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研究背景

•少子高齢化社会の到来（2050年，2.5人に1人が65歳以上）

•リハビリを必要とする高齢者の増加（脳卒中患者の増加）

•治療効果の向上や治療行為の効率化が必要不可欠

リハビリ現場をサポートする支援機器の開発は急務

企業サイド：リハビリ機器開発への興味はある．しかし参入は困難

•医学と工学の隔たりは大きい

•適切な開発方針を得にくい

•リハビリ現場との連携は，医師を含む多種のリハビリスタッフが関
与し，組織的連携は複雑かつ困難
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新技術の基となる研究成果・技術

••リハビリ現場で働く実務者のニーズを工学的に解釈し具現化するリハビリ現場で働く実務者のニーズを工学的に解釈し具現化する
ためのインテグレーション技術ためのインテグレーション技術

••運動療法（自動訓練）を支援する機器開発に関する技術運動療法（自動訓練）を支援する機器開発に関する技術

••ロボット技術，制御技術，計測技術，インテグレーション技術ロボット技術，制御技術，計測技術，インテグレーション技術

運動の再獲得は，完全回復を求める患者の意思を尊重するもの運動の再獲得は，完全回復を求める患者の意思を尊重するもの

••治療期間の短縮による医療費負担軽減治療期間の短縮による医療費負担軽減
••社会復帰による労働力の確保社会復帰による労働力の確保

日本にとって喫緊な日本にとって喫緊な
解決課題解決課題

上肢負荷抵抗訓練支援ロボット上肢負荷抵抗訓練支援ロボット

手指感覚運動統合機能評価装置などを開発手指感覚運動統合機能評価装置などを開発
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運動機能が阻害されると，日常生活動運動機能が阻害されると，日常生活動
作に支障をきたし生活が不便となる作に支障をきたし生活が不便となる

訓練は療法士の主観評価に基づく訓練は療法士の主観評価に基づく
評価の一般性と再現性に問題がある評価の一般性と再現性に問題がある

訓練訓練ニーズに応きれていないニーズに応きれていない

リハビリの手順（現状）



5

患者の症状に適した訓練メニュー設計に患者の症状に適した訓練メニュー設計に
大きく寄与大きく寄与
((治療効率や治療効果の向上治療効率や治療効果の向上))

・定量的評価法の確立（一般性と再現性）・定量的評価法の確立（一般性と再現性）

・訓練支援装置の開発（堅牢性）・訓練支援装置の開発（堅牢性）

リハビリの手順（新技術）
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H21H21 中部イノベーション創出共同体中部イノベーション創出共同体 提案型連携構築事業提案型連携構築事業
「「工学的ｱﾌﾟﾛｰﾁに基づくリハビリ機器開発のための連携体制の構築工学的ｱﾌﾟﾛｰﾁに基づくリハビリ機器開発のための連携体制の構築」」

H22H22 財団法人中部科学技術センター財団法人中部科学技術センター
地域産業の競争力強化を目指した新産業発掘のための調査事業地域産業の競争力強化を目指した新産業発掘のための調査事業
「分野特化型勉強会事業」「分野特化型勉強会事業」

「「リハビリテーション実務者ニーズによる機器開発のための勉強会リハビリテーション実務者ニーズによる機器開発のための勉強会」」

H23H23 名古屋工業大学研究協力会名古屋工業大学研究協力会
「「みえるリハビリテーション支援システム研究会みえるリハビリテーション支援システム研究会」」

リハビリ分野/工学分野・産学官連携

H22H22 名古屋工業大学研究協力会名古屋工業大学研究協力会
「「みえるリハビリテーション支援システム研究会みえるリハビリテーション支援システム研究会」」

H23H23 森田研究室主催森田研究室主催 リハビリルネッサンス研究会リハビリルネッサンス研究会

リハリハ//工学工学

リハリハ//工学工学//産学官産学官

リハリハ//工学工学

リハリハ//工学工学//産学官産学官

リハリハ//工学工学//産学官産学官
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H21H21
連携連携

H22H22
連携連携

リハビリ実務者も機器開発者の一員リハビリ実務者も機器開発者の一員

●リハビリ実務者の●リハビリ実務者の
ニーズの工学的翻訳ニーズの工学的翻訳
による機器仕様策定による機器仕様策定

●技術シーズの提供●技術シーズの提供

●リハビリ現場のニーズ，医学的知見の提供●リハビリ現場のニーズ，医学的知見の提供

●商品開発●商品開発,,販売に関する情報提供販売に関する情報提供

リハビリ・工学＆産学官連携
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３次元反力提示ロボット（ニーズ発掘，具現化のための３次元反力提示ロボット（ニーズ発掘，具現化のためのPFPF））
ティーチング・ガイデッド機能ティーチング・ガイデッド機能

