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水を吸い嚥み込む場合の消化管内圧変化

（1）上部消化管内月：三研究の一一方法
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ることになり，そのために得られたモ避験結果が酒1澱Lす

　　　　　　緒　齎　　　　　　　　る。それのみならず，得励、た同一の糸課でも解釈の

　嚥下運郵時に於ける1：；1臨II因頭・兼びに食道内汀三変　　　上で異論が起つたことけ過讃のltlh：婁が万モしてい為。そ

化を6channelのstrain　gauge　manometerを以　　　こで終噺が使用した消化管内圧の記録力お長について解

て門歯列より1糎刻に記金ilを行つた。この場合内圧記　　　析な行うとli那静こ従来のballo（）11　meth｛，dの本獺なご

録を希盟する消化管部位とstrain　gaugeを利用した　　鼠に明らかにする必要がある。

受圧部の間は，水を以て充たした内径1．5乃至2mm　　　　（1）balloon　method記録の本態

のpolyethylene管を以て連結した。　ll己録装醗として　　　　消化管の生蝶学的研争繁に於て一般にballoon　me一

は6channelの電磁oscillographを用いて｝任意の　　thodの研究を（】ncc，metric，　open　tipPed　methodで

6ケ所からの消化管内肥の同時記録を行つた。特に任　　　の研究をmanemetricな研究と云われている。然し

意の2ケ所の消化管内圧変化を糖蜜に比較検討を行う　　ながらballoon　methodとopen　tipPed　metllodの

場禽には，詑録装醗として二現象Braun瞥osclllo一　　藻異はう亡来棚対的なものと云うことが出来よう。かり

Scopeを使用し，その2ケ所からの内圧変化を重ね禽　　　にballovn　methodの場合先端についているballoon

わせて認録を行つた。　　　　　　　　　　　　　　　　を極めて小さなものにすることが可能であれば，open

　本論文に於ては・嚥下時の消化管内EE研究に用いた　　　tipped　methodとllil等変らないことになる。然し従

著者の方法を出来るだけ具体的に紹介すると同時に，　　　来のballeon　methodで1よ記銀数鷺としてlt　ti・　mbeur

このような所謂open　tipPed　methodで，しか尋，従　　　乃董ミはpist（m　recorderが用いられていた。このよう

来aPfi法に比して・振動特性のよい受圧渉セ1醒で取られ　　な状熊では消化鞍1ノヨに挿入するballoonが載る程度以

た記録が一体消化響の変化の何をとられているか，ま　　上大きくなければ，圧変化に伴う体積変化が小ぎく，

たこの方法に附随する多くの問題点について，実験結　　　充分な根度にこれらの認録装醗が動いてくれない。そ

果の発表に先んじてこ」に論ずる。特に従来多く用い　　　こで問題が趨つてくるわけである。消化瞥内腔が挿入

られてPt〈た　balloon　methedと比鮫対照することによ　　　されたbalroonに比して相対的に大きい場合のことを

り，著者の採用した方法の本態を明らかにするよう努　　　考える。この場禽には用いたballoonが多少の体積を

力した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持つていてもそのbaUoonが歯に浮いている限り，消

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化管の内脇の圧如何によつて寵録装醗が動く。こうし
　　　従来使用されてきたbalteon　m¢thodに対す　　　た条件下であればballoon　methodでの記録とopen

　　　る批判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tipped・methodで詑録されたものとは，薗潜ともに

　Kronecker並びにMeltzer以来，嚥下の生理学　　　manometricであつて，本質的に相違はないわけで

的研究のみならず，一一般消化管の生理学的研究に於て　　　ある。処が第コ図2に示すように挿入したballeonが

広くballobn　methodが使用されている。元来この方　　　消化管内腔を満たしているような場含には閲題が起つ

法の使用自体が対象に対して無視出来ない劇激を与え　　てくる。この場合の消化管管壁の運動とballoon　me一
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tho4で得られた記録との相関関係を考寮してみたい。　　Seuilleの法則を適用することによつて次のような

