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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その上に人間が座るように構成されたシートと、
　アームレストと、
　前記シートに対して動くように構成された少なくとも一つの椅子のアームと、
　前記人間のバランス状態の指標を生成する少なくとも一つのセンサと、
　前記少なくとも一つのセンサを使用して前記バランス状態を測定しながら前記椅子のア
ームを動かすように構成された制御装置と、
　からなり、
　前記少なくとも一つのセンサは、前記アームレストに設けられる少なくとも一つの圧力
センサ、または前記シートの近くにあるテーブルの上に配置される少なくとも一つの圧力
センサを含むことを特徴とする、リハビリテーション椅子システム。
【請求項２】
　前記椅子のアームは前記シートに機械的に連結されている、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記制御装置は前記椅子のアームを動かして、バランス状態の応答する変化を測定する
、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
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　前記シートは、ボール機構または回転可能なボールベアリングの配置の少なくとも一つ
によって、三軸方向に回転するよう構成される、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記シートは背もたれを備えている、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記背もたれはジョイントで連結されている、
　ことを特徴とする、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記背もたれは、その垂直軸の周りを回転する、
　ことを特徴とする、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記シートは、該シートに取り付けられた少なくとも一つのブレーキ機構を用いて、該
シートの回転に抵抗するよう構成される、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記シートは動力で少なくとも１０ｃｍ持ち上がるように構成される、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　少なくとも一つの人間の脚を該脚が置かれている床から持ち上げるように構成された少
なくとも一つの脚移動装置を備えている、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　少なくとも第２の脚を前記床から持ち上げるように構成された第２の脚移動装置を備え
ている、
　ことを特徴とする、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記複数の脚移動装置は一緒に固定されるように構成される、
　ことを特徴とする、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記複数の脚移動装置は独立に動くことができる、
　ことを特徴とする、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つのセンサは、臀部用のシート上に配置される少なくとも一つの圧力
センサを含む、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つのセンサは、前記椅子に座っている人に対して対称的に配置される
少なくとも２つの圧力センサを含む、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つのセンサは、少なくとも４つの空間的に分離した圧力センサを含む
、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記制御装置は、該制御装置内に記憶されたリハビリテーション計画に従って前記椅子
のアームを駆動する、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
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　前記制御装置は、該制御装置内に記憶されたリハビリテーション計画に従って前記シー
トを駆動する、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つのセンサは、前記人間の足部のための少なくとも一つの圧力マット
を含むことを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【関連発明】
【０００１】
　本願は、２００４年２月５日に出願された米国仮出願第60/542,022号、２００４年４月
２９日に出願された米国仮出願第60/566,079号、２００４年１２月７日に出願された米国
仮出願第60/633,428号、２００４年１２月７日に出願された米国仮出願第60/633,429号、
及び２００４年１２月７日に出願された米国仮出願第60/633,442号の米国特許法１１９条
（ｅ）に基づく利益を主張するものであり、これらの開示内容は参照により本願に取り込
まれるものである。
【０００２】
　本願はまた、本願と同一の出願人によって同日に出願された、「歩行リハビリテーショ
ン方法及び器械」、「音楽リハビリテーション」、「神経筋刺激」、「精密運動制御リハ
ビリテーション」、「リハビリテーション並びにトレーニングのための方法及び器械」、
「リハビリテーション並びにトレーニングのための方法及び器械」、「リハビリテーショ
ン並びにトレーニングのための方法及び器械」と題し、それぞれ代理人整理番号第414/04
391号、414/04396号、414/04400号、414/04401号、414/04213号、414/04213号、414/0440
4、及び414/04405号を有するＰＣＴ出願にも関連する。これらの出願の開示内容は参照に
より本願に組み込まれるものである。
【技術分野】
【０００３】
　本発明は、例えば、理学リハビリテーション、及び／又はバランス障害のリハビリテー
ション、及び／又は体部位のトレーニング、及び／又は疼痛治療、及び／又は運動等の体
部位のマニピュレーションに関連する。
【背景技術】
【０００４】
　事故や負傷あるいは脳卒中の後、一部の身体機能が損傷を受けていると、損傷を受けた
身体機能の一部または全てを取り戻すために、しばしばリハビリテーション過程が必要と
なる。
【０００５】
　リハビリテーションは、理学リハビリテーションと認知リハビリテーションの一方若し
くは両方を含む。理学リハビリテーションは、損傷した体部位（筋肉など）の物理的機能
を回復させようとするものである。認知リハビリテーションは、身体を制御するための認
知能力を回復させようとするものである。
【０００６】
　理学リハビリテーションは、現在は主に、一定の運動を行う患者を観察・指導する理学
療法士の個別の対応によって提供されている。従って、リハビリテーションの費用は高く
、患者が治療施設を退院した後のコンプライアンスは比較的に低い。
【０００７】
　幾つかの家庭用理学療法装置が知られており、例えば、脊柱の連続他動運動（「ＣＰＭ
」）を提供し、また背中の疼痛を緩和するためにも使用される、「バックライフ」と称さ
れる製品（２００４年１１月において、（www.backlife.com）に記載されている）などが
ある。
【０００８】
　事故や脳卒中あるいは負傷がバランス障害を引き起こすことがある。バランス障害は、
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前庭器（内耳の中央に位置する）への損傷、中枢神経系（「ＣＮＳ」）への損傷、及び／
又は、姿勢及び筋力の障害によって生じる。
【０００９】
　バランス障害を発見して分類するための、観察による、あるいはコンピュータ制御によ
るバランス検査が開発されている。バランス障害を治療するためには、バランス・トレー
ニング運動が利用される。既知のバランス・トレーニング運動には、「座位から立ち上が
る」、「片脚で立つ」、及び「床から物を拾えるように前に屈む」というものである。バ
ランス・トレーニングは、膨張式バランス・ディスク、フォーム・ローラー、ワブルボー
ド、フォームパッド、ミニ・トランポリン、その他の不安定な表面といった簡単な用具を
利用することができる。ワブルボードを利用した運動は、例えば「ワブルボードの上でバ
ランスを保ちながら、小さな軽いボールを捕って投げる」というものでもよい。
【００１０】
　次の３つの特許、米国特許第5,269,318号、米国特許第5,476,103号、及び「バランス障
害の診断及びリハビリテーションのための方法及び器械」と題するＷＩＰＯ公報第WO 98/
46127号は、バランス検査及び／又は運動の協調に関連する。
【００１１】
　幾つかの企業がバランス測定及び／又はバランス治療装置を開発した。ニューロコム社
（www.neurocom.com）は、幾つかのリハビリテーション用装置を有している。ニューロコ
ム社のスマート・バランス・マスターは、体平衡（posturograpy）トレーニング装置であ
る。これはコンピュータ・モニタに連結された動くプラットフォームを利用している。（
www.medfitsystems.com）に掲載のＫ．Ａ．Ｔ．（Kinesthetic Ability Trainer：運動感
覚トレーニング装置）は、バランス検査及び／又はバランス・トレーニングに使用される
。別の既知の装置としては、マイクロメディカル・テクノロジーズ社（www.micromedical
.com）のバランスクエストとシステム２０００がある。システム２０００は、回転前庭椅
子である。
【００１２】
「バランス・トレーニング装置」と題する米国出願公開第2002/115536号には、シートを
有し、乗馬運動を行う装置が記載されている。
【００１３】
　リハビリテーション・システムは、Motek B. V.に付与された米国特許第6,774,885号、
及び（www.e-motek.com）にも記載されている。ＣＡＲＥＮ（コンピュータ支援リハビリ
テーション環境）が米国特許第6,774,885号に記載されている。ＣＡＲＥＮは、バランス
及び協調障害の検査及び分析を支援する。
【００１４】
「バランス板を備えた対話式装置」と題する特許第EP 0 862 930号には、平衡能力のトレ
ーニング及びリハビリテーションのためのバランス板が記載されている。
【００１５】
　本特許出願において言及する全ての特許その他の出願公開の開示内容は、参照により本
願に取り込まれるものである。
【発明の開示】
【００１６】
　本発明の一部の実施形態の一つの態様は、患者が座位のまま行うリハビリテーションに
関する。本発明の一つの例示的な実施形態において、患者が座っているときに、患者の身
体部分を感知し及び／又は動かすリハビリテーション椅子システムが提供される。本発明
の一つの例示的な実施形態において、椅子は選択的に不安定になっている。任意選択的に
、椅子はバランス能力をリハビリテーションするために使用される。
【００１７】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子システムは、人間
が座ることに適したシートと、前記シートに対して動くことに適合している少なくとも一
つの伸展装置（例えば、伸長可能な及び／又はロボットアームのようなジョイントをもつ
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要素）と、前記人間のバランス状態の指標を生成する少なくとも一つのセンサと、センサ
を使用してバランス状態を測定しながら伸展装置を動かすことに適合している制御装置と
、からなる。
【００１８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーションはバランスを失わずに
体部位を動かすことを含む。任意選択的に、椅子システムはバランスを失わないように患
者を支援する。
【００１９】
　本発明の一部の実施形態の一つの特有な特徴は、バランス・トレーニングが実際の運動
感覚のフィードバックを提供する標的を含むことである。ある例では、標的は動くロボッ
トアームである。このロボットアームに一度到達すると、これを握り、またこれに寄り掛
かることができる。そのような運動に関連する力も測定することができる。代替的に又は
付加的に、バランス又は非バランス活動中に、患者と椅子の可動部間の直接的な機械的接
触が患者に彼の運動感覚を教えることを支援してもよく、及び／又は支持を提供してもよ
い。代替的に又は付加的に、身体的動作の使用は、脳卒中と関連する様々な認知に関する
問題を回避するために有用である。
【００２０】
　本発明の一部の実施形態の一つの態様は、例えば小さな診療所や、家庭、オフィス、野
外、又は仕事場などの場所で使用する持ち運びのできるリハビリテーション・システムに
関連する。
【００２１】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子システムはプログ
