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厚⽣労働省
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リハ医学会⽤語集
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アームサポート あーむさぽーと
アームサポート
（アームレスト)

アームサポート
肘置き,アームレスト,
アームサポート

アームサポート⾼ あーむさぽーとこう アームサポート⾼
⾜⾸ベルト あしくびべると ⾜⾸ベルト
⾜台 あしだい ⾜台
圧電素⼦式スイッチ あつでんそししきすいっち
意思伝達装置 いしでんたつそうち 意思伝達装置 意思伝達装置
移乗補助具 いじょうほじょぐ 移乗補助具 移乗補助具
移動機器 いどうきき 移動機器

ウォータークッション うぉーたーくっしょん
ウォータークッショ
ン

腕ベルト うでべると 腕ベルト
ウレタンクッション うれたんくっしょん ウレタンクッション
エアクッション えあくっしょん エアクッション
腋下⾼ えきかこう
エピテーゼ えぴてーぜ
エルゴメーター えるごめーたー エルゴメータ

エルボークラッチ えるぼーくらっち エルボークラッチ エルボークラッチ
ロフストランド・ク
ラッチ

ロフストランドク
ラッチ, 肘杖

オープナー おーぷなー
瓶・⽸・容器を開け
るための器具

おむつ おむつ おむつ
おむつカバー おむつかばー おむつカバー
おむつ固定具 おむつこていぐ おむつ固定具
折りたたみ全幅 おりたたみぜんぷく 折りたたみ全幅
オルソクラッチ おるそくらっち オルソクラッチ オルソクラッチ
温⽔洗浄便座 おんすいせんじょうべんざ 温⽔洗浄便座 温⽔洗浄便座
温熱療法器具 おんねつりょうほうきぐ 温熱療法器具
介護⽤機器 かいごようきき 介護⽤機器
介護⽤ベッド かいごようべっど ベッド
介護ロボット かいごろぼっと 介護ロボット

介助⽤⾞いす かいじょようくるまいす 介助⽤⾞いす
⾞いす［介助⽤］, 介
助⽤⾞いす

介助⽤ベルト かいじょようべると 介助⽤ベルト
階段昇降機 かいだんしょうこうき 階段昇降機 階段昇降機 階段昇降機
回転性能 かいてんせいのう 回転性能

回転ハンドル・回転ノブ
かいてんはんどる・かいて
んのぶ

回転ハンドル・回転
ノブ

外転防⽌パッド がいてんぼうしぱっど 外転防⽌パッド
下肢訓練器具 かしくんれんきぐ 下肢訓練器具
可視光線治療器 かしこうせんちりょうき 可視光線治療器
下肢保持部品 かしほじぶひん 下肢保持部品
下腿⽀え かたいささえ 下腿⽀え
下腿⻑ かたいちょう
下腿ベルト かたいべると 下腿ベルト
下腿保持パッド かたいほじぱっど 下腿保持パッド
肩パッド かたぱっど 肩パッド
肩ベルト かたべると 肩ベルト
楽器 がっき 楽器

カットアウトテーブル かっとあうとてーぶる
カットアウトテーブ
ル

かつら かつら かつら かつら

カナディアンクラッチ かなでぃあんくらっち
カナディアン・ク
ラッチ

簡易型⾃操⽤電動⾞いす
かんいがたじそうようでん
どうくるまいす

簡易電動⾞いす
簡易形⾃操⽤電動⾞
いす

簡易型
簡易型電動⾞いす, 電
動⾞いす［簡易型］

環境制御装置 かんきょうせいぎょそうち 環境制御装置 環境制御装置 環境制御システム
寒冷療法器具 かんれいりょうほうきぐ 寒冷療法器具
義眼 ぎがん 義眼（ぎがん） 義眼 義眼
機器設置式リフト ききせっちしきりふと 固定式リフト 機器設置式リフト
義⽿ ぎじ 義⽿（ぎじ） 義⽿
義⿐ ぎび 義⿐（ぎび） 義⿐
キャスター きゃすたー キャスタ キャスター キャスタ
キャスター⾓ きゃすたーかく キャスタ⾓
キャスター径 きゃすたーけい キャスタ径
キャリパーブレーキ きゃりぱーぶれーき キャリパーブレーキ
キャンバー⾓ きゃんばーかく キャンバ⾓
吸引器 きゅういんき 吸引器 吸引器
吸気式スイッチ きゅうきしきすいっち
吸⼊器 きゅうにゅうき 吸⼊器 吸⼊器
強制停⽌ きょうせいていし 強制停⽌
筋刺激装置 きんしげきそうち 筋刺激装置
⾦属製フレーム きんぞくせいふれーむ
筋電式スイッチ きんでんしきすいっち
空気圧式スイッチ くうきあつしきすいっち
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クッション くっしょん
⾞いす⽤クッショ
ン・座・バックサ
ポート・パッド

