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Why are we interested in the gut?

なぜ腸に興味を持つのか？

• Largest organ in the body

体の中で も大きい臓器
• Responsible for the break down of feed for optimal absorption of nutrients

適な栄養素吸収のための飼料の消化を担う
• It is one of the major interfaces between a bird’s immune system and the 

environment

トリの免疫システムと環境との間の主要な橋渡し役のひとつ
• Poor gut health can cost around US$0.11 per bird

腸の健康が悪いと、１羽あたり約0.11ドルの損失
• Gut health has a pivotal role in the efficiency of production

腸の健康は生産効率に重要な役割を果たす



• What is gut health?

腸の健康とは何か？
– Ability to defend against enteric pathogens

腸内病原体に対する防御能力
– Capacity to breakdown feed into constituent parts

飼料を基本成分まで分解する能力
– Ability to absorb all the digested nutrients

すべての消化された栄養素を吸収する能力
– Ability to tolerate normal fluctuations in gut conditions

腸の状態の正常変動を許容する能力

Gut health
腸の健康



• Gut health requires:
腸の健康に必要なものは：
– Optimal tissue development

適な組織の発達
– Optimal immune system development

適な免疫システムの発達
– Acquisition and maintenance of a favourable gut microbiota

有益な腸内微生物叢の獲得および維持

Gut health
腸の健康



Anatomy of the gut

消化管の解剖学
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• A specialised tube running the from beak to the cloaca

嘴からクロアカまで連続する、特殊化した管

• Divided into distinct regions with a specific role in digestion

消化における役割によって、異なる部位に区別される

Anatomy of the gut

消化管の解剖学



• Each region of the gut relies on the correct functioning of its
neighbouring regions
消化管の各部位は、その隣接部位が適正に機能して
いることに依存する

• Last few days of incubation is a key period for in ovo gut development
孵卵 後の数日間は、卵内での消化管発育の重要な期間
‐An indicator of poor in‐egg development is poor gut tone early in life

育雛初期の腸管の張りが悪いのは、卵内での発育不良の証

Anatomy of the gut

消化管の解剖学



The gut surface

腸の表面



Intestinal
mucus
腸粘液

Intestinal
contents

腸内容物

Villi
絨毛

Convection currents mix 
nutrients assisting absorption

対流が栄養素を
撹拌し吸収を助ける

Oxygen from villi blood  
supply released through 
diffusion into the mucus 

produces a mildly oxygenated 
environment

絨毛の血流供給から
放出された酸素が
粘液に拡散し、

微好気的環境を作る

The gut surface

腸の表面



• Villi development
絨毛の発育

• Growth is dependant on the presence of food in gut
発育は腸内の食物の有無に左右される

• Stimulated by the intestinal bacteria
腸内の細菌によって刺激される

• Growth inhibited by stress  
ストレスによって成長が阻害される

At hatch

孵化時

First 4/10 days

初の4-10日間

Mature cell turn over

成熟細胞の入れ替わり

Rapidly dividing cells Elongate the villi

急速に細胞が分裂して絨毛が伸びる

After brooding period rate of growth 
of the villi slows

育雛期が終わると絨毛
の成長速度は遅くなる

The gut surface

腸の表面



• Villi development

絨毛の発育

• Any stress during brooding will impact upon the development of the villi

育雛中のいかなるストレスも絨毛の発育に影響する
• Stressed birds have been found to have shorter villi (19% shorter) and lighter gut tissues

