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脳血管障害による片麻埠患者の身体イメージ理解の試み
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片麻埠患者の身体イメージを理解することを目的に，片麻埠患者29名にSD法による身体イメージの測定を

行った。方法は，川原ら (1991)が身体イメージの因子として抽出した 5因子1.評価性， 2.活動性・俊敏

性， 3.活動秩序感 4.力量， 5.情動的感情的の中から片麻揮の表現に適すると思われた形容詞対の中から25

項目選択した。 測定は上肢と下肢にそれぞれ 7段階の評価尺度を用いた。さらに 身体のイメージを12色の色

鉛筆で表現してもらった。結果は，平均で見ると上肢を下肢よりもマイナスのイメージでとらえる傾向がみら

れた。また，重い-軽いというような力量性を表す形容詞対でイメージが反映されやすいことが分かつた。身

体の色のイメージは上肢下肢とも赤系 青系 黒をイメージする者が多かった。下肢の機能と比較し上肢の機

能は複雑であることがイメージの違いになった可能性が示唆された。

キーワード:片麻埠患者，身体イメージ， SD法，四肢，身体カラーイメージ

-69-



広島県立保健福祉短期大学紀要 4 (1) 69-76 1999 

はじめに

脳卒中により身体に障害が残った人々は，居、側の上

肢下肢にしびれ感や熱感，体が重いなどさまざまな身

体の異常感覚の訴えをするケースが少なくなし'0Carr 

とShepherd(1987) 1)は，脳卒中発症直後では患者は

知覚の「混乱Jを示す場合が多いとしている O 身体イ

メージの障害もその一つである O 患者は，麻埠側に十

分な体重をかけないなどの症状を示し，非麻庫側に不

必要な筋活動や過剰な感覚の入力を行うことにより，

知覚の問題が固定化するようなケースが少なくない。

このような身体感覚は，健常者にはない感覚であるた

め， リハビリテーションの治療場面では，患者が訴え

る身体感覚情報に対して適切なフィードパックを与え

ることが困難となり，我々が与える治療プログラムの

多くは，運動と感覚が粟離したものになっていること

が少なくないと考えられる。

そこで，治療プログラムを考える上での参考とする

ために，山口(1989)2)や川原ら(1991)3)が健常者に

対して行ったSDi去による身体イメージの測定の研究

を参考に，片麻埠患者の麻庫側上下肢の身体イメージ

を理解することを試みた。

この研究の目的は， SD法を用いた脳卒中片麻庫患

者のまざまな身体の異常感覚の訴えは1.重症度が

高いほどよりネガテイブな形容詞の表現をするのでは

ないか， 2.発症からの期間が短いほど，よりネガテイ

ブな形容詞の表現をするのではないか，という仮説を

検証することである O

身体イメージについて

身体イメージという用語は，心理学，精神医学，神

経学，その他多くの研究領域で使用されてきたが，そ

の定義はそれぞれの領域・研究者によってかなりの違

pがみられる O その考え方は，身体経験を決定する神

経系の表象としての身体図式という概念から人が自己

身体に持つイメージや知覚，生理学的機構さらには，

自己の身体に持つ感情，パーソナリティとして概念化

されてきた(秋山 1993)4)0

秋山(1993)4)は， Horowitz (1966) の捉え方を次

のように紹介している o Iボディーイメージは，身体

やそれを取り巻く環境についての情報の資料センサー

に似た特殊化された内的なものとしての働きをしてい

るO それは，内外の知覚，認知，記憶，感情，行為と

いったものとたえず交流関係にある O それは空間の構

造や対象，それらとある関係にある人の構造と同じく，

身体の形態，位置，関係についての効率的で特有な情

報を準備する」というものである O この考え方による

と，脳卒中等により身体に障害が残った人々の場合，

身体イメージの形成は，障害に起因されるというより

も，身体を通して環境とどのように関わるかに影響を

受けていると考えられる C

リハビリテーションの評価では，触覚や前庭覚，固

有感覚によって統合される身体図式による身体イメー

ジの捉え方が中心であると考えられるが，この研究で

は，患者が身体に対し持っている総合的なイメージを

把握するためSD法を用いた研究手段を使用した O 山

口(1989)引は，大学生229名(男子111名，女子118名)

