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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］

アーチサポート あーちさぽーと 踏まず⽀え アーチサポート
アーチサポート（ふまず⽀
え）

アーチ（踏まず）⽀え

アームスリング あーむすりんぐ 腕つ（吊）り アームスリング アームスリング（腕吊り）
RIC把持装具 あーるあいしーはじそうぐ

IP屈曲補助装具
あいぴーくっきょくほじょ
そうぐ

IP屈曲補助装具 IP屈曲補助装具
IP屈曲補助装具,
装具［IP屈曲補助］

IP伸展補助装具
あいぴーしんてんほじょそ
うぐ

IP伸展補助装具 IP伸展補助装具
IP伸展補助装具,
装具［IP伸展補助］

IP伸展補助装置
あいぴーしんてんほじょそ
うち

IP伸展補助装置

アウトリガー あうとりがー アウトリガー アウトリガー アウトリガー アウトリガー

ACブレース
あくてぃぶこれくてぃぶぶ
れーす

アクリル あくりる
⾜先ゴム あしさきごむ 先ゴム
⾜装具 あしそうぐ ⾜装具 ⾜装具 ⾜装具
⾜継⼿[義⾜の] あしつぎて （義⾜の）⾜継⼿ ⾜継⼿ ⾜継⼿
⾜継⼿[装具の] あしつぎて （装具の）⾜継⼿ （装具の）⾜継⼿ ⾜継⼿ ⾜継⼿
圧痛点 あっつうてん
アッパー あっぱー アッパー アッパー
⽳あけポンチ あなあけぽんち ⽳あけポンチ
あぶみ あぶみ あぶみ あぶみ あぶみ あぶみ
あぶみゴム あぶみごむ あぶみゴム
あぶみ曲げ具 あぶみまげぐ あぶみ曲げ具 あぶみ曲げ具
アライメント あらいめんと アライメント アライメント アライメント
アライメント復元器 あらいめんとふくげんき アライメント復元装置 アライメント復元装置
アルミニウム合⾦ あるみにうむごうきん アルミニウム合⾦
アンカープレート あんかーぷれーと
アンクルガース あんくるがーす
アンクルブロック あんくるぶろっく SACH⽤アンクルブロック

アンダーアーム型 あんだーあーむがた
側わん（彎）症装具［アンダー
アーム型］

側彎矯正装具(頭部には及ばな
いもの)

アンダーアーム型側弯症装具,
側弯症装具［アンダーアーム
型］, アンダーアームブレース

EVA いーぶいえー
EVAフォーム いーぶいえーふぉーむ
イールディング いーるでぃんぐ イールディング イールディング機構
異常歩⾏ いじょうほこう 異常歩⾏
板ばね式⾜部 いたばねしきそくぶ 板ばね式⾜部
インステップガース いんすてっぷがーす
陰性モデル いんせいもでる 陰性モデル 陰性モデル 陰性モデル,陰性ギプスモデル
インナーグラブ いんなーぐらぶ インナーグラブ インナーグローブ インナーグラブ

ウィリアムス型 うぃりあむすがた
腰仙つい（椎）装具［ウイリア
ムス型］

Williams型腰仙椎装具,
腰仙椎装具［Williams型］

ウェストガース うぇすとがーす
ウェッジ うぇっじ ウエッジ ウェッジ
ウェッジヒール うぇっじひーる ウェッジ・ヒール ウエッジヒール

受け⽫式股義⾜ うけざらしきこぎそく こ（股）義⾜［受け⽫式］ 股義⾜ 受⽫式
股義⾜［受け⽫式］,
受け⽫式股義⾜

受け⽫式股ソケット うけざらしきこそけっと こ（股）ソケット［受け⽫式］
受け⽫式股ソケット,
股ソケット［受け⽫式］

後ろ型歩⾏ うしろがたほこう
内⽻根 うちばね 内⽻根
ウレタンゴム うれたんごむ ウレタンゴム

エアバッグ型肩外転装具
えあばっぐがたかたがいて
んそうぐ

エアプレーン型装具 えあぷれーんがたそうぐ
AP・MLゲージ えーぴー・えむえるげーじ AP・MLゲージ A－P・M－Lゲージ
腋窩スリング えきかすりんぐ えきか（腋窩）つ（吊）り 腋窩吊り
腋窩パッド えきかぱっど 腋窩パッド
腋窩ループ えきかるーぷ
SOS型 えすおーえすがた
SKA装具 えすけーえーそうぐ

エネルギー蓄積⾜部 えねるぎーちくせきそくぶ エネルギー蓄積⾜部
エネルギー蓄積⾜部,
⾜部［エネルギー蓄積］

エポキシ えぽきし
MAS えむえーえす 上肢懸垂装具 モバイルアームサポート

MP関節継⼿,指継⼿
えむぴーかんせつつぎて，
ゆびつぎて

MP関節継⼿,指継⼿

MP屈曲補助装具
えむぴーくっきょくほじょ
そうぐ

MP屈曲補助装具 MP屈曲補助装具

MP屈曲補助装具（ナックルベ
ンダ）, 装具［MP屈曲補助］,
ナックルベンダ（MP屈曲補助
装具）

MP屈曲補助装置
えむぴーくっきょくほじょ
そうち

MP屈曲補助装置

MP固定装具 えむぴーこていそうぐ MP固定装具 MP固定装具 MP固定装具

MP伸展制限装置
えむぴーしんてんせいげん
そうち

MP伸展制限装置［調節式］ MP伸展制限装置［調節式］
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MP伸展補助装具
えむぴーしんてんほじょそ
うぐ

MP伸展補助装具 MP伸展補助装具 MP伸展装具
MP伸展補助装具,
装具［MP伸展補助］

MP伸展補助装置
えむぴーしんてんほじょそ
うち

MP伸展補助装置

MPTレベル えむぴーてぃーれべる
エルボーユニット えるぼーゆにっと エルボーユニット
塩化ビニル えんかびにる

エンゲン型短対⽴装具
えんげんがたたんたいりつ
そうぐ

エンゲン型⻑対⽴装具
えんげんがたちょうたいり
つそうぐ

エンゲン型把持装具 えんげんがたはじそうぐ
OMC型 おーえむしーがた
⼤振り歩⾏ おおぶりほこう
オーブン おーぶん オーブン オーブン

オープンショルダー式ソ
ケット

おーぷんしょるだーしきそ
けっと

上腕ソケット［オープンショル
ダー式］

オープンショルダー式上腕切断
⽤ソケット

オープンショルダー式上腕ソ
ケット, 上腕ソケット［オープ
ンショルダー式］

オクラホマ⾜継⼿ おくらほまあしつぎて

オッペンハイマー型装具
おっぺんはいまーがたそう
ぐ

オッペンハイマー型装具
⼿背屈装具 オッペンハイ
マー型

Oppenheimer型装具,
装具［Oppenheimer型］

オフセット式膝継⼿ おふせっとしきひざつぎて
膝継⼿ 遊動式（オフセッ
ト）

表底 おもてぞこ 表底
オルトップAFO おるとっぷえーえふおー
ガース がーす
カービングマシン かーびんぐましん カービングマシン カービングマシン カービングマシン
カーライルインデックス かーらいるいんでっくす
外装 がいそう 外装⽤部品
外装⽤ストッキング がいそうようすとっきんぐ ストッキング ストッキネット
外側ウェッジ がいそくうぇっじ 外側ウエッジ
外側ソールウェッジ がいそくそーるうぇっじ 外側ソール・ウェッジ
外側壁 がいそくへき
外側ホイップ がいそくほいっぷ 外側ホイップ 外側ホイップ
外転歩⾏ がいてんほこう 外転歩⾏ 外転歩⾏
外反⺟趾装具 がいはんぼしそうぐ
外部補正［靴の］ がいぶほせい
解剖学的肢位 かいぼうがくてきしい
潰瘍 かいよう
改良型ポーゴスティック
装具

かいりょうがたぽーごす
てぃっくそうぐ

カウンター かうんたー ⽉形しん ⽉形芯（カウンター） ⽉形しん
踵ゴム かかとごむ 踵ゴム
踵接地 かかとせっち
踵接地時の回旋 かかとせっちじのかいせん かかと（踵）接地時の回旋 かかと（踵）接地時の回旋
踵離地 かかとりち
果義⾜ かぎそく 果義⾜
カギホック かぎほっく
⾓環 かくかん
殻構造義肢 かくこうぞうぎし 殻構造義肢 殻構造義肢 殻構造義肢 殻構造義肢, 義肢［殻構造］
⾓度計 かくどけい ⾓度計
隔板肩継⼿ かくばんかたつぎて 隔板肩継⼿ 隔板式肩継⼿ 肩継⼿ 隔板式 隔板肩継⼿, 肩継⼿［隔板］
飾⾰ かざりかわ 飾⾰
加算要素 かさんようそ 加算要素
下肢切断 かしせつだん
下肢装具 かしそうぐ 下肢装具 下肢装具 下肢装具 下肢装具
かしめ かしめ
荷重応答期 かじゅうおうとうき
荷重線 かじゅうせん
荷重ブレーキ膝継⼿ かじゅうぶれーきひざつぎ 安全ひざ（膝）継⼿ 荷重ブレーキ膝継⼿ 膝継⼿ ブロック継⼿安全膝 膝継⼿［安全］
顆上⽀持 かじょうしじ

