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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被験者によって指示される指標を繰り返し表示する表示装置と、
前記表示装置上の前記被験者によって指示された指示位置を特定する指示位置特定部と
、
前記指標の表示位置と前記被験者の前記指示位置との乖離量を算出する乖離量算出部と
、
前記乖離量算出部により算出される前記被験者による前記乖離量の変化傾向を健常者の
前記乖離量の変化傾向と比較する評価部と、
を備える、脳機能評価システム。

10

【請求項２】
前記被験者の視線がずれるように矯正する視線矯正部、を更に備え、
前記指示位置特定部は、前記視線矯正部により視線が矯正された状態における前記被験
者の指示位置を特定し、
前記乖離量算出部は、算出された複数回の前記乖離量の変化を記憶する、
請求項１に記載の脳機能評価システム。
【請求項３】
前記指標を指示する指示部が基準位置にあることを検知する基準位置検知部と
前記指標の視認性を制御する視認制御部と、を更に備え、
前記視認制御部は、前記基準位置検知部により前記指示部が基準位置にあると検知され
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ることを条件に、又は前記指示部が前記表示装置上を指示することを条件に、前記指標を
前記被験者に視認可能とし、前記指示部が前記基準位置から離れ前記表示装置上を指示す
るまでの間は前記指標を前記被験者に視認不可能とする、
請求項１又は２に記載の脳機能評価システム。
【請求項４】
表示装置と、指示位置特定部と、乖離量算出部と、評価部と、を備える脳機能評価シス
テムの作動方法であって、
前記表示装置が、被験者によって指示される指標を繰り返し表示するステップと、
前記指示位置特定部が、前記表示装置上の前記被験者によって指示された指示位置を特
定するステップと、
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前記乖離量算出部が、前記指標の表示位置と前記被験者の前記指示位置との乖離量を算
出するステップと、
前記評価部が、前記乖離量算出部により算出される前記被験者による前記乖離量の変化
傾向を健常者の前記乖離量の変化傾向と比較するステップと、
を含む脳機能評価システムの作動方法。
【請求項５】
前記脳機能評価システムは、更に視線矯正部を備え、
前記視線矯正部が、前記被験者の視線がずれるように矯正するステップを含む、
請求項４に記載の脳機能評価システムの作動方法。
【請求項６】
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前記脳機能評価システムは、更に視認制御部と、基準位置検知部と、を備え、
前記視認制御部が、前記被験者が前記指標を指示する途中の段階で前記指標を視認不可
能とするステップと、
前記基準位置検知部が、前記指標を指示する指示部が基準位置にあることを検知するス
テップと、
前記指示部が基準位置にあると検知されることを条件に、前記視認制御部が、前記指標
を前記被験者に視認可能とするステップと、
前記指示部が基準位置から離れることを条件に、前記視認制御部が、前記指標を前記被
験者に視認不可能とするステップと、
前記指示部が前記表示装置上を指示することを条件に、前記視認制御部が、前記指標を
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前記被験者に視認可能とするステップと、
を含む請求項４又は５に記載の脳機能評価システムの作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、脳の機能を客観的に評価する脳機能評価システム及び脳機能評価方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
従来、脳を侵す神経変性疾患のような運動機能障害を伴う脳疾患では、口頭指示に対す
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る被験者の運動を観察すること等により進行状況の把握を定性的に行うことが一般的であ
った。また、被験者にプリズムメガネ（レンズにプリズムを組み込み、光を屈折させるこ
とによって視線がずれるようにしたメガネ）を掛けさせ、複数回ダーツを投げた際の的へ
の命中精度の変化（プリズムに対する適応）を定量的に検査する試みもなされていた。し
かしながら、このような検査では、医師等の経験及び力量や、被験者の元々の運動機能の
差に大きく左右され定量性に欠けるため、近年では、脳疾患のより定量的な評価を可能に
するための試みがなされている。
【０００３】
例えば、特許文献１には、被験者に表示画面上の指標を指示させた後に、指示部分を目
標部分まで移動させ、この移動に要した時間を健常者の試験結果と対比することで運動機
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能を評価する運動機能評価方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４−５７３５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、特許文献１のような運動機能評価方法では、被験者には多くの動作が必要と
されるため、より簡易かつ正確に運動機能を定量的に評価する工夫が求められていた。
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【０００６】
また、運動機能障害は、大脳の疾患を原因として発生することもあれば、小脳の疾患を
原因として発生することもある。この点、特許文献１のように近年試みられている運動機
能評価方法では、被験者の意思（特許文献１では目標部分にまで指示部分を移動させると
いう意思）を介在させるものであり、運動機能障害が大脳に起因するものであるか小脳に
起因するものであるか特定することができなかった。
特に小脳の評価方法としては、体のバランスや四肢の巧緻運動、発語の際の構音障害の
有無等に基づく定性的な評価方法が用いられているのが現状であり、ダーツ投げのプリズ
ム適応では定量性と正確性のいずれもが欠け、リアルタイムにも計測できないことから、
小脳（特に運動学習）についての定量的かつ高精度な評価方法の構築が求められている。
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【０００７】
本発明は、このような要求に鑑みてなされたものであり、従来にない新たな方法で脳疾
患に伴う運動機能障害を評価する脳機能評価システム及び脳機能評価方法を提供すること
を第１の目的とし、更には、小脳（特に運動学習機能）の定量的、リアルタイムかつ高精
度な評価を実現することで、小脳を原因とする運動機能障害を正確に鑑別することのでき
る脳機能評価システム及び脳機能評価方法を提供することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）

