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研究背景

〇 リハビリテーションにおける現状

 患者のリハビリ部位の筋の反力や反応の見極め

専門家(医師や理学療法士など)が実施

 患者の状態に合わせたリハビリ段階や負荷の設定

専門家によ て判断が異なることがある

患者数 増 専 械

専門家によって判断が異なることがある

 筋の回復状態や疲労状態を考慮していない

患者数の増加や専門家の人手不足から機械化

 一定の負荷を掛けるのみの機械的なリハビリ

筋の状態を定量的に評価する仕組みが必要



〇 市販されているリハビリ機器
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〇 市販されているリハビリ機器

CPM(Continues Passive Motion)

TEM(Therapeutic Exercise Machine)

回復状態や疲労といった
患者のコンディションま
では考慮されないでは考慮されない
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〇 リハビリテ シ ンで考慮すべき筋の状態

1 健常状態に対してどの程度筋力が劣っているか

〇 リハビリテーションで考慮すべき筋の状態

1. 健常状態に対してどの程度筋力が劣っているか
2. リハビリ後に健常状態にどの程度近づいたか
3. 筋に疲労はないか

 １および２は『筋力』に関する評価 １および２は『筋力』に関する評価
 ３は『筋疲労』に関する評価

いずれも定量的に評価する仕組みがなく，
医療従事者や患者 主観 基づ 判断する

筋活動電位（ＥＭＧ）を用いて『筋力』『筋疲労』の推

医療従事者や患者の主観に基づいて判断するのみ

筋活動電位（ＥＭＧ）を用いて『筋力』『筋疲労』の推
定手法に関わる研究を実施
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従来技術とその問題点

筋活動に伴なって各筋繊維内で生じている電位を体表

〇 筋活動電位（ＥＭＧ）とは

筋活動に伴なって各筋繊維内で生じている電位を体表
面より記録したもの

筋に掛かる負荷に比例してＥＭＧの振幅も増大

接地電極
筋の無い肘に貼付

電極

筋収縮の時間

電極
上腕二頭筋の例

筋収縮の時間

振幅で筋力を評価



6

〇 『筋力』とＥＭＧの関係〇 『筋力』とＥＭＧの関係

『筋力』と 概ね 例関係『筋力』とＥＭＧは概ね比例関係
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〇 『筋疲労』とＥＭＧの関係〇 『筋疲労』とＥＭＧの関係

筋疲労によりＥＭＧの周波数分布は低域に遷移(徐波化)

一般的にはＥＭＧの中央周波数で評価

パワ スペクトル：パワースペクトル

：中央周波数

運動前 運動後

73 49[H ] 61 77[H ]73.49[Hz] 61.77[Hz]
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Ａ 『筋力』とＥＭＧの関係

〇 問題点

Ａ．『筋力』とＥＭＧの関係

→筋力の増加と伴にＥＭＧも増加する比例関係
→比例係数は個人によって異なる→比例係数は個人によって異なる
→ ＥMGを測定しても筋力の絶対値は不明

Ｂ．『筋疲労』とＥＭＧの関係

→筋疲労に伴ない周波数の中央値が低域に遷移筋疲労に伴な 周波数の中央値が低域に遷移

→遷移量は個人によって異なる
→ EMGを測定しても筋疲労の絶対値は不明

いずれも十分な調整を行った後，ある特定の個人に
対 相対的な指標と 用 る と 限定される対して相対的な指標として用いることに限定される
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〇 問題解決のアプローチ

Ａ 『筋力』とＥＭＧの関係Ａ．『筋力』とＥＭＧの関係

→個人毎に異なる比例係数の規則性を明確化
→規則性に従ってＥMGと筋力の関係も同様に明確化→規則性に従ってＥMGと筋力の関係も同様に明確化
→測定したＥＭＧより筋力の絶対値を導出可能

