
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

月経随伴症状をもつ女性の室内画
の検討－5名の室内画に対する質的
検討－

篠田, 亜美

篠田, 亜美. 月経随伴症状をもつ女性の室内画の検討－5名の室内画に
対する質的検討－. 京都大学大学院教育学研究科紀要 2017, 63: 187-199

2017-03-30

http://hdl.handle.net/2433/219247



1 
 

月経随伴症状をもつ女性の室内画の検討 

―5 名の室内画に対する質的検討― 
 

篠田 亜美 
 

 

 

 

1．問題・目的 
月経随伴症状は，月経周期に伴って出現する様々な身体的，精神的症状である。月経期間中

の症状と月経前の期間の症状に大別され，「月経期間中に月経痛に随伴しておこる病的症状」(産

科婦人科用語集・用語解説集，2013)を月経困難症といい，月経時の下腹部痛が主であるが，腰

痛や嘔気，頭痛，疲労・脱力感など多岐に渡る。月経困難症は，明らかな器質疾患を認めない

機能性と，子宮内膜症，子宮筋腫などの子宮に器質疾患を認める器質性が存在する。機能性の

月経困難症では，心理社会的要因も関連していることが示されている(野田，2002) が，器質性

も含め月経困難症の治療法は「疾患・年齢・妊孕性・患者の価値観に配慮し，医学的効果と患

者のニーズを十分に検討したうえで決定していく」(森村ら，2013)ことが重要であり，「月経困

難症を抱える女性の心理面に配慮することで治療をより有効なものにすることができる」(相良，

2009)ことが指摘されている。月経前の期間に症状を呈するものを月経前症候群(Premenstrual 

Syndrome; PMS)と呼び，「月経開始の 3～10 日前から始まる身体的，精神的症状で月経開始と共

に減退もしくは消失するもの」(日本産科婦人科学会，2013)と定義される。PMS は「性成熟期

女性の 8 割」(森村ら，2013)が経験していると言われており珍しいものではないが，「PMS の原

因や病態は多元的で，一様なものではなく」(松本ら，2005)，未だ確定的な原因は明らかにさ

れていない。治療はセロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の有効性が示されている(Landen M, et al，

2006)が，低用量ピルによるホルモン療法，漢方療法や鍼灸治療など代替療法が行われることも

あり，治療法は多様である(森村ら，2013)。 

本研究では，疾患の鑑別および疫学的知見の蓄積ではなく，月経と共に付随して起こる症状

を女性が身体で主観的に体験している様子を明らかにすることを目的とするため，月経に関連

して発現する症状を総合して月経随伴症状として扱うこととする。 

月経は妊孕性だけでなく女性の心身の健康を示すバロメーターでもあり，月経に関与する女

性ホルモンは生殖機能のみならず身体の様々な機能や認知機能，精神活動など幅広く女性の心

身を支えている。月経随伴症状は一部の器質性疾患に由来するものを除き，月経というごく自

然な生理的現象に伴うものであり，どう向き合うのかは同じ女性で会あっても個人差が大きい

と考えられる。しかし，現在の日本における月経随伴症状に関する研究は，「月経随伴症状や保

健行動に関する実態調査，月経随伴症状の関連要因探索，月経随伴症状に対する介入研究が主」

(甲斐村，2013)であり，心理臨床学的な視点からの研究はほとんどない。月経や月経随伴症状
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と女性がどのように関わっているのかを内的な心の動きも含めて心理臨床学的に検討すること

が月経随伴症状をもつ女性の支援においても重要と考えられる。 

月経や月経随伴症状に女性がどのように関わっているのかという問題は，身体に主体的にか

かわるというテーマをはらんでおり，身体性や主体性と深く関係する。そこで本研究では，そ

れらを探索するために室内画を用いる。室内画とは徳田(1981)によって考案された描画法で，

家屋画を描いた後にその家の中の一室を思い浮かべ，その室内を描画する技法であり，これま

で主に心身症患者の心理面に関する研究で用いられてきた。山森(2002)は，バセドウ病患者の

室内画を分析し，固定された視座を意識的，能動的に設定し，室内を立体的に描くことができ

るのは主体の成立によるものと考え，バセドウ病患者の主体について考察している。古野(2005)

は，家屋画には描き手の外界の捉え方や関わり方，室内画には内界の捉え方，外界から内界を

どのように守っているかが反映されると考え，過換気症候群と不定愁訴の患者に室内画を実施

し，臨床群に特徴的な内界の捉え方を示している。さらに古野(2011)は，木村(1992)の論じる「ア

ル」と「イル」の二種類の人間の存在の仕方を参考に室内画と身体の関係について論を進めて

いる。木村(1992)は「自己は個別的な自己」として「イル」ために，「交換可能な物体的身体と

しての存在を引き受けねばならぬ」と述べており，古野(2011)はこの「イル」の次元を「見る

主体」，「アル」の次元を「見られる対象」と捉え，「住まう場所」描く行為とは，本来は描き手

と不可分の関係にあるものから描き手をひきはがし，人為的に「見る主体」と「見られる対象」

を分かつのであって，その関係が，室内画の「まなざし」に現れてくると考えられる」と述べ

ている。つまり，室内画における「まなざし」には行為する身体を含めた主体と対象として捉

えられる身体の関係が表れると考えられる。月経という営みは，「物体的身体」(木村，1992)