被験者によって指示される指標を表示する表示装置と、前記表示装置上の前記

被験者によって指示された指示位置を特定する指示位置特定部と、前記指標の表示位置と
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前記被験者の前記指示位置との乖離量を算出する乖離量算出部と、を備える脳機能評価シ
ステム。
【０００９】
（１）の脳機能評価システムによれば、被験者に対して表示装置上の指標を指示させ、
その指示位置と指標との乖離量から被験者の脳機能を評価することができる。例えば、手
が震える等のように運動機能に障害がある場合には、健常者に比べて乖離量が大きくなる
ため、被験者の脳機能を客観的かつ定量的に評価することができる。これにより、従来に
ない新たな方法で、脳疾患に伴う運動機能障害を評価することができる。
【００１０】
（２）

前記被験者の視線がずれるように矯正する視線矯正部、を更に備え、前記指示
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位置特定部は、前記視線矯正部により視線が矯正された状態における前記被験者の指示位
置を特定し、前記乖離量算出部は、算出された複数回の前記乖離量の変化を記憶する、（
１）に記載の脳機能評価システム。
【００１１】
（２）の脳機能評価システムによれば、被験者は視線が矯正された状態で表示装置上の
指標を指示するため、試験開始直後は、指標から乖離した位置を指示してしまうことにな
る。健常者であれば、小脳の運動学習により次第に指標を指示できるようになるものの、
小脳に障害がある被験者は、運動学習能力が低下しているため、繰り返し試験を行っても
指標を正確に指示することができない。また、正確な指示に至るまでの繰り返し回数が増
えてしまう。そのため、小脳（特に運動学習）の障害についての定量的、リアルタイムか
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つ高精度な評価が可能となり、小脳を原因とする運動機能障害と大脳を原因とする運動機
能障害とを鑑別することができる。
【００１２】
（３）

前記指標を指示する指示部が基準位置にあることを検知する基準位置検知部と

、前記指標の視認性を制御する視認制御部と、を備え、前記視認制御部は、前記基準位置
検知部により前記指示部が基準位置にあると検知されることを条件に、又は前記指示部が
前記表示装置上を指示することを条件に、前記指標を前記被験者に視認可能とし、前記指
示部が前記基準位置から離れ前記表示装置上を指示するまでの間は前記指標を前記被験者
に視認不可能とする、（１）又は（２）に記載の脳機能評価システム。
【００１３】
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（３）の脳機能評価システムによれば、被験者が指標を指示しようと指示部を基準位置
から離すと、表示装置上の指標が視認できなくなる。そのため、被験者が指示部を指標に
近づける際に（即ち、指示動作の途中で）、被験者は、指示部の途中位置と指標との位置
関係を特定することができず、指示動作の途中で位置ずれの修正を行うことができない。
これにより、被験者の意思による指示位置の修正を防止することができ、大脳の働きをカ
ットした上で、運動機能を定量的かつ高精度に評価することができる。その結果、小脳（
特に運動学習）の障害の有無について正確な評価が可能となり、小脳を原因とする運動機
能障害と大脳を原因とする運動機能障害とを鑑別することができる。
【００１４】
（４）

被験者によって指示される指標を表示装置に表示するステップと、前記表示装
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置に表示した前記指標を前記被験者に指示させるステップと、前記表示装置上の前記被験
者によって指示された指示位置を特定するステップと、前記指標の表示位置と前記被験者
の前記指示位置との乖離量を算出するステップと、を含む脳機能評価方法。
【００１５】
（５）