Ｂ．『筋疲労』とＥＭＧの関係

→物理（生理）的な仕組みに基づいて筋疲労を定義物理（生理）的な仕組みに基 て筋疲労を定義

→物理（生理）現象とEMGの周波数特性の関係付け
→測定したEMGより筋疲労の絶対値を導出可能

本日は『筋疲労』とＥＭＧの関係に関する本日は『筋疲労』とＥＭＧの関係に関する
解決技術を紹介
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筋疲労推定に関する新技術

筋全体ではなく，筋繊維に着目

一般的に「速筋」「中間筋」「遅筋」に分類可能

速筋

 無酸素運動(解糖系代謝)
 瞬発力に優れるが持久力はない

速筋

 瞬発力に優れるが持久力はない

遅筋

 有酸素運動(酸化系代謝)
 瞬発力はないが持久力に優れる

遅筋

瞬発力はないが持久力に優れる

速筋が先に使用され，遅筋の使用割合が徐々に増加

筋繊維割合に個人差はあるが，筋繊維の役割は同じ
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筋全体ではなく，筋繊維に着目

一般的に「速筋」「中間筋」「遅筋」に分類可能

筋繊維の使用割合は筋疲労の程度を表わす共通の指標

になり得る可能性がある

1. EMGから筋繊維の使用割合を導出
2. 筋疲労の程度を表わす共通の指標となり得るか検証

速筋が先に使用され，遅筋の使用割合が徐々に増加

筋繊維割合に個人差はあるが，筋繊維の役割は同じ
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EMGの周波数解析

〇 実験状況と条件

測定箇所 上腕二頭筋

筋収縮の条件 等尺性収縮

肘角度 90 [deg]
筋負荷 2, 3, 4, 5 [kgf]

サンプリング周波数 1000 [Hz]
遮断周波数（ハイカット） 350 [Hz]
遮断周波数（ローカット） 20 [Hz]

※実験終了は 負荷状態にて被験者が

遮断周波数（ロ カット） 20 [Hz]

※実験終了は，負荷状態にて被験者が
肘角度を保てない時点とする
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〇 筋繊維とＥＭＧ周波数の関係

筋繊維タイプ 周波数帯 [Hz]

〇 筋繊維とＥＭＧ周波数の関係
※理学療法，21巻5号より抜粋

筋繊維タイプ 周波数帯 [Hz]
遅 筋 20 – 45
中間筋 46 – 80中間筋 46 – 80
速 筋 81 – 350
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検証実験と考察
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負荷と比例して速筋の割合は減少，遅筋の割合は増加

速筋と遅筋の優位性が切り替わる点が存在
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交差ポイント 解糖系代謝により乳酸が

速筋優位

積極的に生成されている
状態

酸化系代謝により乳酸を

遅筋優位

酸化系代謝により乳酸を
エネルギーとして消費して
いる状態

個人毎に異なる筋の「量」や「質」と関連して無意識に個人毎に異なる筋の「量」や「質」と関連して無意識に
行われるホメオスタシスによる代謝の切り替えポイント

主観に左右されない『筋疲労』の評価基準に相応しい
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想定される用途

筋力回復リハビリテーション

健常状態の筋力に復帰させる目的で実施
過負荷にならない程度の負荷

ポ

パワーリハビリテーション

交差ポイントの手前を維持

パワ リハビリテ ション

高齢者の筋力を維持する目的で実施
疲労しない程度の負荷

 ト グ

疲労しない程度の負荷

速筋と遅筋の初期の使用割合を維持

 トレーニング

筋力を増強させる目的で実施
過負荷に近い負荷過負荷に近い負荷

速筋と遅筋の交差ポイント後を維持



実用化に向けた課題
18

現在、等尺性収縮における実験について４名の被
験者で確認済み 「被験者数の積み上げ 「臨床験者で確認済み．「被験者数の積み上げ」，「臨床
試験」，「等張性収縮における実験実施」が未解決

今後，上記に関して順次検証を実施予定

実用化に関しては 上記内容がクリアできることで実用化に関しては，上記内容がクリアできることで
可能性が向上



本技術に関する知的財産権
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発明の名称：筋疲労の定量的評価方法及び発明の名称：筋疲労の定量的評価方法及び

