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食道裂孔ヘルニア12症例の術後 (Nissen法)の 食道 ・胃接合部内圧頂値は,術 前25,0±2.56cmH2

0か ら31.4±5.33cmH20に 上昇した。術中内圧測定は,術後成績を予測するのに有用であると思われ

ブ【=.

食道アカラシア11症ffllの術後 (Jekler,Lhotka法)内 圧は,術 前の42.7±3.31cmH20の 高値から

18.1±2.33cmH20と 著明に低下した。

食道静脈瘤に対しての経胸経腹的食道離断20症例の検討では,術後早期にはT.G.刺激に対する内圧

元進作用は減弱していたが,術後 3カ月ごろより次第に回復する傾向を示した。一方EEAに よる14症

例の経腹的食道離断術では,術 後早期からT.G,刺激に反応を示した。そのほかに再建胃管および再建

結腸管の運動機能についても検討を加えた。

索引用語 :食道内圧,食 道アカラシア,食 道裂孔ヘルニア,食 道静脈瘤,食 道再建臓器

はじめに

食道内圧検査は,食 道の運動および生理学的研究の

目的で用いられ,咽頭括約筋(upper esOphageal sphin―

cter),下部食道括約筋(lower esOphageal sphincter),

特に噴門逆流防止機構に関係する研究に用いられてき

た。1950年代にFykel),Codeら分により内圧の器具お

よび方法が検討されてから,正 確な診断が成されるよ

うになり,さ らに最近では,噴 門機構の解明や,ま た

その評価法の 1つ として用いられ,病 態生理を理解す

るうえに欠くことのできない検査法となってきた.本

稿では,わ れわれが経験した種々の食道疾患における

内圧測定および食道再建における再建臓器の運動機能

と内圧測定などについて検討した。

<1986年 6月16日受理>別 刷請求先 :村上 卓 夫

〒755 宇都市小串1144 山口大学医学部第 2外科

内圧測定の意義
一般に食道 。咽頭接合部,食 道 ・胃接合部において

は,生 理的括約筋作用が存在するとされている。それ

ぞれ上部食道括約筋 (upper esOphageal sphincteri

USE),下 部食道括約筋(lower esophageal sphincter:

LES)と 呼ばれている。 と くに食道 ・胃接合部には,

鴎下時にみられる弛緩作用,胃 内からの食道内の逆流

を防 ぐために,強 力な逆流防止機構が存在している。

1956年に Fykeら 1)は
,食 道・胃噴円部に昇圧帯(lower

esophageal high pressure zonei HPZ)が存在するこ

とを証明した,ま た近年下部食道括約筋圧(lower eSO‐

phageal sphincer pressure:LESP)の 調節には,ガ

ス トリンを初めとする消化管ホルモンの関与が指摘さ

れ種々論議3X)されてきた。内圧測定の目的は,こ れら

の圧を測定し,間 接的に食道運動を解析することであ

る。
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表 1 滑 脱型食道裂孔ヘルニアにおけるLESP

十 ‖ ‖ 合 計

術 単剛 2 1

術 後 3 8

T.G (z t- t )t^ | , :/)

2.Achalasiaと 食道内圧

現在 まで16例の食道 アカラシア手術例の(Jekler_

Lhotka法 )を経験 しており,そ の うち食道内圧検査を

行った11例についてみると,術 前の食道胃接合部静止

内圧は42.7±3.31cmH20と 異常に高 く,ま た胸部食

道内圧は多 くは3～8cmH20の 陽圧を示 した。術前テ

トラガス トリン5″g/kg筋 中後 5分 には下部食道内圧

は著明に上昇し,注 射後 7～ 10分には注射前の静止内

圧に戻る傾向にあった。術後 1カ 月後の内圧測定にお

いては,18.1±2.33cmH20と 低下 した.廉下内圧の特

徴は,鴎 下時に地緩 (relaxation)がほとんどみられな

い (表 2,図 2,3).

