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Study of central insulinergic system on chick energy metabolism 
Jun-ichi Shiraishi 

(Department of Animal Science, Faculty of Applied Bioscience, Nippon Veterinary and Animal Science University) 
 

  1 
  2 

幼雛期の中枢インスリンシグナルとエネルギー代謝調節機構に関する研究  3 
  4 

白石純一 

（日本獣医生命科学大学  応用生命科学部動物科学科） 5 
  6 
１．はじめに  7 
動物の代謝調節機構を理解する上で、脳機能 8 

の果たす役割について検討を加えることは、今 9 
後さらに重要となると考えられる。とりわけ、 10 
初期栄養がその後の代謝調節機構に及ぼす影 11 
響に関しては、脳機能の発達や末梢器官との連 12 
絡などについて体系的に解析することが不可 13 
欠である。さらには、幼雛期の代謝調節機構は 14 
激変することもあり、孵化前後の栄養状態の把 15 
握が特に重要となる。  16 
  17 
２．摂食中枢と満腹中枢  18 
食欲の発生から摂食行動発現に至るまでの複 19 

雑な調節機構は、電気・化学的情報処理とそれ 20 
に関わる物質の解明に重点がおかれてきた 1)。 21 
摂食行動を制御する部位は脳であり、中でも視 22 
床下部にある視床下部外側野（ nucleus  23 
lateralis hypothalami: LH）が摂食中枢、視床 24 
下 部 腹 内 側 核 （ nucleus  ventromedialis  25 
hypothalami: VMH）が満腹中枢と考えられてき 26 
た。ニワトリにおいても哺乳類で確認されてい 27 
るように、VMH を電気的に破壊すると摂食行動の 28 
亢進が起こり、LH の破壊により摂食量は減少す 29 
る 2)。  30 
近年、これらの神経核以外の役割が明らかに 31 

される中で、様々な脳部位が摂食調節に直接・ 32 
間接的に関与していることが報告されている。 33 
とりわけ弓状核（nucleus arcuatus: ARC）には、 34 
代謝ホルモンであるレプチンやインスリンの中 35 
枢制御に重要とされるメラノコルチンシステム 36 
が存在する。末梢から分泌されるレプチンやイ 37 
ンスリンなどの液性シグナルは、メラノコルチ 38 
ンシステムを介し、LH や VMH に直接指令を出す 39 

ために ARC が注目を集めることになった。また 40 
ARC は、視床下部第 3 脳室の腹側域を占め、正中 41 
隆起（eminentia mediana: ME）や下垂体の近く 42 
に位置することから、LH や VMH のみならず中枢 43 
の広い範囲にニューロンを投射している。哺乳 44 
類においては、ARC ニューロンの投射域が広いこ 45 
とにより、肥満や体脂肪蓄積が導かれ、摂食制 46 
御に重要な神経核として ARC が注目されている 47 
3)。哺乳類の ARC 領域に相当する箇所に、鳥類で 48 
は 視 床 下 部 下 核 （ nucleus  inferioris  49 
hypothalami:  IH ） と 漏 斗 核 （ nucleus  50 
infundibuli hypothalami: IN）の二つの神経核 51 
が存在する。  52 
摂食行動の研究において古くは糖定常説のも 53 

と、血糖値あるいはそれに関連するインスリン 54 
を中心とした調査が数多くなされた。ニワトリ 55 
においても、インスリンは膵臓β細胞から分泌さ 56 
れ、その分泌は胚発生 5 日目からみられ、胚発 57 
生 2 週以降から分泌量は増加する 4,5)。インスリ 58 
ンの分泌は摂食と相互作用することも認められ、 59 
その生理作用は多岐にわたる 6)。哺乳類におい 60 
てインスリンは末梢組織への直接作用だけでは 61 
なく、中枢神経に作用することによってエネル 62 
ギー代謝を調節することが明らかとなり、中枢 63 
神経特異的な機能が注目されている 7-9)。一方、 64 
ニワトリにおいてもインスリン受容体（INSR） 65 
は中枢神経系に発現するが 10)、その生理的意義 66 
は十分に理解されていない。そこで幼雛期の摂 67 
食行動の調節における中枢インスリンの働きに 68 
ついて検討した。 69 

 70 
３．視床下部におけるインスリン受容体 71 
ニワトリの中枢における INSR の存在は、およ  72 
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 7 
  8 
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 10 
  11 
  12 
  13 
  14 
Figure 1.  Location of the hypothalamic ARC (IN, IH), VMH, LH and PVN in the chick brain 15 
and co-localization of α-MSH and INSR in chick hypothalamus.  Scale bar = 25 µm.  Reprinted 16 
from Ref. 11 with permission.  17 
  18 
  19 
そ 20 年前から知られていたものの、中枢性摂食 20 
行動の調節に関わるインスリンの役割とその受 21 
容体に関する解析は行われていなかった。そこ 22 
で摂食行動の調節に重要とされる視床下部領域 23 
における INSR の局在と、メラノコルチンシステ 24 
ムの構成要素であるα-メラニン細胞刺激ホル 25 
モン（α-MSH）産生ニューロンとの関連につい 26 
て免疫組織化学法を用いて調査した。その結果、 27 
IH、IN、LH、VMH などの摂食行動調節に重要と 28 
される諸神経核に両者の免疫陽性細胞が確認さ 29 
れた。中でも、IH および IN は液性シグナルを 30 
感受する第一の神経核であり、INSR がα-MSH 産 31 
生ニューロンと共局在する点は摂食調節におけ 32 
る両者の深い結びつきを示唆する(Fig. 1)11)。  33 
食物を摂取した場合、血漿インスリン濃度は 34 

上昇し、逆に空腹のときには低下する。末梢血 35 
液中から血液脳関門を介して脳内にインスリン 36 
が移行することや 12)、脳脊髄液のインスリン濃 37 
度は血中インスリン濃度に比例することが哺乳 38 
類において確認されている 9)。インスリンは末 39 
梢のエネルギー代謝情報を中枢に伝達するシグ 40 
ナルと見なされ、特に第 3 脳室（III: Third  41 
ventricle）と ME とに近接する ARC が、末梢血 42 

液および脳脊髄液のインスリン濃度を感知する 43 
部位と考えられている。哺乳類の ARC に相当す 44 
る部位である IH および IN において、α-MSH の 45 
前駆体であるプロオピオメラノコルチン（POMC） 46 
とアグーチ関連タンパク質（AGRP）の mRNA が 47 
集中的に発現することがニホンウズラとイエバ 48 
トで確認されている 13,14)。ニワトリヒナにおい 49 
ても、第 3 脳室近傍に位置する IH および IN に 50 
多数の INSR 免疫陽性細胞が確認されたことか 51 
ら、膵臓から分泌されたインスリンは、これら 52 
の脳部位に作用し、α-MSH などの摂食調節因子 53 
を制御する可能性が考えられた。  54 

 55 
４．中枢インスリンシグナルとメラノコルチン

システム 

プロホルモン転換酵素の作用によって POMC 56 
から生成されるペプチド群にα-MSH は属する 15)。 57 
MSH には、特異的受容体として 1~5 型の 5 種類 58 
のメラノコルチン受容体が同定され、各メラノ 59 
コルチン受容体は発現部位やメラノコルチンペ 60 
プチドに対する親和性が異なっている。メラノ  61 
コルチン 1 受容体（MC1R）は皮膚のメラニン細 62 
胞に局在し、皮膚の色素沈着に関与する。中枢  63 

!
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 5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
Figure 2. Schematic mechanisms of the 13 
central insulin induced anorexia in chicks.  14 
  15 
  16 
神経系に発現するメラノコルチン 3 受容体 17 
（MC3R）およびメラノコルチン 4 受容体（MC4R） 18 
は、摂食行動の調節に関与することが知られて 19 
いる 16)。鳥類のα-MSH を介した調節機構の解明 20 
に向けて、メラノコルチン調節系の構成遺伝子 21 
群のクローニングや、AGRP と POMC の IH および 22 
IN における発現が確認されている 13)。そこで、 23 
ニワトリヒナにおける中枢性インスリンがメラ 24 
ノコルチンシステムに及ぼす影響を調査した。 25 
その結果、ニワトリヒナの摂食量はインスリン 26 
の中枢投与によって用量依存的に抑制され、 27 
POMC の mRNA 発現量の増加とニューロペプチド 28 
Y（NPY）の mRNA 発現量の減少を導くことが示 29 
された。さらに、選択的 MC3/4R のアンタゴニス 30 
トとインスリンの同時投与によって、インスリ 31 
ンによる摂食行動の抑制は緩和されることが明 32 
らかとなった。これらのことから、ニワトリヒ 33 
ナにおける中枢インスリンの摂食抑制作用は 34 
POMC から産生される α-MSH が MC3R あるいは 35 
MC4R に作用することが主因であると考察され 36 
た(Fig. 2)17)。  37 
中枢神経特異的 MC4R 遺伝子欠損マウスは顕 38 

著な過食やエネルギー消費量の減少を引き起こ 39 
し 18)、MC3R 欠損マウスは過食を伴わない中程度 40 
肥満が認められることなどから 16)、MC3R および 41 
MC4R が食欲やエネルギー代謝に重要であるこ 42 

とが示されている。上述の結果から、ニワトリ 43 
ヒナにおける中枢インスリンによる摂食行動の 44 
調節は、哺乳類と同様にメラノコルチンシステ 45 
ムを介するものと推察される。  46 
 

５．中枢インスリン感受性 

産卵率や増体量など生産性向上の観点から、 47 
卵用鶏（Layer）および肉用鶏（Broiler）は育 48 
種選抜されてきた。その結果、Broiler の飼料 49 
摂取量は Layer に比べ約 2-3 倍多く、著しい発 50 
育速度を達成する 19)。インスリンの分泌は摂食 51 
行動と密接な関連があり、摂食量が異なる 52 
Layer と Broiler では、中枢性インスリンによ 53 
る摂食調節機構に違いがあるものと推察された。 54 
そこで、Layer および Broiler の摂食行動の調 55 
節における中枢インスリンの役割について検討 56 
した。  57 
Layer と Broiler ヒナの脳室内にインスリン 58 

を投与し、その後の摂食量に及ぼす影響を調査 59 
した結果、Layer において有意な摂食抑制作用 60 
を示したものの、Broiler では摂食抑制作用は 61 
認められなかった。間脳における INSR について 62 
検討したところ、自由摂食条件下の Broiler に 63 
おける ISNRの mRNA発現量およびタンパク発現 64 
量は Layer のものに比べて低いことが示された。 65 
さらに、血漿インスリン濃度は、Broiler で高 66 
く、間脳の INSR 発現量との間に負の相関が認め 67 
られた。  68 
これらのことから、Broiler ヒナにみられる

多食の一因は、Layer に比べて中枢神経におけ

るインスリン感受性が低いことが考えられ、高

インスリン血症状態による間脳 INSR 発現の相

違が関与しているものと推察された(Fig. 3)20)。 

 

６．日本鶏のメラノコルチンシステム 

日本鶏と外国鶏（主な商用鶏）の遺伝的背景

は大きく異なることが明らかにされている 21)。

すなわち、日本鶏の代謝調節機構は商用鶏とは

異なる可能性が考えられる。そこで、商用鶏作

出に用いられる白色レグホーン種（WL）、ロード

アイランドレッド種（RIR）、白色プリマスロッ 

!



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1.  Cumulative feed intake of chicks injected ICV saline or one of two doses of insulin.  
(A) layer chicks under ad libitum conditions, (B) broiler chicks under ad libitum conditions, (C) layer chicks 
under fasting conditions, and (D) broiler chicks under fasting conditions. Data are presented as mean ± SEM 
of n=5-8. Means with different letters at each time are significantly different at p < 0.05. Reprinted from Ref. 
20 with permission from Elsevier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 3.2.  Plasma insulin concentrations in 
each chick type under different feeding 
conditions.  The values represent mean ± SEM of 
n=5-6. Asterisks refer to the level of statistical 
significance (*, p < 0.05; ***, p < 0.001). Reprinted 
from Ref. 20 with permission from Elsevier. 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Figure 3.3.  Levels of hypothalamic insulin 
receptor mRNA expression in layer and broiler 
chicks under ad libitum or 24-h fasting 
conditions as determined by quantitative 
RT-PCR.  The values represent mean ± SEM of 
n=11. Asterisks refer to the level of statistical 
significance (*, p < 0.05; **, p < 0.01). Reprinted 
from Ref. 20 with permission from Elsevier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4.  Correlation between plasma 
insulin levels (arbitrary units) and hypo- 
thalamic insulin receptor expression levels 
(arbitrary units) in both chick types chicks 
under ad libitum conditions.  Values include 
correlation coefficients with P values. Layer chicks: 
closed circle, Broiler chicks: closed triangle.  
Reprinted from Ref. 20 with permission from 
Elsevier. 

ク種（WPR）および日本鶏（大軍鶏; OSM、烏骨

鶏; UKO および土佐地鶏; TJI）における初期発

育と中枢メラノコルチンシステムの関係につい

て検討した。その結果、孵化 10 日における飼料

摂取量ならびに増体量は WPR および OSM が他の

鶏種のものと比べて多かった。中枢メラノコル

チンシステムについてみると、MC3R の遺伝子発

現量は WPR で最も低く、OSM が最も高かった。

MC4R の遺伝子発現量では、WL と WPR で低く、TJI

が最も高かった。NPY 5R の発現量は WPR で最も

低かった。これらメラノコルチン受容体遺伝子

の発現量と 10 日齢時の飼料摂取量あるいは増

体率との間には負の相関が示された。このこと

は、メラノコルチンシステムは幼雛期の代謝調

節機構において重要な働きを示すとともに、外

国鶏とは異なる日本鶏特異的なメラノコルチン

システムを介する代謝調節機構が存在するもの

と考えられた(Fig. 4)。 

 

７．おわりに 

ニワトリヒナの中枢における INSR は、哺乳類と

同様に視床下部領域の摂食行動調節に重要で、

末梢からの情報が伝達される IH および IN にそ

の局在が認められた。このことは、インスリン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure 4.  The pictures of White Leghorn 
(WL), Rhode Island Red (RIR), White 
Plymouth Rock (WPR), Oh-SHAMO (OSM), 
Ukokkei (UKO) and Tosa-jidori (TJI). 

!

!

!

!