に対し， 108の形容詞対によって 7段階によるSD法の

尺度を用いて，日頃自分の身体をどのように感じてい

るか どんなイメージをもってどのようにとらえてい

るかを評定させ，その結果から 4因子，第 l因子(評

価)，第 2因子(活動・秩序)，第 3因子(活動・俊敏性)， 

第4因子(力量)を抽出した。川原(1991):nは，山口の

研究を追試し， 115名の専門学校生(男子48名，女子67

名)を対象とし，因子数による寄与率の比較を行った。

そしてその結果から 5因子，第 l因子(評価)，第

2因子(活動・俊敏性) 第3因子(活動・秩序性)， 

第4因子(力量)，第 5因子(情動的感情的)による

解釈が適切であったと報告している O

対象

対象は，平成10年3月から 4月に病院および診療所

4施設でリハビリテーション治療を受けていた18歳か

ら71歳までの脳卒中による片麻庫患者30名(男性17名，

女性13名 平均年齢56.9土14.3) であった。 30名の内

の l名は，回答に不備があったため除外して，最終的

に対象は29名とした。診断名は，脳出血によるもの16

名，脳梗塞によるもの13名であった。発症からの期間

は， 1 ~ 3カ月 6名， 4 ~ 6カ月 11名 6カ月以上12

名であった(表 1) 0 

表 1 対 象 者

脳血管障害患者 2 9名(男性 16名、女性 13名)

年齢 18"-'71才。平均 56.9才 (SD14.3)

診断名: 脳出血 1 6名

脳梗寒 1 3名

発症からの期間 1""'3カ月 6名

4""'6カ月 1 1名

7カ月 12名
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方法

方法は，山口の研究を基に川原らが身体イメージの

因子として抽出した 5因子 1.評価性 2.活動性・

俊敏性 3.活動秩序感 4.力量 5.情動的感情的

の中から各因子に対する負荷量が0.5以上を示した形

容詞対の中から片麻庫の表現に適すると思われた25項

目を選択した(表 2)0測定は「日頃，自分の手(足)

についてどのように感じていますかJという質問によっ

て上肢と下肢のもつイメージをそれぞれ 7段階の評価

rn頃、 l当分の手起を色で裂すとしたらどのようにな色で主従事tできますか. J 

下の闘に日頃感じている自分の手足のイメージを色で白山に登ってください.

何色使用しでもかまいEません.一つの色だけでもかまい~せん.

手足が|埼じ色でなくてもかまい1:.せん.

烈

一c.二与

'二週

その他はJt-

凶は、 56.-}'射性。 1に片琳帰。

図 1 手足の色のイメージ
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尺度を用いて回答してもらった。また，運動麻庫の程

度を調べるために上肢，下肢別に片麻療機能評価

(Brunnstrom stage) を行い，ステージ 1nを重度，

IllWを中等度， VVIを軽度と分類した。さらに，身体

のイメージを紙に書かれた身体像に自由に12色の色鉛

筆で表現してもらった(図 1) 0 

分析方法

データ分析は， SPSS Ver6.1 for Machintoshを用

い，上肢は，運動機能別に軽度，中等度，重度の 3群

に分類し分散分析および多重比較を行った。下肢は，

運動機能で重度に分類されたものがいなかったので，

軽度と中等度での独立 2群t検定をおこなったO また，

発症からの期間を 4カ月未満 7カ月未満 7カ月以

上の 3群に分類し それぞれ上肢下肢で分散分析およ

び多重比較を行った。色のイメージは，松岡(1995)5) 

の研究を参考にイメージとして用いた色の出現の頻度

を全体の割合により上下肢とも重症度別，発症期間別

に比較した。

結果

運動機能は，上肢が重度群 6名，中等度群15名，軽

度群 8名，下肢が中等度群14名，軽度群15名であった。

上肢下肢での平均値を図 2に示す。上下肢とも同じ傾

向を示したのは，力量性の「重い一軽いJ (F値1.05) 

情緒的感情的の「すぐれている-劣っているJ (F値

1. 16)の項目であった。上肢の運動機能別による軽度，

中等度，重度の 3群による比較では(図 3)，敏捷性

の「興奮した-落ちついたJの項目で重度群と中等度

群および軽度の群との聞に (p<0.05) また，情緒的

感情的の「勤勉な-怠惰なJの項目で重度群と中等度

群および軽度の群との聞に (p<O.l)有意差が認め

られた o 3群とも同じ傾向を示したのは，力量性の

「重い-軽いJ (F値上 05)であった。

下肢の運動機能別による中等度 重度の 2群による

表 2 測定に用いた形容調対

【評価性】
暗い一明るい、にごったー澄んだ、きらいなーすきな、くもったー晴れた
死んだような一生き生きした、不誠実な一誠実な、古い一新しい、精彩のないーはっちっとした