顆上⽀持式ソケット かじょうしじしきそけっと
前腕ソケット［か（顆）上部⽀
持式］

か（顆）上懸垂式ソケット
前腕ソケット［顆上部⽀持⾃
⼰懸垂式］

下垂⾜歩⾏ かすいそくほこう
加速期 かそくき
下腿義⾜ かたいぎそく 下たい（腿）義⾜ 下たい（腿）義⾜ 下腿義⾜ 下腿義⾜
下腿⽀持部 かたいしじぶ 下腿⽀持部
下腿切断 かたいせつだん 下たい（腿）切断 下たい（腿）切断
下腿ソケット かたいそけっと 下たい（腿）ソケット 下腿ソケット
下腿⻑軸 かたいちょうじく
下腿半⽉ かたいはんげつ
肩外転装具 かたがいてんそうぐ 肩外転装具 肩外転装具 肩外転装具
⽚側⽀柱付〔き〕短下肢
装具

かたがわしちゅうつきたん
かしそうぐ

短下肢装具［⽚側⽀柱付き］ 短下肢装具 ⽚側⽀柱
⽚側⽀柱付き短下肢装具,
短下肢装具［⽚側⽀柱付き］

⽚側⽀柱付〔き〕⻑下肢
装具

かたがわしちゅうつきちょ
うかしそうぐ

⻑下肢装具［⽚側⽀柱付き］ ⻑下肢装具 ⽚側⽀柱
⽚側⽀柱付き⻑下肢装具,
⻑下肢装具［⽚側⽀柱付き］

肩義⼿ かたぎしゅ 肩義⼿ 肩義⼿ 肩義⼿ 肩義⼿



 2018年版 日本義肢装具学会用語集　義肢装具関連　五十音順 3

義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］

肩駆動式把持装具 かたくどうしきはじそうぐ 把持装具［肩駆動式］
肩駆動式把持装具、
把持装具［肩駆動式］

肩装具 かたそうぐ 肩装具 肩装具 肩装具 肩装具
肩継⼿[義⼿の] かたつぎて （義⼿の）肩継⼿ 肩継⼿ 肩継⼿
肩継⼿[装具の] かたつぎて （装具の）肩継⼿
肩吊り帯 かたつりたい 肩つ（吊）り帯 肩つ（吊）り帯 肩吊帯 肩吊り帯
肩パッド かたぱっど
肩肘装具 かたひじそうぐ 肩肘装具
肩肘⼿関節装具 かたひじてかんせつそうぐ 肩肘⼿関節装具
肩離断 かたりだん 肩離断 肩離断
肩リング かたりんぐ 肩リング ショルダーリング 肩リング
滑液包 かつえきほう
カックアップ装具 かっくあっぷそうぐ ⼿背屈装具 硬性
カットオフヒール かっとおふひーる カットオフ・ヒール
カップリング かっぷりんぐ アライメントカップリング アライメントカップリング カップリング アライメントカップリング
可動指 かどうし 可動指
可動指鉤 かどうしこう 可動指こう（鉤） 可動指鉤
過度の腰椎前弯 かどのようついぜんわん 過度の腰つい（椎）前わん 過度の腰椎前わん（弯）

カナダ式股義⾜ かなだしきこぎそく こ（股）義⾜［カナダ式］ カナダ式股義⾜
股義⾜ 常⽤ カナディアン
式

カナダ式股義⾜,
股義⾜［カナダ式］

カナダ式股ソケット かなだしきこそけっと こ（股）ソケット［カナダ式］ カナダ式股ソケット
カナダ式股ソケット,
股ソケット［カナダ式］

カナダ式股継⼿ かなだしきこつぎて こ（股）継⼿［カナダ式］ カナダ式股継⼿ 股継⼿ カナディアン式
カナダ式股継⼿,
股継⼿［カナダ式］

カプナー型装具 かぷなーがたそうぐ
カフベルト かふべると カフベルト カフ（半⽉）

可変摩擦膝継⼿ かへんまさつひざつぎて 可変摩擦ひざ（膝）継⼿ 可変摩擦膝継⼿
可変摩擦膝継⼿,
膝継⼿［可変摩擦］

鎌持ち⾦具 かまもちかなぐ
ガラス繊維 がらすせんい
ガラス繊維強化プラス
チック

がらすせんいきょうかぷら
すちっく

仮合わせ かりあわせ 仮合わせ、中間適合検査
仮義⼿ かりぎしゅ 仮義⼿
仮義⾜ かりぎそく 仮義⾜
⾰すき機 かわすきき ⾰すき機 ⾰すき機
⾰すきナイフ かわすきないふ
環 かん
間⽋〔性〕跛⾏ かんけつ（せい）はこう
患肢 かんし
患肢（四肢）温存 かんし（しし）おんぞん
完成⽤部品 かんせいようぶひん 完成⽤部品

関節可動域運動（訓練）
かんせつかどういきうんど
う（くんれん）

関節可動域

関節離断術 かんせつりだんじゅつ
患側 かんそく
患⾜ かんそく 患⾜
キール きーる
義肢 ぎし 義肢 義肢 義肢 義肢
義肢学 ぎしがく 義肢学
義肢⻑ ぎしちょう
義⼿ ぎしゅ 義⼿ 義⼿ 義⼿ 義⼿
基準線 きじゅんせん 基準線，（基準⾯） 基準線
基節⾻パッド きせつこつぱっど 基節⾻パッド
義⾜ ぎそく 義⾜ 義⾜ 義⾜
義⾜⻑ ぎそくちょう
義⾜歩⾏ ぎそくほこう
キップシャフト きっぷしゃふと キップシャフト 短断端切断⽤キップシャフト
機能肢位 きのうしい

機能性流体制御膝継⼿
きのうせいりゅうたいせい
ぎょひざつぎて

機能性流体制御膝継⼿

機能的⾻折装具 きのうてきこっせつそうぐ 機能的⾻折装具 機能的⾻折装具 機能的⾻折装具
機能的電気刺激 きのうてきでんきしげき 機能的電気刺激装置
ギプスシーネ ぎぷすしーね ギプスシーネ ギプスシーネ
ギプス⼑ ぎぷすとう ギプス⼑
ギプスばさみ ぎぷすばさみ ギプスばさみ（鋏） ギプスばさみ（鋏）
ギプス包帯 ぎぷすほうたい ギプス包帯 ギプス包帯
ギボシ ぎぼし
基本価格 きほんかかく 基本価格
逆トーマスヒール ぎゃくとーますひーる 逆トーマス・ヒール 逆トーマスヒール
逆ナックルベンダー ぎゃくなっくるべんだー 逆ナックルベンダー 逆ナックルベンダ
キャストスプレッダー きゃすとすぷれっだー キャストスプレッダー キャストスプレッダー
キャッチピン きゃっちぴん
ギャフニー⾜継⼿ ぎゃふにーあしつぎて
吸引ポンプ きゅういんぽんぷ 吸引ポンプ 吸引ポンプ 吸引ポンプ
9字ハーネス きゅうじはーねす 前腕9字ハーネス 9字ハーネス 9字ハーネス 前腕9字ハーネス

吸着式下腿義⾜
きゅうちゃくしきかたいぎ
そく

吸着式下たい（腿）義⾜
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吸着式ソケット きゅうちゃくしきそけっと 吸着式ソケット 吸着式ソケット 吸着〔式〕ソケット

吸着式⼤腿義⾜
きゅうちゃくしきだいたい
ぎそく

⼤たい（腿）義⾜［吸着式］ 吸着式⼤たい（腿）義⾜ ⼤腿義⾜ 吸着式常⽤

吸着式⼤腿ソケット
きゅうちゃくしきだいたい
そけっと

⼤たい（腿）ソケット［吸着
式］

四辺形ソケット

吸着バルブ きゅうちゃくばるぶ 吸着⽤バルブ 吸着⽤バルブ 吸着バルブ 吸着⽤バルブ

胸郭バンド式ハーネス
きょうかくばんどしきはー
ねす

矯正⽤装具 きょうせいようそうぐ 矯正⽤装具 矯正⽤装具 矯正⽤装具
胸椎⽀持部 きょうついしじぶ 胸椎⽀持部
胸椎装具 きょうついそうぐ 胸椎装具
胸椎パッド きょうついぱっど 胸つい（椎）パッド 胸椎パッド 胸椎パッド 胸椎パッド
胸椎バンド きょうついばんど 胸つい（椎）バンド 胸椎バンド 胸椎バンド
胸腰仙椎装具 きょうようせんついそうぐ 胸腰仙つい（椎）装具 胸腰仙椎装具 装具［胸腰仙椎］
曲鉤 きょくこう

