
イイイインンンンタタタタララララククククテテテティィィィヴヴヴヴフフフフィィィィーーーードドドドババババッッッッククククレレレレポポポポーーーートトトト    - 膝膝膝膝関関関関節節節節    伸伸伸伸展展展展/屈屈屈屈曲曲曲曲 

氏名氏名氏名氏名: 小柴, 昌俊 ID: 699208 右側右側右側右側/左側左側左側左側: 2009/04/17 2009/04/17
誕生日誕生日誕生日誕生日: 1972/01/09 患側患側患側患側: 左側 グループグループグループグループ1: 
身長身長身長身長: センチメートル 優先側部優先側部優先側部優先側部: グループグループグループグループ２２２２: 
体重体重体重体重: 61 キログラム 担担担担当医当医当医当医: 
性別性別性別性別: 男性 施術者施術者施術者施術者: 

診診診診断断断断: 

術法術法術法術法: 

右側カーブ  左側カーブ 
トルクトルクトルクトルク 10/10 ニュートンメートニュートンメートニュートンメートニュートンメート
ルルルル 1 反復反復反復反復数数数数

値値値値 

ターゲットターゲットターゲットターゲット％％％％ 
 右側 96 
 左側 89 

MaxGET 右側 2009/04/17 16 左側 2009/04/17 16 

HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

Administrator
テキストボックス
インタラクティブフィードバック(パス)：フィードバックテスト用のレポートです。課題との相違を比較するグラフと、課題の達成度(ターゲット上をトレースできた時間率)を表示します。



イイイインンンンタタタタララララククククテテテティィィィヴヴヴヴフフフフィィィィーーーードドドドババババッッッッククククレレレレポポポポーーーートトトト    - 膝膝膝膝関関関関節節節節    伸伸伸伸展展展展/屈屈屈屈曲曲曲曲 

氏名氏名氏名氏名: 小柴, 昌俊 ID: 699208 右側右側右側右側/左側左側左側左側: 2009/04/17 2009/04/17
誕生日誕生日誕生日誕生日: 1972/01/09 患側患側患側患側: 左側 グループグループグループグループ1: 
身長身長身長身長: センチメートル 優先側部優先側部優先側部優先側部: グループグループグループグループ２２２２: 
体重体重体重体重: 61 キログラム 担担担担当医当医当医当医: 
性別性別性別性別: 男性 施術者施術者施術者施術者: 

診診診診断断断断: 

術法術法術法術法: 

右側カーブ  左側カーブ 
等張運動 等張運動 等張運動 等張運動 ｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝ/ｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝ 伸筋群 伸筋群 伸筋群 伸筋群 (ｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝ) 伸筋群 伸筋群 伸筋群 伸筋群 (ｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝ) 
トルクトルクトルクトルク 10/10 ニュートンメートニュートンメートニュートンメートニュートンメート
ルルルル 1 反復反復反復反復数数数数

値値値値 値値値値 

ターゲットターゲットターゲットターゲット％％％％ 
 右側 93 86 
 左側 98 100 

MaxGET 右側 2009/04/17 16 左側 2009/04/17 16 
HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

Administrator
テキストボックス
インタラクティブフィードバック(ライン)：フィードバックテスト用のレポートです。課題との相違を比較するグラフと、課題の達成度(ターゲット上をトレースできた時間率)を表示します。



ココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーーシシシショョョョンンンンテテテテスススストトトトレレレレポポポポーーーートトトト    - 膝膝膝膝関関関関節節節節    伸伸伸伸展展展展/屈屈屈屈曲曲曲曲 

氏名氏名氏名氏名: 利根川, 進 ID: 578920 右側右側右側右側/左側左側左側左側: 2009/04/17 2009/04/17
誕生日誕生日誕生日誕生日: 1969/04/13 患側患側患側患側: 右側 グループグループグループグループ1: 
身長身長身長身長: センチメートル 優先側部優先側部優先側部優先側部: グループグループグループグループ２２２２: 
体重体重体重体重: 57 キログラム 担担担担当医当医当医当医: 
性別性別性別性別: 男性 施術者施術者施術者施術者: ope:2004.7.26
診診診診断断断断: 

術法術法術法術法: 