ラムに従って制御される。任意選択的に、複数の患者の測定結果と検査結果を使用して、
プログラムが案出される。
【００２２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、複数の異なるトレーニング・プログラムを
再定義（設定）することができる。任意選択的に、プログラムは患者のパラメータに合わ
せて作られている。例示的なパラメータには、身体の大きさや年齢がある。
【００２３】
　本発明の一部の実施形態の一つの態様は、バランス障害の治療及び／又はリハビリテー
ションに関連する。本発明の一つの例示的な実施形態において、そのような障害は、問題
のある体部位に特有の運動、各体部位を協調させる運動、及び／又は、複雑さが軽減され
たバランス課題が椅子によってサポートされる運動、を使用したリハビリテーションによ
って治療される。
【００２４】
　本発明の一部の実施形態の一つの態様は、複数の負荷領域（例えば、足部に加えて少な
くとも一つの負荷領域）が測定される、バランスのリハビリテーションに関連する。本発
明の一つの例示的な実施形態において、傾いた腕に加わる負荷が測定される。代替的に又
は付加的に、臀部に加わる負荷が測定される。
【００２５】
　本発明の一部の実施形態の一つの態様は、対話式リハビリテーションに関連する。対話
式リハビリテーションでは、複雑な課題が連続的な副課題に分けられ、副課題の最中にフ
ィードバックを提供することができる。本発明の一つの例示的な実施形態において、人が
より遠くに到達するほどバランス保持がより複雑になる到達課題が提供される。到達が向
上すると、バランスに関連するフィードバックが任意選択的に提供される。
【００２６】
　本発明の一部の実施形態の一つの態様は、背痛などの身体の疼痛の治療及び／又は予防
に関連する。本発明の一つの例示的な実施形態において、支持された姿勢のまま、背中、
及び／又は関連する筋肉、及び／又は骨の各部を運動させるために、椅子システムを使用
することができる。任意選択的に、そのような運動は腰部の手術後の患者に使用される。
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任意選択的に、脊柱のＣＰＭ動作がサポートされる。
【００２７】
　このようにして、本発明の一つの例示的な実施形態により、その上に人間が座ることに
適合したシートと、前記シートに対して動くことに適合した少なくとも一つの伸展装置と
、前記人間のバランス状態の指標を生成する少なくとも一つのセンサと、前記センサを使
用して前記バランス状態を測定している間に前記伸展装置を動かすように構成された制御
装置と、からなるリハビリテーション椅子システムが提供される。
【００２８】
　また、本発明の一つの例示的な実施形態により、リハビリテーションを必要とする人間
の体部位を特定することと、体肢に連結されることに適合した可動部を含む椅子システム
を使用して前記体部位の少なくとも一つを運動させることと、からなるリハビリテーショ
ン方法も提供される。任意選択的に、必要なリハビリテーションと運動は、バランス・リ
ハビリテーションを目的とする。
【００２９】
　また、本発明の一つの例示的な実施形態により、その上に人間が座るのに適合したシー
トと、前記シートに対して動くことに適合した少なくとも一つの伸展装置と、前記人間の
バランス状態の指標を生成する少なくとも一つのセンサと、前記少なくとも一つのセンサ
を使用して前記バランス状態を測定している間に前記伸展装置を動かすように構成された
制御装置と、からなるリハビリテーション椅子システムも提供される。任意選択的に、前
記伸展装置は前記シートに機械的に連結されている。代替的に又は付加的に、前記制御装
置は前記バランス状態に応じて前記伸展装置を動かす。代替的に又は付加的に、前記制御
装置は前記伸展装置を動かして、バランス状態の応答変化を測定する。代替的に又は付加
的に、前記シートは該シートの面外で回転することに適合している。
【００３０】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記シートは背もたれを備える。任意選択
的に、前記背もたれはジョイントで連結されている。代替的に又は付加的に、前記背もた
れは、その垂直軸の周りを回転する。
【００３１】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記シートは、前記回転に抵抗することに
適合している。
【００３２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記シートは、動力で少なくとも１０ｃｍ
持ち上がることに適合している。
【００３３】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、システムは、人間の少なくとも一つの脚を
、その脚が置かれている床から持ち上げることに適合している、少なくとも一つの脚移動
装置を備える。任意選択的に、システムは、少なくとも一つの第２の脚を前記床から持ち
上げることに適合している、少なくとも一つの第２の脚移動装置を備える。任意選択的に
、前記複数の脚移動装置は、一緒に固定されることに適合している。代替的に又は付加的
に、前記複数の脚移動装置は、独立に動くことができる。
【００３４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記少なくとも一つのバランスセンサは、
人間の足部用の少なくとも一つの圧力マットを含む。
【００３５】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記少なくとも一つのセンサは、前記椅子
のアームレストのための少なくとも一つの圧力センサを含む。
【００３６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記少なくとも一つのセンサは、臀部用の
シート上に配置される少なくとも一つの圧力センサを含む。
【００３７】
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　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記少なくとも一つのセンサは、前記椅子
の近くにあるテーブル上に配置される少なくとも一つの圧力センサを含む。
【００３８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記少なくとも一つのセンサは、椅子に座
っている人に対して対称的に配置される少なくとも２つの圧力センサを含む。
【００３９】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記少なくとも一つのセンサは、少なくと
も４つの空間的に分離した圧力センサを含む。
【００４０】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記制御装置は、その制御装置内に記憶さ
れたリハビリテーション計画に従って前記伸展装置を駆動する。
【００４１】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記制御装置は、その制御装置内に記憶さ
れたリハビリテーション計画に従って前記シートを駆動する。
【００４２】
　また、本発明の一つの例示的な実施形態により、回転角（φ）及び仰角（θ）に対する
共通の回転中心をもつジョイントと、前記ジョイント上に備え付けられたシートと、前記
リハビリテーション計画に従って、前記シートを駆動することと、前記シートの回転を測
定することと、のうち少なくとも一つを実行することに適合している制御装置と、からな
るリハビリテーション・システムも提供される。
【００４３】
　また、本発明の一つの例示的な実施形態により、その上に人間が座ることに適合した椅
子と、前記椅子に座っている人間の少なくとも一つの脚を持ち上げることに適合している
リフト機構と、前記人間の脊柱が操作されるように、前記人間の前記少なくとも一つの脚
を繰り返し持ち上げるように前記リフト機構を制御することに適合している制御装置と、
からなるリハビリテーション・システムも提供される。
【００４４】
　また、本発明の一つの例示的な実施形態により、ロボット支援装置に連結された椅子に
人を座らせることと、前記装置のロボット支援を伴って、前記人に対して少なくとも一つ
のリハビリテーション運動を実行することと、からなり、前記運動はバランスをリハビリ
テーションするようにデザインされており、前記ロボット支援は、前記ロボット支援によ
って推進力を提供することと、前記ロボット支援によって動作に障害を提供すること、の
うち少なくとも一つを含む、人のリハビリテーション方法も提供される。任意選択的に、
前記運動は１つ以上の手をリーチすることを含む。代替的に又は付加的に、前記運動は、
物を持ち上げることと、置くことを含む。
【００４５】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記運動は、身体から離れて伸展した手の
マニピュレーションを含む。
【００４６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記運動は、運動の複雑さが増すときに、
フィードバックを使用した対話式運動を含む。
【００４７】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記実行は複数の体部位を監視することを
含む。
【００４８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記方法は、前記運動を実行している間に
、前記人の両体側間のバランスを監視することを含む。
【００４９】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記方法は、前記人の器官の位置を監視す
ることと、前記人のバランスへの前記器官の支援を決定するために分析することと、を含
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む。任意選択的に、前記器官は腕を含む。代替的に又は付加的に、前記器官は胴を含む。
代替的に又は付加的に、前記器官は脚を含む。
【００５０】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記器官の位置を監視することは、前記器
官の動きを監視することを含む。
【００５１】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記器官の位置を監視することは、他の体
部位の動作に対する前記器官の抵抗を監視することを含む。
【００５２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記ロボット支援は、体部位を動かすこと
を含む。
【００５３】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記ロボット支援は、体部位の動作に抵抗
することを含む。
【００５４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記ロボット支援は、バランスの喪失を防
ぐことを含む。
【００５５】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記ロボット支援は、バランスの喪失を促
すことを含む。
【００５６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記運動は立ち上がりを含む。
【００５７】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記ロボット支援は前記人を持ち上げる。
【００５８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、前記運動は胴のトレーニングを含む。
【００５９】
　また、本発明の一つの例示的な実施形態により、バランスを必要とする課題を人が行う
ことと、前記人が力を加える複数の空間的に分離した負荷領域（少なくとも一つの足部以
外の負荷領域を含む）における力を測定することによって前記課題のパフォーマンスを監
視することと、からなる、バランス・リハビリテーション方法が提供される。
【００６０】
　図面と共に、以下の例示的な実施形態の記載を参照して、本発明の非限定的な実施形態
を説明する。図は概して一定の縮尺で記載されておらず、どの寸法も例示でしかなく、必
ずしもこれに限定されるものではない。図において、一つ以上の図に現れる同一の構造、
要素、又は部分は、それが現れる全ての図において、可能な限り同じ又は類似の番号が付
されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６１】
（概要）
　以下の説明には、リハビリテーション器械及びリハビリテーション方法の双方が含まれ
る。本発明の一つの例示的な実施形態におけるリハビリテーション器械と、その器械を使
用して行われる任意選択の方法を説明する。なお、ある方法に対する特定の器械の実施形
態の使用は、その特定の方法を説明するためのものであり、その器械又は方法を器械の実
施形態と方法の実施形態の特定の組み合わせに限定するものと解釈されるべきではない。
【００６２】