(26% lower) than healthy birds

ストレスを受けたトリは健康なトリに比べ、絨毛が19%短く、腸組織が
26%軽いことが分かっている

At hatch

孵化時

First 4/10 days

初の4-10日間

Mature cell turn over

成熟細胞の入れ替わり

Poor villi development 
during brooding means 
shorter villi in the adult

育雛中の絨毛の

発育が悪ければ、
成鶏の絨毛が短い
ことを意味する

The gut surface

腸の表面



• Impact of poor development 絨毛発育不良の影響

Poorly 
developed

発育不良
Shorter villi mean less surface 
area for absorption of nutrients

短い絨毛は栄養を

吸収する表面積が

小さいことを意味する

Less efficient gut

効率の悪い腸
Well 

developed

発育良好



Mature enterocytes: 
Tight junctions
成熟腸細胞：
密着接合

Beneficial bacteria promote these junctions by 
producing SCFA

有用細菌はSCFA（短鎖脂肪酸）を
産生しこれらの接合を促進する

Threonine is essential for optimal intestinal 
integrity and mucin production

スレオニンは、 適な腸健全性
およびムチン産生に必須である

Differentiating and  developing cells: 
Immature junctions and gaps in the 

surface 
分化中、発育中の細胞：

未成熟な接合と表面の間隙

Can expose the gut tissues to bacterial 
invasion

腸組織が細菌の侵襲を受けること
がある

Important that gut is supported through 
brooding period

育雛全期間、腸の健全な発育を
サポートすることが重要

The gut surface

腸の表面



• The villi are covered by a single layer of cells

絨毛は単層の細胞によって覆われている
• This barrier prevents bacteria entering the body 

このバリアは体内への細菌の侵入を防ぐ
• A loss of intestinal integrity can result in bacteria crossing the gut barrier

腸の健全性が失われると、腸管バリアから細菌が侵入すること
がある

Gut tissues
腸組織

Gut lumen
腸管内腔

Gut barrier
腸管バリア

Normal gut
正常な腸

Compromised gut
感染を受けやすい腸

Blood vessel 血管

The gut barrier

腸管バリア



• Gut function impaired, gut becomes inflamed with increased risk of further 
disease
腸の機能が損なわれると、腸が炎症を起こし、更に病気のリスク
が高まる

• Reduction in nutrient absorption
栄養吸収の低下
– Poor growth rates

増体の悪化
– Nutrient deficiencies

栄養不足

Failure of the gut barrier

腸管バリアの機能不全

Bacteria
細菌



• Opportunistic infections
日和見感染

– Necrotic enteritis

壊死性腸炎

– Gangrenous dermatitis

壊疽性皮膚炎

– Spinal lesions

脊椎病変

– Bacterial leg infections

脚の細菌感染

• Bacterial toxins can cause toxic shock in multiple organs

細菌性毒素は多臓器の毒素性ショックを引き起こすことがある

Bacteria
細菌

Failure of the gut barrier

腸管バリアの機能不全



Healthy gut

Failure of the gut barrier

腸管バリアの機能不全



End point of digestion

消化の終点
• Result of good digestion

良好な消化の結果

Caecal dropping

盲腸便

Faecal dropping

通常便

Associated with a 
balanced gut microbiota

バランスの良い腸内微生物叢
の場合



Disrupted gut function

腸機能の障害
• Result of poor gut function

腸機能悪化の結果

– Feed passage － Fatty and wet faeces

飼料通過 脂っぽい軟便

– Gassy caeca

ガスの多い盲腸

– All adds up to poor FCR and influences wet litter

すべてがFCRの悪化を招き、敷料の湿りに関係する

Associated with a 
disruption in the gut 

microbiota
腸内微生物叢の乱れに

関係



• Large community of bacteria living in the gut

腸内に住む細菌たちの巨大コミュニティ
– Communities vary in different parts of the gut

コミュニティは腸の場所によって異なる
– Communities change with the age of the bird

コミュニティはトリの週齢によって変わる
– Communities change with diet composition

コミュニティは飼料組成によって異なる
• Trillions of bacteria made up of 700‐800 species

700〜800種からなる数兆の細菌
– A mix of favourable and unfavourable bacteria

「善玉」と「悪玉」細菌の混合
• Plays a major role in animal health

動物の健康に重要な役割を果たす

Gut microbiota

腸内微生物叢



• Promotes the development and maintenance of the gut tissues

腸組織の成長と維持を促す
• Stimulates the development and maturation of the immune system

免疫システムの発達と成熟を刺激する
• Continuous stimulation of the gut flora ensures the immune system is in a constant 

state of readiness

腸内フローラの持続的な刺激が、免疫システムを常に準備が
できた状態にしている

• The microbiota moderates the immune response

腸内微生物叢は免疫反応を緩やかにする
– Tolerance to normal shifts in the gut environment

腸内環境の正常範囲の変化を許容
– Prevents overreaction of the immune system

免疫システムの過剰反応を防ぐ

Role of the gut microbiota

腸内微生物叢の役割



• Assists with digestion and provides beneficial metabolites to the host
消化を助け、有益な代謝産物を宿主に提供する