である女性ホルモンの変化によるものであるが，月経随伴症状はそれによって，痛みや精神症

状を引き起こし「イル」次元を脅かすのであり，「イル」次元と「アル」次元の交錯が起こる現

象と推測される。月経随伴症状を持つ女性の，月経や月経随伴症状を含めた身体への関わりを

検討するために室内画は有用な方法と思われる。 

室内画の健常群における基礎研究としては，三溝(2006)が YG 性格検査の各人格特徴を「個

人の内的世界と個人をとりまく外界においてどのように位置づけられるか」という観点から捉

え直し，山森(2002)，古野(2005)を踏まえて，室内空間を遠近法的に表現する際に描かれる境界

線の本数と人格特徴との関連から，主体の確立の程度について検討し，境界線の有無だけでな

く，その本数の違いによっても主体の在り様が微妙に異なることを示している。本研究でも，

詳細な主体の在り様を捉えることができると考え三溝(2006)の指標を用いる。 

以上のことを踏まえ，本研究では，室内画にみられる個々の主体の在りようを明らかにし，

月経随伴症状という身体で起こる主体のコントロールを超えた生理的現象に，個々の女性がど

のように関わっていくのかを質的に検討することを目的とする。 

2．方法 
(1)対象：月経随伴症状で P クリニックに通院する女性で調査への参加を承諾した 5 名を対象と

した。診察時，医師が調査協力者募集の知らせを配布し，調査への参加を承諾した場合に院内

設置の回収ボックスに連絡先を投函してもらった。 

(2)手続き：月経状況や年齢・職業を尋ねるフェイスシートへの記入後，半構造化面接を行い，
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①症状の様子 ②月経がどのように感じられているか③症状があるとき④症状とは関係なく，自

分の身体ではない感覚について ⑤「私の身体」を実感するとき⑥女性の身体はどのように感じ

られるか，という 6 項目について尋ねた。 

続いて，身体とは日常ではほとんど無意識的に把握されているものと考えられるため，自分

の身体に対する非言語的な態度を探る目的でボディワークを行い，その最中と後に身体感覚に

ついて聞き取りを行った。 

最後に室内画を実施した。画用紙と鉛筆，消しゴムを渡し，家を描いてもらう家屋画の後，

「この家の中の一つの部屋を思い浮かべてください。その部屋に自分がいるとしたら目に入っ

てくる光景は，どんな部屋でどんな家具がありますか。そういった部屋の中の様子を思い浮か

べてその絵を描いてください。」と教示した。最後に部屋にある家具などの配置を示す配置図

の描画を求めた。 

(3)倫理的配慮：調査協力者募集時には，本調査への参加は自由参加である旨を明記し，自主的

に回収ボックスに投函した人のみを対象とした。調査目的，データの匿名化，中断の自由を十

分に説明し同意を得た上で調査を行った。なお，本研究は京都大学臨床心理学研究倫理審査会

の承認を得ている。 

3．結果・考察 
3-1．調査協力者の月経・月経随伴症状についての概要 

調査協力者の年齢，症状など基本情報について表 1.に示す。平均年齢は，26.6 歳で，全て未

婚者であった。職業，通院歴は参加者によって異なり，A 以外は低用量ピルを使用していた。 

表 1.調査協力者の基本情報 

 
3-2．ボディワークについて 

 非言語的な身体への態度を知る目的でボディワークを行ったが，本研究は室内画を質的に分

析し，月経随伴症状についての語りを通して見られる症状や身体との関係を検討することを目

的とするため，今回はボディワークでの様子は分析から除外する。しかし，ボディワークとい

う身体への直接的働きかけの後に室内画を行ったため，身体への意識的・無意識的な注目が高

まっており，室内画には身体へのまなざしが色濃く反映されている可能性があるため，その点

に配慮して考察していく。 

3-3．室内画の分析方法 

本研究では，室内への視点の持ち方と境界線の本数によって 9 つに分類される三溝(2006)の

分類指標を用いた。その分類を表 2.に示す。分類の結果，A，C，D，E の室内画は，各アイテ

ムが一つの定まった視点から立体や奥行が表現されているため遠近型(P 型)に属し，壁同士や壁

と床・天井との間に境界線が描かれていない，壁 0 面，境界線 0 本(0W0B)の P・0W0B 型であ

った。B の室内画は遠近型(P 型)でかつ，壁と床の間の境界線によって床と壁という二種類の平

面ができている(2W1B)ため P・2W1B 型に属した。 

年齢 職業 結婚 通院歴 服薬

A 26 大学院生 未婚 約2年 漢方

B 35 開業準備中 未婚 2年5か月 低用量ピル

C 24 大学院生 未婚 約1年 低用量ピル

D 21 大学生 未婚 1年 低用量ピル

E 27 専門職 未婚 3年半 低用量ピル
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表 2.三溝(2006)の室内画の分類 

