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水を吸い嚥み込む場合の消化管内圧変化

（4）水を嚥み込む場合の咽頭を中心とした内圧変化
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　　　　　　　　　　　　Kiyoshi　Miyakawa
　　　The　2nd　Department　of　Physiology，　Faculty　of　Mediclne，

　　　　　　　　　　　　University　of　ShinShu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟孔径由の場合には，琳孔縁からの踊離を以て潔塔を

　　　　　　緒欝　　　　　　　　爽わした。
　水を嚥み込む場合の咽頭内圧変化の概要については　　　今鳳の獲験で特雛す可きことは舘録襲椴についてで

すでに述べてある。本論文に於ては主眼をrl腔後部，　　　ある。即ちニケ所からの照優化を比較対照す為隅的奪

咽頭，食道上部の嚥下時の内翫変化に概き，これらを　　　以て，同＿に増巾したものな二現娘Brattn管ユ亀に蹴

次のような特別な詔録方法を以て研究を行つた。問題　　　ね倉せたうえ岡時撮影な行つた。

の箇所を1cm刻みに，しかも1cm隔たつた二簡所の　　　　被検齎として儒州火学医掌部学ゐkな用いた。被検齎

圧変化を・二現象Braun管上にe重ね合わせて同時撮　　　は高さ50Cmの椅子に腰を掛け，高さ76cmの机の鶴

影を行つた。このような方法に依ると，1cm隔たつた　にイ・聡し，机1二に高さ20・rnの台を醗き、そ囎上の

場所に於ける内圧変化の相違が明らかになり，その部　　　コツプから長さ20cm内径5mmの硝子響で水を吸い

分に於ける物体の移動の力学的背景が極めて具体的に　　　上げては嚥み込んだ。毎圓飲み込む水の微は，平均し

把握出来る。なお嚥下時に喉頭咽頭系が挙上され，つ　　　て30c・　C．である。

いで下降する・。この下降の時期に当つて，蠕動波が咽

頭壁を進んで行き両者が干渉して特異な像を形成す　　　　　　　　爽験結果

る。この問題について解析を行うに当ってはこの方法　　　　先の論文①並びに爽験方法の項で述べた方法な用い

による記録は極めて適切である。なお今迄に発表した　　　それらに言己載の譜条件のもとに，被検蒋に水を吸い噛

論文に於ては，受圧部への導管の挿入を径口的にのみ　　　み込ませた。この場合の上部溝化管内圧の舘録を行つ

行つたが，今回は鼻孔径由をも併せて行つた。　　　　　た。その轟孔径由，薫ぴに口腔径由での記鍛をそれぞ

　嚥下運動の初期に鼻腔と咽頭壁とを隔てる一っの壁　　　れ第1図と第2図に掲げる。

が出来るが，その内圧記録上にあらわれた証拠につい　　　　鼻孔径田の場合の記録と口腔径由の場脅のそれとを

ても考察を行つた。　　　　　　　　　　　　　　　　比較対照してみると，次の点を指摘することが鵡来

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

・　　実験方法　　　　　　　　唯働の記録に於てのFr歯列から10・mの深さの
　庚験方法並びに実験条件は先に発表した著渚の論　　　圧変化は，鼻孔経由の記録に於ての轟孔繕から略々

女①に述べた通りである。特に今回は内径2m孤，長　　　12．5cmの深さの圧変化に相瓢している。それより以

さ35cmの2本の導管の開口部を1cmずらぜて束ね　　下，口腔径由の舘録と轟孔径由の記鎌とではある一難

たものを，口腔径由並びに鼻孔径由で，欲する探さま　　　のひらき，即ち凡そ2．5cmのひらきを以て対応して

で挿入を行つた。挿入に当つては，一とまず食道の内　　　いる。全くew　’一’の消化管内照を，枳墨なつ丸鵬灘点か

部に入れ，順次引き上げては記録を行つた。口腔径由　　ら深さを云い現わして，罷録したものと兇倣すことが

の場合には，門歯列からの距離を以て深さを表わし，　　　出来る。
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　　第1図　　水を嚥み込む場合の上部消化管内圧変化の鼻孔径由での記録