⿂⼝状切断術
ぎょこうじょうせつだん
じゅつ

⿂⼝状⽪弁 ぎょこうじょうひべん
近位⽀持 きんいしじ 近位⽀持 近位⽀持
筋緊張緩和装具 きんきんちょうかんわそう 筋緊張緩和装具 筋緊張緩和装具

筋形成〔部分〕固定術
きんけいせい（ぶぶん）こ
ていじゅつ

筋形成術 きんけいせいじゅつ
筋形成切断術 きんけいせいせつだんじゅ
筋固定術 きんこていじゅつ
⾦属枠装具 きんぞくわくそうぐ ⾦属枠装具 ⾦属枠装具 ⾦属枠装具
筋電位 きんでんい
筋電義⼿ きんでんぎしゅ 筋電義⼿ 筋電電動義⼿ 筋電義⼿
筋電制御 きんでんせいぎょ 筋電制御システム 筋電制御システム
筋膜縫合法 きんまくほうごうほう
筋⼒強化 きんりょくきょうか
くい切り くいきり くい切り
クイックチェンジ⼿継⼿ くいっくちぇんじてつぎて クイックチェンジ⼿継⼿ 迅速交換式⼿継⼿ ⼿継⼿ 迅速交換式 ⼿継⼿［クイックチェンジ］
空圧制御膝継⼿ くうあつせいぎょひざつぎ 空圧制御膝継⼿

空気圧遊脚相制御膝継⼿
くうきあつゆうきゃくそう
せいぎょひざつぎて

空気圧遊脚相制御膝継⼿
膝継⼿［空気圧遊脚相制御］

靴インサート付き くついんさーとつき
靴型 くつがた
靴型装具 くつがたそうぐ 靴型装具 靴型装具
靴型装具付き くつがたそうぐつき

屈曲外転肩継⼿
くっきょくがいてんかたつ
ぎて

屈曲外転肩継⼿ 屈曲外転式肩継⼿ 肩継⼿ 屈曲・外転式

屈曲補助ゴム くっきょくほじょごむ
屈曲補助バネ くっきょくほじょばね
屈曲⽤⼿継⼿ くっきょくようてつぎて 屈曲⽤⼿継⼿ ⼿屈曲式⼿継⼿ ⼿継⼿ 屈曲式
靴底 くつぞこ 靴底 靴底
組⽴式装具 くみたてしきそうぐ 組⽴式装具 組⽴式装具
グラインダー ぐらいんだー グラインダー
クラビクルバンド くらびくるばんど
くりぬきかかと くりぬきかかと くりぬきかかと くりぬきかかと くりぬきかかと
クルーケンベルグ切断 くるーけんべるぐせつだん

クレンザック⾜継⼿ くれんざっくあしつぎて
⾜継⼿ 制御式（補助付 ⼀⽅
向）

クレンザック⾜継⼿

クレンザック型短下肢装
具

くれんざっくがたたんかし
そうぐ

クレンザック型短下肢装具, 短
下肢装具［クレンザック型］

クロスバー くろすばー
クロスバーカバー くろすばーかばー
クロスバックストラップ くろすばっくすとらっぷ
クロスハンガー くろすはんがー
クロム⾰ くろむがわ クロム⾰
クロロプレンゴム くろろぷれんごむ
鍬持ち⾦具 くわもちかなぐ
訓練⽤仮義肢 くんれんようかりぎし 訓練⽤仮義肢 練習⽤（仮）義肢 訓練⽤仮義肢
頚胸椎装具 けいきょうついそうぐ けい（頚）胸つい（椎）装具 けい（頸）胸椎装具 頚胸椎装具, 装具［頚胸椎］

頚胸腰仙椎装具
けいきょうようせんついそ
うぐ

けい（頸）胸腰仙椎装具

痙性歩⾏ けいせいほこう
頚椎カラー けいついからー けいつい（頚椎）カラー けい（頸）推カラー 頚椎装具 カラー 頚椎カラー
頚椎⽀持部 けいついしじぶ 頚椎⽀持部
頚椎装具 けいついそうぐ けいつい（頚椎）装具 けい（頸）椎装具 頚椎装具 頚椎装具
ケイデンス けいでんす
ゲイトソリューション げいとそりゅーしょん
鶏歩 けいほ
KBMウェッジ けーびーえむうぇっじ KBMウェッジ くさび

KBM式下腿義⾜
けーびーえむしきかたいぎ
そく

下たい（腿）義⾜［KBM式］ KBM式下たい（腿）義⾜ 下腿義⾜ 常⽤ KBM式
KBM式下腿義⾜,
下腿義⾜［KBM式］

KBMソケット けーびーえむそけっと KBMソケット KBMソケット KBM式
ケーブル けーぶる
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ケーブルかしめ⼯具 けーぶるかしめこうぐ ケーブルかしめ⼯具

ケーブル操作増幅装置
けーぶるそうさぞうふくそ
うち

ケーブルハウジング けーぶるはうじんぐ
ケーブルハウジングカ
バー

けーぶるはうじんぐかばー

ケーブルハウジングライ
ナー

けーぶるはうじんぐらい
なー

KU-half AFO
けーゆーはーふ えーえふ
おー

外科開き げかびらき 外科開き 外科開き
削り修正 けずりしゅうせい
⽋損 けっそん ⽋損
けり上げの不同 けりあげのふどう けり上げの不同 蹴り上げの不同 けり上げの不同
牽引装具 けんいんそうぐ けん（牽）引装具
肩甲間バンド けんこうかんばんど 肩甲間バンド 肩甲間バンド 肩甲間バンド

肩甲胸郭間切断
けんこうきょうかくかんせ
つだん

肩甲胸郭間切断 肩甲胸郭間切断 義⼿［肩甲胸郭間切断⽤］

肩甲胸郭間切断⽤義⼿
けんこうきょうかくかんせ
つだんようぎしゅ

肩甲胸郭間切断⽤義⼿ 肩甲胸郭間切断⽤義⼿ 肩義⼿ 肩甲胸郭間切断⽤ 肩甲胸郭間切断⽤義⼿

肩甲帯離断 けんこうたいりだん
幻肢 げんし
幻肢痛 げんしつう
懸垂ストラップ けんすいすとらっぷ
懸垂⽤部品 けんすいようぶひん 懸垂装置 懸垂装置
健側 けんそく
健⾜ けんそく 健⾜
減速期 げんそくき
健側前型 けんそくまえがた
交互歩⾏ こうごほこう
交互歩⾏式 こうごほこうしき 股継⼿ 交互歩⾏式
交互歩⾏装具 こうごほこうそうぐ 交互歩⾏⽤装具 交互歩⾏装具 交互歩⾏装具

硬性胸腰仙椎装具
こうせいきょうようせんつ
いそうぐ

硬性胸腰仙椎装具

合成ゴム ごうせいごむ
硬性装具 こうせいそうぐ 硬性装具 硬性装具 硬性装具
合成⽪⾰ ごうせいひかく
硬性腰仙椎装具 こうせいようせんついそう 硬性腰仙椎装具
更⽣⽤装具 こうせいようそうぐ 更⽣⽤装具 更⽣⽤装具 更⽣⽤装具
硬ソケット こうそけっと 硬ソケット ハードソケット 硬ソケット
後頭パッド こうとうぱっど 後頭パッド
後壁 こうへき

後⽅板ばね⽀柱付〔き〕
短下肢装具

こうほういたばねしちゅう
つきたんかしそうぐ

短下肢装具［後⽅板ばね⽀柱付
き］

短下肢装具 板ばね
後⽅板ばね⽀柱付き短下肢装
具, 下肢装具［後⽅板ばね⽀柱
付き］

後⽅⽀柱 こうほうしちゅう 後⽅⽀柱 後⽅⽀柱 後⽅⽀柱 後⽅⽀柱
⾼密度ポリエチレン こうみつどぽりえちれん

股外転装具 こがいてんそうぐ
こ（股）内・外転装具［ちょう
（蝶）番式］

⼩刻み歩⾏ こきざみほこう
股義⾜ こぎそく こ（股）義⾜ 股義⾜ 股義⾜ 股義⾜
こくそ こくそ こくそ
極短断端 ごくたんだんたん
腰⾰ こしかわ 腰⾰ 腰⾰
腰吊り こしつり 腰つ（吊）り 横吊帯
腰バンド こしばんど 腰バンド 腰バンド 腰バンド
股装具 こそうぐ こ（股）装具 股装具 股装具 股装具
⾻M-L こつえむ-える
⾻格構造義肢 こっかくこうぞうぎし ⾻格構造義肢 ⾻格構造義肢 ⾻格構造義肢
⾻格構造義⾜ こっかくこうぞうぎそく ⾻格構造義⾜
股継⼿[義⾜の] こつぎて （義⾜の）股継⼿ 股継⼿ 股継⼿
股継⼿[装具の] こつぎて こ(股）継⼿ （装具の）股継⼿ 股継⼿
⾻棘 こつきょく
⾻性ロック こつせいろっく

⾻直結型切断術
こつちょっけつがたせつだ
んじゅつ

⾻突起部 こつとっきぶ ⾻突起部
⾻盤ガードル こつばんがーどる ⾻盤ガードル ペルビックガードル
⾻盤⽔準器 こつばんすいじゅんき ⾻盤⽔準器 ⾻盤⽔準器
⾻盤帯［下肢装具の］ こつばんたい ⾻盤帯 ⾻盤帯 ⾻盤帯
⾻盤帯［体幹装具の］ こつばんたい 仙腸⽀持部 ⾻盤帯