山森(1997)は境界線が描かれない室内画が心身症者に有意に多いことを明らかにし，「そもそ

も内部と外部が未分化で，内部と外部の関係が問題にならない状態」(山森，1999)と述べてい

る。三溝(2006)は山森の考え方を参考に P・0W0B 型について，閉じられた個人空間が成立し内

面性が生まれる以前の段階として考察している。さらに古野(2005)は，境界線が描かれていな

い室内画では「「私」が諸々のアイテムをまなざすのではなく，アイテムとの関係から「私」は

規定されるのであって，全体としては定位されない」と述べ，「空間との親密さはあるのだがそ

れと自らを切り離して定位することはせず，主体が確立されていないようなあり方」としてお

り，境界線が描かれないことは主体の確立の弱さと関連すると考えられてきた。しかし，同じ

P・0W0B 型であっても，微妙に，内部と外部の区別や描画に対する視点の取り方について微妙

に異なる表現がなされ，主体の在り様もそれぞれに異なると考えられた。そこで，主体の確立

の程度が弱いと考えられ C，A，E，D の順に室内画の特徴について考察し，その後 P・2W1B

型の B の室内画について考察する。 

3-4．C の室内画と語りの特徴 

C の半構造化面接の語りの特徴を表 3.に示す。 

表 3．C の月経・月経随伴症状，身体に対する語りのまとめ 

症状の変遷 大学 3 年生頃より PMS がひどくなるが，大学 4 年生の時に卒論など様々な困難状況が

重なり，月経前に身体を起こすことさえつらく，抑うつ感やイライラにより家から一歩

も外に出られない時もあった。心身の不調が周期的にやってくることから自分の症状と

PMS が似ていると思い婦人科を受診する。低用量ピルの効果を感じるまでに時間がかか

り，現在も効果に「物足りなさ」を感じている。 

症状の捉え

方の特徴 

「思ってた通りに今いってないことが多くて，そういうのでちょっと疲れがプラスされ

て，沈みやすい時期が生理前にあたってきたり」と，困難状況を作る一つの要因として

月経随伴症状が捉えられ，「単純に自分の性格とか体調が悪い」，「生理関係ないのかな

っていうのは，たまに疑問」と月経との関連に迷いを感じている。 

身体との関

わり方 

幼少期から身体が強くなかったため自分の身体に対して「ほんとに不便な体だな」と感

じ，月経随伴症状に対して，「『提出物があるのに』とかそういうことばっかりですかね。

『ただ体動かないし』みたいな(笑)」と，身体が活動の障壁として感じられている。 

女性の身体と

の関わり方 

月経に対して「邪魔でしかない」，子宮が「私にはいらない臓器だと思っているんです

けど(笑)」と月経や女性の身体に対してネガティブな感情を持っている。 

分類 表記

遠近型（壁5面・境界線4本） P・5W4B型
遠近型（壁4面・境界線3本） P・4W3B型
遠近型（壁3面・境界線2本） P・3W2B型
遠近型（壁2面・境界線1本） P・2W1B型
遠近型（壁1面・境界線なし） P・1W0B型
遠近型（壁なし・境界線なし） P・0W0B型
平面型 L型
多視点型 M型
配置図型

※遠近型(Perspective)は，天井・床・壁(Wall)
の数と境界線(Boundary)の数によって 6 種類

に分かれており，例えば遠近型で壁が 5 枚あ

り，境界線が 4 本引かれている場合，P・5W4B
型と表記される。 

平面型(Plane)と多視点型(Multiplicity)はそ

れぞれ，L 型，M 型と表記される。 
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表 2.三溝(2006)の室内画の分類 

山森(1997)は境界線が描かれない室内画が心身症者に有意に多いことを明らかにし，「そもそ

も内部と外部が未分化で，内部と外部の関係が問題にならない状態」(山森，1999)と述べてい

る。三溝(2006)は山森の考え方を参考に P・0W0B 型について，閉じられた個人空間が成立し内

面性が生まれる以前の段階として考察している。さらに古野(2005)は，境界線が描かれていな

い室内画では「「私」が諸々のアイテムをまなざすのではなく，アイテムとの関係から「私」は

規定されるのであって，全体としては定位されない」と述べ，「空間との親密さはあるのだがそ

れと自らを切り離して定位することはせず，主体が確立されていないようなあり方」としてお

り，境界線が描かれないことは主体の確立の弱さと関連すると考えられてきた。しかし，同じ

P・0W0B 型であっても，微妙に，内部と外部の区別や描画に対する視点の取り方について微妙

に異なる表現がなされ，主体の在り様もそれぞれに異なると考えられた。そこで，主体の確立

の程度が弱いと考えられ C，A，E，D の順に室内画の特徴について考察し，その後 P・2W1B

型の B の室内画について考察する。 

3-4．C の室内画と語りの特徴 

C の半構造化面接の語りの特徴を表 3.に示す。 

表 3．C の月経・月経随伴症状，身体に対する語りのまとめ 

症状の変遷 大学 3 年生頃より PMS がひどくなるが，大学 4 年生の時に卒論など様々な困難状況が

重なり，月経前に身体を起こすことさえつらく，抑うつ感やイライラにより家から一歩

も外に出られない時もあった。心身の不調が周期的にやってくることから自分の症状と

PMS が似ていると思い婦人科を受診する。低用量ピルの効果を感じるまでに時間がかか

り，現在も効果に「物足りなさ」を感じている。 

症状の捉え

方の特徴 

「思ってた通りに今いってないことが多くて，そういうのでちょっと疲れがプラスされ

て，沈みやすい時期が生理前にあたってきたり」と，困難状況を作る一つの要因として

月経随伴症状が捉えられ，「単純に自分の性格とか体調が悪い」，「生理関係ないのかな

っていうのは，たまに疑問」と月経との関連に迷いを感じている。 

身体との関

わり方 

幼少期から身体が強くなかったため自分の身体に対して「ほんとに不便な体だな」と感

じ，月経随伴症状に対して，「『提出物があるのに』とかそういうことばっかりですかね。

『ただ体動かないし』みたいな(笑)」と，身体が活動の障壁として感じられている。 

女性の身体と

の関わり方 

月経に対して「邪魔でしかない」，子宮が「私にはいらない臓器だと思っているんです

けど(笑)」と月経や女性の身体に対してネガティブな感情を持っている。 

分類 表記

遠近型（壁5面・境界線4本） P・5W4B型
遠近型（壁4面・境界線3本） P・4W3B型
遠近型（壁3面・境界線2本） P・3W2B型
遠近型（壁2面・境界線1本） P・2W1B型
遠近型（壁1面・境界線なし） P・1W0B型
遠近型（壁なし・境界線なし） P・0W0B型
平面型 L型
多視点型 M型
配置図型

