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ブロイラーにおける共生腸内微生物群の役割*

Y.LAN * M.W.A.VERSTEGENキ ¥S.TAMMINGA*ネ and B.A.WILLIAMS *著

沢 敏 一 1 ・悶名網祥阿部英雄 3 ・戸塚耕:二 4 共訳

概要

消化管内に楼息する微生物群とブロイラーの健

康との関係を理解するために総説をまとめた。月号内

微生物群の発達，共生微生物議と消化機能の際係，

病原菌に対ーする鶏の競合排除における腸内微生物

の役割および飼料へのプレバイオテックス添加に

よる賜内微生物群の調節について利用可能な，~育報

を要約した。ブロイラーが成長するに従い腸内の援

勢な微生物群はより複雑になる。優勢な細菌群の確

立は，飼料および宿主に関連する諸斐阪によって影

ける。館料中のプレバイオテックスは，細菌

群をブロイラーの健康に有益で無害の細菌の方向

に調節することができる。腸内の共生微生物は，

合排除として知られるプロセスによって鶏の消化

管内病原闘の定着閉止に重要な役割を演じている。

結論としてp やがて来たる抗生物質館料添加物の禁止

とブロイラーの腸の健康維持への必要性のジレンマ

は，代稼方法探究に著しい興味を作り出した。プレ

バイオテックスのような飼料成分によって腸内

微生物群を健康な方向に調節することはそのよい

解決方法であろう。

1 .はじめに

速い成長速度を目指したブロイラーの選抜は，動

物の成長の需の消化管の発達に思いがけない変化

をもたらし，ときには，その他の何らかの負の影響¥

剖えば代謝障害，免疫力の低下，病原菌iこ対する
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の了泳を得た。

感受性の増大のような影響も生じる (Tottori ら，

1997)0 このような成長の速い動物に対して，飼料

への治療量以下の抗生物賓の使用が健康と生産性

の改善をもたらすことが一般に認められている。

しかし，そのような添加物もいくつかの予期せぬ

結果をもたらしてきた。例えば，抗生物質耐性病原

菌の出現の噌加について報告がなされてきた (van

der WaaijとNor・d，2000)。恐らくそのよう

公衆衛生に対する深刻なマイナスの影響がある

かもしれない (Shea，2003) 0 

ブロイラーの賜および盲腸内控と粘膜表面は，細菌

および{むの微生物の定者の主要な部位である。抗生

物質の存在は消化管の生態系を変える。ブロイラー

飼料への治療量以下の抗生物質の使用は，恐らく腸

内微生物設の安定性に影響し (OhyaとSato，1983) ， 

腸の乳酸梓菌 (Lαctobacillus)のI指数を減少させる

(Engbergら， 2000; Ane Knarreborg， 2002)。

において，抗生物質的糾添加物使用の

禁止は，共生微生物群の健康への役訴を理解する

ことに興味を高めつつある O 栄養と健康における腸内

微生物の役割を理解することは，将来の持続可能性

を達成し，家禽生産の効率と環境阪の許容性を改一言き

するとで憾めて重要である。 2容認されない化学物質

(例えば，抗生物質)の代替を目的としたアブコローチは

特に必要とされる。腸内微生物群の発達，共生微生物

訴と消化機能の院の関係，病原菌に対する鶏の競合

排除への腸内微生物の役割および飼料へのプレ

バイオテックス添加による腸内微生物群の調節に

ついての研究結果がこの総説でまとめられた。

2 腸内徴金物の発達

ブロイラーにおいて腸内微生物議は，様々な微生

物種のコレクションからなっている。長年にわたり

共生剥H菌の評価と陪定は，伝統的な清養技術に基づ

いて行われてきた。細菌群のブーロファイルを得るた

めの培養技術は，意図せずにある磁の微生物を選択し，

0369-5247/ Il/Y500/ 1 ，;，命:文/JCOPY
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一方で他の穏を排!徐する。個々の微生物を培養する

