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立脚期を対称化する歩行リハビリロボット
Walk Rehabilitation Support Robot for Symmetrizing Stance Phase
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

立脚期を対称化するロボット
リアルタイムに立脚期を提示
左右のベルトの速度差により立脚期を対称化

Stance Phase

理学療法士

Aim

片麻痺
患者

Stanc Phase
Stance
Aim

Walk rehabilitation support robot
for symmetrizing stance phase

ベルトのモータ電流による
立脚期の計測
（機器の装着が不要）

Real-time induction of stance phase
Split belt treadmill with differential velocity

背

景

Background

片麻痺患者の非対称な立脚期
理学療法士の身体的負担が大
患者自身で立脚期の把握が困難
Asymmetry of stance phase for hemiplegia patient

ベルトの速度差により
バランスを対称化
理学療法士の負担軽減
（大きな介助が不要）

歩行バランス（立脚期）を
リアルタイムに視覚提示
患者自身で立脚期を把握可能

立脚期を対称化する歩行リハビリロボット
Walk rehabilitation support robot
for symmetrizing stance phase

Physical burden of physical therapist is large
Difficulty in keeping stance phase by themselves

シーズ内容 Seeds summary
モータ電流値を用いた立脚期の推定
立脚期の視覚フィードバック
A gait phase measurement system
using treadmill motor current
Visual bio-feedback of stance phase time

応 用 展 開 Application Areas
健常者の歩行バランスの評価装置
Evaluation system of balance of walk by
healthy person

2

●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科

立脚期の提示
健側立脚期
（目標値）
患側立脚期
10名中5名で 有意に
患側立脚期＜健側立脚期

横浜市総合リハビリテー
ションセンターと共同研究

Induction of
stance phase
Hemplegic
patient

立脚期比率
（患側 / 健側）

ベルト速度差

健側速度：最大歩行可能速度
患側速度：減速（理学療法士が設定）

Separated
treadmill

立脚期を提示する視覚フィードバックシステム
Interface of visual bio-feedback system
of the stance phase

本研究の一部は，
横浜市総合リハビリテーションセンターと共に実施
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理学療法士の手技を再現するロボット
Robot of Gait Training Assisted by Physical Therapist
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

理学療法士の手技を再現するロボット
手技の特性に基づいたモデルの構築
患者に応じた手技をロボットにより実現
Robot of gait training assisted by physical therapist
Modeling based on assisted movement
Control robot adapted to individual difference of
hemiplegia patient

背

景

出典：理学療法テクニック
発達的アプローチ

Background

理学療法士の手技を再現するロボット

患者に応じた理学療法士の手技

Robot of gait training assisted by physical therapist

理学療法士の身体的負担が大
ロボットを用いた理学療法士の手技の再現
Assist physical therapist adapted to
individual difference of hemiplegia patient
Physical burden of physical therapist is large
Robot of gait training assisted by physical therapist

シーズ内容 Seeds summary
骨盤運動に対応したマニピュレータ

坐骨と腸骨を支持したアシストマニピュレータ
Assist manipulator to adapt to pelvic motion

坐骨による体重免荷装置
理学療法士の手技を再現したモデル
Assist manipulator to adapt to pelvic motion


FT MxP  BxP  K ( xP  xT )  Fo

Body weight support device
Impedance model based on of
assisted movement by physical therapist

応 用 展 開 Application Areas
理学療法士の手技を評価するシステム
Evaluation system of assisted movement
by physical therapist

PTが患者の骨盤へ加える左右の手の合力
FT :
xP， xT : 患者およびPTの骨盤の左右方向の位置
PTが患者の骨盤の麻痺側へ押し当てる力
Fo :
Physical
Therapist

Patient

Patient

Physical
Therapist
z
y

x

理学療法士の手技を再現したモデル
Impedance model based on of assisted movement
by physical therapist

●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科

本研究の一部は，
宮崎県 藤元総合病院と共に実施
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力覚を用いた方向提示デバイス
Haptic Interface for Navigation of the Visually Impaired
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

力覚を用いた方向提示
2個の偏心錘の遠心力を力覚として提示
任意の方向へ提示可能
A haptic interface for navigation
The generated centrifugal force using two
eccentric weights is transmitted the user
It is possible to indicate in any direction