　　　（写真説明）　各々の写真の深さは鼻孔縁からの距離を示す。曲線の濃い方は常

　　　　　　　　　に2っの深さの中深い方の内圧変化を示す。
　　　　　　　　　時標はi／i　ol秒
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第2図　　水を嚥み込む場合の上部消化管内圧変化の口腔径由での記録

　　（写真説明）各々の写真の深さは門歯列からの距離を示す。曲線の濃い方は常

　　　　　　　に2つの深さのうち深い方の内圧変化を示す。

　　　　　　　時標は1he秒
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　　（1）轟腔と咽頭腔との境に於ける内圧現数　　　　急速に高さを減ずる。これは例外なしにみられる現象

　轟孔径由の記録で，特に顕著で興味深いのは鼻孔縁　　　である。食道に入るとこのee－一の峰は姿を消す。

から9cm糎の深さに於ける内圧変化である。この圧　　　　ここに注意して罎かなければならないことは第一の

は水柱で7乃棄8cm槻であり，持続時間は0、2秒であ　　111筆に先行してもう一つの峰が括約筋の上1乃至2Cm

る・出現の時期を他の｝］三変化の相対的関係から述べる　　　の範囲に現われる。第1図19cmの深さの記録に於て

と，次のようになる。口腔径rhの詑録上での嚥下準備　　　彫よ典型的なものが現われている。この峰は第一e－・の峰と

期の後期で，しかもi咽頭内に陽1・E発生の蔭〔前に非i冠当し　　　は現われ方に於ても性質に於ても全く異なつたもの

ていることが第1図の10cm、9cmの詣録でみること　　　で，これは恐らく括約筋部に於て溝管の開n部と括約

が1土陳る。なおこの圧変化は溝管を轟孔径由で挿入を　　筋部との間の相刈運動の結果と見倣すことの出来るも

入つた場合にのみ，みられる内応変化であって，これ　　　ので後述する。

より削方の聯腔では嚥下運1励に．伴う厭変化は全くみら　　　　ffi．r．の雛はこの場合のように，水智嚥下する際に

れない。　　　　　、’　　　　　　　　　　　　　　　も，またdry　swallOwingの場合でも同じように出現

　この圧の高さ並びに持続時闇は［｝lll下の条件，例えば　　　してくる。　dry　swallowiugの場合には相当魔の究気

水を嚥下するか，或はdry　Swallowintsr　a：）場合かに　　が先行するものとみえて，愛圧部の源轡の開ロ部の

よつて可成りの変化がある。　dry　SwallQwingの方　　　前後に開管を添えて火気肥な瀬入することより，この

が圧が高く，且特続時間が大きい。　　　　　　　　　簾二の峰の突体をより一層明らかにすることが出来

　　（2）咽頭内Hlの変化　　　　　　　　　る。
　すでに述べているように水を嚥下する場合には咽頭　　　　この篇二の峰は嚥下する食魏の性質に依つて可成り

内では2つの峰が現われてくる。第・・，一一のlllfi．は咽頭管の　　　の変形がみられるが、進行すると歎う性質には変価が

最後の挙上と同時に出現する。また策一の峰はdry　　みられなし・。然しながらその進行に…つの特別な性質

Swallowingの場合にはみられ沈£い。また1圓に嚥下　　　がみ匹、れる。嚥下時の咽頭内圧焚化を1cm刻みに同

する盤を30c・c・から次第に減らして行くと，次第に　　時説録1を行い，2ケ断の圧を2現諏Braun筍OScil一

dry　swallowingの形に近づいてくる。なお受Ei三部へ　　　loscope上で撫ねて撮影しても，6channelの電磁

の導管の開口部の箭後へ大気圧を溝入するための開管　　　oscillographで6ヶ所の圧を湘録し，後でtraceして

を二本添えて圧記録を行うと，喉頭部の舌骨に対して　　　重ね禽せても，－FL・一種独特の進行の仕方を示す。この独

