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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　PDAの手術的治療法は，現在，特に成人例に於ては非開胸的閉鎖術がすでに主流と成っている．しか

し，小児例に於てはポルストマン法は手技的にその適応に限界があり，本法施行可能か不可能かの判断

に迷う症例も多い．又，乳児期の症例では，特にmoderate　PH症例などでは直ちに離断術を行うべきか，

本法施行可能に成るまで内科的followを行うかの判断は難しい．今回，本法施行した179例中95例の16歳

未満の症例に於て統計学的検討を行い，より適切な適応条件を求めた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　動脈管開存症に対する非開胸的閉鎖術であるポルス

トマソ法は，1966年Porstmann　et　al．により開発さ

れ1），1970年高宮らに本邦に紹介2）されて以来，全国数

施設に於て施行されて来た2｝～1°）．当科に於ても1974年

12月より数ヵ所の関連施設を含め1988年4月までに

179例のPDAに本法を施行した．本法は胸部に創が残

らず，又，高齢者，再開通例にも安全に施行出来，患

者侵襲が非常に少ない事など多くの利点を持つにもか

かわらず，1）手術手技が遠隔操作のみにて，かなりの

熱練を要す．2）手術器具そのものが殆ど手作りであ

り，簡便さに劣る．3）合併症に対する適切，確実なる

対応処置が確立されていない．などの点にてなかなか

発展しない．特に最近は，本法施行施設の減少さえ認

める現状である．今回当科にて施行した179例中，16歳

未満の症例95例について，同時期に施行した離断術，

結紮術，及び16歳以上の症例とも比較，検討を加え小

児例に於ての本法の問題点，及び適応を明確にしたい

と考えた．

別刷請求先：（〒830）久留米市旭町67

　　　　　久留米大学医学部第2外科　熊手　宗隆

　　　　　　　　　方法及び対象

　近年カテーテル技術の進歩にともない種々の非観血

的手術が発達してきている．ポルストマン法はそのう

ちでも古く，1967年にHumboldt　UniversityのW．

Porstmannにより開発された方法であるD．簡明にそ

の方法を図解すると（図1）．まず，左上のA）の様に

股静脈よりカテーテルを挿入しPDAを通して下行大

動脈を順行させ股動脈より先端を取り出す．これで

PDAを通したカテーテルのloopが作られる．このカ

テーテル内に径0．4mmのピアノ線で作られたガイド

ワイヤーを挿入し，カテーテルをPAまで引き抜き

wire　loopを作製する．このloopをガイドにして

Ivalon　spongeで作られたplugをapplicatorを用い

て股動脈より挿入し，pushing　catheterでPDAまで

誘導する．ついでループ全体を静脈側に引くことに

よってplugは（C）の如くPDA内に深く挿入される．

造影剤を動脈側のカテーテルより注入しplugの固定

状態を確認したのち，D）の如くwireを静脈側に引き

抜いてPDA閉鎖は完了する，

　用いる器具を（写真1）に示す．plugは前もって大

まかに整形する．主なる器具としては，1）0．4mm径

のpiano　guid　wire，2）股動脈保護のためのap－

plicator，3）inner　applicator，4）Gencini　catheter
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　　　　　　　　　　　　図1　Porstmann法の概略
A）catheterは股静脈より挿入され，　PDAを通して下行大動脈を順行させ，股動脈よ

り取り出しtransductal　catheter　loopを作る．

B）catheter　loop内にguide　wireを挿入しwire　loopを作り，これをguideとして

股動脈よりplugを挿入しpushing　catheterにて下行大動脈を逆行させる．

C）loop全体を静脈側へ引きplugをPDA内に深く挿入する．

D）wire　loopを静脈側に引き抜きPDAは閉鎖される．
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　　　写真1　Porstmann法に使用する器具

上方より，（1）pushing　too1，（2）plug，（3）ap・

plicator，（4）funnel　stopper，左より，（5）0．4mm

guide　wire，（6）pushing　catheter，2個の，（7）fixing

tail　cock．

6Fr－8Fr，5）pushing　catheter，6）fixing　tail　cockな

どである．

　本法を施行し始めた1974年12月より1988年4月まで

のPDA症例総数は270例であり，その内，本法施行例

は179例（66．3％）であった．全てのPDA症例を16歳

未満の本法成功例（89例，32．9％），16歳未満の本法失

敗例（6例，2．2％），16歳未満の離断術例（83例，

30．1％），16歳以上の本法成功例（80例，29．6％）の4

群に大きく分けた．その4群間に於て，年齢，体重，

身長，CTR，肺動脈収縮期圧，短絡率，　Qp／Qs，　Pp／

Ps，　Rp／Rs，　angiography上の肺動脈側PDA径，手術

時間，出血量，などの12項目にて統計学的に比較検討

を行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　本法を施行始めた1974年からのPDA全症例の推移