クッション クッション

駆動ユニット くどうゆにっと 駆動ユニット
駆動輪 くどうりん 駆動輪 駆動輪
駆動輪径 くどうりんけい 駆動輪径
クラッチ くらっち クラッチ クラッチ

グリップ［姿勢⽀持⽤］ ぐりっぷ
グリップ［姿勢⽀持
⽤］

姿勢保持⽤握りバー

グリップ⾼ ぐりっぷこう ⼿押しハンドル⾼
⾞いす くるまいす ⾞いす
⾞いす固定装置 くるまいすこていそうち ⾞いす固定装置
⾞いす搭載装置 くるまいすとうさいそうち ⾞いす搭載装置

⾞いす⽤テーブル くるまいすようてーぶる
トレイ・⾞いす⽤
テーブル

⾞いす⽤テーブル

訓練⽤バイオフィードバッ
ク機器

くんれんようばいおふぃー
どばっくきき

訓練⽤バイオフィー
ドバック機器

訓練ロボット くんれんろぼっと 訓練ロボット
傾斜台 けいしゃだい 傾斜台
傾斜停⽌⼒ けいしゃていしりょく 傾斜停⽌⼒

携帯⽤会話補助装置
けいたいようかいわほじょ
そうち

携帯会話補助装置

肩甲⾻下⾓⾼ けんこうこつかかくこう
後座⾼ こうざこう 後座⾼
構造フレーム こうぞうふれーむ 構造フレーム
光電式スイッチ こうでんしきすいっち
降坂性能 こうはんせいのう 降坂性能
呼気式スイッチ こきしきすいっち
⾻盤・⼤腿部 こつばん・だいたいぶ ⾻盤・⼤腿部
⾻盤パッド こつばんぱっど ⾻盤パッド
⾻盤ベルト こつばんべると ⾻盤ベルト
⾻盤保持部品 こつばんほじぶひん ⾻盤保持部品
固定 こてい 固定
固定⽤具 こていようぐ 固定⽤具 固定⽤具
コミュニケーション・情報
⽀援機器

こみゅにけーしょん・じょ
うほうしえんきき

コミュニケーショ
ン・情報⽀援機器

コミュニケーションエイド こみゅにけーしょんえいど
コミュニケーション
エイド

コミュニケーションボード こみゅにけーしょんぼーど
コミュニケーション
ボード

コミュニケーション
ボード

コンピュータ⽤出⼒装置
こんぴゅーたようしゅつ
りょくそうち

出⼒装置（コン
ピュータ⽤）

コンピュータ⽤⼊⼒装置
こんぴゅーたようにゅう
りょくそうち

⼊⼒装置（コン
ピュータ⽤）

最⾼速度 さいこうそくど 最⾼速度
採⼨ さいすん

サイドガード さいどがーど
サイドガード（ス
カートガード)

サイドガード

座位変換型介助⽤⼿動⾞い
す

ざいへんかんがたかいじょ
ようしゅどうくるまいす

座位変換形介助⽤⼿
動⾞いす

座位変換型⾃操⽤⼿動⾞い
す

ざいへんかんがたじそうよ
うしゅどうくるまいす

座位変換形⾃操⽤⼿
動⾞いす

座位変換型⾃操⽤電動⾞い
す

ざいへんかんがたじそうよ
うでんどうくるまいす

座位変換形⾃操⽤電
動⾞いす

リクライニング式電
動⾞いす

座位保持 ざいほじ
座位保持装置 ざいほじそうち 座位保持装置 座位保持装置 座位保持装置 座位保持装置
坂道⾛⾏性 さかみちそうこうせい 坂道⾛⾏性
作業テーブル さぎょうてーぶる 作業テーブル
座⾼ ざこう
差し込み便器 さしこみべんき 差し込み便器 差込み便器
座底⻑ ざていちょう