 
 

が解剖学的、機能的およびシステム的にも進化 1 
の過程において保持されていることが伺える。 2 
このインスリン様シグナル伝達因子は脊椎動物 3 
のみならず線虫などの下等な動物においても、 4 
その存在が知られており 22)、動物全般にわたっ 5 
てインスリンは重要な情報伝達物質であること 6 
が伺える。  7 
ニワトリヒナの中枢性インスリンはメラノコ 8 

ルチンシステムの POMC ニューロンを賦活化し、 9 
その後に産生されるα-MSH の働きによって摂食 10 
を抑制することが示された。インスリンと同様 11 
に末梢組織から分泌され、摂食エネルギー調節 12 
に重要なホルモンとしてレプチンが哺乳類にお 13 
いて知られている。ニワトリにおいてもレプチ 14 
ンの cDNA がクローニングされ、その塩基配列が 15 
報告された 23)ものの、そのレプチン遺伝子はニ 16 
ワトリゲノムデータベース上で存在が確認でき 17 
ないこと 24,25)、ニワトリおよび野鳥の血液中に 18 
レプチン活性が測定できないなど 26,27)、鳥類レ 19 
プチンの存在、さらにはその機能については今 20 
後の研究発展が望まれる。これに対してニワト 21 
リにおけるインスリンは末梢から分泌される液 22 
性飽食因子であり、末梢と中枢をつなぐシグナ 23 
ルとして重要なホルモンであることが示された。  24 
Layer と Broiler において、中枢インスリン 25 

の摂食行動調節が異なること、すなわち 26 
Broiler ヒナの中枢インスリン感受性は Layer 27 
ヒナに比べて鈍いことが明らかとなった。これ 28 
までの報告と照らし合わせると、Broiler ヒナ 29 
の高い血中インスリンが中枢インスリン受容体 30 
の発現を抑制し、その結果、インスリン感受性 31 
が低まることで多食を引き起こしているものと 32 
推察された。  33 
養鶏業における生産性の向上は、増体量や産 34 

卵率に着目した遺伝的および飼養管理技術の改 35 
良により達成された。しかしながら、この商用 36 
鶏の原種鶏の大部分は輸入に依存していること 37 
から、今後は原種鶏の輸入に対する対外的な問 38 
題に対応することも必要である。食糧の安定供 39 
給の観点、さらには今後の養鶏産業技術の繁栄 40 
においても日本鶏の特質に着目し、解析するこ 41 

とは重要な課題と考えられる。  42 
  43 
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母ドリの卵黄への IgY 取り込みの分子基盤 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 4 
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（名古屋大学大学院生命農学研究科） 5 
  6 
１．はじめに  7 
鳥類や哺乳類は母から子へ免疫因子を伝播 8 

させる「母子免疫機能」を備える。鳥類の IgY 9 
は哺乳類の IgG の機能的アナログであり、母ド 10 
リの血中IgYは卵母細胞内の卵黄に蓄積された 11 
後、孵卵後期に卵黄嚢膜を介して胚の循環血に 12 
流入し、免疫機能が未熟な孵化後のヒナを細菌 13 
感染等から防御する。すなわち、母ドリ由来の 14 
IgY は次世代ヒナの免疫機能の維持に必須の分 15 
子である。また、卵黄から抽出された IgY は抗 16 
菌活性を持つ飼料添加物や食品添加物として、 17 
あるいは研究用の検出試薬としても幅広く利 18 
用されている。  19 
母子免疫における鳥類の特殊性は IgY の輸送 20 

が２段階で進行する点にある。第１段階は母ド 21 
リの血液から卵黄への輸送過程、第２段階は卵 22 
黄嚢膜の通過、すなわち卵黄から胚への輸送過 23 
程である 1)。後者の仕組みは、2004 年に卵黄嚢 24 
膜で発現する FcRY 受容体が同定されて解決を 25 
みた 2)。前者の IgY が卵黄に輸送される仕組み 26 
は 1970 年代まで盛んに研究されていたものの、 27 
その後は新たな発見に乏しく、今なおその輸送 28 
機構は不明である。我々は、優れた抗原特異性 29 
を持つトリ IgY を母ドリから卵へ、卵から次世 30 
代ヒナへと高効率で伝播させることを目指し 31 
て、母ドリ卵黄への抗体輸送機構の解明に取り 32 
組んできた。現在までに、本輸送機構の全容解 33 
明には至っていないものの、各種の異種動物抗 34 
体や抗体断片さらには組換え型 IgY-Fc 断片と 35 
その変異体の卵黄輸送特性を解析することで、 36 
卵黄輸送量に影響する抗体側の構造条件が明 37 
らかとなってきた。本稿では、IgY が卵黄に効 38 
率的に取り込まれるために必要な構造条件を 39 

解説するとともに、IgY 輸送の鍵となる IgY 受 40 
容体の存在の可能性を考察する。  41 
  42 
２．IgY の輸送特性  43 
卵黄にIgYを輸送する特別な機構が存在す 44 

るのかは、明確な結論が出ていない。という 45 
のも、卵黄のIgY濃度は血液のIgY濃度と同等か 46 
やや高い（２倍前後）程度であり3)、毛細血管 47 
を漏出したIgYが卵母細胞膜近傍まで到達して、 48 
エンドサイトーシスさえ起こればその程度の 49 
卵黄IgY濃度には十分に達すると考えられてい 50 
るためである。しかし、抗体の中には卵黄に殆 51 
ど取り込まれないものがあることも報告され 52 
てきた4)。我々は、この事実を拠り所にして、 53 
「卵黄にはIgYを選択的に輸送する仕組みが存 54 
在する」との仮説をたて、IgYや各種の異種動 55 
物抗体を母ドリの血中に投与し、卵黄へ輸送さ 56 
れるために必要な抗体構造条件の解析を始め 57 
た5,6)。  58 
動物には小型で産卵能力に優れたウズラを用

いた。IgY をはじめとする様々な抗体や抗体断

片はジゴキシゲニン（DIG）で標識し、それらの

標識抗体をウズラの静脈中に投与した。その後、

ウズラが産卵した卵を経時的に回収し、その卵

黄中に取り込まれた標識抗体の量を ELISA 法で

測定した。その結果、投与した IgY は分解を受

けること無く卵黄に輸送され、投与後２日目に

最も IgY の輸送量が高くなり、その後は次第に

低下することがわかった（図１）。卵黄に輸送さ

れた総 IgY 量は投与した IgY の約 25％に達し、

血中の IgY を選択的に卵黄に輸送するシステム

の存在が強く示唆された。続いて、卵黄への効

率的な輸送に必要とされる IgY の構造領域を調



 
 

べるために、IgYを酵素分解したFc、Fab、F(ab’)2

の３つの IgY 断片をウズラに投与し、これらの

卵黄輸送量を測定した。Fc 断片は IgY と遜色な

い量が卵黄に輸送されたのに対し、Fc 領域を欠

いた Fab 及び F(ab’)2断片は卵黄への取り込み

量が著しく低下した（図２）。よって、IgY の Fc

領域が卵黄への効率的な輸送に必要不可欠な領

域であることが判明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
図１．ニワトリ IgY のウズラ卵黄への取り込み  11 
DIG 標識した 20 µg のニワトリ IgY（cIgY）を産

卵ウズラの翼下静脈に投与し、放卵された卵か

ら IgY を抽出した。(A) 卵黄に取り込まれた

cIgY量を ELISAにより測定した。値は平均値 ± 

SEM (n=4-7)。(B) 卵黄に取り込まれた cIgY の

ウェスタンブロッティングによる解析。R, 投与

前の cIgY; Y, 卵黄抽出物中の cIgY; HC, 重鎖; 

LC, 軽鎖。（文献 5 の転載許可を得た上で、改変

引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 
図２．ニワトリ IgY と各種ニワトリ IgY 断片の 13 
ウズラ卵黄への取り込み量  DIG標識した20 µg 14 
のニワトリ IgY（cIgY）、cIgY 断片（Fc, Fab,  15 
F(ab’)2）、単量体ヒト IgA（hIgA）を産卵ウズ 16 
ラの翼下静脈に投与し、６時間後に卵胞を摘出 17 
した。卵黄に取り込まれた投与抗体量を ELISA 18 
で測定した。値は平均値 ± SEM (n=5). a-c 異 19 
符号間に有意差有り(p＜0.05)．（文献 5 の転載 20 
許可を得た上で、改変引用）  21 
 

 

３. 組換え型IgY-Fc断片の作出 

卵黄輸送に必要な IgY の構造条件をさらに追 22 
求するには人工的に Fc 断片を作出するのが望 23 
ましいと考えた。そこで、哺乳類動物細胞を利 24 
用した組換え型 IgY-Fc の作出に取り組んだ。当 25 
初は、ヒト IgG の Fc 断片と同様に、哺乳類細胞 26 
培養系で容易に作出が可能と考えていた。しか 27 
し、IgG では重鎖同士を繋ぐ S-S 結合がヒンジ 28 
領域に密集するため掛け違いが殆ど起こらない 29 
のに対して、IgY は重鎖同士を繋ぐ３つの S-S 30 
結合の距離が離れている上、２つの S-S 結合が 31 
X 型に交差して結合するため、正常な高次構造 32 
を取る均一な組換え体の作出が困難であった。 33 
そこで、S-S 結合を形成する Cys 残基を欠失さ 34 
せることで、卵黄輸送能を保持した組換え型ニ 35 
ワトリ IgY-Fc を作出しようとした 7)。  36 
ニワトリ IgY の Cυ2 から Cυ4 領域をコードす 37 

る重鎖遺伝子（Fcυ2-4）、および Cυ3 と Cυ4 領 38 
域をコードする重鎖遺伝子（Fcυ3-4）を組み込 39 
んだ２つの発現ベクターを構築した。続いて、 40 
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作出した発現ベクターの塩基配列に変異挿入を 1 
加え、重鎖同士を連結する３つの Cys 残基のう 2 
ち、Cys340と Cys347のどちらか一つを Ser 残基に 3 
置換し、S-S 結合の一部が欠失するように細工 4 
した発現ベクターに改変した。変異を加えてい 5 
ない野生型のFcυ2-4およびFcυ3-4を SDS-PAGE 6 
で分離したところ、やはり非還元下で複数のバ 7 
ンドが観察され、重鎖間で S-S 結合が正常に形 8 
成されていないことを改めて確認した（図３A,  9 
B）。一方、Cys 残基の一部を欠失した Fc では鮮 10 
明な一本のバンドが観察され、均一な高次構造 11 
を取る Fc であることが推測された（図３C）。そ 12 
こで、産卵ウズラの翼下静脈にこれらの変異体 13 
を投与し、卵黄への輸送量を測定した。その結 14 
果、Fcυ2-4 では Cys347を欠失したもの、Fcυ3-4 15 
では Cys340 を欠失したものが高卵黄輸送能を有 16 
していた（図４）。逆に、Fcυ2-4 の Cys340 を欠 17 
失した場合と、Fcυ3-4 の Cys347を欠失した場合 18 
には卵黄輸送量が低下することが判明した。こ 19 
の結果の解釈は容易ではないが、3 つの S-S 結 20 
合が全て結合している必要はないものの、正常 21 
な S-S 結合と同一の結合パターンを取る場合に 22 
のみ、卵黄輸送能が高くなると理解している。 23 
また、Fcυ2-4 と Fcυ3-4 の輸送能はほぼ同等で 24 
あったことから、IgY の Cυ2 領域は卵黄への抗 25 
体輸送に必須の領域ではないと判断された。  26 
以上より、優れた卵黄輸送能を保持する

IgY-Fc の作出に成功し、卵黄輸送に必要な IgY

の構造条件を詳細に調査することが可能となっ

た。 

 

４. IgY-Fc 変異体を活用した卵黄輸送に必要な

抗体構造領域の同定 

IgY-Fc の発現ベクターに変異を挿入するこ 27 
とで、様々な IgY-Fc の変異体の作出が可能とな 28 
った。変異体を活用した研究アプローチは、ヒ 29 
ト IgG で先行して研究が進められてきた。トリ 30 
IgY には及ばないものの、ヒト IgG もトリの卵 31 
黄に輸送されることが報告されており、様々な 32 
ヒト IgG 変異体の卵黄輸送量を測定することで 33 
ヒト IgG の Cγ2 と Cγ3 の境界領域のアミノ酸配 34 

列の保持が卵黄輸送に重要であることが報告さ 35 
れた 4, 8)。そこで、ヒト IgG の Cγ2 と Cγ3 の相同 36 
領域である IgY の Cυ3 と Cυ4 の境界領域に標的 37 
を定め、この領域のアミノ酸残基を側鎖構造が 38 
単純な Ala に網羅的に置換し、それらの変異体 39 
の卵黄輸送量を測定することで卵黄輸送に影響 40 
し得る IgY の構成アミノ酸残基を探索した 9)。  41 
ニワトリ IgY 重鎖の Cυ3 と Cυ4 領域をコード 42 

する Fcυ3-4 の発現ベクターを鋳型に用いた。 43 
部位特異的変挿入により、IgY 定常領域の Cυ3 44 
と Cυ4 境界領域に存在するアミノ酸残基（Cυ3,  45 
358-365 番目; Cυ4, 550-557 番目）を順次 Ala 46 
残基に置換した変異体を作出した。これらの変 47 
異体を産卵ウズラの翼下静脈に投与し、卵黄へ 48 
の輸送量を測定した。  49 
Cυ3 領域のアミノ酸配列を Ala に置換した変 50 

異体のうち、Y363A 変異体では卵黄輸送量が 51 
ELISA の検出限界値以下にまで減少し、ほとん 52 
ど輸送されなかった（図５）。さらに、L362A 変 53 
異体と I364A 変異体では、卵黄輸送量が野生型 54 
の輸送量の約 30%にまで減少した。一方、Cυ4 55 
領域に Ala 置換を加えた変異体のうち、H550A、 56 
E551A、L553A の各変異体は、それぞれの卵黄輸 57 
送量が野生型の 50-70%にまで減少した。しかし、 58 
これらの変異体の減少の度合いは Cυ3 領域に変 59 
異を加えたものよりも小さく、卵黄輸送量の変 60 
化には Tyr363を中心とする Cυ3 領域の配列の保 61 
持がより重要であることがわかった。続いて、 62 
Tyr363をそれ以外の全生体アミノ酸に置換した。 63 
その結果、大部分の変異体で卵黄輸送量が減少 64 
したものの、芳香族アミノ酸の Trp と Phe に置 65 
換した２つの変異体の卵黄輸送量は WT の輸送 66 
量とほぼ同レベルであった（図６）。よって、IgY 67 
の卵黄輸送能の維持には、363 番目のアミノ酸 68 
残基の側鎖に芳香族基が必要であることが判明 69 
した。なお、血中 IgY 濃度の増減は IgY の卵黄 70 
輸送量の増減に直結するため、WT と Y363A 変異 71 
体の血中濃度と体内組織レベルを調査したが、 72 
両者の間に注目すべき差違は見られなかった。 73 
よって、Y363A 変異体の卵黄輸送量の減少は、 74 
その卵黄輸送能が消失したことによるものと考  75 



 
 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 

  20 
図３．組換え型ニワトリ IgY-Fc の電気泳動像   21 
重鎖間の S-S 結合に寄与する Cys を欠失させて 22 
いない Fcυ2-4 (A)と Fcυ3-4 (B)を SDS-PAGE で 23 
分離し、可視化した。いずれも非還元状態で複 24 
数のバンドに分離された。(C) Cys340 あるいは 25 
Cys347 のどちらかを Ser に置換した Fcυ2-4 と 26 
Fcυ3-4 を SDS-PAGE で分離し、可視化した。非 27 
還元状態で単一のバンドが検出された。（文献 7 28 
の転載許可を得た上で、改変引用）  29 
  30 
  31 
  32 
  33 
  34 
  35 
  36 
  37 
  38 
  39 
  40 
  41 

えられた。  42 
さらに、IgY に結合する糖鎖の卵黄輸送への 43 

影響を調査した。IgY の重鎖には２カ所の N-型 44 
の糖鎖結合部位がある。一つ目は Asn308 で、二 45 
つ目がAsn407である。Asn308は Cυ2領域に位置し、 46 
この領域は卵黄に輸送されるために必須ではな 47 
いことが先の実験で明らかとなっていた 7)。そ 48 
こで、Cυ3 領域に存在する Asn407 に注目した。 49 
Asn407 を Ala に置換した糖鎖欠失変異体 N407A 50 
の卵黄輸送量を調査したところ、N407A 変異体 51 
の卵黄輸送量は WTの約 10%まで減少した（図７）。 52 
Morrison が行ったヒト IgG のニワトリへの投 53 
与では、ヒト IgG の糖鎖欠損は卵黄輸送能に影 54 
響を与えなかったが 4)、少なくとも IgY の効率 55 
的な卵黄輸送には Asn407 への糖鎖付加が必要で 56 
あった。糖鎖が何故必要であるかは不明である 57 
が、糖鎖自身が IgY 受容体との相互作用に寄与 58 
するというよりは、血中での IgY の代謝寿命を 59 
延長させたり、IgY の高次構造を適切に維持す 60 
るために必要ではないかと考えている。  61 
以上より、Cυ3 と Cυ4 の境界領域のアミノ酸

残基は IgY の卵黄輸送量を決定する重要な構造

アミノ酸であり、特に Cυ3 領域の Tyr363は IgY

受容体と相互作用する鍵アミノ酸である可能性

が示唆された。また、Asn407への糖鎖付加も IgY

の効率的な卵黄輸送に必要であることが判明し

た。 

 