を（図2）に示す，図の如くグラフ上段の離断術症例

は年々減少している．しかしグラフ中段の斜線で表す

16歳以上の本法施行齢も減少している．下段の白抜き

の16歳未満の本法施行例は年間約10例前後である．最

下段の本法失敗例は1980年以降は0となっている．年

齢別に分けてみると，5歳未満は圧倒的に離断術が多

く，逆に5歳以上は殆ど本法を施行している（図3）．
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図2　Porstomann法施行後のPDA全症例の年齢別，

　1980年以降はPorstmann法失敗例は無い

及び手術法別の症例数の推移

　もう少し詳細にみるために，16歳未満の症例のみで

みてみると（図4），5～6歳にて明確に本法と離段術

症例が分かれる．しかし，離断術症例中retrospective

に観て成長を待つことにて本法施行可能であった症例

もあり，これは家族の希望や，ある程度心不全を認め

る症例にて小児科医の判断により本法を選ぽなかった

症例である．

　現在まで我々は本法の適応条件として，年齢4歳以

上，体重20kg以上，　CTR　60％以下，　Pp／Ps，　Rp／Rs，

shunt　ratio等も60％以下という条件を用いており，小

児科ともtie　upして（図5）の如く内科的controlが

可能な症例は出来るだけ成長を待ち本法を施行してき

た3トη．しかし，前述の如くある程度の心不全を示す症

例を1～2歳で診断した場合，はたして待てるのか，

早く離断術をした方が良いのか判断に迷う症例もあ

る．それで，より明確で適切な適応条件を求めるため，

本法失敗例とも統計学的比較検討を加えてみた．

　（表1）は16歳未満の本法施行例と，失敗例，及び離

断術例，それに16歳以上の本法施行例とを比較したも

のである．まず16歳以上の本法施行例と比較すると，

体重，身長，CTRとPp／Ps及びPDAのPA側の
diameterに於て，　T検定でp〈0．01以下の危険率で有

意差を示していた．体重と身長に関しては当り前の事

であるが，CTR，　Pp／Ps，及びPDA　diameterに於て

は16歳以上の本法施行例の大が大きい結果となった．

このことは，体が大きけれぽ大きいほど本法は施行し

易いことを表している．つまりPDAが大きくても，

又，少々のPH症例でも体が大きければ，引いては

femorale　arteryが大きけれぽ本法施行は可能と言う

ことを示唆するものである．次に16歳未満の離断術例

と比較してみると，全ての項目に於て有意差を示して

いた．つまりこれは，離断術を行わざるを得なかった

症例群と，本法施行群は病態的に完全に分離iでき，こ

の二つは全く違う病態を持つことを表している．この

二つの群を分けるものをより詳細に調べるために，16

歳未満の失敗例6例と比較してみた．その結果，収縮

期肺動脈圧（systolic　PAP），　shunt　ratio，　Rp／Rs，　Pp／

Ps，　PDADの5項目に於て有意差を示す結果となっ
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　例，及びPorstmann法成功例と失敗例数