⾻盤帯⻑下肢装具
こつばんたいちょうかしそ
うぐ

⾻盤帯⻑下肢装具 ⾻盤帯⻑下肢装具 ⾻盤帯⻑下肢装具

固定 こてい
固定股継⼿ こていこつぎて 固定股継⼿
固定式 こていしき ⾜継⼿ 固定式
固定式継⼿[義肢の] こていしきつぎて 固定式
固定式継⼿[装具の] こていしきつぎて 継⼿［固定式］ 固定式継⼿ 固定式継⼿, 継⼿［固定式］
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固定指鉤 こていしこう 固定指こう（鉤）
固定⾜部 こていそくぶ 固定⾜部 固定⾜部 固定⾜部 固定⾜部
固定膝継⼿ こていひざつぎて 固定膝継⼿
固定⽤装具 こていようそうぐ 固定保持⽤装具 固定保持⽤装具
コネクションプレート こねくしょんぷれーと コネクションプレート コネクションプレート
コネクター こねくたー コネクター コネクタ コネクタ
コピー鉛筆 こぴーえんぴつ ⽪膚鉛筆
⼩振り歩⾏ こぶりほこう
コポリマー こぽりまー
股離断，股関節離断 こりだん，こかんせつりだ こ（股）離断 股離断
コントローラー こんとろーらー コントローラー
コントロールケーブルシ
ステム

こんとろーるけーぶるしす
てむ

コントロールケーブルシステム コントロールケーブルシステム ケーブル コントロールケーブル

コントロールケーブルの
効率

こんとろーるけーぶるのこ
うりつ

コントロールケーブルの効率 コントロールケーブルの効率

コントロールスイッチ こんとろーるすいっち
コンプレッション値 こんぷれっしょんち ソケットのコンプレッション値 ソケットのコンプレッション値
サーフォームファイル さーふぉーむふぁいる サーフォームファイル
裁⾰⼑ さいかくとう 裁⾰⼑
採型 さいけい 採型 採型 採型 採型
採型区分 さいけいくぶん 採型区分
採型肢位 さいけいしい
採型⼿技 さいけいしゅぎ 採型⼿技 採型⼿技 採型⼿技
採⼨ さいすん 採⼨ 採⼨ 採⼨
再切断 さいせつだん
サイム義⾜ さいむぎそく サイム義⾜ サイム義⾜
サイム切断 さいむせつだん サイム離断 ⾜関節離断
サイムソケット さいむそけっと サイムソケット
在来式下腿義⾜ ざいらいしきかたいぎそく 下たい（腿）義⾜［在来式］ 差込式下たい（腿）義⾜ 在来型

Saga plastic AFO
さが ぷらすちっく えー
えふおー

先しん さきしん
さきたま さきたま さきたま
作業⽤ さぎょうよう
作業⽤下腿義⾜ さぎょうようかたいぎそく 下腿義⾜ 作業⽤
作業⽤幹部 さぎょうようかんぶ 作業⽤幹部 作業⽤幹部 ⼿継⼿ 作業⽤ 幹部式
作業⽤義⼿ さぎょうようぎしゅ 作業⽤義⼿ 作業⽤義⼿ 作業⽤義⼿

作業⽤⼿先具 さぎょうようてさきぐ 作業⽤⼿先具 作業⽤⼿先具 ⼿先具 作業⽤⼿先具
作業⽤⼿先具, ⼿先具［作業
⽤］

サクションスリーブ さくしょんすりーぶ
座ぐりカッター ざぐりかったー 座ぐりカッター
差⾼ さこう かかと（踵）の差⾼ 差⾼
差⾼調節機能 さこうちょうせつきのう 差⾼調節機能
差⾼板 さこうばん 差⾼板 差⾼板
坐⾻⽀持 ざこつしじ 坐⾻⽀持
坐⾻⽀持免荷装具 ざこつしじめんかそうぐ ざ（坐）⾻⽀持⻑下肢装具 ざ（坐）⾻⽀持免荷装具 坐⾻⽀持⻑下肢装具

坐⾻収納型ソケット
ざこつしゅうのうがたそ
けっと

坐⾻収納型ソケット ざ（坐）⾻収納型ソケット ⼤腿義⾜ IRCソケット 坐⾻収納〔型〕ソケット

差込式下腿義⾜ さしこみしきかたいぎそく 下腿義⾜ 差込式
差込式⼤腿義⾜ さしこみしきだいたいぎそ ⼤たい（腿）義⾜［差込み式］ 差込式⼤たい（腿）義⾜ ⼤腿義⾜ 差込式
差込みソケット さしこみそけっと 差込みソケット 差込式ソケット 差込みソケット
サスペンションスリーブ さすぺんしょんすりーぶ スリーブ
擦過傷 さっかしょう
SACH⾜部 さっちそくぶ サッチ⾜部 SACH⾜部 SACH⾜部 SACH⾜
サッチヒール さっちひーる サッチ・ヒール
残存肢 ざんぞんし
3点固定〔の原理〕 さんてんこてい（のげん
3点歩⾏ さんてんほこう
サンドイッチ型⼿関節固
定装具

さんどいっちがたしゅかん
せつこていそうぐ

サンドブラスター さんどぶらすたー サンドブラスト サンドブラスター
肢位 しい
Cバー しーばー Cバー Cバー Cバー Cバー
シェル しぇる シェル

軸摩擦式⼿継⼿ じくまさつしきてつぎて 軸摩擦式⼿継⼿ 軸摩擦式⼿継⼿ ⼿継⼿ 軸摩擦式
軸摩擦式⼿継⼿,
⼿継⼿［軸摩擦式］

⾃⼰懸垂 じこけんすい ⾃⼰懸垂式ソケット
⽀持部[義肢の] しじぶ ⽀持部材 （義肢の）⽀持部 ⽀持部
⽀持部[装具の] しじぶ
⽀持プライヤ しじぷらいや
指尖切断 しせんせつだん
⽀柱 しちゅう ⽀柱 ⽀柱 ⽀柱
⽀柱付〔き〕膝サポー しちゅうつきひざさぽー 膝サポーター軟性（⽀柱付
失調〔性〕歩⾏ しっちょうせいほこう
⾄適歩⾏ してきほこう
四辺形ソケット しへんけいそけっと 四辺形ソケット

尺側偏位防⽌装置
しゃくそくへんいぼうしそ
うち

尺側偏位防⽌装置



 2018年版 日本義肢装具学会用語集　義肢装具関連　五十音順 7

義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
シャンク しゃんく 踏まずしん 踏まず芯 ふまずしん
周径 しゅうけい 断端の周径 断端周径 断端の周径
⾈状⾻パツド しゅうじょうこつぱっど ⾈状（⾻）パッド ⾈状（⾻）パッド ⾈状⾻パツド
重複歩幅 じゅうふくほはば
シューホーン型〔装具〕 しゅーほーんがた〔そう
修理基準 しゅうりきじゅん 修理基準

ジュエット型 じゅえっとがた
胸腰仙つい（椎）装具［ジュ
エット型］

ジュエット型胸腰仙椎装具, 胸
腰仙椎装具［ジュエット型］

⼿関節駆動式把持装具
しゅかんせつくどうしきは
じそうぐ

把持装具［⼿関節駆動式］
⼿関節駆動式把持装具,
把持装具［⼿関節駆動式］

⼿関節固定装具 しゅかんせつこていそうぐ ⼿関節固定装具 ⼿関節固定装具 ⼿関節固定装具
⼿関節装具 しゅかんせつそうぐ ⼿関節装具 ⼿関節装具 ⼿関節装具

⼿関節背屈保持装具
しゅかんせつはいくつほじ
そうぐ

⼿関節背屈保持装具 ⼿関節背屈保持装具 ⼿背屈装具 ⼿関節背屈保持装具

⼿関節指固定装具
しゅかんせつゆびこていそ
うぐ

⼿関節指固定装具 ⼿関節指装具 ⼿関節指固定装具

⼿関節離断 しゅかんせつりだん ⼿関節離断 ⼿関節離断
⼿根切断 しゅこんせつだん
⼿指義⼿ しゅしぎしゅ ⼿指義⼿ ⼿指義⼿ ⼿指義⼿ ⼿指義⼿
⼿指切断 しゅしせつだん ⼿指切断 ⼿指切断
樹脂注型 じゅしちゅうけい 樹脂注型 樹脂注型
腫脹 しゅちょう

