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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　経皮的弁・血管形成術におけるTrefoilバルーンカテーテル（Schneider社，スイス）の拡張時血流維

持効果をブタを用いた動物実験で評価し，さらに肺動脈弁狭窄症の小児を対象として，同カテーテルの

有用性を検討した．

　まず狭窄のないブタの大動脈弁輪部及び下行大動脈でバルーンを拡張して，バルーンより遠位の血圧

を測定した．その結果，シングルバルーンカテーテル使用時は全例で脈圧が完全に消失したのに対して，

Trefoilバルーンカテーテル使用時は脈圧の消失した例はなく，収縮期血圧は拡張前の平均80％（大動脈

弁輪部での拡張）ないし70％（下行大動脈での拡張）に維持された．バルーンより近位の血圧上昇も，

Trefoilバルーンカテーテルを用いた場合の方が軽度であった．ついで肺動脈弁狭窄症5例にTrefoilバ

ルーンカテーテルを使用した結果，弁輪部ヘカテーテルを留置できた4例では術後，右室・肺動脈間圧

較差が有意に低下した．拡張術中の大腿動脈収縮期圧は拡張前の平均65％に維持され，脈圧が消失した

例はなかった．合併症は認められなかった．

　重症狭窄例が含まれない今回の対象においては，Trefoi1バルーンカテーテルを用いると，バルーン最

大拡張時に3つのバルーン間の隙間を通って血流が維持され，バルーン形成術に伴う体血圧の低下を軽

減できることが示された．しかし，重症弁狭窄における血流維持効果の検討が必要であるとともに，カ

テーテルのサイズや柔軟性にも改良の余地があると考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　バルーンカテーテルによる経皮的弁・血管形成術で

は，拡張したバルーンが一時的に弁輪部や血管内腔を

閉塞するため，重篤な合併症を招くことがある1）一一3）．こ

の合併症を防止する目的で1986年にSchneider社

（チューリッヒ，スイス）で開発されたTrefoil（三っ

葉型）バルーンカテーテルは，1本のシャフトに3本

のバルーンが装着され，それらが同時に拡張すること

によって最大拡張時でも3つのバルーンの間隙を通し
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て血流を維持できる構造となっている4）一’　7）．しかし，実

際にどの程度の血流を維持できるかについては報告が

少なく6），また，わが国ではこのカテーテルの使用経験

が少ないため，その効果は十分明らかにされていない．

そこで，同カテーテルのバルーン拡張中の血流維持効

果を動物実験で検討し，さらに肺動脈弁狭窄症の患児

を対象としてその有用性を検討した．

　1．動物実験

　　　　　　　　　対　　象

　生後3カ月，体重15～16kgのブタ3頭を対象とし

た．合併心奇形はなく，3頭の大動脈弁輪径はそれぞ

れ11，13，13mm（平均12．3mm），下行大動脈径は8，
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8．5，9mm（平均8．5mm）であった．

