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マダイにおける大豆油粕主体無魚粉飼料への

タウリン添加効果の組織学的検討

天野俊二1.鈴木伸洋1，*.松成宏之2.岩下恭朗1，3.山本剛史3

Histological Observation on the Hepatopancreas of 

Fingerling Red Sea Bream Pagrus mα70r Fed Defatted Soybean Meal 

Based Non四FishMeal Diet Supplemented with Taurine 

Shunji AMANol， Nobuhiro SUZU阻 1，* ， Hiroyuki MATSUNARI2， 

Yasuro IWASHITA1，3 and Takeshi Y，品仏MOT03

Abstract: To examine the effect of soybean meal and taurine on the histology of the 

hepatopancreas in red sea bream Pagrus major， a feeding experiment was conducted. Three diets， 

control fish meal-based diet (FM)λ， defa飢tt民edsoybean meal based no∞nト吋イ-fi宣is油hmeal diet (例NFM)and 

NFMc∞on此lta叫m凶lIng0.2お5%taurine (刷NFM+τ司)， were fed to red sea bream (approximately 9 g in BVi乃
for 6 weeks and hepatopancreatic histology was investigated. In自shfed diet NFM， hepatocytes 
were atrophied， and atrophied adenocytes， degenerated勾rmogengranules and red blood cells 

were observed in exocrine portion of the pancreas. Furthermore， a certain improvement of 

these degenerative features were found in NFM+T fed fish. The results suggest that taurine 

supplementation wi11 be effective for mitigation of histological degeneration in the hepatopancreas 
by feeding NFM. 

Key words: Pagrus mαior， Hepatopancreas; Soybean meal; Taurine 

海水魚のマダイ Pagrusmαiforでは大豆油粕 (SBM)

を主体とした飼料を給与すると飼育成績が低下し，さ

らに長期間給与すると肝臓が緑色を呈する緑肝症を生

じることが報告されている(高木 2007;竹内 2010)。

また， SBM主体飼料給与時のニジマスの肝臓では，

胆汁生成不良を示唆する肝細胞の萎縮が認められる

(Yamamoto et a1. 2007;岩下 2007)。魚類の肝臓は，

吸収された栄養物質の蓄積，解毒，造血および抗体

産生などの重要な機能を担っている(日比谷 1982)。

2012年5月15日受付;2012年8月17日受理.

したがって， SBM主体飼料を給与したマダイにおい

ても肝臓の組織変性に伴い，肝機能が低下することで

成長不良を生じる可能性が考えられる。しかし，マダ

イにおける肝臓の詳細な組織学的検討はなされていな

しミ。

また，マダイでは， SBM45%配合の低魚、粉飼料を給

与した際にタンパク質の消化吸収率が魚粉主体飼料給

与時に比べて劣ることが報告されている (Biswaset 

a1. 2007)。マダイの肝臓は肝障臓を形成しており， ij華

1東海大学大学院生物科学研究科 (GraduateSchool of Bioscience， Tokai University， Shimizu， Shizuoka 424-8610， 

]apan). 
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Fisher匂sResearch Agency， Tamaki， Mie 519-0423， ]apan). 
*連絡先 (Correspondingauthor): Tel， (+81) 54-334-0411; Fax， (+81) 54-337-0239; E-mail， nobuhiro@scc.u-tokai.ac必 (N.
Suzuki). 
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臓組織の大半は醇臓外分泌部である(小栗 1991)。醇

臓外分泌部の腺細胞ではトリプシンやキモトリプシン

などのタンパク質の分解を促進する消化酵素が生成・

分泌され，それらは腸管における栄養物質の消化吸収

に関与している(池田 1977;小栗 1991)。このため，

SBM主体飼料給与時の魚類の消化吸収メカニズムを

明らかにするには醇臓外分泌部の状態についても検討

する必要がある。しかし 海水魚では SBM主体飼料

給与時における惇臓外分泌部の詳細な組織学的検討は

なされていない。

一方， Goto et a1. (2001)および、Takagiet a1. (2006) 