• Offers protection from gut pathogens
腸の病原体からの防御

– Competitive exclusion
競合排除

• Blocks receptor sites on the gut
腸のレセプター部位をブロック

– Competition for nutrients
栄養の奪い合い

– Production of inhibitory substances
阻害物質の産生

• Bacteriocins
バクテリオシン

– Natural antimicrobial compounds
天然の抗菌性物質

• Organic acids
有機酸

– Lower the pH
pHを下げる

Role of the gut microbiota

腸内微生物叢の役割

Blood vessel 血管



Development of the gut microbiota

腸内微生物叢の発達

Bare 
ground
裸地

Moss, grasses, 
ferns

苔、草、シダ

Small trees 
and shrubs

小さな木
や低木

Mature 
trees
成木

Pioneering 
species
先駆種

Succession 
species
継承種

Mature 
species
成熟種

Gut at hatch

孵化時の
腸

Any stress on the gut system can slow the rate of succession
消化器官にストレスがあれば、遷移速度が低下する可能性がある

Time 時



Gut microbiota

腸内微生物叢
• The microbiota of a chicken typically takes 7‐14 days however it can take longer

鶏の腸内微生物叢の定着には、通常7‐14日かかるが、それ以上かかることもある
– Pioneering species － Succession species － Adult microbiota

先駆種 継承種 成熟微生物叢

• During this maturation the microbiota can be disturbed leading to dysbacteriosis and/or wet 
litter.

このように成熟する間に、微生物叢が乱れて、ディスバクテリオーシス

（腸内細菌異常増殖症）と/あるいは敷料の湿りを引き起こすことがある

• If the development of the gut of a young bird is compromised the maturation of the 
microbiota is impaired

若いトリの腸の発育が損なわれると、微生物叢の成熟が損なわれる



Disruption of the gut microbiota
腸内微生物叢の崩壊

• Each portion of the pie chart 
represents one genus of bacteria

円グラフの各部分は、
細菌の1つの属

• Different bacterial communities 
in ileum and caeca of birds with 
differing gut health

腸の健康が異なるトリ
の回腸と盲腸における、
異なる細菌コミュニティ

• Overgrowth of bacteria seen in 
the poor caeca

不健康な盲腸に見られる
細菌の過剰増殖

健康な回腸

健康な盲腸

不健康な回腸

不健康な盲腸



• Shifts in microbiota are indicative of malabsorption
微生物叢の変動は吸収不良を示す

– Poor fat absorption  poor protein and sugar absorption
脂肪吸収不良→タンパク質と糖の吸収不良

– Fat, sugar and protein available in the caeca
盲腸で微生物が脂肪、糖とタンパク質を利用可能

– More nutrients for bacteria
細菌に、より多くの栄養を提供

Disruption of the gut microbiota
腸内微生物叢の崩壊



• Bacterial overgrowth
細菌の過剰増殖
– CO2, CH4, H2S produced
二酸化炭素、メタン、硫化水素の産生

– Toxic amines (irritates gut and causes growth depression)
毒性アミン（腸に炎症を起こさせ発育低下を引き起こす）

– Bile acid inactivation (impairs fat absorption)
胆汁酸不活性化（脂肪吸収を損なう）

– Cause an immune response resulting in a leaky gut
免疫反応を引き起こし漏れやすい腸になる

Disruption of the gut microbiota
腸内微生物叢の崩壊



• Leads to further disruption and intervention is needed to help 
rebalance the microbiota
更なる障害につながるので、微生物叢の再バランス
を助けるために、対応が必要

• Important to identify the cause of the issue to avoid reoccurence
再発を避けるために問題の原因を特定することが重要

Disruption of the gut microbiota
腸内微生物叢の崩壊



Factors affecting gut health

腸の健康に影響する要因
• Poor gut development

腸の発育不良
– During incubation － During brooding

孵卵中 育雛中
• Feed

飼料
– Quality － Feed form － Feed ingredients

品質 飼料形状 飼料原料
• Infection

感染
• Water quality

水質
• Environmental stress

環境ストレス

These factors can be synergistic 
and therefore can result in 
more severe intestinal upset 

when combined

これらの要素は相乗的で、

重なると、より重度の腸の

不調をもたらすことがある



Feed and nutrition

飼料と栄養
• Presentation and form

見た目と形状
– Poor pellet quality or excess fines can increase rate passage resulting in poor 

efficiency

不良なペレット品質または過剰な粉は、通過速度を速くさせ、
効率が悪くなることがある



• Content

成分
– Quality of raw ingredients

飼料原料の品質
– Different raw ingredients will influence the bacteria

飼料原料が変われば細菌に影響する
– Changes in nutrient density will alter the gut microbiota composition