3.食 道離断術後の食道内圧

経胸的食道離断術症例の術後食道運動機能を open―

tip法による下部食道内圧および管内式環状双極電極

法による食道筋電図などについて検討した。 自 覚症状

として鴎下困難が多 く約35.3%に みられた。食道透視

では術後早期 (2～ 4週 )に かけては,食 道離断部以

下の嬬動運動の停止 とtapered narrOwingを認めた

が,時 間の経過 とともに徐々に軽快していた。術後 3

年 目の症例では離断肛門側 の嬬動運動が出現 し,

tapered narrowingも消失していた。.下部食道内圧検

査では,術 後早期にはガス トリン刺激に対する反応は

減弱 していたが,徐 々に回復する傾向を示した。臨床

例20例における下部食道内圧を,T.G.(テ トラガス ト

リン)注 射に対する圧の上昇率で比較してみると,術

後 3 カ 月 以 前 の1 2 症例 の 圧 上 昇 率 は1 1 0 . 8 士

食道内圧測定には鴎下時の内圧変化 と静止圧の 2つ

があ り,今 回われわれが行っている内圧測定法 と臨床

応用およびその所見などについてのべる。

食道内圧測定法

内圧測定法には,大 別して ba1loon法 とopen‐tip法

があ り,と くに静止内圧預J定には open‐tip法が用いら

れている。

経鼻的に食道内圧測定用ポ リエチレンチューブ (日

本シャーウッド社製,内 径1.3mm,長 さ100cm,側孔式

または,5cm間 隔に測定孔がある3‐lumen tube)を 挿

入し,静 止圧 (open‐jp method)お よび廉下圧を測定

する。チューブ中枢側端は水注入用 ポンプで30～40

m1/hourの 水を回路内に持続注入しながら,Y字 管の

一方に連結された低圧用 トランスデューサー(P231D)

に接続し,チュープの遠位側端を胃内に挿入し,チュー

プを引き抜きながら(または固定したまま),波 形を日

本光電製多用途監視装置 (RM‐45 or RM‐6000)に 増

幅,記 録させる。各圧は食道内圧を 0点 として測定し,

CmH20で 記録する。

種々の食道疾患と内圧

1,食 道裂孔ヘルニア

とくに滑脱型食道裂孔ヘルニアは,噴 門閉鎖不全を

伴 うために,高 率に逆流性食道炎を発生する。実験的

に噴門括約機構を構成する因子の うち,下 部食道括約

筋,Willis胃 斜走筋および横隔食道膜を切離 し,食 道

胃接合部高圧帯の圧値を低下させた (平均30.2cmH20

から8.7cmH20)後 に,各種の食道裂孔ヘルニア手術術

式を経腹的に施行し検討したところ,Nissen法 で平均

58.OcmH20と 最も高値の高圧帯を認めた。の.

食道裂孔ヘルニア12例の術前の食道胃接合部内圧は

25.0±2.56cmH20,高 圧帯の幅は5.1±1.00cmH20で

あった。術式はいずれもNissen胃 底部観裳形成術変

法 を用 いてお り,術 後 の同部 の内圧 は31.4±5.33

CmH20で あり.術 前に比較 して有意に上昇しており,

また高圧帯の幅は4.5±1.73cmと なっていた (表 1).

われわれは最近術中内圧測定をも取 り入れてお り,

手術効果の半」定に役立てている。症例は73歳女性で滑

脱型食道裂孔ヘルニアで,術 前の内圧は41cmH20,高

圧常 の幅は3cmで あった,術 中開腹 時の内圧 は22

CmH20で ,続 いてヘルニア還納後の内圧は37cmH20

と上昇し,Nissen胃 底部数襲形成後には,42cmH20

とさらに上昇 した。高圧帯の幅 も開腹時には4cmで

あったが,術 直後では7cmと 増大した。 4週 後の食道

内圧は52.5cmH20と 著明に上昇していた (図 1).

5 1=上1 00

45± 173

25 0=上2 56

31 4=L5 33

mean+sE

一
相 性 二相性 合 計

術 単削 5 7

Nitten手 術後 8 ] 9

T.G(5″g/kgl筋注に対する反応
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図1 食 道裂孔ヘルニア症例の術中内圧測定
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表 2 ア カラシア症4/1における LESP

食道 ・胃接合部高圧帯頂値

:427± 3.31cmH20(正 常15～20cmH20)

(■=11)meanttSE

胸部食道内圧 :3～8cmH20(正 常-4 5cmH20)

T.C(5/g/kgl筋注による反応

反 応 度 十 + ‖

症  例 1 3 3

T G (テ トラガストリン)

5.12(mean± SE)%,術 後 3カ 月以後の8症例では

132.0±7.35%で,術後 3カ月目を境にして,下部食道

内圧のT.G.刺激に対する反応は改善傾向を示した (表

3,図 4).