　　　　　　　　　　方　　法

　ブタにケタミン10～20mg／kgを筋注した後，長い筒

状のマスクを用いてGOI（笑気，酸素，イソフルレイ

ン）吸入による麻酔導入を行った．耳静脈に静脈路を

確保し，硫酸アトロピンO．Img／kgを静注後，気管内挿

管し，人工呼吸器を装着した．呼吸器の設定は吸入酸

素濃度21％，1回換気量200ml，呼吸回数30回／分とし，

ミオブロック2mg／kg，ケタミン10mg／kgの静注を適

宜追加して麻酔を維持した．心電計を装着し，大腿動

脈圧，内頸動脈圧モニターラインを確保した後，シー

スイントロデューサを血圧モニターラインに使用して

いない側の大腿動脈または内頸動脈に留置した．なお，

大動脈弁輪外径と下行大動脈外径は，開胸して大動脈

弁輪部と下行大動脈を露出し，直視下に実測した．こ

の測定はTrefoilバルーンカテーテルの拡張後，シン

グルバルーンカテーテル使用前にも繰り返し，さらに

postmortemに測定した．続いてバルーンカテーテル

を挿入し，大動脈弁輪部及び下行大動脈上部に留置後，

速やかに規定圧（Trefoilバルーンカテーテルは6気

圧，シングルバルーンカテーテルは2気圧）で約10秒

間のバルーン拡張術を行った．そして，Trefoilバルー

ンカテーテル使用時の大腿動脈圧，内頸動脈圧，左室

圧の変動を，シングルバルーンカテーテル使用時の

それらと比較検討した．使用したTrefoilバルーンカ

テーテルはSchneider社製で，バルーン径が7mmま

たは8mm径×3本（それぞれ有効バルーン径15mm，

バルーン拡張

一

17rnm），対応するシースイントロデューサのサイズは

12Frであった．対照に用いたシングルバルーンカテー

テルは，Mansfield社製low　profileカテーテルで，バ

ルーン径15mm，対応するシースイントロデューササ

イズは同じく12Frであった．
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図1　心疾患のないブタの大動脈弁輪部でのバルーン

　拡張に伴う左室収縮期圧（LVP），内頸動脈圧（ICP）

　の変化．拡張前の血圧を100％として，バルーン拡張

　に伴う血圧の変化を示した．太い実線がTrefoilバ

　ルーンカテーテル使用時，細い実線がシングルバ

　ルーンカテーテル使用時である．Trefoilバルーン

　使用時はシングルバルーン使用時と比べて，バルー

　ン最大拡張時のLVPの上昇とICPの低下の程度が
　有意に軽かった．
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図2　心疾患のないブタの大動脈弁輪部でのバルーン拡張に伴うECG，大腿動脈圧，

　左室圧の変化の1例．シングルバルーンカテーテル使用時はバルーン拡張時に大腿

　動脈圧の脈圧が完全に消失し，左室圧は拡張前の186％に達している．一方，Trefoil

　バルーンカテーテル使用時は，大腿動脈の脈圧が十分保たれ，左室圧の上昇も120％

　に留まっている．
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　　　　　　　　　　結　　果

　1）大動脈弁輪部でのバルーン拡張

　Trefoi1バルーン最大拡張時の大腿動脈収縮期圧は

それぞれ拡張前の78，85，77％（平均80％）で脈圧が

消失した例はなかった．左室収縮期圧は拡張前の105，

121，134％（平均120％）であった．シングルバルーン

最大拡張時の大腿動脈圧は3例とも脈圧が消失し，血

圧は拡張前の24，22，30％（平均25％）であった．左

室収縮期圧は拡張前の186，176，196（平均186％）に

上昇した（図1，2）．なお，Trefoilバルーン使用後，

及びpostmortemの計測で大動脈弁輪径に有意な変

化はなかった．

　2）下行大動脈でのバルーン拡張

　Trefoilバルーンカテーテル使用時はバルーンの拡

張と収縮の早期に一過性に大腿動脈圧の低下と内頸動

脈圧の上昇が認められたが，最大拡張時には大腿動脈

収縮期圧は，それぞれ拡張前の76，66，66％（平均70％）

となり，脈圧は平均15mmHgであった．内頸動脈収縮

期圧は拡張前の110，102，100％（平均104％）で有意

の上昇はなかった．シングルバルーンカテーテル使用

時はバルーン最大拡張時に大腿動脈の脈圧は3例とも

消失し，血圧は拡張前の26，16，12％（平均18％）で

あった．内頸動脈収縮期圧は拡張前の118，120，137％

（平均125％）であった（図3，4）．なお，Trefoi1バ

ルーン使用後，及びpostmortemの計測で下行大動脈

径に有意な変化はなかった．

日本小児循環器学会雑誌第11巻第1号

　2．小児の肺動脈弁狭窄症に対する使用経験

　　　　　　　　　　対　　象

　小児の肺動脈弁狭窄症5例を対象とした．年齢は1

歳11カ月～6歳8カ月（平均3歳4カ月），体重は

13．0～18．5kg（平均15．2kg）であった．肺動脈弁輪径

は11～14mm（平均12mm）で，異形成弁の症例はなかっ

た．また，心房間短絡を合併した症例は前負荷が保た
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図3　心疾患のないブタの下行大動脈でのバルーン拡