前記指標を前記被験者に指示させるステップは、前記被験者の視線がずれるよ

うに矯正する視線矯正部を装着させた状態で行う、（４）に記載の脳機能評価方法。
【００１６】
（６）

前記指標を指示する指示部が基準位置にあることを検知するステップと、前記

指示部が基準位置にあると検知されることを条件に、前記指標を前記被験者に視認可能と
するステップと、前記指示部が基準位置から離れることを条件に前記指標を前記被験者に

30

視認不可能とするステップと、前記指示部が前記表示装置上を指示することを条件に、前
記指標を前記被験者に視認可能とするステップと、を含む（４）又は（５）に記載の脳機
能評価方法。
【００１７】
（４）から（６）の脳機能評価方法によれば、（１）から（３）の脳機能評価システム
と同様の効果を奏する。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、従来にない新たな方法で脳疾患に伴う運動機能障害を評価することが
できるとともに、小脳を原因とする運動機能障害を正確に鑑別することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の脳機能評価システムの機能的構成を示すブロック図である。
【図２】図１の機能的構成を実現するためのハードウェア構成を示す図である。
【図３】脳機能評価システムを用いた試験の手順を示す図である。
【図４】脳機能評価システムを用いた試験の実施例を示す図である。
【図５】脳機能評価システムを用いた試験の実施例を示す図である。
【図６】脳機能評価システムを用いた試験の実施例を示す図である。
【図７】脳機能評価システムを用いた試験の実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００２１】
［脳機能評価システム１の機能的構成］
初めに、図１を参照して、本発明の一つの実施形態としての脳機能評価システム１の機
能的構成について説明する。
脳機能評価システム１は、表示装置１１と、視線矯正部１２と、基準位置検知部１３と
、指示位置特定部１４と、視認制御部１５と、乖離量算出部１６と、評価部１７と、を含
んで構成される。
【００２２】
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表示装置１１は、被験者に対して指示対象としての指標を表示する。視線矯正部１２は
、被験者の視線がずれるように矯正する。例えば、視線矯正部１２は、被験者の視線を７
度以上６０度以下の範囲、好ましくは１５度以上４０度以下の範囲で右又は左に矯正する
。
脳機能評価システム１では、被験者は、視線が矯正されていない（視線にずれのない）
状態で表示装置１１に表示された指標を指示部（例えば、自分の指）で指示することを所
定回数繰り返し、また、視線が矯正された（視線がずらされた）状態で表示装置１１に表
示された指標を指示部（例えば、自分の指）で指示することを所定回数繰り返すことで、
脳機能を評価するための試験を行う。
【００２３】
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基準位置検知部１３は、指示部が基準位置にあるか否かを検知し、その結果を視認制御
部１５に通知する。
指示位置特定部１４は、被験者によって表示装置上の任意の位置が指示されたことを検
知し、その結果を視認制御部１５に通知する。また、指示位置特定部１４は、表示装置上
の被験者によって指示された位置（以下「指示位置」と呼ぶ）を特定し、特定した指示位
置を乖離量算出部１６に通知する。なお、指示位置としては、例えば、表示装置１１上の
座標を採用することができる。
【００２４】
視認制御部１５は、表示装置１１に表示される指標を被験者に視認できるようにするか
否かを制御し、表示装置１１は、任意の位置（以下「表示位置」と呼ぶ）に指標を表示す
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る。例えば、表示装置１１は、表示位置を所定回数分ランダムに決定し、決定した表示位
置に指標を表示する。
また、視認制御部１５は、指示部が基準位置にある場合に表示装置１１に表示された指
標を被験者に視認可能とし、指示部が基準位置から離れた場合に表示装置１１に表示して
いる指標を視認不可能とする。そして、視認制御部１５は、その後指示部が表示装置１１
上を指示すると、視認不可能としていた指標を被験者に再び視認可能とする。
また、表示装置１１は、指標の表示位置を乖離量算出部１６に通知する。なお、表示位
置としては、例えば、表示装置１１上の座標を採用することができる。
【００２５】
乖離量算出部１６は、指標の表示位置と被験者による指示位置との乖離量、即ち表示位
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置を示す座標と指示位置を示す座標との乖離量（両座標間の距離）を算出し、算出結果を
評価部１７に通知する。
【００２６】
評価部１７は、乖離量算出部１６により算出された乖離量に基づいて（例えば、健常者
の乖離量の統計値と比較することで）、乖離の程度を評価する。評価の詳細については後
述するが、評価部１７は、被験者の乖離量が大きい場合（絶対値が大きい場合、又は健常
者の乖離量の統計値と比較した相対値が大きい場合等）には、健常者との間に有意差があ
ると評価できるように乖離量を表示（印刷、画面出力等）する。このとき、評価部１７は
、試験を繰り返し行った場合の乖離量の変化の傾向をも表示する。
【００２７】
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［脳機能評価システム１の具体的構成］
続いて、図１に示す機能的構成を具体的に実現するためのハードウェア構成を図２を参
照して説明する。なお、図２に示す構成は一例に過ぎず、図１に示す機能を発揮可能であ
ればその他の構成により実現することとしてもよい。
図２に示すように、脳機能評価システム１は、管理端末２と、クライアント端末３と、
メガネ４と、タッチセンサー５と、を含んで構成される。
【００２８】
管理端末２は、脳機能評価システム１による試験を管理する管理者Ｚ（例えば、医師又
は試験技師等）により用いられる端末装置であり、クライアント端末３と通信可能に接続
される。管理端末２には、試験を行うための管理プログラムがインストールされており、
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管理者Ｚによって実行される管理プログラムに従い動作することで表示位置の決定、乖離
量の算出及び健常者の統計値との比較等の各種機能を実現する。
クライアント端末３は、試験が行われる被験者Ｘに対面するように設置された端末装置
であり、ディスプレイ３１を含んで構成される。ディスプレイ３１は、液晶ディスプレイ
であり、クライアント端末３の制御に伴い被験者Ｘに向けて指標を表示する。また、ディ
スプレイ３１の前面にはタッチパネル３１１が配置され、被験者Ｘにより指示された指示
位置を特定可能に構成される。
【００２９】
メガネ４は、前面側にプリズムレンズ４１を設置可能に構成され、被験者Ｘに装着され
る。プリズムレンズ４１は、メガネ４の左側面から抜き差しすることで着脱可能な板状プ
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リズムレンズであり、被験者Ｘの視線がずれるように矯正する。また、メガネ４の最前面
には、電圧の印加の有無で透明又は不透明となる電磁シャッターが組み込まれており、デ
ィスプレイ３１に表示された指標を被験者Ｘに視認可能とし、又は視認不可能とすること
ができる。
タッチセンサー５は、被験者Ｘによりタッチされているか否かを検知し、ＵＳＢ（Univ
ersal

