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胎盤性生殖腺刺激ホルモン投与により誘起された

松山倫也 1)・香川浩彦 2)・有元　操 3)・丸山敬悟 3)・

Changes of Ovarian Maturity in the Yellowtail Seriola quinqueradiata Induced 

Michiya MATSUYAMA, Hirohiko KAGAWA, Misao ARIMOTO, Keigo MARUYAMA,

索 引 語：ブリ／HCG/ ステロイドホルモン／成熟促進

　The changes in ovarian development and serum steroid hormone levels of the 
yellowtail, Seriola quinqueradiata, during fi nal oocyte maturation induced by a human 
chorionic gonadotropin (HCG) were monitored at six diff erent times (0, 6, 12, 24, 36, and 48 
hours) after HCG injection to understand the mode of ovarian development and endocrine 
control of oocyte maturation of this species.
　The ovarian stage of fi sh sampled at any one time showed a tendency to be similar 
to one another. Vitellogenesis was completed and germinal vesicle migration began in 
fi sh sampled at 24-36 hours. Fish sampled at 48 hours had fully mature oocytes. Serum 
testosterone (T) and estradiol-17 β (E2) were maintained at a relatively high level until 24 
hours after HCG injection (T, 3.0-4.7 ng/ml; E2, 16.7-20.0 ng/ml), then the levels decreased 
and showed the lowest values (T, 0.8 ng/ml; E2, 5.9 ng/ml) at 48 hours. The putative 
maturation-inducing hormone (MIH) of many teleost species, 17 α , 20 β -dihydroxy-4-
pregnen-3-one, showed a rapid increase (0.42 ng/ml) in serum concentration at 6 hours 
after HCG injection, but maintained constant low levels (0.12-0.21 ng/ml) during fi nal 
oocyte maturation from 24 to 48 hours. These results are discussed in relation to other 
studies on changes in serum steroid levels during fi nal oocyte maturation.
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広辻日出夫 4)・柏木正章 4)・劉　鋭 1)

by a Human Chorionic Gonadotropin

Hideo HIROTSUJI, Masaaki KASHIWAGI, and Rui LIU











　１）ブリの卵成熟機構を解明するための基礎的知見
を得るため，卵黄形成がほぼ終了した雌親魚 10 尾に
HCGを投与し，個体別にHCG投与から卵成熟に至る
までの卵巣卵組成，および各種ステロイドホルモンの
血中量の変化をモニターした。
　２）HCG投与後のブリの卵巣卵の発達は個体間で
よく同調していた。投与時（０時間）における卵巣成
熟度は第２次卵黄球期で，投与後 24 － 36 時間で卵巣
形成が終了して核移動が起こり，48 時間で全個体の
卵成熟が完了した。
　３）テストステロン（T）およびエストラジオールー
17 β（E2）の血中量は，HCG 投与後 24 時間までは
高い値を示したが（T，3.0 － 4.6ng ／ ml；E2，16.7
－ 20.0ng ／ ml），その後減少し，48 時間では最低値
を示した（T，0.7ng ／ ml；E2，6.0ng ／ ml）。
　４）17 α，20 β－ジヒドロキシ－４－プレグネン
－３－オン（17，20 β－ P）の血中量はHCG投与後
６時間で最高値 0.42ng ／ ml に達した後，減少した。
即ち，血中 17，20 β－ P量の変動傾向は卵巣の成熟
過程と相関しておらず，17，20 β－ P以外のステロ
イドがブリの卵成熟誘起ホルモン（MIH）として作用
している可能性も考えられた。
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