力覚を用いた方向提示デバイス

背

景

A haptic interface for navigation of the visually impaired

Background

視覚障害者の外出支援
音声に依らない情報提示
軽量かつ小型のデバイス

y

2 mr12 sin 

mr1

2

mr1

Navigation systems for the visually impaired
Not voice guided navigation





r

y
2
2
2 mr2 sin 

x Directions





内蔵された2つの偏心錘の位置と回転速度を制御
錘が指示する方向 : 錘の回転速度を速，遠心力を大
錘が反対の方向：錘の回転速度を遅，遠心力を小

1  2

mr2

2

2個の錘の遠心力による方向提示のメカニズム
Concept of mechanism of direction indicator

発生する遠心力の合力により利用者が方向を知覚
Control the position and velocity of the two eccentric
weights in the haptic interface
The rotational velocities of the weights are high in the travel
direction to provide higher centrifugal force.
Conversely, the velocities are lower on the opposite position.

The generated centrifugal force is transmitted to the user

応 用 展 開 Application Areas
スマートフォンのGPSや点字ブロックのICタグなど
の情報を用いたナビゲーションシステムとの統合
Integration with the navigation system using information
such as the IC tag of Braille block and smartphone GPS
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●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科

x

mr2

Lightweight and small device

シーズ内容 Seeds summary

r

365[g]
方向提示の機構と試作機
Mechanical system and prototype

本研究の一部は，
社会福祉法人 日本点字図書館と共に実施
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つまずき予測検知システム及びつまずき防止システム
False Step Prediction System and False Step Prevention System
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

つまずきの予測検知
装着感の良い装着型デバイスの実現
Prediction of false step
Wearable device with comfortable wear feeling

背

景

Background

軽度麻痺患者の段差・階段昇段時の転倒
つまずきを段差昇段前に予測し、
つまずきを防止するシステムが必要
Patients with light stroke sometimes fall when
the patients ride steps.
To prevent the fall, an method to predict
false step and a system to prevent is needed

つまずき防止システムのコンセプト図
Concept of false step prevention robot

2

シーズ内容 Seeds summary
段差昇段時の膝関節高さと股関節角速度から
段差昇段の成功・失敗を判別
柔軟素材の装着型つまずき防止システム
Predict false step by using height of knee joint
and angular velocity of hip joint
Soft wearable system with false step prevention
system

応 用 展 開 Application Areas
歩行アシスト服型デバイス
Clothes-type gait assist device

つまずき予測アルゴリズムのフロー
Flow of the algorithm to predict false step

●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科
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筋隆起位置変化に基づくロボット制御
Robot Control using Muscle Bulge Movement
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

新たな筋活動信号に基づくロボット制御技術開発
筋隆起位置の変化に基づいた動作量推定
Nobel robot control method using a new bio signal
Estimate the operation quantity using muscle bulge
movement

背

景

Background

不安定な表面筋電位を利用したロボット制御
表面筋電位による動作量の推定が困難
操作者の意図反映の必要性
Robot control using unstable EMG signal
Estimate the operation quantity using EMG is difficult

① Muscle contraction
② Muscle bulge movement
③ Wrist angle estimation
④ Wrist joint extension
筋隆起位置に基づくロボット制御
Nobel robot control method using muscle bulge movement

Necessary to reflect the operating intention

シーズ内容 Seeds summary
皮膚表面上の筋隆起位置の計測・算出方法の確立
筋隆起位置と関節角度の線形関係の利用
Method to measure and calculate muscle bulge
movement on the forearm skin
Linear relationship between wrist angle and muscle
bulge movement

応 用 展 開 Application Areas
義肢制御における新たな入力信号
装着型ロボット・ロボットアームにおける利用
Novel input signal for artificial limb control
Application for controlling the exoskeleton and the
robot arm
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●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科

皮膚表面上の筋隆起位置の計測・算出
Measurement and calculation of muscle bulge movement on
the forearm skin

画像処理の内視鏡下手術応用
Visual Assistance System for Endoscopic Surgery
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

画像処理技術により従来不可能であった視野を実現
既存の医療機器の組み合わせによるシステム構築
Visualization of anatomy in a way it is normally
unachievable
Constructed with combination of traditional endoscopes
L