ことの困難さに打ち勝っため近代的な方法では，

細菌群サンプルから抽出した微生物 DNAの特徴的

な性質を決定することによって微生物群構造を

分析する (A問 alahti ら， 2001 ; Tannock， 2001 

KnaITeborgら， 2002; Gongら， 2002; Lanら， 2002 ; 

van der Wielenら， 2002; Zhuら， 2002; HUl11eら，

2003 ;ZlmとJoerger，2003; Al11it-Rol11achら， 2004)。

そのような技術を使って，鶏の消化管内綿障の 90%が

以高官，知られていない種であることが糾明してきた

(Lanら， 2002)。

初期の培養に基づく研究は，鶏齢のような宿主要

留が富腸内締菌の組成に影響することを明らかに

した(MeadとAdal11s，1975)。それらの方法による

知見は，鶏の小腸，盲腸および大腸の通常の腸内微

生物議が解化後に発達することを示している。細街

は僻イヒfl寺(第1日)に消化管のどの部伎でも検出され

ないが，第3日までにはすべての消化管部位から棺当

の数の糞使性連鎖球菌 (faecalstreptcocdと大賜菌

型(colt(orm)が分離され(Bamesら， 1980; Coloeら，

1984) ，約2週部以内に小競内で微生物群が確立する。

小腸の微生物群は初めの 40日間，糞便性連鎖球菌と

大腸菌型に限定され，その後，乳酸梓陸(!actobacilli)

が優勢となる (Sl11ith，1965; Coloeら， 1984)。それに

対し，盲腸の微生物群はノト腸の場合と比べ遅れて

確立する。盲腸の微生物群の確立には 6~7 週間を

必要とする (Coloeら， 1984)。非常に多くの種類の

通性および偏性嫌気性細菌が高腸内で集落化する。

糞便性連鎖球菌，クロストリジウム (c!ostridia)， 

腸内細菌科 (enterobacteria)，ベディオコッカス

(pediococci) ，そして時には緑膿磁 (Pselldomonas

aeruginosa)が分織されてきた。雛が 1日間飼料を

摂取後，富腸内の乳駿梓菌の数は犠々であるが，

3 Sまでには機めて多数の細菌が消化管全体に存在

する。それらの種の多くは一時的なものであるが，

40日後には細菌叢は安定し，主に糞便性連鎖球菌，

大腸菌 (Escherichia coli) ， パクテロイデス

(Bacteroides spp.)および乳駿梓菌 (Lactob正7cillus

spp. )から構成されている (Bamesら， 1980; Coloeら，

1984)。

分子的評価の結果は増加する細鼠数に関して培養

技術で得られた観察と一致しているが，ブロイラーの

鶏齢が進むともっと複雑になる (vander Wielenら，

第 11号 (20 1 1年)

2002)。分子技術に基づく盲腸内容物の分析は，微生

物群について培養技術で得られた内容といくらか

異なることを示した。成熟したブロイラーについては，

クロストリジウムに関係する配列 (65%)が富婦で

検出された最も優勢な群で，その他の多く検出され

た配列はフソパクテリウム (Fusobacterium)(14%)， 

乳酸梓磁(8%)，パクテロイデス (5%)で、あった。パク

テロイデス群とどフィドパクテリウム・インファン

テイス (Bifidobacteriumiη(antis)亜群の各菌穏および

シュードモナス (Pseudomonasspp. )の配列は，それ

ぞれ全体の 2%以下で、あった。微生物議は由賜にも

している。回腸からの配列のほとんど 70%が乳酸

梓箇に関連しており，残りの多くはクロストリジウム

(11 %)，連鎖球菌(SfT叩 tococcus)(6. 5%)および腸球

弱(Enterococcus)(6. 5%)で、あった (Xiangら， 2002 ; 