（リハビリテーション椅子システム）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション器械は椅子であるが、
ワブルボードや踏み台などの他のリハビリテーション器械が任意選択的に使用される。図
１は、本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子システム１００
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の概略的な外観である。人すなわち患者１０４がリハビリテーション椅子１１０に座って
いる。椅子システム１００は、リハビリテーションの目的及び／又は疼痛治療のために、
人１０４の様々な体部位をトレーニングするために使用することができる。ここに記載す
るように、椅子システム１００は、回復、及び／又はトレーニング、及び／又は、人１０
４の腕や脚などの体部位の動きの改善を支援するために使用することができる。任意選択
的に、センサ１０３が患者に付けられる。
【００６３】
　システム１００はデータを取得し、制御装置１５０へ転送する。椅子の可動部及び／又
は人の体部位の位置や向きなどのデータを椅子１１０によって取得し、その椅子によって
制御装置へ転送することができる。データは、人に取り付けられたセンサ１３０から、デ
ータ取得ユニット１４０によって取得され、制御装置１５０へ転送される。
【００６４】
　制御装置は様々なプログラムを実行し、それへ転送されたデータを処理する。次に制御
装置は、例えば、椅子の各部を特定の位置へ動かすことによる椅子の物理的な更新等の、
フィードバックを提供する。制御装置はまた、例えばディスプレイ１６０を更新する等、
他のフィードバックも提供することができる。制御装置１５０に関する追加情報は、後述
の「制御装置」の節で説明する。
【００６５】
（椅子システムを使用したリハビリテーション）
　図２は、本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子１１０を説
明するものである。この椅子を構成する部品については、椅子を使用する方法を説明する
際などに後述する。
【００６６】
　図３のフローチャート３００と図１は、本発明の一つの例示的な実施形態におけるリハ
ビリテーションの方法を示す。更に後に、複数の椅子のデザインと、これらの椅子を使用
して実施される様々なリハビリテーション方法を述べる。例えば、後述のリハビリテーシ
ョン方法は、患者の腕を動かして、このような方法で患者の腕をトレーニングすることを
支援する。
【００６７】
　動作３０２にて、様々な患者１０４パラメータ及び／又は椅子１１０パラメータの測定
が行われる。測定は、様々なセンサの使用を伴う。センサは椅子１１０の一部であっても
よく、例えば、椅子がバランスの崩れた姿勢にあることを表示する。任意選択的に、１３
０のようなセンサは、人１０４に取り付けられて、例えば、身体位置及び／又は出された
力を表示する。
【００６８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、人のバランス状態は患者のバランスのタイ
プ及び／又は特性を表示する指標から導き出すこともできる。ある例では、「バランスが
崩れた」状況は、椅子１１０が人を不規則に支持しているときに認定される。別の例では
、バランス状態は身体の各部位に加えられた力のバランスを表示する。別の例では、バラ
ンス状態は、様々な支持具（背もたれやフットレストなど）のバランスを保つ上での役割
の表示を含む。別の例では、バランス状態は、相対的な重心の表示と、安定性を示すため
の支持具（例えば、椅子のシート）を含む。別の例では、バランス状態は、タイプ、大き
さ、組織、及び／又は、（例えば、異なる支持位置の間の負荷の移動における）人の調和
した動作の存在、に基づいた安定性を表示する。
【００６９】
　動作３０４にて、システム１００の様々な要素（例えば、患者のためのトレーニング・
プログラム及び／又は椅子の各部の一定の位置への移動など）を更新するために、測定結
果が使用される。椅子の各部の移動は、人が課題を実行すること、及び／又は、人にバイ
オフィードバックを提供することを支援することができる。本発明の一つの例示的な実施
形態において、椅子の各部の移動は、患者に到達標的を設定するために、又は患者が脱落
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することを防ぐために、使用される。
【００７０】
　動作３０６にて、患者の体部位は、別々に又は一緒に、運動（トレーニング）される。
通常、トレーニングはプログラムに従って行われる。任意選択的に、プログラムは制御装
置１５０上で実行される。プログラムは予め用意されていてもよく、予備試験を行いなが
ら案出されても良い。ある例では、プログラムは（非常に単純化された形態で）、「最初
に支持無しに真っ直ぐ座ってトレーニングし、次いでバランスの崩れた椅子で第２のトレ
ーニングをする。詳細は後述する。
【００７１】
　動作３０８にて、患者が運動を継続すべきか決定される。リハビリテーション・セッシ
ョンは、かなり長い期間（例えば、数週間あるいは数ヶ月間、毎日あるいは週に２度）継
続されてもよい。この期間にわたって、行われる運動のタイプ、複雑さ、及び／又は難し
さが変えられる。
【００７２】
　図４は、椅子１１０を使用して、人１０４の片腕をトレーニングする様子を説明するも
のである。トレーニング方法及び（腕の動作、脚の動作などの）動作は後述する。
【００７３】
（「同伴」法）
　図５のフローチャート５００は、バランス・トレーニング及び患者の背中のリハビリテ
ーションのために使用できる方法（「同伴」法）を表している。この方法は、図２の椅子
と共に説明する。動作５０２にて、患者１０４は椅子１１０の上に配置される。患者はシ
ート１０５の上に座り、患者の腕はアームレスト２５０及び２５２の上に置かれる。図２
中のアームレスト２５０は、任意選択的に様々なハーネス２５６、２５８、及び各患者個
人の必要に応じて任意で使用されるハーネス支持具２５７から構成される。アームレスト
は、任意選択的に、少なくとも部分的に患者の手を支持できるように、（例えば空気ばね
を使用して）浮かされている。患者は、バランスを保ちながら、椅子のアームの動きと一
緒に動くことが要求される。椅子は安定していても不安定であってもよく、様々なレベル
の支持が提供される（例えば、高い又は低い背もたれ、椅子のアーム、フットレスト、（
胴用、腕用、及び／又は脚用）ストラップ、及び／又はハーネス）。
【００７４】
　動作５０４にて、（例えば「同伴」法を実行する）トレーニング・プログラムが決定さ
れる。
【００７５】
　動作５０５にて、人は何をすべきか指示を受ける。指示は、音声及び／又は映像（恐ら
くは、実行される動作に応じてシステム１００によって実行時に生成されるコンピュータ
生成映像）であってもよい。任意選択的に、指示はバーチャル・リアリティ表現を使用し
て患者に伝えられる。本発明の一つの例示的な実施形態において、システム１００は、利
用者を乗せて、又は乗せずに、実演をするために使用される。
【００７６】
　動作５０６にて、椅子２３０及び２３２は、椅子のアームを握る若しくは掴むことので
きる位置にある患者の両腕を前に動かす。患者１０４は椅子のアームを先端で掴む（動作
５０８）。椅子のアームの先端２４０は、椅子のアーム２３０に取り付けられ、椅子のア
ームの先端２４２はアーム２３２に取り付けられている。任意選択的に、様々なハンドル
、拘束手段、センサ、及び／又は運動要素が、椅子のアーム２３０及び／又は２３２に取
り付けられている。本発明の一つの例示的な実施形態において、力場の感覚を与える要素
が提供される。別の例では、腕を動かす別の要素が提供される。本発明の一部の実施形態
において、感覚アタッチメントには、患者に変化する触覚（例えばくすぐったい感じ）を
提供するものが含まれる。任意選択的に、患者は、例えば、粗さ及び／又は滑らかさ識別
すること等、表面の質感に関する治療のための感覚アタッチメントを使用する。
【００７７】
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　本発明の一つの例示的な実施形態において、椅子のアームのそれぞれは、椅子のアーム
の動きを可能にするボール機構に接続されている（図２参照）。特に、椅子のアーム２３
０は、ボール機構２２４に接続され、椅子のアーム２３２はボール機構２２０に接続され
ている。本発明の一つの例示的な実施形態において、ボール機構は変化する力を印加する
ブレーキを含む。任意選択的に、ブレーキはリングであって、そのリングはボールの中心
に近づけられると、ボールに選択可能な力を印加する。任意選択的に、ボールは一つ以上
のモータ（例えば、ステッピングモータ及び／又はサーボモータ）を使用して動かされる
。ボール上のハンドルは、任意選択的にリニア・アクチュエータを使用して動かされる。
椅子のアームの位置を決定するためのエンコーダ、及び／又は、椅子のアームの力を決定
するための力センサが、任意選択的に提供される。代替的に、ロボット関節アームが使用
されてもよい。
【００７８】
　椅子のアームは、ボール機構２２０及び２２４によって、Ｘ、Ｙ、Ｚ軸方向の動きが提
供される。例えば、患者１０４は、ボート漕ぎ動作をシミュレートするために、椅子のア
ーム２３０、２３２を使用することができる。任意選択的に、クロスカントリー・スキー
の動作をシミュレートするために、椅子のアーム２３０、２３２を使用することができる
。椅子のアームは、互いに逆向きに（例えば、歩行動作において、右腕を前に、左腕を後
ろに）動かすことができる。当然ながら、椅子のアーム２３０、２３２は、任意選択的に
、互いに独立に作動して動く。任意選択的に、椅子のアームは関節アームであり、３次元
空間の動きをサポートする。本発明の一つの例示的な実施形態において、最大で６自由度
をもつ、少なくとも一つの椅子のアームが提供される。任意選択的に、少なくとも一つの
椅子のアームは望遠鏡のように伸縮して、アームの先端２４０、２４２の高さを調節する
。代替的に、椅子のアームは、互いに鏡像をなして（例えば、一方の椅子のアームが他方
の椅子のアームの動きをもたらす主従関係で）動作するように設定することができる。本
発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置又は機械的な連係によって、主従関係
が実現される。
【００７９】
「同伴」法では、動作５１０にて、少なくとも一つの椅子のアーム２３０及び／又は２３
２が、患者１０４に対して動く。椅子のアームが動くとき、患者は椅子のアームの先端を
しっかりつかみ続けるように指示される。アームは、患者に対して、任意の方向に（遠く
に又は近くに、上下に、左右に、又はこれらを任意に組み合わせた方向に）動くことがで
きる。椅子のアームの動作は速くすることも遅くすることもでき、動作のスピードは可変
である。本発明の一つの例示的な実施形態において、後述のように、椅子１１０も動くこ
とができ、椅子のアーム２３０及び／又は２３２に対して更に多様な動作を提供するため
に利用される。一部の例では、患者は一定のレベルの力及び／又は変化するレベルの力を
印加する及び／又は維持するように指示される。そのような力のレベルは、椅子のアーム
の応答によって示されてもよい。その応答は、ある軌道上の動作は（任意選択的に抵抗を
与えて）許容するが、他の方向への動作は許容しないものであってもよい。
【００８０】
　患者が動くアームと「同伴」するために動くと、任意選択的に患者と椅子の両方に取り
付けられたセンサ１３０は、椅子及び椅子のアームに対する患者の動きを動作５１２で記
録する。本発明の一つの例示的な実施形態において、センサは椅子の各部（例えば、椅子
のアーム２３０、及び／又はアーム２３２、及び／又は先端２４０、及び／又は先端２４
２）の位置を決定する。
【００８１】
　動作５１４にて、システム１００により分析が行われる。分析結果は、トレーニング・
プログラムを修正するために、及び／又は、様々な椅子の各部を動かすために、及び／又
は、人１０４にフィードバックを提供するために、使用することができる。本発明の一つ
の例示的な実施形態において、制御装置１５０は、バランス及び協調運動が起こると、そ
のパターンを分析する。このことは、椅子システム１００が、直ちに患者の動きに干渉し
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、支配し、及び／又は修正することを可能にする。例えば、患者１０４が寄りかかり過ぎ
ていないか、すなわち、継続が許可されれば患者が椅子から落下し、恐らくは更に負傷す
るほど椅子のアームに過度の大きさの圧力を与えていないか、をセンサ１３０は検出する
。上述のような場合、患者を椅子の奥に座らせるために、後ろに傾けることによって椅子
を補正することができ、その結果、患者の落下が回避される。センサの読取りに基づいて
椅子の動きの修正を提供することに加えて、患者及び監督医療従事者は、患者の経過を評
価して、更なるリハビリテーション計画を決定するために、センサの読取りを調査し、分
析することができる。なお、修正運動は、椅子のアーム２３０及び／又は２３２によって
開始することもできる。動作５１６にて、患者が運動を継続すべきか決定される。
【００８２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置１５０はプログラムに従って椅子