昭和58年7月 より食道静脈瘤に対して,わ れわれは

EEA機 械吻合器を使用した,経腹的食道離断術を採用

してきため.EEA使 用による食道離断術後の食道内圧

所見について見ると,EEAに よる経腹的食道離断術14

例における,術後30～50日目でのLESPは ,28.9±1.91

CmH20で ,T・C.刺激後には35.6±2.04cmH20と 有意

に上昇しており,また圧上昇率についてみると127.2土

8.05%と経胸的食道離断術より上昇率が高い傾向にあ

り,し かも術後約 1カ月の測定においてもLESPは 十

図2 正 常例における食道内圧

喩 1 的評 輸ヽ
P つ

品 、1 3土…Ⅲ  転
分に保たれていた (表4,図 5).

4.食 道再建臓器における内圧検査

1)結 腸

現在まで食道癌,胃 癌および甲状腺癌に結腸による

食道再建を行った症例は65例であった。とくに頚部食

道癌切除再建例24例についてみると,左 側結腸順嬬動

性20例,左 側結腸逆嬬動性 1例および右側結腸順嬬動

性が2例であった。これら再建結陽の運動機能を内圧
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図3 ア カラシア症例.LESの 弛緩は認められず上方

の食道に同期性律動波がみられる.
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表 3 経 胸経腹的食道離断術後のLESP

TC(5/g/kg)筋 注による反応

表 4 EEA使 用による経腹的食道離断術後の LESP

p<001 mean+sE
T . G ( 7 F t f ^ r r / )

T.C(5/g/kg)筋 注による反応

反 応 度 十 十

症  例 3 5 3

測定にて検討 してみると1の
,静止圧は4.2～9。3cmH20

でその平均は7.4±1.7cmH20で ,ガ ス トリン刺激に

よって上昇を認めた(p<0.05).飲水による鴎下波型

の 圧 は10.0～29.OcmH20で そ の 平 均 は22.6±7.4

CmH20で ,波 型は Codeの 分類によると,大 腸II型お

よびIII型が主体で, これに大腸 I型 が混入するものが

多 かった。ガス トリン刺激下 では,平 均24.1±7.3

CmH20で ,無声」激に比べて有意に上昇したが,伝達速

図 4 経 胸経腹的食道離断術症例

経胸経腹的.食 道離断術後 1カ 月の食道静止内圧で

はテ トラガス トリンに対して反応を示さなかった

が,同 じ症例の術後 6カ 月内圧ではよくテ トラガス

トリンに反応していた。

術後 1カ 月

Rost

」●a■

51o却
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48oBH40

術後 6カ 月

R381

轟 cEE80

図5 EEA使 用による経腹的食道離断症例の術後45

日目の静止内圧

テトラガストリン5/g/kg刺激後.24.3cmH20か ら

43.8cmH20と 上昇した。

度は無刺激と同様であった。空聴下に比べて,水 廉下

の方が嬬動波の伝達率が上昇した。また一部の症例で

は,固有のCodel'大腸rV型の嬬動波を有するものがあ

り,そ の頻度は食道固有の嬬動波に比べて頻度も嬬動

速度も低下していた (図6).

2)食 道痛術後の再建胃管の内圧

時 期 TG注 射前 TC注 射後 上 昇 率

術後 1～ 2カ 月 330± 228 36 3t2 73 110 8t5 12

術後 3～ 7カ 月 283± 343 37 3=L5 32 132 0t7 35

mean+sE

反  応  度 十 4f ‖

術後 1～ 2カ 月 5 4 2 ]

術後 3～ 7カ 月 1 ] 3

TG(テ トラガス トリン)

(術後30～50日目)

28.9=L1 91 127 2t8 05
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図6 大 腸IV型波に類似した固有嬬動波型
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胃管作成後には胃管の運動機能が障害され,そ の内

容排出が遅延する。そのために再建用胃管に幽門形成

術を付加されることが多いが, この点についての要否

は議論のあるところである。われわれは食道下部噴門

癌に対 しての再建術 として,迷 走神経胃管壁内埋込み

胸腔内食道胃吻合術を行ってきた.胸 腔内食道胃吻合

術の際迷走神経埋込み術を併施した症例は,非 埋込み

例に比べて胃十二指腸接合部にある程度の圧が存在

し,99mTc sulfur col10id混入食摂取後のgaStrogram

でも胃管よりの内容排出は速やかであった。再建胃管

の幽門および幽門洞部内圧を,胸 壁前再建胃管 8例 ,

胸腔内再建胃管 4例 の計12例について術後 3カ 月日の

内圧を測定した(表5).全 例幽門形成術を施行してお

り,胸 壁前再建 胃管 の内圧 は11.3±1.66cmH20で

あった。また胸腔内再建胃管に迷走神経本幹埋め込み

を施行 した症例の平均幽門前庭部内圧は17.1±3.09

CmH20で あ り,埋 め込みを行わなかった 3例 につい

てみると,何 れも内圧はほとんど0に 近かった121(図

7,8).