は， SBMや濃縮大立タンパク質 (SPC) を主体とし

た無魚粉飼料を給与したマダイでみられる成長不良

はタウリンを添加することで改善されることを報告

している。マダイをはじめとした海水魚ではタウリ

ン要求量が高いことが知られているが(竹内 2008)， 

大豆油粕にはこれが全く含まれていない(竹内

2010)。これらのことから， SBM主体飼料を給与した

マダイでみられる成長不良は飼料中におけるタウリン

をはじめとした栄養物質の欠如が要因である可能性が

考えられる。さらに，タウリンを添加した魚粉主体飼

料を給与したマダイでは，皮膚組織が厚くなることよ

り，タウリンは細胞増殖に関与する可能性が示唆され

ている (Katoet a1. 2012)。しかし， SBM主体飼料給

与時のマダイで生じる成長不良の要因，およびタウリ

ン添加効果の解明につながる組織学的検討は行われて

いない。

そこで，本研究では SBM主体の無魚、粉飼料がマダ

イの肝拝臓組織に及ぼす影響および SBM主体無魚粉

飼料へのタウリン添加が同組織に及ぼす効果について

それぞれ組織学的検討を行った。

材料および方法

試験飼料

試験飼料の組成を Table1に示す。魚、粉を主体とし

た対照飼料 (FM区)と飼料用加熱処理済み SBM(日

清丸紅飼料杜)により魚粉を完全に代替した無魚粉飼

料 (NFM区)，およびこの無魚粉飼料にタウリン(和

光純薬工業)を0.25%添加した飼料 (NFM+T区)を

それぞ、れ作製した。 NFM区および NFM+T区では

FM区に比べて不足する必須アミノ酸を補足した。

供試魚および飼育条件

近畿大学より購入したマダイ (Pagrusmajor)稚魚、

を三重県の増養殖研究所南勢庁舎に搬送後，容量5001

の塩化ピニル製水槽に収容し，約 2ヵ月間市販の配合

飼料(おとひめ; 日清丸紅飼料)を 1日3回飽食する

Table 1. Formulation and proximate composition of the 
experimental diets for red sea bream 

FM NFM NFM+T 

Ingredient (wet weight basis) 
羽司1Itefish meal 45.50 

Defatted soybean meal 8.00 71.50 71.50 

Taurine 0.25 

羽Theatflour 15.00 5.00 5.00 

α-Starch 9.55 6.25 6.25 

Ca(H2P04)z . H20 2.00 2.00 2.00 

Pollock visceral oil 10.00 10.00 10.00 

Vitamin mix1 1.00 1.00 1.00 

Choline chloride 0.90 0.90 0.90 

Vitamin E (puri匂T50%) 0.10 0.10 0.10 

Ascorbic acid calcium 0.20 0.20 0.20 

Mineral mix2 1.25 1.25 1.25 

Cellulose 6.00 0.30 0.05 

Feeding stimulant3 0.50 0.50 0.50 

EAAmix4 1.00 1.00 

Proximate composition (dry matter basis) 

Crude protein (%) 39.8 36.5 36.7 

Crude fat (%) 15.4 12.7 13.4 

1 Vitamin mixture containing: vitamin B1 1.8 g， vitamin B2 3.0 g， 
vitamin B6 1.2 g， vitamin B12 3.0 mg， niacin 12.0 g， Ca-panωtenate 
3.0 mg， inositol 60.0 g， biotine 180.0 mg， folic acid 450 mg， 
p必凶nobenzoicacid 1.5 g， vi句minK3 1.5 g， vitamin A 1200，000 IU， 
vitamin D3 1200，000 IU/100 g premix. 
2 Mineral mixture containing: NaCl 4.0 g， MgS04・7H2060.0 g， 
Fe-citrate 10.0 g， Ca-lactate 14.0 g， trace element mixture 4.0 g， 
cellulose 8.0 g. Trace element mixture ingredients (mg/100 mg): 
ZnS04・7H2035.3 mg， MnS04・4H2016.2 mg， CUS04・5H203.1mg，
KI03 0.3 mg， CoC12 • 6H20 0.1 mg， c吃llulose45.0 mg/100 g prモ江由c
3 Feeding stimulant: proline， 354; alanine， 232; inosine 5' 
-monophosphate， 414 (mg/g premix). 
4EAA mixturモingredients:lysine HCL 31.5 g， methionine 42 g， 
phenylalanine 6.5 g， valine 5.8 g， cellulose 14.2 g/100 g premix. 

