膜分画

から，SNAREタンパク質vesicle-associated membrane protein (VAMP) ファミリー (VAMP-2，-3，-4)，
それぞれを含有する細胞内小胞を単離できた。また小胞性神経伝達物質トランスポーターの抗体を

用いると，それぞれの神経伝達物質に特異的なシナプス小胞が単離できることも確認した。

結論: 抗体を結合した磁気ビーズを用いる単離法が，特異的な細胞内膜系の単離精製に非常に有用
であることがわかった。

Key words: シナプス小胞，SNAREタンパク質，VAMP (vesicle-associated membrane protein)

序　　文

　神経細胞をはじめとする真核細胞には，細胞内小器

官および輸送小胞が含まれている。細胞内小器官や細

胞膜は，小胞輸送によって脂質やタンパク質を相互に

受け渡すことでさまざまな細胞機能を担っている1,2。

これらの分子を小胞輸送するためには，輸送小胞と受

け手の膜とが融合する必要があるが，この膜融合に必

須とされるのがSNAREタンパク質である。SNAREタ

ンパク質は，輸送小胞側のv-SNAREタンパク質と受容

する膜側のt-SNAREタンパク質の2つに分けることがで

き，膜融合の際にはそれぞれが結合することが知られ

ている3-5。v-SNARE，t-SNAREタンパク質はそれぞれ

ファミリーを形成しているが，それぞれのSNAREタン

パク質ごとに結合の親和性が異なっている。この

SNAREタンパク質の結合特異性の違いが，小胞輸送の

輸送経路の方向性に重要な役割を果たしていると考え

られている3,6。

　また神経細胞の化学シナプスでは，神経伝達物質を

含んだシナプス小胞が前シナプス膜と融合し，神経伝

達物質がシナプス間隙へと開口放出される。そして，

その神経伝達物質が後シナプス膜の神経伝達物質受容

体に結合することで，神経細胞間の情報伝達が行われ

る。これまでにシナプス小胞は，含まれている神経伝

達物質によって，その形態や開口放出制御機構が異

なっていることが報告されている7-9。

　上述したように神経細胞内にはさまざまな細胞内膜

系が存在し，多くの神経機能に関与している。した

がって，シナプス小胞をはじめとする個々の細胞内膜

系の機能を生化学的に解析するためには，それぞれの

細胞内膜系を高い精製度で単離することが必要とな

る。これまで細胞内膜系の単離には各種の遠心分離に

よる分画が多く用いられてきた10-12。しかしながら，そ

れでは特異的な膜成分の精製には不十分であり，近年

では磁気ビーズによる単離法が使われている13-15。本稿

では，遠心分離法や磁気ビーズ法を用いて，さまざま

な細胞内小胞を単離した結果を紹介する。

材料・方法

抗体

ウサギ抗VGAT抗体，CGDEGAEAPVEGDIHYQR，ウ

サギ抗VAMP3抗体，STGVPSGSSAATGSC，ウサギ抗

VAMP4抗体，PPKFKRHLNDDVTGSVKSCはそれぞれ

　原　　著



112

のペプチドをkeyhole limpet hemocyanin (KLH) に結合

した抗原を使用して抗血清を得た。他の抗体は文献16-18

で報告している。

コンベンショナルな遠心分離を用いた脳ホモジネート

の膜分画

　麻酔したラットから脳を取り出し，テフロンホモジ

ナイザーを用いて，Sucrose溶液中 (0.32 M Sucrose，5

mM Hepes-NaOH，pH7.4) でホモジナイズを行った。神

