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はじめに

食道内圧 ・PH測 定は,正 常 の食道運動 の解明に極

めて有力な方法であり,さ らには食道アカランア,食 道

癌,食 道静脈磨,食 道裂孔ヘルニア等の各種食道疾患,

食道および食道胃接合部に対する手術後の運動機序の解

析に大きな意義を持つものである。

本邦 においてもこの食道内圧 ・PH測 定 は,最 近食

道機能検査法として注目されるようになった。教室では

この食道機能検査法の臨床的応用を目的として,従 来よ

り各種食道疾患における食道および食道胃接合部の病態

生理を電気生理学的に種 検々索して,診 断,手 術の適応

や手術効果の判定などの参考にしているD‐D.

食道静脈瘤に対する研究は,そ の成因,病 理,診 断お

食道静脈瘤の病態生理

とくに食道内圧 ・pH曲 線について

千葉大学第2外科

平島  毅

白戸 寿 男

佐藤  博

PATHOPHYSIOLOCY OF ESOPHACEAL VARICES:A STUDY BASED

ON ESOPHACEAL MANOMETRY AND PH

Teruhtto HARA,Tsuyoshi HIRASHIMA,Hideyo TAKEUCHI,MorihikO MUTO,

Toshio SHIRATO,Yoetsu SAKURABA,Aktta BENITANI and HirOshi sATO

The Second Department oF Surgery,Chiba Un市 ersky,School oF Medicine

食道静脈瘤における食道の動態を,食 道機能検査法 としての食道内圧 ・PH測 定 を用いて正常43例と

食道静脈瘤47例について比較検討した。本症の特徴は,静 止圧曲線では下部昇圧帯圧の低下と食道胃圧差

の増大であり,PH曲 線では食道胃PH差 の減少である。 また内圧変化では陽性波の伝達機序は保たれて

いるが,食 道各部の陽性波の波高の平低化と食道胃接合部における陰性波の波高の平低化である。これら

の特徴は本症における食道の逆流防止機序の抑制や食道臨動運動の減弱および食道胃接合部における開ロ

機序の抑制を示している。これら本症の病態生理学的な所見は,食 道静脈瘤の破綻に影響を及ぼすものと

考えられる。
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よび治療などに関しては,従 来より広範な研究がなされ

ているが,食 道静脈瘤における食道の動態に関する研究

はあまり報告がないの‐91.著者らは食道静脈瘤の食道お

よび食道胃接合部における動態を,食 道内圧 ・PHの 両

から解析を加え, さらにこの面からみた食道静脈瘤破綻

の誘因について若子の考察を加えた。

検査方法と対象

食道内圧は COde らの方法に従い,電 気圧力計を用

いた 。pen tiPPed methodにより測定した
1の1ゆ.

食道内圧誘導管としては内径 1～2mm,長 さ約 120cm

のポリエチレン管を用いた。先端の開孔した 1本のみの

誘導管.3本 のポリエチレン管 を先端で集 めて盲状と

し,各 管に内径とほぼ等しい側孔を開けた3素子同時記



録用誘導管,こ れには側孔の間隔が2cm)3cm,5cm,10

Cmの 各種のものを作成した.ま た先端の開孔した 1本

の誘導管と PH電 極 (Beckman)を 接着した内圧 PH

同時記録装置も作成した.誘 導管には先端開孔または側

孔より lCm間 隔に目盛 りをつけ,受 圧面よりの距離の

判読および引き抜き時の便に供した。これらの装置はそ

れぞれ目的に応 じて使用した。

この 内圧誘導管 は 内圧変化 を電気変化 に転換 する

transducer(日本光電社製)に 接続し, また PH電 極は

Beckman Zeromatic PH meterに 接続し,記 録にはペ

ン書きオシログラフを用いた。

食道内圧は,鴎 下運動を全く伴わないときに内腔に常

に存在する静止圧と,鴎 下運動に引き続いて起こる食道

運動に基づく内圧変化の2つに大別できる.

