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先天性小眼球症のサラブレッド子馬における画像診断所見
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要 約

サラブレッド種の子馬に，出生時より両眼球の形成異常が認められた.超音波検査では，角膜および水晶体などの眼

球構造が不明瞭であり，硝子体腔に等エコー像が観察された.Computed tomography (CT)検査では，硝子体腔に高

CT11直を示す組織が散見された.肉眼的には水品体欠損および瞳孔上の乳自色結節が確認された.組織学的検査により，

水晶体，硝子体，脈絡膜，網膜などの正常眼球組織の欠損と秋'骨や腺などの異所性組織形成が眼球内に確認された.

以上のことから，超音波検査と CT検査は本症例の生前診断に有用であった.

一一キーワード:子馬，小眼球， CT検査.

小眼球症は先天性疾患とされ，原閣としては遺伝性，

母馬のビタミンA欠乏および母馬への催奇性薬物投与な

どが考えられている [1，2J .また，馬には

micropthalmia associated transcription factor 

(MITF)が存在し，種々の発生過程や神経系出来のメ

ラニン形成細胞，眼杯由来の網膜色素上皮および骨髄由

来の肥満細胞や破骨細胞の分化，増殖を制御しており，

MITFの異常により小眼球症などの顔面奇形が起こると

されている [3，4J.本症は正常と比較して小さい眼球が

片側性または両側牲に形成され，視力は喪失するとされ

ている [1，2，5， 6J.過去に馬の小眼球症は複数例報告

されている [2，5， 6Jが，画像診断を用いた例はみあた

らない.今国，先天性小眼球症を発症した子馬に遭遇

し，臨床検査，超音波検査， Computed tomography 

(CT)検査および病理解剖を行い，病態解明を試みたの

で，その知見を報告する.

症 例

患畜はサラブレッド種子馬(雌，出生時体重48kg)

であり，出生時に両眼球の形成異常が認められた. 3日

齢時に帯広畜産大学附属家畜病院を受診した(関1).
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た.また，馬房内で旋回し，頭や肢などを壁にぶつける

様子が観察された.

超音波断層検査 (P04331-03，7.5MHz， SonoSite， 

東京)では角膜，前眼房と水晶体が不明瞭で、あった.ま

た，正常な眼では無エコー像となる硝子体腔に，等エコ

ー像が散在して観察された(図2). 

CT検査は全身麻酔下(メデトミジン:7μg/kg， IV 

ジアゼパム:0.03mg/kg， IV，チアミラールナトリウ

ム 19/head，IV， 5 %グアイフェネシン溶液:200 

子馬は対光反射，威嚇反射がなく，視力喪失が認められ 図l 症例の右側限球外観所見.眼球は全体に小さい.

連絡責任者:佐々木直樹(帯広畜産大学臨床獣医学研究部門大動物外科学研究室)
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図2 左眼球の超音波画像.角膜，前1I艮房および水晶体

は不明僚(白河内)で，硝子体腔に等エコーf象

(白矢印)が観察される.

図 3 MDCT ( Multi-row ditector computed 

tomography)画像.頭部水平断面，高 CT値

(91.8HU)を示す組織(雨白矢印)が認められる.

ml， IV) で実施した.馬はX線透過性の国定枠で保定

し，多列検出器CT装置 (Asteion，鮒東芝，東京)を

用いて管電圧 120kV，電流 150mAで、行った.顕著な小

眼球が確認され，硝子体腔に周囲組織に比べ高 CT値を

示す組織が散見された.この部伎の CT値は 91.8Hじで

あり，軟骨の CT値と同様であった(毘3).眼球以外に

異常はなかった.

以上のことから，本例を小眼球症と診断した.畜主の

要望と競走馬としての維持管理が困難で、あることを考慮

し， CT撮影時と同様の方法による麻酔下で放血して，

安楽殺を行い病理解剖した.

病理肉眼的所見

症例の眼嵩は正常に形成されていたが，眼球は左右と

もに 20x 20 x 20mm大で，小眼球であった.また，瞳
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2mm 

i立14 fl良球の病理紐織(ルーペ拡大).正常な眼球構造

が消失し，眼球内に異所性組織の形成がみられる.

(HE染色)

図5 H艮球の病理組織像.前眼房から水晶体を埋める脂肪

組織と線維性結合組織から成る結節病変. (HE染色)

孔には乳白色で弾性を欠く結節性組織が突出していた.

