患者のモビリティ
を改善する

Ekso Bionics

The future is exciting.

Ready?

Ekso Bionics case study

ロボット型エクソスケルトン (外骨格型)がリハビリを
支援するためのグローバルコネクティビティを実現
脳梗塞や脊髄損傷に苦しむ多くの患者は、身体機能回復や社会復帰のために数ヶ月、
あるいは数年にも及ぶリハビリに取り組む必要があります1。これは本人だけでなく、
家族や友人にとっても大きな負担となります。しかし現在では、患者の歩行機能を
補助するロボット型エクソスケルトン（外骨格型）
を使用し、回復進捗度に関して定量
的なフィードバックを受けることで、素早い機能回復が見込めます。このバッテリー
駆動のウェアラブル型のロボットは、ユーザーの服の上から装着可能で、患者が以前は
不可能だった運動能力や筋力、更に持久力を発揮できるようにします。

脊椎損傷や脳梗塞の患者が回復のために行うリハ
ビリ活動は、非常に体力を消耗するものです。
更に、日々目に見えるような回復を図ることは
困難で、患者がモチベーションを失ってしまう
ことさえあります。Ekso Bionics社のグローバル
マーケティング担当VPであるGreg Davault氏は
次のように述べています。「Ekso Bionics独自
のソリューションであるEkso GTは、リハビリ
科の患者や臨床医向けに特別に開発されたも
のです。患者が入院して容態が安定したら、
すぐに入院患者に適用することができます」
Ekso GTは、米国食品医薬品局(FDA)の認可を
受けた唯一のバッテリー駆動のロボットとして
脳梗塞や脊髄損傷によって胸から下の機能を失い
同時に腕や手のほとんどの機能が残っている
ASIA機能障害DのレベルT3からC7、さらにそれ
以外のレベルT4からL5までの患者の治療に適
用することができます。「Ekso GTのセラピスト
レポートを使用することで、これまでには実現
できなかった極めて長時間の歩行が可能になり
ます。療法士は、エクソスケルトンによって、
より完璧な治療ができるようになります」と
Davault氏は話します。
患者の心理状況を考慮すると、
そのリハビリで
はできるだけ早く立ち上がり歩けるようになる
ことが重要です。エクソスケルトンにより持久
時間などの回復状況をいち早く確認できるよう
になります。しかし当初は、Ekso Bionicsが患者
の回復状態のデータに容易にアクセスできたわけ
ではありません。
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通信による回復進捗度の把握

“

課題

ボーダフォンとの協業によって、
機器の最新の使用状態について
問い合わせる必要がある患者の
数を半分に減らすことができま
した
Greg Davault
グローバルマーケティング担当VP
Ekso Bionics

アフリカ、欧州などでのコネクティビティが課
題となっていたのです。更に、療法士に提供す
る患者の情報をリアルタイムで漏れなく収
集する必要もありました。

ソリューション
コネクテッド・リハビリテーションモニタ
リング
熟慮の末にEkso Bionicsでは、
ボーダフォンのIoT
通信管理フォームによって、エクソスケルトンを
グ ロ ー バ ル 接 続 するという形 態 を 選 択しま
した。EksoPulseとボーダフォンのサービスによっ

同社が提供するクラウドベースのプラット
フォームであるEksoPulseは、患者一人一人の
リハビリ結果を分析し、回復状態を定量的に
表示することで、患者が治療を続けられるよう
モチベーションを維持できます。Ekso Bionics
では、同社がビジネスを展開する全ての国の
利用者に回復状況データをリアルタイムで提供
したいと考えていました。Davault氏は、次の
ように回想します。「欧州など、特に離れた
場所にあるデバイスからのデータ収集において
問題を抱えていました。利用者の1/3は、エクソ
スケルトンから手動でデータを収集する必要が
あったのです」
同社は、脊髄損傷や脳梗塞に苦しむ患者のリハ
ビリ機能を向上し、スピードアップを図るため
に最適となるサービスプロバイダーを選定する
際、複数の問題を抱えていました。170カ所
以上のリハビリ施設に存在する全てのエクソス
ケルトンのデバイスの接続、例えば、特に北米や

て、療法士は患者の回復状態をトラッキングした
り、
フィルタリングツールを使って特定の記録を素
早く検索することで、適切な治療法を選択すること
ができます。
「データの安全性と米国の医療保険
の相 互 運用性 、そして説 明 責 任に関する法 律
(HIPAA) に従い、
患者のプライバシーを保護できる
ことは、非 常に大きな安 心 材 料でした」とサン
ディエゴ州立大学 School of E x e r c i s e and
Nutritional Sciencesの理学療法士である
Antoinette Domingo氏は話します。
エクスケルトンの効果を測定する上で最大の課題
となるのは、理学療法施術中に発生した状態を
定量化することです。
Davault氏は、
次のように説明
しています。
「多くの患者に共通した治療法は歩行
訓練であり、患者の歩行能力の改善を支援する
理学療法となります。Ekso GTは、患者のトレー
ニングに必要なパワーを確実に提供できるように
なっています」
。
当プラットフォームには、
それまでの
トレーニングの過程や立ち上がれるまでの時間が
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Ekso Bionics、グローバルマーケティング担当VP、
Greg Davault