Serial

Bus）や無線ＬＡＮ等を介して接続されたクライアント端末３及びメガネ

４に対してその検知結果を通知する。本実施形態では、イヤークリップ型のタッチセンサ
ー５を用いることとしている。即ち、本実施形態における基準位置とは、耳に装着された
タッチセンサー５の位置をいう。
【００３０】
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このような構成の脳機能評価システム１では、クライアント端末３（ディスプレイ３１
）が表示装置１１として機能し、プリズムレンズ４１が挿入されたメガネ４が視線矯正部
１２として機能する。即ち、メガネ４を装着した被験者Ｘの視線は、メガネ４の前面側に
差し込まれたプリズムレンズ４１により矯正され、被験者Ｘには、ディスプレイ３１に表
示された指標が実際の位置からずれた位置に視えることになる。ここで、プリズムレンズ
４１は、被験者Ｘの視線を７度以上６０度以下の範囲、好ましくは１５度以上４０度以下
の範囲で右又は左に矯正する。矯正量が１５度（特に７度）未満になると視線のずれが小
さくなって実質的には矯正にならず、４０度（特に６０度）より大きくなると運動機能の
学習限度を超えるようになってきて小脳の機能評価が難しくなる。
【００３１】
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また、脳機能評価システム１では、タッチセンサー５が基準位置検知部１３として機能
し、タッチパネル３１１が指示位置特定部１４として機能する。即ち、耳に装着したタッ
チセンサー５を被験者Ｘが指で触ることで、指示部（被験者Ｘの指）が基準位置にあるこ
とが検知され、タッチセンサー５から指が離れることで、指示部（被験者Ｘの指）が基準
位置にないことが検知される。また、指標を表示するディスプレイ３１の前面に配置され
たタッチパネル３１１に対して被験者Ｘの指が触れた位置が、被験者Ｘによって指示され
た指示位置として特定される。
【００３２】
また、脳機能評価システム１では、メガネ４の電磁シャッターが視認制御部１５として
機能する。即ち、管理端末２が指標を表示する表示位置をランダムに決定しクライアント
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端末３に対して通知すると、クライアント端末３がこの通知に従いディスプレイ３１の表
示位置に指標を表示する。
そして、タッチセンサー５及びタッチパネル３１１と通信可能に接続されたメガネ４の
電磁シャッターは、タッチセンサー５が指の接触を検知している状態では、被験者Ｘに対
して指標を視認できるようにし、タッチセンサー５が指の接触を検知していない状態では
、その後タッチパネル３１１が指の接触を検知するまで被験者Ｘに指標を視認できないよ
うにする。
【００３３】
また、脳機能評価システム１では、管理端末２が乖離量算出部１６及び評価部１７とし
て機能する。即ち、管理端末２は、タッチパネル３１１が特定した指示位置をクライアン