  62 
  63 
  64 

  65 
図４．４種類の組換え型ニワトリ IgY-Fc のウズ 66 
ラ卵黄への取り込み量  DIG 標識した 20 µg の 67 
ニワトリ IgY-Fc (Fcυ2-4C340S, Fcυ2-4C347S,  68 
Fcυ3-4C340S, Fcυ3-4C347S)を産卵ウズラの翼 69 
下静脈に投与した。放卵された卵の卵黄に取り 70 
込まれた投与 IgY-Fc 量を ELISA で測定した。値 71 
は平均値 ± SEM (n=4-5). a-c 異符号間に有意 72 
差有り(p＜0.05)。（文献 7 の転載許可を得た上 73 
で、改変引用）  74 
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 1 
図５．ニワトリ IgY-Fc 変異体のウズラ卵黄への 2 
取り込み量  Cυ3と Cυ4の境界領域の17種類の 3 
アミノ酸を Ala に置換した変異体を作出した。 4 
DIG 標識したこれらのニワトリ IgY-Fc 20 µg を 5 
産卵ウズラの翼下静脈に投与し、卵黄に取り込 6 
まれた IgY-Fc 量を ELISA で測定した。値は平均 7 
値 ± SEM (WT, n =20; 各変異体, n= 4-5)。WT,  8 
野生型; ND, 検出限界以下。* WT に対して有意 9 
差あり(p＜0.05)。（文献 9 の転載許可を得た上 10 
で、改変引用）  11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
  24 
図６．Tyr363 にアミノ酸置換を加えたニワトリ 25 
IgY-Fc 変異体のウズラ卵黄への取り込み量   26 
DIG 標識したニワトリ IgY-Fc とその変異体 20  27 
µg を産卵ウズラの翼下静脈に投与し、卵黄に取 28 
り込まれた IgY-Fc 量を ELISA で測定した。値は 29 
平均値 ± SEM (WT, n =33; 各変異体, n= 4-5)。 30 
WT, 野生型; ND, 検出限界以下。* WT に対して 31 
有意差あり(p＜0.05)。（文献 9 の転載許可を得 32 
た上で、改変引用）  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．糖鎖を欠損したニワトリ IgY-Fc のウズラ 34 
卵黄への取り込み量  Asn407 を Ala に置換する 35 
ことで糖鎖を欠損させた。糖鎖が欠損したニワ 36 
トリ IgY-Fc 20 µg を産卵ウズラの翼下静脈に投 37 
与し、卵黄に取り込まれた IgY-Fc 量を ELISA 38 
で測定した。値は平均値 ± SEM (WT, n =4;  39 
N407A, n= 5)。WT, 野生型。* WT に対して有意 40 
差あり(p＜0.05)。（文献 9 の転載許可を得た上 41 
で、改変引用）  42 
 

 

５. 高卵黄輸送能を持つ IgY-Fc 変異体の発見 

これまでの実験系は、産卵ウズラにニワトリ 43 
の IgY-Fc 変異体を投与する異種間のものであ 44 
った。この理由は、研究を開始した当初、ウズ 45 
ラ IgY の遺伝子配列が判明しておらず発現ベク 46 
ターの構築に手間取ることが予想されたためで 47 
ある。その後、2010 年にウズラ IgY 重鎖定常領 48 
域のアミノ酸配列が報告され、ニワトリとウズ 49 
ラの IgYのアミノ酸配列の相同性は 60％しかな 50 
いことが判明した 10)。我々は、改めてウズラ IgY 51 
をウズラ自身に投与する同種間での実験の必要 52 
性を感じ、ウズラの組換え型 IgY-Fc とその変異 53 
体を作出し、通常の生体条件により近い実験系 54 
で卵黄輸送に重要な IgY アミノ酸残基を探索し 55 
た 11)。  56 
ニワトリと同様にウズラ IgY でも Tyr363は保 57 

存されており、このTyr363を Alaに置換すると、 58 
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やはり卵黄への IgY 輸送量は顕著に低下した 1 
（図８）。また、Tyr363を同じ芳香族アミノ酸で 2 
ある Phe（Y363F）または Trp（Y363W）に置換し 3 
た変異体では輸送量が WT と同等かそれ以上に 4 
回復した。これらの結果は、ニワトリ IgY-Fc 5 
を用いた前述の実験結果と同様であった。すな 6 
わち、IgY の卵黄輸送に Tyr363を中心とする Cυ3 7 
と Cυ4 の境界領域に位置するアミノ酸残基が重 8 
要である点は普遍性があり、この周辺のアミノ 9 
酸残基が卵黄輸送を担う IgY 受容体との相互作 10 
用領域である可能性を支持する結果であった。  11 
一方、アミノ酸置換によってニワトリ IgY と

は異なる挙動を示すウズラ IgY-Fc 変異体が見

出された。ウズラ IgY-Fc の Gly365を Ala に置換

すると、この変異体の卵黄輸送量は野生型の約

2.5 倍にまで上昇した（図８）。Ala 以外にも様々

な生体アミノ酸に置換した変異体を作出した所、

中性アミノ酸である Ser に置換した場合には約

2.7 倍に、Phe に置換した場合には約 2.2 倍にま

で卵黄輸送量が上昇した。この原因を解明する

には、これまでの結果と同様に IgY 受容体の同

定が必要になるが、おそらく側鎖構造が最も小

さい Gly365 から、側鎖構造の大きな中性アミノ

酸に置換されることで、IgY の高次構造が安定

化するのではないかと推測している。これらの

結果は２つの点で意義深いと考えている。第一

に、IgY の卵黄への輸送が選択的であることを

支持している点、第二に、IgY の卵黄輸送能を

高められれば、卵黄 IgY の増産技術の開発に応

用できる点である。今後、ニワトリでも卵黄輸

送能が上昇した IgY-Fc 変異体を作出するとと

もに、IgY-Fc だけでなく全分子の IgY でも同様

の現象が起こるのかを検証する必要があろう。 

 

６. 卵黄輸送を担う IgY 受容体の探索 

本研究のゴールは IgY の卵黄輸送機構の全容 12 
解明である。一連の研究から IgY の卵黄輸送は 13 
卵母細胞膜あるいは卵胞の何れかで発現する 14 
IgY 受容体が介在すると考えるのが妥当である 15 
が、現在までにこの IgY 受容体の同定は成功し 16 
ていない。卵黄輸送を担う IgY 受容体の存在は  17 

  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
図８．ウズラ IgY-Fc 変異体のウズラ卵黄への取 27 
り込み量  DIG 標識したウズラ IgY-Fc とその 28 
変異体40 µgを産卵ウズラの翼下静脈に投与し、 29 
卵黄に取り込まれたIgY-Fc量をELISAで測定し 30 
た。値は平均値 ± SEM (n =6)。WT, 野生型; *  31 
WT に対して有意差あり(p＜0.05)。（文献 11 の 32 
転載許可を得た上で、改変引用）  33 
  34 
  35 
多くの研究者が指摘しているものの、その存在 36 
を実験的に証明することができていないのが現 37 
状である。我々の IgY 受容体の探索についての 38 
取り組みの一部を簡単に紹介しておきたい。  39 
一連の結果から、Fc 領域を認識し、IgY を卵 40 

黄へ輸送する仕組みを卵母細胞を取り囲む卵胞 41 
組織が有している可能性が考えられた。そこで、 42 
IgYの Fc領域と特異的に結合する組織層がウズ 43 
ラ卵胞に存在するのかを組織学的手法により調 44 
査した 12)。  45 
ニワトリのIgY-Fc断片とIgY-Fab断片をウズ 46 

ラ卵胞の凍結切片とインキュベーションし、卵 47 
胞組織に結合させた。これらの卵胞組織に結合 48 
した断片を蛍光標識検出抗体で可視化した。そ 49 
の結果、Fc 断片を卵胞切片とインキュベートし 50 
た場合、顆粒膜細胞層の側底面とペリビテリン 51 
膜付近にシグナルが検出された（図 9 の上段）。 52 
同様のシグナルは、Fab 断片を卵胞切片とイン 53 
キュベートした場合には観察されなかったこと 54 
から（図 9 の下段）、顆粒膜細胞層もしくはペリ 55 
ビテリン膜の近傍にIgYのFc領域と結合する分 56 
子の存在が示唆された。  57 
ニワトリとウズラの IgY の Tyr363を Ala に置  58 

←図９ 
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 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
図９．ウズラ卵胞の凍結切片とニワトリ IgY の Fc 断片ならびに Fab 断片との結合  ウズラの F2 卵 18 
胞の凍結切片を DIG 標識したニワトリ IgY（cIgY）の Fc あるいは Fab と反応させ、この断片を GFP 19 
で標識した抗 DIG 抗体で検出した。同一の切片をヨウ化プロピジウム（PI）で染色し、卵胞を構成 20 
する細胞の核を染色した。実際の画像では FITC は緑色に、PI は赤色を呈している。Fc 断片では両 21 
写真を重ね合わせると、内層で緑色と赤色が重なり合い黄色を呈す。スケールバーは 50 µm。（文献 22 
12 の転載許可を得た上で、改変引用）  23 
  24 
  25 
換した Y363A 変異体は卵黄輸送能が著しく低下 26 
したことから、IgY 受容体との相互作用が弱く 27 
卵胞組織のいずれかの部位で内部への侵入がせ 28 
き止められていることが予想された。この侵入 29 
がせき止められている部位こそが IgY 受容体が 30 
発現する部位であると予想し、投与した Y363A 31 
変異体の卵胞組織における局在を調査した 9)。  32 
ニワトリ IgY-Fc の WT および Y363A 変異体を 33 

それぞれ産卵ウズラに投与し 30 分後に卵胞を 34 
採取した。パラフィン切片を作製し、免疫組織 35 
学的手法により卵胞組織中の両 IgY-Fc を検出 36 
した。その結果、WT は顆粒膜細胞層よりも内側 37 
から卵黄にかけて大量に蓄積されている様子が 38 
観察されたが、Y363A では同一の箇所における 39 
蓄積は観察されなかった（図 10A）。そこで、投 40 
与した IgY-Fc の検出感度を増強するために、蛍 41 

光物質であるAlexa-488で直接両IgY-Fcを標識 42 
して、それらをウズラに投与し 5 分後に卵胞を 43 
採取した。凍結切片を作製し、蛍光顕微鏡で両 44 
IgY-Fc の卵胞組織での分布を観察した。その結 45 
果、WT は卵黄での蓄積とともに顆粒膜細胞層の 46 
近傍で蛍光シグナルが検出されたのに対して、 47 
Y363A 変異体では卵黄での蛍光シグナルは微弱 48 
であるものの顆粒膜細胞層では強い蛍光シグナ 49 
ルが検出された（図 10B）。よって、Y363A 変異 50 
体は顆粒膜細胞層まで浸潤していることが判明 51 
した。すなわち、IgY の卵黄輸送を担う受容体 52 
は顆粒膜細胞層より内側のペリビテリン膜また 53 
は卵母細胞膜上に局在していると推測された。  54 
IgY 受容体の存在部位が絞り込まれたものの、

現時点ではその同定には成功していない。同定

が難航している原因は諸々考えられるが、もと 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 7 
  8 
図 10．ウズラ卵胞組織におけ 9 
る投与ニワトリIgY-Fcの検出  10 
(A)  DIG 標識したニワトリ

IgY-Fcの WTと Y363A変異体を

ウズラに 400 µg 投与し、30

分後と 2 時間後に卵胞を採取

した。パラフィン切片を作成

し、免疫染色で両 IgY-Fc を検

出した。Y, 卵黄; O, 卵胞外; 

矢頭, 顆粒膜細胞層。スケー

ルバー：20 µm。(B) Alexa-488

標識 WT と Y363A を 400 µg ず

つウズラに投与し、5 分後に卵

胞を採取した。凍結切片を作

成後、蛍光顕微鏡で観察した。

Y, 卵黄; O, 卵胞外; 矢頭, 

顆粒膜細胞層。スケールバー

は 40 µm。（文献 9 の転載許可

を得た上で、改変引用） 

 

 

もと血中のIgY濃度が数十mMのオーダーと非常

に高いため、卵黄輸送を担う IgY 受容体は低親

和性であることが予想される。したがって、リ

ガンドとの相互作用を利用して IgY 受容体を釣

り上げるのは困難であるのかもしれない。また、

IgY 受容体が発現していると思われる卵胞内層

の組織サンプルを調製する時に、内層組織に卵

黄が強固に付着しているため、卵黄由来の IgY

が大量に持ちこまれてしまい、リガンドによる

IgY 受容体の釣り上げを難しくしているのかも

しれない。一方で、タンパク質間の相互作用を

利用するアプローチだけではなく、ゲノム情報

を活用した網羅的な遺伝子解析手法を新たに導

入する必要性も感じている。 

 

７. おわりに 

卵黄に IgY が輸送される仕組みは長い研究の

歴史があるにもかかわらず未だ解決をみていな

い。我々自身も、この研究をはじめた当初は IgY

を輸送する特別な仕組みがあるのか半信半疑で

あった。その後、組換え型 IgY-Fc を利用した実

験を積み重ね、現在では、血液から卵黄への輸

!"
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送を介在する因子が存在することはほぼ間違い

ないと考えている。この仕組みの解明を通して、

IgY の増産技術の開発とともに家禽卵の新たな

利用の途を提案していきたい。 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 7 
１．はじめに  8 
骨格筋は成長や運動トレーニングによって肥 9 

大する他、損傷に対して高い再生能を発揮する 10 
特異な器官である。この筋肥大・再生を可能に 11 
しているのが、衛星細胞（サテライト細胞）と 12 
呼ばれる筋組織幹細胞である。衛星細胞は通常、 13 
骨格筋の主体である筋線維（筋細胞）の細胞膜 14 
と基底膜の間隙に存在している。成熟した動物 15 
においてはその殆どが休止状態にあるが、運動 16 
や損傷に伴う物理刺激などを受けると活性化し、 17 
増殖して筋芽細胞へ分化する。これらは互いに 18 
融合して筋管（幼若な新生筋線維）を形成し、 19 
最終的に新しい線維筋へと成長（肥大・伸長） 20 
することが広く知られている。これらの動態変 21 
化は、細胞外マトリックスに予め結合・保持さ 22 
れている細胞増殖因子および細胞自身が合成・ 23 
分泌する様々な液性因子（NO ラジカル、細胞増 24 
殖因子、サイトカイン）によって調節されてい 25 
るのに対し 1,2)、新たに形成された筋管の筋線維 26 
型（遅筋・速筋型）がどのような分子機構によ 27 
り決定されるかは不明である。遅筋型筋線維は 28 
速筋型に比べて直径が小さく、脂肪滴が細胞内 29 
に沈着しやすい他、旨味成分やヘム鉄・タウリ 30 
ン・カルニチンなどの機能性栄養成分の含量が 31 
高いことが知られている。従って筋線維型は、 32 
食肉の品質（“キメ”の細かさ・軟らかさ・脂肪 33 
交雑の程度など）および栄養機能性を決める重 34 
要な要素であり、これを制御している分子機構 35 

を明らかにする意義は極めて大きいといえる。 36 
これまでに、筋線維型の調節機構として、筋線 37 
維に接着している運動神経からの刺激頻度によ 38 
って制御されるとする「神経刺激説」が有力で 39 
あるが 3)、運動神経支配がまだ確立していない 40 
筋管の時期においてはこれに依存しない未知の 41 
「筋線維型初期決定機構」が存在すると予想さ 42 
れる。著者らの研究チームは、衛星細胞が分化・ 43 
融合初期特異的に多機能性細胞制御因子 44 
semaphorin 3A（Sema3A）を合成・分泌し、遅筋 45 
型の筋管形成を誘導することを見出した。本稿 46 
ではその研究成果を紹介し、衛星細胞による「筋 47 
線維型自律制御機構(モデル)」を概説する。  48 
  49 
２．衛星細胞は多機能性細胞制御因子 Sema3A 50 
を合成・分泌する  51 
著者らの研究チームでは先ず、ラットの後肢

下腿部の筋を鉗子で圧迫損傷すると、分化・融

合初期の衛星細胞（筋芽細胞）が肝細胞増殖因

子 (HGF) 依存的に Sema3A を合成・分泌される

ことを見出した 4)。即ち、筋損傷後 4 日目から

Sema3A の発現が有意に増加し、8-10 日目には損

傷前の約 15倍まで mRNA 量が増加した（Fig. 1）。

この発現パターンは筋分化転写因子 myogenin

のそれと良く対応した。Sema3A は神経生理学分

野において最も注目されている semaphorin 

family の分泌型タンパクの 1 つであり、神経

系・免疫系・血管系・骨格系などでもその発現



 
 

が確認されている 5)。myogenin は胚発生時の骨

格筋形成に重要な機能を有しており、myogenin

欠損マウスでは致死性である。一方、成熟個体

で myogenin を欠損させた場合には筋量に変化

はなく、代謝関連遺伝子の発現に影響があるこ

とが知られている 6,7)。さらに、myogenin を過

剰発現させたマウスでは遅筋の形成に関わる酸

化系酵素活性が高まることが報告されているこ

とから 8)、衛星細胞から分泌される Sema3A が

myogenin と協同して筋線維型の制御に関わる

可能性を着想し、研究を進めることにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure 1.  Satellite cells produce Sema3A 
upon muscle injury.  At prescribed times after 
crush, satellite cells were prepared from the lower 
hindlimb muscle group and analyzed for the mRNA 
expression of Sema3A (solid bars) and myogenin 
(● ) by real-time RT-qPCR standardized with 
HPRT (TaqMan probe assay). Data points and bars 
depict means SE for three rats per time point. *, ** 
Significantly different from control at p < 0.05 and p 
< 0.01, respectively. Inner photo: location of muscle 
crush injury in the lower posterior compartment of 
the hindlimb. Rats were anesthetized and received a 
crush injury via hemostat to induce muscle 
regeneration.  Reproduced from Ref. 4 with 
permission from publisher. 
 