※遠近型(Perspective)は，天井・床・壁(Wall)
の数と境界線(Boundary)の数によって 6 種類

に分かれており，例えば遠近型で壁が 5 枚あ

り，境界線が 4 本引かれている場合，P・5W4B
型と表記される。 

平面型(Plane)と多視点型(Multiplicity)はそ

れぞれ，L 型，M 型と表記される。 
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室内画(プライバシー保護のため，描画は全て筆者の模写)を図1に示す。Cの室内画はP・0W0B

型であり，境界は描かれていない。おそらくは壁の一面に視線が向けられた視線の取り方であ

ると思われるが，床と壁の区切りがなく，画用紙左側は全くの空白になっているため，描かれ

たアイテムはどこかふわふわと浮いているように感じられる。窓もなく閉じられた空間でふわ

ふわとアイテムが漂っている様子からは，「そもそも内部と外部が未分化で，内部と外部の関係

が問題にならない状態」(山森，1999)であり，主体が確立しきっていないことがうかがわれる。

C は「生理関係ないのかなっていうのは，たまに疑問」と症状が月経から来るのか分からない

という語りが見られたが，これは，自身で判断基準を作って，症状や月経，それを営む身体と

自分なりの基準を持って主体的に関わることが

難しい状態であるからと考えられる。一方で，

各アイテムは丁寧で詳細に描かれている。C は

自身の症状に対する独自の考えを詳細に分かり

やすく語っており，全体を大きく捉える視点は

弱いが，具体的な水準では身体や月経随伴症状

と C独自の考えや関わり方が確立されていると

思われる。一方で，月経随伴症状が自分の身体

に起こっている心身の不調というよりも，「『提

出物があるのに』とか」，「『ただ体動かないし』

みたいな(笑)」など，具体的な日常活動や社会的な活動の水準に留まり，困難状況が並列的に

存在するままに自己完結的に「不便な体」と否定的な感情によって身体との関わりが切り捨て

られてしまっているのではないかと考えられる。 

3‐5．A の室内画と語りの特徴 

A の半構造化面接語りのまとめを表 4.に，室内画を図 2 に示す。 

表 4. A の月経・月経随伴症状，身体に対する語りのまとめ 

症状の概要 高校までは月経前の症状は気にならなかったが，大学に入り不摂生な生活と相まって，月

経前の皮膚の荒れやすさ，だるさ，感覚過敏などの身体症状やイライラや抑うつ気分が出

現し，月経痛も強くなる。大学院になると更に各症状が強くなり，婦人科受診に至る。 

症状の捉え

方の特徴① 

月経前の多様な症状について知るとそのことが気になり始める。「なんか生理前血がでや

すくなるって，聞いたことがあって，あざがちょっとぶつけただけでできたりとか(笑)関

係ないかなって思いながらもなんかやっぱり生理前になると目につくので」と，身体への

注目度が高まりやすい。 

症状の捉え

方の特徴② 

月経と関連付けに迷う時があるが「なにかと生理のせいにして(笑)気を紛らわす」と言う

が，月経前期以外の時期に心身の不調が出現すると不安になるという語りも見られる。 

症状への対

処 

漢方の効果は緩やかだが「我慢できる範囲」。他科の医師にアドバイスされた，自分を斜

め後ろから見るように，「まただよ」と「あきらめ半分」で客観視する構えによって症状

の辛さを凌ぐ。 

図 3-1. C の室内画(模写) 
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A の室内画も P・0W0B 型に分類される。テーブ

ルとイスは立体的であり，この二つをまなざす視点

はかろうじて遠近表現ではあるが，壁一面をまっす

ぐ見る平面的な表現にも近い。A も心身の不調が月

経に関係あるのかを自分で決めきれず迷うという語

りが見られるが，「アイテムとの関係から「私」は規

定されるのであって，全体としては定位されない」

(古野，2005)という主体の在り様から，症状や身体

に関心が向かうものの，その時その場での症状や身

体との関係に留まり，それらとどのように関係を結ぶのかという，全体を見通す「私」が定位

されていないために，症状や身体に翻弄されるような形になってしまうと考えられる。 

ここで A の室内画において，窓の外が鮮明に描かれていることに注目したい。A は室内画の

最初の教示では，室内画の窓に描かれた景色と同様の窓の外の景色を画用紙全面に描いた。部

屋の中ということを強調して再度教示を行い，図 1-1.の室内画が描かれたが，その際にも「窓

から見えるのがもうすごい重要で(笑)」と外側への関心の高さがうかがわれる。外側の情報が

そのまま自分の基準になりやすく，聞き知った症状が気になり出してしまうことは，それら個々

の情報をまなざす主体の弱さが推察される。一方で，山森(1999)は境界線のない描画に，開口

部が描かれることに対して，「内部と外部のつなぎ目という通常の意味のみならず，まずそれ自

体に内部と外部の境界設定の働きを読み取ることが必要」と述べているが，A の室内画にも窓

が描かれており，「境界設定の働き」(山森，1999)と考えられる。A の症状に対する対処方法で

ある，心身不調の自分を斜め後ろから見るように客観視することは，“苦しんでいる自分”と“そ

れを眺める自分”の分節化であり，まさに境界のない室内に区切りを入れる作業と言える。“苦

しんでいる自分”をまなざす「私」を意識することは，境界がうまれつつある A にとって，有

効な対処方法となっていると考えられる。 

3-6．E の室内画の語りと特徴 

次に A と同様に外界への開口部である窓が描かれている E の室内画について検討する。 

表 5．E の月経・月経随伴症状，身体に対する語りのまとめ 

症状の変遷 初潮後から，毎回月経開始後 1，2 日目まで月経痛がひどく，授業を受けられずに保健

室で休んだり，吐き気・嘔吐や下痢を伴う激しい痛みがあった。母親，姉も激しい月経

痛があり，姉の婦人科受診をきっかけに月経困難症という診断があることを知る。修論

で多忙になることから婦人科を受診し，ピル服薬で症状が改善する。 

症状の捉え

方の特徴① 

毎回月経痛が激しいものの，「まあまあ，市販の痛み止めが効かないほどでもなかった

ので。まあ，『早めに飲んでいおけばいいかな』ぐらいの」と，大学受験時も「(意識が)