の最後の挙上と同時にその開管2本から泡立つた水が　　　特な進みとは次のようである。咽頭上都に於ては上昇

上昇して来るのが観察幽来た。このような方法で第一　　　脚は著明な進行を示す。例えば簾1図の13cmと14

の峰の圧を消してしまう努力をしたが，相当に太い開　　　cm，並びに第2図の1ecmと11cmの間に於てはそれ

管を使用しなければ不可能であるとの結論に到逮し　　　それ秒速20cm並びに15cmの速さで進んでいる。そ　、

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れにも拘らず下降脚は殆んど完全に電ね合わさってい

　第一の峰の高さは30c・c．程の水を嚥下する場會，高　　　て区別することが出来ない程である。これは圧の下降

さは30cmH20前後で持続時間はその基部で0．2sec．　　が殆んど同暁に起つていることを意味する。　i…■般に伝

である。また第一の峰の高さは咽頭内では略々同じで、　播速度力1小さければ相隣れる深さの記録の窺ね合せで

ある。この点について第1図並びに第2図を参照して　　　は，進みが大きくなるわけである。進みが少いことは

みると，完全とはゑい難いが，良い一致を示してい　　　伝播速度が早いことを示すわけである。然しながら，

る。上昇脚も，下降脚もよく一致している。頂点部が　　　咽頭の最上部に於ては下降脚にも進みがみられる。こ

完全Vt－一致しない場合のみられるのは，受圧部導管　　　れは鼻腔径由の10ch1と11cm記録に現われている。

系の振動特性並びに感度，特にその安定性が兜全に　　　　咽頭も申程の深さ，即ち，門歯列から11cmらか13

2chame1間で一致していないことも脅慮しなければ　　　cmの深さになると上昇脚に於ける進みが少くなる。

ならない。然しすべてがこれに起因しているとは考え　　　この進みの少なくなり始める深さは多少の個人差がみ

られない場合もある。即ちこのような不一致が系統的　　　られる。上昇脚の進みが顕著に劣える深さから，今度

でない場合もあるからである。さきの論文に述べたよ　　　は下降脚がはつきりと進みを見せる。即ち下降脚の方

うに恐らくこの第一の峰は11因頭内に押しこめられた流　　　の伝播速度が遅くなつてくるわけであるoそして遂に

れっNある水の圧であるから，場所により多少の差が　　門歯列から13cm乃至ユ4cmの深さからは上昇脚も下

実在するのかも知れないΦ　　　　　　　　　　　　　　降脚も明らかに進みをみせてくるe

　このas－一一一の峰も食道上部の括約筋部にさしかxると　　　EEの持続時間もn因頭上部は大きくO．27秒程度であ
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　る。その後上昇脚のみが進みを見せるために次第に減　　　い。その場含の閉鎖の｛測番速臓は20cm／Sec，狸度で

　じ・上昇脚，下降脚墜方が進みをみせるにつれてまた　　　ある。

　廷ぴる傾向がみられる。更に一つの特徴と豫えること

　は，門歯から9Cmより奥の深さで下降脚に進みのみ　　　　　　　　　論　　識

　られない部分に於ては，下降脚の後に陰1：1三方1司に大ぎ　　　　（1）　轟腔と咽顕rl腔との境に於ける内蕉現顛

　なOVershootingがみられることである。撤F降脚には　　　　水を嚥下する際，　fl可故1：1腕から獅腔に水が漏れない

　つきりとした進みがみられるようぼなると，こうした　　　かと歎う説明として，軟口盗が上方に挿しつけ臨れ弁

　overshootingの大きさが小さくなり・域る場合には　　のはたらきなして水の漏洩を防く・とか，所謂Passa－一・

　全く見られなくなる。　　　　　　　　　vantの隆趨カミ出来て勲への進路側　1折するのだ，
　　以上のように極めて特種な上昇脚と下1蜂脚との伝播　　　と豫うように棚めて漢然とした機塵が想楚惑れてい