食道内圧 ・PH ull定は,被 検査 を10時間以上絶食 と

し,通 常早朝空腹時に施行した。被検続を仰臥位とし,

内圧誘導管および PH電 極を鼻孔 または口より時下運

動を繰 り返し行なわせながら逆流を起こさせぬよう注意

深く胃内にまで挿入した。この際必要に応じて受圧面や

PH電 極が測定 すべ き位置 にあるか否かをX線 透視に

よって確かめた。

静止圧は,引き抜き法により連続的に記録した。1本の

誘導管を鼻孔より胃内に挿入し,鴎 下を行わないよう被

検者に命じ,毎 秒 lmmの 速度で誘導管を引き抜きなが

ら同速度の記録紙に記録した。圧の大きさは 25cmH20

が 2cmに 記録されるよう調節した。

静止圧 ・PH同 時記録も同じ方法で測定した。PHヤま

pH 2と PH 7の間が2cmに 記録されるように調節した.

また内圧変化は, 1本 または3本 の誘導管を鼻孔また

は口より挿入し,胃 または食道の任意の位置に固定した

後,空 鴎下を行なわせ圧変化を記録した.こ の場合原則

として同一部位の測定は少なくとも3回 の県下動作によ

り行った.圧 の大きさは 50cmH20が 2cmに 記録さ

れるよう調節した,な お内圧測定に際 しては誘導管の内

腔を水で満たし,頻 回に nushを行い気胞を除去した。

静止圧の圧基準は,胃 底部呼気終圧を基準としこれを

0と した。また静止圧は呼気終圧と吸気終圧の中間値で

示した。

検査対象は,正 常例として健常者および食道,噴 門部

に何等異常を認めない外来入院患者43例,お よび食道内

視鏡により静脈瘤の存在を確認した食道静脈瘤患者47例

である。

検査成績

日消外会議 13巻  4号

食道静止圧曲線

引き抜き法による食道静止圧の連続記録を,下 部昇圧

帯内にある呼吸相変換点 Point of ResPiratory Reveぉal

(以下 PRRと 略す)を 中心にとり,肛 門側は 3cmま

で, 日側は 2cmま でを 5mm間 隔で,そ れ以上は lCm

間隔で各部位の静止圧を計測した。食道静止圧曲線は,

下部昇圧帯の帯長,最 高圧と,PRRを 中′心に肛門側お

よび口側それぞれ 4cmの 部位における圧差,す なわち

食道胃圧差の3つ の要素につき検討した。

正常20例の食道静止圧曲線 の平均値は,圧 を縦軸,
PRRょ りの距離 を横軸にとると図 1の如くになる。す

なわち胃底部の静止圧は陽圧 を示 しているが,PRRに

近づくにつれて静止圧は次第に上昇して下部昇圧帯を形

成し,PRRを 過ぎ食道に入ると静止圧は急速に下降し

表 1 食 道静脈瘤の下部昇圧帯と食道胃圧差

例

改

下 部 昇 圧 寄 農道胃圧装

(PRRttacm)

cmH20
帯 真

Cm

最 高 圧
CmH20

正 常 300111081056±042 697±0138

道
窟負

瀬
4 08il117757±070 触=080

* 半 ネ半
MttSE

て陰圧を示し, この陰圧は下部昇圧帯を過ぎるとほぼ一

定となる.各 部位の平均値は,下 部昇圧帯の帯長は3.00

±0.08cm,最 高圧は 10・56±0.42cnH20,ま た PRRょ

り肛門側 4cmの 胃底部圧 1・97±0.17cmH20,日 側 4cm

の食道圧-5.00± 0.32cnH20で ,食 道胃圧差の絶対値

は 6.97±0.38cmH20で ある (表 1).

これに対し食道静脈癌47例平均の食道静止圧曲線は,

日 1の大い曲線で示される。すなわち胃底部の静止圧は

正常とほぼ等しく陽圧 を示している.PRRに 近ずくに

つれて静止圧は次第に上昇し下部昇圧帯を形成するが,
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図 1 食 道静脈瘤の食道静止圧曲線
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正常と異なり,そ の上昇は緩やかで PRR圧 は正常より

低い。PRRを 過ぎ食道に入ると静止圧 は急速に下降し

て陰圧を示すが,下 部昇圧帯を過ぎるとこの陰圧は正常

のそれより大きくなる.各部位の平均値は,下部昇圧帯の

帯長は 4.08±0.17cm,最 高圧は 7.57±0,70cmH20,ま

た PRRょ り肛門側 4cmの 胃底部圧 1・76±0.29cmH2o,

日側 4cmの 食道圧-8.47± 0,78cmH20で ,食 道胃圧

差の絶対値は 10・24±0.80cmH20で ある (表 1).