筋疲労定量的評価装置

出願番号：特願２０１３−１７９５６２

出願人：国立大学法人鳥取大学出願人 国立大学法人鳥取大学

発明者 櫛田大輔発明者：櫛田大輔



企業への期待
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リハビリ機器等の実機を用いて，本技術の効果を検
証することは大学サイドでは困難です証することは大学サイドでは困難です．

そのため，リハビリ機器等の開発技術を持つ企業そ ，リ リ機器等 開発技術を持 業
様との共同研究を希望しています．

また ビ 機器や定量的評価機器を開発中また，リハビリ機器や定量的評価機器を開発中の
企業様，医療・福祉分野へ展開を考えている企業
様は 本技術を付加価値 と 導入する と様は，本技術を付加価値の１つとして導入すること
が有効かと思われます．

その他にも関連技術シーズがあるため，上記に限
定することなく興味を持たれた企業様との打ち合わ定することなく興味を持たれた企業様との打ち合わ
せを希望しています．
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関連技術１ 転倒防止のための患者の体動検知システム

【病院内における入院患者の事故】
■転倒 転落事故：60%程度■転倒・転落事故：60%程度
→ その内66%がベッドサイド(鳥取大学附属病院調べ)
→ その内65%が夜間その内65%が夜間
→ その内31%がトイレ行動による

【原因】
■ベッドから立ち上がる際に転倒，ベッドの縁での滑落
→ 認知機能が低下 身体機能の衰え→ 認知機能が低下，身体機能の衰え

【現場での対策】【現場での対策】
■立ち上がる際，行動を起こす際にはナースコール
→ 自分自身で行動してしまう(うっかり，忘れる)
看護師 を煩わ まう を気 る 遠慮→ 看護師の手を煩わせてしまうことを気にかける(遠慮)
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〇 最小限のセンサ取り付け
〇 着脱の簡易性を考慮

胸部，両足首の3カ所に配置

胸部センサ

胸部センサの取り付け

足首センサ

足首センサの取り付け
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現在の姿勢 過去の姿勢一覧〇検証実験（ベッド上）

実際の行動 推定結果実際の行動 推定結果



24

現在の姿勢 過去の姿勢一覧〇検証実験（起立動作・滑落）

実際の行動 推定結果実際の行動 推定結果



関連技術２ ベッド上の患者位置および行動推定
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 センサ取り付けの手間

 患者の動作 行動によりセンサ破損可能性
患者にセンサを直接

 患者の動作・行動によりセンサ破損可能性

 センサ装着による違和感
取り付けていることが原因

ベッドの脚にセンサを取り付ける

患者の重心の移動を検知する

重心の変化から
患者の位置を推定する患者 位置を推定する

重心位置の変化の傾向から重心位置の変化の傾向から
動作を検知する
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〇試作した圧力センサ

ゴム(1mm厚)板(10mm厚)



検証実験 ベ ド お る重心位 推定
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ベッド面を9分割

〇検証実験（ベッド上における重心位置推定）

ッド面を9分割
各区画内において患者位置を推定可能か否か？

重心位置だけでなく上体を起こす動作も推定できることを確認済み



お問い合わせ先
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鳥取大学 産学・地域連携推進機構

担当コーディネーター 和田 肇担当コーディネーター 和田 肇

ＴＥＬ 0857－31－5517

ＦＡＸ 0857－31－5571

e-mail wada＠cjrd.tottori-u.ac.jp
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おわりに

ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました。

 人に優しいメカトロニクスをお考えの方優 ク を 考 方

 福祉分野にICTを活用したいとお考えの方
 現在の商品に知的な付加価値を求めておられる方 現在の商品に知的な付加価値を求めておられる方

もお気軽 ご相談くださいつでもお気軽にご相談ください

鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻知能制御工学講座A
http://www.seigyo-a.ike.tottori-u.ac.jp/

櫛 大輔櫛田大輔 kushida@ike.tottori-u.ac.jp Tel. 0857-31-5213