今仮りに第1図1及び2に示すように消化管｛靴こ破線　　　圧変化を豫想出来る。A，　B両点のhindranceを

で示すような運動が起ったと考えよう。この運動は消　　　cyllnder状と修え，その内塁径をそれぞれαn・al・，

化管の内腔を狭ばめるように働いている。然しながら　　　その厩さ癒それぞれ2a，μb，消化管内腔の流体の粘

この消化管壁がA・B2点に於てクト界に開かれている　｛縣数をη，・その流体が㈱γ鮒移肌たとする。

状態であれば・内腔を充たしてL・る灘，例えぽ空気　消fヒ柳撚の臓P、，外c（）　III三をP。とすると次の方

が壁の運動によつて外都に向つて移動する。その空　　租式が成立する。

気の移動に対してA，B点での抵抗が無視1正1来る揚合

にはこ磯の運動蝋んど内駿イヒとして現掴、てこ　　　匹．鳳ぞ綜R・！（a歪、ρ・＋a’1，，μa）一．．1

ない。従つて第脳4襟けるような。pen　tiPP。d　　　　　　ti2・2・η

婁1二聖餐騰簾繁隔霧楚象灘讐　　　：．　，P…識畿鷺諭・・…

記録される揚合はA，B両点の流体セこ対する抵抗が無　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
棚来な、、蹴であ。、て，その♪Lそ勘いてはP。i．，　従つてもしもA・B郎於胱hmdmnce漱で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あればたとえ粕姓の小さな流体，例へば擁気でも過澱i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的な圧変化な飽ずる。また究際問鼠璽として粘性係数が

・・：×B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　壽　　　　　　　　　極端な場脅として第］図3に示す場合の様にA並び

，．7ifV2”’ @　凝犠蘭禦鷹簾；。讐・識徽騰

　　　　　　　鳳轟♂　　　　鱈るわけであり・僻・繍少し煽邸・y1・の法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　碗　　 則に従つて内圧赴鞠る・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　balloon　nlethodセこ於て尋ま　ba∬く）on－tambQur系フ1

　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　系はb・ll・。n・・pisit。・reC・rd・・系が一つの閉ぢた系を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形成している1ため，恰もA，B両点の播約筋が収縮し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているが如ぎ状態が入為的に形成惑れている。そのた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めに第1図2に示すように鍵際には内圧上昇なもたら

4．鋤　　　離緒膿撒お灘課禁ξ獅
　　　　　　・・み’；　・・塙　　…禰・・11…鞭騰・場合・・‘・5閉ぢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られた系にはPascalの法則が適用され，この系内の

　　　　　　k　　　　　　　　B　　　　　　　　　EI三の均一化が起り，それが何等かの形で記録の上に現

　　5，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　われて来ることになる。従つで爽際には内圧の変化を

　　　　　　　　　　　　　　　　　翠’．：就　　　　生起しないような消化管の運動迄が記録される可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性が出て来る。このような場食はballoon　method

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はonc・metricな方法と云えようが，少くともこの

　　6　　　酬　　．，　　　ba！1°°n　meth°dで得V）　2vた溺納凪il1紐云うと
　　゜　、．，．講：；’1・A　　　　　　灘を乙往ずる・と甑る・・れ腰するにb・II…

　　　　　　　　　’：：：｝鋸　　　　　　　　　　　　　　rnethodはそのbaUoonの体積変化を記録するもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であり，そのballoonの体積変化を起こす要國が消化

　第ユ図　balloon　methodとopen　tipPed　　　　管内腔の圧変化であることもあり，圧変化を伴わない

　　　　　　methodとの比較　　　　　　　　　　　単なる消化管壁の運動であつたりすることxがあり，

　　　　　　説明は本文参照　　　　　　　　　　　　　それらを記録の上からは区別することが幽来ないわけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。この点がballoon　methodの欠点である。
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　　（2）　balloon　methodに依る詑録は何の部　　　　’このような構造から明らかなようにこの管の開口都