１１０を制御する。制御装置は、例えば、椅子のアーム２３０及び／又は２３２のような
可動部を制御する。制御装置は、フローチャート５００の方法のような、リハビリテーシ
ョン方法を実行する。
【００８３】
（シートの動作）
　図６は、本発明の一つの例示的な実施形態による、椅子１１０の一つの変形である基本
的な椅子６００の概略的な外観である。椅子１１０及び６００の双方は、シート１０５、
ベース２１４、任意選択のボール機構、又はシートに接続してシートの動きを制御する、
別の回転可能なボールベアリングの配置（例えば、二重ジンバル）２２２を備える。図６
は、ブレーキ機構６２０も示している。ブレーキ機構は、特定の軸に沿った椅子の動きを
制御するために使用される。例えば、もし、Ｘ軸に沿った動きが望ましくなければ、その
方向の椅子の動きを防ぐために、ボール機構２２２の表面にブレーキを当てることができ
る。一般に、ブレーキはモータほど高価ではなく、必要な電力も少ない。図６は、シート
１０５の幾つかの可能な動きを説明するものである。Ｘ－Ｙ方向（６１２）、Ｘ－Ｚ方向
（６１４）、及びＺ方向（６１６）の３つのタイプのシートの動きが図示されているが、
３軸全てを組み合わせた動きも可能である。更に、例えば、適当なリニア・アクチュエー
タを使用して、Ｘ－Ｙ平面に沿った並進運動が提供される。
【００８４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置１５０は、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸
位置を送信し、椅子６００を回転させる。例えば、もし、人１０４が前傾していれば、椅
子１１０は応答して、トレーニング・プログラムに従ってシート１０５を調整する。
【００８５】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、シート及び／又は背もたれは垂直軸の周り
を回転することができる。任意選択的に、この回転は患者による胴の回転を支援し、又は
抵抗するために使用される。任意選択的に、背もたれは複数の部分に分割されており、例
えば、背もたれの腰部を静止させたまま、背もたれの肩部を回転することができる。
【００８６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者１０４を実質的に静止させたまま、シ
ート１０５は制御装置１５０によって動かされる。このことは、例えば患者１０４の姿勢
を測定するときには望ましい。
【００８７】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、バランスを保持しようとするときに、患者
が椅子１１０又は椅子のアーム２３０及び／又は２３２を使って動かなければならないよ
うにして、患者は椅子又は椅子のアームを動かすことによって運動させられる。患者によ
って椅子の各部（椅子のアームを含む）に加えられた圧力が測定され、分析される。任意
選択的に、このことは、椅子のアームの先端２４０、２４２を動いているときに患者に握
らせることと、次いで、例えば、椅子のアーム、椅子のアームの先端、及び／又は患者に
よって加えられる力を計測するためのフットレスト（又はフロアマット）等のシステムの
様々な部分に取り付けられたセンサを使用することによって、達成される。
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【００８８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、椅子は自由に又は（例えば、ブレーキを使
用して）減速した速度で回転及び旋回することが可能であり、患者は制御装置１５０から
の支援無しにバランスを保たなければならない。患者が椅子のバランスを保つために姿勢
を修正するときに、リハビリテーション経過を評価して更なるリハビリテーション計画を
策定するために、患者の動きを測定し、分析することができる。任意選択的に、患者は椅
子のアーム２３０及び／又は２３２を使用されているときにも、椅子のバランスを保つ。
特に、力の不平衡な印加、（両側に）力が加えられる時間差、及び（例えば、ＥＭＧによ
って測定されるような）背筋及び腹筋の活動、が測定され得る。
【００８９】
　図１０は、本発明の一つの例示的な実施形態における、運動用椅子１０００で可能な動
作の３つの基本軸１００２、１００４及び１００６を表している。１００２は、Ｚ軸方向
の椅子の動作である。矢印１００４及び１００６は、ジンバル上に椅子を備えることによ
って実現できる、例示的な回転動作を象徴している。
【００９０】
　図１３は、リハビリテーション椅子１３００から独立した椅子のアーム１３３０、１３
３２をもつリハビリテーション椅子１３００の例示的な実施形態を表している。椅子のア
ーム１３３０、１３３２が、椅子自体のボール機構１３２２に類似のボール機構１３２０
、１３２４に接続されている様子が示されている。任意選択的に、この椅子は、背中を強
化するためのＣＰＭを患者に提供する膝支持具１３４０と共に提供される。ＣＰＭは背痛
を治療するために使用されるが、詳細は後述する。この椅子１３００は、椅子１１０及び
６００について説明したように、任意選択的にアタッチメントと一緒に使用される。
【００９１】
　代替的に、椅子１３００は、一定の手順に従って患者が手及び／又は脚を動かすことを
要求されている間、患者が臀部のみで支持される位置に移動させるために使用される。任
意選択的に、加えられる力を測定するために、腕及び脚の支持具が提供される。任意選択
的に、椅子１３００は、患者が立位又は座位から開始しても、横たわって運動できるよう
に平らになる背もたれをもつ。
【００９２】
（「前方リーチ」法）
　図７におけるフローチャート７００は、バランス・トレーニングのために使用される方
法（「前方リーチ」法）を表す。なお、「前方リーチ」とは、この方法に対する単なる名
称に過ぎず、実際には、患者のリーチは任意の方向（例えば、上、横、等）で行うことが
できる。この方法は図２の椅子を使って説明する。動作７０２にて、患者１０４は椅子１
１０の上に配置される。動作７０４にて、トレーニング・プログラムが決定される。この
場合、実行されるプログラムは「前方リーチ」法である。動作７０６にて、椅子の各部が
運動のための初期位置に移動される。例えば、患者が標的にリーチするところには、椅子
のアームは、不要又は望ましくないため、取り外される。
【００９３】
　患者は開始位置へ手を移動し、可能な限り遠くかつ速くリーチするように指示される（
動作７０５）。椅子が実行する測定（動作７１２）に応じて、椅子は支援又は抵抗（動作
７１５）を提供する。例えば、椅子システムは人の体部位の位置及び向きを測定し（動作
７１２）、椅子システムはこれらの測定結果に応じて椅子システムを介して人に力を加え
る（動作７１５）。任意選択的に、椅子の運動能力は一定の望ましい可動域に制限される
。例えば、横方向への動作無しに、前後方向への動作のみが許容される。
【００９４】
　リーチしている間に、グラフィック、及び／又は音声、及び／又は映像のフィードバッ
クを人に与えることもできる（動作７１５）。動作７１５にて、システム１００によって
分析が行われる。分析は、トレーニング・プログラムを修正するために、及び／又は椅子
の各部を動かすために、及び／又は人１０４に別のフィードバックを提供するために、使
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用される。治療プログラムは、例えば、標的の数Ｎと、各標的に対して人がリーチしなけ
ればならない回数Ｍを含んでいてもよい。例えば、標的は広い可動域にわたって配置され
る（例えば、真上から真正面へ、横へ）。任意選択的に、標的は互いに近接して集団をな
している。標的は患者のリハビリテーションの必要性に基づいて与えられる。標的の配置
を変えることに加えて、本発明の一つの例示的な実施形態において、患者は可変の速度及
び／又は力で標的にリーチするように指示される。患者の身体の特定の部位に対するリハ
ビリテーションに集中するために、「不正行為」または健康な体部位からの望ましくない
支援を防ぐため、患者の体部位は拘束されることがあり、又は患者は体部位を動かさない
ように指示されることがある。センサは、任意選択的に「不正行為」を監視するために使
用される。本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーションは抵抗トレー
ニング（例えば、錘の使用）を含む。
【００９５】
　患者１０４は、手をアームレスト上に置いたまま、標的に向けてゆっくり動かして、運
動を開始する（動作７０８）ように指示される（動作７０５）。標的は、任意選択的に椅
子に取り付けられた実質的に鉛直な板の上に、人がリーチできる距離で、人の前方に配置
される。センサは手の上に設置される。本発明の一つの例示的な実施形態において、板は
照明（標的の位置を示す）と力を測定するためのセンサを含む。任意選択的に、板は位置
センサ及び／又は板を既知の位置へ移動させるためのアクチュエータを含む。任意選択的
に、例えば、もしセンサが板全体にではなく、標的自身に提供されるならば、板はその上
を標的が移動できる軌道を含む。患者がそれ以上標的に向かって動けなくなるまで、又は
標的に到達するまで、患者は標的に向かって動く。本発明の一つの例示的な実施形態にお
いて、人は（例えば、手の上に取り付けられた近接センサ又は位置センサを使用して）彼
の手が標的にどの程度近いか、腕の移動速度について、及び動きの滑らかさ、についての
フィードバック（動作７１５）を得る。本発明の一つの例示的な実施形態において、標的
は、例えば、力センサ及び／又は位置センサを含む、ロボットアームの先端である。動作
７１６にて、患者が運動を継続すべきかどうかが決定される。
【００９６】
　筆記課題の例では、例えば、既知の書き込み検出ホワイトボードのような、位置及び接
触／圧力センサを有するペンが使用される。
【００９７】
　次に図８を見ると、リハビリテーション椅子８００を使用して前方にリーチしている人
が、本発明の一つの例示的な実施形態により図示されている。この場合、標的Ｎはボトル
８１０である。例示的な運動において、患者８０４は最初にボトル８１０に向けてゆっく
りリーチするように指示される。ボトルに向けてゆっくりリーチすることに成功した後、
患者は徐々に速く、かつ任意選択的により遠くへ、ボトルに向けてリーチするように指示
される。任意選択的に、椅子８００は、わずかに前方に回転することにより、患者がボト
ルにリーチすることを支援する。任意選択的に、患者を「押し」てボトルの方により近づ
けるために、ジョイントで連結された背もたれが使用される。本発明の一つの例示的な実
施形態において、患者８０４がボトル８１０に向けてリーチするときの患者及び椅子の状
態を監視するためにセンサが使用される。患者のバランス及び筋力の欠如を検出するため
に、センサの測定結果の分析が使用される。これらの欠如は、次いで、ここに記載の器械
及び方法を任意選択的に使用して、特別にリハビリテーションされる。
【００９８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、バランスを保持しながら、ボトルから液体
を注ぐ又は注ぐ真似をする等の運動を行うことにより、患者は運動制御を精緻化するよう
に動機付けもなされる。
【００９９】
（例示的な「正しいバランス」法）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者には、複数の体部位によってもたらさ
れる力の測定結果、及び任意選択的にバイオフィードバックを使用して、どのように正し
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いバランスを達成するのかが教えられる。任意選択的に、患者は一つ以上の体肢の様々な
組み合わせを使用して、バランスのとれた状態を達成するためにリハビリテーションされ
る。例えば、患者は、同時に両足を使わずに片足だけでバランスをとるためのバランス・
リハビリテーションを受けることができる。ここに記載するように、患者の動作及び／又
はバランスは、患者やその周囲、及び運動器械やその周囲に配置される複数のセンサを利
用して測定可能である。任意選択的に、患者のバランスが正確にとれているかどうかを決
定するために、全ての測定された力のベクトル和を計算することができる。正しいバラン
スと考えられるものは、既製の目標バランス・プロフィールによって、患者の健康なプロ
フィールとの比較によって、他人の健康なプロフィールとの比較によって、及び／又は、
患者のバランスの基準を定める何らかの別の合理的な方法によって決定される。任意選択
的に、経過を測定するために、及び、リハビリテーション計画で支援するために、患者の
バランス・プロフィールが長期間にわたって追跡される。
【０１００】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、ここに記載のセンサによって得られた測定
値は、患者が特定の部位に力を多く及ぼし過ぎているかどうか、又は十分な力を出してい
ないかどうかを決定するために使用される。例えば、もし患者が左足に頼り過ぎていて、
右足に十分に頼っておらず、そのため完全にバランスがとれていなければ、センサはバラ
ンス喪失を測定し、システムは患者がバランス状態になることを支援しようと試みる。任