経細胞は軸索や樹状突起を伸ばしているために効率よ

く細胞膜が切断される。その際，細胞体からは細胞内

小器官や輸送小胞が，細胞外へと放出される。またシ

ナプス部位は，リシーリングした前シナプス側と後シ

ナプス細胞膜が結合したシナプトゾームと呼ばれる構

造になる。次に文献に示している遠心分離法による分

画を行った17。ホモジネートを低速で遠心 (800 × g，

10分間) すると，核を含む細胞体や十分に粉砕されな

かった脳組織が沈澱してくる。その上清を高速で遠心

(10,000 × g，30分間) すると，沈澱にミトコンドリア

とシナプトゾームが濃縮する (P2)。それに対して，小

胞体，ゴルジ体，輸送小胞などは上清に含まれる。こ

の上清をさらに25,000 × g，1時間の条件で遠心し，ゴ

ルジ体が濃縮される沈澱 (P3HDM) を得た。またその際

の上清に含まれる膜成分は540,000 × g，30分間の遠心

分離により，すべてを沈澱 (P3LDM) として回収した。

P3LDMには小胞体や輸送小胞などが濃縮されている。

　シナプトゾームが濃縮している沈澱P2は低張液 (5

mM Hepes-NaOH，pH 7.4) で再懸濁した後，ホモジナ

イズを行った。この処理によって前シナプスは膨張・

破裂し，含まれていたシナプス小胞が放出される。こ

のホモジネートを遠心 (25,000 × g，30分間) すると沈

澱 (LP1) にはミトコンドリアとシナプスの細胞膜が濃

縮されてくる。さらにその上清 (LS1) に含まれるシナ

プス小胞は，540,000 × g，30分間の遠心分離により，

すべてを沈澱 (LP2) として回収した。それぞれの膜分

画に期待される細胞内小器官やシナプス小胞が回収さ

れているかについては，マーカータンパク質のイムノ

ブロッティングにより確認した (Figure 1)。

Iodixanol密度勾配遠心法を用いた膜分画

　細胞内小器官や分泌小胞は，それぞれ特有の比重を

持っている。そのためsucroseやiodixanol密度勾配遠心

法により分離できる。双方の溶媒系で実験を行ったと

ころ，各細胞内小器官や分泌小胞の分離には，

iodixanolが適していた。本稿では，2週齡ラット前脳

LP1の上清LS1に含まれるシナプス小胞と小胞体が異な

る比重であることを，iodixanol密度勾配遠心分離法に

よって示す。20% iodixanolと3% iodixanol等量をスイン

グローターSW40 (Beckman Coulter，Inc.) に適合した遠

心管に重層した。その遠心管を，グラジェントマス

ター (Biocomp Instruments) を用いて回転させることで

iodixanolの密度勾配を作製した。その上にLS1分画を充

填した後に，スイングローターSW40を用いて遠心

(25,000 rpm，3時間) を行った。最後に0.8 mlずつ溶液

を回収した。回収した試料をイムノブロッティング

し，さまざまなタンパク質の分離パターンを確認した

(Figure 2)。

板倉　誠

Figure 1.  Subcellular fractions of adult rat brain were
obtained by differential centrifugation.
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特異的な抗体を結合した磁気ビーズを用いた細胞内小