た．

　6例の失敗例を（表2）に示す．失敗の原因をより

詳細に検討してみると，6例中5例が肺動脈へplugが

通過した症例であり，その5例全てにCTR，　PAP，

SR，　Pp／Ps，　PDADのどこかの項目に於て，前述の現

在用いている適応範囲外の数値を示していることが判

明した．しかし，結果的に成功例であってもこの適応

外の数値を示しているものもあり，又，たとえ肺動脈

へ通過させてもより大きなplugを用いることによっ

て再施行に成功した症例もある．しかし，肺動脈側へ

通過させないことが本法を成功させる重要な点である

と言える．

　それでは，失敗例，成功例を含め全ての肺動脈側へ

の通過症例と通過しなかった症例とを比較してみる

と，Pp／Ps，　PDAD，　size　of　plug　tail，及び出血量の

4項目に於て有意差を示した（表3）．合併症例の方が

出血量が大きいのは当り前の事であるが，通過症例の

方がより大きなPDAを持つことがはっきりした．又，

かなり大きなplugを使用しているにもかかわらず肺

動脈側へ通過している．以上の事より本法の適応を決

定するには，Pp／Ps及びPDADを用いれば，より適切

な適応基準を求められるのではないかと判断した．

　各項目の相関関係より，（表4）の関連式を導いてみ

た．つまりPp／Psが大きくてPDADが大きけれぽ本

法に適さず，体が大きけれぽ大きいほど本法には適し

ている．この関連式を用いて全てのPDA症例のdata

を計算しグラフに表してみた（図6）．すると，グラフ

に示されるように●で表した本法施行群と◆で表す離

断術施行群とは明確に分離し，その分離点は関連式の

数値の10前後にあることが判明した．より詳細に検討

を加えるために，数値8以上12以下を示す症例にて本

法施行群，本法施行可能であったが離断術を施行した

群，本法失敗群，離断術施行群の4群に分けて（図7）

に示した．図6に於ての2群の統計計算上の分離点は

9．764であり，図7に於ては分離点を10におくことに

よって●，○で表す本法施行可能又は施行群と，◇，

◆で表す離断術群とは明確に分離できた．
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図5　当科，及び当大学小児科におけるPDAの治療方針

　　　　　　　　　　考　　案

　以上より，この関連式の値が10以下であれば本法施

行が可能であると言える．しかし，股動脈よりplugを

挿入すると言う本法の手技的問題上，plugの最小径が

4mmであることより股動脈径が4mm以上になる4歳

以上にて本法施行する方が，より安全であり，又望ま
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表1　16歳未満のPorstmann成功例と比較した，失敗例，離断術例，及び16歳以上の成功例

Porstmann’s　procedure
　　successful＜16　yrs．
　　　　　　　N＝89

Porstmann’s　procedure
　　　failed＜16　yrs．

　　　　　　　N＝6

Surgical　division
　　　〈16yrs，
　　　　N＝83

Porstmann’s　procedure
　　successful≧16　yrs．
　　　　　　　N＝80

age　　　　　　　　　　　（years） 9．40±3．04 11．16±6．79 N．S 2．63±2．53 p＜0．01 19．09±13．43 p〈0．01

weight　　　　　　　（kg） 29．16±16．65 28．50±9．11 NS 10．49±5．58 p＜0．01 50．04±8．31 p＜0．01

height　　　　　　　（cm） 129．97±15．62 131．16±13．37 N．S 83．93±20．09 p＜0．01 155．03±7．97 p〈0．01

CTR　　　　　　　　（％） 48．50±5、18 54。66±5．50 p〈0．05 58．79±5．08 p＜0．01 51．52±6．39 p＜0．01

Systolic　PAP　（mmHg） 32．39±10．04 57．16±28．90 p＜0．01 62．55±26．29 p＜0．01 30．62±9．91 N．S

Shunt　ratio　　　　　　　（％） 41．35±16．76 48．35±27．49 N．S 58．88±14．86 p＜0．01 44．89±15．54 NS
OP／Qs 2．01±1．22 2．55±1．09 NS 2．98±1．49 p＜0．01 2．04±0．83 N．S

Rp／Rs　　　　　　　　　（％） 14．60±7．00 23．33±17．10 p＜0．05 23．90±14．90 p＜0．01 13．70±6．70 N．S

Pp／Ps　　　　　　　　　　（％） 26．60±8．60 46．30±25．5 P＜0．Ol 55．30±22．80 p＜0．01 24．80±8．60 p＜0．05

PDA　diameter　　（mm） 3．69±0．92 7．50±3．39 p〈0．01 6．91±2．70 p＜0．01 4．66±1．87 p＜0．01

（PDAD織差…IPs（％））
3．367±2．436 12．181±3．677 p＜0．01 45．431±39．072 p＜0．01 2．397±1．658 p〈0．01

～ April　1988．2nd．　Dept．　of　Surgery　Kurume　University

表2　16歳未満の失敗例

No． Sex Age Weight Height CTR PAP SR Pp／Ps PDAD plug　complication possible　reason

