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II. 成果の概要（総括研究報告）
① 上肢多関節複合運動回復プロジェクトのための臨床研究プラットフォームの構築
1. 上肢挙上運動（肩屈曲運動）に係る脳情報のデコーディング結果に基づいて上肢外骨格ロボットを駆
動する BMI の症例集積研究を実施した。具体的には、高密度脳波計を用いて脳卒中慢性期重度片麻痺
患者の頭皮上から運動関連脳波を計測し、上肢挙上運動の生成に利用される複数の運動下行路のうち、
機能回復に貢献する特定経路 X を選択した上で、その機能活性強度を実時間解析した。一定値以上の
強度を認めた時のみ、分担機関である国際電気通信基礎技術研究所が開発した外骨格ロボットが駆動
して体性感覚フィードバックが与えられる仕様とした。被験者 n 名に対して１日 T 時間、計 D 日間
にわたる継続介入の結果、次のとおり電気生理学的、運動学的表現型における統計的有意差を認めた。
運動関連脳波の経路選択的焦点化、上肢挙上主動筋である三角筋前部線維における随意表面筋電図の
増加、臨床的運動評価尺度（Fugl-Meyer Score）の臨床的重要効果量（Clinically Important Difference;
CID）を上回る改善。本症例集積研究は、適切なリスクマネジメント下で施行した結果、全例におい
て有害事象を認めなかった。以上の結果から、BMI による神経経路選択的な機能修飾の POC 取得、
臨床的有効性検証、安全性検証を達成した。
2. このとき得られた脳活動パターンに関して、上肢運動機能の初期値ならびに経日的変化との関連を分
析し、機能回復のバイオマーカー候補を探索したが、現在までのところ有望な候補信号成分は取得で
きていない。平成 29 年度に集積する症例を含めて、引き続き再検討を進める予定である。
3. BMI リハによる上肢多関節複合運動の回復を客観的に評価する目的で開発した臨床的評価尺度につ
いては、評価マニュアルの作成、評価者のトレーニングを実施した。健常者 14 名および脳卒中片麻痺
患者 32 名のデータを用いてシナジー解析を行い、片麻痺患者のリーチ運動の特性を表す指標を抽出
したところ、Fugl-Meyer スコアと特に関係のある三つのシナジーが抽出された。
4. 脳卒中重度片麻痺症例の上肢挙上動作アシストについてリスク分析をおこない、主要リスクである亜
脱臼とインピンジメント（筋腱組織の関節内への巻き込みによる損傷と疼痛）を回避するための（１）
ルーズ・カップリング機構、
（２）療法士によるアシスト軌道の学習再生機構、（３）痙性麻痺の漸増
漸減による抵抗力変動に対応する空圧制御の３つを設計仕様に組み込み、研究開発分担機関である国
際電気通信基礎技術研究所が実施する二次試作を支援した。試作品は臨床フィールドへ導入し、健常
成人での試験運用を経て脳卒中症例への適用を実現した。
5. BMI リハによって誘導される脳構造・機能可塑性を評価するため、研究開発分担機関である国立精神
神経センターと共同で脳イメージングを主評価項目とした症例集積研究を実施した。脳構造に関して
は、複数の運動関連脳領域において灰白質体積信号の系統的な増加を認めた。脳機能に関しては、体
性感覚領域と運動関連脳領域から計測された安静時活動の同期性が増加することを認めた。
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②歩行機能回復プロジェクトのための臨床研究プラットフォームの構築
1. 歩行のバイオマーカー検出を行うために、立位、歩行中の脳波、筋電図、動きを同時に計測し、筋
電図の活動パターンを解析した結果、どの筋肉の活動も歩行周期に同期して活動することから、健
足側の筋電図の発火のタイミングから歩行周期を推定できることが分かった。
2. 健常者３名、脳卒中患者２名に対して外骨格ロボットを装着し、バランス制御実験を行い、前脛骨
筋と腓腹筋の活動が荷重移動の計測値と連動していることを示した。
3. 12 名の脳卒中患者において随意運動とパターン電気刺激の併用治療による歩行に関連した脊髄反射
経路の可塑的変化を検討した。脳卒中患者の随意運動にパターン電気刺激を併用することにより、
有意に脊髄反射経路の可塑的変化を誘導し、かつその効果は随意運動およびパターン電気刺激単独
より有意に長く持続することが明らかとなった。
③プロジェクトの総合的推進
機能回復グループ内において、メール・クラウド等を活用した日常的な情報交換のほか、プロジェクトミ
ーティングの開催、共同実験の実施等、参画各機関の連携・調整を継続的に諮り、プロジェクト全体の緊
密な連携と円滑な運営を達成した。プロジェクトの成果は、学会発表、メディア発表、公開シンポジウム
等を通して、広く社会に発信した。BMI 技術全体として、各グループ代表研究者との密な情報交換の実
施、BMI 技術分科会の開催等を通して進捗状況を把握するとともに、PS、PO の助言を仰ぎながら、必
要な対応を行った。生命倫理に関しても、プロトコルレビューおよび定期的モニタリングを通じて、現状
の把握と問題点への対応を行なった。

