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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
アルドステロンは、腎臓の上皮性ナトリウムチャネル（ENaC）の発現を促進させて体内に塩分を取り込むこ

とで、水を体内に留めるとともに血圧の維持においても重要な役割を果たしている。このアルドステロン- ENaC

系による Na+調節機構は水生生活を営む魚類では見つかっていなかったため、この機構は原始両生類の陸上進

出という進化的イベントにおいて重要な役割を果たしたと考えられている。しかしながら、我々ヒトを含む四

肢動物が、進化の過程で一体いつ、どのような環境下でこの塩分調節に必須のシステムを獲得し、さらにその

システムの破綻が高血圧症などの疾患へとつながったのかは解っていない。肺魚類は、系統学的に我々四肢動

物に最も近縁な硬骨魚類であり、乾季になると夏眠と呼ばれる乾燥への適応行動をとることが知られている。

そこで、本研究では、肺魚の陸生化とも言える夏眠行動に着目し、肺魚においてアルドステロン－ENaC系の存

在を探索するとともに、陸生適応におけるこのシステムの役割について調べた。 

 アフリカ肺魚（Protopterus annectens）の鰓や腎臓の cDNAを用いて、アルドステロン受容体（MR）と ENaC

の相同遺伝子を探索した結果、肺魚の MR遺伝子に加えて、ENaC α-, β-, γ-サブユニットの各遺伝子配列を

魚類で初めて決定することに成功した。また、肺魚に加えて、ヒト、アフリカツメガエル、キンギョの血中ア

ルドステロン濃度を EIA 法により測定した。キンギョの血中には測定可能なレベルのアルドステロンは検出さ

れなかったのに対して、肺魚ではヒトの約 1/2程度のアルドステロン（3.8 ng/dl）が存在することが示された。

夏眠における腎臓の ENaC 遺伝子の発現変化をリアルタイム PCR 法により解析した結果、ENaC 遺伝子の発現は

夏眠期間に伴って有意に減少した。また、血中アルドステロンレベルも夏眠によって同様に減少した。この結

果は我々の予想に反したが、肺魚のアルドステロン－ENaC システムは夏眠下でよりも低 Na 環境である淡水飼

育下において活性化していることが新たに示唆された。本研究によって、肺魚類は四肢動物と同様のアルドス

テロン-ENaCシステムによる Na+調節機構を有しているが、その使われ方は四肢動物とは異なっていることが示

唆された。アルドステロン- ENaCシステムと疾患との関連性は、この使われ方の違いに起因する可能性が考え

られる。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
In tetrapod, adrenal cortical hormone, aldosterone, plays a major role in the renal Na+ homeostasis by regulating 

expression and activity of an epithelial sodium cannel (ENaC). It is thought that the aldosterone-ENaC system evolved 
with the emergence of the tetrapods, because the presence of both aldosterone and ENaC has not thus far been 
demonstrated in fishes. Lungfish, an archaic group of fish belonging to the class of lobe-finned fish (Sarcopterygii), are 
recognized as the closest living relatives of terrestrial tetrapods among fishes. They overcome the dry season by estivating 
in subterranean mud cocoons for several months without water. In this study, we explored genes of ENaC and 
mineralocorticoid receptor in African lungfish, Protopterus annectens, and investigated effects of estivation on renal 
ENaC expression and plasma aldosterone level. We successfully cloned ENaC and MR from the lungfish. Phylogenetic 
analysis showed that cloned three subunits (α, β, γ) of ENaC belong to each subunit group of tetrapods. Gene expression 
of ENaC α-subunit was detected in the gill, kidney and rectum, which are known as osmoreguratory organs. Functional 
plasma aldosterone concentration was detected in the lungfish kept in freshwater (FW), but not in gold fish. Unexpectedly, 
artificial estivation (EST) for 8 weeks decreased plasma aldosterone and renal ENaC expression.  
   Our results indicate that lungfish already possess the Na+ regulating mechanism mediated by aldosterone and ENaC in 
the kidney, but the system is likely functional in aquatic environment than in the terrestrial estivating condition. This 
suggests that lungfish conducts a different Na+ regulation from teleost fish of ray-finned fish lineage. 
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