　張に伴うバルーンより近位と遠位での血圧の変化．

　拡張前の血圧を100％として，バルーン拡張に伴う血

　圧の変化を示した．太い実線がTrefoilバルーンカ

　テーテル使用時，細い実線がシングルバルーンカ

　テーテル使用時である．Trefoi1バルーン使用時は

　シングルバルーン使用時と比べて，バルーン最大拡

　張時のバルーン遠位の収縮期圧低下の程度が有意に

　軽かった．
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図4　心疾患のないブタの下行大動脈でのバルーン拡張に伴うECG，大腿動脈圧，内

　頸動脈圧の変化の1例．シングルバルーンカテーテル使用時はバルーン拡張時に大

　腿動脈圧の脈圧が完全に消失し，内頸動脈圧は拡張前の137％に達している．一方，

　Trefoilバルーンカテーテル使用時は，バルーン拡張と収縮の早期に一過性に大腿

　動脈圧の低下と内頸動脈圧の上昇が認められるが，最大拡張時には大腿動脈圧は約

　15mmHgの脈圧が保たれ，内頸動脈圧の上昇も軽度である．
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表l　Trefoilバルーンカテーテルによる経皮的肺動脈弁拡張術

症例 年齢
体重
（kg）

肺動脈
弁輪径
（mm）

使用したTrefoilカテーテル
　　のバルーンサイズ
　　　　　（mm） 有効バルーン径

　／弁輪径比

右室肺動脈
間圧較差
（mmHg）

　大腿動脈圧の変動
収縮期圧／拡張期圧／脈圧
　　　（mrnHg）

バルーン径
　有効バルーン径

長さ 術前 術後 術　前 バルーン最大
　拡張時

1
　
　
2
　
　
3
　
　
4

6y　8m

lyllm

2y　3m

3yOm

18．5

14

13

13

14

12

11

11

8×3

7×3

7×3

7×3

17

15

15

15

40

40

40

20

1．21

1．25

1．36

1．36

53

85

60

5⑪

33

36

30

25

124／68／56

90／44／46

130／66／64

100／40／60

90／54／36

50／28／22

88／50／38

64／26／38
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図5　Trefoilバルーンカテーテルを用いた経皮的肺動脈弁拡張術（症例4）．11mm