患者さんが動かした軌道と押した力の測定患者さんが動かした軌道と押した力の測定

現場ニーズ：「日常業務の手伝い」「治療効果の定量評価」現場ニーズ：「日常業務の手伝い」「治療効果の定量評価」
筋力評価，負荷抵抗訓練，筋力評価，負荷抵抗訓練，CICI療法，ローテタカフ機能評価の開発療法，ローテタカフ機能評価の開発

療法士の第３の腕となるRehaRobo
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MMTMMT（徒手筋力テスト，（徒手筋力テスト，Level 0Level 0～～66）に比べ定量的）に比べ定量的

ロボットが抵抗力を発揮．療法士にとって第三の腕ロボットが抵抗力を発揮．療法士にとって第三の腕

全自動ではない全自動ではない

筋力と可動域の定量評価筋力と可動域の定量評価

抗抵抗自動運動テスト抗抵抗自動運動テスト((肩関節屈曲肩関節屈曲))

装具装具
((装着容易装着容易))

参考：抑止参考：抑止((ブレーキブレーキ))テストテスト

RehaRobo / 筋力評価
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筋緊張低下，共同運動パターンの患者筋緊張低下，共同運動パターンの患者

従来は療法士による徒手抵抗訓練従来は療法士による徒手抵抗訓練

OO XX

OO XX装具装具

負荷抵抗パターン負荷抵抗パターン

上肢の動きと発揮力上肢の動きと発揮力
のモニタのモニタ

筋の張力増加筋の張力増加
筋活動の筋活動の

促通効果促通効果

OO XX

CICI療法に活用療法に活用

RehaRobo / 負荷抵抗訓練
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●● VICONVICONによる３次元動作解析による３次元動作解析
●● Power TrackPower TrackⅡⅡによる力測定による力測定
●● EMGEMG ●ビデオ撮影●ビデオ撮影 ロボットを用いたロボットを用いた

CICI療法における反復抵抗訓練の様子療法における反復抵抗訓練の様子CICI療法における促通手技の動作解析療法における促通手技の動作解析

CICI療法における療法における
反復抵抗訓練の動作解析反復抵抗訓練の動作解析

RehaRobo / CI療法
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被験者：被験者： 脳卒中左片麻痺の男性（脳卒中左片麻痺の男性（3030代）代）
CICI療法前：随意的な肘の屈曲は不可能療法前：随意的な肘の屈曲は不可能
CICI療法後：随意的な肘の屈曲・伸展，上肢の挙上が可能療法後：随意的な肘の屈曲・伸展，上肢の挙上が可能

訓練手技：訓練手技： 肘の反復屈伸運動（伸展時に負荷抵抗）肘の反復屈伸運動（伸展時に負荷抵抗）

発揮力の時間応答発揮力の時間応答
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CI療法における反復抵抗訓練の動作解析
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解析結果（まとめ）解析結果（まとめ）

被験者の随意運動が被験者の随意運動が
十分な場合は負荷を十分な場合は負荷を
徐々に減らす徐々に減らす
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パターンパターンAA：台形型：台形型

療法士のインタビューに基づく負荷抵抗力の波形療法士のインタビューに基づく負荷抵抗力の波形

Step modeStep mode Slope modeSlope mode Wall modeWall mode

0 0.2 0.4 0.6 0.8 10

2

4

6

Normalized distance
Fo

rc
e [

kg
]

 ― No.3, ― No.6, 
― No.7, ― No.12 

パターンパターンBB：山型：山型

CI療法における反復抵抗訓練の動作解析

位置と発揮力との関係
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ロボットを用いたCI療法における反復抵抗訓練

(c) Wall mode(調整後)

被験者： 脳卒中右片麻痺の男性（ 50代）
実験日前日に，初めて促通療法を受けた．
促通療法を受ける前は右半身が不随．

訓練メニュー： 肘の反復屈伸運動（伸展時に負荷抵抗）
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位置と発揮力との関係

(a) 一定の負荷抵抗 (b) Wall mode

訓練の流れ訓練の流れ
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手指感覚運動統合機能評価装置
手の協調性の定量評価手の協調性の定量評価