まで給与したものを供試魚、とした。

飼育条件

試験には1001の塩化ピニル製水槽を用い， 1水槽に

つき24尾(平均魚体重9.0g) 収容し，水槽内にはく

み上げた砂ろ過海水を 1分間当たり約 31注水した。

試験期間中の各水槽の水温は20.0::!::0.3
0

Cであった。

FM区は 2水槽， NFM区および NFM+T区は 1水槽

設置し，水槽ごとに試験飼料をそれぞれ10日間与えて

予備飼育をした後， 6週間の本試験を行った。試験飼

料は 1日2回， 1週間に 6日間， 8:00 と 16:00~こ手撒

きで飽食量を給餌した。

サンプリング方法

試験終了後，供試魚、は解剖前に48時間絶食させた

後，各試験区の水槽から 3個体をランダムに採取し，

乙フエノキシエタノール(和光純薬工業)で麻酔して

魚体重を測定後，開腹して肝障臓と腸管の後部をそれ
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ぞれ摘出した。摘出した臓器は速やかに10%中性緩衝

ホルマリン (pH7ム和光純薬工業)で固定した。

組織標本の作製方法

ホルマリン固定した臓器は常法に従いエタノール系

列で、脱水後，パラフインに包埋し， 5μmの切片を作

製した。切片はマイヤーのヘマトキシリン・エオシ ン

染色を施して光学顕微鏡で観察した。

肝細胞の核径と細胞質径の計測および解析

肝醇臓組織は顕微鏡デジタルシステム Moticam2000

(島津理化)を用いて肝細胞の核長径と細胞質長径を

計測した。なお，反復区のある FM 区は 1個体あた

り150細胞の核長径と 100細胞の細胞質長径を， NFM 

区と NFM+T区は 1個体あたり 300細胞の核長径と

200細胞の細胞質長径を計測した。なお，核長径は径

の一番長い部分を，細胞質径は核を通り径の一番長い

部分をそれぞれ径の長さ として計測した。計測結果は

試験区間の平均値の差を比較するため， 一元配置の分

散分析を行い，有意差が認められた場合には Tukey-

Kramer法を適用して各試験区間の有意差検定を行っ

た。有意水準は危険率 5%以下伊豆0.05) とした。

Table 2. Growth performance of red sea bream fed the 
experimental diets 

FM1 NFM NFM+T 

Initial BW (g) 9.1:t 0.1 8.9 8.8 

Final BW (g) 27.0:t 0.1 17.1 24.5 

Weight gain (% ) 197.4:t 3.2 90.7 177.3 

Feed efficiency ratio 98.4:t0.6 80.2 68.6 

1 Values are mean (担 ~2).

Fig. 1. Histological sections of mucosal folds of the distal intestine of red sea bream fed the experimental diets 

(HE-stained). a， fish fed diet FM; b， fish fed diet NFM. c， fish fed diet NFM +主
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市吉 果