39(709)

表 5 食 道再建手術 3カ 月後の再建胃管の内圧

およびgastrogram所見

胸壁前再建

症 4/1
Gastrogram

29 0

7 0

27 2

37 5

30 0

Total n=10 26 1t5 09

図 7 胸 壁前再建胃管の内圧およびGastrogramに

よる胃内容排出曲線

けmm"

20       30(nin)

考  察

食道内圧測定は,19世 紀後半にKroneckerら1のが

行った内圧バルーンによる方法が最初とされている.

1 0 5

4 5

10 0

10 5

16 5

12 0

19 0

7 0

11.3tr1 66

胸腔内再建

Tt/2 Gastrogram

30 1■ 6 22

mean+SE

17.1■ 3 09
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図8 胸 腔内再建胃管の幽門洞部内圧およびGastroⅢ

gramに よる排出曲線
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1950年代に入って,Ingettngerl。や Codeら らによって

non‐infused open‐tipped catheterを用いた方法が行

われるようにな り,1960年 中半ごろに infused cath‐

eterが用いられるようにな り,最 初に LESに おける

静止圧が検討され, さらに逆流性食道炎患者の症状と

内圧 との関係などについて検討された。Doddsら 1。は

正確なしかも再現性のある内圧を得 るためには,1)

instrumentation performance, 2)recording techni‐

que,3)scoring methodな どが重要であると指摘して

いる。LESの 内圧測定には,各 施設でかなりの違いを

しめしてお り,ま た内圧測定の評価が食道内 pHモ ニ

ターなどの結果と一致しないこともあり, これにはそ

の測定方法に原因があるとされている。Kayeら 1いは

3‐lulnen tubeを用いてLESを 測定しLES内 での圧

の非対称性を指摘して,これはLESと その周囲組織の

解割学的構造によるものと推論している。Winanざつは

8‐lulnen tubeを用いて検討しており,LESの 左および

左後壁の圧が高く,そ の原因として外的な横隔膜裂孔

の差によるものと推論している。これらのことより

single,lumen tubeによる圧測定では信頼性を損なわ

れる可能性がある。Doddsら 19も4‐lumen tubeを用い

12例の正常例に対して,4方 向の平均値を求めている。

われわれは以前はsingle,lumen tubeによる測定を

行っていたが,最 近では3‐lurnen tubeを用いており,

両者を併用して検討するようにしている.

本邦においてもLES内 の圧の非対称性が指摘され

ており,朱ら10は種々の食道疾患でLESの 非対称性が

みられたとし,そ の原因として,下 部食道そのもの,

およびその周囲組織の形態的因子によるとしている。

飯野1りは測定系自体のartifactが主体であり,LESの

正しい圧測定には,で きるだけ剛性の少ない材質の

チューブでmultiple lulnen tubeの使用が心要で,圧

の値はそれらの平均値を用いることが望ましいとして

いる.金森ら2のは体位によるLESの 圧および幅(長さ)

を検討しており,DeMeester20が指摘した昇圧帯の上

昇には腹圧の影響をうける腹部食道の長さの重要性を

肯定している。内圧測定法に関して宮下ら221は
,下部食

道昇圧帯の圧 (LES‐P)や 幅 (LES‐W)の ほか面績

(LES‐S)を求め,食 道胃接合部の機能評価の指標とし

て,面積を幅で除した値をLES‐indexとしてその有用

性を検討している。食道疾患における手術操作の有効

度をみるために術中に内圧預」定を行 う方法をHill

ら2ゆが報告しており,食 道運動機能障害 (achalasia,

dituse spasm,settnental esophageal spasmなど)