Jiangrangら， 2003) 0若い雛(14臼齢以下)の場合，

小腸と吉腸に存在する主な穏は乳酸梓菌であった

(Al11it-Rol11achら， 2004)。これは伝統的な培養技術の

結巣と全く異なっている (Sl11ith，1965; Coloe ら

1984)。乳酸枠菌については，配列分析結果により

し、くらかの違いがある (Lanら， 2002;Zhuと Joerger，

2003 ; Al11it-Rol11achら， 2004)。これは宿主，環境

および飼料婆困によるのであろう (Apaj'llahtiら，

2001 ; van der Wielenら， 2002)。

要約すると，解化後の初期段措は，ブロイラーの

腸内微生物群の確立のための決定的な期間である。

この過程は僻化時のほとんど無磁の消化管環境から

出発している。リボゾーム DNA利用分子技術の進歩

により培養することなしに腸内容物と粘鰻サンプル

の種々の締臨集臼を同定することが可能となり，ブロ

イラーの消化に関わる細菌群の変化に対する銅料

成分の影響を観察する手助けとなる。

3. 共生腸内微生物の栄養素消

化，消化酵素および腸粘膜の増

曜との関係

微生物群はブロイラーの消化管全体に分布して

いるが，盲腸は嫌気性細菌ーの主裂な分布領域である

(Bamesら， 1980)0微生物の発酵作用の結果，

乳酸と短鎖脂抗畿を生じる。高腸内の微生物集団は

水の再吸収を刺激する (Mead，1989)。また，非蛋

白態窒素も逆儒苦手jの{動きによって盲腸に存夜する

かもしれない。そのような化合物は盲腸内の微生物
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によって分解されて取り込まれ(Braumと Campbell，