　　　　　位の変化か？　　　　　　　　　　　　　の液体一NiIのL：E，即ち消化管内腔の流体の謄一・安簸

　balloon　methodの賜合，　balloonは或る程度の容　　　した1：1三でも変化する旅でも甜録されることになる。こ

積を持つて展り・そのballOonの体積に変化を与える　　　れは一般に．消化管の内圧と呼ばれてい70ものである。

ような変化はそれがたとえ1ケ所以上であろうと，同　　　従つてこの方法はm窺n。metric欺謝法と歎うこと

時に起これば，それらが含成される結果になる。従つ　　　が出来る。然しopen　tiPP¢d　methodでll己録され獄

てそのballoonの大きさよりも小さな局所的な変化を　　　もののなかにも，所謂消化管内圧と諏われる消イヒ瞥内

云々するわけには行かない。例えば咽頭壁に現われる　　を充たしている流体のll【三以外のものが入つてく為可能

極めて局所的に発生する蠕動波の本態をballoon　me一　　燃がある。たとえば嬬動波の如きもので，　watertight

thodで追跡することは非常に困瓢iになるわけである。　　な収縮輪が下降して来てこの灘開の閉目都を錨全セ瓢閉

少くとも精密に記録することは不可能である。　　　　　　ぢた状態にしたとする。この燭脅管の収縮で閉爆られ

　　（3）　balloonが異物として作用すると云う　　　たのであるから，開闘部は磁に附壌られ六螺1：りではな

　　　　　懸念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く力が作用することになり筋力そのものが燃として詑

　これば盤理学1約な実験に｝よ多少とも伴うものであ　　　録される。

るe然しそれも程度問題であり，以前からしばしば論　　　　この様な漱わば1肖化管の…種の運動が瓶としてll己録

議されていたことであって，こ鼎こ物別論ずる必優は　　　されることを常に嚇慮しなけれ厭なら欺いわけであ

ない。然しながら，大きなballOQnを使用すれ1ま消化　　　る。このように消化管壁の藻勤が圧としで記録される

管の局所性の反応が趨きる可能起】iを無視するわけには　　　にウま一つの条件があるo笹開1コ謝1がopenの状態であ

行かないであろう。　　　　　　　　　　　　　　　　つてはPasca1の原理が成立するようにならないので

　以上を要するにballoon　methodで∫1文ら烹ているも　　紀録されない。逆にopen　tipPed　methodで以て消

のは圧であることもあり，内圧変化とはならない消イ1二　　化管壁の所謂内舵ではなく，消化轡壁の運動が照とし

管壁の厳なる運動であつたり，或は月三と運動との混合　　　て記録されていることが判れば，それは単なる圧では

であつたり，甜録されたものが物ま1ll的な意味で要索lli勺　　なくひとつにはそこにwaterti駕htなbarri6reが形

でない。このことが蔽い難い欠点となつているsしか　　　成されていると云う辮実と，いrk　一一つほそのbarrbre

も対象の局所性に欠けることも記録の解析な絶塾的に　　　に依る圧迫の程度が圧で示されていると解す可きであ

する。現在に於ては消化管壁の運動紀録はX線活動写　　る。この事惰をba！loon　meth（，dと比較すると，

、真撮影に，内圧詑録ばopen　tipPed　methodにそれ　　　ba1！oon　methodに於いては導管の開口部に・常にbaレ

それ要素化して記録される甑向である。　　　　　　　　loonと云う閉ぢられた系が出来て居り，必ずしもopen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tipPed　methodの場分のように管開口部をwater－