1 M gy 22kg 110cm 58％ 50 76％ 32％ 9mm passed　to　PA too　large　diameter　of　PDA

4 F 7 20 112 49 30 30 22 3 fallen　to　AO stuck　plug　into　the　iliac　artery

16 F 10 31 126 62 60 78 56 8 passed　to　PA too　large　diameter　of　PDA

49 F 13 32 147 51 55 53 48 6 〃 stuck　plug　into　PA

63 F 7 20 119 60 110 57 90 6 〃 too　high　PA　pressure

77 F 6 18 113 50 56 60 41 9 〃 too　large　diameter　of　PDA

～ April　1988、2nd．　Dept．　of　Surgery　Kurume　University

しいと言える．しかし，初回の心臓カテーテル検査及

びPDAの造影の結果での関連式の値が10以下であれ

ぽ，年齢，体重が小さくても，内科的コソトロールを

行い体重増加を待つことによって本法施行が可能であ

ると言え，先に述べた問題点である，待てるのか待て

ないのかの決定を下すことが出来る．この関連式を適

応決定の公式として用いることによって，今後より容

易に本法施行の適応を判断することが出来，前述の現

在まで用いてきた適応条件を加えて症例を選択すれば

安全に本法施行可能と言える（表5）．又，この関連式

は右項の数値を変更することにより，Rashkind法な

どの他の非開胸的動脈管閉鎖法の適応決定にも使用で

きる可能性があり，Ductus　Occlusion　Indication

Indexとして今後も使用して行く所存である．

　本法が開発され発表されて24年，すでに4分の1世

紀が過ぎようとしている．当初の期待に反して残念な

がら本法がPDA治療の主流とならず，非常に特殊な

手術法として一部の施設のみでしか施行されていない

のは残念なことである．一方，他のPDAの非開胸的閉

鎖法としては，1976年W．J．　Rashkind　and　C．C．　Cuaso

により開発されたRashkind　plugl1）の改良型の

modified　Rashkind　plug12）～i6）や，またdetachable

balloon　plug17）による閉鎖法などの報告もある．

detachable　balloon　plugによる臨床報告はまだ成さ

れていないが，modi丘ed　Rashkind　plugによるPDA，

VSR（Ventricular　Septal　Rupture）などの閉鎖成功

の報告は，JE．　Lock　et　al．やC．E．　Mullins　et　al．に

よって1985年頃より成されており13）一一15），plugそのも

のも市販化されており，最近日本にも輸入されている．

我々もこのRashkind　plugには興味を持っており，手
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表3　肺動脈側への通過症例と，通過し無かった症

　例との比較．通過症例11例のうち6例はplugを静

　脈側に回収後，再施行に成功．4例は後日，離断術

　施行，1例は肺動脈弁を通過せずplug回収不可能

　にて，体外循環下にplugを回収し動脈管はPA側

　より閉鎖した．

complicated
　N＝11※

others

N＝84

Age 9．90±5．28 9．46±3．07 NS．

Weight 25．45±8，32 29．60±11．77 N．S．

Pp／Ps 38．00±21．30 26．50±8．60 p＜0．01

PDAD 6．36±2．80 3．62±0．86 p＜0．01

Size　of

　plug　tail
16．90±4．94 11．21±3．61 P＜0．01

bloodloss 106．36±103．07 48．33±60．39 p＜0．01

ope．　time 3．45±1．60 2．66±1．17 N．S．

～ April　1988．2nd．　Dept．　of　Surgery　Kurume　University

※6cases　was　recovered

※4cases　underwent　surgical　division

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

　PDAD（mm）xPp／Pg（％）
　　　　　　　　　＜128＜
　　　　BW（kg）

20

10

10 20

●　　Porstmann’s　procedure；successfu！

　po8slble　potential　for
　　　　　Porstmann’S　procedure

　Porstmann’S　proeedure；tai‘ed

　Surgical　divi810n

30

図　7

40
we｝ght（kg）

表5　Porstmann法施行における適応条件と，適応

　決定のための関連式

表4　導かれた関連式（Ductus

　Index）

Occlusion　　Indication

PDAD（mm）×Pp／Ps（％）

Body　Weight（kg）

PDAD〔mm）xPp／Ps（％）

　　BW（kg）

100

50

10

◆◆

◆

◆　◆　◆

◆　◆

88
◆　　　　　　　◆

　　ひ◆　◆　　　　　◆

　　◆
◆　t“，◎

　　　　　
◆◆◆　　◆　◆

◆
8◆

◆　　　◆◆

　　　　◆
◆◆¢◆

　　◆　　　　◆

●　　Porstmann’s　procedure

◆　Surgical　division

◆
■

criteria　for　Porstmann’s　procedure

　　　　（2nd．　Dept．　of　Surgery　Kurume　University）

　　　　　　　　　Age＞4yrs．

　　　　　　　　Weight＞20kg

　　　　　　　　　CTR＜60％

　　　　　systolic　PAPく60mmHg
　　　　　　Shunt　ratio〈60％

　　　　　　　　Pp／Ps〈60％

PDA　　　　　　diameter〈6mmφ
Formula　of　Indication　for　Porstmann’s

　procedure　by　calculation

　　　　　PDAD（mm）×Pp／Ps（％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　〈10
　　　　　　　Weight（kg）