 

３. 遅筋の衛星細胞はより多くのSema3Aを合

成・分泌する9) 

先ず、成熟雄ラットのヒラメ筋と長趾伸筋 

(EDL 筋) の衛星細胞における Sema3A 発現量を

比較した。両者の筋の筋線維型組成をミオシン

重鎖（MyHC）アイソフォーム分離用 SDS-PAGE

にて調べたところ、type I MyHC（遅筋型）はヒ

ラメ筋で、type II MyHC（速筋型；サブタイプ

IIb は超速筋型、IIx と IIa は中間型に分類され

る）は EDL 筋で多く発現していたことから、こ

れら２種の筋がそれぞれ遅筋と速筋の代表とし

て適当であることを確認した （Fig. 2A）。各筋

肉から常法に従い衛星細胞を単離・培養して

Sema3A の発現量を比較した結果を Fig. 3 に記

載した。これまでに我々は、肝細胞増殖因子

(HGF)と線維芽細胞増殖因子(FGF2)を衛星細胞

に添加すると、強力な Sema3A 発現誘導作用が発

揮されることを明らかにしたため 4,10)、実験区

として無添加区（control 区）、25 ng/ml HGF

添加区（HGF 区）、および 2.5 ng/ml FGF2 添加

区（FGF2 区）を設けて、培養 72 時間目におけ

る Sema3A の発現量を real-time RT-qPCR と

western blotting により測定した。HGF/FGF2

処理による Sema3A mRNA の発現誘導効果は予想

通りヒラメ筋の衛星細胞で EDL 筋よりも有意に

高くなっていた（Fig. 3A）。さらに western 

blotting で検討したところ、control 区ではど

ちらの衛星細胞でもバンドが検出されず、HGF

区および FGF2 区においてヒラメ筋の衛星細胞

でEDL筋よりもSema3Aの合成量ならびに分泌量

がともに高いことが明らかとなった（Fig. 3B）。

また、培養 72 時間目の myogenin の発現量を同

様に比べたところ、ヒラメ筋の衛星細胞は EDL

筋に比べて発現量が極めて高いことが確認され

た（Fig. 2B）。この結果は、Hughes の報告と一

致した 11)。これらの結果より、myogenin の発現

量が多い遅筋の衛星細胞ではより多くの

Sema3A を合成・分泌することが明らかになった。

そこで次の実験では、Sema3A が myogenin の発

現調節を介して筋管の筋線維型調節に関与して

いるかどうかを調べた。 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Fig. 1.  Satellite cells produce Sema3A upon muscle injury.  At prescribed times after 

crush, satellite cells were prepared from the lower hindlimb muscle group and analyzed for the 

mRNA expression of Sema3A (solid bars) and myogenin (!) by real-time qRT-PCR 

standardized with HPRT (TaqMan probe assay).  Data points and bars depict means SE for 

three rats per time point. *,**Significantly different from control at P < 0.05 and P < 0.01, 

respectively.  Inner photo : location of muscle crush injury in the lower posterior 

compartment of the hindlimb.  Rats were anesthetized and received a crush injury via 

hemostat to induce muscle regeneration.  Reproduced from Ref. 4 with permission from 

publisher. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.  Status of EDL and soleus muscles 
of adult rats: fiber-type composition in muscle 
and myogenin expression by satellite cells.  
Panel A, myosin heavy chain isoforms [types IIb 
(fast-twitch), IIx and IIa (intermediate), and I 
(slow-twitch)] were separated using gel electro- 
phoresis of whole muscle samples (100 ng protein) 
according to Mizunoya et al.19), visualized by silver 
staining, and measured by densitometry to evaluate 
fiber-type compositions of EDL and soleus muscles. 
Lane mix, mixture of EDL (50 ng) and soleus 
samples (50 ng). Panel B, satellite cell cultures were 
maintained in DMEM-10% HS and assayed for the 
expression of myogenin by quantitative RT-qPCR 
standardized to HPRT at 48 and 72 h post-plating 
and by ECL-western blotting standardized against 
internal α-tubulin (inset) at 72 h post-plating. Bars 
depict the mean and standard error for three cultures 
per treatment by relative units compared to the mean 
of the 48-h control cultures from soleus muscle. 
Significant difference (p < 0.05) between EDL and 
soleus muscle cells at 72-h is indicated by single 
asterisk. ND, not detected.  Reproduced from Ref. 
9 with permission from publisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.  Comparative analysis for Sema3A 
expression and secretion by satellite cells from 
adult rat EDL and soleus muscles in response 
to HGF and FGF2 treatment from 48-72 h 
post-plating.  Separate cultures were treated with 
recombinant HGF (25 ng/ml) and FGF2 (2.5 ng/ml) 
and analyzed for the expression of Sema3A at 72 h 
post-plating by quantitative RT-PCR standardized to 
HPRT (panel A) and ECL-western blotting of whole 
cell lysates and conditioned media (panel B, 
standardized with α-tubulin). Bars depict the mean 
and standard error for three cultures per treatment, 
relative to the mean in 72-h control cultures from 
EDL muscle (the left-most open bar); double 
asterisks indicate that the mean was significantly 
different from the mean in 72-h untreated control 
cultures (lanes C) at p < 0.01. Significant differ- 
ences (p < 0.05 and p < 0.01) between EDL and 
soleus muscle cells are indicated by single and 
double asterisks, respectively (panel A). 
Reproduced from Ref. 9 with permission from 
publisher. 
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Fig. 2.  Status of EDL and soleus muscles of adult rats: fiber-type composition in 

muscle and myogenin expression by satellite cells.  Panel A, myosin heavy chain isoforms 

[types IIb (fast-twitch), IIx and IIa (intermediate), and I (slow-twitch)] were separated using 

gel electrophoresis of whole muscle samples (100 ng protein) according to Mizunoya et al.
19)

, 

visualized by silver staining, and measured by densitometry to evaluate fiber-type 

compositions of EDL and soleus muscles.  Lane mix, mixture of EDL (50 ng) and soleus 

samples (50 ng).  Panel B, satellite cell cultures were maintained in DMEM-10% HS and 

assayed for the expression of myogenin by quantitative RT-PCR standardized to HPRT at 48 

and 72 h post-plating and by ECL-western blotting standardized against internal !-tubulin 

(inset) at 72 h post-plating.  Bars depict the mean and standard error for three cultures per 

treatment by relative units compared to the mean of the 48-h control cultures from soleus 

muscle.  Significant difference (p < 0.05) between EDL and soleus muscle cells at 72-h is 

indicated by single asterisk.  ND, not detected.  Reproduced from Ref. 9 with permission 

from publisher. 
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from adult rat EDL and soleus muscles in response to HGF and FGF2 treatment from 

48-72 h post-plating.  Separate cultures were treated with recombinant HGF (25 ng/ml) and 

FGF2 (2.5 ng/ml) and analyzed for the expression of Sema3A at 72 h post-plating by 

quantitative RT-PCR standardized to HPRT (panel A) and ECL-western blotting of whole cell 

lysates and conditioned media (panel B, standardized with !-tubulin).  Bars depict the mean 

and standard error for three cultures per treatment, relative to the mean in 72-h control cultures 

from EDL muscle (the left-most open bar); double asterisks indicate that the mean was 

significantly different from the mean in 72-h untreated control cultures (lanes C) at p < 0.01.  

Significant differences (p < 0.05 and p < 0.01) between EDL and soleus muscle cells are 

indicated by single and double asterisks, respectively (panel A).  Reproduced from Ref. 9 

with permission from publisher. 



 
 

４. Sema3A は myogenin の発現量を増加させて

遅筋型筋管の形成を誘導する 

培養 48-72 時間に衛星細胞（全身の骨格筋よ

り単離、純度 95%以上）に濃度 5-50 ng/ml でリ

コンビナント Sema3A（精製 Sema3A 標品）を添

加し、myogeninの発現変化をreal-time RT-qPCR

を用いて調べた（Fig. 4）。その結果、添加濃度

依存的に myogenin の発現レベルが増加するこ

とが明らかとなり、Sema3A は myogenin の発現

促進作用を有することがわかった 9)。これによ

り、myogenin 過剰発現マウスと同様に Sema3A

には酸化系酵素活性を高めて筋管の遅筋化を誘

導することが推測された。このことを直接的に

検証するため、マウス筋芽細胞の Sema3A 発現を

RNAi 法（RNA 干渉法）によってノックダウンす

る実験系を確立し、myogenin の発現に及ぼす影

響を調べた。実験結果は未発表のため、その詳

細を本稿では示すことができないが、概略は以

下の通りである。Sema3A siRNA をリポフェクシ

ョンすると、myogenin の発現が有意に抑制され

るとともに、筋管の type I MyHC 発現レベルが

減少し、これに遅れて type II MyHC の発現レベ

ルが代替的に増加することを観察した。また逆

に、myogenin の発現を同様に siRNA でノックダ

ウンすると Sema3A 発現には全く変化はなく、

type I MyHC の発現レベルが有意に減少するこ

とも確認している。これらの結果は、細胞由来

の Sema3A が myogenin の発現を増加させること

で type I MyHC の発現を誘導することを示して

いる。従って、分化した衛星細胞（筋芽細胞）

が融合し筋管（幼若な新生筋線維）を形成する

際に、Sema3A リガンドを合成・分泌し、自らの

筋線維型を遅筋型へと初期決定するシグナリン

グ機構、即ち、「筋線維型の自律制御機構」が存

在すると考えられた。Sema3A は分泌型タンパク

であるため、myogenin および type I MyHC の発

現誘導を担う細胞内シグナリングには細胞膜受

容体を要求することは明らかである。次の項で

は、衛星細胞における Sema3A 受容体の発現レベ

ルを先のヒラメ筋と EDL 筋で比較した実験結果

を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Myogenin expression is up- 
regulated by exogenous Sema3A addition to 
satellite-cell cultures.  Satellite cells were 
maintained for 24 h (beginning at 48 h post-plating 
in DMEM-10% HS) in media containing 
recombinant Sema3A (0, 5, 10, 25, 50 ng/ml) and 
analyzed by quantitative RT-PCR standardized to 
HPRT, for myogenin expression at 72 h post-plating. 
Significant differences from the control culture 
mean (the left-most open bar) at p < 0.05 and p < 
0.01 are indicated by single and double asterisks, 
respectively. Reproduced from Ref. 9 with 
permission. 
 

 

５. Sema3A 受容体は遅筋化誘導シグナリングに

関与する 

Sema3A の細胞膜受容体は、リガンド結合型の

neuropilin family（neuropilin 1, 2）とシグ

ナル伝達型の plexin A family（plexin A1, A2, 

A3, A4）の組み合わせからなる複合受容体であ

ることが知られている 5)。培養 72 時間目におけ

るヒラメ筋および EDL 筋の衛星細胞での各受容

体のサブタイプの発現量を real-time RT-qPCR

によって比較した（Fig. 5）9)。その結果、plexin 

A4 以外の全てのサブタイプが衛星細胞で発現

していること、さらにはヒラメ筋の衛星細胞で

は plexin A2 の発現量が EDL 筋の約 2 倍高いこ

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
y

o
g

e
n

in
 /
 H

P
R

T
 (

 r
e

la
ti

v
e

 u
n

it
 )
!

real-time qRT-PCR!

**!
*!

5! 10! 25! 50!

+ Sema3A ( ng / ml )!

C!

TaqMan Probe assay 

0!

0.5!

1.0!

1.5!

2.0!

2.5!

Fig. 4.  Myogenin expression is up-regulated by exogenous Sema3A addition to 

satellite-cell cultures.  Satellite cells were maintained for 24 h (beginning at 48 h 

post-plating in DMEM-10% HS) in media containing recombinant Sema3A (0, 5, 10, 25, 50 

ng/ml) and analyzed by quantitative RT-PCR standardized to HPRT, for myogenin expression 

at 72 h post-plating.  Significant differences from the control culture mean (the left-most 

open bar) at p < 0.05 and p < 0.01 are indicated by single and double asterisks, respectively.  

Reproduced from Ref. 9 with permission from publisher. 

 



 
 

とが明らかとなった。その他のサブタイプに有

意な差が見られないことから、Sema3A による遅

筋化誘導シグナルには plexin A2 が関与するこ

とが示唆された。また、neuropilin 1 は神経系

や免疫系などで Sema3A と直接結合して重要な

役割を担うことから、主な結合型受容体として

一般的に認識されている 12)。本実験でも、前項

で用いたマウス筋芽細胞にneuropilin 1中和抗

体を添加し Sema3A との結合を阻害すると

myogenin の発現が有意に抑制されること、また

リコンビナント Sema3A を共添加すると中和抗

体の抑制効果が完全にキャンセルされることを

既に確認している（未発表データ）。これらのこ

とから、Sema3A の細胞膜受容体は neuropilin 1

と plexin A2 からなる複合受容体であり、これ

が遅筋型筋線維の形成を誘導する細胞内シグナ

ル伝達の起点であると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 5.  RT-qPCR study of the expression 
of neuropilins and the plexin A gene family in 
differentiating satellite cells from EDL and 
soleus muscles.  Satellite cells prepared from 
adult rat EDL (open bars) and soleus muscles (black 
bars) were maintained in DMEM-10% HS and 
assayed for expression of neuropilin-1 and 2 and 
plexin A1, A2, A3 and A4 at 72 h post-plating by 
RT-qPCR standardized to HPRT (TaqMan Probe 
assay). Data represent arbitrary units relative to the 
mean in EDL cultures; a significant difference (p < 
0.01) between EDL and soleus muscle cells is 
indicated by double asterisks. Note that plexin A4 
message was not detected in either cultures (ND).  
Reproduced from Ref. 9 with permission. 