意選択的に、患者がバランス喪失状態にあることをシステム１００が決定したときに、バ
ランスの崩れた状態を修正するのに役立つ方法で患者が応答することを促すために、シス
テム１００は患者にフィードバックを提供する。フィードバックは、任意選択的に音声形
式で、及び／又はビデオ・ディスプレイ上で患者に提供される。本発明の一部の実施形態
において、フィードバックは振動その他の触刺激の形式で届けられる。任意選択的に、フ
ィードバックは、バランスのとれた状態を達成するために適切に使われていない身体の特
定の部位を対象にする。
【０１０１】
（付加的な椅子の詳細）
　上述のように、本発明の例示的な実施形態における患者のリハビリテーションの経過を
正確に測定するために、様々なセンサを患者及び／又は様々な椅子の構成要素に貼り付け
ることができる。この目的のために、多種多様なセンサが、単独で又は組み合わせて使用
される。センサは大まかに２つのタイプに分類できる。第１は患者に関連するセンサ（例
えば、体部位の位置、生理学的反応）であり、もう一方のセンサは椅子の配置（椅子の構
成要素の位置／向き）を測定するために使用される。
【０１０２】
　リハビリテーションの間に患者に関する情報を収集するために、センサは任意選択的に
患者の身体に取り付けられる。例えば、位置センサが、腕、胸、頭部、脚、手、及び／又
は足部等の体部位に任意選択的に取り付けられる。これらの位置センサは、運動の間に様
々な体部位の位置を決定するために使用される。これらの位置測定結果の分析は、弱い体
部位に対する強い体部位による過補償等を含めた、全体的な患者の動きを認識することを
支援する。「前方リーチ」リハビリテーション法と共に、例えば、位置センサは患者のリ
ーチ動作の確度及び精度を測定することができる。
【０１０３】
　任意選択的に患者のリハビリテーション中に使用される他のタイプのセンサは、感圧セ
ンサである。特定の位置（例えば、椅子のアームの先端２４２）に患者の及ぼした圧力の
測定を通して、安定性及び／又は身体制御のために患者がその体部位にどの程度依存して
いるのかが決定できる。圧力センサは、任意選択的に手、脚、足部、腕、後部、頭部、及
び胴で使用される。本発明の一つの例示的な実施形態において、修正された圧力データの
分析は、バランスが欠如したところで、患者がバランスを保っているか否かを説明する。
例えば、「同伴」法と共に使用される圧力センサは、患者のバランスが欠如しているかど
うか、椅子の運動の間に患者が特定の椅子のアームの先端に過度の大きさの圧力を及ぼし
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ているどうかが決定される。この過度の大きさの圧力は、その方向に動いているときに患
者が適切にバランスをとることができず、その結果、バランスを保つために椅子のアーム
の先端にもたれたことを示す傾向にあろう。患者のリハビリテーション・プログラムは、
従って、バランスの欠如を克服する方向へバランスを移動させるように作られるかもしれ
ない。力は任意選択的に圧力センサを使用して測定される。「前方リーチ」法と共に使用
することで、標的に向かって伸展する患者は、どの程度の圧力（すなわち、力）を患者が
標的に及ぼし得るかを検出する圧力センサを作動させることができる。本発明の一つの例
示的な実施形態において、圧力センサは筋力とバランスの両方を一緒に測定するために使
用することができる。
【０１０４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者のリハビリテーションに対する生理学
的反応を監視するために、筋肉緊張及び筋電図（「ＥＭＧ」）センサ等の別のセンサが使
用される。これらのセンサから取得された測定値は、患者のどの部位が更なるリハビリテ
ーションを必要としているかを特定し、その後のリハビリテーション計画の立案を可能に
する。任意選択的に、脈拍測定値又は呼吸数センサが使用される。
【０１０５】
　患者監視用のセンサに加えて又はその代替として、本発明の一つの例示的な実施形態に
おいて、リハビリテーション椅子の動作を監視するためのセンサが任意選択的に提供され
る。例えば、リハビリテーション椅子の任意の構成要素に加えられるパワー及び／又は力
の位置を追跡するために、任意選択的にリハビリテーション椅子のその構成要素にセンサ
が付着される。この目的のセンサの一つのタイプは、磁気式の位置追跡センサである。ま
た、超音波式又は光学式の位置センサも知られている。椅子からのセンサ測定値が患者か
らのセンサ測定値と比較されることは、特に有用である。このデータの比較分析は、椅子
の特定の動きに対する患者の応答を示す。これらの椅子の動きに対する患者の応答の欠如
は、更なるリハビリテーションの必要な部位を示す。
【０１０６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、椅子の原動力は、ボール機構２２２に動作
可能に連結している、少なくとも一つのモータによって提供される。任意選択的に、ボー
ル機構２２２の特定の（又は全ての）方向への動きを阻止するために、少なくとも一つの
ブレーキが提供される。更に、Ｚ軸に沿った椅子の動作を支援するために、任意選択的に
モータが提供される。本発明の一つの例示的な実施形態において、ボール機構２２２に伝
えられる動きの量を決定するために、位置エンコーダがモータと共に使用される。
【０１０７】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、椅子の速度及び方向性は可変である。図６
に示されるように、椅子は任意選択的にｘ、ｙ、及びｚ軸方向に動く。停止から比較的に
高速な運動までを椅子に提供するために、モータの速度は調節可能となっている。椅子の
回転速度のアクティブ制御に加えて、椅子を完全に自由にすることもでき、あるいは間欠
的な運動のみを提供することもできる。任意選択的に、椅子は、患者の運動に追加の支持
具を提供する。本発明の一つの例示的な実施形態において、例えば、比較的に小さな重力
をシミュレートする抵抗（例えば、ブレーキ又はモータの使用）を含んで、椅子は重力に
対してゆっくり応答する。任意選択的に、利用者の動作に対する応答は、通常か、通常よ
りも速い速度とすることもできる。任意選択的に、椅子のバランス喪失（例えば、回転運
動）に関する安全上の制限も提供される。代替的に又は付加的に、それ以下においては椅
子がバランスを失わない閾値がある。
【０１０８】
（椅子の使用）
　なお、本明細書に記載にリハビリテーション装置は、家庭、老人ホーム、病院、及びリ
ハビリテーションセンターで使用することができる。本発明の一つの例示的な実施形態に
おいて、トレーニングは、ゲーム、及び／又は競争、及び／又はトーナメントを使用して
行うことができる。任意選択的に、図１では、複数の椅子システムがネットワーク（例え
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ば、ＬＡＮ又はインターネット１５５）によって相互接続されている。
【０１０９】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーションは支援があっても無く
てもよい。例えば、いったん患者が座れば、彼は支援無しに運動することができる。一部
の患者は支援、及び／又は拘束を必要とする。任意選択的に、リハビリテーション・セッ
ションの監視及び／又は管理は、例えば、電話回線又はインターネットを介して、おそら
くはセンターから遠隔で行われる。
【０１１０】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、椅子は患者の能力の検査のために使用され
る。任意選択的に、そのような椅子は、リハビリテーションを終えた患者の継続管理のた
めに使用される。
【０１１１】
　任意選択的に、リハビリテーションの間、患者の経過が記録され続ける。恐らくは、経
過不良は、治療できる根本的な器官の問題に関連付けられるか、医師に報告される。
【０１１２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、椅子システムの第１の使用は、利用者特定
情報を入力して、及び／又は、患者の能力を検査して、椅子システムを患者に合わせて調
整することを含む。任意選択的に、椅子は、例えば、高さ、幅、及び／又は背もたれの角
度が調整可能である。任意選択的に、一定の身体的変形、及び／又は体形に適合させるた
めに、クッションが提供される。初期の運動のセットが決定され、このセットは経過及び
／又は時間に従って拡張され及び／又は変更される。任意選択的に、例えば、本をテーブ
ルから持ち上げる能力などの、一つ以上の評価基準が定義され、一度合格すると、リハビ
リテーションは完了したと見なされる（あるいは別の段階に移る）。また、歩行訓練の一
部として、一度バランスが十分に良くなれば、患者を立位のみでトレーニングをしてもよ
い。任意選択的に、身体的負荷の少ない状態でバランス・トレーニングを可能にするとき
には、座位が維持される。
【０１１３】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、少なくとも部分的には水中で患者をリハビ
リテーションするために椅子が使用される。このことは、防水部品、及び／又は有線接続
ではなく無線接続の使用を必要とする。
【０１１４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、例えば、歩行訓練のために、患者の足部は
ｘ－ｚ平面内を動くことのできるペダルの上に置かれる。任意選択的に、ペダルはｘ－ｚ
平面内を回転する（または回転に抵抗する、又は回転を支援する）こともできる。任意選
択的に、２つのペダルは、歩行をシミュレートするように動く。
【０１１５】
（椅子の変形）
　本発明の一部の実施形態は、異なるデザイン、及び／又は設定、及び／又は動作を有し
ていてもよい。本発明の一つの例示的な実施形態において、シート１０５は様々な形状及
び傾斜を有する。任意選択的にシートは背もたれをもつ。任意選択的に、背もたれは高さ
調節可能である。任意選択的に、背もたれはシートに対して傾斜し、動く。任意選択的に
、背もたれは頭部支持具を有する。任意選択的に、シートと背もたれは、独立して又は従
属的に動く。本発明の一つの例示的な実施形態において、背もたれは複数のセグメントが
ジョイントで連結されており、前記セグメントは患者の背中の特定の部位に方向性のある
支持を提供することができる。支持具は、任意選択的に、運動中の患者の動作に応じて提
供される。本発明の一つの例示的な実施形態において、関節接合は椅子のセグメントの間
にある動力で動くジョイントによって支持される。セグメントは、例えば、椅子の背もた
れに鉛直に、及び／又は水平に配置される。本発明の一つの例示的な実施形態において、
動力で動くジョイントは、ジョイントを回転するためのモータを含む。各セグメントに位
置及び／又は方向センサが提供されること加えて又はその代替として、任意選択の位置エ
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ンコーダがモータに提供される。上述の例示的な実施形態は、患者が立って又は座って運
動しているときに、患者を支持するために任意選択的に使用される。
【０１１６】
　本発明の一つの実施形態において、椅子から体重の一部を取り除くために、患者はリハ
ビリテーション椅子の上に吊るされたハーネスに固定される。任意選択的に、ハーネスは
運動中の患者に追加の支持具を提供するために使用される。任意選択的に、ハーネスは、
リハビリテーション中に患者が地面に落下するのを防止するための安全装置としても使用
される。
【０１１７】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、シートは人１０４の身体パラメータ（例え
ば患者の身長及び／又は体重など）に適合するように調整することができる。
【０１１８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子は足部支持具と共
に使用される。任意選択的に、足部支持具はセンサ（例えば、圧力センサ）又は取り付け
手段（ストラップ等）を含む。任意選択的に、例えば、足部を上げるために、又は一つ以
上の向きに足部を回転させるために、足部支持具は可動である。
【０１１９】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子はフロアマットと
共に使用される。任意選択的に、フロアマットはセンサ（例えば、圧力センサ）を含む。
【０１２０】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子は、膝支持具と共
に使用される。膝支持具は、足部支持具について記載したような特徴を含み、膝を曲げる
ためのモータ、及び／又は膝の位置を知らせ、及び／又は膝の位置を強制するセンサ、を
任意選択的に含む。
【０１２１】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子は、足部支持具に
ついて記載したような特徴を含む、脚支持具と共に使用される。
【０１２２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子は少なくとも一つ