1989刈lead，1989)，尿中窒素として回収されるかも

しれなし、 (Mattocks，1971)。

消化管の締菌作用は鶏の栄養素利用性に影響する。

消化管微生物の多くはエネルギーを必要とし消費

する。このことは治化管の細菌の作潟は鶏の栄養素

利用性に影響する。エネルギーは通常，飼料に由来

するので，微生物は鶏にとって利用できるエネル

ギーのし、くらかを使うことになる。また，微生物叢

は矩鎮脂紡酸の形で、エネルギーを康生することに

より宿主の鶏に利援を与える。加水分解できないオ

リゴおよび多糖類の発酵からの短鋲脂肪酸の遊離

は，そうでなければ利用されない余分のエネルギー

を鶏に供給し，飼料要求主与を改善することを意味す

る。このことはエネルギーを制約するような高繊維

飼料を鶏に与えているときに特に当てはまる

(Hegdeら， 1982; Muramatsuら， 1991)。 しカ冶し，

飼料エネノレギーが動物自身にとって容易に消化で

きる基質の形で供給されている場合，消化管微生物

設の存在によってエネノレギ一利用効率は掠下する

だろう。微生物叢は街主の酵素と基質に対し競合す

る(Muramatsuら， 1994)。そこで，微生物の存在は，

飼料の代謝エネルギー (ME)値を改善;するか制限す

る。通常飼育の雛においては，微生物叢:がエネノレ

ギーの一部を自分の代謝に使用するため，消化され

たすべてのエネルギーは必ずしも成長に利用され

ない(Furuseと Yokota，1984b)。このことは，腸内

微生物議はある飼料成分の消化に有益な影響があ

るかもしれないが，宿主による MEの利用性に負の

もあり得ることを示唆している。従って，活性

的な消化管微生物叢を有する雛は維持のためのエ

ネルギー要求量が治加することが予想される。

月号内微生物群も餅料のアミノ酸の泊化に影響する。

遠位回腸のメチオニンの残澄には無菌ブロイラー

と通常銅育のブロイラーの陪に差がみられなかっ

たりしかし，腸内細菌はブロイラーの腸管からの

L-2-ヒドロキシ-4ーメチノレチオ酪般の見掛けの吸収

率を有意に低下させる (Drewら， 2003)。高織維飼

料を給与したとき，通常飼育の鶏は無関織と比べて

内閲性アミノ酸を多く排池することを示した。この

ことは腸内でかなりの微生物によるアミノ酸合成

があることを示している (Parsonら， 1983)。有機物，

粗Il旨月15，デンプンとアミノ酸の糞での消化率，

蓄額および代謝エネルギーは，通常餌育の鶏に高度

にメチル化した柑1議ペクチン餌料を給与したとき

に減少した。高度にメチル化した柑橘ベクチン飼料

を無菌鶏に給与すると栄養素の糞での消化率と

素蓄積にほとんど影響しなかった (Langhoutら，

2000)。

消化管締菌の存在は消化酵素の活性に影響する。

この影響は，締菌の代謝最終産物，そして，その鶏

の月号粘膜の形態および腸の締抱の増殖への影響と

関係している (Palm巴rと Rolls，1983)0 例えば，ア

ルカリ性フオスファターゼの活性は無菌鶏と比べ

ると通常鯨育鶏の粘膜ホモジェネートの方が高

かった。しかし，酸性ブオスファターゼとイソクエン

酸脱水素酵素の濃度は2つのグループで向様であっ

た(Palmerと Rolls，1983)。無菌鶏と比べて通常餌

脊鶏では蛋白質分解活性が高まり，アミラーゼ活性

が抵下する傾向があった (PhilipsとFuller，1983)。

一方，銅料のプレバイオテックスは月号内微生物群へ

の影響を通してアミラーゼと全プロテアーゼ活性

を高める (Xuら， 2003) 0銅料のプレバイオテック

スによって刺激されたビフィドパクテリウムと乳

酸梓菌が酵素を産生したため，そのような腸内消化

酵素活性の上昇をもたらしたのかもしれない

(Sissons， 1989)。

飼料の組成，微生物議:さらに飼料と微生物設の開

の交互作用が月号の発達，消化管の粘膜の構造および

粘液の組成に影響する。そこで， Jl易管の機能の性質

が微生物議によって変化を受けるようにみえる。平

均的および高い蛋白質濃度の飼料が給与された場

合，すべての鵠区分の絶対および相対重量(体重 kg

当り)は，無蕗鶏に比べて通常朗育溺の方が

大きかった (FuruseとYokota，1984a; Muramatsuら

1988 ; Muramatuら， 1993)。腸内の蛋白質合成は，

容量比(%)および絶対比 (mg/体重 100g)のどちら

で見ても腸内微生物設の存在によって増加した

(Muramatsu ら， 1988)。発酵性炭水化物は腸重量

を増加させるが，このことは，正常な微生物議に

対する刺激作用と関係している (Komaiと Kimura，

1980 ; Goodladら， 1989; Muramatsuら， 1993)。後

腸内で微生物の発酵によってかなりの量の短鎖路

紡際交が康生される。盲賜内容物のほとんとかの陰イオン

は短鎖脂肪酸であり，主に酔酸，プロピオン酸および

酪較で、ある。短鎖詣肪酸が揚上皮締約の増殖を促進
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して，その結果，月号組織重量を増加させ，粘膜の形