　の弁輪に対して7mm径×3，20mm長のTrefoilバルーンカテーテルを用いて拡張

　術を施行した．waistは消失し，3本のバルーン間にスリット状の隙間が認められ

　る．右室・肺動脈間圧較差は50mmHgから25mmHgに低下した．

れ，血圧低下が軽度に留まることが知られているた

め8），対象から除外した（表1）．

　　　　　　　　　　方　　法

　気管内挿管による全身麻酔下に通常の右心カテーテ

ル法による主肺動脈・右室間圧較差（以下圧較差）の測

定と右室造影による弁輪径の計測を実施して，続いて

バルーン拡張術を施行した．使用したTrefoilバルー

ンカテーテルはSchneider製Trefoilバルーンカテー

テルで，バルーン径7mm×3本（バルーン有効径15mm）

または8mm×3本（バルーン有効径17mm），バルーン

長20または40mm，耐圧6気圧，シースイントロデュー

サのサイズは12Frであった．0．021　inchのexchange

wireを使用してバルーンカテーテルを肺動脈弁輪部

に留置し，バルーンのwaist消失を目安にして拡張術

を2～3回繰り返した．拡張術中は大腿動脈に留置し

たシースイントロデューサを用いて大腿動脈圧を記録

し，初回の拡張術に際しての血圧の変動を検討した．

また，拡張術の効果（圧較差の変化）は術直後にカテー

テル検査により評価し，術前の値と比較検討した．

　　　　　　　　　　結　　果

　有効径17mm，40mm長のバルーンを使用した1例

では，exchange　wireは肺動脈末梢に留置できたもの

の，Trefoilバルーンカテーテルを右室から肺動脈へ

進めることができなかったため，シングルバルーンカ

テーテルに変更した．他の4例に使用したバルーンは

有効径17mm，40mm長が1例，有効径15mm，40mm

長が2例，有効径15mm，20mm長が1例であったが，

いずれもexchange　wireに沿ってバルーンを肺動脈

弁輪部に留置することができた．弁輪径は11～14mm

（平均12mm）で，バルーン有効径／弁輪径の比は

121～136％（平均130％）であった．4例の圧較差は術

前が50～85mmHg（平均62mmHg），術後が25～36
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図6　Trefollバルーンカテーテルを用いた経皮的肺動脈弁拡張術（症例2）．12mm

