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Influencing Gut Health – via Nutrition

腸の健康への影響－栄養による

• Coarse particle size – Cereal grains such as corn or wheat for broilers should be ground 
coarser to stimulate a more ‘normal’ gizzard development and function

粗目の穀物粒度－ブロイラーの場合、トウモロコシや

小麦などの穀物の粉砕は、筋胃のより「正常な」発達と
機能を促すために粗くすべき

– Larger particle size  longer feed retention time in the gut

粒度が大きいほど→消化管内の飼料滞留時間が長くなる
– Helps release the starch entrapped in cereal grain cell

穀物細胞内に封入されているデンプンの放出を助ける
– Encourage more benefical bacterial fermentation in the caeca  drier litter

盲腸内で有用細菌による発酵を促進→乾いた敷料
– Smaller particles, larger surface area  too rapid feed passage in gut

粒度が小さいほど、表面積が大きくなる
→腸管内の飼料通過が速すぎる
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Influencing Gut Health – via Nutrition

腸の健康への影響－栄養による
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Aviagen’s Recommended Particle Size of Cereal Grains for Broilers :

ブロイラーの場合のAviagen社 推奨穀物粒度：

Age days 日齢 Particle Size 粒度
(mm)

0 - 7 0.9 – 1.1
7 - 21 1.1 – 1.3

21 to market 21から出荷 1.3 – 1.4



• Feed coarsely ground mash instead of fine mash 

目の細かいマッシュよりも粗目マッシュ飼料
– More benefical bacterial fermentation in the caeca 

盲腸内で有用細菌による発酵に有利
– Reduce intestinal stress

腸のストレス軽減
– Decrease gut passage rate ‐‐> improved gut health

腸通過速度減速→腸の健康改善

• If use pellets, good pellet quality is important– minimal amount of fines – high PDI ‐
decreases rate of gut passage ‐> improved feed efficiency (FCR)

もしペレットなら、品質が重要－粉量少なく－高PDI
－腸通過速度が遅い→飼料効率（FCR）改善
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• Use good quality ingredients, free of mycotoxins and anti‐nutritional factors. 
Mycotoxins can damage gut wall and increase inflammation and enteritis

良質な原料の使用、カビ毒と抗栄養因子フリー
カビ毒は腸管壁を損傷し、炎症と腸炎を増悪

• Use good and appropriate feed enzymes (eg. xylanase, phytase, protease) to breakdown anti‐
nutritional factors

抗栄養因子破壊のため、良質で適切な飼料添加酵素の
使用(例、キシラナーゼ、フィターゼ、プロテアーゼ）

• Avoid sudden change or swing of ingredients in diets as well as too frequent diet change as these can 
upset the bacterial population in the gut

腸内細菌叢を乱すことがあるため、頻繁な飼料の変更
だけでなく、飼料原料の急激な変更、変動も避ける

• Use of moderate levels of insoluble fibre (esp. in broiler breeders under feed restriction)

中程度レベルの不溶性繊維の使用

（特に、制限給餌中のブロイラー種鶏）
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Effects of Fibre Concentrate (Arbocel)* on post peak production & hatching 
performance in Broiler Breeders

ブロイラー種鶏におけるピーク後の産卵と孵化成績に
及ぼす繊維濃縮物（Arbocel)の影響

• Trial Design 試験設計：
– Ross 308 broiler breeders

ROSS308（チャンキー）ブロイラー種鶏
– 26,000 females & 2,600 males (3 replicates)

メス26,000羽とオス2,600羽（3反復）
– 33 weeks old / 6 month period

33週齢/6か月間
– Diets: corn‐soybean meal based

飼料：トウモロコシ大豆粕主体
– Control: 0.8% wheat bran

対照区：フスマ0.8%
– Trial treatment: 0.8% Arbocel instead of wheat bran

試験区：フスマの代わりにArbocel 0.8%

(M.T. Farran, EPC 2014)*(A commercial product by JRS, Germany)



Results

結果

• Use of CFC (Arbocel) improved hatchability of sampled eggs by 4.07% (p<0.05)

