
                                   

                                       

 

右記の QR コードまたは参加申込書（別紙）を下

記宛に e メールまたは Fax でお送り下さい． 

大阪大学 全学教育推進機構スポーツ・健康教育部門 准教授 藤田和樹

Tel: 06-6850-6978 Fax: 06-6850-6954   

E-mail: info.ukk.walktest@gmail.com 

ウォーキングであなたの心肺持久力がわかる   

 お申し込み方法 

UKK Walk Test 研究 
参加者募集中 

 

 
 
①最大下心肺持久力（最大酸素摂取量）テスト：大阪体育大学熊取キャンパスの総合実験室

で行います．傾斜のついたトレッドミル上で疲労困憊に至るまで歩行していただき，歩行中

の呼気ガスを採取します．②体組成測定：大阪体育大学の総合実験室で行います．インピー

ダンス法という健康に影響のない微弱な電流を身体に流す方法を用いて体組成を計測しま

す．③UKK Walk Test：大阪体育大学熊取キャンパスの陸上トラックで行います．トラッ

ク上で 2km を全力かつイーブンペースで歩行していただきます．テスト中は，心拍センサ

ーを装着していただき，心拍数が 80～85％を超えないようモニターします． 

上記①～③の個人の結果は測定当日にフィードバック致します． 

 
 

①循環器疾患（脳梗塞，脳出血，心筋梗塞など）及びその危険因子，②神経疾患（パーキ

ンソン病，多発性硬化症など），③運動に支障を来すほどの重篤な整形外科疾患（脊柱管狭

窄症などの腰部障害，変形性関節症，リウマチ，痛風，重度の骨粗鬆症など）※テストを

安全に行うため，参加申し込み時に問診票を提出していただきます．問診票で健康状態の

確認が必要な方は循環器内科医の問診を受けていただきます． 

 

 

UKK Walk Test はフィンランドで開発されたウォーキングで持久力を測るテストです 

 

 

 

 
 
UKK Walk Test は，1990 年代にフィンランドの UKK インスティチュートで開発された

2km をイーブンペースでウォーキングすることにより最大酸素摂取量（心肺持久力の指標）

を推定するテストです．UKK Walk Test では，2km をウォーキングした時のゴールタイム

やゴール時の心拍数などから最大酸素摂取量を推定しますが，日本人にこの推定式が当ては

まるかどうかは十分に調べられていません．そこで，この研究では，UKK Walk Test が日

本人に適用できるかどうか検討するとともに，日本人により適した推定方法を開発すること

を目的とします． 

 

体力測定の結果は匿名化した上で研究利用されますが，目的以外に利用されることはありま

せん．参加時に団体総合補償制度費用保険に加入します．なお，被験者謝金はありません． 

研究の内容と実施場所 

対象者 

 

研究の目的 

 

個人情報の保護，補償，謝金など 

下記①～③に該当しない 20～74 歳男女 



UKKウォークテスト研究

参加者　各位

下記に必要事項をご記入の上，Fax，e-mailのいずれかの方法にて，参加申込書（この用紙）と

問診票（別紙）を下記あてに送信願います． 

集合場所及びタイムスケジュール（予定）は以下の通りです．

【集合場所】大阪体育大学熊取キャンパス　体育学部研究棟　総合実験室

　　　　　（大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1）

【測定時間】

　15:00～15:30: ヘルスチェック，ガイダンス，体組成測定(InBody)

　15:30～17:00: 最大酸素摂取量測定（トレッドミル上で歩行中の呼気ガスを採取）

　　　　　　　　　＠総合実験室

　17:00～18:00: 休憩（最大酸素摂取量測定の結果フィードバック）

　18:00～19:00: 2㎞ウォークテスト＠陸上トラック，結果フィードバック

お名前：　　　　　　　　　 性別：　　　 生年月日（西暦）：　　　年　　月　　日

ご住所：〒　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（携帯番号）：　　　　　　　　　　　 Faxまたはe-mail：　              　　　　　

測定日の通知方法：  Fax   ・    e-mail    

測定日希望アンケート：下記に第1～第3希望日をご記入願います．

日程 参加希望 日程 参加希望 交通手段 〇をつけて下さい
9月3日（土） 9月21日（水） 公共交通機関
9月4日（日） 9月25日（日） 自家用車
9月6日（火） 10月1日（土）
9月7日（水） 10月2日（日）
9月10日（土） 10月15日（土）
9月13日（火） 10月16日（日）
9月14日（水） 10月22日（土）
9月19日（月祝） 10月23日（日）

【返信先】下記宛に，この用紙と問診票をご返信願います（E-mailまたはFaxのみ）。

UKK Walk Test研究　参加申込書　兼　測定日希望アンケート

　この度は、UKK Walk Test研究にお申し込みいただきましてありがとうございます．

本アンケートの結果を参考に測定日を決定します．測定日は後日，Faxまたはe-mailでお知らせ

します。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-16
大阪大学 全学教育推進機構スポーツ・健康教育部門 藤田和樹

Tel: 06-6850-6978 Fax: 06-6850-6954 E-mail: info.ukk.walktest@gmail.com
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問診票 

 
 