　の弁輪に対して7mm径×3，40mm長のTrefo11バルーンカテーテルを用いて拡張

　術を施行した．上に示した写真はバルーンが弁輪をはずれて主肺動脈内に流された

　状態で拡張されているもので，3本のバルーン間に｝分な隙間が認められる．下に

　示した写真は弁輪で拡張されたところである．walstは完全に消失せず，バルーン問

　にスリットもわずかである．拡張中の大腿動脈圧低下率は4例中最大であった．右

　室・肺動脈間圧較差は85mmHgから36mmHgに低トした、

mmHg（平均31mmHg）で有意（p〈0．05）な低下が認

められた．拡張術中の大腿動脈収縮期圧は最も低下し

たときでも拡張前の56～72％（平均65％）に保たれ，

脈圧が消失した例はなかったが，術前に圧較差が最も

大きかった症例2（圧較差85mmHg）では，拡張術中

の大腿動脈収縮期圧の低下率が4例中最大（拡張前の

56％）で，脈圧は22mmHgまで低下した（表1）．拡張

術に伴う合併症は認められなかった．拡張術中のシ

ネ・アンギオグラムの具体例を図5，6に示した．

　　　　　　　　　　考　　案

　Kanらの報告D以来，バルーンカテーテルを用いた

経皮的弁・血管形成術は先天性の弁・血管狭窄に対す

る有効な治療法として定着している．しかし，同形成

術はときに重篤な合併症を伴うことが知られ2）3）9）1°〕，

その一部は拡張したバルーンによる血管内腔や心室流

出路の完全閉塞が原困と考えられる．例えば，バルー

ン拡張術中は頸動脈圧が低下するため，失神や痙攣な

どの中枢神経症状が出現することがあり，特に動脈硬

化の進行した高齢者では問題となる3）9｝］D．Trefoilバ

ルーンカテーテルは，この循環虚脱の防止を目的とし

て，1986年にMeierらとSchneider社によって開発さ

れた4）～7）．このカテーテルは1本のシャフトに装着さ

Presented by Medical*Online



平成7年1月1日

れた3本の同径バルーンが同時に拡張し，最大拡張時

でも3つのバルーンの間隙を通してある程度の血流を

維持できる構造となっている．Meierら4）の原著では，

断面積をもとに概算して，Trefoi1カテーテルの1本

のバルーン径は，使用したいシングルバルーン径×0．6

とすればよいとしている．例えば，15mm径のシング

ルバルーン（断面積1．77cm2）を使用したい症例に

Trefoilバルーンを使用する場合は，その1本のバ

ルーン径は15×0．6＝9mmとすればよい．この場合，

3本のバルーンの断面積の合計はπ×O．452×3＝1．91

cm2となる．しかし，実際にはシャフト及び3本のバ

ルーンの間隙の分が断面積に加わるため，市販されて

いるTrefoilカテーテルの1バルーン径は，使用した

いシングルバルーン径×0．48程度に設定されている．

即ち，7mm×3本で有効径15mmとなる．

　しかし，Meierら4）は，このバルーン有効径の求め方

はあくまで概算式であるとし，バルーン拡張時の実際

の断面積は記載していない．また，バルーン拡張時に

どの程度，遠位の血流を維持できるかについてもほと

んど報告がない．そこで我々は，まず，狭窄のないブ

タの弁輪部と血管内腔で，バルーンを拡張し，バルー

ンより遠位の血圧を検討した．その結果，大動脈弁輪

部での拡張でも，下行大動脈での拡張でも，バルーン

より遠位の平均血圧はそれぞれ拡張前の80％，70％に

維持され，脈圧は消失しなかった．また，バルーンよ

り近位の血圧上昇も軽減された．バルーンの拡張早期

と収縮早期に一過性にバルーンより遠位の血圧が低下

したのは，バルーンが造影剤で満たされても拡張圧が

不十分なときは，3本のバルーン間に十分な間隙がで

きず，かえって内腔を閉塞するためと考えられた．し

かし，今回の動物実験は，狭窄のない正常な弁や血管

を対象とした点に限界があるように思われた．狭窄部

位でバルーンを拡張した場合は，規定圧に達しても十

分な間隙ができない可能性があるからである．また，

同じSchneider社で製造されているBifoi1バルーン

カテーテル12）一’14）（1本のシャフトに2本のバルーンが

装着されている）やシングルバルーンカテーテルを2

本使用した従来のダブルバルーン法15）でも，内腔を完

全閉塞しないことが知られているため，これらの方法

との比較検討も必要であると考えられる．

　小児の肺動脈弁狭窄症を対象とした結果では，Tre・

foilバルーンカテーテルで形成術ができた4例はいず

れもバルーン最大拡張時にも体血圧の脈圧が消失しな

かった．しかし，右室肺動脈間の圧較差が4例中最も

45－（45）

大きかった症例2では，拡張術中の大腿動脈圧が4例

中最低値となった（図6）．このことは重症弁狭窄では

十分な血流維持効果が発揮されない可能性を示してい

る．Voudrisら13）は，高齢者の石灰化を伴った大動脈弁

狭窄という特殊な症例を対象に，シングルバルーンカ

テーテル，bifoilバルーンカテーテル，　Trefoilバルー

ンカテーテルの3種類を用いて弁形成術を行った結

果，Bifoilバルーンカテーテルを用いた群が弁拡張効

果が最良で，循環虚脱による合併症の頻度も低く，逆

にTrefoilバルーンカテーテルを用いた群では血圧低

下による合併症が多かったと報告している．彼らは，

この原因はTrefoi1バルーンカテーテルを使用した群

に左室機能低下例が多かったことが一因であるが，

Trefoilバルーンそのものの影響も否定できないとし

ている．小児では，この3種類のバルーンカテーテル

を比較した報告は見られない．

　また，40mm長のTrefoilバルーンカテーテルを使

用した1例ではexchange　wireを肺動脈末梢に留置

できたものの，カテーテルを進めることができず，シ

ングルバルーンカテーテルに変更せざるを得なかっ

た．この理由はTrefoilカテーテルが柔軟性に乏しく，

かつ，使用可能なguide　wireのサイズが0．021　inchと

細いためと考えられた．20mm長のTrefoilバルーン

カテーテルの操作性は40mm長のそれより良好であっ

たが，さらに柔軟性に富むカテーテルの開発が求めら

れる．また，対応するシースイントロデューサのサイ

ズが大き過ぎることも，小児科領域では改良すべき点

と思われた16）．

　一方，Trefoilバルーンカテーテルを用いると弁輪

部全周に同等の拡張圧がかからない可能性4）が懸念さ

れたが，拡張術の効果に関してはシングルバルーンカ

テーテルを用いた場合の効果とほぼ同等であった．

ヨーロッパにおけるTrefoilバルーンカテーテルを用

いた経皮的肺動脈弁形成術の臨床報告6）7）17）～19）でも，

拡張効果は従来のシングルバルーンカテーテルを用い

た場合と同等とされている．ただし，合併症の頻度に

ついてもカテーテルの種類による違いはないため，小

児の肺動脈弁形成術では，必ずしもTrefoilバルーン

カテーテルが推奨されているわけではない18）19）．むし

ろ弁輪部径が大きな成人の大動脈弁13）2°）～22）や僧帽

弁12）14）2°）23）を対象として使用される傾向があり，今回

の報告と同様に操作性の問題13）14）を除けば，おおむね

良好な拡張効果が得られている．

　以上を総括すると，Trefoilバルーンカテーテルに
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はバルーン最大拡張時にバルーンより遠位の血流を維