CFC（Arbocel）の使用は孵化率を4.07%改善
• Use of CFC resulted in 5.7 more saleable chicks per hen housed

CFCの使用は商品ヒナをヘンハウス1羽当たり5.7羽増加
• Extra profit per hen housed: USD $2.30

ヘンハウス１羽当たり利益増：2.3ドル

Group

区

Hen mortality
(%)

メス斃死率

Hatching Eggs/
Hen Housed

ＨＨＨＥ

Control 11.39 105.6

CFC＊ 9.44 109.4
＊ARBOCEL®



Different Groups of Gut Health Products
グループ別、腸の健康製品

Probiotics
プロバイオ
ティックス
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乳酸桿菌

Lactobacillus
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Each of these products have different properties

これらの製品にはそれぞれ異なる特性がある
• Improve gut integrity

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

有益なフローラを刺激または供給する
• Improve gut function

腸の機能を改善する
• 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
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Reasons for using these products

これらの製品を使用する理由

Important to chose 

the right product!

適正な製品を

選択するのが重要



– Probiotics プロバイオティックス
• Probiotics are live microbial feed supplements

プロバイオティクスは生きた微生物飼料サプリメント
• Which beneficially affect the host animal/poultry by

次の理由で宿主動物/家禽に好影響

– improving its intestinal microbial balance 腸内細菌叢のバランスを改善

– stimulating gut tissues 腸組織を刺激

– protecting against pathogens 病原体から防御
• There are different types of probiotics

異なるタイプの製品がある

– Lactic acid producers 乳酸産生菌

– Lactobacillus, enterococcus 乳酸桿菌、腸球菌

– Bacillus species バチルス属
– Othersその他 10

Gut health products
腸の健康製品



• Help regulate the microflora population in the gut

腸内細菌叢の菌数の調整を助ける
• Bacillus Bacillus products  ‐more and more people are using worldwide, esp. products containing 

Bacillus species (eg. B. subtilis)

バチルス製品－特にバチルス属（例、B.subtilis）を
含む製品は、世界的に多く使われるようになっている

• Can be used either in feed or added direct to poultry litter

飼料添加または敷料に直接混ぜて使われる

– Example of a commercial product:

市販製品の例
– “CLOSTAT” made by Kemin (USA)

Kemin社製“CLOSTAT”
– Product contains Bacillus subtilis, Silica and Sodium Propionate

製品はBacillus subtilis、シリカとプロピオン酸ナトリウムを含む
11

Probiotics
プロバイオティックス



Probiotics – Products Information

プロバイオティックス－製品情報

• Another popular product is “Poultry Star”, made by Biomin (can be used at Hatchery)

よく使われているその他の製品は、
Biomin社製“Poultry Star”（孵化場で使用可能）

• Poultry Star has 5 beneficial bacterial strains, (chosen/isolated from chicken* gut) all 
synergistically working together:

“Poultry Star”は相乗的に働く５種の有用細菌を
含んでいる（鶏の腸から選抜/分離）

Species 種 Origin 由来

Lactobacillus reuteri Crop そ嚢

Enterococcus faecium Jejunum 空腸

Bifidobacterium animalis Ileum 回腸

Pediococcus acidilactici Cecum 盲腸

Lactobacillus salivarius Cecum 盲腸

• Note:  Probiotics isolated from 
chicken are better than from pig 
or cattle.

注：鶏から分離された
プロバイオティックスは
豚や牛から分離された
ものより良い



PoultryStar® – Trial Benefits Claims
試験効果の宣伝文句

Growth promotion 発育促進

Pathogen control 病原体予防

Reduction of bacterial lameness incidence 細菌性脚弱発生の軽減

Clostridia クロストリジウム
 Necrotic enteritis 壊死性腸炎
 Gangrenous dermatitis 壊疽性皮膚炎

Salmonella サルモネラ
Campylobacter キャンピロバクター

Gut health - Control of dysbiosis 腸の健康-ディスバクテリオーシスの予防



14

• Organic acids 有機酸
– Work normally only in the foregut (crop, gizzard, duodenum)

通常、消化管上部（そ嚢、筋胃、十二指腸）のみで効く
– They work by stimulating beneficial flora and gut tissues