背

景

R

1. 形状取得

Background

低侵襲(内視鏡下)手術の社会的注目
狭小な手術空間・遮蔽による視野・視点位置の制限

3. 術具領域抽出

MRIなどを用いた従来手法におけるテクスチャの欠如
Endoscopic surgery is gathering attention today
Instruments and tissues block view in endoscopic surgery

2. 画像変形

Foregoing visualization techniques using MRI lack texture

シーズ内容 Seeds summary

4. 重畳

遮蔽領域を補償する”透ける鉗子”を実現
内視鏡の自由度に依存しない”自由な視点”を実現
既存の医療機器の組み合わせによるシステム構築
“See-through” surgical equipment
Pseudo-viewpoint alternation
Constructed with combination of traditional endoscopes

遮蔽領域を補償する”透ける鉗子”システム
“See-through” surgical equipment using image
processing technologies

応 用 展 開 Application Areas
より高難易度な手術領域への適用(小児外科など)
新しい視野を活用した新規手技の創出
手術支援ロボットへの統合
Be applied to more demanding surgery (e.g. pediatrics)
New surgical procedure using newly available views

見下ろすような視点に変形

Integration to surgery assisting robots

●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科

本研究の一部は，九州大学大学院
医学研究院先端医療医学講座の橋爪 誠 教授らと共に実施
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焼灼支援システムの開発
Development of Support System for RFA
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

ロボット技術を応用した精確な癌焼灼を
目指した研究
術中での焼灼に関連する物理量のセンシング手法
および推定手法の構築
Research toward precise cancer ablation by using robot
technology
Development of sensing method and estimation
method for physical quantity related as ablation
during operation

背

景

Background

癌の温熱療法（RFA；ラジオ波焼灼療法）の焼灼支援
癌の焼灼不全の報告あり

ラジオ波焼灼療法

Radio frequency ablation

血流の存在により，癌へ加えた熱が散逸
Ablation support to hyperthermia
(RFA; Radio frequency ablation) for cancer

電極針

Non-ablation of cancer has been reported
Heat energy to cancer is absorbed by blood flow

電極

シーズ内容 Seeds summary

V

RFA術中の血流量推定手法を構築
RFA術中の組織の温度を算出する
温度分布シミュレータの開発

組織

熱電対（温度センサー）

Development of blood flow estimation method
during RFA
Development of temperature distribution simulator
which calculates tissue temperature during RFA

応 用 展 開 Application Areas
組織の温度上昇による凝固・壊死を考慮した
システムの開発
穿刺支援ロボット（癌に針を刺すロボット）
とのシステム統合
Development of system which is considered about
tissue coagulation and necrosis with temperature rising

ρ ; 対象臓器の密度，C ; 対象臓器の比熱，
λ ; 対象臓器の熱伝導率，θ ; 対象臓器の温度，
ｔ; 時間，ρb ; 血液の密度，Cb ; 血液の比熱，
θb ; 血液の温度，B ; 位置ベクトル，
F ; 血流量，aとb ; 実験で決定する係数

血流量推定手法

Estimation method of blood flow

System integration with needle insertion assisted robot

8

●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科

本研究の一部は，九州大学大学院
医学研究院先端医療医学講座の橋爪 誠 教授らと共に実施

実施

ロボットによる乳がん診断・治療支援
Robotic System for Breast Cancer Diagnosis and Treatment
針による温熱治療

触診

研究のポイントと優位性

超音波
超音波検査プローブで位置を確認しながら，
がんに針を刺し，針に
がんに針を刺し，針に電気を流してがんを
焼灼する

手で触ったときの硬さから，
腫瘍の種類を判断する

Point & Advantage

針
針

触診のように体表からがんの位置や硬さを計測

超音波
超音波
プローブ
プローブ
がん

圧迫プローブを用いて，治療針でがんを精確に穿刺
Measuring a location and stiffness of a cancer as
palpation
Inserting a needle for treatment accurately into
a cancer by compression using palpation probe to
stabilize the cancer