感覚運動統合機能の定量評価感覚運動統合機能の定量評価

療法士のアイデアを工学的に具現化療法士のアイデアを工学的に具現化

特許出願済（特許出願済（OTOTと共同出願）と共同出願）

¥ ¥

Grasp

Release



16

従来技術とその問題点

上肢負荷抵抗訓練支援ロボット上肢負荷抵抗訓練支援ロボット

徒手による治療技術（経験的）徒手による治療技術（経験的）

類似製品，研究開発機器あり類似製品，研究開発機器あり
汎用性に乏しい汎用性に乏しい

手指感覚運動統合機能評価装置手指感覚運動統合機能評価装置

徒手による治療技術（経験的）徒手による治療技術（経験的）
定量的評価法が未確立定量的評価法が未確立

リハビリ実務者のニーズとの乖離リハビリ実務者のニーズとの乖離
導入コストが高い導入コストが高い
広く利用されるまでには至っていない広く利用されるまでには至っていない
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新技術の特徴・従来技術との比較

上肢負荷抵抗訓練支援ロボット上肢負荷抵抗訓練支援ロボット

自動訓練自動訓練
負荷抵抗訓練＆可動域負荷抵抗訓練＆可動域//筋力筋力

評価評価
療法士の通常業務サポート療法士の通常業務サポート
訓練軌道訓練軌道//負荷抵抗の容易な負荷抵抗の容易な

変更（テーラメイドリハビリ）変更（テーラメイドリハビリ）

手指感覚運動統合機能評価装置手指感覚運動統合機能評価装置

リハビリ実務者ニーズを工学的リハビリ実務者ニーズを工学的
仕様に翻訳して開発仕様に翻訳して開発 導入容易導入容易

高い安全性，低コスト高い安全性，低コスト

ニーズに立脚ニーズに立脚

客観評価（治療効果の数値化）客観評価（治療効果の数値化）
療法士のアイデア次第で新たな治療法の開発も可療法士のアイデア次第で新たな治療法の開発も可
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想定される用途

リハビリ訓練支援ロボットリハビリ訓練支援ロボット//支援装置支援装置

リハビリ訓練効果評価装置リハビリ訓練効果評価装置

福祉支援機器福祉支援機器

リハビリ分野や福祉分野にこだわることなく，人間のリハビリ分野や福祉分野にこだわることなく，人間の
作業支援のための計測・制御・ロボット技術を適用す作業支援のための計測・制御・ロボット技術を適用す
ることで作業効率向上が期待されるものることで作業効率向上が期待されるもの
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想定される業界

利用者・対象利用者・対象

リハビリ機器，福祉機器製造企業リハビリ機器，福祉機器製造企業

リハビリ機器，福祉機器の新規開発に興味を持つ製リハビリ機器，福祉機器の新規開発に興味を持つ製
造企業造企業

市場規模市場規模

製造企業：多数製造企業：多数

導入費用：数万～数百万円と想定導入費用：数万～数百万円と想定

→数百万～数億円の市場規模（？）→数百万～数億円の市場規模（？）
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実用化に向けた課題

ハードウエア：小型化，堅牢性と再現性の改善ハードウエア：小型化，堅牢性と再現性の改善

ソフトウエア：ユーザビリティの改善，定量評価法のソフトウエア：ユーザビリティの改善，定量評価法の
確立確立
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企業への期待

前述の課題は、ハードウエア，ソフトウエアの開発技前述の課題は、ハードウエア，ソフトウエアの開発技
術により克服できると考える．術により克服できると考える．

開発機器の臨床試験ならびに実用化開発機器の臨床試験ならびに実用化

リハビリ機器，福祉機器を販売中の企業，同分野へリハビリ機器，福祉機器を販売中の企業，同分野へ
の展開を考えている企業には，本技術の導入が有効の展開を考えている企業には，本技術の導入が有効
と思われる．と思われる．

新たな機器開発新たな機器開発
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本技術に関する知的財産権

発明の名称：感覚統合運動機能の計測装置発明の名称：感覚統合運動機能の計測装置

（（ 未公開特許未公開特許 ））

出願番号：特願出願番号：特願20102010--167151167151，出願日，出願日2010/7/262010/7/26

発明者：発明者：森田良文森田良文，鵜飼裕之，濱坂純，山崎一徳，，鵜飼裕之，濱坂純，山崎一徳，

小森健司小森健司

出願人：出願人： 国立大学法人国立大学法人 名古屋工業大学名古屋工業大学 ，，小森健司小森健司
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産学連携の経歴

20102010年年 中部科学技術センター中部科学技術センター

分野特化型勉強会事業に採択分野特化型勉強会事業に採択
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お問い合わせ先

名古屋工業大学名古屋工業大学

産学官連携センター産学官連携センター

産学官連携コーディネーター産学官連携コーディネーター 山本山本 豊豊

ＴＥＬ：ＴＥＬ： 052052--735735--57875787

ＦＡＸ：ＦＡＸ： 052052--735735--55425542

ee--mailmail：： yamamoto.minoru@nitech.ac.jpyamamoto.minoru@nitech.ac.jp