態を変化させることが示唆されている (LeBlay， 

2000 : Fukunagaら， 2003)。動物の勝への短鎖脂肪

酸の成長艇激作用にはいくつかのメカニズムが含

まれている。管!控と全身性の甥鎖脂肪駿は，lI!l援の

グルカゴン様ペプチド 2(GLP…2)と回腸のプローグ

ノレカゴン mRNAの増加， グノレコース輸送体

(GLUT2)の発現および蛋白質の発現によって粘膜

の増殖を科激するが，これらはすべて潜在的に短鎖

脂肪酸一誘導による粘膜増殖を仲介する指号である

(Tappendenと11cburney，1998)。結腸内に注入した

短鎖脂腕酸の空腸への栄養性の影響は，一部はガス

トリンで仲介される (Reillyら， 1995)。ラットでは，

結腸に注入した短鎖脂肪駿は全身的に傍jし、て空勝

構造を改善し，空腸のガストリン濃度を高めるよう

に作用する。ガストリン受容体の遮新は空腸 DNA，

蛋白賓，腺儲細胞の増殖そしてガストリンに対する

短鎖脂肪酸の作用を出うたさせる。ガストリンの遮断

は短鎖脂肪酸で誘導される紙毛の高さ，あるいは腺

諮の深さの治加を減少させるものではない。 LeBlay 

ら(2000)は，低諜度 (0.05とO.1m11)の酪離が穏や

かに細胞増被安刺激することを報告した。 O.5m11 

では作用が見られないが， 1m11を超える酪酸では，

用量依存的に細胞増殖を阻害した。樹立細胞系では，

O. 05m11以上の酪畿は締砲の増殖を姐害した。粘膜

のコラーゲン性および非コラーゲン性蛋白質の合

成は両者とも酪酸によって料激された。そこで，館

料繊維の発鰐により庭生される酪酸が筋細胞に対

して分子レベルでの疫議的作用により賜の筋肉に

可能性がある。管腔の pHは， E5腸，近{立

結賜そして遠位結腸の S期(DNAが活発に合成され

る締胞活性期)締JJ包の比率と逆相関をしていた

(Luptonら， 1985)。経上皮の短鎖脂鵠酸の勾自己は結

腸上皮層の pHの勾配を発生させる。結胞外の pHの

制御は2つの見守々の微小領域の環境により生じる。即

ち，結賜腺窓(1尿器内!腔)と腺簡の結腸細胞に近接する

上皮下細胞の2つによる。上皮の構造とベクトノレ輸送

が一緒に{動いて遮切に調節された微小環境を作り出

すので，生理学的な短鎖脂肪畿の勾配は，分極化によ

る細胞外pH制御ると引き起こす(Chuと11ontrose，1995)。

生物としての存在として，消化管高IH菌は維持と成

長のために栄養素を必要とし，そのためいくつかの

利用可能な栄養素に対し宿主動物と競合する。しか

しながら，非消化性炭水化物を代謝するその特殊な

役割は，動物自身の腸内酵素によって来たすことが

できない。そこで，このことは，し、くつかの短鎖脂

肪般のような発酵最終産物が宿主動物に有益であ

るので，動物のエネルギー供給にとって助けとなる。

4. 飼料のプレバイオテックス

による楊丙微生物群の調節

腸内生態系は，宿主に影響を与える様々な機能を

遂行する栂めて多様な細菌細胞を含んでいる。腸内

微生物議，特に乳酸梓菌とビフィ j，'パクテリウムの

いくつかの特殊な成分は宿主への有議な効果に寄

与している。即ち， (1)腸の成熟化の促進， (2)腸の

統合性， (3)病原菌に対する措抗作剤および(4)免疫

の調節のような効果である (CarterとPollard，1971 ; 

BergとSavage，1975; T1askalova-Hogenovaら， 1980; 

τlaskalova-Hogenovaら， 1983; Tlaskalova-Hogenova 

G， 1994)。それに加えて，微生物議は競免疫のホ

メオスタシスの維持と炎症の坊止にかなりの役割

を演じているようにみえる (Powrie，1995)。若し

は銅料と水を通して外部環境から微生物を得て，こ

の微生物議は，間接的であるが，常に外の環境に隅

される。飼料は主!日菌群の構造に最も強し、決定国子で

あることが判明した。飼料の供給源と地域的な銅料

の変更はどちらも締菌学的なプロファイルを大き

く変化させるが，同ーの飼料給与ーを行った個々の農

場のプロファイルはお互いにほとんど違わない

(Ap吋alahtiら， 2001 ; Humeら， 2003)。そこで，飼

料成分によって微生物設を有害なものから容のな

い細菌に変吏させることは可能である (Gibsonと

Roberfroid， 1995; Gibson， 1998; Collinsと Gibson，

1999 ; 11cBainと11acFarlane，2001 ; Glunder， 2002 ; 

SchiffrinとBlum，2002) 0 rフ。レバイオテックスj

とは結腸内にすでに楼息している単一あるいは

怒られた数の細菌穫の増殖と活性を選択的に刺激

することにより有益な方向に影響を及ぼし，その結

果，宿主の健康を改善させる不消化性の食物成分j

と定義される (GibsonとRoberfroid，1995)。大腸に

入るどの食物成分もそれ故，潜在的にプレバイオ

テックスである。しかし，効果があるためには，発

酵の選択性が必須である。現在，注隠され，成功して

いるのは，不消化性のオリゴ糖類，特にフラクトース，

キシロース，ガラクトース，グルコースおよびマン
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ノースな含むものの使用である (Gibson と