乳房断面

乳がん診断・治療支援ロボット
①診断フェーズ

ロボットマニピュレータ
ロボットマニピュレータ

圧迫プローブで，がんの位置
や硬さを測定する
超音波
プローブ

針
圧迫
プローブ

針・圧迫プローブ
一体機構

背

景

Background

日本女性における乳がん発生率の増加
より高精度な乳がんの低侵襲診断・治療法への期待

超音波
プローブ

乳がん診断・治療支援ロボット
Robotic system for breast cancer diagnosis and treatment

Increasing incidence rate of breast cancer in
Japanese women

Z

FZ

X-Y plane

FZ

Desiring minimally-invasive and accurate diagnostic
and treatment techniques

FZ

Ftotal

圧迫プローブによる乳がん中心位置検出
ロボットと医用画像を用いた生体組織の硬さ推定

中心方向

FY

Fx

FY

Y

Cancer

シーズ内容 Seeds summary

②治療フェーズ
圧迫プローブを押しこむことでが
んを固定してがんの中心に針を精
確に刺した後に、がんを焼灼する

Fx Ftotal

X

圧迫プローブによる乳がん中心位置検出

Detection of a center position of cancer using palpation probe

ロボット
触診

力

数値解析
（FEM）

推定した
硬さ分布

組織への予圧による穿刺時のがんの逃げ抑制手法
Detection of a center position of cancer using
palpation probe
Estimation of tissue stiffness using robot and
medical image
Method to reduce displacement of cancer during
needle insertion by pre-loading the tissue

同期
医用画像

変形
（計算値）
変形
（測定値）
最適化計算

ロボットと医用画像を用いた生体組織の硬さ推定
Estimation of tissue stiffness using robot and medical image

応 用 展 開 Application Areas
乳がん診断・治療支援技術
他の臓器に発生するがん診断・治療への応用
Supporting technique for breast cancer diagnosis
and treatment
Application to diagnosis and treatment of cancer
in other parts of the body

●研究者名： 藤江 正克
●所属： 理工学術院 総合機械工学科

(a) Convex palpation probe
凸形状の圧迫プローブ

超音波
プローブ

ヤギ乳房
凹形状の圧迫プローブ
(b) Concave palpation probe

針・圧迫プローブ

組織への予圧による穿刺時のがんの逃げ抑制手法の検証実験

Evaluation to reduce displacement of cancer during needle insertion by preloading the tissue

本研究の一部は，東北大学加齢医学研究所，
九州大学医学部と共に実施
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静的ストレッチングの評価手法
Evaluation Method for Static Stretching
力センサ付の圧子

研究のポイントと優位性

皮膚

Point & Advantage

筋肉

筋緊張の定量的評価
緊張緩和の発生を検出
簡易な押込み反力計測

押込み反力（
筋張力（

Quantitative evaluation of muscle tone

筋伸張量

）が
）を反映

Detection of muscle hypotonicity
Simple indentation test

背

景

Background

静的ストレッチングの評価

筋への押込み反力計測
Indentation test for muscles

筋の緊張緩和の検出が困難
応力緩和と緊張緩和が混在

応力緩和モデル

Evaluation of static stretching

drx
Gx
F  G r  log F 
 r log t  log
dt
 1  r 

Difficulty in detecting muscle hypotonicity
Confusion of stress relaxation and hypotonicity

F: 押込み反力
G: 筋粘弾性率

シーズ内容 Seeds summary

t: ストレッチング時間 x: 筋伸張量（一定）
r: 筋粘弾比（粘性と弾性の割合）

過緊張状態

r, G が

緊張緩和状態

log10 F = －a1 log10 t + b1
⇒ r1, G1

直線が
変化

log10 F = －a2 log10 t + b2
⇒ r2, G2

筋肉に適応した粘弾性モデル

変化

応力緩和と緊張緩和の区別を実現
Viscoelastic model adapted for muscle property

応 用 展 開 Application Areas
静的ストレッチング評価装置
リハビリにおける筋状態の評価装置
Evaluation system for static stretching
Evaluation system for rehabilitation on muscle tone

押込み反力 F (N)

Achieving distinction of hypotonicity from stress
relaxation

8
7

反力（計測値）

6
5

初期モデル

緊張緩和の発生

10

20

30

終期モデル

40 50 60 70 80

ストレッチング時間 t (s)