座薬挿⼊器 ざやくそうにゅうき
座薬挿⼊器（ざやく
そうにゅうき）

三点（脚）杖
さんてんつえ（さんきゃく
つえ）

三点（脚）杖

シーティング しーてぃんぐ シーティング

シーティングクリニック しーてぃんぐくりにっく
シーティングクリ
ニック

シート しーと シート
シート奥⾏ しーとおくゆき シート奥⾏
シート⾓度 しーとかくど シート⾓度
シート幅 しーとはば シート幅
シート張り調整型 しーとはりちょうせいがた シート張り調整型
ジェルクッション じぇるくっしょん ジェルクッション
⽀援機器 しえんきき ⾃⽴⽀援機器
視覚⽀援器具 しかくしえんきぐ 視覚⽀援器具
視覚障害者⽤オリエンテー
ション器具

しかくしょうがいしゃよう
おりえんてーしょんきぐ

視覚障害者⽤オリエ
ンテーション器具

⾃⼰導尿セット じこどうにょうせっと ⾃⼰導尿セット
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⽀持部 しじぶ ⽀持部
⽀持部の構造 しじぶのこうぞう
⽀持部の連結 しじぶのれんけつ ⽀持部の連結
⾃助具 じじょぐ ⾃助具 ⾃助具
⾃操⽤⾞いす じそうようくるまいす ⾃⾛⽤⾞いす

⾃動⾞運転補助装置
じどうしゃうんてんほじょ
そうち

⾃動⾞運転補助装置
⾃動⾞運転〔⽤〕補
助装置

⾃動⾞⽤⾞いすリフト
じどうしゃようくるまいす
りふと

⾃動⾞⽤⾞いすリフ
ト

⾃動⾞⽤⾞いすリフ
ト

⾃動⾞⽤リフト じどうしゃようりふと ⾃動⾞⽤リフト
しびん しびん しびん
シミュレーター しみゅれーたー 採型器
⾞輪 しゃりん ⾞輪

シャワー⽤⾞いす しゃわーようくるまいす シャワー⽤⾞いす
⾞いす［シャワー
⽤］, シャワー⽤⾞い
す

重錘バンド じゅうすいばんど 重錘カフ

住宅設置式リフト
じゅうたくせっちしきりふ
と

天井⾛⾏式リフト 住宅設置式リフト

集尿器 しゅうにょうき 集尿器 集（収）尿器
⼿指訓練器具 しゅしくんれんきぐ ⼿指訓練器具

⼿動⾞いす しゅどうくるまいす ⼿動⾞いす
⾞いす［⼿動］, ⼿動
⾞いす

ジョイスティック じょいすてぃっく ジョイスティック

障害者⽤カーシート
しょうがいしゃようかー
しーと

（障害者⽤）カー
シート

昇降機構 しょうこうきこう 昇降機構 昇降機構

昇降座いす しょうこうざいす
起⽴・着座⽀援機構
付き座及びいす

上肢訓練器具 じょうしくんれんきぐ 上肢訓練器具 上肢訓練器具
上肢⽀え じょうしささえ 上肢⽀え
上肢保持部品 じょうしほじぶひん 上肢保持部品

褥瘡防⽌クッション
じょくそうぼうしくっしょ
ん

じょく（褥）創防⽌
シートクッション

褥瘡防⽌クッション

褥瘡防⽌マットレス
じょくそうぼうしまっとれ
す

じょく（褥）創防⽌
マットレス

褥瘡防⽌マットレス

褥瘡防⽌⽤具 じょくそうぼうしようぐ
じょく（褥）創防⽌
装置

触知材［床⽤］ しょくちざい 触知材［床⽤］

⼈⼯乳房 じんこうにゅうぼう
偽乳房（ぎにゅうぼ
う）

偽乳房

⾝体障害者⽤⾃動⾞
しんたいしょうがいしゃよ
うじどうしゃ

⾝体障害者⽤⾃動⾞

据置式リフト すえおきしきりふと 据置式リフト
ストーマ装具 すとーまそうぐ ストーマ装具
ストーマ⽤洗腸具 すとーまようせんちょうぐ ストーマ⽤洗腸具
ストーマ⽤品 すとーまようひん ストーマ⽤品
滑り⽌め⽤具 すべりどめようぐ 滑り⽌め⽤具
スポークカバー すぽーくかばー スポークカバー
スポーツ型⾃操⽤⼿動⾞い
す

