
１、体に何もつけずに３m歩くだけで「歩行状態」と「ロコモ点数」が測定できます。
　  また、ロコモ点数に対してのロコモ度判定と歩行測定の評価が行えます。

２、 ）き付能機内案声音（。すまきで定測で作操単簡、し択選らかドーモ定測のつ３たせわ合に法方用運

３、運搬の際は収納状態にすることでコンパクトに持ち運び易くなります。

宮崎大学
医学部/工学部
との共同開発！

歩行状態・ロコモ点数を
数値化する測定装置

LHR-100

※測定イメージ

音声ガイダンスによ
る測定者の誘導、
を行います。

楽しく簡単、歩くだけで
歩行状態とロコモ点数を測定
楽しく簡単、歩くだけで
歩行状態とロコモ点数を測定

登録特許：6216984　国立大学法人宮崎大学(出願人)

●充実な付属アイテム！
（ロコモ点数参考表） （ロコモ予防運動トレーニング）

歩幅 速度

ロコモ点数 ※推定点数

ひざ

・デイケア・デイサービスの効果測定
・地域包括ケアの介護予防教室
・健康測定会などのイベント　  ・・など

様々なシーンでのご活用に最適！

■特徴



日本整形外科学会：ロコモチャレンジ推進協議会（ロコチャレ）が推奨している３つの「ロコモ度テスト」の内、
ロコモ25アンケートと相関の取れたロコモ点数が測定できます。また、運動効果の評価にご活用いただけます。

・ 高齢者自身のモチベーションアップや、リハビリ効果の裏付けにご活用いただけます。

健康寿命の延伸を目的にした運動指導や測定会などで利用できます。

簡便かつ定量的に測定でき、改善指導の効果の裏づけにご活用いただけます。

　運用に合わせたモードを選んで測定者の情報を登録または選択します。測定者を開始位置に誘導後、測定開始ボタンを押すだけの簡単操作
で、音声ガイダンスが測定者を誘導、歩行開始します。測定者が歩行終了位置を過ぎた後、すぐに自動で測定結果の表示とレシート印刷を行いま
す。測定のデータは、CSVデータで出力が行えるので、ご自由にご活用いただけます。

ロコモティブシンドロームの測定や健康測定会に最適！

操作が簡単なソフトウエアでらくらく測定

測定のステップ

高齢者のリハビリ効果の評価やデイケアやデイサービスに利用可能！

適切な場所に

簡単設置
１ ソフトを立ち上げ

測定者情報を入力
２ 自動で測定終了し

結果表示・印刷
４

測定履歴の印刷・削除が簡単
測定したデータは、測定履歴から
確認できます。また、レシートへの
印刷や履歴の削除が行えます。

自動で結果表示・レシート印刷

測定終了後、すぐ
に測定結果を表
示し、レシートを
印刷します。
印刷不要の際は、
画面で簡単に設
定が行えます。

骨格を自動認識
カメラフレーム上に入った測定者の
骨格をセンサーが自動で認識します。選べる測定モード

運用に合わせて、測定モー
ドを選択できます。測定者
情報には、測定者の氏名、
年齢、性別の登録または
選択が行えます。

自由な測定データの集計管理
測定したデータは、測定データ出力から
CSVデータに出力し、測定日または個人毎
のデータに出力・管理が行えます。 A健康フェスタ

メジャー

設置用テープ 音声ガイダンス後
歩行開始

測定者情報の入力

測定開始で

音声ガイダンスに従い

歩行開始

３

・画面結果表示

・レシート印刷



　歩行測定の結果は、「歩幅」「速度」「ひざ
角度」の結果を、年代毎の参考値で評価し
ます。　ロコモ点数では、該当するロコモ度
を判定でき、ロコモ度に該当しない場合
は、歩行測定の評価のみの結果になりま
す。最後に結果に適したコメントが表示さ
れます。

歩幅

速度

ロコモ点数

ひざ

歩行状態・ロコモ点数
の測定結果

2018年1月3日（月）　10：00
No.00002　　50歳
ーーーーーーーーーーーー
　歩行測定の結果
歩幅（２歩分）

115　*　　　　　cm
参考値：133

注意してください。

速度

1.05　　　　　　m/s
参考値：1.05

十分です。

ひざ角度

140　*　　　　　度
参考値：130

注意してください。

ーーーーーーーーーーー
　ロコモ点数
［7点以上：ロコモ度1］
［16点以上：ロコモ度2］

7　　　　点

あなたは、ロコモ度１になり
ます。
移動機能の低下が始まって
いる可能性があります。
ーーーーーコメントーーーー
歩行測定の結果が正常な
方でも油断は禁物です。

●膝、腰、肩に痛みはありま
せんか？
●体力に不安はありません
か？
●内服薬が２種類以上あり
ませんか？

移動機能を維持するために
あなたの身体機能に適した
運動が必要です。
無理せずできる運動から始
めましょう。
継続することが大切です。

レシートイメージ

ロコモ度

コメント

　人の動きを検知するセンサーで、歩行時の「歩幅」「速度」「ひざ角度」を計測し参考値と
比較します。 歩行測定の結果は、ソフト内のアルゴリズムにより、ロコモ25アンケートと相
関のあるロコモ点数（推定値）で評価します。さらに、評価結果のロコモ点数に該当するロ
コモ度を判定いたします。