応力緩和モデルの変化に基づく筋緊張緩和の検出方法
Method for detection of muscle hypotonicity distinct from stress
relaxation
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モバイル端末操作型エコー遠隔診断ロボット
Smartphone Operated Tele-Echo Diagnosis Robot
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

遠隔地医師によるモバイル端末の操作で，救急搬送中の外傷患者の内出血の有無を診断可能
開発した操作アプリ・ロボット・通信技術を妊婦健診に活用することで新たなビジネスプランを創出
Robot tele-operated with a smartphone to remotely search internal bleeding under conveyance
Towards a new business : Tele-service of prenatal checkups based on RT, ICT and i-phone software

背

景

Background

事故現場から病院までの救急搬送中にFAST診断・治療を行えない(FAST: 内出血の非侵襲的迅速診断法)
ロボット技術を用いることで，現場不在の医師による遠隔診療支援ひいては救命率の向上を図れないか？
Unable to make primary care (FAST) for trauma patients under conveyance to a hospital from accident scene
Challenge to provide a robot tech. towards tele-FAST diagnosis by absent MD, then improving life-saving ratio

シーズ内容 Seeds summary
エコーで内出血を非侵襲的に探索可能なウェアラブル・ロボット(患者体幹の４部位に直接装着する構造)を開発
モバイル端末でプローブの位置・姿勢調整を行えるアプリを用いることで，遠隔からの直観的なプローブ操作を実現
Body-attachable robot technology enabling absent MD to
non-invasively search internal bleeding with ultra sonic
i-phone software allowing to intuitively control position and
orientation of echo-probe with a smartphone or touch panel

応 用 展 開 Application Areas
機上や船上など長距離移動体での急患への対応
妊婦健診への応用(産婦人科医と連携中)・ 妊婦の負担軽減
Medical services for patients requiring critical care in
long-travel ship & aircraft

モバイル端末操作型エコー遠隔診断ロボット：FASTele
Tele-operated diagnosis robot: FASTele

Prenatal checkups to reduce pregnant workload
(Cooperation with obstetricians on-going)

値）

s

FASTeleを用いた遠隔エコー診断システムのイメージ

モバイル端末で直観的にプローブの位置や姿勢を操作可能

Overview of tele-echo diagnosis system Using FASTele

Location control application image
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非侵襲的内出血抽出アルゴリズム
Non-invasively Internal Bleeding Extracting Algorithm
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

救急医療における内出血検出（ＦＡＳＴ）の感度向上
超音波画像処理に基づき血液貯留の疑義箇所を抽出する診断支援システムの構築
Improvement of FAST sensitivity in detecting internal bleeding in emergency medicine
Constructing diagnostic system of extracting blood pool based on echo-image processing method

背

景

Background

FASTによる内出血検出感度は43%に留まっており(米国・クレイトン大学), 内出血の見逃しの低減が急務
術後の予後や患者のＱＯＬに関係の深い出血コントロールの高度化への期待が高まりつつある
FAST sensitivity remains 43% (by Creighton Univ., USA), then reduction of bleeding overlooking required
Expectation towards advanced bleeding control, closely-linked to a patient's prognosis and quality of life

シーズ内容 Seeds summary
ＲＴから得られた超音波映像の画像処理により，
内出血領域を描出
内出血が貯留しやすい臓器間に絞り，超音波特有
のノイズと血液による低輝度領域とを区別しつつ，
内出血貯留を特定するシステムを開発
Extracting blood pool areas based on computer processing
of echo-images obtained by RT device
Developing image-processing method to narrow down to
the low-intensity area near organ boundary while
removing noises

応 用 展 開 Application Areas

内出血貯留特定のシステムフロー
System flow of image processing to extract internal bleeding

内出血自動抽出アルゴリズムの超音波診断装置への実装
RTとの融合による遠隔FAST診断における内出血検知支援
AdaptiontoregularERoperationsbyimplementingtoUSdevices
Internal bleeding extracting assistance with RT in Tele-FAST

FASTeleと本システムを用いたシステム全体像
Overview of ICT-RT integrated system for internal bleeding search
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画像処理による臓器や内出血貯留領域の特定
Organs and internal bleeding area identified by image processing