10

ト端末３から受信し、指標の表示位置と比較することで、被験者Ｘの指示した指示位置が
指標の表示位置からどれだけ乖離しているか算出する。また、クライアント端末３は、試
験の結果得られた所定回数分の乖離量の傾向について、健常者との間に有意差があると評
価できるように画面表示又は印刷出力し、管理者Ｚが被験者Ｘの脳機能を判断できるよう
にする。
【００３４】
［脳機能評価システム１の試験方法］
以上、本実施形態の脳機能評価システム１の構成について説明した。続いて、脳機能評
価システム１を用いた試験の手順について、図３を参照して説明する。
【００３５】
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被験者Ｘは、タッチパネル３１１に対して自分の指が適度な圧力で接触可能な位置（例
えば、ディスプレイ３１の前方５０ｃｍ程度であり、被験者Ｘの腕の長さによって適宜調
整した位置）に待機し、メガネ４及びタッチセンサー５を装着する。また、被験者Ｘは、
台（図示は省略）の上に顎を置いた状態で座って待機する。ここで、本実施形態では、視
線を矯正していない状態での試験と、視線を矯正した状態での試験とを、夫々所定回数ず
つ繰り返し行うこととしている。そのため、メガネ４には必要に応じて視線を矯正しない
ダミーの透明アクリル板又は視線を矯正するプリズムレンズ４１を挿入する。なお、図３
では、被験者Ｘは、プリズムレンズ４１を挿入したメガネ４を装着、即ち被験者Ｘの視線
は矯正されて右方向に２５度ずらされているものとする。
【００３６】
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図３（Ａ）に示すように、被験者Ｘがタッチセンサー５を自分の指で触れると、ディス
プレイ３１の管理端末２から指示された表示位置Ｐ１に指標が表示される。このとき、図
３では、被験者Ｘの視線は矯正されているため、被験者Ｘには、実際の表示位置Ｐ１から
右方向に２５度ずれた矯正位置Ｐ２に指標が表示されているように視える。なお、図３（
Ａ）では、ディスプレイ３１ａ及び矯正位置Ｐ２をディスプレイ３１及び表示位置Ｐ１の
右上方向に表示しているが、これは、暗所内で試験を受ける被験者Ｘの首が傾く場合があ
ることを考慮して記載したものである。
【００３７】
その後、被験者Ｘがタッチセンサー５から指を離し、タッチパネル３１１上の指標を指
で指示することにより試験が行われる。このとき、指示動作の途中で被験者Ｘが指の位置
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を指標に向けて意識的に調整することを防止するため、被験者Ｘは、指示動作を一定の速
度でリズミカルに行うこととする。
また、図３（Ｂ）に示すように、被験者Ｘがタッチセンサー５から指を離すと、メガネ
４の電磁シャッターの働きにより、被験者Ｘは、ディスプレイ３１の指標が視認できなく
なる。これにより、指示動作の途中で被験者Ｘが指の位置を指標に向けて意識的に調整す
ることが困難になり、被験者Ｘの意思による調整を防止することができる。即ち、大脳の
働きをカットする。
【００３８】
その後、被験者Ｘがタッチパネル３１１を指で指示する（タッチパネル３１１に被験者
Ｘの指が接触する）と、図３（Ｃ）に示すようにディスプレイ３１の指標が再び被験者Ｘ
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に視認できるようになる。このとき、図３では、被験者Ｘの視線が矯正されているため、
被験者Ｘは、表示位置Ｐ１ではなく矯正位置Ｐ２の近傍の指示位置Ｐ３を指示することに
なる。この指示位置Ｐ３と表示位置Ｐ１とは、管理端末２に送信され、指示位置Ｐ３と表
示位置Ｐ１との乖離量（距離）が算出される。
【００３９】
その後、被験者Ｘがタッチパネル３１１から指を離し、タッチセンサー５を指で触れる
と、ディスプレイ３１には次の試験用の指標が前回とは異なる表示位置に表示されるとと
もに、被験者Ｘは、その指標を視認できる状態となる。脳機能評価システム１を用いた試
験では、このような指標に対する指示動作を繰り返し行い、被験者Ｘの指示位置Ｐ３と表
示位置Ｐ１との乖離量、より詳細には乖離量の変化の傾向から被験者Ｘの脳機能を判断す