叉ぷ．
　　　　　　　　　　　　R＝－O．6268◆ 滝・㍍◆i培

10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70

　　　　　　　　　　　　　　　｛kg．1

図　6

we｝9ht

に入り次第治験を行う予定であるが，文献的にも成功

率80％前後とまだ確立された手技では無いのではない

かと考える13）15）．また，plugの形態より考え』て，もし

plugの逸脱が発生した場合血管内異物としてカテー

テルなどによる経静脈的，経動脈的回収が困難ではな

いかと経験的に考えている19）2°）．しかしJ．Lockが述

べているように外来患者でのRashkind法施行は13），

わが国での医療事情では不可能であるにしても，本法

では無理な1歳前後でも施行可能であるという点
は13）一一16｝，非常に興味深い．

　これに対して本法では，症例を適切に選びさえすれ

ぽその成功率は100％であり，実際に16歳未満の症例に

ても初期のtrial　caceの数例を除けぽ1980年より失敗

例を認めない3）～5），しかし，実際の所現在までは前述の

かなり大雑把な適応条件をもとに，経験的に判断して
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いた．その意味では，今回の検討にて条件式を導き出

し，決定出来た事は非常に意義のある事であったと言

える．今後，我々はこの条件式を用いて適応を決定し

本法を継続していく所存であるが，本症は（図2）で

も明らかなように年々症例数が減っており，その原因

としては診断技術の進歩と共に早期診断が成され，麻

酔，術後管理がより安全に行われるように成って来た

為，未熟児時期，新生児期に手術的療法が施行される

様に成って来た為と考えられる．つまり本症の主たる

治療時期が，若年化してきていると言うことであり，

これに対応することは本法では手技的に不可能である

ことは事実である．又，一方，PDAの形態によっても

本法施行が困難な症例もあり，特に佐藤らの分類8）～1°）

によるwindow　typeは内藤らが報告9）している様に

dumbbell　head　plugを用いても，なかなか容易に閉鎖

可能とは言いがたい．我々は（図8）の如く89例中7

例に経験し，なんとか閉鎖し得た．しかし逆に，PDA

に一般的なmegaphone　typeや，数は少ないがcylin・

der　typeに於ては手技的熟練もあり非常に容易に短時

間で行い得る．実際現在の所，本法施行時間はカテー

テル検査を同時施行したとしても1時間前後の場合も

ある．何れにしても本法は，年齢的にもPDAの形態的

にも得手，不得手があり，限界を持っている事を認め

るにはやぶさかではない．この点に於て我々も本法の

手技的改良を試みている一方，どんなに大きなPDA

でも，又，新生児にも対応可能な新しい閉鎖法の開発

にも着手している．

　現在世界的に，種々の新しい非開胸的動脈管閉鎖法

が開発され研究されている．主なものでは，前述の

Rashkind法11）“’16）や，まだ臨床応用に至ってない

Classification　of　PDA
　　　　　2nd　【）ePt　of　Sur俳rγKurum●Uh’鴨阻ltγ

　　　　　　　　　　　／

Megaphcne　t　ype　　　　　　　　Cyl‘nder　type　　　　　　　　　　Windσw　type

　age〈16　Sl　　　　　　　　　　T　　　　　　　　　　　　　　T

　age≧16　　了6　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　total　　lT9　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　11

図8　Porstmann法におけるPDAの分類と，その症
　例数
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detachable　balloon法17）18）の他にも，形状記憶合金を

