
Title
High Salt Intake Damages the Heart through Activation of
Cardiac (Pro) Renin Receptors Even at an Early Stage of
Hypertension( 要約版(Digest) )

Author(s) 早川, 由香

Report No.(Doctoral
Degree) 博士(医学) 甲第993号

Issue Date 2015-05-20

Type 博士論文

Version none

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/51237

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



リポジトリ関係（別紙４）/Repository（Form4） 
 

 
学位論文要約 

Extended Summary in Lieu of the Full Text of a Doctoral Thesis 
 
甲第 993 号 
氏        名： 
Full Name 

早 川 由 香 

Yuka Hayakawa 

 

学位論文題目： 高塩分負荷による（プロ）レニン受容体を介する早期高血圧症における心筋障害 

Thesis Title     High Salt Intake Damages the Heart through Activation of Cardiac (Pro) Renin 

Receptors Even at an Early Stage of Hypertension 

  

                               
 

学位論文要約： 
Summary of Thesis 
 
 レニン・アンギオテンシン系 (Renin - Angiotensin system；RAS) は血圧調節に関し重要な働きを担っ

ている。一方，組織における RAS は血漿における RAS とは異なる動態を示すとも言われている。また，レニ

ンおよびレニンの前駆物質であるプロレニンが（プロ）レニン受容体に結合することにより引き起こされる

アンギオテンシン産生とは関係しない作用も解明されつつある。本研究の目的は，本態性高血圧症のモデル

として高血圧自然発症ラット (Spontaneously Hypertensive Rat) を用い，高塩分負荷による血中および心

筋組織における RAS と心筋障害への影響について検討することである。 

【対象と方法】本態性高血圧症のモデルとして Spontaneously Hypertensive Rat (SHR) を，対照群として

Wistar Kyoto Rat (WKY) を用いた。6 週齢の WKY および SHR に対し，通常塩分食 (0.9% NaCl) を与えた群

と，高塩分食 (8.9% NaCl) を与えた群との比較を行った。期間中は，毎週 Tail-Cuff を用いた非観血的血圧

測定を行った。12 週齢において，麻酔下に心臓超音波検査を行い，心室中隔壁厚 (interventricular septum 

thickness; IVS thickness)，左室収縮末期径 (left ventricular end-diastolic dimension; LVDd) および

左室内径短縮率 (fractional shortening; FS) を測定した。心臓超音波検査後に血液を採取し，血漿レニン

活性 (Plasma Renin Activity; PRA) および血漿アンギオテンシン II 濃度を測定した。失血死させたのち，

心臓を摘出した。心筋に対する病理学的検査として，Masson - Trichrome 染色および Hematoxyline - Eosin 

染色を行い，左心室の線維化および細胞径を比較した。Western Blotting 法を用い，心筋におけるレニン，

プロレニン，（プロ）レニン受容体 ((pro) renin receptor; (P)RR)，アンギオテンシノーゲン，アンギオテ

ンシン II type 1 受容体 Angiotensin II type 1 receptor; AT1R)，(P)RR の下流シグナルとされる 

extracellular signal - related kinases 1/2 (ERK1/2)，p38 mitogen - activated protein kinase (p38MAPK)，

heat shock protein 27 (HSP27) のリン酸化および transforming growth factor - β1 (TGF-β1) の発現を

比較した。 

【結果】WKY 群および SHR 群において，高塩分負荷により収縮期血圧の上昇を認めた。SHR 群において，高塩

分負荷により体重減少を認めたが，心重量/体重量比は増加した。WKY 群および SHR 群において，高塩分負荷

により IVS の肥厚を認めた。WKY 群において，高塩分負荷により FS 増加を認めた。SHR 群において，高塩分

負荷により LVDd 拡大と FS 低下を認めた。WKY 群および SHR 群において，高塩分負荷により血漿レニン活性

および血漿アンギオテンシン II 濃度の有意な低下を認めた。WKY 群および SHR 群において，高塩分負荷によ

り左室における線維化面積の増加および心筋細胞径の肥大を認めた。線維化面積の増加および心筋細胞径の

肥大は，SHR に高塩分負荷を行った群において，もっとも強く認められた。WKY 群および SHR 群において，高

塩分負荷により心筋におけるレニン，プロレニン，(P)RR，アンギオテンシノーゲンおよび AT1R の発現は増

強した。(P)RR，アンギオテンシノーゲンおよび AT1R の発現は，SHR に高塩分負荷を行った群において，も

っとも強く発現した。WKY 群および SHR 群において，高塩分負荷により(P)RR の下流のシグナル伝達に関与す

るとされる ERK1/2，p38MAPK，HSP27 のリン酸化および TGF-β1 の発現は増強した。ERK1/2，p38MAPK，HSP27

のリン酸化は，SHR に高塩分負荷を行った群において，もっとも強く発現した。 



【考察】SHR 群に高塩分負荷を行うと，収縮期血圧が上昇し体重は減少し，PRA および血漿アンギオテンシン

II 濃度が減少することは過去の報告と一致する。本研究では，高塩分負荷により心筋におけるレニン，プロ

レニンおよび(P)RR の発現が増強したことより，心筋組織における RAS の活性化は(P)RR を介すると考えられ

る。さらに高塩分負荷は(P)RR の下流シグナルとされる ERK1/2 リン酸化と TGF-β1，および p38MAPK リン酸

化と HSP27 リン酸化を増強することにより，心筋線維化の増大および心筋細胞径の肥大を起こし，心重量の

増加と IVS 肥厚を惹起したと考えられる。また，骨格筋においてアンギオテンシン II は AT1R を介し線維化

を起こすと報告されているが，本研究では，高塩分負荷が心筋におけるアンギオテンシノーゲンおよび AT1R

の発現を増強し，心筋線維化の増強に関与したと考えられる。WKY 群においても高塩分負荷により収縮期血

圧は上昇し心筋組織 RAS の増強を認め，心筋線維化および心筋細胞径の肥厚を認めたが，FS は増加し心不全

を起こすことなく代償された。一方，SHR に高塩分負荷を行った群においては，肺重量／体重量比は増加し

LVDd は拡大し FS は低下しており，高塩分負荷に高血圧が加わり，心負荷が増大し心不全を起こしたと考え

られる。WKY に高塩分負荷を行った群と SHR に高塩分負荷を行った群とでは収縮期血圧に有意な差を認めて

おり，高塩分負荷のみでも心筋組織 RAS の増強を認めるが，高血圧症が加わることにより(P)RR および AT1R

を介したシグナル伝達にさらに悪影響を与えたと考えられる。しかしながら，高血圧症において高塩分負荷

がどのような機序を介し心筋組織における(P)RR を増強し下流のシグナル伝達を活性化させるのかはまだ解

明されておらず，さらなる研究が必要である。 

【結論】高塩分負荷は心筋におけるレニン，（プロ）レニン，(P)RR，アンギオテンシノーゲンおよび AT1R

の発現を増強し，受容体の下流シグナルである ERK1/2，p38MAPK，HSP27 のリン酸化および TGF-β1 の発現を

増強することにより心筋組織の線維化および心筋細胞の肥厚を引き起こし，これらの変化は高血圧の合併に

より増悪をきたす。 
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