10

る。
【００４０】
［実施例］
続いて、図４及び図５を参照して、脳機能評価システム１を用いた試験の実施例につい
て説明する。本発明者らは、健常者（図４（Ａ））、脊髄小脳失調症３１型の患者（図４
（Ｂ））、晩発性小脳皮質萎縮症の患者（図５（Ｃ））、及びパーキンソン病の患者（図
５（Ｄ））を被験者として脳機能評価システム１を用いた試験を行った。これら被験者の
うち、健常者は大脳・小脳に関わらず脳に障害がみられない被験者であり、脊髄小脳失調
症３１型の患者及び晩発性小脳皮質萎縮症の患者は小脳に障害がみられる被験者であり、
パーキンソン病の患者は小脳には障害がみられず大脳に障害がみられる被験者である。
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実施例では、被験者がプリズムレンズ４１の代わりにダミーの透明アクリル板を挿入し
たメガネ４を装着した状態で５０回の試験を繰り返した後に、右方向に２５度視線がずれ
るプリズムレンズ４１を挿入したメガネ４を装着した状態で１００回の試験を繰り返し、
その後再びダミーの透明アクリル板を挿入したメガネ４を装着した状態で５０回の試験を
繰り返すことで行った。なお、ダミーの透明アクリル板を用いるのは、視線の矯正の有無
を被験者に知られないようにするためである。
【００４１】
初めに、図４（Ａ）を参照して健常者の実施例について説明する。
最初の５０回の試験では、プリズムレンズ４１が挿入されておらず、ダミーの透明アク
リル板であることから視線が矯正されていないため、健常者は、指標の近傍を指示する傾
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向がみられた。
続く１００回の試験では、健常者は、初めのうちは指標からずれた位置を指示していた
ものの、繰り返し試験を行うことで徐々に指標の近傍を指示する傾向がみられた。これは
、プリズムレンズ４１により視線が矯正されているため、当初矯正分だけずれが生じてい
たのに対し、その後の繰り返しにより小脳の運動学習機能が働き指標を正確に指示できる
ようになったと考えられる。
その後の５０回の試験では、挿入していたプリズムレンズ４１を外し、ダミーの透明ア
クリル板に戻すことによって視線の矯正を解除したため、初めのうちは小脳が学習してい
た分だけ指標からずれた位置を指示していたものの、繰り返し試験を行うことで再び学習
機能が働き徐々に指標の近傍を指示する傾向がみられた。

40

【００４２】
続いて、図４（Ｂ）を参照して脊髄小脳失調症３１型の患者の実施例について説明する
。
最初の５０回の試験では、視線が矯正されていないにも関わらず指標からずれた位置を
ばらばらに指示する傾向がみられた。これは、被験者に運動機能障害があるためと考えら
れる。
続く１００回の試験では、視線の矯正に伴い指標からのずれが矯正分だけシフトする傾
向もみられなくはないものの、相変わらずばらばらな指示で、繰り返し行っても指標の近
傍に近づくことがなかった。これは、小脳の障害により運動学習機能が働かないためと考
えられる。
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続く５０回の試験では、視線の矯正を解除したことに伴い、矯正分のシフトが解除され
ているが、最初の５０回の試験と同じく指標からずれた位置をばらばらに指示する傾向が
みられた。なお、健常者のように当初矯正分とは逆方向にずれる傾向はみられなかった。
これは、１００回の試験において運動学習機能が働かなかったため、健常者のように学習
した分のずれが生じなかったためと考えられる。
【００４３】
なお、図５（Ｃ）に示すように、小脳に障害のある晩発性小脳皮質萎縮症の患者では、
脊髄小脳失調症３１型の患者と類似の傾向がみられた。即ち、視線を矯正していない状態
であっても指標からずれた位置をばらばらに指示する傾向がみられるとともに、視線を矯
正した状態では指標からのずれが矯正分だけシフトするものの繰り返し行っても指標の近