歩行状態からロコモ点数とロコモ度を判定 測定結果をその場で印刷

判定

点数

状態

7～15点
移動機能の低下が始まっている状態です。

ロコモ度１

歩幅 速度 ひざ角度

ソフト内のアルゴリズム

ロコモ点数（推定値）

16点以上
移動機能の低下が進行している状態です。

ロコモ度２

《ロコモ点数のバロメーターイメージ》

ロコモティブシンドローム ( 略称：ロコモ ) は、運動器 ( 筋肉 , 骨 , 関節 , 神経など身体の
運動に関わる器官 ) に障害が起こり「立つ」「歩く」などの移動機能の低下をきたした状態
をいいます。これが進行すると最悪 ”寝たきり”になってしまう可能性があります。

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

ロコモになる要因や症状
若く健康な人でも、運動機能は年とともに衰えていきますが、ロコモになる
要因はそれだけではありません。
運動習慣のない生活を続けていたり、痩せすぎや肥満、変形性関節症など
の病気や過度なスポーツ、また運動による怪我などが要因で、腰痛や膝痛
といった症状が起こります。これは、年齢に関わらず子供でもロコモになる
危険性があるのです。

運動器とは
運動器とは、骨・関節・筋や神経
など身体を動かす器官のことです。
代表的な部位は足腰で、運動器
に支障をきたすと身体が思うよう
に動かなくなります。

●ロコモ度の判定基準

●ロコモ点数の算出イメージ ●ロコモ25アンケートとの相関性

●歩行測定の内容

※日本整形外科学会　ロコモ度を判定する「臨床判断値」を発表　平成27年5月15日のロコモ度の説明より　抜粋

7点 以上 16点 以上

年齢 性別

【 国立大学法人宮崎大学 】
医学部 整形外科 教授　帖佐悦男 先生　監修
医学部 看護学科 教授　鶴田来美 先生　監修

工学教育研究部 環境ロボティックス学科 教授　田村宏樹 先生　監修

直立 歩行

歩幅
３m歩行時の２歩目の歩幅

速度
３m歩行時の右足の歩行速度
※結果が、参考値より早い場合は十分です。
　参考値より遅い場合は注意してください。

※結果が、参考値より広い場合は十分です。
　参考値より狭い場合は注意してください。

）度角の裏ざひ（。すで度角の際たげ曲をざひに時行歩
足の付け根、ひざ、足首が一直線の時を180度（直立状態）

※結果が、参考値より小さい場合は十分です。
　参考値より大きい場合は注意してください。
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※国際会議  2018 IEEE International Conference on Biomedical 
and Health Informatics(BHI'18)におけるポスター発表資料より

y = 0.48x + 4.68
R² = 0.52



本体仕様
歩行計測機器

専用アプリケーションソフト

約23kg 

AC100V／1A

感熱式サーマル印字　レシート：W:58×直径：40(mm)

5Wスピーカー

平均8秒※個人の歩行速度によって異なります。

名称

ソフト ウエア

重量

電源

プリンター

音声案内

計測時間

サイズ
測定時 W：440×D：400×H：940(mm)
収納時 W：440×D：400×H：630(mm)

付属品 ※付属品及び仕様は予告なく変更することがあります。

別売りオプション
歩行マットW：500×D：3500(mm)　重さ：4kg

専用レシート（10巻入）

設置補助品

消耗品

■設置条件（ふかん図）

■LHR-100の商品構成

本体

front back

▼本体

90度

260cm

4m

3m

3.5m

45度 150cm

fro
nt

② ①

③

④

⑤

設置メジャーの端　を印の
位置に合わせます。 

⑤

ディスプレイ

入力インターフェイス

設置補助品

その他

運用補助ツール
枚１：  　　　　表考参数点モコロ

ロコモ予防運動トレーニング：１枚
※運動トレーニング用紙を増刷される際は、お問い合わせください。

15.6型

10キー付きキーボード／マウス（無線）

専用メジャー（2.6M）:１個／設置用テープ:１巻

付属品収納バッグ

コンパクトに収納！

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
　また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。 お問い合せ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

2018 年４月現在

● 開発・製造元

【本社/開発技術センター】 〒889-1603
宮崎県宮崎市清武町正手 1丁目 1 1番地
☎(0985)85-1234(代表)FAX(0985)85-6651

ISO 9001 取得（開発技術センター、清武工場、国富工場）
ISO 14001 取得（開発技術センター、清武工場、国富工場）