　の仕方が見られる。これは咽頭壁を嬬動波がdl「降しつ　　た。

　sあり・ある一定の点に達したとき，それまで議上し　　　　然しながらこの1網題は力掌的な立場から誘鱗力：行わ

　ていたrl悶頭壁が下降することに基ずくものと思われ　　れなければならない。
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　る。即ち門歯列乃釜は轟孔の縁で固定されていた瀦管　　　以」二のようにして轟孔経由で瀬讐癒挿入して，しか

　の開口部と11因頭壁の間に相対運働の趨る結果と考えら　　　も極めて局限した地城に．このような胤が生ず為と云ら

　れるが，その解析の結果は論議の項に譲る。　　　　　　わけである。このことは先の論鶴ζ述べたよ飢こ・

　　　（3）食道上部囲口部括約筋部の内脈変化　　　　　　ひとっのbarriereがそこに出来てw就¢rtl鑑hセに沸

　　咽頭の下部・括約筋部より」：プゴ1乃鼎cmの深さ，　管の聞口部を陽1ざしたと解す可齢ある。即脇この．1二

　第2図の例では門歯列から］6cmの深さに於てほ・第　　うな手技手法を用いて乙のよう叛寵録が得られ瀧と訟≒

　一の峰に先行する高さ凡そ10cm水柱・持続時間凡　　　うことは，この深さに相当してひとっのwat¢rtl露htな

　ぞ0．1秒の圧上昇がみられるoこのIE変化にっいて　　barriらreの存在な齎味すると陶時に，その締り異合

　lcrn　waたつた相隣れる深さの圧記録を重ねてみると，　　が水柱にして10cm程度だと解すll∫齢である。

　下の深さの記録の方がむしろ先行している傾向が見ら　　　この胤発生は勿論そこに存在する筋肉の収縮による

　れる。なおdry　swallowingの場余の11因頭内の圧記　　　ものであろう。この筋が1・∫であるか，所調P舗鰍vant

　録に於て，第一の峯はみられないのにも拘わらず，こ　　の騰起に相当するものと思われるが、霧観的辮爽な以

　の圧変化は揺約筋部より上ユ乃至2cmのところに観　　　て岡定したわけではない。

　察される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この圧の発生時期は嚥下鶏賦備期の後期で1暇顛内の騰