６. まとめおよび考察 

本研究により、筋再生において、分化・融合

初期の衛星細胞から合成・分泌される Sema3A

が遅筋型新生筋線維の形成を誘導する細胞外リ

ガンドであり、その細胞膜受容体 neuropilin 

1/plexin A2 からのシグナルが myogenin の発現

上昇を介して遅筋型ミオシンの発現を誘導する

ことが示唆された。このことは、遅筋（ヒラメ

筋）の衛星細胞が速筋（EDL 筋）に比べて Sema3A、

plexin A2、および myogenin の発現がいずれも

有意に高いことと符合しており、これらの筋が

創傷治癒した場合にはそれぞれ元の筋線維型組

成に回復することを担保していると考えられる。

また、本稿で紹介した実験結果はあくまで筋損

傷・再生過程を模倣した筋芽細胞培養系を用い

て得られたものであるが、動物の出生直後から

の急激な成長期にも衛星細胞および筋芽細胞の

同様な動態変化を経て新生筋線維が形成される

ので、筋成長期にも「Sema3A による筋線維型自

律制御機構」は細胞生理学的に極めて重要であ

ると考えられる。 

現在、衛星細胞特異的に Sema3A を欠損させた

コンディショナルノックアウトマウス

（Pax7-CreERT2 Sema3Aflox: tamoxifen の腹腔内

投与により衛星細胞特異的かつ用時的に

Sema3A 遺伝子を欠損できるトランスジェニッ

クマウス）を用いて、成長期および創傷治癒後

の筋線維型変化などの表現型解析を進めている。

この実験結果を待って、衛星細胞由来の Sema3A

の生理学的重要性が直接的に検証されると期待

される。また、将来的には、Sema3A 受容体のリ

ガンド物質（アゴニストおよびアンタゴニスト）

を食品成分より同定し、これを飼料サプリメン

トとして給餌することで安全・安価に筋線維型

組成を制御できる次世代型食肉生産技術の開発、

即ち、多様化する消費者の嗜好性に柔軟に対応

する「オーダーメイド型食肉生産」の構築へと

繋げていきたいと考えている。本研究は、加齢

や不活動 (寝たきりや無重力環境暴露) に伴う

筋持久力の低下を抑制することも指向しており、

また、脂肪酸をβ酸化しエネルギー源として代
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Fig. 5.  RT-PCR study of the expression of neuropilins and the plexin A gene family in 

differentiating satellite cells from EDL and soleus muscles.  Satellite cells prepared from 

adult rat EDL (open bars) and soleus muscles (black bars) were maintained in DMEM-10% 

HS and assayed for expression of neuropilin-1 and 2 and plexin A1, A2, A3 and A4 at 72 h 

post-plating by quantitative RT-PCR standardized to HPRT (TaqMan Probe assay).  Data 

represent arbitrary units relative to the mean in EDL cultures; a significant difference (p < 

0.01) between EDL and soleus muscle cells is indicated by double asterisks.  Note that plexin 

A4 message was not detected in either cultures (ND).  Reproduced from Ref. 9 with 

permission from publisher. 



 
 

謝する遅筋型筋線維の増加は体脂肪を減少させ、

生活習慣病の予防、ひいては健康寿命の延長や

QOL の改善に寄与すると考えられる。従って、

本研究成果は加齢筋医科学・健康科学などへの

食品機能学的貢献が大いに期待される。更には、

収縮張力による筋線維構造の破壊と再生不全を

特徴とする遺伝性筋ジストロフィーに対しては、

速筋型筋線維に比べより柔軟性が高く損傷しに

くい遅筋型筋線維の増加は、疾病の発症や進行

を遅延できる可能性もある 13)。また、筋神経変

性疾患である筋萎縮性側索硬化症(ALS)のモデ

ル動物では、速筋型筋線維に接着している運動

神経軸索のシュワン細胞で特異的に Sema3A が

過剰発現しているとの報告があるので 14)、速筋

型筋線維の減少（遅筋型筋線維の増加）は ALS

の発症予防に貢献できるかもしれない。 

Sema3A の生理機能は多岐に渡り、神経系では

心臓の交感神経分布を調節すること 15)、免疫系

では細胞増殖抑制作用を発揮すること 16)、血管

系では細胞遊走作用を発揮すること 17)、骨格系

では骨芽細胞と破骨細胞の分化を制御して骨形

成のバランスを保つことなど 18)、各組織におい

ても重要な働きを担うことが報告されている。

本研究がさらに発展することで、骨格筋におけ

る生理機能も明らかとなり、Sema3A が生体内に

おいて必須のタンパクであることを証明する大

きな礎となると期待される。 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茶カテキンの給与が肥育豚の発育成績と糞尿由来臭気に及ぼす影響  3 
  4 
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 6 
１．はじめに  7 
我が国の食料自給率は約 40％（カロリーベー 8 

ス）と先進国の中でも低い水準であり、畜産物 9 
の自給率は 65％となっている。しかし、飼料を 10 
輸入に依存するため、純国産飼料での自給率は 11 
16％にとどまっている 1)。この改善を目指して 12 
食品残さや食品副産物の利用がこれまで以上に 13 
推奨されており、平成 13 年に「食品循環資源の 14 
再生利用等の促進に関する法律(食品リサイク 15 
ル法)」が施行され、平成 18 年には食品製造工 16 
程で生じた副産物や残さ（食品工業廃棄物）の 17 
20％を再生利用する目標が掲げられた 2)。これ 18 
らの飼料化は栄養成分や熱量を肥料化やメタン 19 
ガスなどで再利用することに比べて効率よく利 20 
用できることから優先的に取り組むことが求め 21 
られている。しかし、食品残さには輸入青果な 22 
ども多く含まれ、本質的な純国産の飼料資源の 23 
利用とはなりにくい。飼料は古くから食料と重 24 
ならないように製造残さ(油実粕、醸造粕等)や 25 
生産副産物(稲ワラ等)の利用が根幹にあり検討 26 
されてきたが、現在はより強く意識することが 27 
求められている。  28 
製茶加工残さ(以下、緑茶屑)は、これまでタ 29 

ンニン等の渋味を理由に飼料原料に直接利用す 30 
ることが控えられ、茶抽出後の茶ガラは飼料利 31 
用の検討が数多くされてきた。1990 年代にペッ 32 
トボトルの茶系飲料が普及し、近年は健康補助 33 
食品やダイエット飲料としてカテキン増強の飲 34 
料が注目されている。これに伴い煎茶の揉捻工 35 
程等で機械に付着する緑茶屑の排出増大が想定 36 
される。平成 23 年の茶葉生産量は主要生産県に 37 

おいて114,660tで荒茶生産量が82,100tである 38 
3)ことから茶葉水分含量 70%、荒茶水分含量 7% 39 
と仮定すると約 38,000t が荒茶までの加工工程 40 
において緑茶屑として排出されることになる。 41 
緑茶屑はその成分に粗タンパク質を多く含み、 42 
抽出残さとは異なり水分含量が低いため保存性 43 
が高く、飼料利用が期待できる。さらに茶葉に 44 
はビタミン類やポリフェノールの一種であるカ 45 
テキンが多く含まれている。緑茶は加工工程に 46 
おいて発酵を行わずに蒸して加熱するためカテ 47 
キンの酸化重合が起こらずに残存しており、そ 48 
の量は乾燥茶葉中に 10～18%となる。主要カテ 49 
キン類は(-)‐エピカテキン、(-)‐エピガロカ 50 
テキン、エピカテキンガレート、エピガロカテ 51 
キンガレートの 4 種であり、エピガロカテキン 52 
ガレートはカテキン含有量の 50～60%を占めて 53 
いる 4)。これらカテキンは様々な生理的作用が 54 
あり、その作用は抗酸化作用、抗菌作用、脂肪 55 
蓄積の抑制、抗炎症特性、抗アレルギー作用な 56 
ど多岐にわたる 5)。  57 
茶葉や緑茶飲料の摂取による脂肪蓄積が抑制 58 

されることはラット 6)やヒト 7)で確認されてお 59 
り、養豚においても緑茶屑の添加給与により背 60 
脂肪厚の減少が確認されている 8)。さらに脂肪 61 
酸組成の変化による脂質の向上が認められてい 62 
るが、緑茶屑や茶ガラに対する嗜好性はあまり 63 
高くなく、給与量が多いと飼料摂取量が低下す 64 
るため発育の低下も同時に報告されている 9)。 65 
さらにカテキン給与により腸内細菌の 66 
Lactobacillus が増加し、Bacteroides は減少、 67 
同時にアンモニア(NH3)臭気も減少したとする 68 



 
 

報告があり 10)、飼料の消化性や糞便性状にも影 1 
響すると考えられる。NH3は余剰窒素の代謝産物 2 
である尿素を基質として合成される。余剰窒素 3 
の低減は飼料栄養素の利用効率を高めることに 4 
通じ、環境負荷を制限することと併せ、養豚に 5 
おける悪臭問題の対応策としても重要な課題と 6 
考えられる。  7 
そこで本研究では国内で生産された農作物 8 

残さの活用としてカンショ、緑茶屑の飼料利用 9 
を検討するとともに緑茶に含まれる茶カテキ 10 
ンの精製品を添加給与した際の成長成績と肉 11 
質および茶カテキン摂取時に排泄される糞尿 12 
由来の悪臭物質、NH3 揮散量について検討を行 13 
った。  14 
  15 
２．カンショと緑茶屑を活用した飼料給与が梅 16 
山豚の肥育成績および血液性状に及ぼす影響 17 
(試験 1)  18 
カンショは炭水化物を主とするエネルギー源 19 

であり、古くから国内各地域において自給可能 20 
な飼料資源として、飼料用品種も数多く確立さ 21 
れ利用されてきた。近年では豚へ給与すると香 22 
気成分として旨みに関連するとされるオレイン 23 
酸が脂肪中に増加し、良質な肉の生産が可能で 24 
あることが報告 11)されており、脂肪の質の向上 25 
が見込めると推察できる。また、茶の抗酸化作 26 
用や脂肪蓄積の抑制効果においても脂肪の質に 27 
影響があると考えられる。そこで、本試験では 28 
カンショ主体飼料およびそれに緑茶屑を添加し 29 
た飼料を給与することによる脂肪蓄積の抑制お 30 
よび脂質改善を期待し、背脂肪が付きやすく厚 31 
脂になりやすい性質の梅山豚を供試して、肥育 32 
成績および血液性状を一般的な飼料で肥育した 33 
豚と比較検討した。  34 
2-1）材料および方法  35 
供試豚は平均体重 42.7±2.5 kgの去勢梅山豚 36 
12 頭を導入し、試験開始時の体重は 45.4±2.4  37 
kg であった。供試飼料は日本飼養標準・豚(2005 38 
年版)12)に基づき自家配合し、平均体重 45～60  39 
kg までを肥育前期用、平均体重 60～90 kg まで 40 
を肥育後期用とした。飼料組成は、対照区では 41 

トウモロコシ主体とし、試験区Ⅰはカンショ主 42 
体、試験区Ⅱはカンショ主体で糖蜜添加茶屑を 43 
6％添加した（表 1）。供試豚は代謝試験用 2 連 44 
単飼ケージ(150 cm × 50 cm × 80 cm)に 1 頭 45 
ずつ収容し、室温は 24±2℃に設定した。飼料 46 
は各試験飼料を朝夕 2 回制限給餌にならないよ 47 
うに定量給与し、飲水は自由とした。成長試験 48 
は各区平均体重 90 kg に到達するまでとした。 49 
肥育試験での測定項目は体重（週 1 回）、飼料摂 50 
取量とした。消化試験は肥育前期を前期用試験 51 
飼料給与開始 10 日後から、肥育後期を後期用試 52 
験飼料給与開始 40 日後からそれぞれ 5 日間、全 53 
糞採取法で行った。分析項目は飼料、糞中の一 54 
般成分(水分、粗タンパク質、粗脂肪、粗繊維、 55 
粗灰分、可溶無窒素物)、ADF および熱量とした。 56 
血液性状としてヘモグロビン量および血清中 57 
TBARS 値を測定した。肥育試験終了後、神奈川 58 
県食肉センターでと畜解体を行った。枝肉歩留 59 
りは出荷時生体重と枝肉重量から算出し、枝肉 60 
各部位の測定およびロース断面積を測定した。 61 
第 4,5 胸椎間から約 15 cm の胸最長筋を利用し 62 
て加熱損失 13)、保水性（高坂 14））を測定し、残 63 
りのロースは背脂肪を除き、筋間脂肪を含めた 64 
ロース部位の一般成分 15)、熱量および pH を分 65 
析した。ロース部位から取り外した背脂肪は外 66 
層と内層に分け、それぞれ融点および脂肪酸組 67 
成を分析した。  68 
試験成績の有意差検定(有意水準 5%)は Excel 69 

統計を用いて、一元配置分散分析で行った。  70 
2-2）結果および考察  71 
飼育試験成績および血液性状は表 2 に示した。 72 

平均増体量(g/日)は、肥育全期間を通して試験 73 
区Ⅱが対照区、試験区Ⅰに対して有意(P<0.05) 74 
に低かった。平均飼料摂取量(kg/日)も肥育後期 75 
で試験区Ⅱが対照区、試験区Ⅰに対して有意 76 
(P<0.05)に低かった。飼料効率(%)に有意差は認 77 
められなかったものの、緑茶屑を添加した試験 78 
区Ⅱの飼料摂取量は全期間を通じて他の 2 区と 79 
比べて有意(P<0.05)に低くなり、増体量も低く 80 
なったため、肥育日数は 101 日となった。前報 81 
告 16)で見られたような糖蜜添加による緑茶屑の  82 
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 9 
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 13 
  14 
  15 
  16 
  18 
  20 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
  32 
  33 
  34 
  35 
嗜好性を改善する効果は認められなかった。ヘ 36 
モグロビン量(g/dl)は正常値の10～1617)範囲内 37 
にあった。血清中 TBARS 値(nmol/ml)に有意差は 38 
認められなかった。  39 
肥育前期の消化試験（表 3）において試験区 40 

Ⅰおよび試験区Ⅱの粗タンパク質消化率は対照 41 
区に対して有意(P<0.05)に低かったが、粗繊維 42 
と熱量の消化率は試験区Ⅱが対照区に対して、 43 
粗脂肪は試験区Ⅱが試験区Ⅰに対して有意 44 
(P<0.05)に高い値を示した。NFE、ADF の消化率 45 
および TDN は試験区Ⅰと試験区Ⅱが対照区に比 46 

して有意(P<0.05)に高い値を示した。肥育後期 47 
の粗タンパク質消化率は対照区、試験区Ⅰ、試 48 
験区Ⅱの順、粗繊維は試験区Ⅱ、試験区Ⅰ、対 49 
照区の順にそれぞれ高い値を示し、各区間に有 50 
意差(P<0.05)が認められた。NFE は試験区Ⅰが 51 
対照区に比して有意(P<0.05)に高い値を示した。 52 
その他の項目に有意差は認められなかった。こ 53 
れらの結果は主体とする飼料原料の CP,CF の消 54 
化率がトウモロコシでそれぞれ 79，45%である 55 
のに対し、カンショは 24，65%である 18)ことが 56 
反映されたと考えられる。また、肥育後期で試  57 
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（本表は日本養豚学会の許可を得て、一部改変して転載しています。） 



 
 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
験区Ⅱが他の 2 区に比べて CP 消化率は低く、CF 21 
消化率が高い結果となった。茶カテキンの経口 22 
摂取により腸内環境が良好になると報告 19)があ 23 
り、緑茶屑添加によって消化管内微生物が増殖 24 
し、粗繊維の消化は促進されたが微生物態タン 25 
パク質が糞中に多く排せつされ CP 消化率が低 26 
くなったと推察された。  27 
枝肉重量、枝肉歩留り、屠体長、屠体幅、各 28 

脂肪層厚、ロース断面積、ロース部成分につい 29 
て統計処理の結果、各区間に有意差は認められ 30 
なかった。試験区Ⅱのロース部粗脂肪含量が対 31 
照区に比べてやや低い値(P=0.42)を示した。豚 32 
に緑茶屑を給与することで背脂肪厚が薄くなる 33 
ことは数多く報告されているが、それらの試験 34 
で供試された品種はランドレースや LWD 交雑種 35 
などヨーロッパ系である 8)20)。本試験で用いた 36 
梅山豚は、ロース部の粗脂肪含量が約 26%と遺 37 
伝的に脂肪を蓄積しやすい品種である 21)。さら 38 
に本試験の供試豚は粗脂肪含量が約 40%と梅山 39 
豚の中でも高い値を示したこともあり有意差は 40 
認められなかったが、脂肪の蓄積が抑制された 41 