術直後義肢装着法
じゅつちょくごぎしそう
ちゃくほう

⼿動単軸ヒンジ肘継⼿
しゅどうたんじくひんじひ
じつぎて

⼿動単軸ひじ（肘）ヒンジ継⼿ ⼿動単軸ヒンジ肘継⼿
肘継⼿ 単軸ヒンジ（⼿動
式）

⼿動単軸肘ヒンジ継⼿,
肘継⼿［⼿動単軸ヒンジ］

⼿動単軸ブロック肘継⼿
しゅどうたんじくぶろっく
ひじつぎて

⼿動単軸ひじ（肘）ブロック継
⼿

⼿動単軸ブロック肘継⼿ 肘継⼿ ⼿動単軸ブロック式
⼿動単軸肘ブロック継⼿,
肘継⼿［⼿動単軸ブロック］

⼿部回旋⽤⼿継⼿ しゅぶかいせんようてつぎ ⼿部回旋⽤⼿継⼿ ⼿部回旋⽤⼿継⼿
⼿部義⼿ しゅぶぎしゅ ⼿根中⼿義⼿ ⼿部義⼿ ⼿部義⼿ ⼿根中⼿義⼿
⼿部コネクター しゅぶこねくたー ⼿部コネクター ⼿継⼿ ⼿部コネクタ ⼿部コネクター
⼿部切断 しゅぶせつだん ⼿部切断 ⼿部切断
ジュラルミン じゅらるみん ⾼⼒アルミニウム合⾦
シュリンケージ しゅりんけーじ
上肢切断 じょうしせつだん
上肢装具 じょうしそうぐ 上肢装具 上肢装具 上肢装具 上肢装具
使⽤年数 しようねんすう 使⽤年数
常⽤義⾜ じょうようぎそく
上腕カフ じょうわんかふ 上腕カフ 上腕カフ 上腕カフ（三頭筋パッド） 上腕カフ
上腕義⼿ じょうわんぎしゅ 上腕義⼿ 上腕義⼿ 上腕義⼿ 上腕義⼿
上腕切断 じょうわんせつだん 上腕切断 上腕切断
上腕⻑軸 じょうわんちょうじく

上腕⼆頭筋チャンネル
じょうわんにとうきんちゃ
んねる

初期屈曲⾓ しょきくっきょくかく 初期屈曲⾓ 初期屈曲⾓ 初期屈曲⾓
初期接地 しょきせっち
ショックアブソーバー しょっくあぶそーばー ショックアブソーバー
ショパール離断 しょぱーるせつだん
シリコーン しりこーん シリコーン樹脂 シリコーン シリコーン樹脂
シリコーンライナー しりこーんらいなー シリコーン製ソフトライナー
シリンダーベッドミシン しりんだーべっどみしん
シレジアバンド しれじあばんど シレジアバンド シレジアバンド シレジアバンド シレジアバンド
指列・趾列⽋損 しれつ・しれつけっそん 指列・し（趾）列⽋損
ジレット⾜継⼿ じれっとあしつぎて
真空成形 しんくうせいけい 真空成形 真空成形
真空成形器 しんくうせいけいき 真空成形器 真空成形器
⼈⼯⽪⾰ じんこうひかく
芯だし棒 しんだしぼう センタリングジグ 芯出し センタリングジグ
真ちゅう しんちゅう
伸展補助ゴム しんてんほじょごむ
伸展補助バネ しんてんほじょばね
随意制御[膝継⼿の] ずいいせいぎょ ひざ（膝）の随意制御 膝継⼿の随意制御 膝の随意制御
随意閉じ式 ずいいとじしき 随意閉じ式 随意閉じ式⼿先具 随意閉じ式ハンド
随意開き式 ずいいひらきしき 随意開き式 随意開き式⼿先具 随意開き式ハンド

スイスロック式膝継⼿
すいすろっくしきひざつぎ
て

スイスロック式膝継⼿,
膝継⼿［スイスロック式］

スイッチ式電動義⼿ すいっちしきでんどうぎ スイッチ式電動義⼿
⽔泡形成 すいほうけいせい

スウェーデン式膝装具
すうぇーでんしきひざそう
ぐ

ひざ（膝）装具［スウェーデン
武］

膝装具 スウェーデン式
スウェーデン式膝装具,
膝装具［スウェーデン式］

スカルパ三⾓ すかるぱさんかく
スコティッシュライト型
装具

すこてぃっしゅらいとがた
そうぐ

スコヤ すこや コンビネーションスコヤ

スタインドラー型 すたいんどらーがた
胸腰仙つい（椎）装具［スタイ
ンドラー型］

スタインドラー型胸腰仙椎装
具, 胸腰仙椎装具［スタインド
ラー型］
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
スタティックアライメン
ト

すたてぃっくあらいめんと スタティックアライメント スタティックアライメント

スタビー すたびー スタビー スタビー スタビー
スタビライザー すたびらいざー スタビライザー スタビライザー
スタンプシュリンカー すたんぷしゅりんかー
ステンレス鋼 すてんれすこう
ストッキネット すとっきねっと ストッキネット ストッキネット（採型⽤） ストッキネット
ストライドコントロール すとらいどこんとろーる ストライドコントロール
ストラップ すとらっぷ ストラップ ストラップ ストラップ
スパイダー装具 すぱいだーそうぐ
スプリットソケット すぷりっとそけっと スプリットソケット スプリットソケット スプリットソケット
スプリント すぷりんと 副⼦（スプリント）
スポーツ⽤装具 すぽーつようそうぐ スポーツ⽤装具 スポーツ⽤装具
スロートモールド すろーともーるど のどパッド のどパッド

スワンネック変形⽤装具
すわんねっくへんけいよう
そうぐ

制御レバー［能動フック
の］

せいぎょればー （能動フックの）制御レバー 制御レバー［能動フックの］

整形靴［靴型装具の］ せいけいぐつ 整形靴 整形靴 整形靴
整形靴［補装具算定基準
の］

せいけいぐつ 整形靴

制限 せいげん
制限式 せいげんしき ⾜継⼿ 制御式（制限付） 制限付き継⼿
製作要素価格 せいさくようそかかく 製作要素価格
静⽌位 せいしい
正常歩⾏ せいじょうほこう 正常歩⾏
正中基準線 せいちゅうきじゅんせん
静的装具 せいてきそうぐ 静的装具 静的装具
制動 せいどう
積層材 せきそうざい 積層材
脊椎⻑下肢装具 せきついちょうかしそうぐ せきつい（脊椎）⻑下肢装具 脊椎⻑下肢装具
⽯膏 せっこう ギプス泥 ギプス泥 ギプス ギプス泥
接続ケーブル せつぞくけーぶる 接続ケーブル
切断 せつだん
切断肢 せつだんし
切断術 せつだんじゅつ
切断側 せつだんそく
切断レベル せつだんれべる 切断⾼位
セルロイド せるろいど セルロイド
ゼロポジション ぜろぽじしょん
繊維強化プラスチック せんいきょうかぷらすちっ 繊維強化プラスチック
尖⾜歩⾏ せんそくほこう
センターポンチ せんたーぽんち センターポンチ
仙腸⽀持部 せんちょうしじぶ 仙腸⽀持部
仙腸装具 せんちょうそうぐ 仙腸装具 仙腸装具 仙腸装具 仙腸装具
仙腸ベルト せんちょうべると 仙腸ベルト 仙腸ベルト
先天性⽋損 せんてんせいけっそん 先天性⽋損

先天性股関節脱⾅装具
せんてんせいこかんせつ
だっきゅうそうぐ

先天こ（股）脱装具 先天股脱装具 先天性股脱装具 先天股脱装具

前壁 ぜんへき
前⽅⽀持バンド ぜんぽうしじばんど 前⽅⽀持バンド
前⽅⽀柱 ぜんぽうしちゅう 前⽅⽀柱 前⽅⽀柱 前⽅⽀柱 前⽅⽀柱
前⽅バンパー ぜんぽうばんぱー 前⽅バンパー 背屈（前⽅）バンパー

全⾯接触式⼤腿義⾜
ぜんめんせっしょくしきだ
いたいぎそく

⼤たい（腿）義⾜［全⾯接触
式］

全⾯接触ソケット ぜんめんせっしょくそけっ 全⾯接触ソケット 全⾯接触ソケット 全⾯接触ソケット
前遊脚期 ぜんゆうきゃくき
前腕義⼿ ぜんわんぎしゅ 前腕義⼿ 前腕義⼿ 前腕義⼿ 前腕義⼿
前腕切断 ぜんわんせつだん 前腕切断 前腕切断
前腕⻑軸 ぜんわんちょうじく
前腕リフトアシストユ
ニット

ぜんわんりふとあしすとゆ
にっと

前腕リフトレバー ぜんわんりふとればー
早期義肢装着法 そうきぎしそうちゃくほう
装具 そうぐ 装具 装具 装具 装具
装具学 そうぐがく 装具学
装具歩⾏ そうぐほこう
⾛⾏ そうこう
双嘴鉤 そうしこう

装飾⼿袋 そうしょくてぶくろ 装飾⼿袋 装飾⼿袋
⼿先具 装飾⼿袋（コスメ
チックグラブ）

装飾⼿袋

装飾ハンド そうしょくはんど 装飾ハンド 装飾ハンド ⼿先具 装飾ハンド
装飾⽤ そうしょくよう 装飾⽤義肢
装飾⽤義⼿ そうしょくようぎしゅ 装飾⽤義⼿ 装飾⽤義⼿ 装飾⽤義⼿
⾜⾓ そくかく