　　播約筋部にかXつた場含でも括約筋部の弛緩にもと　　　圧発坐の蔵前に糊過している。この時期に相蝋して口

　ずくと思われる曲線の形は色々である。この圧変化の　　腔内の水が咽頭に向つて移動するわけである。その他

　現れる一番上の深さでは，た父陽庄が出現して，また　　　の部位例えばに1腔，咽頭内，何れに於てもこの時期に

　もとの高さにもどると云う形になる。ついで一たん上　　　柑当して，この肥饗化に距敵するような内鷹上外を示

　昇した後に安静時よりは低い値になるもの，次いでは　　　さない。従つて口腔内の水はこの咽顛蠣と辮膣の境に

　安静時の圧から特別上昇しないでそのま工下降してし　　　出来た機能的なbarri6reに依つて，鼻膣には入れな

　まうものがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　いと結論繊来る。

　　このような種々の弛緩にもとずくと思われる曲線　　　　次に間題になるのはこの旺発生機庫である。この愚

　は・このような圧変化が実際にあるのではないように　　体である筋収縮が随意運動にもとずくものかt糠下反

　思やれる。括約筋が弛緩して内圧が低下すると同時　　　射の最も先行した部分かと云う聞題である。嚥下幣佛

　噛に，咽頭壁の挙上が起るが，爾潜の干渉の結果と考え　　期の末期と云うと，丁度嚥下の随意運動部分が懸下の

　ることが出来る。即ち門歯列で固定されている受圧部　　　反射運動部分に切り替えが行われる時期に根轟してい

　入の導管の開口端と，その周囲の消化管壁との間に相　　　る。それにこれが随意運動か反射遡動かと闘題にする

　対運動が起ることに依るものと考えることが出来る。　　　際，参考になる所見としては，この厩のpatternが嚥

　その解析の方法については論職の項に於て迩べるe　　　下の条件例えば水を嚥下する場脅とdry　Swaltowing

　　咽頭腔の第二の條が括約筋部に到藩するとともに，　　　の場合とでは著るしく異なり，咽頭壁の蠕勤波にもと

　上方から順次閉鎖が行われる。この時期には咽頭の下　　　ずく肥変化のように憩無的でノよい颪を蟻げることが＆1

　降はほX’終了している。従つて特別に導管開Pl部と周　　来る。その点だけからすると随意的遡動にもとずくよ

　囲の消化管々壁との問の相対運動を脅慮する必要がな　　　うに思われる。然し特にこのための爽験なやつ額わけ
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ではないので・こxでこの問題を解決することは無理　　びに口腔後部はまだ第二の1様の偲体である蠕動波の支

のように思われる。元来何を以て嚥下反射の到来の手　　　配下にあるわけで，このために界腔へ暇田して行かな　　　1「

がかりにするかと致う間題にもなる。この問題の解決　　　いことがわかる。或は先に述べたPassavantの隆起　　　：

は今後に待ちたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは，この時期の蠕動波的収縮をいつているのかも知

　　（2）　咽頭内圧変化について　　　　　　　　　　　れない。その点の同楚は行つていない。　　　　　　　　i

　（a）第一の峰について　　・　　　　　　　　　　　喉頭への入口も然るべき圧で閉ぢられているに相違

　水を嚥下する場合に必ずあらわれること・しかし　　ないが，その恵に関してに今後の研究の成果に待ちた　　　i

dry　swallowingの際には出現して来ない。また「司時　　　い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

記録を行つた記録の重ね合わせによつてみても，多少　　　　（b）第二の峰について

のずれはあつても，咽頭の各々の深さで殆んど同じ高　　　第二の峰が11瞬1の蠕動波にもとずくものであるとい　　　1

さを示す事実がある。またこの第一の峰は時期的に1候　　　うことは，lcm隔たつた各々の潔さで進行を承して　　　1

頭の撒喋」・と附である．　　　　　い綱1知、ら疑臆い。　　　、　　　i
　嚥下準備期に口腔から咽頭にむかつて水の移動が行　　　　しかしこの出現の再現性，規則挫からいつてもさら