栄養濃度の変化は、腸内微生物叢の組成を変化させる

Feed and nutrition

飼料と栄養



• Mycotoxins and biogenic amines

マイコトキシンと生体アミン
– Irritation of the gut resulting in inflammation and tissue damage

炎症および組織損傷をもたらす腸の刺激
– Shrinkage of villi

絨毛の収縮
– Shown to cause immunosuppression resulting in gut imbalance

免疫抑制を引き起こして腸の不均衡を引き起こすことが
示されている

Feed and nutrition

飼料と栄養



Feed and nutrition

飼料と栄養



Infection and the gut

感染と腸
• The gut can be put under pressure from both clinical and subclinical infections at all ages

腸は、すべての週齢で臨床的感染と不顕性感染の両方の圧力に
曝される
– Viral － Bacterial

ウイルス感染症 細菌感染症
– Coccidiosis

コクシジウム症



Infection and the gut

感染と腸



Infection and the gut

感染と腸



Water quality

水質
• Water quality

水質

– Can be a source of bacterial challenge

細菌の感染源となることがある

– pH and mineral content can influence the physiology of the gut

pHおよびミネラル含量は、腸の生理に影響を及ぼすことがある



• pH 9.16 with high organic material in water

pH9.16で、水中に有機物が多い場合

Water quality

水質



• Heat stress is a common issue around the world and it can cause poor gut 
function, immunosuppression and death.
ヒートストレスは世界中で共通する問題であり、腸機能の低下、
免疫抑制及び斃死を引き起こす可能性がある

Environmental stress

環境ストレス

Reduced blood in the gut results in less oxygen and build up 
of waste metabolites

腸内の血液が減少すると、酸素が少な
くなり、代謝性老廃物が蓄積する

Gut cells to become damaged which disrupts cell 
function
腸細胞に腸の機能を損なうような
ダメージが起こる

Results in tissue damage and destruction of 
the intestinal barrier
結果として、組織の損傷と腸管
バリアが破壊される



Heat stress and the gut

ヒートストレスと腸
• Gut function deteriorates and gut health is compromised 

腸の機能が低下し、腸の健康が損なわれる
• Gut walls become thin with a loss of gut tone and inflammation can be seen

腸の張りがなくなるとともに腸壁が薄くなり、炎症が見られることがある
• Failure of the gut barrier and increased risk of further disease

腸管バリアの機能不全と、さらなる病気リスクの増加



• Immunosuppression increases susceptibility to disease

免疫抑制は病気に対する感受性を高める
• Stress hormone released in the gut can cause an increase in E. coli growth

腸内に放出されるストレスホルモンは大腸菌の増殖を増やすことがある
• When the gut is stressed birds usually drink more

腸がストレスを受けると、通常、飲水量が多くなる
– Birds passing more water with increased rate of feed passage

飼料通過速度が上がり、トリはより多くの水を排泄する

– In feed anticoccidials will be diluted due to higher water intake

飼料中の抗コクシジウム薬は飲水量が多くなるので希釈されるだろう

– Greater risk of a coccidiosis outbreak which can cause further intestinal problems

コクシジウム症の発症リスクが非常に高まり、更なる腸の問題を
引き起こすことがある

• Any stressor on the gut has the potential to reduce gut function and impact upon performance

腸へのいかなるストレスも、腸機能を低下させ、成績に影響を
与える可能性がある

Other consequences of stress

ストレスの、その他の結果



Antimicrobials and gut health

抗菌剤と腸の健康

• Antimicrobials are used to treat enteric disease and bacterial overgrowth

抗菌薬は腸疾患および細菌の過剰増殖の治療に使われる
• What is the effect on the other members of the microbiota?