の手術時に,そ のmyOtOmyの 長さを決めるために術

中内圧測定を行い,94%に 臨床的改善をみており,ま

た術後逆流性食道炎防止手術の必要もないとしてい

る2つ,旗 福ら2つは手術操作終了後時と退院時では昇圧

帯計測値が必ずしも一致しないことを指摘している。

これには麻酔の影響のほかに,開 胸 。開腹,術 中操作

での刺激,噴 門周囲の景J離操作など多種にわたり複雑

で一概に説明できないとしている。 と くにヘルニアお

よび食道静脈瘤で,手 術操作終了時に比べて,退 院時

の昇圧常は約半減したとして,静 脈瘤の消退もその一

因であると推論している。また原田ら2いは,術中と退院

時では有意の差はなかったとしている,い ずれにして

も,術 中内圧測定の意義は,手 術効果の客観的評価の

1つ として用いられ, さらに術後成績を正確に予測す

るための一方法であるとおもわれる。

各食道疾患と内圧に関しては,食 道アカラシアの内

圧の特徴2のとしては,胸部食道静止内圧の上昇,食道・

胃接合部静止内圧の元進,中 ・下部食道における同期

性反復性陽性波の出現,食 道 。胃接合部における鴎下

性陰性波の欠如ないし不完全の大きく4つの点があげ

られる。食道アカラシアに対する手術々式としては,

通過障害を緩和するほかに,術 後逆流性食道炎を防止

する手術を付加する (この点に関しては欧米ではいま

だ議論のあるところである)。われわれの施設では,粘

膜外食道噴F弓筋輪長軸切開を開大し, この部に胃底部

食道前壁に吊り上げ縫着するJekler,Lhotka法を採
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用 しているがつ,術 後には下部食道内圧は逆流防止に

適当な値に低下し,ガ ス トリンに対する反応も減弱し

ていた。またその類似疾患 として上げられる,中 。下

部の hyperlnotilityを特徴とするesophageal diruse

spasmに 関しては,単 一疾患 とするか,ア カラシアの

続発的な疾患 とす るか議論2的2りのあるところである

が,前 者 とみなされる方が多いようである。内圧の特

徴 としては,胸 部食道静止内圧の上昇,熙 下時の内圧

では,中 ・下部食道の同期性陽性波,廉 下性陰性波

(relaxatiOn)は正常であることで achalasiaと区別さ

れる.

食道 ・胃接合部と消化管ホルモン

Gilesらりの ヒ トにおけるガス トリン負荷 に よる

LES上 昇作用の報告以来,各 種消化管ホルモンと食道

運動機能 との関係が注 目されてきた。下部食道括約筋

LESを 初めとする噴門括約機構 と消化管ホルモンの

関連を種々の面より検討してきた。噴門括約機構成因

子の うちでは,LES,つ いで Willis胃斜走筋がこの部

の高圧帯の形成に最も重要であ り,か つ最も著明に外

因性ガス トリンによって支配されていることが明らか

になった3の.

食道アカラシァ症例に,外 因性ガス トリンの 1つ で

あるT,G.を注射すると,下 部食道内圧は著明に上昇

し,ま た食道X線 検査では,下 部食道から噴門にかけ

て著明な強直性収縮がみられ,一 部の症例では胸骨後

方の激痛を訴えた。ガス トリンはアセチルコリンを節

後性に放出して平滑筋の緊張と運動に作用するが,食

道アカラシア患者では節後性副交感神経性 Auerbach

神経叢変性があるため,その LESは CannOnの 除神経

の法則に基づいて, メヨリール反応 と同様に,外 因性

ガス トリンに対してある程度特異性に,著 明に反応す

るものと考えられる。

またわれわれは VIP(vasOactive intestinal polype‐

ptide)とLESの 関連について検討しており31ちvIPの

作用の中で,特 に平滑筋に対する強力な弛緩作用が関

係してお り,VIPは セクレチンに対して静止内圧で 5

倍,テ トラガス トリン刺激では 7倍 の抑制効果を示 し

た(図9)。 と くに食道アカラシア患者において,外 因

性セクレチンおよび VIPに 対 して強い過敏性反応を

示す と考 えられ る。免疫組織学的 にもLES,特 に

Auerbach神 経叢に VIP抗 体に反応す る神経細胞お

よび神経繊維を認め,VIPが LES収 縮に対す る抑制

神経のneurotransmitterとして直接作用 している可

能性がある.
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図 9 ア カラシア症例におけるテ トラガストリンおよ