飼育成績および緑肝症の発症の有無

各試験区の終了時の平均魚体重を Table2に示す。

NFM区は， FM区に比べて明らかに成長が劣ってい

た。 NFM+T区は，FM区の成長に及ばないものの，

NFM区に比べると成長は改善されていた。一方，

肝体重比は FM区で1.65%に対して NFM区1.17%，

NFM+T区1.08%といずれも FM区より有意に低い値

伊豆0.05)であったが， 一般的に SBM主体飼料給与

時のマダイにみられる緑肝症は当該試験においては肉

眼的には認められなかった。

腸管後部組織

FM区では，粘膜上皮細胞の遊離表面には微械毛が

認められ，微械毛下には細胞膜の飲作用で生じた取り

込み消化空胞が存在した。取り込み消化空胞下には楕

円状の粘膜上皮細胞の核が存在し，ヘマトキシレンに

染色された。粘膜上皮には大型で杯状または楕円状の

粘液細胞が存在した (Fig.la)。粘膜固有層の基底部

は，結合繊維からなる撤密層で構成され，轍密層の結

合組織にはエオシン頼粒がみられた (Fig.2a) 0 NFM 

区および NFM+T区では FM区と同等の組織像を

示し，組織変性は認められなかった (Figs.lb， lc， 

2b， 2c)。

肝臓組織

FM区の肝細胞は，細胞質がエオシンに鮮明に

好染し，細胞質内は空胞様構造で占められていた

(Fig.3a)。核の形状は球形ないしは楕円形で，ヘマト

キシリンに好染して，仁が明瞭に確認された。肝細胞

Fig. 2. Histological sections of the lamina propria of submucosa of the distal intestine in red sea bream fed the 

experimental diets (HE-stained). a， fish fed diet FM; b， fish fed diet NFM. c， fish fed diet NFM + T 
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Fig. 3. Histological sections of hepatocytes in the hepatopancreas of red sea bream fed the experimental diets 
(HE-stained). a， fish fed diet FM， magnified figure shows nucleus; b， fish fed diet NFM， magnified figure shows 

nucleus; c， fish fed diet NFM + T， magnified figure shows nucleus. Bars of magnified figures = 5μm. 

同士は密に接した状態で索状構造を形成し，索の間隙

には赤血球を有する毛細血管が存在していた。

NFM区の肝細胞は，細胞質がエオシンに濃染さ

れ， FM区に比べて細胞質全体が暗い。肝臓組織全体

では細胞質の小型化に伴い肝細胞の索状構造に乱れ

が生じていた (Fig.3b)。肝細胞の核は形状が不均一

で，多くの核でヘマトキシリンに濃染して萎縮してお

り，核崩壊を起こしているものも認められた。肝細胞

の核長径および細胞質径は FM区に比べて有意に小

さかった (Table3)。

NFM+T区では，肝細胞の細胞質は FM区と同様に

エオシンに鮮明に好染した。肝細胞の核は，一部で

核萎縮が認められたが，肝臓組織全体では多くの核が

NFM区に比べてヘマ トキシリンに好染し，仁も明瞭に

Table 3. Nuclear and cytoplasm size of hepatocytes of 
red sea bream fed the experimental diets 

FM1 NFM2 NFM+ザ p

Nucleus (μm)3 4.67:t 0.2a 3.82:t 0.1 b 4.15:t 0.2c < 0.001 

Qぺopl回m(μm)315.53:t 0.8a 12.43:t 0.6b 14.3⑪:t0.3C <0.001 

1 n = 6， mean of 150 cells for nucJeus and mean of 100 cells for 
c戸oplasm.
2 n = 3， mean of 300 cells for nucJeus and mean of 200 cells for 
cytoplasm. 
3Values with the same superscript within the same row are not 
significantly different (P> 0.05). 

確認できた (Fig.3c)。肝細胞の核長径および細胞質径

は， NFM+T区では FM区に比べて有意に小さかった

が， NFM区に比べて有意に大きかった (Table3)。
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Fig. 4. Histological sections of exocrine portion in the pancreas of red sea bream fed the experimental diets 
(HE-stained). a， fish fed diet FM; b and c， fish fed diet NFM; d，日shfed diet NFM + T. 

牌臓タ十分泌部組織

FM区では，外分泌部の腺細胞の細胞質はヘマトキ

シリンに鮮明に好染し 外分泌部の円柱立方上皮細

胞の丈は高く，腺細胞同士は密に接した状態で均一に

配列していた (Fig.4a)。腺細胞の核は細胞質の基底

部側に存在し，形状は球形または楕円形で，ヘマトキ

シリンに好染し，仁が明瞭に確認できた (Fig.5a)。

また，細胞質内にはエオシンに好染するチモーゲン頼

粒が認められ，血管内には多数の赤血球が確認された

(Figs. 4a， 5a)。
NFM区では，腺細胞の核および細胞質ともにヘマ

トキシリンに濃染し，円柱立方上皮細胞の丈は FM

区に比べて低く，細胞質の小型化に伴い腺細胞聞には

空隙が生じ，腺細胞の配列が著しく乱れていた (Figs.