腸内微生物叢の他の菌種にどのような影響があるか？
– Antimicrobials do not just target pathogens

抗菌薬は病原体を標的にするだけではない

– Many beneficial bacteria are killed by antimicrobials

多くの有用細菌が抗菌薬によって殺される

– After antimicrobial therapy the gut is left disturbed

抗菌薬治療の後、腸の微生物叢は乱れたままになる

• This will have an impact upon subsequent gut function

それは、その後の腸機能に影響を与える



• When we treat with antibiotics we destroy the established bacterial community
抗生物質で治療すれば、定着した細菌コミュニティを破壊する

• This community then needs to be reestablished using direct fed microbials to restore the 
balance in the gut
この細菌コミュニティは、腸内のバランスを回復させるために、直接
微生物叢を与えて再定着させる必要がある

Impact of antibiotics on the gut

抗生物質の腸への影響

Mature 
species
成熟種



• Antibiotics slow the rate of development of the gut microbiota

抗生物質は腸内微生物叢の発達速度を低下させる
• Under normal circumstances this process can take 7‐14 days

通常の状況の場合、このプロセスには7‐14日かかる

Pioneering 
species
先駆種

Succession 
species
継承種

Mature 
species
成熟種

Gut at 
hatch
孵化時
の腸

Time 時

Impact of antibiotics on the gut

抗生物質の腸への影響



• In birds administered with antibiotics it will take much longer

抗生物質を投与されたトリではもっと長くかかる

• In some cases the mature microbiota never establishes and the gut remains immature

成熟微生物叢が定着せず、腸が未成熟のままになることもある

Pioneering 
species
先駆種

Succession 
species
継承種

Mature 
species
成熟種

Gut at 
hatch
孵化時
の腸

Time 時

Impact of antibiotics on the gut

抗生物質の腸への影響



• Direct fed microbials

微生物の直接投与

- Probiotics

プロバイオティックス

- Competitive exclusion products

競合排除製品

• Organic acids

有機酸

- Traditional

従来製品

- Protected

保護加工製品

Gut health products

腸の健康製品

• Prebiotics

プレバイオティックス

• Mannan‐oligosaccharides

マンナンオリゴ糖

• Phytobiotics/plant extracts

ファイトバイオティクス/植物抽出物

• Bacterial/Yeast fermentation products

細菌/酵母発酵製品



Each of these products have different properties

これらの各製品は異なる特性を持つ
• Improve gut integrity

腸の健全性を改善する
• Stimulate or provide a beneficial flora

有用細菌を刺激あるいは提供する
• Improve gut function

腸機能を改善する
• Inhibit pathogens

病原体を抑制する
• Reduce antibiotic usage

抗生物質の使用を削減する

Reasons for using these products

これらの製品を使う理由

Important to 
choose the right 

product
正しい製品を選択

することが重要



• On the farm gut health can be influenced from day 1

農場では、腸の健康は１日目から影響を受ける
– Get feed and water into the chick sufficiently

トリに餌と水を十分に与える
– Correct brooding temperatures

適正な育雛温度

– Provide gut health products to boost the early gut development and seed the gut

早期の腸の発育を促し、腸に細菌叢の種を蒔くために腸の健康製品を
提供する

• By doing this the gut development is optimal ensuring the birds are better 
equipped to cope with gut challenge

このようにすることで、腸の発育が 適になり、トリの腸の
困難に対処する能力が高まる

Gut health on the farm
農場における腸の健康



• Poor brooding set up make more watery or pasty droppings

育雛準備が悪いと、水気の多いまたはペースト状の糞便をする
– Not enough drinkers, high temperature

給水器不足、高すぎる育雛温度
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6 supplementary drinkers 
with 2 nipple lines for 2,000 
chicks
ヒナ2,000羽につき２ニップ
ルラインと6補助ドリンカー







• Fecal moisture scoring

糞便水分スコア

Source: ELANCO   出展：エランコ

吸水濾紙
（目盛り付き）

糞

水分リング：この距離を測っ
て水分の拡がりを確認

距離<0.5㎝：正常水分含量

距離>0.5㎝：軟便すなわち
ディスバクテリオーシス



• Day‐2
• ２日目



• Day‐3
• 3日目



• Fecal moisture scoring

糞便水分スコア
– If the litter box score rises above 20%, for two or more consecutive days, then the farm 

is at risk of wet litter due to dysbacteriosis.

糞便スコアが2日以上連続して20％を越えると、農場は
ディスバクテリオーシスによる敷料湿りのリスクに曝される

– If litter box score rises above 50%, for two or more days, then the litter is highly likely 
to become wet and immediate action is required, possibility in the form of antibiotic 
intervention.