記録されていますが、
ある脳梗塞患者の場合には、
初期の歩行訓練では7フィートだった歩行距離
が、431フィートにまで伸びていることが分かり
ます2。
エクソスケルトンが自動的に患者の数値を収集
すると同時に、Ekso Bionicsは、ボーダフォンの
IoT通信管理プラットフォームを使用して、
デバイスの

今後について

まとめ

シンプル化と低価格化で生活の質を向上

• 理学療法士は、Ekso GTによってより短期

コネクティビティのパートナーを1社にまと
め、デバイスの出荷先に関係なく、同じ1つの
グローバルSIMをユニットに搭載できること
で、デバイスの製造工程を大幅に単純化する
ことができます。また、新しい市場に進出した
場合でも、その地域のコネクティビティパート

使用状況をトラッキングすることができます。

ナーを改めて探す必要がなく、グローバルな

使 用 率の低い病 院 が 見つかった場 合 、E k s o

るEkso Bionicsの影響力を高め、より多くの脳

Bionicsは、
療法士に対してEkso GTのより効果的な
使用方法を教えることができます。
トレーニングを
行った結果、
これらの病院は世界屈指のEkso GTの
ユーザーとなり、
更に高まる要望に応えるために最近
デバイスを追加購入しています。
「ボーダフォンと
協業できたことで、最新の使用状態を問い合わ
せる必要があるお客様
（患者）
の数を半分に減らす

展開を図ることができます。これが市場におけ
梗塞や脊髄損傷患者のリハビリを支援し、生活
の質の向上に寄与する結果に繋がっています。
Ekson Bionicsでは、ボーダフォンのIoT通信管理
果の向上に加え、社内のプロセスの向上も図る
ことができました。「ボーダフォンとのパート
ナーシップは非常にシームレスなものであり、

信頼性に優れたボーダフォンのコネクティビティ

ューションを作り上げることができました」と

なく、
Ekso Bionicsのコストが削減され、
より効率
的 な 業 務 運 営を実 現することができました。
Davault氏は「患者のリハビリを支援するロボ
ット型エクソスケルトンの利用率は、毎年30％
の勢いで伸びていますが、
これもお客様のニーズ
や利用意欲が高まってきたおかげです」
と強調
します。

間に高い頻度で患者が動けるようになるの
で、患者の生活の質を高めることに成功して
います。

• ボーダフォンのIoT通信管理プラットフォーム

によって、SIMカードを起動・停止したり、
デバイスの状態を監視したり、データアラート
を提供することが可能となりました。

• ボーダフォンとパートナーシップを組むことで

Ekso Bionicsは、北米、アフリカ、欧州に
ある170カ所のリハビリセンターからリアル
タイムでデータを収集することができるよ
うになりました。

フォームを採用することで、患者のリハビリ結

ことができました」
とDavault氏は述べています。
によって、収 集 するデ ータ量 が 増えただけで

”

患者のリハビリを支援するロボット型エクソスケルトン
の利用率は、毎年30％の勢いで伸びていますが、これも
お客様のニーズや利用意欲が高まってきたおかげです

スムーズかつ期待通りに1つのグローバルソリ
Davault氏は話します。
ボーダフォンのグローバルカバレージは、Ekso
Bionicsとそのエクスケルトンソリューションの
要件に応えることができる、正に理想的な
ものでした。ボーダフォンのコネクティビティ
は、リハビリにおける境界線を広げ、病院だけ
でなく患者の自宅にまでその範囲を広げる可能
性を持っています。Ekso Bionicsは、ボーダ
フォンと密接に協業しながら患者や理学療法士
から得られた有効な成果を元に、現在そして
将来のプロジェクトに取り組んでいます。

1 出典: Mayo Clinic: Stroke rehabilitation, May 2017
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/in-depth/stroke-rehabilitation/art-20045172
2 出典: Ekso GT Clinical Research. Summary of Findings, Feb 2017
http://eksobionics.com/wp-content/uploads/2017/03/eksohealth-clinical-research-summary-of-findings-vanhiel-2017.pdf

Ekso Bionicsについて
• Ekso Bionicsはロボット型エクソスケルトン
を提供するパイオニア企業です。

• 同社のエクスケルトンによって、人間の持つ

力、持久力、運動能力を高めることができ
ます。

• Ekso Bionicsの治療用デバイスは、患者と

療法士のために開発されたものです。これ
らのデバイスは、高い安全性を持ちながら
疲労を軽減し、けがを負う可能性を低く抑
えることができるようになっています。

• www.eksobionics.com

vodafone.com/iot/japan
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