⾜関節⾓度調節機能
そくかんせつかくどちょう
せつきのう

⾜関節⾓度調節機能

⾜関節義⾜ そくかんせつぎそく ⾜関節義⾜
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
⾜関節離断 そくかんせつりだん
⾜趾義⾜ そくしぎそく ⾜指義⾜ ⾜し（趾）義⾜ ⾜指義⾜ ⾜趾義⾜
⾜趾切断 そくしせつだん ⾜指切断 ⾜し（趾）切断
⾜趾装具 そくしそうぐ
即席装具 そくせきそうぐ 即席装具 即席装具
⾜底接地 そくていせっち
⾜底装具 そくていそうぐ ⾜底装具 ⾜底装具
⾜底板 そくていばん 靴インサート 靴インサート ⾜〔底〕〔挿〕板
⾜背バンド そくはいばんど ⾜背バンド ⾜背バンド
⾜板 そくばん ⾜板 ⾜板
⾜部[義⾜の] そくぶ ⾜部 ⾜部 ⾜部 ⾜部
⾜部[装具の] そくぶ ⾜部 ⾜部
⾜部覆い そくぶおおい ⾜部覆い ⾜部覆い ⾜部覆い
⾜部覆い付き そくぶおおいつき
⾜部義⾜ そくぶぎそく ⾜部義⾜
⾜部切断 そくぶせつだん
⾜部中⼼線 そくぶちゅうしんせん
速歩 そくほ
側⽅安定性 そくほうあんていせい
側⽅⽀柱 そくほうしちゅう 側⽅⽀柱 側⽅⽀柱 側⽅⽀柱 側⽅⽀柱
側⽅不安定性 そくほうふあんていせい 側⽅不安定 側⽅不安定性
側弯症装具 そくわんしょうそうぐ 側わん（彎）症装具 側わん（弯）症装具 側彎矯正装具 側弯症装具, 装具［側弯症］
ソケット そけっと ソケット ソケット ソケット ソケット
ソケット前後径 そけっとぜんごけい ソケット前後径 ソケット前後径
ソケット内外径 そけっとないがいけい ソケット内外径 ソケット内外径
⾜根義⾜ そっこんぎそく ⾜根義⾜
⾜根中⾜義⾜ そっこんちゅうそくぎそく ⾜根中⾜義⾜ ⾜根中⾜義⾜ ⾜根〔中⾜〕義⾜
⾜根中⾜切断 そっこんちゅうそくせつだ ⾜根中⾜切断 ⾜部切断
外⽻根 そとばね 外⽻根
ソフトインサート そふといんさーと ソフトインサート
ソフトドレッシング そふとどれっしんぐ
SOMIブレース そみーぶれーす ソミーブレース
揃え型歩⾏ そろえがたほこう
ターミナルインパクト たーみなるいんぱくと ひざ（膝）のインパクト 膝のターミナルインパクト ターミナルインパクト
ターンテーブル たーんてーぶる ターンテーブル ターンテーブル ターンテーブル ターンテーブル（回転板）
ターンバックル たーんばっくる ターンバックル ターンバックル ターンバックル
ダイアゴナルソケット だいあごなるそけっと ダイアゴナルソケット ダイアゴナルソケット ダイアゴナルソケット

第⼀背側⾻間筋補助装置
だいいちはいそくこっかん
きんほじょそうち

第⼀背側⾻間筋補助装置

体外⼒源義肢 たいがいりきげんぎし 体外⼒源義肢

体外⼒源式把持装具
たいがいりきげんしきはじ
そうぐ

把持装具［体外⼒源式］

体幹装具 たいかんそうぐ 体幹装具 体幹装具 体幹装具 体幹装具
体幹装具⽤継⼿ たいかんそうぐようつぎて 体幹装具⽤継⼿
体幹の側屈 たいかんのそっくつ 体幹の側屈 体幹の側屈
⼤胸筋チャンネル だいきょうきんちゃんねる
⼤腿義⾜ だいたいぎそく ⼤たい（腿）義⾜ ⼤たい（腿）義⾜ ⼤腿義⾜
⼤腿コルセット［義⾜
の］

だいたいこるせっと ⼤たい（腿）コルセット ⼤たい（腿）コルセット ⼤腿もも締め ⼤腿コルセット

⼤腿コルセット［装具
の］

だいたいこるせっと ⼤腿コルセット ⼤腿コルセット

⼤腿⽀持部 だいたいしじぶ ⼤腿⽀持部
⼤腿⽀柱付〔き〕下腿義
⾜

だいたいしちゅうつきかた
いぎそく

下腿義⾜ ⼤腿⽀柱付き

⼤腿切断 だいたいせつだん ⼤たい（腿）切断 ⼤たい（腿）切断
⼤腿ソケット だいたいそけっと ⼤たい（腿）ソケット ⼤腿ソケット
⼤腿⻑軸 だいたいちょうじく
⼤腿半⽉ だいたいはんげつ
⼤殿筋歩⾏ だいでんきんほこう
体内⼒源義肢 たいないりきげんぎし 体内⼒源義肢 体内⼒源義肢
ダイナミックアライメン
ト

だいなみっくあらいめんと ダイナミックアライメント ダイナミックアライメント 動的アライメント

ダイヤルロック式膝継⼿
だいやるろっくしきひざつ
ぎて

膝継⼿ ダイヤルロック ダイヤルロック付き継⼿

耐⽤年数 たいようねんすう 耐⽤年数
対⽴装具 たいりつそうぐ 対⽴装具 対⽴装具 対⽴装具, 装具［対⽴］
対⽴バー たいりつばー 対⽴バー 対⽴バー 対⽴バー 対⽴バー
多軸式膝継⼿ たじくしきひざつぎて ひざ（膝）継⼿［多軸式］ 膝継⼿［多軸］, 多軸式膝継⼿
多軸⾜部 たじくそくぶ 多軸⾜部 多軸⾜部 多軸⾜部 多軸⾜部
多軸継⼿ たじくつぎて 多軸継⼿ 多軸継⼿ 多軸継⼿
多軸膝継⼿ たじくひざつぎて 多軸ひざ（膝）継⼿ 多軸膝継⼿ 膝継⼿ 多軸膝

多軸ヒンジ肘継⼿ たじくひんじひじつぎて 多軸ひじ（肘）ヒンジ継⼿ 多軸ヒンジ肘継⼿ 肘継⼿ 多軸ヒンジ式
多軸肘ヒンジ継⼿,
肘継⼿［多軸ヒンジ］

DACS AFO だっくす えーえふおー
タップ たっぷ
タップハンドル たっぷはんどる タップホルダー
脱泡 だっぽう 脱泡 脱泡
脱泡装置 だっぽうそうち 脱泡装置
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
⾜袋式 たびしき ⾜根中⾜義⾜ ⾜袋型
ダブルクレンザック⾜継
⼿

だぶるくれんざっくあしつ
ぎて

⾜継⼿ 制御式（補助付 ⼆⽅
向）

タマラック⾜継⼿ たまらっくあしつぎて
たわみ式継⼿ たわみしきつぎて 継⼿［たわみ式］ たわみ式継⼿ 継⼿［たわみ式］
たわみ肘継⼿ たわみひじつぎて たわみ肘継⼿ たわみ継⼿ たわみ式継⼿
短下肢装具 たんかしそうぐ 短下肢装具 短下肢装具 短下肢装具 短下肢装具
単脚⽀持期 たんきゃくしじき
短靴 たんぐつ 短靴 短靴 靴型装具 短靴 短靴
単式コントロールケーブ
ルシステム

たんしきこんとろーるけー
ぶるしすてむ

単式コントロールケーブルシス
テム

単式コントロールケーブルシス
テム

単式コントロールケーブルシ
ステム

単軸⾜部 たんじくそくぶ 単軸⾜部 単軸⾜部 単軸⾜部 単軸⾜部, ⾜部［単軸］
単軸継⼿[義肢の] たんじくつぎて 単軸継⼿
単軸継⼿[装具の] たんじくつぎて 単軸継⼿, 継⼿［単軸］
単軸膝継⼿ たんじくひざつぎて 単軸膝継⼿
単軸ヒンジ膝継⼿ たんじくひんじひざつぎて 単軸ひざ（膝）ヒンジ継⼿ 単軸ヒンジ膝継⼿ 膝継⼿ ヒンジ継⼿

単軸ヒンジ肘継⼿ たんじくひんじひじつぎて 単軸ひじ（肘）ヒンジ継⼿ 単軸ヒンジ肘継⼿ 肘継⼿ 単軸ヒンジ
単軸肘ヒンジ継⼿,
肘継⼿［単軸ヒンジ］

単軸ブロック膝継⼿ たんじくぶろっくひざつぎ 単軸ひざ（膝）ブロック継⼿ 単軸ブロック膝継⼿ 膝継⼿ ブロック継⼿ 単軸ブロック膝継⼿

単軸ブロック肘継⼿
たんじくぶろっくひじつぎ
て

単軸ひじ（肘）ブロック継⼿ 単軸ブロック肘継⼿
単軸肘ブロック継⼿,
肘継⼿［単軸ブロック］

弾性ギプス包帯 だんせいぎぷすほうたい 弾性ギプス包帯 弾性ギプス包帯
弾性包帯 だんせいほうたい
炭素繊維 たんそせんい 炭素繊維
炭素繊維強化プラスチッ
ク

たんそせんいきょうかぷら
すちっく

短対⽴装具 たんたいりつそうぐ 短対⽴装具 短対⽴装具 短対⽴装具 短対⽴装具
断端 だんたん
断端管理 だんたんかんり 断端管理〔法〕
断端キャップソケット だんたんきゃっぷそけっと 断端キャップソケット
断端訓練 だんたんくんれん
断端形成術 だんたんけいせいじゅつ
断端⾻⻑ だんたんこつちょう
断端操作式能動単軸ヒン
ジ肘継⼿