Rober合oid，1995; Gibson， 1998)。オリゴ糖類と多

ビフィドバクテリアによって持異的に利用

される (Yazawaら， 1978)。ヒトに関してフルクト

オリゴ糖類 (FOS)のブレバイオテックスとしての

特徴はよく示されてきた (Gibson，1998)。ブロイ

ラーでは，腸内のビフィ Fパクテリウムと乳酸梓障

の数は，館料へのプレバイオテックス添加により1:1追

加した (Xuら， 2003)。館料中の大豆の可溶性炭水

化物は，E. tenellaに感染させた後，鶏の盲腸内溶物

の乳駿細菌生存数を土問加させた (Lanら， 2004)。

5. 消化管共生微生物の鰻入病

諒菌に 対 す る 競 合 排 除 の役誤

この総説では競合排除(competitiveexcJusion) J 

とは鴎粘膜表閣の付着部位の占拠，栄養素に対

する競合，あるいはパクテリオシンの放出により侵

入病原菌の定着に抵抗する治化管共生微生物によ

るあらゆる作用j と定義される。

解イヒしたばかりの雛は，腸内微生物群が確立する

前は特に病原菌の侵入に対して脆弱である。そのた

め，雛への成鶏の腸内微生物設を解化後の早い時期

に投与することが，家禽におけるいくつかの病原磁

感染を抑HjUする予防的な方法として世界的に応用

されてきた。この方法は数ト年前に導入された

(Weinackら， 1979)。成鶏の腸内微生物叢を使う微

生物学的i淡路は若い縦の病原菌への抵抗性を高める

かもしれないが，鶏齢の進んだ、雌鶏には効果がなし、か

もしれない(COlTierら， 1993)。若い雛では， IUW'l微生

物議の投与は IセrsiniaentelVcolitica (Soeljadi-Liemら，

1934)， Campylobacter斥tltSsubsp. jejlllli (Stem， 1994)， 

Sσ1ll7one!la typhimuriul11 (Mead， 2000)， Sa!monella 

kedollgoll (FelTeiraら， 2003)， Salmonella infantis(Goren 

ら， 1984)， Escherichia coli(Snoeyenbosら， 1982)およ

ひ(Listeriamonocyrogenes (Gorenら， 1984)のようなし、

くつかの病原菌種に対して有効で、あることが示さ

れた。競合排除製品の安全性と有効性は大規模な実

験で証明されてきた (Salvatら， 1992)。しかし

の方法は鶏チフスの実用的な持制のためには効果

がない (Silvaら， 1981)。健康な成鶏の腸内容物の

怒燭液あるいは嫌気的培養物に出来する競合引1:徐

製品を治療目的でなく，予防的処賓として使用する

ことは有効である (WatkinsとMiller，1983)。

いくつかの発酵性の炭水化物のような館料成分

は，腸内微生物議の増殖を刺激し，織の競合排除能

力を促進する (Schoeniと Wong，1994; Kubotaら，

2001 ; Lanら， 2004)。

共生微生物議あるいは投与された微生物議によ

る消化管内の病原菌の定者防止は，し、くつかの異な

るメカニズムによって達成されるO 第一に，話í~の消

化管に侵入する病原践は鶏に感染する前に上皮騒

を通過しなければならない。新たに鮮化した雛への

細菌群の投与は賜粘膜表面に付着する綿菌の早期

の定着を誘導し，微生物議のマットを形成して付着

する場所を占拠する (Soeηadiら， 1982; Stavricら，

1991)。さらに，洗浄した盲腸から新たに単離され

た米知の微生物鮮と株は，疎*性の性質を示し，防

御作用の効率をi認める (Stavricら， 1991)。第二に，

生来の細菌と侵入する病原菌の照の栄養素の競合は，

侵入病原菌の定着に対する制約関子である。第三に，

ある種の共生細菌は殺菌性あるいは静菌性物質を

産生する。最後に，内因性の微生物議は，宿主の防

御とホメオスタシスに関係するお11胞メカニズムを

調節する能力を有するようにみえる。それらの可能

なメカニズムのうち，最初のもののみが雛で証明され

るが，その的のものはさらに調査が必要である。

さらに，消化管は宿主が非常に密接にその環境と

接触している場所である。そのため，腸管関連リンパ

五回裁(gut-associatedlymphoid tissue : GALT)は， その

環境からの病原菌の侵入に動物が抵抗する最初の

防衛線である。 GALTはブロイラーの腸全体に沿って

分布している。 GALTはブロイラーにとって特異的な

抗体を作る重要な役割を演じている (Befusら， 1980)。

腸管に棲息する微生物群はそれらの免疫応答能を

刺激し，その結果， 1(ri主のi坊御メカニズムを強化する

ように!動く O また， Jl揚の乳酸菌は，ペプチド、グノレカン，

多糖類そしてタイコ酸のような締胞壁成分によって

免疫ijilJi般の性質を示す(Takahashiら， 1993; Hallerら，

1999)。そこで，ブロイラーの飼料にプレバイオテッ

クスの使用による乳酸菌数の増加は，生来の抗体レベ

ルをi認め，さらに免疫応答能を高める。自然の免疫

応答能へのプレバイオテックスの潜在的な効果およ

びブロイラー鮪料のプレバイオテックスによる抗生

物質の代替についてはさらなる研究を必要とする。

長い時間にわたって，ブロイラーは成長速度と飼料

摂取設により選抜されてきたが，その免疫系は弱い。
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やがて来たる抗生物質館料の禁止とブロイラーの

勝の健康維持の必要，~~主のジレンマは，代替方法探究に

しい興味を触発した。ブn レバイオテックスのような

飼料成分による腸内微生物群を健康な方向に調節

するのはよい解決方法であろう。
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