以上の如く食道静脈瘤47例の食道静止圧曲線を正常20

例のそれと比較すると,表 1で明らかなように,食 道静

脈瘤では下部昇圧帯の常長は延長し,最 高圧は低下して

おり,ま た食道胃圧差 は食道静止圧 の低下により増大

し,こ れらは何れも正常と較らべ推計学的に 1%以 下の

危険率で有意差が認められた。

このような特徴を有する食道静脈瘤の静止圧曲線をさ

らに詳細に検討した.

静脈瘤の範囲と食静静止圧の関係をみるために,静 脈

瘤が食道胃接合部を越えて胃にまで認められる胃静脈瘤

(+)例 28例と静脈瘤が食道 のみに認められる胃静脈瘤

(―)例 19例に分けて比較した (図2).胃 静脈瘤 (十)

例は胃静脈瘤 (一)例 より,胃 底部圧は高く,下 部昇圧

帯圧は低く,食 道圧 は高い.す なわち 胃静脈瘤 (十)

例と胃静脈瘤 (一)例 の下部昇圧常の帯長は,そ れぞれ

4.20±0.24cm,3.90± 0.22cm,最 高圧 は 7.28±0.90

CmH20,8.03± 1.15cmH20,ま た食道胃圧差は10・02土

0.89cmH2o,10.56± 1.51cmH20で ある (表2).従 っ

て正常と較らべ危険率 1%以 下で有意差があるのは,胃

静脈癌 (十)例 では下部昇圧帯の帯長の延長と最高圧の

低下,食 道胃圧差の増大であり,胃 静脈瘤 (―)例 では

下部昇圧帯の帯長の延長であるが,こ の両者の間にはい

ずれも有意差はない。

また疾患別に非肝硬変例15例と肝硬変例32例に分けて

みると,肝 硬変例の食道静止圧曲線は胃底部圧および下
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図3 疾 患と食道静止圧曲線

表 3 疾 患と下部昇圧帯,食 道胃圧差

例

歓

下 部 昇 圧 帯 章道目圧差

PPR±408)

OmH20
長

ｃｍ

市 最 高圧
CnH20

ヨ停月子石東交 380士ll 19761士116 919±120

肝 硬 変 21±025 子56±089 75土100

MttSE

部昇圧帯圧はともに非肝硬変例とほぼ等しいが,食 道内

圧 は非肝硬変例より低い (図3)。 すなわち肝硬変例と

非肝硬変例の下部昇圧常の帯長と最高圧および食道胃圧

差は表 3に示すごとくである.従 って正常と較らべ p<

0・01で有意差があるのは,肝 硬変例では下部昇圧帯の帯

長の延長と最高圧 の低下および食道胃圧差 の増大であ

り,非 肝硬変例では下部昇圧帯の常長の延長であるが,

この両者の間には何れも有意差は認められない。

さらに門脈圧を測定しえた43例について門脈圧との関

係をみると,門 脈圧 300mmH20以 上の症例27例の食道

静止圧曲線は胃底部圧,下 部昇圧帯圧および食道内圧と

もに,門 脈圧 300mmH20以 下の症例16例のそれとほぼ

同様である (図4).両 者の下部昇圧帯 の帯長と最高圧

および食道胃圧差は表 4に示す如くである。従って正常

と較らべ P<0・01で 有意差があるのは,門 脈圧 300mm

H20以 上の例では下部昇圧帯 の帯長の延長と最高圧の

下部 昇 圧 帝

図2 胃 静脈瘤と食道静止圧曲線
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表 4 門 脈圧と下部昇圧帯,食 道胃圧差

門旅 圧
例

妖

下 部 昇 圧 帯 :道胃圧左

PRR±4cm)

CmH20帯 長
Cm

r i f i E
cmH20

醐
帰

422±026 717±081 44±143

脚
雌

384とl123685±095 9弱上105

MiSE

低下および食道目圧差の増大であり,門脈圧 300mmH20

以下の例では下部昇圧帯の帯長の延長と最高圧の低下で

あるが,こ の両者の間には何れも有意差を認めない.