若干朦朧としてた」ほどでも，症状に対する困り感は薄かった。 

症状の捉え

方の特徴② 

「このまま付き合い続けなければいけないものかなとは思っているんですけど…煩わ

しくはありますけど，ま，月に 1回のことなのでね，そんなに，すごい生理止めたいみ

たいな，そこまではなかったですね」と症状と距離をとった語りが見られる。 

図 2. A の室内画(模写) 
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A の室内画も P・0W0B 型に分類される。テーブ

ルとイスは立体的であり，この二つをまなざす視点

はかろうじて遠近表現ではあるが，壁一面をまっす

ぐ見る平面的な表現にも近い。A も心身の不調が月

経に関係あるのかを自分で決めきれず迷うという語

りが見られるが，「アイテムとの関係から「私」は規

定されるのであって，全体としては定位されない」

(古野，2005)という主体の在り様から，症状や身体

に関心が向かうものの，その時その場での症状や身

体との関係に留まり，それらとどのように関係を結ぶのかという，全体を見通す「私」が定位

されていないために，症状や身体に翻弄されるような形になってしまうと考えられる。 

ここで A の室内画において，窓の外が鮮明に描かれていることに注目したい。A は室内画の

最初の教示では，室内画の窓に描かれた景色と同様の窓の外の景色を画用紙全面に描いた。部

屋の中ということを強調して再度教示を行い，図 1-1.の室内画が描かれたが，その際にも「窓

から見えるのがもうすごい重要で(笑)」と外側への関心の高さがうかがわれる。外側の情報が

そのまま自分の基準になりやすく，聞き知った症状が気になり出してしまうことは，それら個々

の情報をまなざす主体の弱さが推察される。一方で，山森(1999)は境界線のない描画に，開口

部が描かれることに対して，「内部と外部のつなぎ目という通常の意味のみならず，まずそれ自

体に内部と外部の境界設定の働きを読み取ることが必要」と述べているが，A の室内画にも窓

が描かれており，「境界設定の働き」(山森，1999)と考えられる。A の症状に対する対処方法で

ある，心身不調の自分を斜め後ろから見るように客観視することは，“苦しんでいる自分”と“そ

れを眺める自分”の分節化であり，まさに境界のない室内に区切りを入れる作業と言える。“苦

しんでいる自分”をまなざす「私」を意識することは，境界がうまれつつある A にとって，有

効な対処方法となっていると考えられる。 

3-6．E の室内画の語りと特徴 

次に A と同様に外界への開口部である窓が描かれている E の室内画について検討する。 

表 5．E の月経・月経随伴症状，身体に対する語りのまとめ 

症状の変遷 初潮後から，毎回月経開始後 1，2 日目まで月経痛がひどく，授業を受けられずに保健

室で休んだり，吐き気・嘔吐や下痢を伴う激しい痛みがあった。母親，姉も激しい月経

痛があり，姉の婦人科受診をきっかけに月経困難症という診断があることを知る。修論

で多忙になることから婦人科を受診し，ピル服薬で症状が改善する。 

症状の捉え

方の特徴① 

毎回月経痛が激しいものの，「まあまあ，市販の痛み止めが効かないほどでもなかった

ので。まあ，『早めに飲んでいおけばいいかな』ぐらいの」と，大学受験時も「(意識が)

若干朦朧としてた」ほどでも，症状に対する困り感は薄かった。 

症状の捉え

方の特徴② 

「このまま付き合い続けなければいけないものかなとは思っているんですけど…煩わ

しくはありますけど，ま，月に 1回のことなのでね，そんなに，すごい生理止めたいみ

たいな，そこまではなかったですね」と症状と距離をとった語りが見られる。 

図 2. A の室内画(模写) 
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E の室内画を図 3-1.に示す。E の室内画も境界線がないという特徴を持つ。テーブルの上の