すぽーつがたじそうよう
しゅどうくるまいす

スポーツ⽤⾞椅⼦
スポーツ形⾃操⽤⼿
動⾞いす

スポーツ⽤⾞いす

スポーツ⽤具 すぽーつようぐ スポーツ⽤具

スライディングシート すらいでぃんぐしーと
スライディングマッ
ト・スライディング
シーツ

スライディングボード すらいでぃんぐぼーど
スライディングボー
ド

スリング式シート すりんぐしきしーと スリング式シート

スリング式バックサポート
すりんぐしきばっくさぽー
と

スリング式バックサ
ポート

スリング式シート
バックサポート, バッ
クサポート［スリン
グ式シート］

スロープ すろーぷ スロープ
⼨法 すんぽう
静⽌⼒ せいしりょく 静⽌⼒
静的安定性 せいてきあんていせい 静的安定性
制動性能 せいどうせいのう 制動性能
制動⽤ブレーキ せいどうようぶれーき 制動⽤ブレーキ
⾚外線治療器 せきがいせんちりょうき ⾚外線治療器
接点式スイッチ せってんしきすいっち
全⾼ ぜんこう 全⾼
前座⾼ ぜんざこう 前座⾼

洗浄⽤注射器
せんじょうようちゅうしゃ
き

洗浄⽤注射器

全⻑ ぜんちょう 全⻑
全幅 ぜんぷく 全幅
前腕・⼿部⽀え ぜんわん・しゅぶささえ 前腕・⼿部⽀え
操作スイッチ そうさすいっち 操作スイッチ
操作レバー そうさればー 操作レバー
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装着式蓄尿袋
そうちゃくしきちくにょう
ぶくろ

装着式蓄尿袋
装着式蓄尿, 蓄尿袋
［装着式］

⾜部保持パッド そくぶほじぱっど ⾜部保持パッド
ソックスエイド そっくすえいど ストッキングエイド ストッキングエイド
ソリッド式シート そりっどしきしーと ソリッド式シート

ソリッド式バックサポート
そりっどしきばっくさぽー
と

ソリッド式バックサ
ポート

ソリッド式シート
バックサポート, バッ
クサポート［ソリッ
ド式シート］

体幹訓練器具 たいかんくんれんきぐ 体幹訓練器具
体幹パッド たいかんぱっど 体幹パッド
体幹部 たいかんぶ 体幹部
体幹保持部品 たいかんほじぶひん 体幹保持部品
⼤腿ベルト だいたいべると ⼤腿ベルト
帯電式スイッチ たいでんしきすいっち
対話⽤ソフトウェア たいわようそふとうぇあ 対話⽤ソフトウェア
多脚杖 たきゃくつえ 多脚づえ 多脚づえ 多点杖 多点（脚）杖
⽴ち上がり補助便座 たちあがりほじょべんざ ⽴ち上がり補助便座
縦型グリップ たてがたぐりっぷ 縦型グリップ
段差解消機 だんさかいしょうき 段差解消機
段差解消板 だんさかいしょうばん 段差解消板
段差乗越 だんさのりこえ 段差乗越
弾性グローブ だんせいぐろーぶ 弾性グローブ

弾性ストッキング だんせいすとっきんぐ
上肢・下肢⽤浮しゅ
（腫）防⽌ストッキ
ング

弾性ストッキング
弾⼒包帯（ストッキ
ング）

弾性スリーブ だんせいすりーぶ 弾性スリーブ
弾性着⾐ だんせいちゃくい 弾性着⾐
蓄尿袋固定具 ちくにょうぶくろこていぐ 蓄尿袋固定具
着脱式⾞輪 ちゃくだつしきしゃりん 着脱式⾞輪
駐⾞⽤ブレーキ ちゅうしゃようぶれーき 駐⾞⽤ブレーキ フットブレーキ
肘頭⾼ ちゅうとうこう
直進⾛⾏性 ちょくしんそうこうせい 直進⾛⾏性
チンコントロール ちんこんとろーる
杖 つえ つえ 杖
T字杖 てぃーじつえ T字杖
ティッピングレバー てぃっぴんぐればー ティッピングレバー
ティルト機構 てぃるときこう ティルト機構 ティルト機構