食道 PH曲 線

食道 pH曲 線は内圧 PH同 時記録装置を用い,31き

抜き法により食道静止圧と同時に連続記録し,計 測は静

止圧曲線と同様に PRRを 中心にとり,肛 門側 3cmま

でと口側 2cmま でが 5mm間 隔で,そ れ以上は lCm間

隔で行った。食道静止圧 と同時に PHを 測定した症例

は正常10例,食 道静脈瘤25例であり,食 道 PH曲 線は

静止圧 と同様,PRRを 中心 に肛門側,日 側それぞれ

4cmの 部位における PH差 ,す なわち食道胃 PH差 に

ついて比較検討した。

正常例 の食道 PH曲 線 を10例平均値 でみると (図

5),PRRょ り肛門側 4cmの 胃底部の PH 2.14±0.22

から始まり, 日側に向かって急に上昇し PRRで 4.26土

0,39となり,さ らに上昇を続け PRRょ り口側 4cmの

食道で5.65±0.44,以後 はゆるやかに上昇し,日 側 15

Cmで 6.88±0.20となる.す なわち PH曲 線は PRRを

中心に胃側より食道側に急上昇しており,こ の急上昇部

分は食道静止曲線の下部昇圧常にはぼ一致している.

これに対し食道静脈瘤の食道 PH曲 線を25例平均値

でみると (図5),PRRょ り肛門側 4cmの 胃底部の PH

は2.82±0.25で正常より高く,次 第に上昇して PRRで

日消外会誌 1 3巻

図 5  食 道静脈層の食道 P H曲 線

は4.00±0。19と正常 とほぼ 同じであるが,PRRょ り口

側 4cmの 食道で 4.77±0.14,15cmで も5.28±0。14と

正常 より低くなっている。すなわち食道静脈瘤 の PH

曲線は PRRを 中心に上昇するが,正 常 と較らべ胃内

PHは 高く食道 PHは 低く,従 ってその勾配は緩やかで

ある。

この正常と食道静脈瘤の食道 PH曲 線における PH

勾配を,食 道静止圧曲線の食道胃圧差と同様に PRRを

中心とした食道胃 PH差 で比較すると 〈表5),正 常例

の PH 3.51±0.40に対し,食 道静脈瘤例は PH l・94土

0.21でぁり,P<0・01で有意差を認めた。

食遺内圧変化

鴎下運動により惹き起こされる食道運動は内圧記録上

陽性波または陰性波として現われるが,以 下検討したの

は,空 鴎下による食道陽性波についてである.食 道区分

は上部昇圧帯と下部昇圧帯に次まれた部分を3等分 して

上部,中 部,下 部食道とした。また食道陽性波の分析は

発現時間,持 続時間 および波高 の3要素 について行っ

た。発現時間は空熙下より陽性波の立ちあがりまでの時

間,持 続時間は陽性波の立ちあが りより静止左に復帰す

るまでの時間,ま た波高は陽性波の頂点をとった.

食道内圧変化 は正常43例と食道静脈瘤例42例につい

て,そ の平均値をもって比較検討した,

正常例43例と食道静脈瘤42例の食道各部位における陽
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食道静脈瘤の食道陽性波

一 正 常  4 3 例
――剣聞隠口4 2 開

lnrno

性波の平均波形を図示したものが図6で ある.こ れによ

ると,正 常例では陽性波の発現時間は上部食道より食道

胃接合部に至るまで下方へ行くにつれて延長し,持 続時

間も同様 に上部より下部 にいくにつれて長くなってい

る。また波高は中部食道が最も高く次いで下部,上 部食

道ヵ接合部の順に低くなっている。

これに対して食道静脈瘤例では,陽 性波の発現時間は

上部食道では正常例とほぼ同じであるが,中 部,下 部食

道および接合部ではいずれも正常例より遅延している。

持続時間は上部より下部へいくにつれて長くなっている

が,い ずれの部位でも正常例より延長している.ま た波

高は正常例に較らべて著しく低下しており,食 道各部位

でほぼ等しくなっている.

この陽性波 の発現時間,持 続時間 および波高につい

て,さ らに詳細に比較検討した。

食道陽性波の発現時間は,正 常例では上部食道2.38土

0.20秒, 中部 食道3.86±0.18秒,下 部食 道4.55±0.23

秒,接 合部5.89±0.37秒であり,陽 性波は上部より下部

へと順次時間のずれを以って波及している。その下降速

度は中部から下部食道にかけてが最も速い。これに対し

食道静脈瘤例では上部食道よりそれぞれ2.30±0.25秒,

4.21±0.21秒,5.44± 0.25秒,6.63± 0.30秒であ り,正

常例と同様陽性波は上部より下部へと順次波及している

が,下 部食道では P<0.05で 有意に遅延している.ま た

下降速度は中部から下部,下 部から接合部にかけほぼ等

しい (表6).