リンゴや，出窓の花瓶など，個別のアイテムを見ると，居場所としての設えを感じさせるが，

壁や床などが描かれてなく，それらを部屋全体として見通す視点を感じにくいことから，「空間

との親密さはあるのだがそれと自らを切り離して定位することはせず，主体が確立されていな

いようなあり方」(古野，2005)が推察される。E の月経時の痛みは激しく，「(意識が)若干朦朧」

とするほどであるものの，その場をやり過ごせれば特に問題に感じられていないことや，<自

分の身体を強く実感する時>という身体感覚について振り返る質問では質問の意図が伝わりづ

らいことから，普段の身体への関心は低いと思われる。毎回の激しい月経痛を体験しながらも，

その時その場での痛みに留まり，「月に一回のことのなので」とその状況全体を見通して改善す

る視点を持ちづらかった E の症状との関わり方に反映されていると考えられる。 

E の描画も A と同様に窓という開口部が設けられており，図 3-2.に示した E の配置図には，

手前に“自分”の位置が示され，その空間を眼差す視点の位置に関心を向け，自分を定位しよ

うという動きは強いと思われる。定位された主体によって，月経痛を体験する「私」が認識さ

れ治療への動きが生まれたことが受診の背景の一つとして考えられる。 

3-7．D の室内画と語りの特徴 

続いて D の半構造化面接での語りを表 6.に，D の描いた室内画を図 4-1.に示す。 

表 6．D の月経・月経随伴症状，身体に対する語りのまとめ 

症状の変遷 高校生頃より月経前のイライラと月経痛が強くなり始め，大学生になると月経前の時期

に毎回涙を流すほどでり，月経痛も月経開始後 4 日間，鎮痛剤を飲んで横になることし

かできないほどの強さであった。大学の授業にも行けないことが増え，またサークル活

動で大きなイベントが月経と重なり，支障がでることを案じ婦人科を受診する。 

症状の捉え

方の特徴① 

通院前は「一か月に一度はこうなるんだから，もうしょうがない」というあきらめや，

「ちょっと心が弱いと言うか『我慢すればなんとかなるのに』ていうふうに言われるん

じゃないか」と理解されにくさを感じていたが，“症状”と認識することで，「ちゃんと

治療法みたいのが考え出されてて，病気だって認められてたら，周りの人も，なんか痛

身体との関

わり方 

＜自分の身体を強く実感するとき？＞などの，自分の身体感覚や身体性の違和感につい

ての質問に対しては，「ちょっと質問の意味がよくわからないんですけど，例えばとか

ありますか？」とピンと来ない様子であった。 

図 3-1. E の室内画(模写) 図 3-2. E の配置図(模写) 

自分 
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さというか，つらさとかがが『なんとなくわかってくれるかな』っていうのがあって，

ちょっとうれしかった」と捉え方が変わる。 

症状の捉え

方の特徴② 

「月経直前とかだったら，やっぱりわかるんですけど。微妙な時期のは，正直そうです

ね，難しいことはありますね(笑)」と月経からくる症状か迷うこともあるが，「あまり深

くは，どっちが原因かとか，何が原因かとか，深く考えない」とその迷いに固執してい

ない。また，PMS で人前で泣いてしまった時にも，「ああ，こうなっちゃうんだなって」

と症状から距離をとって付き合っている。 

身体との関

わり方 

部活で身体の形や体の内部の動きを意識することに「楽しいなとは。体の部分部分を感

じられる機会って，しかも体の中のことなので，そうなかなかないので，身体ってこう

なってるんだなとかは思ったりする」と身体感覚についての表現が豊かである。 

 D の室内画の境界線のように見える線はカーペ

ットと配置図で表現されたため P・0W0B 型に分

類される。D は一旦平面的なソファを描くが途中

で立体的なものに変更後「縁取りとかどうしまし

ょう？」とカーペットを描き足した。描画の最中

に，そこに住まうための立体的な空間が生成して

いったと思われる。このカーペットによって空間

の中に床が分節化され，また各アイテムが同一平

面上にあること分かることから，床と壁の境界と

しての役割も担っていると言ってもよいのではな

いだろうか。「「私」が諸々のアイテムをまなざす」(古野，2005)視点が描画時に生成されたと

言える。D も A や C と同様に，月経に伴う症状なのか，それ以外の心身の不調なのかについて

迷うこともあるものの，「どっちが原因かとか，何が原因かとか，深く考えない」と距離をと

っている。また，普段の自分の身体感覚を軸とし，そこからのズレを感じとって身体感覚を捉

えるような，身体との主体的な関わりが見られると思われることからも，空間を眼差す主体の

生成が反映されていると思われる。 

また，図 4-2.に示した D の家屋画では，徳田(1981)

の「窓に「十字」以上のサン」と「扉なし」の二つ

の「閉指標」に該当し，閉じられた傾向にある。症

状に対して「ちょっと心が弱いと言うか，『我慢すれ

ばなんとかなるのに』」と周囲から理解されにくいこ

とを不安に思い，「一か月に一度はこうなるんだから，

もうしょうがない」と自己完結的な対応にも反映さ

れ，そのことは萎縮して見えるような家屋自体の小ささにも反映されていると考えられる。居

るための場所としての身体の居心地の悪さが感じられているようであり，他者や社会との関係

で症状とどう向き合っていくのかという月経随伴症状の心理社会的側面の重要性が改めて確認

されたと思われる。 

図 4-1. D の室内画(模写) 

図 4-2. D の家屋画(模写) 
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3-8．B の室内画と語りの特徴 