だんたんそうさしきのうど
うたんじくひんじひじつぎ

断端操作式能動単軸ひじ（肘）
ヒンジ継⼿

短断端 たんだんたん
断端⻑ だんたんちょう
断端⻑ゲージ だんたんちょうげーじ 断端⻑計測器 断端⻑計測器 断端⻑計測器
断端の成熟 だんたんのせいじゅく
断端袋 だんたんぶくろ 断端袋 断端袋 断端袋 断端袋
断端末⽀持 だんたんまつしじ 断端⽀持 断端末⽀持 断端⽀持

チェアバック型 ちぇあばっくがた
腰仙つい（椎）装具［チェア
バック型］

チェアバック型腰仙椎装具, 腰
仙椎装具［チェアバック型］

チェックソケット ちぇっくそけっと チェックソケット チェックソケット チェックソケット チェックソケット
チタン合⾦ ちたんごうきん
チャッカ靴 ちゃっかぐつ チャッカ靴 チャッカ靴 靴型装具 チャッカ靴 チャッカ靴
茶利⾰ ちゃりがわ
中節⾻パッド ちゅうせつこつぱっど
中⾜⾻パッド ちゅうそくこつぱっど 中⾜（⾻）パッド 中⾜（⾻）パッド 中⾜⾻パッド
中⾜切断 ちゅうそくせつだん
中断端 ちゅうだんたん
中殿筋歩⾏ ちゅうでんきんほこう
チューブ ちゅーぶ ⾻格構造義肢パイプ チューブ チューブ
⾍様筋バー ちゅうようきんばー ⾍様筋バー ⾍様筋バー ⾍様筋バー
⻑靴 ちょうか ⻑靴 ⻑靴 靴型装具 ⻑靴 ⻑靴
⻑下肢装具 ちょうかしそうぐ ⻑下肢装具 ⻑下肢装具 ⻑下肢装具 ⻑下肢装具
蝶型踏み返し ちょうがたふみかえし ちょう（蝶）型踏みかえし 蝶型踏み返し
⻑後⽅⽪弁 ちょうこうほうひべん

腸⾻-⼤腿⾻⾓度
ちょうこつ-だいたいこつ
かくど

⻑軸 ちょうじく
⻑軸性⽋損 ちょうじくせいけっそん ⻑軸性⽋損
⻑対⽴装具 ちょうたいりつそうぐ ⻑対⽴装具 ⻑対⽴装具 ⻑対⽴装具 ⻑対⽴装具
⻑断端 ちょうだんたん
超深靴 ちょうふかぐつ 特殊深靴 特殊深靴
治療⽤装具 ちりょうようそうぐ 治療⽤装具 治療⽤装具 治療⽤装具
槌趾装具 ついしそうぐ
ツイスター ついすたー ツイスター ツイスター ツイスター
ツイスターケーブル ついすたーけーぶる ツイスター鋼索
対⿇痺⽤装具 ついまひようそうぐ
杖歩⾏ つえほこう
継⼿[義肢の] つぎて 継⼿ （義肢の）継⼿ 継⼿ 継⼿
継⼿[装具の] つぎて （装具の）継⼿ 継⼿

継⼿付〔き〕プラスチッ
ク短下肢装具

つぎてつきぷらすちっくた
んかしそうぐ

継⼿付きプラスチック短下肢
装具, 短下肢装具［継⼿付きプ
ラスチック］

⿎ねじ つづみねじ ⿎ねじ
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
つま⾰ つまかわ つま（⽖）⾰
つま先離地 つまさきりち

つめ⾞式把持装具 つめぐるましきはじそうぐ 把持装具［つめ⾞式］
つめ⾞式把持装具,
把持装具［つめ⾞式］

TIRR型AFO
てぃーあいあーるあーるが
たえーえふおー

TSB式下腿義⾜
てぃーえすびーしきかたい
ぎそく

下たい（腿）義⾜［TSB式］ TSB式下たい（腿）義⾜
下腿義⾜［全⾯荷重（TSB）
式］, 全⾯荷重（TSB）式下腿
義⾜

TSBソケット てぃーえすびーそけっと TSBソケット
D環 でぃーかん
Tストラップ てぃーすとらっぷ Tストラップ Tストラップ Tストラップ Tストラップ
低形成 ていけいせい 低形成
ディスクサンダー でぃすくさんだー ディスクサンダー

定摩擦膝継⼿ ていまさつひざつぎて 定摩擦ひざ（膝）継⼿ 定摩擦膝継⼿
定摩擦膝継⼿,
膝継⼿［定摩擦］

低密度ポリエチレン ていみつどぽりえちれん
底⾯ ていめん

テイラー型 ていらーがた
胸腰仙つい（椎）装具〔テー
ラー型］

テーラー型胸腰仙椎装具,
胸腰仙椎装具［テーラー型］

ティルティングテーブル
式股義⾜

てぃるてぃんぐてーぶるし
きこぎそく

こ（股）義⾜［テイルティング
テーブル式］

ティルティングテーブル式股
義⾜, 股義⾜［ティルティング
テーブル式］

⼿関節継⼿ てかんせつつぎて ⼿関節継⼿
適合 てきごう 適合
適合チェック てきごうちぇっく 適合チェック
適合判定 てきごうはんてい 適合判定
適合不良 てきごうふりょう 適合不良
⼿義⼿ てぎしゅ ⼿義⼿ ⼿関節義⼿ ⼿義⼿ ⼿〔部〕義⼿
⼿先具 てさきぐ ⼿先具 ⼿先具 ⼿先具 ⼿先具
⼿装具 てそうぐ ⼿装具
⼿継⼿ てつぎて ⼿継⼿ ⼿継⼿ ⼿継⼿
鉄脚 てっきゃく 膝継⼿ 鉄脚

デニスブラウン装具 でにすぶらうんそうぐ
内反⾜装具 デニスブラウン
副⼦

Denis-Browne型装具（副
⼦）, 装具（副⼦）［Denis-
Browne型］

⼿の振りの不同 てのふりのふどう ⼿の振りの不同
デュシャンヌ歩⾏ でゅしゃんぬほこう
電極 でんきょく
電⼦制御膝継⼿ でんしせいぎょひざつぎて コンピュータ制御ひざ（膝） 電⼦制御膝継⼿ コンピューター制御膝
電動義⼿ でんどうぎしゅ 電動義⼿ 電動義⼿ 電動義⼿
電動⼿継⼿ でんどうてつぎて 電動⼿継⼿
電動ハンド でんどうはんど 電動ハンド 電動ハンド 電動ハンド
電動肘継⼿ でんどうひじつぎて 電動肘継⼿
電動フック でんどうふっく 電動フック 電動フック 電動フック 電動フック
天然ゴム てんねんごむ
殿部押さえ でんぶおさえ でん（臀）部押さえ バタフライ
トウアウト とうあうと
トウイン とういん
銅合⾦ どうごうきん
トウスプリング とうすぷりんぐ トウスプリング トウスプリング トウスプリング
動的装具 どうてきそうぐ 動的装具 動的副⼦, 副⼦［動的］
頭部装具 とうぶそうぐ 頭部装具
トウブレーク とうぶれーく トウブレーク

動⼒装具 どうりょくそうぐ 動⼒装具 動⼒装具
動⼒装具
装具［動⼒］

動⼒継⼿ どうりょくつぎて 動⼒継⼿
トータルコンタクト とーたるこんたくと

トーマス型懸垂装具
とーますがたけんすいそう
ぐ

トーマス型懸垂装具 ⼿背屈装具 トーマス型
トーマス型懸垂装具, トーマス
副⼦、副⼦［トーマス］

トーマスヒール とーますひーる トーマスヒール トーマス・ヒール トーマスヒール
特殊靴 とくしゅぐつ 特殊靴
特殊靴型 とくしゅぐつがた 特殊靴型
トライラテラル型装具 とらいらてらるがたそうぐ
ドラムサンダー どらむさんだー
トリミング とりみんぐ トリミング トリミング トリミング トリミング
トリミングライン とりみんぐらいん トリムライン トリムライン トリムライン
ドリンガー⾜部 どりんがーそくぶ ドリンガー⾜部 ドリンガー⾜部 ドリンガー⾜部
トルクアブソーバー とるくあぶそーばー トルクアブソーバー トルクアブソーバー トルクアブソーバー
トルクヒール とるくひーる トルクヒール トルクヒール
トルクレンチ とるくれんち トルクレンチ
トレース とれーす 投影図 トレース 投影図

トレンデレンブルグ徴候
とれんでれんぶるぐちょう
こう

内周計 ないしゅうけい 内周計測器 内周計測器 内周計測器
内側ウェッジ ないそくうぇっじ ⾜底装具 内側及び外側楔 内側ウエッジ
内側股継⼿ ないそくこつぎて 内側単股継⼿〔システム〕
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
内側股継⼿付〔き〕⻑下
肢装具