10

傍に近づかない傾向がみられた。
【００４４】
続いて、図５（Ｄ）を参照して大脳に障害がみられるパーキンソン病の患者の実施例に
ついて説明する。
最初の５０回の試験では、視線が矯正されていないにも関わらず指標からずれた位置を
指示する傾向がみられたが、脊髄小脳失調症３１型や晩発性小脳皮質萎縮症の患者に比べ
てばらつきの程度は小さい。これは、被験者に、小脳に起因しない運動機能障害があるた
めと考えられる。
一方、続く１００回の試験では、健常者と同様に、当初矯正分だけずれが生じていたも
のの、その後の繰り返しにより指標を概ね指示できるようになる傾向がみられた。これは
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、繰り返しにより小脳の運動学習機能が働き指標を指示できるようになったためと考えら
れる。
続く５０回の試験でも、健常者と同様に、初めのうちは小脳が学習していた分だけ指標
からずれた位置を指示していたものの、繰り返し試験を行うことで再び学習機能が働き徐
々に指標の近傍を指示するようになる傾向がみられた。
【００４５】
以上のような実施例により、ディスプレイ３１に表示した指標を被験者に指示させ、そ
の乖離量の傾向を観察することで、被験者に大脳又は小脳の障害に伴う運動機能障害が生
じているか否かを判断できることが分かった。即ち、最初の５０回の試験に示すように、
運動機能障害が生じている被験者は、健常者のように正確に指標を指示できない傾向にあ
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るため、乖離量の観察から運動機能障害が生じているか否かを定量的に評価し、判断する
ことができる。
【００４６】
また、視線を矯正した被験者に指標を指示させた場合の乖離量の傾向を観察することで
、被験者に小脳の障害に伴う運動機能障害が生じているか否かを判断できることが分かっ
た。即ち、続く１００回の試験に示すように、小脳に障害がなく運動学習機能が働く被験
者は、視線が矯正された状態でも繰り返し試験を行うことで徐々に指標を正確に指示でき
るようになる一方で、小脳の障害により運動学習機能が働かない被験者は、繰り返し試験
を行っても乖離量の改善がみられない。また、続く５０回の試験に示すように、視線の矯
正を解除すると、小脳に障害がない被験者には当初学習していた分だけ指標からずれた位
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置を指示しその後徐々に正確な位置を指示する傾向にあるものの、小脳に障害がある被験
者には視線を矯正していた状態の学習に伴う矯正分とは逆方向にずれる傾向がみられず、
また、その後の繰り返しによる乖離量の変化もみられない。そのため、視線を矯正して指
標を指示させることで小脳を原因とする運動機能障害を鑑別することができる。
【００４７】
［追加実施例］
続いて、図６及び図７を参照して、脳機能評価システム１を用いた追加試験の実施例に
ついて説明する。なお、追加試験の方法は、図４及び図５で行った試験の方法と同一であ
る。また、図６及び図７では、各被験者における適応指数を図示している。この適応指数
は、任意の健常者（一例としては図４（Ａ）の健常者）の試験結果との比較を示し、適応

50

(10)