われ・この第一の峰の起る11；翌前にはその醐の先端が　にこの悉鰍1…（・11。・n・ne的e・i｛a“｝）からいつてこれ　i

括約筋部まで達している場合もある。このような水塊　が鵬1運勲）一部分であることにも間瀞・はない。　　i

の僚1疏そして喉頭の訴骨に対しての最後の挙上がこ　　　然しながら，この第二の峰が咽頭壁の蛇濫鋤波にもと　　　1

の水塊をll願の後照£らびセこ所謂P・1・t・ph・ry・ts・eal　ずくものであるならば，伝播の様子がもつ槻則的で　i

partitionの間に圧迫することが考えられる。このた　　　ある可きである。鍵験成績の項で述べたように、この

め灘鵠麗総撫筋ぎ謝に辮灘艦翻撫、灘撫灘i
高さを減ずるが・このtiとほ次のように考えることが　　人の成積に於ても，個人間の成縫に於ても，極めで規

出来る。この急速に圧を減んずると量うことは流体力　　則的にkl斗て来る。　　　　　　　　　　　　　　　　1

学的に解釈すると比較的抵抗の高いところを，比較的　　　　そこで・一一一iつの系統的な原因の存在を想定し蹴ければ　　、

に早い速度で流れているということになる。嚥下運動　　　ならない。即ち極めて秩序だつて進行すべきものが，　　　1

の初期に咽頭管の挙上が行われるが，これと時期を同　　その原隅によつて不規則な進行具含にされていると考

じくして食道開口部の括約筋の開口が起る。括約筋が　　　えるわけである。この点に関して想簸される各種の原　　　；．

弛緩してその部分の圧が下がるのは第1図，第2図を　　　因について検酎を行つteke果，次のように解釈するの

みればわかる。この拙約筋部の弛緩が完了しないうち　　　が殻も妥当であると考えられるに到つた。　　　　　　　　『

に，この第一の峰が括約筋部にあらわれてくる。この　　　　結論としては，蠕動波が咽頭蟻を下に向つて伝i播し　　　；

ような圧記録から括約筋によつて，今まで締めっけら　　て行くこと半ばに，して，それまで雛上されていた咽頭

れていた導管の開口部が，少くともopenになつたこ　　管が下降する。これがために戸『歯列で固定された受圧、

とはいえる。然しそれ以上のことは何もわからないの　　部への溝管の開q部と咽頭壁の間に相対運動が起る。　　、i

であつて，特に内径が何のようになつているかは，内　　　その結果咽頭壁を規則正しく下に向って伝播している　　　i

圧記録のうえからだけでは何の情報も得・ることが出来　　にも拘わらず，詑録のうえにはある種の歪みが入るわ　　　1

ない。従つてX線活動写真その他を参照にしなければ　　　けになる。この蠕動波の伝播と，咽頭壁の下降との事

ならない。この点についてはRamsey等の撮つた綺　　粟はRamseyの撮つたX線活鋤写頁filmの上に極

麗なX線活動写真によると，この時期には未だに揺約　　　めて明白に出ている。この問題を解決するに当つて次

筋が開口し切らずに，他の咽頭乃盃食道部分に比して　　　のように論議を進める。先ず解析的に導管の開口部と

狭くなつていることがわかる。従つて括約筋部に於て　　　咽頭壁との間に相対運動が起つた揚合のことを考え

第一の峰が急速に高さを滅じて行くということは，狭　　　る。その場合，咽頭壁を下に向け蠕動波が伝播してい

い処を急速な流れが行われていると考えてよい。　　　　　るわけで，その蝿鋤波に依る圧変化が何のように変形

　なおこの第一の峰が．このように咽頭に圧縮された　　して識録されるかという問題である。そしてその解析

水塊の圧を示すとするならば，何故に轟膣の方へ臓出　　的に得た結果を，爽際に得た事実とを比較検討を行

が起らないかについて一瞥を与えて躍かねばならな　　　う。その癬析の結果を第3図に示す。第3図1列には

い。食道の方に向つて開かれることは揺約筋の開くこ　　相対運動が起らなけれぽ，記録されると想像される圧

とから分る。この第一一一の峰の起る時期に咽頭上部，並　　変化を実線で示してある。この列でAで示す時点で咽　　　1
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第3図　　導管開口部と咽頭壁の梱対運動による内圧変化の変形の解析

　　　　　的研究
　　　　　説明は本文参照
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頭壁の］・5cmの下降が等速度で起り，　B時点で終了　　　　こNにCは振巾，　Tは周期，δはtが計測された時