最小(青)     最大(赤)     平均(緑) 
等張運動 等張運動 等張運動 等張運動 ｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝ/ｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝ 伸筋群 伸筋群 伸筋群 伸筋群 (ｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝｺﾝｾﾝ) 伸筋群 伸筋群 伸筋群 伸筋群 (ｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝｴｷｾﾝ) 
トルクトルクトルクトルク 10/10 ニュートンメートニュートンメートニュートンメートニュートンメート
ルルルル 5 反復反復反復反復数数数数

値値値値 値値値値 

ターゲットターゲットターゲットターゲット％％％％ 
 右側 83 81 
 左側 80 94 
変変変変動係動係動係動係数数数数 
 右側 1.12 0.78 
 左側 0.71 0.67 
最大偏差 最大偏差 最大偏差 最大偏差 (度度度度) 
 右側 42 24 
 左側 29 18 

MaxGET 右側 2009/04/17 19 左側 2009/04/17 15 
HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

Administrator
テキストボックス
コーディネーションテスト：フィードバックテスト用のレポートです。ペースバーやロードウェイテストで使用されます。課題と最小・最大・平均グラフを表示します。課題の達成度(ターゲット上をトレースできた時間率)などを表示します。



反反反反応応応応時時時時間間間間テテテテスススストトトトレレレレポポポポーーーートトトト    - 膝膝膝膝関関関関節節節節    伸伸伸伸展展展展/屈屈屈屈曲曲曲曲 

氏名氏名氏名氏名: 小柴, 昌俊 ID: 699208 右側右側右側右側/左側左側左側左側: 2009/04/17 2009/04/17

トルクトルクトルクトルク 10/10 ニュートンメートニュートンメートニュートンメートニュートンメート
ルルルル 1 反復反復反復反復数数数数

値値値値 変変変変動係動係動係動係数数数数 

反反反反応応応応時間 時間 時間 時間 (秒秒秒秒) 
 右側 0.49 0.06 
 左側 0.42 0.24 
安安安安静静静静時間 時間 時間 時間 (秒秒秒秒) 
 右側 0.30 0.67 
 左側 0.13 0.43 

MaxGET 右側 2009/04/17 16 左側 2009/04/17 16 
HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

Administrator
テキストボックス
反応時間テスト：反応時間テスト用のレポートです。反応時間と安静時間を示すバーグラフ、課題との相違を比較するグラフが表示されます。また、反応時間と安静時間の平均が表示されます。



固固固固有有有有受受受受容容容容器器器器テテテテスススストトトトレレレレポポポポーーーートトトト    - 膝膝膝膝関関関関節節節節    伸伸伸伸展展展展/屈屈屈屈曲曲曲曲 

氏名氏名氏名氏名: 小柴, 昌俊 ID: 699208 右側右側右側右側/左側左側左側左側: 2009/04/17 2009/04/17
誕生日誕生日誕生日誕生日: 1972/01/09 患側患側患側患側: 左側 グループグループグループグループ1: 
身長身長身長身長: センチメートル 優先側部優先側部優先側部優先側部: グループグループグループグループ２２２２: 
体重体重体重体重: 61 キログラム 担担担担当医当医当医当医: 
性別性別性別性別: 男性 施術者施術者施術者施術者: 
診診診診断断断断: 
術法術法術法術法: 

トルクトルクトルクトルク 10/10 ニュートンメートニュートンメートニュートンメートニュートンメート
ルルルル 1 反復反復反復反復数数数数

値値値値 

変変変変動係動係動係動係数数数数 
 右側 0.16 
  左側 0.11 
変変変変動係動係動係動係数数数数（（（（ターゲットターゲットターゲットターゲットなしなしなしなし) 
 右側 0.11 
 左側 0.16 
最大偏差 最大偏差 最大偏差 最大偏差 (度度度度) 
 右側 73 
  左側 73 
最大偏差最大偏差最大偏差最大偏差（（（（ターゲットターゲットターゲットターゲットなしなしなしなし） ） ） ） (度度度度) 
 右側 73 
 左側 73 

MaxGET 右側 2009/04/17 16 左側 2009/04/17 16 
HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

Administrator
テキストボックス
固有受容器テスト：フィードバックテスト用のレポートです。ターゲット表示時と非表示時のグラフを両側で表示します。それぞれのグラフは最小・最大・平均を示します。