JP 6218286 B2 2017.10.25

指数が１に近いほど健常であることを示す。
【００４８】
追加試験において、本発明者らは、アルツハイマー病の患者（図６（Ｅ））、高齢の健
常者（図６（Ｆ））、パーキンソン病の患者（図７）を被験者として脳機能評価システム
１を用いた試験を行った。これら被験者のうち、アルツハイマー病の患者は、記憶力の低
下は見られるものの一般的な小脳障害は無い被験者であり、高齢の健常者は、このアルツ
ハイマー病の患者よりも高齢の被験者（配偶者）である。
図６では、アルツハイマー病の患者（図６（Ｅ））と当該患者よりも高齢の健常者（図
６（Ｆ））との比較を行った。また、図７では、パーキンソン病の患者について治療前（
図７（Ｇ））と治療後（図７（Ｈ））との比較を行った。即ち、図７（Ｇ）（Ｈ）では同
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一の患者について試験を行っている。具体的には、図７（Ｇ）は、薬物治療をしていない
初診段階での試験結果を示し、図７（Ｈ）は、パーキンソン病に対する薬を数ヶ月間服用
し、生活が楽になった時点での試験結果を示す。
【００４９】
図６を参照して、アルツハイマー病の患者と、当該患者より高齢の被験者とを比較する
と、アルツハイマー病の患者の方が適応指数が低い。これは、アルツハイマー病の患者は
、ディスプレイ３１に表示された指標を記憶する力が弱いためと考えられる。
このことから、脳機能評価システム１によれば、作業記憶と呼ばれる人間の記憶機能の
善し悪しを判定することができる。即ち、追加試験によって、アルツハイマー病の患者で
は結果が低下することが判明したため、脳機能評価システム１は、アルツハイマー病等の
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認知症の試験に応用することができる。
【００５０】
図７を参照して、パーキンソン病の患者に対して治療前後において行った試験では、治
療前において低かった適応指数が、治療後において著しく改善した。即ち、全体的なばら
つきが減少し、動作が改善されている。図７を参照すると、治療により改善したパーキン
ソン病の症状が試験結果として現れていることが分かる。
このことから、脳機能評価システム１によれば、パーキンソン症状の評価や薬効評価に
好適に利用することができる。また、被験者の手の震え等も定量的に評価することができ
る。
【００５１】
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以上説明した脳機能評価システム１によれば、被験者の指示位置と指標との乖離量に基
づいて被験者の脳機能を評価する。例えば、手が震える等のように運動機能に障害がある
場合には、乖離量が大きくなるため、健常者の結果と比較することで、被験者の脳機能を
客観的かつ定量的に評価することができる。これにより、従来にない新たな方法で、脳疾
患に伴う運動機能障害の有無を判断することができる。
【００５２】
また、脳機能評価システム１では、視線を矯正した状態での指示位置と指標との乖離量
の変化傾向を健常者の乖離量の変化傾向と比較することで被験者の脳機能を評価する。小
脳に障害のない健常者であれば、視線が矯正されていたとしても小脳の運動学習により次
第に指標を指示できるようになるものの、小脳に障害がある被験者は、運動学習能力が低
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下しているため、繰り返し試験を行っても指標を正確に指示することができない。そのた
め、小脳の定量的な評価を行うことができ、脳疾患が小脳を原因とするものであるのか大
脳を原因とするものであるのかを鑑別することができる。
一例として、脊髄小脳失調症３１型や脊髄小脳変性症のように小脳疾患の診断に利用す
ることができるとともに、小脳を障害しないパーキンソン病や本態性振戦等の錐体外路系
疾患と、パーキンソン症状を伴いかつ小脳も障害し得る多系統萎縮症等の錐体外路系疾患
とを鑑別することができる。日常の臨床では、病早期や複雑な合併症がある場合等で、こ
の両者の鑑別が難しい場面があるため、脳機能評価システム１の有用性が発揮できる。更
に、診察やＭＲＩでは区別しにくい小脳障害類似症状、例えば、脳血管障害や多発性硬化
症で起きる運動失調性不全片麻痺でも小脳障害の除外に有用である。即ち、小脳を侵す疾
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患以外にも多数の疾患や脳発達・老化の鑑別にまで広く応用可能である。
【００５３】
このとき、脳機能評価システム１では、被験者が指標を指示する途中の段階でディスプ
レイ３１上の指標を視認できなくするため、指を指標に近づける際に、被験者は、指の途
中位置と指標との位置関係を特定することができず、指示動作の途中で位置ずれの修正を
行うことができない。これにより、被験者の意思による指示位置の修正を防止することが
でき、大脳の働きをカットした上で、小脳の運動機能を定量的に評価することができる。
【００５４】
また、脳機能評価システム１は、脳の中の機能連関や小児の脳成熟の評価といった脳機
能の解明のために広く利用することができる。更には、脳機能評価システム１は、小脳が
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関わることが確実視されている自閉症スペクトラムでの機能評価にも利用することができ
る。
【００５５】
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙
したに過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものでは
ない。
【００５６】
例えば、上記実施形態では、指標の視認の可否を視認制御部１５の制御により実現する
こととしているが、これに限られるものではない。例えば、表示装置１１（ディスプレイ
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３１）の前面に物理的なシャッターを設け、被験者から指標を物理的に視認できないよう
に構成することとしてもよい。また、電圧がかかっていない状態で白い画面となる所謂ノ
ーマリーホワイトの液晶ディスプレイを使用し、管理端末２やクライアント端末３からの
指示に応じて液晶ディスプレイに指標を表示又は非表示とすることで実現することもでき
る。
【００５７】
更に、上記実施形態では、ダミーの透明アクリル板、右方向に２５度視線がずれるプリ
ズムレンズ４１、ダミーの透明アクリル板の順にメガネ４に挿入して試験を行っているが
、これに限られるものではない。例えば、ダミーの透明アクリル板、右方向に２５度視線
がずれるプリズムレンズ４１、左方向に２５度視線がずれるプリズムレンズ４１、ダミー
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の透明アクリル板の順となるように、途中で逆方向に視線がずれるプリズムレンズ４１を
挿入することとしてもよい。この場合、逆方向に視線がずれるプリズムレンズ４１によっ
て、ダミーの透明アクリル板よりも顕著な傾向を出すことができる。また、視線のずれ角
度は２５度に限らず、１５度、４０度でも同様の試験結果が得られ、７度以上６０度以下
の範囲であれば実用的な試験が可能である。
【符号の説明】
【００５８】
１

脳機能評価システム

１１

表示装置

１２

視線矯正部

１３

基準位置検知部

１４

指示位置特定部

１５

視認制御部

１６

乖離量算出部

１７

評価部

２

管理端末

３

クライアント端末

３１

ディスプレイ

３１１
４

40

タッチパネル

メガネ
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(12)
４１
５

プリズムレンズ
タッチセンサー

【図１】

【図２】

【図３】
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