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運動失調症に対する上肢協調運動機能の定量的評価

一筆記具を用いた簡易検査法の検討ー
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運動失調症患者 5名に対し，筆記具を用いた簡易な上肢の協調運動機能の検査法について検討した。テストは

線引きテストおよび文字テストの縦書きと横書きから構成され，線引きテストでは，基線とのずれを面積値で判

定した。また同時に，簡易上肢機能検査を行い，線引きテストおよび文字テストとの関係を検討した。その結果，

線引きテストの垂直方向で簡易上肢機能検査との有意な相関が見られた。面積値の測定にスキャナを用い，上肢

の協調運動機能を客観的に簡易に測定する検査法は，一定の意義があることが示された。

キーワード:協調運動機能，上肢，定量的評価，書字
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はじめに

筆記具を用いた運動失調症の上肢協調運動の評価で

は，提示された線の上をなぞらせる課題l)2)，提示さ

れた線の聞を線に触れないように線を引かせる課題3)，

決められた点に向かつて一定の時間間隔でポインティ

ングしていく課題I)，出発点から目標点に線を引かせ

そのずれを計測するもの九直接名前などを書く課題

などがある。書字を除いてこれらの課題のデータ分析

には，近年ではデジタイザを使用し，専用のプログラ

ムで解析したものがみられるJ)2)が，価格が高価なこ

とやプログラムに汎用性が少ないことなどを考えると，

広く臨床で日常の評価に使用することは難しいと思わ

れる。そこで，我々は比較的簡易な評価方法として，

ノfーソナルコンビュータとイメージスキャナおよび

フリーソフト NIHimage(US National Institutes of 

Healthが開発， http//rsb.info.nif.gov/nif-image/か

ら入手できる)を用い，提示された直線の上をなぞら

せる課題において，提示された線と実際にヲ|いた線の

聞に生じる面積を測定する方法により運動失調症患者

の上肢協調運動の定量的評価を考案した。この報告で

は，運動失調症患者 5名に面積測定を用いた線引きテ

ストを行い，同時に行った文字テスト，簡易上肢機能

検査(金子1986) の結果から筆記具を用いた簡易検査

法について検討をおこなった。

対象

対象(表 1)は，平成 8年 8月から平成 9年10月ま

で当短期大学付属診療所および近畿圏の 3施設におい

て四肢および体幹に運動失調が認められたためリハビ

リテーションが処方された男性 4名，女性 1名で年齢

29歳~63歳であった。対象者の属性および運動機能は

表 1のとおりである。座位ノてランステスト(内山19885)

図 1)の結果 1名は体幹の失調を認めなかったが，

3名に軽度 1名に中等度の体幹の失調を認めた。簡

易上肢機能検査 (SimpleTest for Evaluating Hand 

Function: 以下 STEF) の範囲は 4~97点(満点、100) ，

ADL自立度としての BarthelIndex (以下 BI)の得

点範囲は25~100点(満点、100) であり，座位ノfランス

およびSTEF，BIの結果は，ほぽ重症度を反映して

し)，1..こ。

方 法

1.検査肢位

検査肢位は車椅子または椅子(足底がつく高さのも

の)による座位とし，机端との距離がこぶし 1個分く

らいに近づけた。机の高さは，上肢を下垂させ，肘を

表 1 対象の属性と疾患及び身体機能
氏名 作曲官 何日IJ 疾!1'.1'， 順位パランス STEド 81 

:-'I.i、 ，I(i ド 作髄小脳変性I，E H S9 90 

1'.T 29 M 脳幹部使容 H 58 85 

I¥.M :11 1-1 小脳fJJ/r't脈(，f形 97 100 

1'.1 (i:l M 小脳、脳併/(rlm申;写 H Hi ilO 

1':.:¥7 ~I 小脳:Il/(，札 III 4つ""に

時f立バランス l動筏なし H軽度 目I'P等Jll:

似幹:JよJ河川患者 (Trullk八t.a，icTcstl 

ステーージ 1:失調を認めない

STEF=簡易 L肢機能検査(得点範囲0-100)

BI=13arthel Index (得点範囲0-100)