可能性が示唆された。  42 
融点（表 4）では試験区Ⅱの外層が他の 2 区 43 

に比べて有意(P<0.05)に低くなり、内層におい 44 
ても有意差は見られなかったが同様の傾向を示 45 
し、脂肪酸組成（表 4）の飽和不飽和割合の結 46 
果を支持した。脂肪酸組成は、外層で C16:0 は 47 
試験区Ⅰが試験区Ⅱに対して、C18:3、C20:1 は 48 
試験区Ⅱが対照区、試験区Ⅰに対して、有意 49 
(P<0.05)に高い値となり、C18:2 は試験区Ⅱ、 50 
対照区、試験区Ⅰの順に高く、各区間に有意差 51 
(P<0.05)が認められた。内層では C18:3、C20:1 52 
は試験区Ⅱが対照区に比して有意(P<0.05)に高 53 
い値を示した。緑茶屑を添加給与すると C18:1 54 
は減少し、C18:2 は蓄積され 9)、カンショ加工残 55 
さを 10%添加給与すると逆に C18:1 が増加し、 56 
C18:2 は減少する 11)という報告がある。本試験 57 
の結果からカンショと茶屑を同時給与すること 58 
により C18:1 の減少が制限され、C18:2 は制限 59 
されずに増加したのではないかと考えられた。 60 
また、試験区Ⅱの C18:3、C20:1 が外層、内層と 61 
もに他の 2 区に比べて有意(P<0.05)に高い値に 62 
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なったのは飼料中の C18:3 および C20:1 割合が 1 
ともに試験区Ⅱが他の 2 区に比べて高かったこ 2 
とから主体飼料の違いによる影響に加え、緑茶 3 
屑を添加したことにより蓄積が促されたと考え 4 
られた。試験区Ⅰの外層で C16:0 が試験区Ⅱに 5 
対して有意(P<0.05)に高い値となったのは、不 6 
飽和脂肪酸の C18:2 が有意に減少したことによ 7 
る相対的な増加と考えられた。しかし、他の飽 8 
和脂肪酸である C18:0 や C14:0 が増加しなかっ 9 
た理由は明らかに出来なかった。  10 
  11 

３．茶カテキン添加飼料の給与が肥育豚の成長 12 
と産肉成績に及ぼす影響(試験 2) 13 
前試験 22）において茶屑の給与により粗繊維の 14 

消化性が良好になることが示唆された。これは 15 
茶に含まれるカテキンにより、粗繊維の分解に 16 
作用する腸管内微生物が増殖したことによると 17 
考えた。そこで本試験では、茶屑給与による茶 18 
カテキンの効果を確認する場合、茶屑に含まれ 19 
る他の成分の影響も大きくなるため、肥育豚に 20 
精製茶カテキンを給与することでその効果の基 21 
礎的知見を得ることを目的とした。具体的には 22 
肥育後期の LWD 交雑豚に茶カテキン添加飼料を 23 
給与した際の成長、消化性および産肉成績に及 24 
ぼす影響について検討を行った。  25 
3-1）材料および方法  26 
供試豚は導入時平均体重 69.5±0.3 kg の 27 
LWD 種去勢 12 頭で、試験開始時平均体重は 28 
75.3±0.4 ㎏であった。供試飼料は、対照区 29 
は基礎飼料のみ、試験区Ⅰは基礎飼料に茶カ 30 
テキンを 0.2％添加飼料、試験区Ⅱは基礎飼 31 
料に茶カテキン 0.4％添加飼料とした（表 5）。 32 
基礎飼料は JA 東日本くみあい飼料(株)製造の 33 
スペシャルやまゆり C を用い、茶カテキンは 34 
(株)三井農林製造のポリフェノン 70A を用いた。 35 
供試豚は代謝試験用 2 連単飼ケージ(150 cm ×  36 
50 cm × 80 cm)に 1 頭ずつ収容し、室温は 24 37 
±2℃に設定した。飼料は各試験飼料を朝夕 2 38 
回制限給餌にならないように定量給与し、飲水 39 
は自由とした。成長試験は各区平均体重 110 kg 40 
に到達するまでとし、肥育試験での測定項目は 41 

体重（週 1 回）、飼料摂取量とした。消化試験は 42 
試験開始 1 カ月後(平均体重 97.3 kg)から 5 日 43 
間、全糞採取法で行った。分析項目は飼料、糞 44 
中の一般成分(水分、粗タンパク質、粗脂肪、粗 45 
繊維、粗灰分、可溶無窒素物)、ADF および熱量 46 
とした。  47 
飼育試験終了時に神奈川県食肉センターでと 48 
畜解体を行った。枝肉歩留りは出荷時生体重と 49 
枝肉重量から算出し、枝肉各部位の測定および 50 
ロース断面積を測定した。第 4,5 胸椎間から約 51 
15 cm の胸最長筋を利用して加熱損失 13)、保水 52 
性（高坂 14））を測定し、残りのロースは背脂肪 53 
を除き、筋間脂肪を含めたロース部位の一般成 54 
分 15)、熱量および pH を分析した。ロース部位 55 
から取り外した背脂肪は外層と内層に分け、そ 56 
れぞれ融点および脂肪酸組成を分析した。  57 
試験成績の有意差検定(有意水準 5%)は Excel 58 

統計を用いて、一元配置分散分析で行った。  59 
3-2）結果および考察  60 
飼育試験ではすべての項目で有意差は認めら 61 

れなかったが、日増体量、飼料効率は試験区Ⅰ、 62 
試験区Ⅱが対照区より若干高い値を示した（表 63 
5）。茶葉を 3%以上飼料に添加給与した場合は嗜 64 
好性が悪く採食量が落ちるため増体が減少する 65 
ことが報告 9)されている。本試験では茶カテキ 66 
ンの添加量を茶葉が 4%添加された量に相当す 67 
る試験区Ⅱを設定したが、採食量が落ちること 68 
はなく、茶カテキンの添加は茶葉や茶ガラの給 69 
与とは異なり嗜好性に影響せず、むしろ肥育成 70 
績が高まる傾向が示唆された。  71 
消化試験の成績（表 6）においてもすべての 72 

項目に有意差は認められなかったが、粗繊維の 73 
消化率は茶カテキンの添加量が多くなるに伴い 74 
やや高い値を示した。子豚に 0.2%茶ポリフェノ 75 
ールサプリメントを給与した試験によると、糞 76 
中細菌叢の Lactobacillus は有意に増加し、 77 
Bacteroides は減少したとの報告 10)がある。ヒ 78 
トにおいても茶の経口摂取によりビフィズス菌 79 
や乳酸菌が増加するとした報告 23)があり、これ 80 
らから茶カテキンの添加給与が供試豚の腸内細 81 
菌叢に影響を及ぼし、繊維質の消化率がやや高  82 
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 3 
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 12 
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 14 
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 16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
い値を示したと考えられ、先の試験における推 29 
論を支持する結果となった。  30 
枝肉成績（表 7）はすべての項目で有意差が 31 

認められなかった。ロース部位の一般成分にお 32 
いて水分で試験区Ⅰが対照区、試験区Ⅱに対し 33 
て有意(P<0.05)に低い値を示したが、粗タンパ 34 
ク質、粗脂肪では有意差が認められなかった。 35 
脂肪蓄積の抑制を目的のひとつとして茶カテキ 36 
ンを給与したが、背脂肪厚・ロース部位の粗脂 37 
肪含量は低減せず、脂肪蓄積の抑制は認められ 38 
なかった。脇屋ら 20)はランドレース種に肥育前 39 
期から二番茶製茶加工残さを給与した試験にお 40 
いて、背脂肪厚(腰)が無添加に比べて有意に減 41 

少したと報告しており、この時に給与されたカ 42 
テキン量は 0.39 g/100 g となっている。また、 43 
小國ら 24)はラットに緑茶成分(カテキン、テア 44 
ニン、カフェイン)を投与したところ、カテキン 45 
単体投与では肝臓中コレステロールと血中遊離 46 
脂肪酸は減少したが腹腔内脂肪に変化はなく、 47 
テアニンおよびカフェイン単体投与で腹腔内脂 48 
肪重量が減少したと報告している。本試験の試 49 
験区Ⅱは脇屋ら 20)とほぼ同等量のカテキンを含 50 
んでおり、脂肪蓄積の抑制が認められなかった 51 
のは給与期間が短かったことに加えて茶葉に含 52 
まれるテアニンやカフェインなどカテキン以外 53 
の成分による相乗効果がなかったためと考えら 54 
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れた。物理的性状として融点（表 7）は外層、 1 
内層共に試験区Ⅰが対照区、試験区Ⅱに比べて 2 
有意(P<0.05)に低い値を示した。その他の項目 3 
に有意差は認められなかった。  4 
  5 

４．肥育豚への茶カテキン給与が排せつ物由来 6 
アンモニア揮散量に及ぼす影響(試験 3)  7 
前試験 22）において緑茶屑の給与により粗繊維 8 

の消化率が高まる傾向が示された。茶ガラと緑 9 
茶屑は実際に様々な試験に用いられているが茶 10 
葉に含まれる主要ポリフェノールの 1 つである 11 
タンニンは飼料の嗜好性を低下させることが知 12 
られている。同じく主要ポリフェノールである 13 
カテキンは生理的な緩衝作用があるとされてお 14 
り、これが腸内細菌叢に何らかの影響を及ぼし、 15 
粗繊維の消化率向上に繋がったと考えた。腸内 16 
細菌叢は給与する飼料によってその組成が変化 17 
し、カテキンは動物の消化管における微生物の 18 
増殖に対して低減効果があることが推察されて 19 
いるが、飼料添加剤として利用した試験は限ら 20 
れている。また、NH3は排せつ物由来の悪臭の 1 21 
つであり、尿中の尿素と糞中のウレアーゼの反 22 
応によって合成され、尿素とウレアーゼ活性に 23 
よって揮散量は変化する。NH3 揮散量に関して、 24 
飼料組成を変化させた豚の飼育試験はいくつも 25 
ある 25)26)が、茶カテキンを給与した際の成績は 26 
少ない。そこで本試験では茶カテキン添加飼料 27 
を給与した肥育豚の排せつ物由来 NH3 揮散量、 28 
尿中窒素量および微生物叢について検討を行っ 29 
た。  30 
4-1）材料および方法  31 
肥育豚(MDB(梅山豚×デュロック×バークシ 32 

ャー)交雑種去勢 8 頭)の糞尿を肥育前期(試験 33 
開始から 6 週間後)と肥育後期(後期飼料切り替 34 
えから 4 週間後)の 2 回、採取した。NH3揮散量、 35 
pH 用のサンプルは採取した日に処理を行い、速 36 
やかに試験・分析に供した。糞中微生物叢、尿 37 
中全窒素、尿素測定用のサンプルは分析に供す 38 
るまで-40℃で冷凍保存した。  39 
試験区分は基礎飼料のみ給与した区を対照区、 40 

基礎飼料に茶カテキン 0.4％添加した飼料給与 41 

区を試験区とした。使用した基礎飼料は豊橋飼 42 
料(株)製造のベストグロワー(肥育前期用)、ベ 43 
ストポーク(肥育後期用)を用い、茶カテキンは 44 
三井農林(株)製造のポリフェノン 70A を用いた。  45 
NH3揮散量測定のため、ポリエチレン製の袋 46 

に糞と尿が 1:1 の混合物 20 g を入れて封をし 47 
た。一度脱気した後に 6L の空気を注入し、30 48 
±2℃の空調室に収容した時点を 0時間とし 6 49 
時間ごとに 24 時間後まで北川式ガス検知管 50 
で測定した。供試材料の化学性状を知るため 51 
に糞の pH と尿中の全窒素割合および尿素量 52 
を測定した。  53 
糞中の微生物叢は採取した糞便を洗浄後に 54 

Morita ら 27)の方法で DNA を抽出・精製した。 55 
それを鋳型として 16S リボソーム RNA 遺伝子の 56 
一部を PCR 法にて増幅後、変性剤濃度勾配ゲル 57 
電気泳動(DGGE)法で検索を行った。得られたバ 58 
ンドパターンを Image  J ソ フトウェア 59 
(http://rsb.info.nih.gov/ij/)にて各レーン 60 
のバンドの濃淡を相対的な存在比としてヒスト 61 
グラム化して推定を行った。各菌属の検索につ 62 
いては先に属名を決定したデータ 28)と比較して 63 
6 系統の細菌を分類した。検索方法は DGGE 法に 64 
て得られたバンドのゲルを切り取り、DNA を抽 65 
出・精製し 357F-518R プライマーペアで PCR 増 66 
幅後、同プライマーで両方向配列解析を行った 67 
ものを BLAST 検索した。  68 
試験成績の有意差検定(有意水準 5%)は Excel 69 

統計を用いて、一元配置分散分析で行った。  70 
4-2）結果および考察  71 
本試験において NH3揮散量（図 1-1、1-2）は、 72 

肥育前期・後期ともに 6 時間後までは対照区、 73 
試験区で同様の推移を示したが、12 時間後から 74 
試験区が対照区よりも有意に低い値となり、24 75 
時間後には試験区が対照区に対して肥育前期・ 76 
後期ともに 1%水準で低い値となった。pH におい 77 
ては糞・尿共に有意差は認められなかった。尿 78 
素量(mg/ml)は肥育前期、肥育後期の順に対照区 79 
が 19.7±4.0、21.8±1.0、試験区が 15.5±0.4、 80 
19.6±0.8 となり、有意差は認められなかった 81 
が、試験区が対照区に対して 88-80%程度低い結  82 
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 17 
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 23 
  24 
果となった。本試験で検索した菌属は 25 
Lactobacillus, Clostridium, Streptococcus,  26 
Psychrobacter, Escherichis, Megasphaera の 27 
6 系統で検索できなかったバンドはその他の菌 28 
とし、相対割合(%)を表 8 に示した。対照区と試 29 
験区で菌属種の割合にやや差異があったが有意 30 
差は認められなかった。  31 
茶カテキンによる腸内微生物への影響は多く 32 

報告されており、Hamer29)は in vitro 試験で 33 
Lactobacillus の増加と E. coli の増殖抑制を 34 
報告しており、前川ら 23)もヒトにおいて 35 
Lactobacillus およびビフィズス菌の増加を報 36 
告している。Hara ら 11)の報告では 30 日齢の子 37 
豚に茶ポリフェノールを給与したところ 38 
Lactobacillus が増加し、Bcteroides と NH3揮 39 
散量が減少した。肥育豚を用いた本結果は NH3 40 
揮散量が減少したが、微生物叢の菌種において 41 

違いが認められず、茶カテキン添加による微生 42 
物叢の変化は得られなかった。しかし、尿素量 43 
は試験区が対照区に比べて 88～80%まで減少し、 44 
NH3 揮散量とわずかながら正の相関となる傾向 45 
が示された。NH3揮散量と尿素の同様の関係は坂 46 
井ら 30)の試験において報告されており、糞尿混 47 
合物からの NH3 揮散量において尿由来窒素量が 48 
多くなると揮散量も増加することから本結果は 49 
この報告を支持するものと考えられる。  50 
供試した豚の成長成績において有意差は認め 51 

られなかったが飼料効率で試験区が対照区より 52 
も高い傾向を示したことから茶カテキン給与に 53 
よって窒素利用率が高まり、排出される窒素量 54 
が減少し NH3 揮散量が減少したと考えられた。 55 
しかし、糞中微生物叢に変化は認められず、こ 56 
の生理的なメカニズムは本試験では明らかにな 57 
らなかった。  58 
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本試験では排尿量や飲水量などの測定を行っ 1 
ていないことに加え、糞中微生物叢も得られた 2 
DNA バンドパターンに夾雑物が多く両方向配列 3 
解析と BLAST 検索を行っておらず菌数も測定し 4 
ていないため、さらに詳しい測定を行う必要が 5 
あると考えられた。  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
 