左側眼球は寵径 7mm大の結節病変，右側眼球は直径

5mm 大の結節病変がみられた.視神経は直径2~3cm

であり，視交叉は媛小であった.

病理組織学的所見

両眼球はいずれも水晶体が欠損していた.瞳孔上の結

節は線維性結合組織と脂肪組織から構成され，前眼房部

から水晶体相当部を置換していた(1塑4，5).硝子体腔

には軟骨，腺組織，メラニン含有細胞，未分化な神経細

胞および嚢胞性空隙などの異所性組織の形成が認められ

(国6，7)，嚢胞性病変は部位によって線維性結合組織

に裏打ちされたメラニン含有細胞や未分化な神経細胞に

閤まれていた.脈絡JJ莫や網膜は形成されておらず，視神

経線維は低形成で、あった.

考 察

正常な阪の初期発生では表面外匪葉起源の水晶体胞と
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関6 11艮球の病理組織像.硝子体腔に軟骨(矢印)や!線組

織が観察される. (HE染色)

神経外匪葉起源の眼杯が形成される[7].まず，眼杯は

水晶体胞を囲むように陥入し，水晶体胞は眼杯の口を占

めるようになる.次に，限杯周囲の中!距葉は濃縮し，表

而外目玉葉は濃縮した中目玉葉に沿うようになる. さらに，

水晶体胞は水晶体へ， H艮杯は網膜へ，濃縮した中!距葉は

脈絡膜やrt江彩などへ，表而外匪業は角膜前上皮や涙腺な

と守へと分化する[7].

いっぽう，小眼球症では，一般に眼杯裂の閉鎖異常に

より，主として眼球後部に腫脹，網膜欠損および、視神経

形成不全を起こすとされている.また，硝子体腔の異所

性組織形成や脈絡膜欠損の報告がされている [2，6]. 

しかし，瞳孔上に結節病変が存在した症例はみあたらな

い.本症では，眼杯裂の閉鎖異常に水晶体胞形成不全が

伴ったために，表面外!在葉および中佐葉の分化を障害

し，水晶体，網膜，脈絡膜の欠損，硝子体腔の異所性組

織形成のみならず，蹟孔上の結合組織増殖による結節病

変形成といった眼球全域に及ぶ異常を引き起こしたと推

察した.

また，本症において，超音波検査は眼球の異常部位を

明瞭にし，病態の観察を可能にした. CT検査は眼球の

呉常部位や眼球の大きさを明僚にし，各断層闘像により

娘球の全体像を明らかにすることを可能にした.また，

CT1i直は異所性総織の推定に有用であった.以上のこと

から，超音波検査およびCT検査は本症例の生前診断に

図7 I浪球の病理組織像.硝子体腔には!取組織とメラニン

含有細胞(矢印)が観察される. (HE染色)

おいて有用で、あったと考えられた.
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Diagnostic lmaging of Congenital Microphthalmia in a Thoroughbred Foal 
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Hidehumi HURUOKA and Haruo YAMADA 

* Department 01 Veterinary Surgery， Obihiro University 01 Agriculture & Veterinary Medicine， 
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SUMMARY 

In a thoroughbred foal， abnormal formation of both eyeballs were noted during birth. Through ultrasonog-

raphy， the ocular architectures， such as the cornea and crystalline lens， were indistinct， and uniform echo 

images were observed in the vitreous cavity. In a computed tomography (CT) examination， mu1tiple tissues 
that indicated a high CT value were observed in the vitreous cavity. The absence of the lens and milk-white 

module formation on the pupi11a were confirmed by gross observation. Histological examinations revealed the 

absence of normal ocular architectures， including the lens， vitreous body， choroid， and retina， and the forma-

tion of ectopic tissues such as the cartilages and gland in the eyeballs. All these findings may indicate that the 

u1trasonography and CT examinations are useful for the diagnosis of teratogenic ocular diseases in horse dur-
ing life. --Key words : computed tomography， foal， microphthalmia. 

↑ Corres虫onde向ceto : Naoki SASAKI (Department 01 Veterinary Surgery， Obihiro u:目iversity01 Agriculture & Veteri時ary

Medici月e)

Inada-toω招，Obihiro-city， 080-8555， Japan 
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