ちぢこまったーのびやかな、静的なー動的な、むずかしいーやさしい

【活動性・敏捷性】
おだやかなーはげしい、ゆるいーきつい、のんびりしたーエネルギシユな、鈍いー鋭い

【活動・秩序性】

浮かれたーまじめな、興奮したー落ちついた、騒がしいー落ちついた

【力量性】

軽い一重い、角張った一丸みのある、やせた一太った
【感情的・情緒的】
劣っているーす寸れている、怠惰なー勤勉な、不注意深なー注意深い、不安定な一安定した

門
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差はみとめられなかった。

身体の色のイメージは上肢(図 6)では赤系(赤，

ピンク)10名，黒 8名，青系(青，水色) 7名，黄 7

名の順であった。重症度別では，重度，中等度の者で

赤や青をイメージした者が多かったのに対し，軽度の

群では黒，黄をイメージした者が多かった。発症期間

別では，いずれの群も赤が多かったが 7カ月以上の

慢性期群で赤に続き黒をイメージする者が多かった。

比較では(図 4)，敏捷性の「興奮した一落ちついた」

(p <0.05) I騒がしいー静かなJ (p<O.l)の項目

で中等度群および軽度の群との聞に有意差が見られた。

2群とも同じ傾向を示したのは，力量性の「重いー軽

いJ (F値1.36)であった。発症期間別では(図 5)， 

上肢が評価性の「誠実な-不誠実な」の項目で4カ月

未満の群と 7カ月未満の群との聞に有意差を認めた

(pく0.05)。下肢では，いずれの項目においても有意
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晴 L 、 明るい のんびりした| lエネルギシユな

にどった 澄んだ 鈍 L 、 |:II-¥--j |鋭 L 、
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ゆるい きつい
*本 p<O.05

中等度平均 (N=14)
本 p<O.1 軽度平均 (N=15)

図4 下肢の運動機能による比較

下肢(図 7)では，青系(青，水色) 8名，赤系(赤，

ピンク) 6名，黒4名の順であった。重症度別では，

中等度群ではさまざまな色を用いていたが，軽度群で

は，青をイメージした者が多かった。発症期間別では，

7カ月以上の慢性期群で黒をイメージする者が多かっ

た。

暗い

動的な
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考察

脳卒中の感覚障害は，発症部位が皮質，視床，脳幹

などによって臨床症状が異なり，またそれぞれの部位

の中でも決まった症状が見られない5)など，その症状

は複雑である。染矢6)は，片麻揮の感覚障害の最大の

問題点は，どの施設でも共有できる検査方法と評価基

準がないことであるとしており，これは感覚評価の多

にどった

明るい のんび'りした

鋭い

劣っている

安定した

エネルギシュな

きらいな

澄んだ鈍い

まじめな

〈もった

すきな 浮かれた

落ちついた晴れた 興奮した

死んだような 生き生きした 騒がしい

本牢不誠実な

静かな

誠実な軽い

丸みのある古 い

重い

新しい 角張った

太った精彩のない

ちぢこまった のびやかな

はつらつとしたやせた

すぐれている
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むずかしい | 
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|やきしい

|はげしい

ゆるい| |きつい
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*牢 P<O.05 1~3 カ月

4~6 カ月
7~ カ月

(N= 6) 
(Nニ 11)

(N=12) 

図5 発症からの期間による比較(上肢)
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くを患者の主観的な判断に頼らなくてはならないため

正確な病態を把握することが困難であるも原因の一つ

であると推察される O 筆者らは ここに一つの問題点

があると考えている O すなわち，触覚や痛覚，温度覚

などによって機能的な感覚機能を評価することが可能

であっても，実際に患者がイメージとして感じている

手足の重たさや冷たさ 鈍さ しびれ感などを評価す

ることは難しいと考えられる O

青
19% a イメージした色

重度 中等rJr 軽度

b 重症度耳IJ

この研究で用いたSD法は，主観的なイメージを測

定する手段として主に心理や教育，体育などの分野で

用いられているものである O 身体に関するイメージに

関する研究は，この研究で参考とした山口や川原の研

究の他にも，舞踏のイメージに関するもの7-8) 船体

の振動感覚に関するもの9)などが見られ，いずれも健

常者を対象に集団の特性による因子の抽出を行う研究

手法が用いられていた。我々の研究では，運動麻療の

1~:3 ヶ月 4~6 ヶ月 7ヶ月以上

C 発症からの期間別

図 6 上肢にイメージした色

黒
川

中等度 経度

b 重症度別

a イメージした色

1~3 ヶ月 4~6 ヶ月 7ヶ月以上

c 発症からの期間別

図7 下肢にイメージした色
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重症度および発症後の期間による集団の特性を見いだ