4b， 5b)。一部の腺細胞では核濃縮が認められた

(Fig.5b)o NFM区全体では，細胞質内にみられるチ

モーゲン頼粒が FM区に比べて相対的に少なかった

(Figs. 4b， 5b)。また，醇臓外分泌部の血管では赤血

球の量が FM区に比べて相対的に少なかった (Figs.

4b， 4c)。

NFM+T区では，腺細胞の細胞質は FM区と同様

にヘマトキシリンに好染し，腺細胞聞には空隙が生

じていたものの NFM区に比べてその空隙は狭く，

腺細胞の配列の乱れはほとんど認められなかった

(Figs. 4d， 5c)。腺細胞の核はヘマトキシリンに好染

し，仁が明瞭に確認できた (Fig.5c)。また，腺細胞

の細胞質内には NFM区に比べてチモーゲン頼粒が多

く認められ，血管内には多数の赤血球が確認された

(Fig.4d)。
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Fig. 5. Histological sections of adenocytes of exocrine portion in the pancreas of red sea bream fed the experimen-

tal diets (HE-stained). a， fish fed diet FM， magnified figure shows nucleus; b， fish fed diet NFM， magnified figure 

shows nucleus; c， Fish fed diet NFM + T， magnified figure shows nucleus. Bars of magnified figures = 5μm. 

考 察

大豆油粕 (SBM)主体飼料給与時のマダイで生じ

る成長不良はタウリンを添加することで改善するこ

とが報告されている (Gotoet al. 2001; Takagi et al. 

2006)。本研究では給餌期聞が 6週間と短期間であっ

たが， SBM主体の無魚、粉飼料 (NFM区)にタウリン

を0.25%添加した NFM+T区では，成長が FM区に及

ばないものの， NFM区に比べて明らかに改善される

ことが確認された。以下では NFM区および同飼料へ

のタウ 1)ン強化がマダイの飼育成績に及ぼす影響を主

として肝障臓の組織学的観察結果から考察する。

SBM主体飼料を給与したニジマスの腸管では粘膜

上皮の大型空胞変性な らびに粘膜固有層基底部での椴

密層の結合組織の増生をはじめとした組織変性を生じ

ることが報告されている (Ostaszewskaet al. 2005;岩

下ら 2007)。しかし，本研究では NFM区のマダイの

腸管にニジマスに認められるこのような組織変性は認

められなかった。

一方で、， NFM区のマ ダイでは肝臓組織の肝細胞

に萎縮が生じていることが確認され， 一部の肝細胞

では核濃縮を起こしていた。SBM主体飼料および濃

縮大豆タンパク質 (SPC)主体飼料を給与したニジ

マスでは，肝細胞が萎縮することが報告されており

(Ostaszewska et al. 2005;岩下ら2007)，SBMを30%

配合した飼料を給与したヨーロッパヘダイ Sparus

aurataの肝臓でも肝細胞が萎縮すること が報告され

ている (Robaina1995)。本研究においてもニジマス

やヨーロ ッパヘダイと同様に SBMがマダイの肝臓組
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織に影響を及ぼすことが明らかになった。魚類の肝臓