ステージ日:試験!伎位にて終皮・のJi!Jt.?'・失調

を認める

ステージ 111: 以験肢{立にてql~[質・・の失利

を認める

iJIr，';¥'の純度I¥LIごて鮮度の失測

をttめる

ステージ1¥1:itlí常の柿j主位にてql~'i'1J見の失調

を認める

事~Hr・とは、検討の外的刺激により初jめて躯幹のji，JJ賠・平衡反応の低ドを認

めるものを桁ず。

'1'てす!笠・・とは、試験肢f止にて外(Ij刺激なしでは正にfVJ犯を認めたり‘ -r，'Jの
外的刺激により芥しい平衡反応の低下をきたすものを街す。

図 l 体幹機能の評価(内山ほか 1988) 

90度屈曲した時，前腕の底部が机の上部に接するよう

にした。肘関節伸展，肩関節を90度屈曲させた時，手

関節の中心が用紙の上端にくるように用紙を被検者の

正面にテープで固定した。肘から遠位は接地させた。

検査していない方の手は用紙の同側の隅を押さえるよ

うな位置に置いた。

2.検査用紙

線引きテスト

線引きテスト(図 2)は， A 4サイズの用紙の中央

tこ一辺が10cmの正方形を書き，その中央を通る垂線，

または水平線を号|いたものを検査用紙とした。被験者

に芯の太さが0.5mmのサインペンを利き手に持たせ，

検者は出発点にペンの先がくるように導き，その後，

被験者に垂線または水平線にできるだけ沿って線を引

くように指示する。線をヲ|く方向は，縦では遠位から

近位，横では榛側から尺側とし，テストは 3回ずつ行

った。

文字テスト

文字テスト(図 2)は，線引きテストを同様の条件

において，漢字を含んだ垂直，水平それぞれ4文字の

模写課題を 1回行なった。

3.データ処理方法

線引きテストは，検査用紙の垂線及び水平線を基線，

被験者が書いた線を措線とし，基線と描線の聞にでき

た面積を求めた。面積の算出方法は，検査用紙をイメー

ジスキャナで取り込み(lOOdpi)，NIHimageを用い
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花がさく
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図 2 検査課題(線引きテストと文字テスト)

て画像を 2階調化した後，基線と描線との聞を塗りつ

ぶして，そのピクセル数を測定し面積値とし，面積値

が小さいほど協調性に優れていると判断した。なお，

この方法による測定では，面積値をピクセルという点、

の集合体と見なすため面積値のわずかな違いをとらえ

ることができるが，面積を読み込む際の解像度や紙の

質等に影響されるため，使用する機器を統一する必要

がある(本報告では， Macintosh Power PC 7200 と

EPSON GT-8500を使用)。また，この報告では測定

値の下 I桁は誤差として処理した。

文字テストは，全体のバランスと読み易さを基準に，

男性 4名，女性 3名によるプラインド法によって Oか
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例 T.Iと K.Nであり，両者は安定して線が引けてい

ないと言えた。両者は，また STEF，BI とも得点、が

下位にであったことが特徴的であった。

線引きテストと文字テストの関係(表 3)について

は，垂直，水平とも有意な相関は認めなかった(垂直

r =-0.45，水平 r= -0.31 図 3，図 4)。線引きテス

トと STEFとの関係については線引きテストの垂直

で， STEFとの有意な相関があった (r=-0.97 pく

0.005 図 3)が，水平では有意な相関はなかった (r

二一0.71 図 4)。

表 2 線引きテストと文字テス卜の結果

線引きテスト(面積=ピクセル(SD)) 文字テスト(点)

氏名 垂直 水平 縦 十黄

M.l 1300士110.6 1280士100.1 4.86 5.87 

T.T 1620::t65.1 2840士178.9 6.56 5.87 

K.M 760士38.0 910士90.8 814 8.26 

T.! 2250士837.2 1920士607.8 3.00 2.86 

K.N 3770士644.7 2650士635.2 5.43 6.43 

ら10の範囲(満点、を10点)で評価した。 表3 線引きテストと文字テスト及び STEFとの相関

データ分析は，線引きテスト測定結果と文字テスト結

果及びSTEFとの関係について散布図を作成し，ま

たピアソンの相関係数を求めた。

結果

線引きテストと文字テストの結果を表 2に示す。線

引きテストで最も面積債が小さかったのは，垂直，水

平とも症例T.Iで分散が最も小さく，安定して線が引

けていたことを示した。症例 T.Iは，文字テストの得

点、も最も高く， STEF， BIとも得点、が最も高かった。

逆に，最も面積値が大きかったのは，垂直では症例

K.N，水平では症例 T.Tであった。症例 K.Nは，

STEF， BIとも得点が最も低かったが，文字テストの

結果は縦5.43，横6.43といずれも 5例の中では上位で

あった。線引きテストでの分散が大きかったのは，症
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線引きテスト