有用細菌叢と腸組織を刺激することによって作用する
– There are some encapsulated (protected) form of organic acids for activity further 

down the gut

消化管下部でも活性のある、カプセル化された
（保護された）形状の有機酸がある

– They can lower pH of gut  Improve fat and pigment absorption

腸内のPHを下げることができる
→脂肪と色素の吸収を改善する

Gut health products
腸の健康製品
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• Types of Organic Acids 有機酸のタイプ
– Lactic acid ‐ provides nutrients for other beneficial bacteria

乳酸－有用細菌の栄養となる
– Acetic, formic, benzoic acids – anti‐bacterial

酢酸、ギ酸、安息香酸－抗菌作用
– Butyric and propionic acids ‐ stimulate gut tissues

酪酸とプロピオン酸－腸組織を刺激
– (Pure butyrate is believed to be more effective )

（純粋な酪酸塩がより効果的であると
考えられている）

Gut health products
腸の健康製品
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• A product  ‐ a mono‐glyceride form of butyric acid product ("Silo Health 104" from Italy) 
has shown on farms to be effective in protecting gut lining and enhancing gut health

製品－モノグリセリドの酪酸製品（イタリアの「Silo 
Health 104」）は、フィールド評価では腸内層を

保護し、腸の健康を増強するのに効果的である
ことが示されている

• Blends of organic acids work better than single acid products ‐ A combination of organic 
acids, Medium Chain Fatty Acids (MCFA) and butyrate appears to be more effective than 
a single product.

有機酸の混合物は、単一酸の製品よりも優れて
いる － 有機酸、中鎖脂肪酸（MCFA）と酪酸の
組み合わせは、単味製品より効果的と思われる

Gut health products
腸の健康製品



Product Information – “SILOhealth 104”*

製品情報ー“SILOhealth 104”
• SILOhealth 104 is the result of numerous studies conducted in scientific collaboration 

with Guelph University (Prof. S. Leeson) and the Public Animal Health Institute “Bruno 
Ubertini” (Italy). 

SILOhealth 104は、Guelph大学（S.Leeson教授）

とPublic Animal Health Institute ”Bruno
Ubertini”（イタリア）との学術的協力の下行わ
れた多くの研究の結果である

• SILOhealth 104 is a synergic combination of short, medium and long chain 1‐Mono‐
glycerides.

SILOhealth 104は、短鎖、中鎖および長鎖の
1－モノグリセリドの相乗的効果の上がる
組み合わせである *Via di S. Bartolo a Cintoia, 104

50142 Firenze - ITALY
T +39 055 7332895
F +39 055 780676

Email info@silospa.com
www.silospa.com



Product Information – “SILOhealth 104”

製品情報－ “SILOhealth 104”
• SILOhealth 104 in broiler chickens, with a dose‐response dosage starting from: 0.05%, in the feed 

(according to supplier) can:

SILOhealth104はブロイラーの場合、用量依存性があり、0.05％
飼料添加から次の効果がある（メーカーによると）

– stimulate villi growth and tight junctions expression

絨毛の成長と密着接合の発現を刺激する
– repair lesions in gut mucosa caused by bacteria

細菌によって引き起こされた腸粘膜の損傷を修復する
– act as a barrier effect against pathogens and intestinal integrity

病原体に対するバリア効果として作用し、腸の健全性を守る
– increase significantly the intestinal surface for nutrients absorption

栄養吸収の場である腸の表面積を有意に増加させる
• With a dosage of 0.2‐0.3% of SILOhealth 104 in the feed :

SILOhealth104の0.2-0.3%飼料添加の場合：
– Can increase muscle mass of breast and thighs

胸とモモの筋肉量が増加する



Other Organic Acid Products

その他の有機酸製剤
• Other popular commercial products are:

その他のよく使われている製品は：
– "Salkil" (combination of propionic acids and buffered formic acid) (by KIOTECHAGIL, UK)

“Salkil” －プロピオン酸と緩衝能を持たせたギ酸との
組み合わせ（英国KIOTECHAGIL社製）

– "Salcurb RM Extra” ‐ 30% formaldehyde (by Kemin Inc, USA)