したものとする。すると下降終了後の圧記録は下降が　　点に於ける相の進みを示す。

ないと想像した場合よりPhaseが1．5cm早くなるわ　　　　処が媒体が観測春に対して等速度運動9をなし，

けである。それを破線で示してある。次に等速度∫を　　　波動は媒体に対してaなる伝播速度を持つていると

以て下降している下降中の変形は，何うなるかを考察　　する。一般に媒休に対するある時間的現象は観測潜

してみる。この場合，先ず門歯列で固楚された受圧部　　にとつて異なつて観測される。即ち上の式のTは，

への灘管の開口端を観潰II者と考え，次に下に向つて遜　　　T　x〔a／（a→・s）〕・・　Toに変換される。従つて媒体に対

む蠕動波にもとずく内圧変化を一つの波動と考え，冤　　　して∫（のなる形をなしているものは，観測噺に取つ

に咽頭壁をその波動の媒体（carrier）と考える。する　　　ては次のように変形されて観測されるa

と観測者に対して波動の媒体が運動していることにな
・．・ら・た搬噸測都依つ。言己録され磁蹴　　ノ。！磁・・＋C・…n（・檎…）

所謂Doppleτ変形を受けることになる。このDoppler　　　　　　　　　．　　　t
変形と脳で示すと第姻のようセ。なる．蜥的には　　　一”Cll　sin（4π了ぴ＋δu）－1－…

次繍論論て調。ない，、綱、，X　……＋C・　・’・・（2・御δ・）・……

る肥変化は時間の關数である。従つてノ（のと示す。　　　要するにこの場合，各項の波長が短かくなるという

爽際にはこのf（りは第3図に示すような形でこれを　　　わけで，圧変化全体としても1剛ll納に寸がつまつて記

Fourier展開を行うと次の」：うになる。　　　　　　　　録されるわけである。従って，第3図に於てee　［［列に

ノ（り＝・C・・C・・s・・（…畜・＋δ、）　　謙難⊇難麟鷺奮窮馨誌

　　　　・C・s・・…麺）・……　　諜群醗繋密灘驚勇義
　　　　……＋C・S・・（　　　　t2πnT＋δn）・∴一　　・で・のA，・二・撫賢蹴まるtll・襯分は，上啄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した原理にもとずいて，変形を受けるわけである。そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のようにして作図したものが，第∬列にのせてある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1【列に示してあるユc写n隔たつた深さの圧変化な霊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね合わせてみると第H【列のような相互関係を得る。し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たがつて契際の結果での第二の峰の特徽ある進み方を

　　　　　　　　　　一隔→　　　　 噺醜徹し得る。とが明らカ、眈つた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上のような説明で，上昇脚と下降脚の特徴ある伝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　播の仕方が解明されるばかりではなく，第二の峰の各

　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　々の深さに於て持続時間に相違のあることも説明がつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く。更に注国す可きこととして，下降脚がA時点とB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時恵の間に落ちるような場合には，下降脚にっずく陰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圧方向に向けてのovershootingが甚だしいことが挙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げられる。これVt　overshootingというよりはii建際に

　　　　　　　　　一一〉　　　　　　　　　　　ある程渡の瞬間的な陰圧が起つている。その理由とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては，一方では蠕動波が咽頭腔をwatertightに閉ぢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て下降して行く。その状態で咽頭管が急速に落下する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わけである。従つてそのwatertightな壁のかみの手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に，瞬問的な陰圧が生ずることが当然予想される。下

　　　1（士）一’T・一一一一‘’　f，S、t，）e品灘難1繋灘蹴繍ll

　　第4図　　Doppler変形の一例　　　　　　　　　る。実際の記録に於て全くそのようになつている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またRamSeyの撮つたX線活動写真での所見であ
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　　　　　　解析的研究の図解
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第6図　　食道開口部括約筋部と導管關口部との相対運動による
　　　　　　　内圧変化の変形の図解。説明は本文参照。
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るが・咽頭管が下降する時に当つて，11囚頭壁の嬬動波　　、が遂には平坦になる。