の腕支持具と共に使用される。腕支持具は、例えば、二次元又は三次元の関節接合、及び
／又は回転動作の基礎となるボール機構を使用した、足部支持具について記載したような
特徴を含んでいる。
【０１２３】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者はバランスを保ちながらボールを蹴る
練習をすることができるように、ボール・アタッチメントが提供される。他のアタッチメ
ント（場合によっては、物理的に取り付けられることのない）が同様に提供される。任意
選択的に、接着剤その他の取付手段を有する無線位置センサが提供され、患者が日用品を
使った練習ができるように、このセンサは本や薬缶などの日用品に付着することができる
。任意選択的に、「リーチ」法は、システムによって投げられ、利用者がキャッチしなけ
ればならないボールによってサポートされる。任意選択的に、同様の動作を提供するため
に、ロボットアームがある位置へ移動し、次いで時間窓が経過した後に立ち去る。
【０１２４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、フット・パッド／ラグ、アームレスト、シ
ート・クッション、背もたれ、の一つ以上に圧力センサが提供される。任意選択的に、そ
のような圧力センサは、活動中の患者によって加えられる圧力を表示する。任意選択的に
、患者の接触点を推定できるように、センサは正確な加圧点を（例えば、５ｃｍ以内で）
表示する。代替的に又は付加的に、患者の体部位をパッドに連結するために、固定手段が
提供される。代替的に又は付加的に、患者の体部位上に設置された位置センサは、体部位
と圧力センサとの相対位置の表示を生成する。
【０１２５】
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　任意選択的に、圧力センサは、トルクセンサを含む。このトルクセンサは、圧力の大き
さのみならず、力が印加される（圧力センサ面内の）方向も検出するために使用すること
ができる。
【０１２６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子は、（任意選択的
に、目盛り表示の付いた）手動で作動するブレーキを備えている。患者は、任意選択的に
、高い摩擦（すなわち、より安定している）でリハビリテーションを開始し、患者が（例
えば、物に向けてリーチする）運動中に安定性を改善すると、筋力とバランスを改善する
ために、次に患者は椅子の摩擦を徐々に増やす。上述のように、椅子の安定性は椅子の角
度によって一定である必要はない。運動の間、終始一定しないこともある。例えば、まず
、患者によって加えられるバランスを欠いた力が無視される、比較的に大きな安全地帯が
提供される。しばらくして、患者がそのようなバランスを欠いた力を加えないように、よ
り注意深くなる、又はそれを修正するように準備する、ことが必要となるように、例えば
、前回のパフォーマンスに基づいて、ゾーンの大きさが減少する。
【０１２７】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、例えば、メッセージを提供するために、又
は（例えば、安定性を失いつつあることの）フィードバックのために、リハビリテーショ
ン椅子は振動する。
【０１２８】
　本発明の一部の実施形態において、一部の部品は類似の部品と交換可能である。例えば
、シート１０５は、幾つかの別のタイプのシート（例えば、自転車のシート等）と取り替
えることができる。
【０１２９】
（制御装置）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置１５０はプログラムに従って椅子
１１０を制御する。任意選択的に又は付加的に、制御装置はパーソナルコンピュータ又は
専用の埋込式コンピュータである。本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置
は、例えば椅子のアーム２３０及び／又は２３２などの、椅子の可動部を制御する。制御
装置は、例えば、図５のフローチャート５００に記載されるような、リハビリテーション
方法を実行する。プログラムは予め用意されていてもよく、予備試験を実施した後で案出
されてもよい。
【０１３０】
　リハビリテーション方法は、例えば、メニュー及び利用者入力装置を使用して、選択さ
れてもよい。任意選択的に、例えば、年齢や性別などの、様々なパラメータを、利用者入
力装置によって与えることができる。
【０１３１】
　制御装置は、プログラムに従って、椅子１１０の可動部の動きを制御することができる
。例えば、制御装置は、椅子に座っている人が座位から立位になるのを支援するために、
彼を持ち上げるように椅子１１０のシートを動かす。
【０１３２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、人１０４にセンサを付ける必要が無いよう
に、リハビリテーション椅子１１０はセンサその他の測定手段を有する。椅子は、椅子の
各部及び／又は人の各部位の位置及び／又は向きのデータを生成可能であってもよい。例
えば、人１０４の全身及び／又は身体の各部位に対する、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸位置。椅
子は、例えば、人間の体部位によって加えられる圧力、即ち人１０４の体重等の別の測定
のデータが生成可能であってもよい。矢印１９４で示されるように、データはリハビリテ
ーション椅子１１０から制御装置１５０へ転送される。データはまた、矢印１９２で示さ
れるように、データ収集システム１４０から制御装置１５０へ転送されてもよい。
【０１３３】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置１５０は、リハビリテーション椅
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子１１０及びデータ収集システム１４０からの入力データを処理する。任意選択的に、利
用者と対話をするために、様々な利用者入力装置１７０が使用される。任意選択的に、コ
ンピュータは、例えばディスプレイ１６０、ビデオユニット１６２、オーディオユニット
１６４などの出力装置に出力する。オーディオユニットは、聴覚的及び／又は言語的指示
、及び／又はフィードバック、を提供するために使用されてもよい。遠隔地のコンピュー
タに接続するための外部接続が、任意選択的に提供される。任意選択的に、制御装置はＬ
ＡＮ、ＷＡＮ、及び／又はインターネット等のネットワークと通信している。
【０１３４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置１５０は、次の課題のうちの少な
くとも一つを実行する。様々なプログラムを実行する。椅子１００を制御する。椅子１１
０の各部の動作を制御する。X軸、Y軸、及びＺ軸位置及び回転を椅子１１０に転送する。
【０１３５】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置は装置１１０又はその各部を、予
め用意されたプログラムに従って制御する。任意選択的に、制御装置は、複数の装置及び
／又はリハビリテーション・システムを制御する。プログラムは、多くの予備試験の後に
準備される。プログラムはリハビリテーション方法を実行する。操作者又は人１０４は、
メニュー及び利用者入力装置を使用して、リハビリテーション方法を選択することができ
る。任意選択的に、例えば、年齢や性別などの、様々なパラメータを、利用者入力装置１
７０を使用して与えることができる。
【０１３６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション・プログラムの全体を
通して患者のパフォーマンスが追跡される。任意選択的に、制御装置１５０が追跡を行う
。センサ１３０が患者及び椅子に関するデータを収集すると、結果は制御装置１５０がア
クセス可能なデータベースに記憶される。制御装置１５０は、次にデータベースに記憶さ
れたデータをソート及び処理するために使用される。なお、装置１００の一部の実施はコ
ンピュータを含まない。一部の実施は電力を必要としない。ある例では、機械式コンピュ
ータ（例えば、アームの動きを導く機械式のカム従動子）が装置パラメータを制御するた
めに使用される。任意選択的に、上述のように、椅子は手動で操作される。
【０１３７】
（痛み）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、例えば筋肉の緊張、呼吸数又は脈拍数に基
づいて自動的に、又は、例えば利用者入力（例えば、声又はスイッチなど）に基づいて手
動で、椅子システムは痛みを検出することができる。本発明の一部の実施形態において、
急停止及び／又は運動動作の変化は、痛みの指標として解釈される。
【０１３８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、可動域及び／又は痛みが現れる筋肉運動と
痛みのレベルを調査するために、椅子システム（又は、ロボットアームなどの別のリハビ
リテーション装置）が使用される。任意選択的に、患者は痛みを回避する動作を教わる。
【０１３９】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、例えば、無痛限界を拡張しようと、又はセ
ッション中の痛みの程度を制限しようと試みるために、リハビリテーション動作の軌道は
痛みを考慮して選択される。任意選択的に、患者の無痛の可動域（及び力の範囲）を拡張
するために、患者を痛みの閾値寸前で作業させるようにトレーニング・セッションが構成
される。当然ながら、バランスに関連する多くの活動は、広範な筋肉を動かすため、予期
しない痛みを起こしやすい。患者にこれらの動作がどのようなものかを（例えば、安全な
状況下で）示すことによって、患者はそのように筋肉を動かすことを回避できるようにな
る。代替的に、リハビリテーションは、特定の筋肉（例えば、萎縮していないもの）の所
要の運動量を含み、また患者は彼が経験することになる痛みの程度が予め決定された必要
なものであることを承知している。
【０１４０】
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　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者が不必要かつ（例えば、不安定な関節
に）痛みや身体的損傷を起こすような方法で体部位を動かす場合、位置その他のセンサが
フィードバックを提供するために使用される。任意選択的に、安全警告のみならず、痛み
の警告も提供される。任意選択的に、リハビリテーション・システムは指摘されたものを
除いて痛い動作を防ぐため、おそらくは患者のシステムへの信頼が向上する。
【０１４１】
（バランス・トレーニング）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者は椅子１１０、６００、１３００の中
でリハビリテーションされる。患者のバランスを改善するために、椅子は最初に、その上
に椅子が載るボール機構が回転または旋回しないように構成される。患者が運動を開始し
、（例えば「同伴」及び「前方リーチ」等の運動を実行しながら）リハビリテーションの
予定が進捗するにつれて、椅子には徐々に広がる可動域が与えられる。理想的には、患者
はリハビリテーション椅子の上で、ブレーキ又は椅子のモータからの支援無しに、バラン
スを保つことができる。椅子の可動域を広げることが適切かどうかを決定するために、上
述の及び本文書の別の箇所に記載するタイプのセンサによって、患者は監視される。
【０１４２】
　パフォーマンスの基礎レベルを決定するために、健常者のパフォーマンスがこれらのセ
ンサを使用して測定される。別の方法では、健常者の検査にかかわらずに、パフォーマン
スの目標レベルを決定することができる。麻痺患者が運動を行うときに、センサは患者の
パフォーマンスを測定する。本発明の一つの例示的な実施形態において、様々な体部位の
測定が行われ、次にそれらの相対的な使用状態を評価するために、体部位の測定値が互い
に比較される。任意選択的に、患者の複数の体肢及び／又は体部位が測定される。運動の
測定結果は目標実行回数と比較され、不足が記録される。次に、リハビリテーション・プ
ログラムが、これらの不足に基づいて調整される。例えば、もし患者が起立しようと試み
ると、各足部の下の圧力センサは、患者の及ぼす圧力を測定する。理想的には、立位にお
いては、２つの足部によって及ぼされる圧力は同じである。しかしながら、もし片足を庇
っていれば、それは患者に更なるリハビリテーションが必要であることの表れであること
が多い。本発明の例示的な実施形態において、同じ技術が、腕と手の関与する運動、又は
マクロ運動（例えば、リーチ）に適用される。
【０１４３】
　本発明の一部の実施形態において、患者が軽い錘及び／又はボールをキャッチし、又は
投げる必要のある、「リーチバランス」法が使用される。これらの活動は、その人のバラ
ンスを変化させることを必要とする。本発明の一つの例示的な実施形態において、器械の
制御する装置によって、ボールが患者に向けて自動的に投げられる。ボールが患者の付近
にくると、患者は手を伸ばして、空中を飛ぶボールを捕ろうとする。このタイプの活動は
、典型的には患者を中心から外し、従ってバランスの練習になる。患者の治療上の必要に
