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論 文 内 容 の 要 旨 

【目的，緒言】 

過剰な塩分摂取は血圧を上昇させ，塩分制限により血圧を低下させることは周知の事実である。ま

た，過剰な塩分摂取により心血管障害のリスクが高まることも報告されている。筆者らは，以前に過

剰な塩分摂取により心臓組織において renin，prorenin，（pro）renin receptor 等を強発現させ，心

臓障害を惹起することを報告している。 

現在，高血圧治療ガイドラインによると 6.0 g/day 未満の食塩摂取量が推奨されている。一方，極

端な低塩食は通常食や過剰摂取と比べ心血管障害の罹患率及び死亡率が高まるとの報告がある。また

血漿の renin 活性が高値の場合，心筋梗塞のリスクが高まるとの報告もある。これらから極端な塩分

制限により血漿の renin-angiotensin-system（RAS）及び神経体液性因子が活性化される可能性が推

察される。そこで本研究の目的は，高血圧自然発症ラット（spontaneously hypertensive rat， 以下

SHR）を用い，極端な低塩食が心臓に及ぼす影響について，循環動態および心機能を評価するととも

に，心臓組織のタンパク質発現および病理学的所見より検討することである。 

【対象と方法】 

雄のラット WKY（Wistar Kyoto rat）と SHR を対象とした。8 週齢の WKY と SHR に対し，そ

れぞれ通常食（normal salt; 0.9% NaCl）と極端な低塩食（excessively low salt; 0.01% NaCl）に分

けて 16 週齢まで飼育した。極端な低塩食には，植物由来の飼料 AIN-93G を NaCl 無添加にした特

注飼料を使用し，本研究ではこれを極端な低塩食（excessively low salt）と定義した。 

8 週齢より毎週収縮期血圧及び心拍数を測定し，8 週齢と 16 週齢には心エコーにて心機能を評価

した。16 週齢には麻酔下にて 8 ml の血液を採取し，血漿の renin 活性（PRA），angiotensin I 濃度，

angiotensin II 濃度，aldosterone 濃度，adrenaline 濃度，noradrenaline 濃度を測定した。また，

失血死した後，心臓を採取し以下の実験を行った。 

1）心臓における renin，prorenin，（pro）renin receptor，angiotensinogen，angiotensin II（AT1）

receptor，TGF-β1の発現，及び ERK1/2，p38 MAPK，HSP27 のリン酸化について Western blot

で解析した。 

2）HE 染色及び Masson trichlome 染色により，心筋組織の線維化及び細胞径を解析した。 

全てのデータは WKY-normal salt 群（WKY-NS 群），WKY-excessively low salt 群（WKY-ELS

群），SHR-normal salt 群（SHR-NS 群），SHR-excessively low salt 群（SHR-ELS 群）の 4 群に分

け，正規性の検定後，一元配置分散分析を行い p<0.05 を有意とした。 

【結果】 

 収縮期血圧は，WKY-NS 群と WKY-ELS 群では 8 週齢から 16 週齢までほとんど変化はなく，2 群

間に有意差は無かった。また SHR-NS 群と SHR-ELS 群は，経過とともに両群とも上昇したが 2 群

間に有意差は無かった。 

心拍数は，WKY-NS 群と WKY-ELS 群では WKY-ELS 群が有意に高く，SHR-NS 群と SHR-ELS

群でも SHR-ELS 群が有意に高かった。 

体重は経過とともに全群で増加の傾向を示し SHR-NS 群と SHR-ELS 群では SHR-ELS 群の方が

有意に増加していた。心重量体重比及び心重量は WKY-NS 群及び WKY-ELS 群より，SHR-NS 群及



  