I Building a clinical research platform for upper-extremity multi-joint compound movement recovery
1) We conducted a case series study of a brain-machine interface (BMI) intervention that supports
upper extremity (U/E) elevation movement (shoulder flexion movement) via an exoskeleton robotic
device. A high-density electroencephalogram (EEG) was recorded over the scalp in chronic post-stroke
survivors with hemiplegia, and motor-related responses following attempted U/E elevation were
detected. We targeted cortical region X, which is known as an origin of compensatory motor pathways,
and we monitored its excitation level in real-time. A somatosensory stimulus, a combination of
neuromuscular electrical stimulation to the prime mover and exoskeleton robotic action of U/E
elevation, was only given if the excitation level of cortical region X reached the pre-determined
threshold. A total of n participants were assigned to this study, and we conducted daily T-hour BMI
training over D days with these participants. Data suggested both electrophysiological and
kinesiological improvements as follows: focal facilitation of motor-related cortical responses on EEG,
increased electromyographic signaling of a prime mover in U/E elevation movement, and
improvement of a clinical motor assessment score (Fugl-Meyer Score) beyond the minimally clinical
important difference. With proper risk management, we safely conducted all experiments without any
incidents. With this experience, we achieved proof-of-concept of target-specific neural conditioning by
BMI, its clinical relevance, and safety.
2) We have tried to find a possible EEG biomarker that predicts BMI efficacy in motor recovery, but
no statistically relevant components have been found so far. Further study will be needed over the
next year.
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3) As for a reaching assessment scale (RAS) developed for patients with hemiparetic stroke, we
prepared evaluation manuals and conducted training for evaluators. Three synergies that are
particularly related to the Fugl-Meyer score were extracted as indicators representing the
characteristics of the reach movement of hemiplegic patients.
4) The exoskeleton robotic device for BMI intervention was designed to be clinically relevant. We first
identified two main risk factors (dislocation of shoulders and impingement of musculo-tendon organs),
and the following three mechanisms were embedded into the devices: (1) loose-coupling attachment
to the paralyzed limb; (2) memory-and-play of therapist’s manual assistance of U/E elevation
movement; and (3) pneumonic actuation of the robot that smoothly adjusts its driving force to the
time-varying impedance of spastic shoulders. The designed prototype was used in the clinical
environment, and we confirmed its relevance and safety in both healthy individuals and post-stroke
hemiplegic patients.
5) Neuroimaging assessment of BMI efficacy on structural and functional neural plasticity was
conducted as a case series study. Compared to the control group, we found a significant increase of
tissue density in several motor-related brain regions on voxel-based morphometry. Resting-state
functional connectivity also showed significant strengthening of sensory-motor connectivity after BMI
intervention. These results support the neurophysiological relevance of BMI intervention.

II Building a clinical research platform for a locomotor function recovery project
1) We simultaneously monitored the electroencephalogram during walking and the electromyogram
during movement. It was found that the walking cycle can be estimated from the ignition timing of
the electromyogram on the foot of the healthy side.
2) Three healthy volunteers and two stroke patients were fitted with an exoskeleton robot, and a
balance control experiment was conducted to show that the tibialis anterior and gastrocnemius
muscles interlocked with the measured values of load transfer.
3) Voluntary contraction (VC) could modulate the plastic changes in spinal reciprocal inhibition
induced by patterned electrical stimulation (PES) in 12 post-stroke patients with hemiparesis. PES
combined with VC has the potential to modulate impaired reciprocal inhibition, and it may facilitate
functional recovery and improve locomotion after central nervous system lesions.

III Integrative promotion of the entire project
We facilitated sharing and exchanging results and know-how on the research project among
researchers through e-mail and cloud services. Regular internal meetings were also organized for this
purpose. Regarding the bioethics of this research, we understood and handled the present situations
and improved the management policy through peer review and regular activity monitoring.
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スマートリハプロジェクトとは. AMED 未来医療 公開シンポジウム リハビリ技術と神経科学
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