びセクレチン投与後の内圧がテ トラガストリン刺激

後は30clnH20か ら42cmH20と 上昇セクレチン投

与後は,26cmH20と 低下した。

r ―
/ ―

升
朝

ン

T.C`被 与機

食道静脈瘤に関して,今 回われわれは術前の内圧測

定についてはふれなかったが,大 熊3のぉょび武田ら3ゆ

の検討結果では,食道静脈瘤患者においては,LESPは

正常人のそれと比較して有意差はなかったとしてい

る。一方原ら30は静脈瘤患者における静止内圧曲線で,

正常人に比べて下部昇圧常の幅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呼吸相変換点

を中心とした食道。胃圧差の増大を認めたとしており,

この下部昇圧帯低下と食道 ・胃圧差の増大は,い ずれ

も逆流を生じやすいとしている。術後においては,大

熊ら321は経胸腹横隔膜切離術を行った症例が,術 前に

比べてLESPが 低下したとしている.武 田ら3めは,術

中測定で血行遮断後のLESPが 術前に比べて低下し

たが,噴 門形成術を追加すると著明な改善を示してお

り,術 式が左開胸経横隔膜的開腹のため,括 約筋機構

の一部破壊によるとしている.術 後早期のtappered

narrowingに関しては, 1年以降の症例には認められ

ず,ま た内圧で食道・胃接合部のrelaxationが認めら

れないのが, 4ヵ 月以内の症例に多く認めている3り.

われわれの症例の経胸経腹的食道離断術pllとEEA

による経腹的食道離断術例の術後のLESPの 比較で

は,前 者の方がやや低値を示す傾向にあった.ま た術

後のLESPの ガス トリンによる反応は経胸経腹例で

は術後約 3カ月ごろより回復状態を示した。EEAに よ

る経腹例では術後より反応を示していた。

再建臓器に関して,通 常再建食道の通過は,そ の移

植腸管の運動性の関与は少なく,主 として食餌の咽頭

廉下機構に由来する加速度および重力によるとされて

ぃた3●.と くに結腸再建後の運動機能に関する内圧に

よるわれわれの検討では,熙 下伝達波をほぼ全例に認
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め,か つ空廉下に比べて水鴎下において伝達率の上昇

を認めている。しかしその頻度は平均23%で ,空腸30の

それより少ないようである。伝達波としては,Code分

類の大腸II型およびHI型が多 く,伝 達速度は平均35

mm/secで ,空腸の再建の場合とほぼ同じであった。移

植結腸の固有嬬動の有無については議論のあるところ

で,わ れわれの検討では,非 常に少数例ではあるが,

鴎下と協調する嬬動とは別に, 自律運動波と思われる

Code IV型の比較的大きい嬬動を認めた。またテトラ

ガストリン刺激によって,静 止圧および飲水味下圧の

上昇をみた点より結腸管の運動にも消化管ホルモンの

関与が推定される。

以上述べたように食道内圧検査は,食 道疾患の鑑別

に, さらに食道手術後の運動機能および再建臓器の運

動機能を検討するのに,欠 くことの出来ない検査法の

1つである。

結  請

教室で経験した食道疾患 (食道裂孔ヘルニア,食 道

アカラシア)お よび食道静脈瘤術後, さらに食道手術

再建臓器の運動機能をみる目的で行った食道内圧の所

見を検討した。

1)食 道裂孔ヘルニアにおける術前の食道・胃接合部

内圧頂値は250± 2.56cmH20,高 圧常の長さは5。1±

1.00cmで あった。Nissen胃底部雛襲形成術後では,

内圧頂値は31.4±5.33cmH20と 上昇しており,高 圧

常の長さは4.5±1.73cmと なっていた。また術中内圧

測定を取 り入れており,術 後成績を予測するのに有用

であると思われた.

2)食 道アカラシアにおいては,Jekler‐Lhotka手

術々後は,術 前の内圧42.7±3.31cmH20の 頂値から

18.1±2.33cmH20と 著明に低下した。またアカラシ

ア症例ではT`G.筋注後に圧は上昇し著明なる反応を

示した。セクレチン投与後は圧は減少し,VIP投 与で

はさらに抑制効果を示した。

3)食 道静脈瘤に対しての経胸経腹的食道離断術後

には,術後早期にはT.C.刺激に対する反応は減弱して

いたが,術 後 3カ月ごろより次第に回復する傾向を示

した。一方 EEAに よる経腹的食道離断術においては,

術後早期からT.G,刺激に反応を示した。

4)食 道切除後再建に結腸管を使用した症例の中に

は,廉下伝達波を認め,一部には固有のCode大 腸rV型

の嬬動波を示した。T,Gも負荷により,静 止圧および飲

水廉下圧の上昇をみた。また胸壁前再建胃管症例にお

ける内圧は11.3±1.66cmH20で あり,胸 腔内再建胃

各種食道疾患における食道内圧の検討 日消外会誌 20巻  3号

管に迷走神経本幹埋め込みを施行 した症例の平均幽門

前庭部内圧は17.1±3.10cmH20で あつたo
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