び SHR-ELS 群の方が有意に増加し，WKY-NS 群と WKY-ELS 群の 2 群間及び SHR-NS 群と SHR-

ELS 群の 2 群間には有意差は無かった。 

心エコーは心室中隔壁厚（IVS）において WKY-NS 群より WKY-ELS 群が有意に肥厚し，SHR-NS

群より SHR-ELS 群が有意に肥厚していた。左室内径短縮率（%FS）では 4 群間に有意差は見られな

かった。 

 血漿 RAS（PRA，angiotensin I 濃度，angiotensin II 濃度，aldosterone 濃度）は，WKY，SHR

ともに normal salt 群より excessively low salt 群が有意に上昇し，神経体液性因子（adrenaline 濃

度，noradrenaline 濃度）についても WKY，SHR ともに normal salt 群と比較して excessively low 

salt 群が有意に上昇していた。 

 心臓組織の renin，prorenin，（pro）renin receptor，TGF-β1の発現は，WKY-NS 群と WKY-ELS

群では WKY-ELS 群が有意に高く，SHR-NS 群と SHR-ELS 群でも SHR-ELS 群が有意に高かった。

angiotensinogen，AT1 receptor も WKY-NS 群と WKY-ELS 群では WKY-ELS 群が有意に高く，

SHR-NS 群と SHR-ELS 群でも SHR-ELS 群が有意に高かった。さらに（pro）renin receptor や AT1 

receptor の下流シグナルとされる ERK1/2，p38 MAPK についても，リン酸化 ERK1/2，リン酸化

p38 MAPK 及び p38 MAPK の下流に存在する HSP27 のリン酸化が WKY，SHR ともに normal salt

群より excessively low salt 群において有意に上昇していた。 

左室における線維化面積は，WKY，SHR ともに excessively low salt 群が有意に増加し，心筋細

胞径においても WKY，SHR ともに excessively low salt 群が有意に増加していた。 

【考察】 

本研究では，収縮期血圧は WKY 及び SHR ともに excessively low salt 群では低下せず，心拍数は

WKY，SHR ともに excessively low salt 群において有意に高値であることが示された。その機序と

して，血漿 RAS 及び交感神経の活性化に焦点を当てた。高濃度 angiotensin II が AT1 receptor を刺

激し血圧を上昇させ，高濃度 aldosterone も血圧を上昇させる。さらに交感神経の活性化が血管の α-

adrenergic receptor と心臓の β-adrenergic receptor を刺激し，末梢血管抵抗の増大と心拍数の増加

により極端な低塩食にしても血圧を維持したと考えられた。しかし，極端な低塩食が交感神経を活性

化するメカニズムの解明には至っていない。 

次に心臓組織において WKY，SHR ともに excessively low salt 群の（pro）renin receptor と TGF-

β1が強発現及びリン酸化 ERK1/2 のレベルが上昇していた。すでに（pro）renin receptor は renin

や prorenin と結合し ERK1/2 を活性化させ，TGF-β1とともに組織の線維化を促進することが報告

されている。以上の結果から，極端な低塩食が心臓組織における線維化を促進した可能性が示唆され

た。また AT1 receptor は， p38 MAPK の活性化や TGF-β1 の発現を刺激し線維化が促進されるこ

とが報告されており，本研究でも極端な低塩食により心臓組織におけるリン酸化 p38 MAPK のレベ

ルが上昇していたこと及び TGF-β1 が強発現していたことから線維化が促進されたことが示唆され

た。 

また，心エコーにて WKY，SHR ともに excessively low salt 群の IVS の肥厚を認め，さらに病理

学的にも WKY，SHR ともに excessively low salt 群で細胞径の拡大を示したことから，心臓組織に

おける（pro）renin receptor や AT1 receptor が，その下流シグナルである ERK1/2 及び p38 MAPK

を活性化し心肥大を惹起した可能性が示唆された。 

【結論】 

極端な低塩食は血漿 RAS 及び交感神経副腎系の活性化を介し，心筋障害を惹起するメカニズムが

明らかになった。 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

申請者 岡本千尋は，極端な低塩食が血漿 renin-angiotensin-system（RAS）及び交感神経副腎系

を活性化させ，心臓組織の（pro）renin receptor 系と angiotensin II（AT1）receptor 系を介して心

筋障害を惹起することを明らかとした。本研究の成果は，循環器病学の発展に少なからず寄与するも

のと認める。 
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