次に B の半構造化面接での語りの特徴を表 7.に室内画を図 5-1.に示す。 

表 7．B の月経・月経随伴症状，身体に対する語りのまとめ 

症状の変遷 月経前の精神症状は大学生が最も強く，「自分が違うものになってしまうような感じ」が

あり，「毎日，同じように仕事行ってっていうのに対応できる自信がなく」就職をあきら

めた。24，5 歳頃に，経血量の増加と月経痛の悪化があり，雑誌で見た子宮内膜症と自分

の状態が似ていたため婦人科を受診する。同じ頃に，雑誌の特集で PMS についても知り，

自分の気分の波が月経に伴うものであると気づく。低用量ピルの服薬で症状が改善。二年

程後症状も安定し，通院も億劫に感じられ自己判断で中止。5，6 年経過した頃に再び子宮

内膜症の症状が強くなったように感じ，婦人科の受診と低用量ピルの服薬を再開する。 

症状の捉え

方の特徴① 

20 代前半まではあまり月経自体に関心を向けることがなかったが，20 代後半からは自分

で子宮内膜症について勉強したり，アロマテラピーなどの自然療法的な知識にも触れるこ

とで「それまでは自分の病気は治らないし，一種のあきらめ的なものを持っていた」が「そ

うじゃなくてなんで自分は今までそれに対して積極的にね，治そうっていう，そういう方

法を調べたり実行したりしなかったんだろうと思いまして」と振り返る。「生理が嫌なこ

とには変わりはない」が，「女性の体の周期っていうのを整えていくっていうのはすごい

大事なことなんだなっていうことは実感している」，「もっと大事に，毎回毎回自分の生理

については，結構意識して」，積極的に関わろうとする。 

身体との関

わり方① 

大学生時代には PMS による気分の波に加え，元来の対人関係の不器用さがあり，親しく

ない人と一緒にいるときに，「自分の体はほとんどもうはりぼてになって，自分の中身だ

け，ちょっとどっかかくれているみたい」な感覚や「潜水艦的な感じで，自分がそこにい

ると思ってない感じ」があり，身体が本来の自分を守り隠す存在として機能していた。 

身体との関

わり方② 

大学生時，アルバイトを始めた頃に，「自分の脳みそが命令したら自分の手が動く」こと

を初めて意識し，「自分がこう動かしたいとかイメージすれば，手がその通りに動いてい

くれる」ということを「実感」する体験をする。それまでは，「頭の中で考えることと実

際に体を動かすことっていうのがつながってなかった」と振り返る。 

B の室内画は，P・2W1B 型である。三溝(2006)は，「〈P・0W0B 型〉から〈P・2W1B 型〉へ

移行する際に生じる境界線は生成の根源を表す」と述べ，個人の内的空間が生まれる瞬間を担

うものとして重視しており，B の室内画は他 4 名の室内画とは質的に異なると考えられる。ガ

ラス戸から外の景色が良く見え，A と同様外部への関心の高さが感じられる。PDI からこの景

色は庭であると語られるが，庭は家屋の一部であり，描かれた部屋の親密さがうかがわれる。 

また，図 5-2.に示した B の配置図から，時計と窓の位置関係は空間配置的には正しくないこ

とも大きな特徴である。画家の山口章(2012)は，「洛中洛外図」という，人や様々な風俗が描き

こまれた京都の町を鳥瞰図的に表現した絵画について，人間の持っている「自分が歩いた空間

の記憶を平面に置きかえる能力」を用いて，本来遠近法的な縮尺からは見えるはずのない家や

人の詳細な描写をうまく用いたものであり，そのような描き方によって描き手の記憶に良く残

っている親密な街並みが表現されると解説している。B の室内画においても，親密な空間とし
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ての部屋の記憶やイメージを平面に置き換える時にこのような空間の表現がなされたと考えら

れる。更に，B の配置図は特徴的な描かれ方がされており，配置図にも関わらず一つの室内画

と捉えられるような立体感を持っている。山森(2002)は，バセドウ病患者に行った室内画にお

いて，配置図的表現にどうしてもなってしまう患者群が一定数いたことを明らかにし，「強い抽

象化，統合化への志向によって配置図という形で世界を統合する形態」と述べているが，B の

配置図はそれとは逆の，空間への親密さや有機化への志向を読み取ることができる。 

一方で，図 5-3.に示されるような B の家屋画には，徳田(1981)の家屋画における「閉指標」

に属す，「窓に「十字」以上のサン」と「カーテ

ンあり」の二つの指標が見られ，外部に対して

は閉じる傾向の強さがあると思われる。一方で，

窓が二つもある点や，室内画における壁一面に

及ぶガラス戸からは，外への志向性も感じられ

る。これは，B が親しくない人と一緒にいると

きに，「自分の体はほとんどもうはりぼて」のよ

うな感覚を持っているが，「ちょっとどっかかく

れて」内側から自分は外をよく観察しているという B のあり方に通じると思われる。内と外の

区別は強いものの全く隔てられるのではなく，身体の内に自分の特に繊細な内部を守り隠しつ

つ，外側へも注意が向けられたあり方と感がえられる。そのような B にとって，アルバイトで 

“触覚”という外界との直接的な関わり方や自分の身体の動きが直接的に反映されることは，

ただ内から外を見るだけではな，内外を相互に行き来するこれまでとは異なる内外のつながり

を形成し，B の「実感」という感覚を生み出すことになったと考えられる。 

4．総合考察 
 今回の対象者の人数は 5 名であり，この結果をそのまま月経随伴症状をもつ女性の特徴と捉

えることはできないが，今回得られた 5 名の室内画から読み取れる主体の内界や外界との関わ

り方と，月経随伴症状や身体への関わり方の語りとの間には関連性があることが示唆された。 

5 名中 4 名に見られた境界線が 1 本も描かれていない P・0W0B 型(三溝，2006)が見られたが，

同じように境界線が 1 本も描かれていない室内画でも，A，E のように窓によって，「境界設定

の動き」(山森，1999)が見られる描画，D のように敷物を描くことで床という次元が出現して

図 5-3. B の家屋画(模写) 

図 5-1. B の室内画(模写) 図 5-2. B の配置図(模写) 
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図 5-1. B の室内画(模写) 図 5-2. B の配置図(模写) 
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いる描画といったように微妙に異なる表現が見られ，主体の在り様も異なっていると考えられ