次に陽性波の持続時間は,正 常例では上部食道より順

次2.70±0.16秒,4.07± 0.19秒,4.94土 o.19秒,6.58土

0.35秒であり,上 部より下方にいくにつれて長くなって

いる.こ れに対して食道静脈瘤例 ではそれ ぞれ4.10土

表 6 食 道陽性波の発現時間
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O。32秒,4,73± 0。21秒,6.22± 0.26秒,7.23± 0.29秒で

あり,正 常例と同様下方にいくにつれて長くなっている

が,正 常例と較らべ食道各部位で延長し,上 部食道と下

部食道では P<0・01で,中 部食道では P<0.05で 有意差

を認めた く表7).

また陽性波の波高は,正 常例では中部食道が 52.17土

3.48cmH20で 最 も高く,以 下下部食道 49.24±3.78

CmH20,上 部食道 39.77±2.91cmH20,接 合部 32.77土

3.59cmH20の 順である。これに対して食道静脈瘤例で

は下部食道が 23.56±1.95cmH20で 最も高く,以下中部

食道21.64±2.15cmH20,上 部食道 20.75±2.22cmH20,

接合部 18,49±1.89cmH20の 順であるが,正 常例と較

らべ何 れの部位でもおよそ半減しており,P<0・ 01で有

意差を認めた (表3).

考  察

食道内圧 測定 法 は, O p e n  t i P による m a n o m e t r i c

表 7 食 道陽性波の持続時間



methodが 用いられるようになってから非常な発展をみ,

食道運動の研究における臨床的応用の域に達した,教 室

では従来より食道内圧,PH測 定法の臨床応用を目的と

して,各 種食道疾患の病態生理を本法を用いて検討して

きたが,著 者らは食道静脈瘤の病態生理を,食 道内圧 ・

PH測 定により解析した.

正常の食道静止圧曲線上,胸 部食道では静止圧は陰圧

を呈し,食 道胃接合部には長さ約 3cmの 昇圧帯が存在

することは周知の事実である.こ の下部昇圧帯の中央付

近に PRRが ぁり, これが生理的な hiatusでぁると考

えられておりり, この昇圧帯は胃内容の食道への逆流を

防止する生理的関門,す なわち逆流防止機構として重要

な役割を演じていることは全ての報告者の一致した見解

である.

食道静止圧曲線において逆流現象を考察する場合, こ

の下部昇圧帯の他に胃底部圧と食道内陰圧との圧差も重

要な役割を演じていると考えられる。そこで下部昇圧帯

の影響をうけない部位,す なわち PRRを 中心にそれぞ

れ食道側および胃側 4cmの 部位の圧差をもって食道胃

圧差とした。

食道静脈瘤 の静止圧曲線を正常 のそれと比較した場

合,食 道静脈瘤の静止圧曲線の特徴は下部昇圧帯最高圧

の10.6より7.6cm H20へ の低下と,食 道内圧 の低下

による食道胃圧差の7.0より 10・2cm H20へ の増大で

あ り,こ れらは何れも逆流の起 りうることを示唆 してい

ると考えられる。

この食道胃圧差の増大は食道静脈瘤出血とも関連する

と考えられる。Walkerlゆは門脈圧元進症患者では食道

胃接合部にある門脈循環と体循環の合流部で側副血行が

発達し,腹 腔と胸腔との圧差がこの静脈血流を助長し血

管の拡張をもたらす。そして食道静脈瘤出血の大部分が

hiatusょり上部 で起 こるのはこの圧差によるとしてい

る。

また食道静脈瘤で逆流が起こりうることは静止圧と同

時に側定した食道 pH曲 線でも明瞭に認められた。正

常の PH曲 線は PRRを 中心に下部昇圧帯とほぼ一致

して目内より食道内へと PHが 急速に上昇しているの

に対し,食 道静脈磨ではこの上昇が緩やかで食道内 PH

が正常より低く,食 道胃 PH差 が正常の pH 3.5ょ り

PH l.5と 有意に小さい。

さらにこの食道静脈瘤の静止圧曲線を,胃 静脈瘤の有

無,肝 硬変 の有無 および 門脈圧によって比較してみた

が,い ずれも有意差は認められなかった。
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次に鴎下時内圧変化について検討した。正常食道では
一般に 1回 の熙下運動により1つの陽性波 が 出現する