そうとしたが，対象者が少なかったこと，他の要因の

ばらつきが多かったことなどから結論は見いだせなかっ

た。これは，臨床的にみると，感覚障害は運動麻埠の

重症度と必ずしも一致せず 運動麻揮は軽微でありな

がら，感覚障害が重度である症例も存在することから

も推察されるように，脳卒中の感覚障害の障害像は，

同ーのものではなく個々人に特徴があると考えるべき

であり. SD法では集団としての特徴を見いだすこと

は難しいと考えられた。

一方，同一の被検者間の変化を捉える手段としては

有効であると考えられる O 図2で示した同一患者間で

の上肢下肢のイメージの違いは，全体的に上肢が下肢

よりもネガテイブなイメージで捉えられていたことを

示唆していた。また， r重さJのような運動機能に直

接関連がある項目はイメージを反映しやすいことが分

かった。上肢は，下肢と比較するとその機能ははるか

に複雑であり，機能の障害に伴う能力の低下は非常に

大きいことなど理由にあげられるだろう O

さて，片麻埠患者の上肢下肢に対する色のイメージ

は，松岡(1995) の「色彩とパーソナリティ J¥0)を参
考に考察を行った。それによれば，色に対するイメー

ジは，国や文化によって，また性別や年齢によっても

異なるが，色がおよぼす心理的・生理的作用は，同じ

ような傾向を示すとしている O そして，色の重さは

「黒，青，赤，紫，樫，緑，黄，白」の順で軽く感じ，

最も重い黒と，最も軽い白では，体感重量に約 2倍の

差があるとしている O 重い色は鈍重な印象を与え，軽

い色はスピーデイな印象を与えるという O これらから

推察すると黒，青，赤を合わせた割合は上肢で67%，

下肢で68%となり，多くの症例で身体に重さおよび鈍

重な印象を感じていると考えられる O この点に関して

は，今後健常者との比較を行うことで障害像を明らか

にしていきたい。

筋の緊張度を示すライト・トーナス値の研究は，体

の筋肉の緊張・弛緩現象を，脳波や汗の分泌量から客

観的に示そうとするものである O これによると筋肉が

最も弛緩した状態の時にこの値は23になるという O 最

も筋肉の緊張が高いイメージを持つ赤では値は42とな

り，青は，リラックスした弛緩のイメージ(値24) を

持つ。これからすると上肢下肢のいずれにおいても赤

と青は同程度の割合で混在した結果となっており，個

人によって緊張感と弛緩したイメージが混在している

ことが分かつた。

重症度別と発症からの期間別では，色のイメージに

よる特徴は見いだせなかったO これは， SD法でのイ

メージと同様に集団を特定する際の他の要因が多いこ

とによるものと考えられた。しかし，個人で見てみる

と，図 1のようにさまざまな色の表現がみられ，色の
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イメージを介在とした患者と治療者との共通のイメー

ジを考える手がかりとなると考えられた。

今回の研究の結果から，症例によって異なる身体イ

メージを群として比較検討するためには，集団を特定

するための多くの要因を考慮しなければならないこと

があげられたが，感覚障害を定量的に評価する方法が

確立されていない現状では，病態を明らかにすること

は困難であろうと思われる O 今後の可能性として我々

は，個人の身体イメージを表す指標としての応用を考

えている O これについては今回の研究で用いた，色と

形容詞の他，さらに既存の知覚評価との関連を検討し

ていく必要があると考えられる O また一定の期間を経

過した個人の身体イメージの変化や作業の種類，ある

いは治療を行った前後でのイメージの変化など検討を

行って行きたい。
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Abstract 

The purpose of this study was to understand hemiplegia patient's body image by the SD method (semantic 

differential method). We selected the adjective pair thought suitable for the expression of the hemiplegia patient 

by 25 items from among five factors which Kawahara (1991) had extracted as a factor of the body image. The 

measurement used the evaluation standard of seven steps for the arm and lower limbs respectively. In addition， 

the image of the body was had to be expressed with 12 color colored pencil. When the result was seen on the 

average， the tendency where the arm was caught from lower limbs in the image of the minus was seen. Moreover， 

it has been understood that the image is reflected easily by the adjective pair for potency factor such as heavy-

light. As for the image of the color of the body， there were many persons who imaged the arm lower limbs， 

the red system， the blue system， and the black. As for the function of the leg， the possibility that the complexi-

ty becomes different of the image was suggested compared with the function of lower limbs. 

Key words CVA patients， body image， SD method， limbs， body color image 
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