５．まとめ 

本研究では国内で生産された農作物残さの活 32 
用としてカンショ、緑茶屑の飼料利用を検討す 33 
るとともに緑茶に含まれる茶カテキンの精製品 34 
を添加給与した際の成長成績と肉質および茶カ 35 
テキン摂取時に排泄される糞尿由来の悪臭物質、 36 
NH3揮散量について検討を行った。  37 
試験 1 は国産の飼料資源を活用するべくカン 38 

ショを主体として緑茶屑を添加した飼料を肥育 39 

豚に給与し、一般的な飼料を給与した肥育豚の 40 
発育、消化性、肉質および血液性状について比 41 
較検討した。飼料摂取量と日増体量は緑茶屑の 42 
添加により有意に低い値を示し、飼育期間は約 43 
3 週間延長した。粗タンパク質の消化率は緑茶 44 
屑とカンショの利用で有意に低くなり、粗繊維 45 
の消化率は有意に高くなった。枝肉成績、ロー 46 
ス部の一般成分、血液性状に有意差は認められ 47 
なかったが、ロース部の粗脂肪含量は対照区に 48 
対して試験区Ⅱはやや低い値を示した。外層の 49 
脂肪酸組成では C16:0 で試験区Ⅰが試験区Ⅱに 50 
対して高まり、C18:2 は試験区Ⅱ、対照区、試 51 
験区Ⅰの順で高い値となり、それぞれ有意差が 52 
認められた。緑茶屑添加により、C18:3 は外層、 53 
内層共に有意に高い値となった。以上の結果か 54 
ら、緑茶屑の添加で飼料摂取量が少なくなり成 55 
長に遅延が見られたが、粗繊維の消化率が良好 56 
になり、脂肪蓄積が抑制された可能性が示唆さ 57 
れた。  58 
試験 122）の結果から茶屑の給与により粗繊維 59 

の分解に作用する腸管内微生物が増殖したこと 60 
によると考え、茶に多く含まれる機能性成分の 61 
茶カテキンを肥育後期豚に給与し、産肉成績へ 62 
の影響を検討した(試験 2)。茶カテキン添加に 63 
よる採食性の低下は認められず、飼育試験すべ 64 
ての項目で有意差は認められなかったが、日増 65 
体量、飼料効率が若干高い値を示した。一般成 66 
分の消化率にも有意差は認められなかったが、 67 
粗繊維の消化率は茶カテキンの添加割合が高く 68 
なるにつれてやや高くなった。体脂肪の融点は 69 
試験区Ⅰが対照区、試験区Ⅱに対して有意に低 70 
い値を示したが、その他の枝肉成績および肉質 71 
の項目では有意差は認められず、脂肪蓄積の抑 72 
制は認められなかった。以上の結果から茶カテ 73 
キンを給与することによる脂肪蓄積の抑制は認 74 
められなかったが粗繊維消化率が向上する可能 75 
性が示唆された。  76 
前の 2 試験を受けて茶カテキン給与による粗 77 

繊維消化性の向上から、腸内微生物叢に影響が 78 
あったと考え、肥育豚飼料への精製茶カテキン 79 
添加が糞尿から揮散するアンモニアの濃度に及 80 
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図1-1　肥育前期糞尿からのアンモニア揮散量の変化
（本図はAPESJの許可を得て、一部改変して転載しています。）
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図1-2　肥育後期の糞尿から揮散するアンモニア量の変化
（本図はAPESJの許可を得て、一部改変して転載しています。）
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ぼす影響について検討した(試験 3)31）。NH3揮散 1 
量は試験開始 12 時間後に対照区に比べて試験 2 
区が有意に低くなり、その差は 18 時間以降に顕 3 
著になった。糞尿の pH に一定の傾向は見られず、 4 
尿中の全窒素量に有意な差はなかったが、試験 5 
区が対照区より少なかった。また、尿素量は試 6 
験区が対照区の 88-80%程度に低かった。糞中微 7 
生物叢においてDGGE法にて得られた6つのバン 8 
ドについてバンドの濃淡で相対的な存在比を比 9 
較したが、6 系統の細菌割合に区間の差は認め 10 
られなかった。茶カテキン摂取による NH3 揮散 11 
量の差はブタの体内における窒素利用が高まり、 12 
窒素の排せつ量が低減した事に起因すると考え 13 
られるが、生理的なメカニズムは明らかに出来 14 
なかった。  15 
本研究では茶カテキンの給与により粗繊維の 16 

消化率が向上し、窒素利用率が高まったことで 17 
排せつ尿中の尿素量が減少した可能性が示唆さ 18 
れた。尿素量が減少したことでウレアーゼ活性 19 
による NH3揮散量が減少したと考えられるが、 20 
生理的メカニズムまでは明らかに出来ず、今後 21 
の検討課題と考える。  22 
  23 
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SUMMARY 11 
Regulation of food intake is an important issue 12 
for rational poultry production. Growing chickens 13 
decrease their voluntary food intake when they 14 
receive a diet deficient in a single essential amino 15 
acid. This reduction in food intake occurred four 16 
and five hours after presentation the lysine-free 17 
diet and was associated with ventromedial 18 
hypothalamic dopamine and free plasma lysine 19 
concentration. Manipulation of dopamine levels 20 
by perfusing L-3,4-dihydroxyphenylalanine into 21 
the ventromedial hypothalamus of chickens using 22 
the in vivo brain microdialysis technique as well 23 
as peripheral administration of lysine keep the 24 
extracellular dopamine in the ventromedial 25 
hypothalamus at baseline of chickens fed on the 26 
lysine-free diet. Keeping the extracellular 27 
dopamine level in the ventromedial hypothalamus 28 
prevents chickens on the lysine-free diet from 29 
decreasing their voluntary food intake. Therefore, 30 
we conclude that the dopamine in the ventro- 31 
medial hypothalamus is critical for food intake 32 
regulation in chickens fed on lysine-free diet. 33 
 34 
1.  INTRODUCTION  35 
Voluntary food intake is critical for poultry 36 
production because most poultry production uses 37 
an ad libitum feeding system. Understanding what 38 
factors are involved in feeding behavior of 39 

chickens is necessary to regulate their growth rate. 40 
Dietary essential amino acid deficiency decreases 41 
voluntary food intake in chickens1) as well as in 42 
rats2). The mechanism of how the voluntary food 43 
intake of chickens on a diet deficient in essential 44 
amino acids decreases remains obscure. It is 45 
known that the concentrations of essential amino 46 
acids in the plasma, as well as in the brain, 47 
decrease a few hours after an animal have been 48 
fed on a diet deficient in a single essential amino 49 
acid3). A lysine deficient diet resulted in a 50 
decreased food intake. This response was of 51 
hypothalamic neuronal origin, from an area that 52 
has been reported as the integration center for 53 
food intake2,4,5). 54 

A previous study6) suggests that ventro- 55 
medial hypothalamic (VMH) dopamine levels 56 
were associated with decreased in food intake by 57 
chicken on a lysine-free diet. The dopamine (DA) 58 
concentration in the chicken VMH decreased after 59 
feeding a lysine-free diet, and remained lower 60 
than the baseline and the control group until the 61 
end of the feeding trial. Food intake in the 62 
lysine-free diet group of chickens was 63 
significantly lower than that of the controls at 4 64 
and 5 hour after presenting the experimental diet.  65 
Therefore, it was hypothesized that keeping the 66 
ventromedial hypothalamic extracellular DA in 67 
chickens could restore the decreased voluntary 68 



 
 

food intake due to the lysine-free diet. First 1 
experiment was done to determine if a local 2 
perfusion of L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L- 3 
DOPA) into the VMH affects the extracellular 4 
DA levels there using the in vivo brain 5 
microdialysis technique. The second one 6 
examined the relation of the manipulated DA 7 
level and voluntary food intake in chickens on the 8 
lysine-free diet. Finally, the ability of lysine 9 
orally administered to restore the voluntary food 10 
intake was related to the ventromedial 11 
hypothalamic extracellular DA. 12 
 13 
2.  METHODOLOGY  14 
All procedures involving the uses of animals were 15 
performed in accordance with regulations for the 16 
care and use of animals required by the Animal 17 
Experimentation Committee of Utsunomiya 18 
University. Male layer-type chickens (Gallus 19 
gallus domesticus) were used in these studies. 20 
They were housed in a temperature-controlled 21 
(32°C) room with 12/12-light/dark cycles. 22 
Chickens were given free access to water and a 23 
commercial starter diet (CP, 21%; ME, 2.95 24 
Mcal/kg, Kumiai Feed Co. Ltd, Tokyo, Japan). 25 
The feed was manufactured according to the 26 
requirements of all essential amino acids 27 
recommended in Japanese Feeding Standard for 28 
Poultry7). At 7 days of age, chickens were 29 
weighed and selected so that the average body 30 
weight was as uniform as possible and they were 31 
housed in individual cages at a temperature of 32 
28°C. At 17 or 18 days of age, the chickens were 33 
stereotaxically implanted with a guide cannula 34 
(0.5 mm x 8 mm, diameter and length, 35 
respectively, Eicom, Kyoto, Japan) aimed at one 36 
side of the hypothalamus, specifically the 37 
ventromedial hypothalamus (VMH; anterior to 38 
the interaural line by 7 mm; lateral to the midline 39 
by 0.2 mm and 7.2 mm below the skull surface8)). 40 
The experimental purified diets (control: 11.9 g 41 

and lysine-free: 0 g of Lys.HCl/kg diet) were 42 
provided during the experimental period. From 21 43 
through 23 days of age a brain microdialysis 44 
technique was used to get the dialysate from the 45 
VMH and the food intake was concomitantly 46 
measured when chickens received the 47 
experimental diets. Several concentrations of 48 
L-DOPA solutions were administered locally 49 
through the dialysis probe into the right VMH of 50 
freely moving chickens to examine whether it 51 
affects the extracellular monoamines levels. The 52 
dose of L-DOPA was decided based on a previous 53 
report9). On the other hand, the dose of lysine (0.1 54 
g/mL) was determined based on the average daily 55 
lysine intake of chickens on the control diet. 56 
Lysine of 0.1 g corresponded to one third of daily 57 
intake and was incubated to the crop of 58 
chickens10). Microdialysis was carried out in 59 
accordance with a previously reported method11). 60 
The dialysate was analyzed for dopamine (DA), 61 
norepinephrine (NE) and serotonin (5-HT) using 62 
high performance liquid chromatography with 63 
electrochemical detection. After completion of 64 
microdialysis experiment, the position of probe 65 
was verified by histological examination. 66 
 67 
3.  RESULTS  68 
3.1. Dose-dependent response of extracellular 69 
dopamine level of ventromedial hypothalamus 70 
Several concentrations of L-DOPA were perfused 71 
to investigate the dose response effect of 72 
L-DOPA in chicken VMH. Local administration 73 
of L-DOPA with perfusate significantly increased 74 
the DA levels compared with the baseline. Both 75 
7.5 and 15 ng L-DOPA caused a measurable 76 
increase of DA compared to the baseline by 60 77 
min, and this increase was significantly different 78 
from the control group and baseline. The DA 79 
reached its peak value of 212 ± 17% and 254 ± 80 
27% of the baseline, at 60 min following 81 
administration of L-DOPA at 7.5 and 15 ng of 82 



 
 

L-DOPA for 10 min, respectively. The DA level 1 
returned to the baseline at 2.5 hour after L-DOPA 2 
perfusion at both doses. The DA in the control 3 
group remained fairly stable over time during the 4 
experiment. An increase of DA levels at 144% of 5 
the baseline at 60 min following L-DOPA 6 
administration was observed using 5 ng, but this 7 
increment was not significantly different from the 8 
baseline. There were no changes from baseline of 9 
the norepinephrine (NE) and serotonin (5-HT) 10 
levels after L-DOPA perfusion. The study 11 
suggests that local perfusion of L-DOPA induced 12 
extracellular DA increases in the VMH in a dose- 13 
related manner without impact on NE and 5-HT 14 
levels. 15 
 16 
3.2. Relation between extracellular ventrome- 17 
dial hypothalamic dopamine and food intake 18 
after perfusing L-DOPA 19 
In order to investigate if the manipulated DA is 20 
associated with food intake variations in chickens 21 
on a lysine-free diet, the VMH monoamines was 22 
determined using a brain microdialysis technique 23 
and food intake was concomitantly measured 24 
when chickens received the lysine-free diet with 25 
L-DOPA. The hourly changes of food intake were 26 
measured for 5 hours in the control and the 27 
lysine-free plus L-DOPA treated groups (Fig. 1A). 28 
The control chickens ate their diet at a similar rate 29 
(0.8 to 1.1 g/100g body weight hour) during the 30 
experiments. This response of the control 31 
chickens is consistent with our previous findings6). 32 
At 2 hour, food intake was significantly higher in 33 
lysine-free plus L-DOPA treated chickens 34 
compared to the controls. At 3 hour, food intake 35 
also tended to be higher (p = 0.25). The food 36 
intake in the lysine-free chickens was lower at 4 37 
and 5 hours compared with the controls and a 38 
significant difference was observed at 5 hours.  39 

Local perfusion of L-DOPA solution (30 40 
ng/mL) significantly increased the DA level 41 

compared with the baseline and control group 42 
(Fig. 1B). At 30 min following administration 43 
there was no increase in DA in any group. At 60 44 
min following perfusion with L-DOPA, the 45 
extracellular DA reached its maximum level of 46 
324 ± 32% of the baseline at 15 min. The levels 47 
of DA at 1.5, 2, 2.5 and 3 hours were 247 ± 29%, 48 
167 ± 13%, 153 ± 14% and 140 ± 16%, 49 
respectively. The DA returned to the basal level at 50 
3.5 hour after L-DOPA perfusion. Dopamine in 51 
the control chickens remained close to the 52 
baseline value throughout the experiments.  53 
  54 

3.3. Ventromedial hypothalamic dopamine and 55 
food intake after gavaging lysine solution 56 
This investigation was conducted to examine 57 
whether enteral administration of lysine solution 58 
affect food intake and the VMH monoamines in 59 
chickens fed on a lysine free diet. Chickens were 60 
given lysine solution at a dose of 0.1 g/mL 61 
exogenously while being fed on a lysine-free diet 62 
and hourly food intake was measured. The 63 
extracellular DA, NE and 5-HT in the VMH were 64 
measured by microdialysis. There was no 65 
variation in food intake in the control diet and the 66 
lysine treated groups during the time-course of 67 
the experiments (Fig. 2) whilst food intake was 68 
significantly lower in the lysine-free diet plus 69 
saline group (Fig. 3). The results showed that the 70 
lower food intake in growing chicken caused by a 71 
lysine-free diet was restored by the oral 72 
administration of 0.1 g/mL of lysine solution. The 73 
DA levels of the control diet plus saline and the 74 
lysine-free groups with lysine supplementation 75 
remained at the baseline values except at 0.5 hour 76 
(Fig. 4). No difference of food intake and VMH 77 
DA were observed during lysine supplementation. 78 
On the other hand, the DA levels of the chickens 79 
on the lysine-free diet plus saline group were 80 
significantly lower than the baseline from 3.5 81 
through 6 hours (Fig. 4). Neither food intake nor 82 



 
 

DA level was restored after gavaging the alanine 1 
(0.12 g/mL, iso- nitorgenous of 0.1 g of lysine) 2 
solution in chickens fed on lysine-free diet (data 3 
not shown). 4 