が,こ の陽性波は食道嬬動波が内圧変化として記録され

たものである。われわれが検討した嬬動波は第 1次嬬動

波 Primary peristalsisのうちの3次波 third waveにつ

いてである。第 1次婦動波は県下運動により起こるもの

であり, 3次波は県下による内圧変化群の主要部分をな

すので,下 降性が認められ,食 道婦動波の本体が記録さ

れたものであるとされている。

この陽性波の発現時間,持 続時間や波高の値について

は各報告者によりかなり差があるが1い1°
,こ れは 主 に

記録方法や装置によるものと考えられる。正常食道の陽

性波は上部食道から順次下部食道へと波及し,そ の下降

速度,波 高共に中部食道が最も大きな値を示すが,こ れ

は食道運動が中部食道で最も活発であることを示してい

る。

これに対し食道静脈瘤では陽性波の発現時間は中部食

道以下で遅延し,殊 に下部食道では有意に遅延している

が,陽 性波は上部食道より順次下部へと波及しており,

正常と同様に伝達機序が保たれている.し かし陽性波自

体は持続時間が食道各部位で延長し,殊 に上,中 ,下 部

食道では有意に延長しており,ま た波高も食道各部位で

有意に低下している。すなわち食道静脈瘤の食道運動は

正常と同様に中部食道で最も活発であるが,陽 性波の平

低化と持続時間の延長が認められる。これは食道静脈瘤

では食道粘膜下に主として縦走する静脈瘤が出現してい

るため,熙 下 による食道陽性波 の伝達機序は保たれる

が,持 続時間が延長し,ま た波高が平低化して嬬動運動

が抑制され,食 道より胃への排出遅延を生じていると考

える.

食道静脈瘤破綻の誘因としては胸部食道壁の構造
1の
,

胸腔内陰圧
1ゆ
や胃液酸度

1°2い
などが関与すると云われて

いるが,食 道内圧 ・pHの 検討 より食道静脈瘤 では食

道の婦動運動や食道胃接合部における陰性波の平低化に

より開口機序が抑制されて排出遅延を生じ,他 方,下 部

昇圧帯の逆流防止機構の抑制や食道胃圧差の増大があり

逆流を生じ易く, これが機械的,化 学的刺激となり,さ

らには食道胃圧差の増大が食道胃接合部付近の静脈血流

を助長し,こ れらも食道静脈瘤の破綻に影響を及ぼすも

のと思われる。

ま と め

1.食 道機能検査法 として の,Open tiPped method

による食道内圧測定および pH測 定を正常43例;食 道

食道静脈瘤の病態生理
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静脈瘤47例について行ない,食 道静脈瘤の食道における

病態を検討 した。

2.本 症の静止圧曲線を正常のそれと比較すると,逆

流防止機構である下部昇圧帯の帯長の延長と最高圧の低

下がみられ,ま た食道静止圧の低下による PRRを 中心

とした食道胃圧差の増大がある。この下部昇圧帯圧の低

下と食道胃圧差の増大は,い ずれも逆流を生じ易いこと

を示唆 している。

3.こ の様な特徴を示す本症の静止圧曲線を胃静脈瘤

の有無,肝 硬変の有無および門脈圧によって比較検討 し

たが,何 れも両者の間に有意差は認められなかった。

4.静 止Eと 同時にull定した本症の PH曲 線の特徴

は,胃 内 PH力 高` く,食 道内 PHが 低 く,従 って食道

胃 PH差 が小さいことである。これは本症 で 逆流が生

じうることを示唆した静止圧曲線 の所見を 裏付けてい

る.

5,本 症の鴎下による内圧変化の特徴は,陽 性波の伝

達機序は保たれているが,持 続時間が延長 し,波 高が平

低化 していることである。この陽性波の平低化による食

道嬬動運動の減弱や食道胃接合部における陰性波の平低

化による開口機序の抑制は排出遅延を示唆 している。

6.食 道静脈瘤破綻の誘因としては,種 々の要素があ

げられているが,病 態生理学的 には 上述 の如き食道内

圧 'PH曲 線の特徴はいずれも食道静脈瘤の破綻に影響

を及ぼすものと考える。
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