“Salcurb RM Extra”－30%ホルムアルデヒド
（米国Kemin 社製）

– "Fysal Fit‐4 Poultry" (Medium Chain Fatty Acids) by Selko (Nutreco, Europe)

“Fysal Fit-4 Poultry”－中鎖脂肪酸（欧州Selko社製）
– Galliacid or GalliNat (by Jefo, Canada)

Galliacid または GalliNat（カナダJefo社製）



• Prebiotics are non‐digestible feed ingredients that beneficially affect the host by 
selectively stimulating the growth and activity of beneficial bacteria in the ceacum
and colon, thus improving host health
プレバイオティックスは、盲腸と結腸内で選択的に有用細菌の
増殖と活性を促すことによって、宿主に有用に働く非消化性
飼料原料。その結果として宿主の健康を改善する

– Mannan‐oligosaccharides (MOS) is one example of prebiotics:
マンナンオリゴ糖（MOS）はプレバイオティックスの一例

• A type of yeast cell wall
酵母細胞壁の一種

• It works by blocking the attachment of E. coli, Salmonella spp. to the gut wall

腸管壁への大腸菌、サルモネラの接着をブロックする
ことによって作用

– Examples of branded prebiotic products :
市販プレバイオティックス製品の例

– Bio‐mos by Alltech Inc (USA)
– BgMOS® by E.W. Nutrition (USA)

20
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– (EO) are volatile oils obtained from plants or herbs by steam and/or water distillation. 

（EO）はスチーム蒸留及び/または蒸留によって
植物やハーブから得られる揮発性オイル

– Most EO consists of mixture of hydrocarbons, oxygenated compounds (alcohol, esters, aldehydes, 
ketones, etc.) and a small % of non‐volatile residues (paraffin, wax, etc.). 

大部分のEOは、含酸素炭水化物化合物（アルコール、
エステル、アルデヒド、ケトンなど）と、少しの不揮発性
残渣（パラフィン、ワックスなど）の混合物で構成

– EO have been widely proposed as alternatives to antibiotics because of their derived benefits and 
growth promoting

EOは、それらがもたらす有用な効果と成長促進作用
により抗生物質の代替物として広く提案されている

21
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Essential Oils (EO)

エッセンシャルオイル（EO)



– EO have been shown to increase growth performance and feed efficiency by increasing secretion 
of endogenous digestive enzymes, regulation of the gut microflora, immune modulation, and have 
anti‐viral, anti‐bacterial, and antioxidant properties

EOは、消化酵素の分泌増加、腸内細菌叢の調節、免疫調節、
および抗ウイルス、抗菌および抗酸化特性を有することにより、
発育成績および飼料効率を良くすることが示されている

– An example of EO products EO製品の例 : 
• Activo® : Composed of micro‐encapsulated essential oils (from secondary plant compounds), 

prebiotics, MCFA

Activo® ：マイクロカプセル化したエッセンシャルオイル
（二次植物化合物由来）、プレバイオティクスおよび
中鎖脂肪酸からなる

• Aviagen in Scotland, Hungary, Netherlands, Australia and USA are either regularly using Activo
in breeder feeds or are running trials.  Many production staff like this product.

スコットランド、ハンガリー、オランダ、オーストラリアと米国の
Aviagen社ではブロイラー種鶏に、定期的にあるいは試験的
に使用している。多くの生産スタッフはこの製品を好んでいる22
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BROILER FIELD DATA – of Activo, trialed by Aviagen*
ActivoのAviagen 社試験－野外ブロイラー成績

• Objective : To assess the effectiveness of liquid Activo in drinking water when used with no 
antibiotics.
目的：抗生物質なしで使用した場合の液体Activo飲水
添加の有効性評価

• Bird Number : 33,600 as‐hatched broilers in 2 houses (one house as a control and one 
house a treatment).
羽数：無鑑別33,600羽、2鶏舎
（１鶏舎が試験区、１鶏舎が対照区）