がまだ充分に通り過ぎない処も，4醐1に開かれている　　このようtlこ時剛勺1紛布の変化を示す揚合，　A点か

ような状態がみられる。このような点もある霜1度考慮　　　ら始まつてB点に向い等速度で導管の開口端が三愚ぎ宏

すると・ますますツ懲の記録鯛色明がつくようであ　るとき，その開口端によつて観測される圧は太いYEI線

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でかかれたようになる。もしも導笹の開口端が等速度

　　（3）　食道開口部括約筋部の内圧変化　　　　　　　でない場合にはABは曲線になる。

　上の実験成績の項に述べたように，食道開口部括約　　　　このようにして作図した結果を第6図に示す。導管

筋の弛緩にもとずくと思われる内圧変化には種々の形　　　の開口端と雛」二される咽頭壁との堵：i；1対的位娯関係に依

がある・その再現性規則性構るしい。’この），E　llll線は　つて種・舳線を示す。賜鋼列剛1酌筋部鱒管

奥の深さのものが先行するということから，少し立場　　　開口部の模武図である。第」［列に於て実線は安静時括

を餓て考燃けれ眈駄…さきに一11獺「膿三変　約欄1のr・iV：1｛の空仔1彫｝龍尉識繍漁一薩酬
化の特種な伝播性が1咽頭壁と導瞥開即都との非ド1紺運動　　　始により11，1；’約筋部が弛緩し，その聖閻的服分布が時’間

を考慮することで・充分に説明がついた。逆に嚥下時　　　とともに変形することな示す。0．2秒に．して0になる

喉頭の翻’に対するゴ1轍の’親・に先き立つてド般グ）　と仮定する．鋼［列叫鳶緬1郡の2鋼的頒∫に対する

11因頭壁が拳七されるが，これに伴つて伺等かの特イ∫な　　　噂管開r1部の相対的位蝦を示す。輿線は括約筋蔀の離ミ

圧言己録が得られはしまいかとの疑問醜つてくる訓【1　」揃、破線麟、ヒ後の位1隔示す。括約伽1の剃：が

ち1「因頭壁が雛上される1祭，導管の開口部と消イヒ僧；鵬と　　　　等速運動Ψ（：・行われたと仮竃する。　そのときA，　B，

の間に相対運動が起り，その影響が何導かの形で1ノヨ灯i　　　C，D，　E，の相対・的偉醗をもつ樽僧：の1網口部で認録

記録のうえに出はしまいかと考えられる。出るとすれ　　　された内nl曲線を笛IV〃”に示す。この第W列の曲線ほ

ばこの抽約筋部であり，この括約筋部の内圧1霊，喉頭　　　解析的に求めtものである。括約筋部に於て艘醗iの内

の蕾骨に対する最後の雛」二：に先行する1咽豆ユ「〔壁の挙上と　　　籏を生ずる部分に，もしも導管の開ロ部が間考界され

時を同じくして下降している。従つて括約筋の弛緩と　　て，括約筋部の雛hと行動癒共にした場奮には，以上

これと同時に導管の開口端がそこにすべり込んで背く　　　とは異つた曲線が記録されそ，わけである。その楊合予

わけである。このときに，この導管の開口端ではどの　　　想される曲線をFの破線で示す。

ような圧を記録することになるかという聞題である。　　　以上の結果から，先に論んじた処の括約筋部上部に

これを図解すれば第5図のようになるわけであ。これ　　　あらわれる第一一の峰に先行する厩変化はA，B，　C，

は3次元にしてあり上方に向つては庇を糎水柱で現わ　　　に相薮するものと考えてよい。E，　D，も爽筏するこ

し，右に向つて門歯列からの深さを糎で示してあり，　　　とは第1図，第2図を滲照されればわかると恩う。

灘繍雰雅綴商説諜禦II竺幕鑛　褒慢ぎ鷺灘購1際難懸講簾　｝

曲線臨約筋部の安醐のEE分布を示す・このtとは　よ鋤成媛けた。1氾して舗嫌する。

その辺の圧を小刻みに計測することによつて判る。嚥

下反射が起り時間が経つに切して，順次この圧分布に　　　　文　献
変化が起る。それは奥に向つて順次列べて示してある　　①宮川　蒲，信州医誌，9巻，812，1960，