る。三溝(2006)は境界線が 0 本から 1 本への移行の過程で主体の在り様が大きく異なっている

ことを見出しているが，境界線が 0 本の描画の中にも微妙に異なる主体の在り様が読み取れる

といえるのではないだろうか。今後デー多数を増やし，境界線が 0 本における室内画の更に詳

細な分類を示すことができる可能性が示唆された。 

今回 5 名中 4 名が P・0W0B 型に分類されたが，三溝(2006)が健常群に行った調査では，P・

0W0B 型は 20％の割合で出現することを示しており，この型は一定の割合で見られると言える。

一方，古野(2005)は，健常群と過換気群と不定愁訴群の境界なしの室内画の数を算出し，それ

ぞれ 29％，21％，47％であり，不定愁訴が，健常群と過喚起症候群よりも有意に多かったこと

が明らかにされていることや，山森(1997)は心身症群に 66％，対照群に 19％の割合で見られ有

意差があった明らかにしていることなどから，心身症において特徴的であるとも言え，今後は

サンプル数を増やし，健常群と比較することで，月経随伴症状の特徴といえる可能性もある。

特に，月経随伴症状は月経という生理的現象に由来するため，主体のコントロールを超えたと

ころで起こるがゆえに，逆に主体的な関わりが問題となってくると言える。主体の確立と関連

する境界線の有無において月経随伴症状に特有のものが示される可能性があると言えるだろう。 

 また，室内画に境界が描かれていた B には，それまで自身の症状や身体と積極的に関わって

こなかったことに対する後悔や，これからは少しでも身体や月経周期に意識的に関わっていこ

うとする態度が語られ，月経随伴症状や身体に関する語りやその関わり方において，他の 4 名

の調査協力者とは質が異なっていた。室内画はボディワークで身体感覚という曖昧なものと向

き合った後に行っているため，どの協力者においても身体との関連における主体の側面が表れ

ている可能性がある。その中で，B が他の協力者とは質の異なる主体の在り様が表現されたと

いうことは，身体の関りにおける主体の在り様がより確立されていると言えるのではないだろ

うか。B の室内画には内部に対する親しみと，そこから外側へ意識が向けられているが，外部

からは閉じて内部を守ろうとする傾向が見られた。外部と内部への関わり方の違いが，身体や，

月経，月経随伴症状に親密に関わろうとしている態度と，身体を外界と自分を隔てるものとし

て感じられている在り様に反映されていたと考えられる。しかし月経に関する語りについては，

他の 4 名が 20 代であるのに対し，B が 30 代半ばと年齢層がやや異なることの影響も考慮すべ

きであり，年齢や職業などの影響の検討を含め，調査対象者の数を増やしていくことが今後の

課題である。 

 5 名とも月経随伴症状をもつ臨床群ではるが月経随伴症状は程度や種類が様々であり，E の

ように月経痛に限られている場合もあれば，A や C のようにどこまでが月経に関連しているの

か迷うほどの種類がある場合もある。そして，どのような症状がどの程度強く感じられるのか，

どのように対処しようとするのかということには主体性の問題が絡むため，症状の種類と主体

の在り様の組み合わせによって実に様々に異なる主観的な症状の体験が現れると言え，個別性

の高さがうかがわれる。月経は元々生理的な身体の現象のため，主体の在りようにのみ観点が

偏ることは危険ではあるものの，「心理療法も含めた心身医学的手法を用いた全人的対応」 (後

山，2008)の重要性が指摘される中で，月経随伴症状をもつ女性との関わりにおいて主体という

観点を考慮することは女性の心身を総合的にサポートする上で有用であると考えられる。 
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月経随伴症状をもつ女性の室内画の検討 

―5 名の室内画に対する質的検討― 

篠田 亜美 

本研究では，月経随伴症状をもつ女性 5 名に室内画と半構造化面接から調査協力者の主体の在

り様と月経随伴症状や身体に対する関わり方との関係を検討した。室内画から読み取れる主体

の在り様と，症状や身体への関わり方との間に関連が示唆された。室内画を三溝(2006)の分類

指標を用いて分析したところ，うち 4 名が，室内を遠近法的に描いているが，壁同士や天井や

床と壁の間の境界線が 1 本も描かれていない P・0W0B 型が，1 名で遠近法的な表現で境界線が 1

本描かれている P・2W1B 型が見られた。同じ P・0W0B 型の室内画でも，「境界線設定の動き」(山

森，1999)の有無やその程度が異なることから，主体の在り様も微妙に異なっており，月経随伴

症状や身体への関わり方も様々であると考えられた。また，P・2W1B 型では症状や身体に, 

より主体的に関わっていると思われた。以上の事から月経随伴症状をもつ女性の支援において

その主体の在り様を考慮する必要性が示唆された。 

The Study of Room-Drawings Drawn by Women Who Have the 
Menstrual Cycle Symptoms : The Qualitative Study of Five Women's 

Room Drawings 
SHINODA Ami 

This study investigated the relation between their subjectivity and how the women who have menstrual 

cycle symptoms relate to their symptoms and their body by their room-drawings and the semi-structured 

interviews. It was suggested that the their subjectivity which their drawings show connected with how 

they relate to their symptoms and body. The room-drawings sorted by the index made by Samizo(2006). 

Four of them classified into P.0W0B type which is drawn in perspective and has no boundary, and one 

of them classified into P.2W1B which is drawn in perspective and has one boundary. It was suggested 

that the four P.0W0B type drawings was different in presence or degree of “signs of an arise of 

boundary” (Ymamori,1999) , so the participants subjectivity was also different. Because of these 

differences, their commitment to their symptoms and their body was defferent. The participants drawing 

P.2W1B type committed her symptoms and her body more independently. The study suggests that how 

their subjectivity is should be considered when we support women who have menstrual cycle symptoms. 

 

キーワード：月経随伴症状，室内画，主体 

Keywords:  Menstrual Cycle Symptoms, Room-Drawing, Subjectivity 
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