• Design : The data of PI, FCR and mortality were collected and compared between 2 houses.
試験設計：PI（生産指数＝PS)、FCRと斃死率のデータを
集計し、鶏舎間で比較

• Dosage : 250 mL./1,000 L from day‐32 to day‐39, consecutively.
用量：250ml/水1,000リットル、32日齢から39日齢まで
連続添加

*(2015 in Europe)



RESULTS : FCR AND PI*

結果：FCRと生産指数

*PI = Performance Index

対照区 試験区

1.77

1.72341

351



RESULTS : BIRD MORTALITY

結果：斃死率

対照区 試験区

斃死率5.25%

5.04%



RESULTS

結果
• The Activo supplement resulted in better FCR, PI and reduced mortality.

Activo添加によりFCRと生産指数が向上し、
斃死率が下がった

• A 10 points more for the treatment’s PI over the control.

対照区より試験区の生産指数は10ポイント良い
• A 5 points better in FCR of the treatment compared to the control.

試験区は対照区と比べるとFCRが5ポイント良い
• The treatment has 0.21% less mortality than the control.

試験区は対照区より斃死率が0.21%少ない
• Hence it seems that Activo does supports better health and better protection against pathogens in 

broilers .

それにより、Activoはブロイラー対して、良好な健康と
良好な病原体からの防御を提供すると思われる



• Must be given strategically & there is not one product to fit all systems

戦略的に与える必要があり、すべての飼育形態に
適合する単一の製品はない

• Understand when the gut is at risk of an imbalance, or when requires support:  Examples:

何時、腸がバランスを崩す危険があるか、何時サポート
が必要か知る：例えば：
1. During early gut development 初期の腸発達時

• Lactic acid producing bacteria 乳酸産生菌

• Organic acids 有機酸

2. During stressful periods ストレスの多い時

• Probiotics プロバイオティックス

• Organic acids 有機酸

3. Where medication is used 投薬しているところ
• Use probiotics to re‐populate the gut

腸で再定着させるためプロバイオティックスを使用 27

So, What & When to use Gut Health Products?

では、何時どのような腸の健康製品を使用するか？



• Use products at the right time in a bird’s life in the right manner
トリの生涯で適正な時期に適正な方法で製品を使用する

– Early in life 幼雛期

– 3‐5 days over a stressful event ストレスのかかる出来事の間、3-5日

– Consider via feed or water 飼料または飲水添加を考慮
• Remember gut health products would not compensate for poor management factors like:

腸の健康製品は、次のような不良な管理要因を補うものではない
ことを忘れない

– Poor brooding 育雛管理不良

– Poor water quality 水質不良

– Poor feed quality 飼料の品質不良
• They may not always give an improvement in FCR/yield but they may reduce antibiotic usage, 

improve litter quality, reduce foot pad lesions and improve gut robustness.
それらは、FCR /産肉量の改善を常にもたらすとは限らないが、

抗生物質の使用を減らし、敷料の状態を改善し、フット
パッドの病変を減少させ、腸管の強健性を改善し得る

28

Suggestions on Practical use of Products
製品を実際に使用するに当たっての提案



Conclusions

結論
• If the development of the gut and the establishment of a healthy gut flora population is disrupted, 

the gut will not function correctly as the birds grow

腸の発達と健康な腸内細菌叢の定着が損なわれた場合、
トリが成長したときに腸は正しく機能しない

• If the gut flora is compromised it is important to support its re‐establishment

腸内細菌叢が損なわれた場合、その再定着を促すことが
重要である

• Feed quality, particle size, feed form and composition, pellet quality play a major role in microbial 
balance and gut health

飼料品質、粒度、飼料形状と組成、ペレット品質は、腸内細菌叢
バランスおよび腸の健康に重要な役割を果たす

• Strategic use of gut health products will help in producing better gut microbiota, function and health.

腸の健康製品の戦略的使用は、より良い腸の微生物叢と機能
および健康を作り出すのに役立つだろう

Healthy gut – healthy birds  ‐ healthy performance 

健康な腸－健康なトリ－良好な成績



Thank You For Your Attention!
ご清聴ありがとうございました！

achang@aviagen.com