The concentrations of NE in VMH tended 5 
to increase by about 20% from the baseline at 1.5 6 
through 6 hour after administration of lysine. On 7 
the other hand, the NE concentrations of chickens 8 
on the lysine-free diet plus saline group was lower 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
Figure 1. Hourly food intake (panel A) and 33 
changes in dopamine (DA) level in the 34 
ventromedial hypothalamus (panel B) in 35 
chickens.  Chickens on the lysine-free diet were 36 
treated with L-DOPA in the VMH. The arrow 37 
indicates beginning of L-DOPA perfusion for 15 38 
min. All birds were given the control diet before 0 39 
hour. Data represent means ± SEM (n = 8). 40 
*Significantly different from the control group (p < 41 
0.05). #Significantly different from the basal level in 42 
the lysine-free group (p < 0.05). Modified from Ref. 43 
17 with permission. 44 

than the baseline from 3 hour until the end of the 45 
experiments, but this lower level of NE was not 46 
significant when compared with the baseline. The 47 
concentration of 5-HT varied after administration 48 
of lysine, but the difference from the baseline in 49 
any group was not significant (data not shown). 50 

 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
Figure 2. Hourly food intake of chickens fed a 62 
control diet and lysine-free plus lysine solution 63 
(0.1 g/ml).  The lysine solution was incubated into 64 
the crop one hour after presenting the lysine-free 65 
diet. The arrow indicates the beginning of the 66 
gavage of lysine solution. Values are expressed as 67 
means ± SEM (control diet plus saline n = 5, 68 
lysine-free diet plus lysine solution n = 6). Modified 69 
from Ref. 10 with permission. 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
Figure 3. Hourly food intake of chickens fed a 80 
lysine-free diet with or without lysine solution.  81 
The lysine solution was intubated into the crop one 82 
hour after presenting the lysine-free diet. The arrow 83 
indicates the beginning of the gavage of lysine 84 
solution. Data represent means ± SEM (lysine-free 85 
diet with lysine solution n = 6, lysine-free diet plus 86 
saline n = 5). *Significantly different from the lysine 87 
solution treated group (p < 0.05). Modified from Ref. 88 
10 with permission. 89 
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Fig. 2 
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Fig. 3 



 
 

4.  DISCUSSION 1 
This investigation was done to elucidate the 2 
extracellular monoamine in chickens fed the 3 
lysine-free diet using in vivo brain microdialysis 4 
technique that allows sampling from the VMH of 5 
chickens feeding the lysine-free diet. The DA 6 
level was manipulated centrally by perfusing 7 
L-DOPA into the VMH of chickens as well as 8 
lysine solution was administered peripherally. 9 
The extracellular levels of DA, NE and 5-HT 10 
were measured by HPLC. Hourly food intake was 11 
also measured simultaneously both for control 12 
and experimental groups. 13 

Local perfusion of L-DOPA increased the 14 
extracellular levels of DA. The increased DA was 15 
dose-related and was significantly higher 16 
compared to the baseline and control group. After 17 
discontinuation of the L-DOPA perfusion, the DA 18 
levels returned to the baseline in 3.5 hour. Adachi 19 
et al.12) examined the effects of L-DOPA in the 20 
rat brain striatum using an in vivo microdialysis 21 
technique at the rate of 2 and 5 µg/ml of L-DOPA 22 
in the perfusate. The peak level of DA was 140% 23 
and 270% of the baseline, respectively at 60 min. 24 
Effect of intraperitoneal injection of L-DOPA on 25 
extracellular DA levels was observed to be 26 
dose-dependent in the rat striatum. The DA levels 27 
in the dialysates increased at 120 min at the level 28 
of 3-, 5- and 7-fold of the baseline following the 29 
administration of 100, 200 and 400 mg/kg of 30 
L-DOPA, respectively13). Considering the 31 
methodological aspects and the results of other 32 
investigations, it is likely that local perfusion of 33 
L-DOPA into the chicken VMH at the rate of 7.5 34 
and 15 ng for 10 min is suitable for stimulating 35 
DA within less than 60 min. On the other hand, 36 
the NE and 5-HT levels were almost stable 37 
throughout the microdialysis experiments, which 38 
indicated that perfusion of L-DOPA had no effect 39 
on them. This is consistent with other reports that 40 
showed that L-DOPA increased the DA content 41 

of a variety of tissues in rats, while it had little or 42 
no effect on NE and 5-HT levels14,15).  43 

 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

Figure 4. Changes in dopamine (DA) level in 55 
the ventromedial hypothalamus in chickens 56 
after presenting experimental diets. The arrow 57 
indicates the beginning of the oral infusion of the 58 
lysine solution. All birds were given the control diet 59 
before 0 hour.  The horizontal bar indicates the 60 
duration of feeding the lysine-free diet. Data are 61 
expressed as means ± SEM (control diet plus saline 62 
n = 5, lysine-free diet with lysine solution n = 6, 63 
lysine-free diet plus saline n = 5). *Significantly 64 
different from the lysine solution treated and 65 
lysine-free diet plus saline groups (p < 0.05). 66 
†Significantly different from the baseline in the 67 
lysine-free diet plus saline group (p < 0.05). 68 
Modified from Ref. 10 with permission.  69 

 70 
 71 
The increased DA level in the VMH was 72 

associated with food intake variations in chickens 73 
on a lysine-free diet. At 1 hour post-perfusion of 74 
L-DOPA, the DA level in the VMH reached a 75 
maximum level  (three and half fold of the 76 
baseline) at 30 ng of mL and food intake of 77 
chickens on the lysine free diet plus L-DOPA at 1 78 
to 2 hour was significantly higher than that of the 79 
control group (Fig. 1 A and B). Thereafter, DA 80 
levels remained higher than the baseline up to 2.5 81 
hour post-perfusion and food intake during this 82 
period was not different between the two groups. 83 
Significantly lower food intake of the lysine-free 84 
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diet plus L-DOPA perfusion group was observed 1 
at 4 to 5 hours when the DA level in the VMH 2 
returned to the baseline. The disappearance of 3 
additional food intake at 4 to 5 hours could be due 4 
to the short-term effect of L-DOPA on food 5 
intake and to a unilateral perfusion of L-DOPA. 6 
This response of food intake (at 4 to 5 hours) was 7 
different from our previous study6) in which the 8 
lower food intake of chickens receiving a lysine 9 
free diet without L-DOPA perfusion was 10 
observed 3 hour after presenting the diet and 11 
thereafter. Therefore, the lower food intake in the 12 
lysine-free group was delayed by an hour due to 13 
the perfusion of L-DOPA in the VMH. On the 14 
other hand, neither 7.5 ng nor 15 ng of L-DOPA 15 
perfusion into the VMH was not found to be 16 
effective to restore food intake in chickens fed on 17 
a lysine-free diet although DA levels were 18 
increased in VMH (data not shown). The finding 19 
suggests that L-DOPA perfusion significantly 20 
increased extracellular DA level in the chickens 21 
VMH and more than 2.5 fold of DA from baseline 22 
is required to restore decreased food intake by 23 
chickens on lysine-free diet.  24 

Gavage of lysine solution (0.1 g/mL) 25 
restores the food intake and kept the VMH DA at 26 
baseline in chickens fed on lysine-free diet. The 27 
variations of food intake in chickens of all the 28 
groups were observed throughout the 29 
experimental periods. This variation of food 30 
intake was associated with the time-course of 31 
extracellular DA levels. Neither food intake nor 32 
DA level differed between the control diet plus 33 
saline and the lysine supplemented groups 34 
throughout the feeding trials. However, food 35 
intake was not significantly different between the 36 
lysine treated and lysine-free diet plus saline 37 
group in the first half of the experimental periods 38 
(first 3 hour, Figs. 2 and 3). This result is similar 39 
to our previous reports6,16) in which chickens on 40 
the lysine-free diet ate as much as the control diet 41 

group. In contrast, during the latter half of the 42 
experiment (4 through 6 hour) a significant 43 
reduction of food intake was observed with the 44 
lysine-free diet plus saline group (Fig. 3). The DA 45 
level was significantly lower from the baseline at 46 
3.5 hour and thereafter, which is similar to our 47 
previous results6).  48 

The present result showed that oral 49 
administration of lysine at 0.07 or 0.1 g kept the 50 
DA concentration in the VMH at the baseline 51 
level throughout the experimental period in 52 
chickens fed on a lysine-free diet.  Alam et al.17) 53 
reported that VMH DA levels increased after 54 
perfusion of L-DOPA into chickens on the 55 
lysine-free diet, which brought the food intake to 56 
a similar or a little higher level compared to the 57 
control diet group, and suggested that the VMH 58 
DA concentration was a critical factor for food 59 
intake regulation. Lower levels of DA in the 60 
VMH than the baseline was observed from 1 hour 61 
after giving the diet to chickens on the lysine-free 62 
diet as shown in previous study6). Taken together 63 
with these findings, it is likely that maintaining 64 
the DA concentration in the VMH at the baseline 65 
by either perfusing L-DOPA into the VMH or 66 
oral administration of lysine after feeding the 67 
lysine-free diet is critical for keeping the food 68 
intake of the chickens given a lysine-free diet 69 
similar to that of the control diet group. However, 70 
the different responses were observed between 71 
L-DOPA infusion and lysine supplementation. 72 
When lysine solution was gavaged, the DA level 73 
of VMH was not larger than the baseline and 74 
control level. In contrast, L-DOPA perfusion 75 
increased the DA level of VMH by more than 2.5 76 
fold of the control and baseline values and food 77 
intake restored. Therefore, it is possible that effect 78 
of lysine on food intake in chickens fed on 79 
lysine-free group was mediated via some factors 80 
than the DA of VMH. It deserves further study. 81 
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5.  CONCLUSION 1 
The extracellular DA level in the VMH 2 
influenced the food intake in chickens fed on 3 
lysine-free diet. Central perfusion of L-DOPA 4 
into the chickens VMH increased the extracellular 5 
DA level in dose-dependent manner. The 6 
increased DA in the VMH followed by the 7 
restoration of food intake in the chickens fed on 8 
lysine-free diet. Peripheral administration of 9 
lysine restored both the food intake and the VMH 10 
DA while chickens received the lysine-free diet. 11 
The present study suggests that DA level in the 12 
VMH is critical for food intake regulation in 13 
chickens fed on lysine-free diet.  14 
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家 畜 栄 養 生 理 研 究 会 会 則 

 

（総    則） 

第一条  本会は家畜栄養生理研究会と称する。 

第二条  本会は家畜栄養生理に関する研究及びその成果の応用を促進する事を目的とする。 

第三条  前条の目的を達成するため下記の事業を行う。 

    一．家畜栄養生理の研究に関する討議（春季・秋季集談会） 

    二．家畜栄養生理に関する研究情報、文献の蒐集配布並びに交換 

    三．家畜栄養生理に関する共同研究の促進及び研究相互の連絡 

    四．家畜栄養に関する研究成果及び技術につき必要と認めた場合、印刷物刊行等により普及を図ること 

    五．その他本会の目的達成のために必要な事業 

（会    則） 

第四条  会員は正会員と賛助会員及び名誉会員とする。 

第五条  本会の正会員になろうとするものは、会員の推薦により事務局に申し込むものとする。 

    ２．事務局は前項の申し込みに対して可否を決定する。但し、名誉会員は評議員の推薦により、総会において決定する。 

    ３．会員は総会及び集談会に参加し発言することができる。但し、非会員も別途定める参加費を納入すれば、集談会に参加

し、発言することができる。 

４．名誉会員は評議員会に出席し、助言することができる。 

第六条  会員は会費を納入するものとする。但し、名誉会員は会費を免除する。 

    ２．正会員会費及び賛助会費は総会に於いてこれを定め、徴収方法は事務局が決定する。非会員の集談会参加費は正会員会

費と同額とする。 

第七条  会員は下記の事項に該当する時は会員たる資格を失う。 

    一．本人の意志による退会 

    二．長期の会費未納の場合 

    三．会員として不適当と事務局が認め、総会がこれを承認した場合 

        但し、第一項により退会しようとする時は、事務局宛に届け出るものとする。 

（役    員） 

第八条  本会に役員として会長1名、事務局員若干名、会計監査2名、評議員若干名、及び編集委員若干名を置く。役員の任期

は2年とし、重任を妨げない。 

第九条  役員は総会において選定する。 

第十条  会長及び事務局員は事務局を、編集委員は編集委員会を組織する。 

２．事務局は総会で議決された方針に従って会務を運営する。 

    ３．会長は本会を代表し、事務局員・編集委員の業務を統轄する。 

    ４．事務局員は庶務、会計その他の業務を分担する。 

    ５．編集委員は評議員の推薦による話題提供者の論文等を査読し、編集業務を担当する。 

第十一条  評議員は本会の重要な事項につき会長の諮問に応じる。 

（会    議） 

第十二条  会議は総会及び評議員会とする。 

第十三条  総会を分けて通常総会及び臨時総会とする。 

    ２．通常総会は毎年１回開催する。 

    ３．総会は評議員会の議を得て会長がこれを召集する。 

    ４．総会の議長はその都度選出するものとする。 

第十四条  総会は本会の経理、人事及び事業の全般に亘る主要事項を審議決定する。 

第十五条  評議員会は役員を以て構成する。 

    ２．評議員会は会長がこれを召集し、その議長となる。 

    ３．評議員会は原則として年2回開催する。 

第十六条  評議員会は本会運営の基本方針を審議し、主要事項について総会へ提出し、その審議を求める。 

 

（昭和59年 4月 6日改正） 
（平成12年 5月13日改正） 
（平成15年 5月10日改正） 
（平成17年11月12日一部改正） 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 佐野  宏明（岩手大学農学部） 

麻生    久（東北大学大学院農学研究科）  柴田  正貴（元畜産草地研究所） 

新井  敏郎（日本獣医生命科学大学）  菅原  邦生（宇都宮大学農学部） 

板橋  久雄（日本獣医生命科学大学）  祐森  誠司（東京農業大学） 

太田  能之（日本獣医生命科学大学）  高橋  和昭（山形県立米沢女子短期大学） 

小形  芳美（NOSAI 山形）  谷口  幸三（広島大学大学院生物圏科学研究科） 

奥村  純市（元名古屋大学農学部）  寺田  文典（九州沖縄農業研究センター） 

小堤  恭平（元畜産草地研究所）  豊水  正昭（東北大学大学院農学研究科） 

  小原  嘉昭（明治飼糧水戸研究牧場）  中川  二郎（豊橋飼料株式会社） 

△加藤  和雄（東北大学大学院農学研究科）  中村    修（日本配合飼料ＫＫ） 

加藤  清雄（酪農学園大学獣医学部）  林    國興（元鹿児島大学農学部） 

喜多  一美（岩手大学農学部） 

木田  克弥（帯広畜産大学） 

藤原    勉（元島根大学生物資源科学部） 

◎古瀬  充宏（九州大学大学院農学研究院） 

△木村  信熙（元日本獣医生命科学大学）  松井    徹（京都大学大学院農学研究科） 

久米  新一（京都大学大学院農学研究科）  松本  光人（農林水産・食品産業技術振興協会） 

小林  泰男（北海道大学大学院農学研究院）  村井  篤嗣（名古屋大学大学院生命農学研究科） 

坂口    英（岡山大学農学部）  矢野  秀雄（元京都大学大学院農学研究科） 

佐々木晋一（元信州大学農学部）  和田  賢二（NOSAI 山形） 
 
 

（編集委員）（10 名） 

麻生    久（東北大学大学院農学研究科）  小林  泰男（北海道大学大学院農学研究院） 

加藤  和雄（東北大学大学院農学研究科）  豊水  正昭（東北大学大学院農学研究科） 

喜多  一美（岩手大学農学部）  ○辰巳  隆一（九州大学大学院農学研究院） 

黒瀬  陽平（北里大学獣医学部）  松井    徹（京都大学大学院農学研究科） 

後藤  貴文（九州大学大学院農学研究院）  谷口  幸三（広島大学大学院生物圏科学研究科） 

（平成 26 年 3 月 7 日修正） 

◎会長  ○編集委員長  △会計監事 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
賛  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 会  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全国酪農業協同組合連合会購買部 

豊橋飼料（株）テクニカルセンター 

理  研  科  学（株） 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