用いる方法，形状記憶樹脂を用いるもの，硬化性樹脂

を用いるものなどがあるが，いわぽまだ開発競争まっ

ただ中と言える．何れにしても開発目的の主眼になっ

ている点は，どの様な形態であってもどんなに大きく

ても，より簡便に，より安全に，より確実にであり，

未熟児を含む新生児，乳児にも診断時点で素早く行え，

血管性の合併症を起こさないものであると言える．こ

の点においては，現在広まり始めているRashkind法

でも充分ではないと言える．しかし，現時点ですでに

一部の症例を除いて動脈管開存症の治療は非開胸的閉

鎖方が主流であり，今後，新しい方法の出現と共に外

科的療法は駆逐されてしまうと予想される．

　我々としては今回明確にすることが出来た適応基準

を用いれぽ，本法は確実に100％の成功率で動脈管閉鎖

を成し得ることが出来，今後とも本法を継続しつつ新

しい閉鎖法開発を進める所存である．

　　　　　　　　　　結　　語

　16歳以下の動脈管開存症95例にPorstmann法を施

行し89例を閉鎖し得た．同時期に施行した離断術，結

紮術，及び16歳以上の症例と比較，検討を行い以下の

結果を得た．

　1）1980年以降の成功率は100％であった．

　2）本法の適応を決定するのに有用な，関連式を導く

ことが出来た．又，この関連式は他の非開胸的動脈管

閉鎖法の適応判定にも使用できる可能性が示唆され

た．

　3）適応条件を満足する症例は，新生児例，乳児例で

あっても，充分に成長を待ち本法施行が可能である．

　4）現在の所，本法は他の非開胸的閉鎖法に比較して

も，成功率も高く充分に満足できる結果であった．

　5）今後，どの様なPDAに対してもより簡便に閉鎖

可能な，非開胸的閉鎖法の開発が望まれる．
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Catheter　Closure　of　PDA　without　Thoracotomy（Porstmann’s　Procedure）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　95　Consecutive　Children

Munetaka　Kumate，　Eisei　Yamamoto，　Fumihiko　And皿，　Kou　Tanaka，　Atsushige　Ohryouji，

　　　　　　　　　　Hiroshi　Hara，　Shigeaki　Aoyagi，　Ken－ichi　Kosuga，　Kiroku　Ohishi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazushige　Suzuki　and　Hirohisa　Katou

Second　Department　of　Surgery　and　Department　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Kurume　University

　　　Since　December，1974　we　have　performed　Porstmann’s　procedure　in　179　cases，　and　we　failed　in

only　10cases（5．6％）out　of　179　cases，　so　the　success　rate　was　94．4％．　Most　of　failed　cases　occurred　at　the

early　years　and　were　experimental．　Recently，　we　have　been　selecting　cases　according　to　a　new　set　of

criteria　and　the　success　rate　has　become　100％．　In　this　paper，　we　are　going　to　give　a　report　on　95

children　under　16　years　old　out　of　the　179　cases　with　this　procedure．

　　　In　children，　there　are　some　disadvantages　with　this　rocedure．　It　is　not　applicable　untill　the

patients　grow　to　a　certain　body　size，　and　it　is　not　fit　for　patients　with　over　sized　DA　or　with　PH．　This　is

an　important　point　for　its　applicability　in　children．　Therefore，　in　order　to　determine　more　suitable

criteria，　we　have　examined　statistically　that　95　cases．

　　　Of　that　cases，89　cases（93．7％）were　successful　and　6　cases（6．3％）were　failed．　We　compared　several

pertinent　factors　among　the　successful　gruope，　the　failed　group，　the　successful　group　of　the　age　over　16

and　the　group　of　surgical　division　cases．

　　　As　a　result　of　the　examination，　we　developed　the　formula　as　PDAD×Pp／Ps÷Body　Weight．

Weight　is　correlated　with　the　size　of　the　femoral　artery，　and　the　larger　the　size，　the　more　easily　can　this

procedure　be　used．　On　the　other　hand，　it　is　indicated　that　if　the　systolic　PAP　is　high　and　PDA　diameter

is　large，　then　it　is　difficult　to　use　this　procedure．　Using　this　formula，　the　successful　cases　indicated

values　under　10，　whereas　most　of　failed　cases　and　most　of　the　cases　with　a　surgical　division　showed

values　between　10　and　300．

　　　Thus，　this　formula　proved　to　be　a　reliable　index　to　determine　the　applicabilty　of　this　procedure；　ln

brief，　if　the　value　is　less　than　10，　we　can　expect　that　procedure　to　be　successful　and　can　wait　for

patients　to　grow　as　much　as　possible　in　order　to　use　this　procedure．　If　this　procedure　is　used　under

apPropriate　conditions，　it　is　greatly　advantagenous　and　safe，　and　operative　influences　to　the　patients

are　minima1．
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