持し，近位の高血圧を防止できるという利点がある．

これは規定の拡張圧に達すると3本のバルーンの中心

（または中心及び外側）に間隙ができるためと考えられ

た．従って，この間隙を作り出すために早期に規定圧

に到達させることが重要である．しかし，重症弁狭窄

に用いても同様の血流維持効果が発揮されるかどうか

については，さらに検討の余地がある．また，バルー

ンサイズやシャフトの柔軟性などに改良の余地がある

と考えられた．

　　本論文の内容は第5回日本Pediatric　Interventional

Cardiology研究会（倉敷）及び第30回日本小児循環器学会

総会（横浜）において発表した．
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Blood　Flow　Preserving　Effects　of　Trefoil　Balloon　Catheter　in　Percutaneous

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Valvuloplasty　and　Aortoplasty

Hitoshi　HorigomeD，　Hideo　Sato1），　Naotaka　Atsumi2｝，　Takeshi　Isobe4），　Kei　Inai1），

　　　　　　　　　Tomoyuki　Miyamotoi），　Tetsuo　Hori3）and　Hitoshi　Takita1）

　　　Department　of　Pediatricsl），　Cardiovascular　Surgery2）and　Pediatric　Surgery3），

　　　　　Institute　of　Clinical　Medicine，　University　of　Tsukuba，　and　Department　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pediatrics4｝，　Ibaraki　Children’s　Hospital

　　　Blood　flow　preserving　effects　of　trefoil　balloon　catheter（Schneider　Co．，　ZUrich，　Switzerland）

in　percutaneous　valvuloplasty　and　aortoplasty　were　evaluated　in　animal　experiments　and　in

clinical　application　to　children　with　pulmonary　stenosis．

　　　In　experiments　with　normal　swine　hearts，　the　blood　pressure　distal　to　the　balloon　site　during

dilation　of　the　trefoil　balloon　fell　only　to　80％（dilation　at　aortic　annulus）and　70％（dilation　at

descending　aorta）of　pre－dilation，　respectively．　The　pulse　pressure，　which　disappeared　completely

when　a　conventional　single　balloon　catheter　was　applied，　was　also　maintained　at　a　significant

level．　The　blood　pressure　proximal　to　the　balloon　site　was　lower　when　a　trefoil　balloon　catheter

was　inflated　than　where　a　single　balloon　was　used．　Then　we　performed　transcutaneous　balloon

pulmonary　valvuloplasty　with　the　trefoil　balloon　catheters　for　five　children　with　valvular

pulmonary　stenosis．　Although　the　catheter　failed　to　advance　into　the　pulmonary　annulus　in　a

child，　the　pressure　gradient　between　the　right　ventricle　and　the　pulmonary　artery　fell　significant－

1y　following　valvuloplasty　in　the　other　four　patients．　The　femoral　arterial　pressure　was

maintained　at　65％of　pre－dilation　even　when　the　balloons　were　fully　inflated，　and　the　pulse

pressure　did　not　vanish．　Any　complications　were　not　noted．

　　　In　conclusion，　the　trefoil　balloon　catheter　allows　blood　flow　to　pass　through　the　slit　between

the　three　identical　balloons　at　maximal　inflation　as　far　as　the　present　cases　without　severe

stenosis　are　concerned．　However，　the　blood　flow　preserving　effects　in　children　with　severe

valvular　stenosis　should　be　evaluated，　and　besides，　a　more　flexible　catheter　which　is　available　to

smaller　sheath－introducer　should　be　developed　to　be　employed　easily　in　pediatric　clinics．
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