　　　open　tippeCt　methodに伴う諸問題　　　　　　　tightに閉ぢると云う条件が具備されないでも，とも

　　（1）　open　tipPed　methodで記録されるもの　　　　かく消fヒ管壁運動に依つてballoonの体積を変化ざ

　　　　　の本態　　　　　　　　　　　　　　　　　せるような菓態が生ずれば，その運動の認録が何等か

　一般にopen　tipPed　methodの場合には管は液体　　　の形で得られることになる。以上のことからopen

に依つて充たされて居り，その液体に依つて管開口部　　tipped　methodで詑録されるものに二種類の場合，

　　　　　　rに加わる圧変化を適当な受圧i器に導λ，されるようにな　　即ち所謂消化管の内fEの場合と，消化管壁の運動の場

っている。即ちこの開口部以外は閉ざされた系になつ　　　合の二つの場合があることが考えられる。これらを鑑

ているわけで，この開口部の液体の表面に加えられた　　　別する一つの方法として，次のような方法を提案する

圧は，Pascalの原理によつてこの閉ぢられた系内に　　　ことが出来る。第1図6に示してあるようにそれは圧

等しく音速を以て伝えられる。受圧部には一般に金属　　　測窟用の滋管に平行して二本の管をつけ，その二本の

性の膜がついており，この膜の導管側の圧と反対側の　　　管の開口部を圧測定用のそれの前後に置くようにし，

圧，多くの場合大気圧であるが大気圧との差によつ　　　その二本の管の他の開口部は大気に導く。このように

て，膜の中心部を中心として微小な変位が起こるよう　　して記録から脱落或は変形を受ける部分は，所謂消化

になつている。この変位がstrain　gaUgeの場合は　　　管内圧とi云われている部分なのである。一一ffこのよう

Ohmの抵抗の変化に，　capacitance　manQmeterの　　　な特殊の嫁管を用いてもなお記録に残る部分は灘管の

場合はcapacitanceの変化となり，それぞれ電気技　　　開口部をwaterti冨htに閉ぢる消化管の管壁の運動を

術的に処理されて記録されるよ「 ､になつている。　　　　　圧として取つているものだと敦うことになる。然しな
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がらこの様な方法にも限界がある。例えぽ消化轡讐内　　　い20乃ii竃30c・p・s・程度である。然しながらcapaCレ