氏名：              男性 ・ 女性   年齢：   歳 
 

＜心肺持久力テストを安全に受けていただくため、以下の質問にお答えください＞ 
 

A 以下の質問を読んで“はい”か“いいえ”に☑をつけて下さい。 
 はい いいえ 
 □ □ 1. 今までに、心臓に問題があるから許可された運動以外は行ってはいけな 
    いと医師に言われたことがありますか？ 
 □ □ 2. 運動中に胸の痛みや過度の息切れを経験したことがありますか？ 
 □ □ 3. 過去 1 ヶ月間に運動中以外にも胸の痛みを感じたことがありますか？ 
 □ □ 4. めまいにより転倒したり失神したことがありますか？ 
 □ □ 5. 少し歩いただけで下腿に焼けるような痛みやけいれんを経験したこと 
    がありますか？ 
 □ □ 6. 運動することによって悪化するおそれのある骨や関節の問題がありま 
    すか？ 
 □ □ 7. 現在、血圧または心臓のお薬を飲んでいますか？（例：利尿薬） 
 □ □ 8. 上記の質問の他に，運動を行えない理由が何かありますか？ 
   （理由：                            ） 
 
B 循環環器疾患について 

 これまでに（現在を含む）、以下の疾患に罹患したことがありますか？ 
ある場合は（ ）内に○をご記入下さい。 

（  ）１．心筋梗塞、狭心症 

（  ）２．心臓ペースメーカーまたは除細動器の植込み 

（  ）３．脳卒中（脳梗塞、脳出血など） 

（  ）４．慢性閉塞性肺疾患などの肺の病気 

（  ）５．気管支喘息 
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C 虚血性心疾患の危険因子について 
以下の項目に該当する場合は（ ）内に○をご記入下さい。 
また、□に該当する場合は、☑をつけて下さい。 
 

（  ）１．冠動脈疾患の家族歴 
両親、祖父母および兄弟・姉妹における突然死や若年性発症虚血性心疾患の既往 

（  ）２．喫煙 
（  ）３．脂質異常症 

下記のいずれかに該当する場合 
□ 高 LDL コレステロール血症(140mg/dL 以上) 
□ 高トリグリセライド血症(150mg/dL 以上) 
□ 低 HDL コレステロール血症(40mg/dL 未満) 

（  ）４．高血圧（収縮期血圧 140mmHg かつ／または 拡張期血圧 90mmHg 以上） 
上記に該当する場合、下記の質問にお答え下さい。 
□ 収縮期血圧 180mmHg かつ／または 拡張期血圧 110mmHg 以上 

（  ）５．耐糖能異常 
下記のいずれかに該当する場合 
□早朝空腹時血糖値 126mg/dL 以上 □75g 糖負荷検査の 2 時間値 200mg/dL 以上 
□随時血糖値 200mg/dL 以上 □HbA1c 値 6.5%以上 

（  ）６．肥満 
BMI25 以上またはウエスト周囲長が男性で 85cm、女性で 90cm 以上 

（  ）７．メタボリックシンドローム 
６．に該当し、かつ、下記の項目の内、2 項目以上に該当する場合 
□ 脂質異常症（３．のいずれかに該当） □高血糖（早朝空腹時血糖値 110mg/dL 以上） 
□ 血圧高値（収縮期血圧 130mmHg かつ／または 拡張期血圧 85mmHg 以上） 

（  ）８．慢性腎臓病 
尿異常（特に蛋白尿）、糸球体濾過量(GFR) 60mL/分/1.73 ㎡未満のいずれか、または両方が 
3 ヶ月以上持続する状態 

（  ）９．精神的・肉体的ストレス 
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D 運動器疾患及び神経疾患について 
これまでに（現在を含む）、以下の疾患に罹患したことがありますか？ 
ある場合は（ ）内に○をご記入下さい。 

（  ）１．脊椎圧迫骨折および各種の脊柱変形（側弯など） 

（  ）２．椎間板ヘルニアおよび脊椎分離症 

（  ）３．腰部脊柱管狭窄症（立位で足にしびれや痛みが出る） 

（  ）４．下肢の変形性関節症（股関節、膝関節など） 

（  ）５．関節リウマチ，痛風，および各種の関節炎 

（  ）６．下肢の骨折（大腿骨頚部骨折など） 

（  ）７．重度の骨粗鬆症（骨がもろくなる） 

（  ）８．神経・筋疾患（パーキンソン病，多発性硬化症など） 
（  ）９．認知症 

 
ありがとうございました 



【UKK Walk Test の実施場所】 
大阪府泉南郡熊取町朝代台 1-1 

大阪体育大学熊取キャンパス 体育学部研究棟 総合実験室および陸上トラック 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKK ウォークテスト研究（大阪体育大学）を受けられる方へ 

【集合場所】大阪体育大学熊取キャンパス 体育学部研究棟総合実験室（地図参照） 

【交通アクセス】JR 阪和線熊取駅よりバスで約 15～20 分（自家用車可，駐車場有） 

【服装及び持参するもの】ウォーキングができる服装（更衣室あり），屋外用のウォーキン

グシューズ（室内シューズ不要），飲料，タオル，眼鏡（必要な方のみ） 

・最大酸素摂取量測定では，傾斜をつけたトレッドミル上でウォーキングを行います．  

例えば，時速 5.0 ㎞・傾斜 5.0％からスタートし，3 分ごとに傾斜 2.5％，9 分ごとに

時速 0.5 ㎞増加し，最終的にトレッドミルの速度と傾斜についていけなくなるまでウォ

ーキングを行っていただきます．所要時間は，体力によりますが 12 分～15 分程度で

す．最大酸素摂取量測定の後 1 時間の休憩をはさんで，UKK Walk Test（2 ㎞ウォー

クテスト）を行います．UKK Walk Test では，心拍センサーを装着し，2 ㎞を全力か

つイーブンペースで歩いていただきます． 

・新型コロナウィルスの感染予防のため，発熱など風邪の症状がある方の参加自粛，およ

びマスクの持参と着用（測定中を除く）をお願いいたします． 

 

当日の連絡先 藤田携帯 TEL：090-9536-1074 

 

集合場所 
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