胞の単離

　Protein G-結合磁気ビーズ (Dynabeads，Invitrogen，0.2

ml) に，さまざまな精製抗体 (30μg IgG) を結合溶液

(0.5% Triton X-100，PBS，1 ml) 内で結合させた。次

に架橋剤10 mg/ml dimethyl pimelimidate (0.2 Mトリエタ

ノールアミン，1 ml) によって抗体とprotein Gとを架橋

した。その後50 mM Tris-HCl溶液で反応しなかった

dimethyl pimelimidateを完全に失活させた。こうして作

製した特異的抗体を架橋した磁気ビーズ (1.5μg IgG) と

ラット脳LS1 (膜成分としてはLP2，0.2〜0.3 ml) を混合

し，穏やかに攪拌した (8〜18時間)。その後，洗浄溶液

(0.1% BSA，PBS，1 ml) で5回以上の洗浄を行い，SDS

サンプル溶液 (2% SDS，10% glycerol，50 mM Tris-

HCl，pH 6.8) に磁気ビーズを懸濁し，90℃，5分間の

加熱処理で溶出した。溶出した試料はdithiothreitolで還

元後，SDS-PAGE，イムノブロッティングを行った。

結　　果

ラット脳ホモジネートの遠心分離を用いた分画のイム

ノブロッティングによる解析

　9~11週齡のラット前脳を，上述したように遠心分離

法によって分画した。小胞体やゴルジ体といった細胞

内小器官は，主にP3HDM，P3LDMに回収される。LP1

にはシナプス部位の細胞膜が，LP2にはシナプス小胞が

含まれる。可溶性タンパク質は，最終遠心後の上清S3

およびLS2に回収される。各々の分画のタンパク質濃度

をブラッドフォード法で測定後，それぞれのレーンに

5μgのタンパク質をアプライし，SDS-PAGEおよびイ

ムノブロッティングを行った (Figure 1)。

　シナプス小胞タンパク質である小胞性グルタミン酸

トランスポーター (VGluT1) と小胞性GABAトランス

ポーター (VGAT) は予想通りLP2に濃縮されていた。ま

た神経伝達物質グルタミン酸の受容体であるGluA2と

GluN1は，LP1に多く含まれていた。ERp57やTGN38な

どの小胞体やゴルジ体に含まれるタンパク質は，

P3HDM，P3LDMに比較的多く含まれている17,18。しか

しながら，LP2に，シナプス小胞には存在しないと考え

られるGluA2が含まれていることなどから，単純な遠

心分離操作だけでは特異的な膜成分だけを抽出するこ

とは，難しいことがわかる。

Iodixanol密度勾配遠心法を用いた膜分画のイムノブ

ロッティングによる解析

　上述したように遠心分離による分画LP2には，シナプ

ス小胞以外の細胞内膜系も含まれている。そこで，つ

ぎにLS1 (膜成分はLP2) を3%〜20% iodixanol密度勾配

遠心法よって，16分画に分離した。それぞれの分画10

μlをSDS-PAGEおよびイムノブロッティングにより解

析した (Figure 2)。

　分画11〜13においてVGluT1およびVGATのシグナル

が検出されることから，分画11〜13にシナプス小胞が

含まれていることがわかった。それに対して，GluA2

および小胞体マーカーcalnexinは主に分画13〜15にシグ

ナルが検出された。LS1に含まれているGluA2の糖鎖

を解析したところ，ほとんどがハイマンノース型で

あったので，分画13〜15に含まれていたのは小胞体で

あることが示唆される。この結果は，iodixanol密度勾

配遠心法を用いることで，単純な遠心分離操作に比べ

て，精製度の高い特異的な膜成分を単離できることを

示している。

磁気ビーズを用いて単離した特異的な細胞内小胞の解

析

　コンベンショナルな遠心分離法や密度勾配遠心法と

神経細胞に含まれるさまざまな細胞内小胞の磁気ビーズを用いた精製

Figure 2.  Sedimentation of synaptic vesicles by 3%−20% iodixanol density
gradient centrifugation.
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いった方法では，特異的な膜成分のみの単離が困難で