⼿押しハンドル ておしはんどる
⼿押しハンドル（グ
リップ）

⼿押しハンドル

⼿⾸ベルト てくびべると ⼿⾸ベルト
点字器 てんじき 点字器
電⼦式コミュニケーション
ボード

でんししきこみゅにけー
しょんぼーど

電⼦式コミュニケー
ションボード

電⼦式コミュニケー
ションボード

電動⾞いす でんどうくるまいす 電動⾞いす 電動⾞いす
転倒防⽌装置 てんとうぼうしそうち 転倒防⽌装置
臀幅 でんぷく
臀部パッド でんぶぱっど 臀部パッド
トウ⾓ とうかく トウ⾓
動的安定性 どうてきあんていせい 動的安定性
導尿⽤カテーテル どうにょうようかてーてる 導尿⽤カテーテル
登坂性能 とうはんせいのう 登坂性能
頭部⽀え とうぶささえ 頭部⽀え
頭部保護具 とうぶほごぐ 頭部保護具 頭部保護具

特殊型⾃操⽤⼿動⾞いす
とくしゅがたじそうよう
しゅどうくるまいす

特殊形⾃操⽤⼿動⾞
いす

読書⽀援機器 どくしょしえんきき 読書⽀援機器
トグルブレーキ とぐるぶれーき トグルブレーキ
内転防⽌パッド ないてんぼうしぱっど 内転防⽌パッド
⽇常⽣活⽤具 にちじょうせいかつようぐ ⽇常⽣活⽤具
⼊浴⽤いす にゅうよくよういす ⼊浴⽤いす ⼊浴⽤いす
バギー ばぎー バギー バギー
⽩杖 はくじょう はくじょう（⽩杖） 盲⼈安全つえ 盲⼈安全つえ ⽩杖

把持⽤アタッチメント はじようあたっちめんと
把持⽤アタッチメン
ト

把持⽤具 はじようぐ 把持⽤具
バスボード ばすぼーど バスボード バスボード

バックサポート ばっくさぽーと
バックサポート
（バックレスト）

バックサポート（背
もたれ）, バックレス
ト

バックサポート⾓度 ばっくさぽーとかくど バックサポート⾓度
バックサポート⾼ ばっくさぽーとこう バックサポート⾼
発声⽀援器具 はっせいしえんきぐ 発声⽀援器具
張り調整式シート はりちょうせいしきしーと 張り調整式シート

張り調整式バックサポート
はりちょうせいしきばっく
さぽーと

張り調整式バックサ
ポート

張り調式バックサ
ポート

バックサポート［張
り調整式シート］, 張
り調整式シートバッ
クサポート

バルーンカテーテル ばるーんかてーてる バルーンカテーテル
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パワーアシスト型⾃操⽤⼿
動⾞いす

ぱわーあしすとがたじそう
ようしゅどうくるまいす

パワーアシスト形⾃
操⽤⼿動⾞いす（ア
シスト⾞いす）

⾞いす［パワーアシ
スト型］

パワーアシスト機器 ぱわーあしすときき パワーアシスト
ハンドリム はんどりむ ハンドリム
万能カフ ばんのうかふ 万能保持具 万能保持具
膝パッド ひざぱっど 膝パッド
膝ベルト ひざべると 膝ベルト
肘パッド ひじぱっど 肘パッド
ヒッププロテクター ひっぷぷろてくたー ヒッププロテクター
⽪膚保護剤 ひふほござい ⽪膚保護剤