が空気で充たされ，その窒気にある圧があるような場　　　tance方式にしてもSヒrain　gau鶴力式にしても現在の

合は比較的迅速にこの二つの鱗によつて穴気圧と平衡　　　披術の段階では受圧部そのものが大きく’1り、消化讐

に達し，圧として記録出来ない。然しながら比較的大　　管内セこ挿入することは不可能である。従つて受圧部

きな容積を持った消化管内腔が液A：　trこよって充たされ　　　と月三測定：を欲する湖～位との間は，液俸を充たした剛体

大気圧より高い場合には，このごつの管を通じて液体　　　又は事旗上剛休と烹そつてよい材料で出来た管で結合

が排出されて大気圧と平衝を保っにはrrr成りの時間が　　　しなければならない。そのため受圧部そのものの振動

かXる。もしも強いてこの内EEを打ち消そうとする場　　特性は良くても，瀬瞥部を含めた振動特性は何れも

合には可成り太い管で大気圧と接触させて，液体の排　　　transformer方武のそれと変らなくなる。その点

ほ1に対する抵抗を下げなければ癒らノよい⑪斯かること　　　transformer方式のものは小形に作ることが出来て，

は入体に於て蜜際に砿不可能と云うことが多い。この　　　自由に消化管内に挿入することが可能で，灘管の必要

ような場合に内圧か消化管壁の運動そのものによる肥　　　はなくそのための振動特挫の低下と云うことがない。

かを鑑別するためには・X線活動写其の岡1削f【乏膨と云　　　　振動特撫こついてvm以」：のようであるが，これとは

う方法以外には現在のところでは児漁らない。この方　　　異つた角度からの一つの頸請がある。消化瞥内の食塊

法が有効だと思われるのはdry　Sw・11・wingの場・合　の移動な力学的解析的に行うためにはt少くとも2ケ

である。このときは咽順に空鍛力：入つて居り，それが　　　所以上，出来れば数ケ所からの内月三の岡時記轍カミ羅ま

蠕動波の先端を領しているが，この鍋気の圧が圧甜録　　　しい。その点，capaci漁nce方式、ヒransforlner方武

に繊て来て消化管壁の欝1動そのものを記録する妨げに　　　では受圧部間のIli宝磁的干渉が厄介な1｝ll題になるthそこ

なる場合がある。斯る場合には極めて有効な方法であ　　　でstlrain　gauge方式ヵミ残るわけである。

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　柾力計受月三部と消化管内の測箆部位との

　　（2）受圧部の選択　　　　　　　　　　　　糸給
　嚥下逓動時に起る消化鴬3の圧変化は士100cm　H20　　　上に述べたようにstrain　gattge　man（，meterの受

の範珊を直線性を以て記録繊來なければならない。現　　　1、じ部は現雀の技術段β皆では消化管の内部に入れること

代の技術からしては感度と激うことは問題にならな　　が不可能である。従つて正囎己録を欲する消化鞍内部の

い。然しながら嚥下運動は極めて1込速に遂行されるた　　　地点とstra1n　gauge　manometerの受圧部とは，液『

めに振動特性が問題になる。具体的な議E拠として挙げ　　　体を以て充たされた剛体或は実際には剛体に近い物質

られるのは，この嚥下運動のX線活動写輿を撮る場合　　で出来た管を以て結ぶ。この液体を介して消化管内部

である。この場脅像の岡竃が行われるためには，少く　　の圧は受圧部に導かれる。

とも一一秒間30コマ必要である。したがつてこのような　　　　この場合瞥の内径並びに長さが受圧部を含めての振

迅速な運動の結果として起つて来る消化管の内圧変化　　　動特性に影響を与えることになるDこの点に関しては

にも，それに阪敵する早い要素が含まれている可能性　　Franlcの解析的な研究があり彼の結論は実際的に正

がある。このための圧力計はこれらの要素がi霞なく寵　　　しいように患われる。

録されるに充分な振動特性を具えて騰り，且安定でな　　　　一般に現在の受圧部の膜はberyllium　copperで作

ければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　られて居り，避管の開口部の液体の衷面にへPなる圧

　こうした振動特性の点から古くから使用されている　　　変化が加えられると，それに応じて膜が僅かながら変

U字管水銀圧力計や水圧力計は採用することが幽来な　　　形し，その変形を△7とする。その変位のため導管内

い。現在実用の段階に達して居てしかも以上の条件を　　　の液体がA7だけ移動することになる。これが圧力計

満足しているもの，或は将来満足なものとなり得る可　　の一っの璽大な特性を現わすことになり，Frankは

能性を持っているものには，Capacitanceτnanometer，　　これを容積騨性率と呼ぴ△P／△γと定義している。

strain　gauge　manometer，それにinductio．　n　coil　　　このようにムPの圧力変化に対して導管内を占めて

内の鉄心を出入させる方式（ヒransformer方式）の　　　いる液体の全部が或る距離だけ移動しなければならな

manometer等がある。この3看のうちで振動特憔と　　いことになる。同一の受圧部に対して，一つの場合は

銀う点から考察を行うと前2者即ちcaPacitance方　　　fillい導管で他の場合は太い導管を用いたとする。細い

式，Strain　gaUge方式ではその受圧部のみに関して　　　管の場合には液体中の平均的粒．子が移動する晦離は導

はレ以上述ぺた圧の測定範囲で10Qc．　P．　s，程度のもの　　　管が太い楊含よりは大きくなる。また管が艮ければ短

が出来る。その点transformer方式のものはせいぜ　　　い導管の場禽よりも，移動に与る系内の液体の蚤が大
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きく，それにたいして加速を与えるためにより大きな　　て鳳り且その圧迫部偉が受燃器の方より灘管の開口部