組織における肝細胞の萎縮は，飼料中の栄養不足によ

るものと，肝細胞の栄養代謝不良が原因で生じるもの

とが知られている(江草ら 1975)。大豆油粕には魚類

の体内の栄養代謝をはじめとした生理機能に影響を及

ぼす抗栄養因子 (ANF)が存在することが知られてい

る (Franciset a1. 2001;渡遺 2009)。また，大豆 ANF

である大豆サボニンや大豆イソフラボンを添加した

SPC主体飼料を給与したニジマスでは SBM給与時と

同様の肝細胞の萎縮が生じることが報告されている

(岩下ら 2010)。これらのことより， NFM飼料給与時

のマダイで認められる肝臓の組織変性は， NFM飼料

ではマダイのタウリンの要求量を満たしていないこ

と， SBMに含まれる ANFが影響を及ぼしているこ

と，またはそれら両方が要因で生じている可能性が考

えられる。

一方，本研究では NFM区の全観察個体で醇臓外分

泌部の腺細胞の細胞質に萎縮が認められ，腺細胞内

のチモーゲン頼粒の量は FM区に比べて相対的に少

なかった。魚類における醇臓外分泌部の腺細胞の細

胞質の萎縮および腺細胞内のチモーゲン頼粒の減少

は，飢餓状態などの重度の栄養失調に起因するとい

われている(日比谷 1982)。本研究における検鏡観察

では NFM区の醇臓外分泌部において血管内の赤血球

の減少が認められた。魚類では，醇臓外分泌部の腺

細胞でリバーゼやトリプシン，アミラーゼなどの消

化酵素の生成・分泌がおこなわれ，腺細胞内に存在す

る消化酵素は，チモーゲン頼粒として認められる(日

比谷 1982;小栗 1991)。醇臓外分泌部で産生された醇

i夜は，醇管の役割を担う血管を通して腸管前部に分泌

され，腸管での栄養物質の消化吸収に関与する(池田

1977;小栗 1991)。一方で、， SBM 459も配合の低魚粉飼

料を給与したマダイでは，タンパク質の消化吸収率が

魚粉主体飼料給与時に比べて劣ることが報告されてい

る (Biswaset a1. 2007)。これらのことより， NFM飼

料を給与したマダイでは醇臓外分泌部の腺細胞におけ

る醇液の生成量の減少に伴い，タンパク質をはじめと

した栄養物質の消化吸収能力が低下している可能性が

考えられる。

マダイをはじめとした海水魚はタウリン要求量が

高いため， SBMなどの植物性原料を配合した飼料で

は，タウリン不足からなる飼育成績の低下を避ける

ため，タウリンを強化する必要がある(竹内 2008)。

Matsunari et a1. (2008) は，マダイにおいてカゼイン

主体の無魚粉飼料ヘタウリンを0.1%添加すると，タ

ウリン無添加のカゼイン主体飼料給与時より，成長が

良好であることを報告している。本研究ではタウリン

を0.25%添加した NFM飼料をマダイに給与すること

で NFM区に比べて飼育成績が改善し，醇臓外分泌部

の腺細胞の萎縮および腺細胞内のチモーゲン頼粒の減

少等が改善されていることが明らかになった。

一方で、， NFM+T区では一部の肝細胞で核萎縮が認

められ，肝細胞の核と細胞質径も FM区より小さかっ

た。ブリ Seriolaquinqueradiat，αでは高配合の SBMお

よび SPC主体飼料にタウリンを4.5%添加しでも魚粉

と同等の成長が得られないことが報告されており，そ

の要因のーっとして大豆 ANFの影響が挙げられてい

る(竹内 2010)。これらのことより， SBM主体の飼

料を給与したマダイにおける生理障害には，栄養欠乏

に加えて大豆 ANFが影響を及ぼしていることが考え

られる。このため， SBMがマダイの生理機能に及ぼ

す影響を明らかにするためには，タウリン等の栄養物

質を強化して，栄養不足の要因を除去した上で， ANF 

の影響を別途検討ーする必要があると考えられる。

要約

加熱処理済みの大豆油粕を主体とした無魚粉飼料

(NFM) を給与したマダイの肝梓臓に及ぼす影響なら

びに同飼料へのタウリンの添加効果について組織学

的に検討した。 NFM区の肝醇臓では，肝細胞の核と

細胞質に萎縮が認められ，また醇臓外分泌部では腺細

胞の細胞質の萎縮，チモーゲン頼粒および赤血球の減

少が認められた。タウリンを添加した飼料区では肝醇

臓における萎縮変性が改善された。 以上のことより，

NFM飼料給与時のマダイで生じる肝醇臓組織の変性

の軽減にはタウリン添加が有効であることが示され

た。
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