標準型介助⽤⼿動⾞いす
ひょうじゅんがたかいじょ
ようしゅどうくるまいす

標準形介助⽤⼿動⾞
いす

介助⽤標準型⾞いす

標準型⾃操⽤⼿動⾞いす
ひょうじゅんがたじそうよ
うしゅどうくるまいす

標準形⾃操⽤⼿動⾞
いす

⾃⾛⽤標準型⾞いす

標準型⾃操⽤電動⾞いす
ひょうじゅんがたじそうよ
うでんどうくるまいす

標準形⾃操⽤電動⾞
いす

普通型

複合クッション ふくごうくっしょん 複合クッション
福祉⽤具 ふくしようぐ 福祉機器（⽤具）
フット・レッグサポートフ
レーム

ふっと・れっぐさぽーとふ
れーむ

フット・レッグサ
ポートフレーム

フットサポート ふっとさぽーと
フットサポート
（フットレスト）

フットサポート フットレスト

フットサポート⾼ ふっとさぽーとこう フットサポート⾼

プラットフォームクラッチ ぷらっとふぉーむくらっち
プラットホームク
ラッチ

プラットホームク
ラッチ

プラットホーム杖 肘台付き杖

ブレーキ ぶれーき ブレーキ ブレーキ
ブレスコントロール ぶれすこんとろーる
フレックス構造 ふれっくすこうぞう フレックス構造
平⾏棒 へいこうぼう 平⾏棒 平⾏棒
平⾯形状型 へいめんけいじょうがた 平⾯形状型

ヘッドサポート へっどさぽーと
ヘッドサポート
（ヘッドレスト）

ヘッドサポート

ヘッドサポートフレーム へっどさぽーとふれーむ
ヘッドサポートフ
レーム

ベッド取付け式蓄尿袋
べっどとりつけしきちく
にょうぶくろ

ベッド取付け式蓄尿
袋

ベッド⽤⾃動採尿器
べっどようじどうさいにょ
うき

ベッド⽤⾃動採尿器

ベルト部品 べるとぶひん ベルト部品
便座 べんざ 便座
ホイールベース ほいーるべーす ホイールベース
ポータブルトイレ ぽーたぶるといれ ポータブルトイレ
歩⾏器 ほこうき 歩⾏器 歩⾏器 歩⾏器 歩⾏器
歩⾏⽀援⽤⼿すり ほこうしえんようてすり 歩⾏⽀援⽤⼿すり
歩⾏⾞ ほこうしゃ 歩⾏⾞ 歩⾏⾞
補⾼便座 ほこうべんざ 補⾼便座
歩⾏補助具 ほこうほじょぐ 歩⾏補助具
補助輪 ほじょりん 補助輪
ボタンエイド ぼたんえいど ボタンエイド
補聴器 ほちょうき 補聴器 補聴器
マジックハンド まじっくはんど マジックハンド
股ベルト またべると 股ベルト
松葉杖 まつばづえ 松葉づえ 松葉づえ 松葉づえ 松葉杖
溝踏破⾛⾏性 みぞとうはそうこうせい 溝踏破⾛⾏性
胸受けロール むねうけろーる 胸受けロール
胸パッド むねぱっど 胸パッド
胸ベルト むねべると 胸ベルト
モールド型 もーるどがた モールド型
⽊製フレーム もくせいふれーむ

モジュラー⾞いす もじゅらーくるまいす モジュラー⾞いす
⾞いす［モジュ
ラー］

持ち上げ取っ⼿ もちあげとって 持ち上げ取っ⼿
遊動 ゆうどう 遊動
床⾛⾏式リフト ゆかそうこうしきりふと 床⾛⾏式リフト 床⾛⾏式リフト 床⾛⾏式リフト
腰部パッド ようぶぱっど 腰部パッド
横型グリップ よこがたぐりっぷ 横型グリップ

四点（脚）杖
よんてんつえ（よんきゃく
つえ）

四点（脚）杖

リーチャー りーちゃー リーチャー リーチャー リーチャー
リクライニング機構 りくらいにんぐきこう リクライニング機構 リクライニング機構

リハビリテーション機器 りはびりてーしょんきき
リハビリテーション
機器

リハビリテーション
機器

リフト りふと リフト リフト リフト（リフター）
リフト⽤つり具 りふとようつりぐ リフト⽤⾝体⽀持具 スリング

レクリエーション⽤具 れくりえーしょんようぐ
レクリエーション⽤
具

レスピレーター れすぴれーたー レスピレーター
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レッグサポート れっぐさぽーと
レッグサポート
（レッグレスト）

レッグサポート（レ
スト）

レバー式ブレーキ ればーしきぶれーき
連続⾛⾏距離 れんぞくそうこうきょり 連続⾛⾏距離
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