力が必要になる。従つてこの間の事・情を現わすための　　　に偏している場合は，繊変化として記録されることは

数値が必要になり，Frankほ有効質量なるものを設定　　　殆んどない筈である。もしも蠕動波の到来によつて導

しでLIQ定義している。こエに五とは膜に慰かれる　　　管の開口部が閉ぢられた場合には，少しくr厳自に麟し

液柱の長さであり，Qとはその液標の横断而積であ　　　ても記録に出てくると云う事になるがこのような事態

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は実際に趨つていない。

　以上述べたそれぞれの特性を現わす数値と，この　　　　（4）　尋管開口部と消化管々塑との間に起る相

圧力計全体の振動特性との関係は，振動方程式を解　　　　　　　対運動

くことにより次のように求められる。即ち固有周期　　　　open　tipped　methodに於て一番懸念されることは

（ユ／N）・これは圧力計系のル葭答のすばやさの数値的　　　消化管々壁と導管の開口部との対応慣三にずれが超りは

衰現になるが次の方糧武で与えられる。（補遺1参照）　　　しないかと云う点である。特に嚥下運動の場脅，酷が

　　　　　　涛一・・〆写　　　灘繍灘雛；ll縣ド謙諺

　ここに2＞とはこの圧力計系が1秒間に行うfree　　　場合は，、脚孔縁で圃定された源瞥の開r暗llと消化1管壁

vibrationの数である。この圧力計系なして迅速な肥1　　との対応関係が時間1¢1勺にずれを｛kずるわけである。従

答をなさしめるためには通4を小さくして，Eを大きく　　　つて詑録を説む揚合にこのずれを考慮に入れなければ

しなければならない。即ち有効質量を小さくし，容積　　　ならない。処が少くとも嚥下運動に関する限り，消化

弾｛生率をば大ならしめることである。成る可く硬い小　　管の運動は反射運動であつて撫めて規則正しく行わ21，

さな弾性膜を用いE’Ut一にし・導管は太く短かくして　　　る。その結果としての消化管内厳発生も梅めて規則疋

Mを小さくすることである。現在の圧力計と漱うの　　　しい。従つて運動と内圧との相互関係も極めて規則11三

は・この原理を使用の諸条件に合わせて技術的可能の　　しい。少くとも一個人にあっては極めて規貝ll正しい。

限界で示しているものと云うことが｝li来る。　　　　　　従つて滴化管購と開口部との対応関係にずれが趨つて

　この方程式を実際に使用するとなると膜までの液柱　　　も混乱には陥らず，解析可能である。

は必ずしも簡単な径一定の棒状ではないので・商効質　　　　このことは後に続く論文に於て具体的の場合につい

量を算出することは厳密な意味ではなかなか厄介なこ　　て論ずる。

とである。然しこの方程武が凡その傾肉は示している　　　　（5）溝管挿入が消化管に異物として作用する

と云うことが出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懸念

　次に管壁につかう資材に関して・理想から云えば屈　　　　open　tipPed　methodで導管として内径1．5mm

曲性のある剛体と云うわけで鉛等の金属が菓ましい・　　のpolyethylene管を6本束ねて用いる場禽可成ウの

しかしその」：うなものを消化管に入れることは，消　　幽太さになる。これが消化管に対し擶所的な刺激となり

化管粘膜を傷ける恐れがある咋めに実際問題として　　　異常な反応を起す可能性を考慮しなければならない。