もし糞便スコアが2日間以上50%を越えれば、敷料は非常に
濡れやすくなるので、現実的には抗生物質投与などの形で、
直ちに対応する必要がある



• Actual drinking simultaneously

実際の同時飲水
– 8chicks per nipple

ニップル当たり8羽
– 25chicks per supplementary drinker

補助ドリンカー1個当たり25羽
– Guide line : 12chicks/nipple + 100 chicks/supplementary drinker

ガイドライン：12羽/ニップル＋100羽/補助ドリンカー

8 chicks/nipple simultaneously
8羽/ニップル同時飲水

25 chicks/supplementary drinker simultaneously
25羽/補助ドリンカー同時飲水



• An example of chicks guard set up

チックガードの配置例
– 100chicks/supplementary drinkers with 3 nipple lines

3ニップルラインに100羽/補助ドリンカー

Setup for 2,000chicks



• Over risk periods

リスク期の管理

– Minimise the number of intestinal stressors at one time

一度にかかる腸のストレスの数を 小限に抑える

– Gut health products can help buffer the gut

腸の健康製品は腸を保護するのに役立つ

Competitive exclusion agents Probiotics

競合排除製品 プロバイオティクス

Organic acids

有機酸

– Following antimicrobial therapy

抗菌薬治療後
• Provision of probiotics and competitive exclusion products can help to recolonise the gut

プロバイオティクスと競合排除製品の投与は、腸の細菌叢を
再定着させるのに役立つ

Gut health on the farm

農場における腸の健康



• Important to characterise gut disturbances

腸の変調の特徴をつかむことが重要
– Redness of the mucosa

粘膜の赤味
– Wetness of the gut contents

腸内容物の湿り具合
– Tone of the gut wall

腸壁の触感張り

Gut health on the farm

農場における腸の健康



• Is there mucus present & what does it look like?

粘液があるか、また、どのような状態か？

– In the duodenum mucus is common

十二指腸に粘液があるのは普通

– In jejunum and ileum you shouldn’t see mucus

空腸と回腸では、粘液は見られない

• Is there feed passage?
通過中の飼料はあるか？

• Evidence of damage to the gut surface or coccidiosis?

腸表面の損傷やコクシジウム症の形跡はないか？

– Important to routinely check for coccidiosis lesions and oocysts in faeces

コクシジウム症病変と糞便中のオーシストを定期的にチェックする
ことが重要である

– Coccidiosis is an important cause of poor pigmentation

コクシジウム症は色素沈着不良の重要な原因

Gut health on the farm

農場における腸の健康



Any antimicrobial therapy will impact upon the 
gut flora and thus gut development

Ensure any antibiotic treatment is absolutely 
necessary!

抗菌剤治療は腸内細菌叢と腸の発育に
影響する

抗生物質処置は絶対必要な場合に限る
こと！

Subclinical and background 
challenges can cause a gut 

imbalance & affect gut function.

These must be understood and 
controlled

不顕性感染及び背後にある問
題点は腸のアンバランスの原因

になり、腸機能に影響する

これらを理解し予防しなければ
ならない

Water treatments will impact 
upon the gut flora

飲水処理は腸内細菌叢に影響
するだろう

Feed quality and 
composition plays a 

major role in gut 
health

飼料の品質と組成
は腸の健康に重要
な役割を果たす

Exposure to the correct gut 
flora early in life will assist gut 

development

育雛初期に適正な腸内細菌叢
に曝すことは腸の発育を助け

るだろう

Gut development starts in the 
egg

Optimal incubation conditions 
are critical

腸の発育は卵の中で始まる

適な孵卵コンディションが
極めて重要

Environmental conditions 
impact directly on gut 
stability and gut health

環境条件は腸の安定性と
健康に直接影響する

If the development of the gut and the establishment
of a healthy gut microbiota is disrupted the gut will
not function correctly as the birds age.

The key to maintaining gut health is to understand all
the influencing factors and supporting the gut
accordingly.

腸の発育と健康な腸内微生物叢の定着が損なわれ
ると、トリの日齢が進んだとき腸が正常に機能しない
だろう

腸の健康を維持するためのカギは、すべての影響
要因を理解し、それに応じて腸をサポートすること



Thank-you
有り難うございました

家きんの腸の健康－消化管内部の世界