よっては、ボールは特定の方向から患者に向けて投げられる。別の方法では、バランスを
リハビリテーションするために、患者が特定の方向にボールを投げることもできる。任意
選択的に、この運動はリハビリテーション椅子１１０に座りながら行われる。
【０１４４】
　本発明の一部の実施形態において、リハビリテーション椅子は患者をバランスの崩れた
位置へ移動させ、患者はバランスを確立するために姿勢を修正することが期待される。任
意選択的に、アームレスト及び／又はフットレストがバランスの崩れた位置への移動を開
始し、患者はバランスを確立するために姿勢を修正することが期待される。修正速度、修
正する運動の方向に関して、患者の動きは、もし修正が完了している等すれば、リハビリ
テーション・システムと連結して使用されるセンサで測定することができる。任意選択的
に、バランス修正における任意の不足が特別に訓練される。
【０１４５】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション・システムは、バラン
ス状態を回復するために、患者の自然な運動に追加の運動を提供する。このことは、患者
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の位置と動きを感知して、これらの測定結果を既知のバランス状態と比較し、また、バラ
ンス条件が満たされるかどうかを予測することによって達成され、次いで、計算された患
者による修正不足又は過修正を補償するために、適切な原動力を椅子に供給する。
【０１４６】
　例えば、フィードバックを示すために、及び／又は指示を示すために、及び／又は活動
をより興味深いものにするために、及び／又は痛みを和らげるように患者の気を散らすた
めに、本発明の一部の実施形態においてバーチャル・リアリティ（ＶＲ）タイプのディス
プレイ又はテレビ・ディスプレイが提供される。人は画面上の指示及び／又はフィードバ
ックに反応することができ、これが患者の筋肉を強化し、バランスを改善し、一部の動作
を改善することができる。
【０１４７】
　一部の例示的な実施形態において、バランスを改善して眩暈を軽減させるために、動性
錯覚を生み出す映像ベースの運動と組み合わされた椅子システムが使用される。
【０１４８】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、自転車に乗ることをシミュレートするため
に、椅子と連結したフットペダルが使用される。患者がペダルを踏んでバランス状態を保
つことができるかどうかを決定するために、センサが使用される。
【０１４９】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、バランス運動は、立ちながら又は座りなが
ら（例えば、感圧パッドを備えた）テーブルの上にもたれることを含む。不規則な圧力は
、リハビリテーション可能なバランスに関する問題を示唆することがある。任意選択的に
、一つ以上の振動その他の刺激パッチ／ユニットが体部位に取り付けられ、患者に活動を
変えるように促す刺激を発生する。任意選択的に、リハビリテーション・システムのロボ
ットアームは、例えば、動くこと又は振動することによって、そのような（例えば、ハン
ドルではなく、その上にもたれるためのパッド・アタッチメントを使用した）フィードバ
ックを提供する。
【０１５０】
　別の例示的な運動は、座らせながら片脚を持ち上げることである。別の例示的な運動は
、例えば、後述の部分的に支持する椅子を使って、片足で立つことである。
【０１５１】
（脚の持ち上げと背中の治療）
　図１１及び１２に、本発明の一つの例示的な実施形態による、椅子ベースのリハビリテ
ーション装置１２００を示す。装置１２００は、シート２０１、ベース２０５、ボール機
構２０３、足部支持具１２２０及び１２２２、及び膝支持具１２４０及び１２４２からな
る。任意選択的に、膝支持具は一体形である。装置１２００は、患者を座らせたままで、
背筋のＣＰＭを実行する。この装置は、背中の可動性を改善し、背痛を軽減し、また筋肉
の緊張を緩和するために使用することができる。典型的には、座位での背中の治療は、横
たわりながらの背中の治療よりも望ましい。横たわりながら（従って、姿勢を変えるとき
に背中により多く圧力を加えて）運動することは、更なる背中の不快症状及び／又は損傷
を起こし得る。本発明の一つの例示的な実施形態において、膝支持具１２４０、１２４２
及び任意選択的に足部支持具１２２０、１２２２を、一緒に又は別々に上げ降ろしするこ
とによって、リハビリテーション装置上でＣＰＭが行われる。支持具を上げ下ろしするこ
とが、任意選択的に、患者のリハビリテーションが必要とするだけ、多くの回数、及び／
又は、多くのセッションで繰り返される。
【０１５２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、ＣＰＭ（又は別の運動）が適切に管理され
ているかどうか、及び／又は（例えば、ＥＭＧ感知を使用して）ＣＰＭの筋肉への効果、
を評価するために、様々なセンサが使用される。
【０１５３】
　任意選択的に、患者に運動を提供するために、リハビリテーション椅子１２００は回転
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する。椅子１２００は、ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸の周りを三次元で回転可能である。回転は
、１軸、２軸、又は３軸全ての組み合わせに沿って実現される。本発明の一つの例示的な
実施形態において、膝支持具１２４０、１２４２及び／又は足部支持具１２２０、１２２
２は、椅子１２００が回転している間に動作する。そのような運動は、脊柱を動かし、背
中及び／又は胃の筋肉を運動させ、及び／又は、それらの可動域を拡張させるようにデザ
インされた軽度の運動とすることができる。本発明の一つの例示的な実施形態において、
そのような動作は、例えば、身体に支持を提供する筋肉をストレッチし又は動かすことに
よって、疼痛を治療するために使用することができる。任意選択的に、疼痛を和らげるた
めに、椅子はヒータと振動器を含む。
【０１５４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、ＣＰＭ運動は、任意選択的にＣＰＭに同期
する、手及び腕の運動を伴う。図１３に示す構成要素１３３０及び１３３２などの腕支持
具が提供されることによって、手及び腕を運動することができる。加えて、脊柱の屈曲を
起こす脚の動作は、（例えば、支援された、又は抵抗を受けた）非他動的なものとするこ
ともできる。
【０１５５】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、背中の不具合の治療に役立てるために、非
ＣＰＭ運動も使用される。例えば、ここに記載の「前方リーチ」運動は、バランスをリハ
ビリテーションするのみならず、背中の筋力を作るためにも使用することができる。任意
選択的に、非ＣＰＭ運動は手及び腕の運動を伴う。図１３における構成要素１３３０や１
３３２などの腕支持具を提供することによって、手及び腕を運動することができる。
【０１５６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、例えば、筋肉を過度に緊張させることを防
ぐために、患者に修正動作を教えるために、椅子１２００又は別の椅子が使用される。あ
る例では、リーチ動作が利用者によって要求され、利用者はその動作中に（例えば、音声
又は言語のメッセージを使用して）動作が正しいかどうか及び／又は何が誤っているのか
を知らされる。任意選択的に、どの動作が間違っているのかを患者に明確に指摘するため
に、刺激ユニットが提供される。
【０１５７】
　別の例では、様々な典型的な日常の動作（例えば、胴をひねる、物を持ち上げる、リー
チする、及び／又は力を加える等）が例を挙げて患者に教えられる。任意選択的に、もし
動作の一つが痛みを起こせば、システムは患者からフィードバックを受け取る。そのよう
な場合、システム及び／又は療法士は、「正しい」動作を再構成する。正しい動作はまた
、筋肉を一定の順序で動かすトレーニングすること、及び／又は、筋肉、関節、その他の
体部位へ多くの緊張を加えることを控えること、を含んでいてもよい。例えば、患者に例
を挙げて教えることによって、任意選択的にこれら全てが教えられる。
【０１５８】
（起立と着席）
　しばしば椅子を使って実行される活動は、起立と着席である。年を取ると、及び／又は
、認知に関する及び／又は身体的な損傷を患うと、これらの課題は困難になる場合がある
。本発明の一つの例示的な実施形態において、椅子リハビリテーション・システムは、着
席及び起立の修正軌道を、最初から最後まで患者に案内することができる。患者が様々な
物（例えば、テーブルやアームレスト等）に寄り掛かるときにも、そのような案内は、位
置、速度、及び力のフィードバックを含むことができる。代替的に又は付加的に、椅子は
、実際に患者を軌道に沿って移動させる、椅子のアーム、シート座部、及び背もたれ等の
可動部を提供することができる。患者が痛みを訴えるために、痛みスイッチが任意選択的
に提供される。例えば、アームレストを動かすこと、椅子の支援の程度を変更すること、
及び／又は患者が辿ることが可能な及び／又は許される軌道に制限を設けること等によっ
て、様々な着席及び起立運動が提供され得る。
【０１５９】
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　次に、図９Ａを参照すると、リハビリテーション椅子９００に深く腰掛けた患者９０４
が示されている。本発明の一つの例示的な実施形態において、支持のために、患者の手は
椅子のアームの先端９４０及び／又は９４２を握る。患者の足部は床面にぴったりついて
いる。患者は、深く腰掛けた位置から立位へと起立することを望む。図９Ｂは、椅子９０
０が、患者９０４をゆっくり立位に引き上げるために、シート９０５がどのように後部を
傾けるかを説明するものである。任意選択的に、シート９０５は、シート９０５の後部を
傾けると共に、Ｚ軸方向に上昇する。図９Ｃは、シート９０５によってそっと立位まで動
かされ、床にぴたりと着いた両足で立つ患者を説明するものである。任意選択的に、支持
のために、患者は椅子のアーム９３６及び／又は９８３に寄り掛かる。任意選択的に、椅
子のアームは実際に患者を動かす。代替的に、椅子のアームは力のレベルを測定する。任
意選択的に、椅子のアームにはアームレスト（図示せず）が提供される。任意選択的に、
椅子９００は椅子のアームをもたない。任意選択的に、椅子９００は、患者９０４がシー
ト９０５から下りるのを支援するために患者に圧力をかけることのできる、ジョイントで
連結された背もたれを有する。本発明の一部の実施形態において、患者の背中に対するシ
ートの位置的な関係を修正するために、ジョイントで連結された背もたれが使用される。
【０１６０】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者が立位へ移動するときに患者と椅子の
状態を監視するためにセンサが使用される。様々な点（例えば、床及び／又はフットレス
ト、椅子のアーム、椅子のアームの先端など）に患者が力を及ぼすと、この力が測定され
る。センサ測定値の分析結果は、患者のバランス及び筋力の欠如を検出し、患者の「起立
特性」を定量化するために使用される。特性を改善するために、任意選択的にここに記載
の器械及び方法を使用して、これらの欠如が特にリハビリテーションされる。本発明の一
つの例示的な実施形態において、患者の運動を容易にするために回転するシート９０５を
備えた椅子９００が提供される。本発明の一つの例示的な実施形態において、回転する椅
子での起立及び／又は着席によって患者は運動する。任意選択的に、能力の欠如の特定の
ために、起立及び着席の間に患者によって及ぼされる力が測定される。
【０１６１】
（支持椅子）
　図１４Ａ～１４Ｃは、本発明の一つの例示的な実施形態における、支持椅子１４００を
説明する。図１４Ａにおいて、椅子は下げられている。図１４Ｂは、図１４Ａにおけるよ
りも高い位置にある椅子１４００を示している。本発明の一つの例示的な実施形態におい
て、椅子１４００は患者の個々の必要に応じて上下に移動する。支持椅子は胴支持具１４
０４（例えば、ストラップ）を任意選択的に備えることができる。図１４Ｃは、椅子のシ
ートがほとんど直立位置にあり、本発明の一部の例示的な実施形態において患者が座位か
ら立位に移ることを支援する、支持椅子１４００を説明するものである。任意選択的に、
患者を半腹臥位又は横臥位で支持するために、椅子の背もたれは後ろに曲げることができ
る。
【０１６２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、患者が半座位でバランス活動を行っている
ときに、部分支持具を備える支持椅子が使用される。運動の例には、立ちながら（又は、
椅子を壁のようにして、椅子にもたれながら）ボールを蹴ること、及び片足で立つことが
含まれる。
【０１６３】
（日常生活活動におけるトレーニング）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション・椅子・システムが、
テーブルでの食事、読書、歯磨き、あるいは皿洗いなどの日常生活を達成するために、患