はある点で妥協しなければならない回そこで透明な　　　この聞題は次のように吟味されるo．一一本の内径1．5

P。lyethylene管を使用する。透明なのは窒胞が導管　　　mmのpolyethylene管でその先端をmanicureで

内に入つた場合に発見が容易であるためである。実際　　　01iveの突状にしたものであれば，唯でも不愉快な感

に厚肉のpolyethylene管の管髄はわれわれの使糊　　　じなしにll縁でのみ込むことが出来る。そのようにし

条件では殆んど剛体と見倣すことが出来る。　　　　　　て取つた内圧記録と比べて相違は見られない。従つて

　っいで一般にこのような容積弾性率の大きな圧力計　　　このような溝管束の挿入が対象に対して刺激になり異

を口腔径由で使用する場合，導管々漿に対して歯或は　　常な反応を示し，それが記録されているとは考えられ・

舌が僅かなりとも圧迫し，これが記録されはしまいか　　　ない。受容部の振動特性が今後更に改良されれば，紐

とゑう疑問が残る。然しながら実際に厚肉のpoly・”　　くて長い導管の使用が可能になるわけで，この方面の

ethylene管はその程度の圧では押し潰れない。また口　　　懸念は更に少くなるであろう。

腔径由の記録と鼻孔径由の記録と比較した場合，何等

相異が見られない。たとえ以上のような圧迫が導管部　　　　　　嚥下時消化管内圧記録の瞬方法

に加わつたとして，この問題を物理的に考えてみると　　　以下著者の用いた嚥下時消化管内圧記録方法を紹介

次のようになる。導管壁に外部から或る圧力が加わつ　　する。

k結果，管壁が少し屈しても，導管の開口部が開かれ　　　　その方法の要点は第2図に示してある。まず電気的
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制御回路

搬髭波
発振器

増巾器

増巾器

増中器

増中器

増巾器

増中暑

A

第2図　　　 消化管内圧記録装鷹の略図
　　A：polyethylene導管策，各々の開口端は1糎ずっずらせてある
　　B：irrigator，煮沸した水を充たしその上を流動paraffinを電ねてある

　　C：基準水面，薄く液体paraffinを重ねてある

　　D：strain　gauge受月三部

　　E；平衡回路
　　F：vibrator

　　G：screw　clamp
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第3図　　　　 消化管内圧記録装置の実景
　A：irrigator　　　　　　　　　　　　　　F：二現象Braun管oscilloscope
　B：calibration用の水並びに水銀圧力計　　H：同上記録装置

　C：基準水面　　　　　　　　 G：増巾器
　D：strain　gauge受圧部　　　　　　　　　1：6channel電磁oscillograph
　E：polyethylene導管束

第4図　　　　　　　消化管内圧記録装置並びに記録実験実景

　A：基準水面
　B：strain　gauge受圧部
　G：polyethytene　導管：束
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部分から説明する。受圧鎚概としては以上述べた理由　　　管を用いた。その時の受1／Eil系全体の振動特働濾尊管を