垂直面積値 水平面積値

0.45 

-0.97 

-0.31 

** -0.71 

ピアソン相関係数

* *p< 0.005 

Verkerk3
)は，協調運動能力を数量化する意義につ

いて，臨床的な治療の評価を質的に向上させる，長期

にわたり疾患の経過を把握できる，治療の効果をパー

センテージで表すことができるとしている。また神

田6)は，日常臨床の中で運動失調を定量的に評価する

ための条件として，装置の操作が容易であり，検者が

異なっても同じ結果が出る，特定の測定場所を必要と
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図 3 線引きテス卜(垂直)と文字テスト及びSTEFの測定結果の散布図
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図 4 線引きテス卜(水平)と文字テスト及び STEFの測定結果の散布図

せず，装置が廉価である，短時間で測定が終了し，被

検者に不安，苦痛を与えない，測定が小人数，できれ

ば 1人で行える，慣用的な検査法で臨床家が容易にそ

の妥当性を認めるものである必要があるとしている。

現在，筆記具を用いた紙面での協調性テストの多くが

検者の主観的な判断に依存している現状では，一般に

多くの施設で、パーソナルコンビュータが使用されてス

キャナも低価格で購入が可能なことを考えると，スキャ

ナによる面積値の測定は，簡易に協調運動能力を定量

的に測定する方法のーっとして意義があるものと思わ

れる。

運動失調での筆跡の面積の測定は，松本ら1)によれ

ば，視覚等の情報を利用しながらの協調運動を進めて

いく際の decomposition(運動過程の障害)を表し，

34例の SCD患者の重症度群の判別から，面積値の測

定は運動失調の程度を知る上で有用であることを示し

ているo 我々が行った線引きテストの測定では，垂直

方向において STEFとの強い相関 (r= -0.97) が見

られたが，水平方向では症例数が少ないこともあり有

意な関係はみられなかった。そこで，分散をみてみる

と分散が小さかった症例K.Mの STEFの得点、が高く，

分散が大きかった症例 T.Iと K.NのSTEFの得点、が

低かったことから線を安定して引けることが機能レベ

ルと関連している可能性が推察された。

文字テストについては，縦書きと横書きではほぼ差

がみられなかったものの線引きテストとの相関は認め

られなかった。これはもともと文字を書く能力には個

人差があることや発症前の文字と比較が出来なかった

ため，個人の経過の中での評価は難しいことが考えら

れた。このように線を号!く課題と文字を書く課題では

特徴が異なっていた。これは decompositionが与え

られた課題によって上肢のどのような運動に出現する

かということを示していると考えられる O 通常，垂直

方向と比較し，水平方向の方が前腕の動きを伴うこと

が多し~7)。このことは運動失調症患者にとって与えら

れた課題が，上肢の運動機能や ADL能力と相関しな

いという動作の特徴を示したものと推察された。例え

ば文字課題では，通常横書きでの習慣が多いことなど

が考えられる。

内山ら5)によれば，運動失調症患者の上肢協調機能

と上肢 ADLとの相関は認められず，障害が重度であ

るからといって必ずしも ADL能力が低いとはいえな

い。むしろ座位ノてランス(体幹協調機能)の方が

ADL能力を反映している。この報告でも，同様の傾

向を示していたと考えられたが，症例数が少ないため

結論づけることは出来ず，今後疾患と障害名の両面か

ら分析を行っていく必要性がある。この報告では筆記

具を用いた簡易検査法の試みを中心に紹介したが，検

査の妥当性や再現性の検討についての議論はまだ不十

分なところを残している。今後，この課題についてさ

らに症例を重ねて検討していきたい。
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Quantitative evaluation on hand coordination for patients with ataxia 
- Simple hand coordination tests with a pen -

Abstract 
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Hand coordination in two simple writing tests (drawing test and writing character test) for 5 patients with ataxia 

were investigated in this study. Two simple tests included writing vertically and laterally tasks. To evaluate 

drawing performance， we used computer scana that enable to measure an area btween model line and drawing line 

which patients drew. And， the relation between result of two simple tests and STEF (Simpe Test for Evaluating Hand 

Function) was examined. The results showed a significant relationship between drawing on vertically task and STEF. 

It was important to measure hand coordination using computer scana in order to show on easilyand objectively. 

Key words: hand coordination， upper limbs， quantitative measuremennt， writting 
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