者をリハビリテーションするのを支援するために使用される。これらの活動の全てにおい
て、バランス上の問題又は力を正確に加える上での問題を潜在的にもたらしながら、患者
は重心から離れて力を加える。
【０１６４】
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　使用時に、患者の手は椅子システム１１０の可動先端（例えば、２４０）にストラップ
で縛られ、フォークを拾い上げる等の日常活動を行おうとし、導かれる。任意選択的に、
例えば、椅子のバランスをゆっくり崩すことにより、患者のバランスへの動作の効果が患
者に示される。任意選択的に、胴支持は選択可能であって、電子的に解除可能であり、正
しい修正行動をとっていないときに、バランス喪失が胴の姿勢に与える影響を患者に示す
ために、ゆっくり解除される。
【０１６５】
　任意選択的に、適切な（例えば、接触及び／又は圧力）センサを有する追加のテーブル
部が提供される。任意選択的に、書くためのホワイトボードが提供される。
【０１６６】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、日常生活に関する活動を行うことを患者に
トレーニングすること、そのような活動を行うための現在の患者の能力を検査すること、
及び／又は、患者の能力を監視すること、の一つ以上のために装置１１０が使用される。
【０１６７】
（アタッチメント）
　上述のように、装置１００の一部の実施は、様々なアタッチメント１２０を含む。アタ
ッチメントは、例えば、ＥＣＧ、カメラ、（任意選択的に圧力センサを備えた）カーペッ
ト、（任意選択的に痛みを報告するための）ハンドル、様々な操作を支援する（例えば患
者が立つことを助けるための）装置、作業領域（例えば、水平なテーブルなど）、垂直方
向の到達標的、人１０４が握るためのもので、任意選択的にリハビリテーション椅子のア
ームの先端２４０及び２４２に接続される、様々なタイプのハンドル及びグリップ、等の
医療用の周辺装置を含む。本発明の一部の例示的な実施形態において、患者の身体の選択
された部位を動かなくするために、拘束手段が用いられる。例えば、拘束手段は、患者が
手首を曲げ（そして、水平位から垂直位へ手を上げ下げし）ようとしているときに、患者
の腕をアームレスト２５０に拘束するために使用することができる。任意選択的に、固定
式又はジョイントで連結されたヘッドレストが提供される。任意選択的に、ヘッドレスト
は東武の回転を防止及び／又は促進する手段を含んでいる。
【０１６８】
（安全性）
　椅子１１０は、任意選択的に、安全手段（例えば、ブレーキ、ヒューズ、非常ボタン又
はスイッチ等）を含んでいる。本発明の一つの例示的な実施形態において、患者を負傷さ
せないために、一つ以上の安全機能が提供される。例えば、次の安全機構の一つ以上を使
用することができる。
ａ）デッドマンスイッチ　患者がこのスイッチを解除する（若しくは適当なボタンを押す
）と、装置１００の動きが凍結し、及び／又は、全ての力と抵抗がゼロになる。代替とし
て、別の「セーフ・ハーバー（safe harbor）」状態を定義することもできる。
ｂ）音声起動　患者がシステムを停止できるようにするために、音声起動及び／又は音声
停止が提供される。
ｃ）分析　任意選択的に、閾値が近づいているかどうか、又は患者がストレスを受けてい
るかどうかを決定するために、実際の動き及び／又は患者によって加えられる力が分析さ
れる。
ｄ）機械式ヒューズ　一定の閾値を超えた力が椅子の一部に加えられると、このヒューズ
は、ひきちぎれるか、はじける。
【０１６９】
（追加処理）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、制御装置１５０は、力、位置、速度及び／
又は加速度を表示する信号を生成する。任意選択的に、これらの信号は更に分析される。
ある例では、おそらくは患者が不十分なところを示す信号が、身体の生化学モデルに提供
される。別の例では、バランス喪失の周波数挙動を抽出するために、分析にはＦＦＴその
他の手段を適用することが含まれる。一部の例では、そのような周波数挙動は、問題の原
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因、問題の物理的位置、問題の認知に関する原因を指示する、及び／又は、克服するため
の運動を示唆する可能性がある。例えば、バランス喪失の原因となりうる振戦の一種は、
特定の筋肉を使い過ぎることによって起こる場合がある。たとえ明確な結論が出されなく
ても、そのような情報は、個々の体部位又は能力の更なる調査にとって有用である。
【０１７０】
　任意選択的に、力及び／又はバランスの問題を示す患者のモデルが、利用者及び／又は
療法士に提示される。
【０１７１】
（変形）
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子システム１００は
、モジュール式の部品からなる。例えば、ボール機構２２０及び２２４は、任意選択的に
互換性がある。任意選択的に、リハビリテーション椅子は椅子のアームレスト２５０及び
２５２が無くても使用することができる。
【０１７２】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーションは、リハビリテーショ
ン椅子の代わりに又はこれに加えて、踏み台（例えば、ワブルボード）の上でも行うこと
ができる。
【０１７３】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、リハビリテーション椅子１１０の回転能力
は、患者に眩暈を起こさせ、及び／又は、眩暈し易さを検査するために使用される。本発
明の一つの例示的な実施形態において、椅子のシートは小さな円弧形又は円形に動く。時
間と共に速度を増してもよい。患者が眩暈状態においてバランスを回復しようとすると、
患者の運動はセンサによって測定され、次いで患者のバランス回復能力の欠如を検出する
ために分析される。欠如は、患者の僅かなバランス回復能力を元の状態に戻すために必要
なリハビリテーションの標的である。代替的に又は付加的に、椅子は並進運動のための手
段（眩暈を起こすため又は別の運動のためにも使用できる）を含んでいる。任意選択的に
、眩暈し易さをトレーニング及び／又は検査するために、椅子の動作に調和した又は調和
しない映像を表示するディスプレイが使用される。
【０１７４】
　本発明の一つの例示的な実施形態において、標準的な椅子の上でリハビリテーション及
び／又はバランスのリハビリテーションを提供することができるように、踏み台は既存の
椅子の下に収めるのに適しており、場合によってはレッグレストを備えている。有線又は
無線センサ一式が備えられていてもよい。当然ながら、ここに記載される運動の一部は、
立ったまま、任意選択的に多くの既知の動くプラットフォームの一つの上で、任意選択的
に、支持、運動感覚のフィードバック、及び／又は誘導用の一つ以上のロボットアームを
提供して行われても良い。同様に、ロボットアーム・モジュール又は脚上昇モジュールが
、既存の「標準的な」椅子に（例えば、ストラップを使用して）掛け金をかけることがで
きる形状で提供されてもよい。
【０１７５】
　バランス保持及び着席のトレーニング、及び疼痛のためのトレーニングは、上述の個々
の例によって限定されるものではない。例えば、米国特許出願第60/566,079号（その開示
内容は参照により本願に取り込まれる）に記載の精密運動制御リハビリテーション方法を
補完するために、特にバランスを使用することができる。精密運動制御のために、患者は
精密運動制御に専念しながら、バランスを保たなければならない。座りながら、精密運動
制御の課題が実行されることがある。
【０１７６】
　バランス・リハビリテーションは、神経リハビリテーションと組み合わせることもでき
る。例えば、米国特許出願第60/604,615号（その開示内容は参照により本願に取り込まれ
る）は、行動が開始されるべきときを決定するために神経感知を使用する。バランス関連
活動のためのフィードバックとしてＥＥＧ信号を使用することができる。
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【０１７７】
　ＥＭＧを使ってバランス・トレーニングを利用することができる。例えば、米国特許出
願第60/566,078号（その開示内容は参照により本願に取り込まれる）は、リハビリテーシ
ョン中のＥＭＧの使用を説明している。ＥＭＧに加えて、又はＮＭＥＳをいつ行うべきか
を決定するために、バランス感知を利用することができる。
【０１７８】
　例えば、米国特許出願第60/633,428号（その開示内容は参照により本願に取り込まれる
）に記載されるような歩行訓練と共に、バランス・トレーニングを利用することができる
。ある例では、座位バランス・トレーニングが、歩行訓練に先立って、又は歩行訓練の補
助として利用される。
【０１７９】
　例えば、米国特許出願第60/633,429号（その開示内容は参照により本願に取り込まれる
）に記載されるようなバランス・トレーニングのために、音楽を使用することができる。
ある例では、身体の両体側間のバランスを示すために音楽が使用される。過大な力を加え
ている体部位を示すために、過大な音のチャネルが使用されても良い。バランスを喪失す
ると揺れが周期的な音を発生して警報が大きさを増す一方で、バランス状態を示すために
無音を使用してもよい。
【０１８０】
　本発明を、例として提供され、本発明の範囲を限定するためのものではない、その実施
形態の詳細な説明を用いて説明してきた。記載される実施形態は様々な特徴を含むが、そ
の全てが本発明の全ての実施形態において必要とされるものではない。本発明の一部の実
施形態は、その特徴又はその特徴の組み合わせの一部のみを利用し、又はその特徴の組み
合わせを含む。記載されている本発明の実施形態の変形及び本発明の実施形態は、特徴の
異なる組み合わせからなる記載された実施形態における顕著な特徴の異なる組み合わせが
、当業者に想到されるであろう。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１８１】
【図１】本発明の一つの例示的な実施形態による、椅子ベースのリハビリテーション・シ
ステムを示す図である。
【図２】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子を概略的に示
す図である。
【図３】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子を使用した方
法のフローチャートである。
【図４】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子でトレーニン
グされている人を説明する図である。
【図５】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子を使用する方
法のフローチャートである。
【図６】本発明の一つの例示的な実施形態による、基本的な椅子をベースとしたリハビリ
テーション装置を概略的に示す図である。
【図７】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子を使用する方
法のフローチャートである。
【図８】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子でトレーニン
グされている人を説明する図である。
【図９Ａ】本発明の一つの例示的な実施形態による、トレーニング方法及びリハビリテー
ション椅子の変形を説明する図である
【図９Ｂ】本発明の一つの例示的な実施形態による、トレーニング方法及びリハビリテー
ション椅子の変形を説明する図である
【図９Ｃ】本発明の一つの例示的な実施形態による、トレーニング方法及びリハビリテー
ション椅子の変形を説明する図である。
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【図１０】本発明の一つの例示的な実施形態における、様々な運動の範囲を示すリハビリ
テーション椅子を説明する図である。
【図１１】本発明の一つの例示的な実施形態による、トレーニング方法及びリハビリテー
ション椅子の変形を説明する図である。
【図１２】本発明の一つの例示的な実施形態による、トレーニング方法及びリハビリテー
ション椅子の変形を説明する図である。
【図１３】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子の変形を説
明する図である。
【図１４Ａ】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子を使用し
て、人が座位から立位に動くのを補助することを説明する図である。
【図１４Ｂ】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子を使用し
て、人が座位から立位に動くのを補助することを説明する図である。
【図１４Ｃ】本発明の一つの例示的な実施形態による、リハビリテーション椅子を使用し
て、人が座位から立位に動くのを補助することを説明する図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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