あることは，上述した結果などから明らかである。そ

こで特定の膜タンパク質に対する抗体を作製し，その

タンパク質を含んでいる膜成分のみを磁気ビーズを用

いて単離する方法を試みた。

　神経伝達物質を含むシナプス小胞にはv-SNAREタン

パク質，VAMP-2が存在し，細胞膜との融合に関与し

ている。またこれまでの報告から，VAMP-3は細胞膜

へ膜タンパク質を輸送する小胞に，VAMP-4はゴルジ

体の輸送小胞に存在していることが示唆されている19。

そこでVAMPファミリー (VAMP-2，-3，-4) に対する

抗体を結合した磁気ビーズを作製し，ラット前脳ある

いは海馬LS1からそれぞれを含んでいる小胞を単離し

た。イムノブロッティングで解析したところ，VAMP-

2小胞はVGluT1を含んでいることから，シナプス小胞

が回収されてきたと考えられる。他のVAMPやグルタ

ミン酸受容体GluA2は含まれていなかった。それに対

し，VAMP-3，VAMP-4小胞にはVGluT1，GluA2，

VAMP-2すべてが含まれており，これらの小胞はユビ

キタスに膜タンパク質の小胞輸送に関与していると考

えられる。また，VAMP-3小胞はVAMP-4をVAMP-4小

胞はVAMP-3をほとんど含んでいなかった。この結果

は，VAMP-3，VAMP-4は細胞内で異なる局在を示

し，異なる機能を担っていることを示唆している

(Figure 3)。

　さらにVAMP小胞に含まれているタンパク質をSDS-

PAGE後，クマシブリリアントブルー染色によって可

視化した (Figure 4)。その結果，それぞれの小胞に特異

的かあるいは存在が偏っているタンパク質が多く観察

された。これらのタンパク質を同定・解析すること

で，それぞれの小胞に特徴的な小胞輸送の制御機構を

明らかにできると考えている。

　VAMP-2抗体を用いることで，シナプス小胞を単離

することはできたが，その中にはグルタミン酸や

GABAといったさまざまな神経伝達物質を含む小胞が

すべて含まれていると考えられる。そこで次に小胞性

神経伝達物質トランスポーターの抗体を作製し，神経

伝達物質ごとのシナプス小胞の単離を試みた。ラット

海馬LS1から単離したグルタミン酸トランスポーター

VGluT1小胞，GABAトランスポーターVGAT小胞をイ

ムノブロッティングすると，それぞれシナプス小胞

マーカーsynaptophysinを同程度含んでいた。しかしな

Figure 3.  Various VAMP (VAMP-2,
VAMP-3, and VAMP-4) -vesicles were
immunoprecipitated from the rat brain LS1

fraction using the specific  VAMP antibody-
conjugated magnetic beads.

Figure 4.  Coomassie Brilliant Blue-
stained SDS-PAGE gel of VAMP-2-,
VAMP-3-, and VAMP-4-vesicles.
Asterisks (*) indicate distinct protein
populations of different VAMP
vesicles.

板倉　誠
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がら，VGluT1小胞にはVGATが，VGAT小胞には

VGluT1が，ほとんど含まれていなかった。これらの結

果は，磁気ビーズによってグルタミン酸含有シナプス

小胞とGABA含有シナプス小胞を区別して単離できた

ことを示している (Figure 5)。

考　　察

　予想された通り，コンベンショナルな遠心分離法や

密度勾配遠心法では，特異的な細胞内小胞のみを単離

することは難しかった。それに対し，特異的な抗体を

結合した磁気ビーズを用いることで，非常に高い精製

度で特異的な細胞内小胞を単離できることがわかっ

た。また磁気ビーズを用いた精製法はスケールアップ

も比較的容易く，小胞タンパク質を質量分析によって

同定するのに十分な量を単離できることもわかった。

しかしながらVAMP小胞の解析でもわかるように，磁

気ビーズを用いた単離法では，どのタンパク質に対す

る抗体を作製するかが，各小胞の分子発現プロファイ

リングの精度を大きく左右する。したがって特異的な

細胞内小胞を単離するためには，その小胞にできるだ

け局在しているタンパク質を選び，抗体を作製する必

要がある。

　本稿の実験方法を用いて老齢ラットや病態モデル

ラットの組織から，さまざまな細胞内膜系を精製し正

常ラットと比較することで，老化や病態のメカニズム

の解明に寄与できると考えている。また本医学部で

は，質量分析器 (LTQ Orbitrap，サーモフィッシャーサ

イエンティフィック) を用いることで，銀染色で検出で

きる量のタンパク質同定が可能となっている。質量分

析器は今後の解析を進める上で非常に有用なツールで

ある。
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Figure 5.  Immunoblotting analysis of
immunoisolated VGAT- and VGluT1-
vesicles
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Using magnetic beads to isolate various types of
intracellular vesicles from the rat brain

Makoto Itakura
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Background: Intracellular membrane components such as organelles and transport vesicles play important
roles in diverse cellular functions including energy metabolism, protein degradation and intracellular trafficking.
In addition, neurotransmitter release from synaptic vesicles is a crucial event in synaptic transmission.  To
biochemically investigate diverse cellular functions related to particular intracellular membrane components,
it is necessary to isolate them from crude membrane preparations.
Methods: Rat brain homogenates were fractionated using differential centrifugation, and synaptic vesicles
were separated by 3%−20% iodixanol density gradient centrifugation.  In addition, particular intracellular
vesicles were isolated using the differential centrifugation and antibody-conjugated magnetic beads.  Isolated
intracellular vesicle-proteins were analyzed by SDS-PAGE and immunoblotting.
Results: The v-SNARE, vesicle-associated membrane proteins (VAMPs) are small integral membrane proteins
in synaptic vesicles.  We isolated various VAMPs (VAMP-2, VAMP-3, and VAMP-4) -containing vesicles
from rat brain homogenates.  Furthermore, glutamatergic and gabaergic synaptic vesicles were isolated using
anti-vesicular glutamate transporter 1 (VGluT1) antibody- and anti-vesicular GABA transporter (VGAT)
antibody-conjugated magnetic beads.
Conclusion: We showed the advantage of antibody-conjugated magnetic beads for the isolation of a particular
intracellular component.
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