からstrain　gauge方式のものを用いた。この場合の　　　含めて18c．P．s．前後であつた。食髄の場合はその半

受圧部の測定範闘は士100cmH20で，安定でしかも　　　分に瀞とした状熊で使用した。この振動特性でも満足

出来るだけ振動特性が高いように作られていなければ　　　ではなく，引ぎ続いて振動特性を改良中である。実際

ならない。この受圧部の金繍膜の裏頂1にはbridgeが　　　の｝1蹄虎の外槻，使用臨況を錦3図，第4図に示す。

貼附してありそのbridge回路の一対の対伯には発振　　　　消イヒ管内圧を記録する場合は，　polyethylene導管

器より5000～を与えゐ。1工竣化により受圧部の膜面1に　　　束の先シlllを測定すべき…播喚の深さまで挿入してHEr・i次

盃みが生ずる。すると膜の裏面のbridgeの四辺の長　　　引き．llげるようにした。この方法であると導僧束が消

さが変化し，それに伴つてそれらのOhm拭抗値に変　　　化管の途中で巻き込んだりすることがない。灘管東は

化が生ずるoそれによつて他の対角間に電洲己の変化が　　　軽く門歯列で圃疋な行う。鵬：lll水町は一一認録の後毎に

生ずるが，これを電圧の変化として増巾する。増巾し　　　謝録した。なおcalibration　l凱妻験終了後菱尊轡開口部

てのち記録する前に検波するわけであるが，vibrator　　に段1；111i的に既知の肥を加えることによつて行つた。

として脚櫻のD型酬1いれork’・その剛糊嫌め　木研究は昭和35年戯ド繍科欄禦1による助｝魏

に特に検伽必要を認めなし・・但し・己鰍置として二　鮒た，記して舗を細・る。

現象oscilloscopeを用いる場合には充f，M検i）1　tat必
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（補　　遣）
要とする。

・畑懸・と溝・・伽繍・脱鯛たの瓢糊難膿鶴畿嫌畿二
P°lyethyl・n・管で伽六・・P。1y・thy！・n・榊1納の　・剛1・多で酬1弓・る。胞）粥コ勘1：して徹生ずる作

もので食道の内圧を蹴として流録する場俘には，内　　　用，液柱及び膜の画【ll：ζ後齢は41駿上無ネ1“出来る）を

径1．5mm，長さ55・mのものを∫11いた。これら6本　加謝’るf’剛Lこ曜伽こ附11iftする劇郷抗する｛糊

のPdy，・hy1，。，轍角苫21、（1に尉・よう｝・。・1Zv。し疎　曙ヴ脇る・rW・滑漱のよ鵬層・

ねた諌ね・・醐。灘して燃・噺いた。　　躍圃〃盤＋K醗
各々のP・ly・thylen・管の［’・】口端はm・・i・・re磁　　こ、でE・は、糊こ蹄くで・F拘で織されμ匠・Vk　ca

圃塗布し01iveの実状にして｝Fl！i膜を傷つけないように　　　量，　K！は瞭i擦に関する係数費ある。

罐麻隷翌識算翻誰讐禦薦1鐸聾騰1繍漁誉1繕撃

篠総欝麟臨儲驚灘脇麟森1こ號　　審一濫餅轡盤Q・器審Q

鷲繋』灘欝蟻講t膿1雛1篇　・・一普・・号郭・一郡」窪

べく太い・囎て速櫛つた・・の接鱗・外醜麗謝瓢器，腿辮測膨瀦
か囎で封ずる・働の騰からの・i・y噌はi・・i一　とする。

gatorに接続してあるoζのirrigatorからPQIy一　　　従つて，

ethylen鱒管の先端開・音1・迄燭E部・H励鍋　　　・一・・…奮y…耐吾
てes全に水を以鱒す・この蝉：i’ll｝して糠齢　。の開。端。液酢。漁圧変化を臓。と，。の

いたものを胤’・　’「「igat°「の水砒聞瀞pa「affin　系はそ磯灘らく醐する．そのtwittsvで｝a．PUt・で

を置く。随時Gのscrew　clamp或は11aemostat　　　あり，摩擦が無視出来る場舎には履后の項も磐となる。

を開いては導管内を・洗う。圧記録時にはGのscrew　　　従つて，

・1・m・鄭haem・・t・・醐ぢ…の醐に剛　　　　一β・－M蕩罫
際の髄用いることはとか轍隣・を起し易いので　。の微分粥式の一つの解として，

Vmy1管の外からhaemostatを用いることを奨めるウ　　　　　　　　　　　　　　　　．一．一

・は騨輔であ・，すべての？肖イヒ内腔・圧変化を・・ @　闇…（｝／コL　
　一一君、t　M）

の高さを細1として測附る・囎㈲馳取るときtla　ヵミ械ら；｝z，その周蹴獄で与えられる。

篶1、重綴謄餐織楚簿難寝　　÷一・霧一
轡の辮情の許す限り・内径の太くて短いpolyethylene　　　闇題の式は導出された。