ないそくこつぎてつきちょ
うかしそうぐ

内側股継⼿付き⻑下肢装具

内側ソールウェッジ ないそくそーるうぇっじ 内側ソール・ウェッジ
内側壁 ないそくへき
内側ホイップ ないそくほいっぷ 内側ホイップ 内側ホイップ 内側ホイップ
内転⾓ ないてんかく 初期内転⾓ 初期内転⾓
内転筋チャンネル ないてんきんちゃんねる
内転筋ロール ないてんきんろーる

ナイト型 ないとがた
腰仙つい（椎）装具［ナイト
型］

ナイト型腰仙椎装具,
腰仙椎装具［ナイト型］

ナイトテイラー型 ないとていらーがた
胸腰仙つい（椎）装具［ナイト
テーラー型］

ナイトテーラー型胸腰仙椎装
具, 胸腰仙椎装具［ナイトテー
ラー型］

内反⾜⽤装具 ないはんそくようそうぐ 内反⾜装具
内部補正［靴の］ ないぶほせい
ナイロン繊維 ないろんせんい
中敷 なかじき 中敷 中敷
中底 なかぞこ 中底 中底

ナックルベンダー なっくるべんだー ナックルベンダー
ナックルベンダ（MP屈曲補助
装具）

ナッジコントロール なっじこんとろーる

軟性胸腰仙椎装具
なんせいきょうようせんつ
いそうぐ

胸腰仙つい（椎）装具［軟性〕 軟性胸腰仙椎装具
胸腰仙椎装具［軟性］, 軟性胸
腰仙椎装具

軟性装具 なんせいそうぐ 軟性装具 軟性装具 軟性装具
軟性短下肢装具 なんせいたんかしそうぐ 軟性短下肢装具 短下肢装具 軟性

軟性腰仙椎装具
なんせいようせんついそう
ぐ

腰仙つい（椎）装具［軟性］ 軟性腰仙椎装具
軟性腰仙椎装具,
腰仙椎装具［軟性］

軟部組織M-L なんぶそしきえむ-える
⻄尾式外転内旋位免荷装
具

にしおしきがいてんないせ
んいめんかそうぐ

⼆重⾻盤帯 にじゅうこつばんたい ⼆重⾻盤帯
⼆重ソケット にじゅうそけっと ⼆重ソケット ⼆重ソケット ⼆重ソケット
2点歩⾏ にてんほこう
ヌメ⾰ ぬめがわ
ネルポンチ ねーるぽんち ネルポンチ
熱可塑性プラスチック ねつかそせいぷらすちっく 熱可塑性プラスチック 熱可塑性樹脂 熱硬化性プラスチック
ネックリング ねっくりんぐ ネックリング ネックリング ネックリング
熱硬化性プラスチック ねつこうかせいぷらすちっ 熱硬化性プラスチック 熱硬化性樹脂 熱可塑性プラスチック
能動義⼿ のうどうぎしゅ 能動義⼿ 能動義⼿ 能動義⼿, 義⼿［能動］

能動単軸ヒンジ肘継⼿
のうどうたんじくひんじひ
じつぎて

能動単軸ひじ（肘）ヒンジ継⼿ 能動単軸ヒンジ肘継⼿
肘継⼿ 単軸ヒンジ（能動
式）

能動単軸ブロック肘継⼿
のうどうたんじくぶろっく
ひじつぎて

能動単軸ひじ（肘）ブロック継
⼿

能動単軸ブロック肘継⼿ 肘継⼿ 能動単軸ブロック式

能動ハンド のうどうはんど 能動ハンド 能動ハンド ⼿先具 能動ハンド 能動ハンド
能動フック のうどうふっく 能動フック 能動フック ⼿先具 能動フック 能動フック
ノースウエスタン式ソ
ケット

のーすうえすたんしきそ
けっと

ノースウエスタン型（式）ソ
ケット

伸び上がり歩⾏ のびあがりほこう 伸び上がり歩⾏ 伸び上がり歩⾏
ハーネス はーねす ハーネス ハーネス ハーネス ハーネス
ハーネスクロス はーねすくろす
背屈補助 はいくつほじょ
バイスグリップ ばいすぐりっぷ バイスグリップ バイスグリツプ

倍動ヒンジ肘継⼿ ばいどうひんじひじつぎて 倍動ひじ（肘）ヒンジ継⼿ 倍動ヒンジ肘継⼿ 肘継⼿ 倍動ヒンジ
倍動式ヒンジ, 倍動肘ヒンジ継
⼿,  肘継⼿［倍動ヒンジ］

パイプカッター ぱいぷかったー パイプカッター パイプカッター
パイプホルダー ぱいぷほるだー パイプホルダー

ハイブリッド義⼿ はいぶりっどぎしゅ ハイブリッド義⼿ ハイブリッド義⼿
ハイブリッド〔型〕義⼿, 義⼿
［ハイブリッド〔型〕］

ハイブリッド装具 はいぶりっどそうぐ ハイブリッド装具
ハイブリッド装具,
装具［ハイブリッド］

バイブレーションカッ
ター

ばいぶれーしょんかったー ギプスカッター バイブレーションカッター

パイロン ぱいろん パイロン
バウンシング ばうんしんぐ バウンシング バウンシング
鋼 はがね 鋼
はさみ⾜歩⾏ はさみあしほこう
把持装具 はじそうぐ 把持装具 把持装具 把持装具 把持装具

バチェラー型装具 ばちぇらーがたそうぐ
先天性股脱装具 バチェラー
型

8字ハーネス はちじはーねす 8字ハーネス 8字ハーネス ８字ハーネス 8字ハーネス
ハッカー はっかー ハッカーベンダー ハッカーベンダー
ハッカー受け はっかーうけ ハッカー受け ハッカー受け
発痛点 はっつうてん
パッド ぱっど パッド パッド パッド
発泡ゴム はっぽうごむ
⼋⽅ミシン はっぽうみしん
バディストラップ ばでぃすとらっぷ
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
はとめ はとめ はとめ はとめ
ばね鋼 ばねこう

バネル型⼿関節背屈装具
ばねるがたしゅかんせつは
いくつそうぐ

⼿背屈装具 バネル型

〔ケーブル〕ハンガー はんがー
パンケーキ型⼿関節固定
装具

ぱんけーきがたしゅかんせ
つこていそうぐ

半⽉ はんげつ 半⽉ 半⽉ 半⽉ 半⽉
半⽉抜き はんげつぬき 半⽉抜き
瘢痕 はんこん
半⻑靴 はんちょうか 半⻑靴 半⻑靴 靴型装具 半⻑靴（編上靴） 半⻑靴
ハンド はんど ハンド ハンド
BFO びーえふおー BFO BFO BFO（⾷事動作補助器）

PTS式下腿義⾜
ぴーてぃーえすしきかたい
ぎそく

下たい（腿）義⾜［PTS式］ PTS式下たい（腿）義⾜ 下腿義⾜ 常⽤ PTS式
PT〔E〕S式下腿義⾜,
下腿義⾜［PT〔E〕S式］

PTSソケット ぴーてぃーえすそけっと PTSソケット PTSソケット PTS式 PT〔E〕Sソケット
PDC ⾜継⼿ ぴーでぃーしー あしつぎ
PTBカフベルト ぴーてぃーびーかふべると ひざ（膝）カフ PTBカフベルト PTB膝カフ 膝カフ

PTB式下腿義⾜
ぴーてぃーびーしきかたい
ぎそく

下たい（腿）義⾜［PTB式］ PTB式下たい（腿）義⾜ 下腿義⾜ 常⽤ PTB式
PTB式下腿義⾜,
下腿義⾜［PTB式］

PTBソケット ぴーてぃーびーそけっと PTBソケット PTBソケット PTB式 PTBソケット
PTBバー ぴーてぃーびーばー

PTB免荷装具
ぴーてぃーびーめんかそう
ぐ

PTB短下肢装具 PTB免荷装具
PTB短下肢装具,
短下肢装具［PTB］

ヒートガン ひーとがん ヒートガン ヒートガン ヒートガン
PVA ぴーぶいえー PVAバック PVAバッグ PVAスリーブ
ヒール ひーる かかと
ヒールガース ひーるがーす
ヒールバンパー ひーるばんぱー 後⽅バンパー バンパー 踵バンパー, 後⽅バンパー
ヒールピッチ ひーるぴっち
〔天然〕⽪⾰ ひかく ⽪⾰
膝当て ひざあて ひざ（膝）当て 膝当て 膝当て 膝当て
膝折れ ひざおれ
膝義⾜ ひざぎそく ひざ（膝）義⾜ 膝義⾜ 膝義⾜ 膝義⾜
膝屈曲義⾜ ひざくっきょくぎそく ひざ（膝）屈曲義⾜ 膝屈曲義⾜ 膝屈曲義⾜
膝サポーター ひざさぽーたー 膝サポーター
膝伸展⽌め ひざしんてんどめ 伸展⽌め 伸展⽌め
膝伸展補助機構 ひざしんてんほじょきこう ひざ（膝）⽤伸展補助装置 伸展補助装置 膝〔⽤〕伸展補助〔装置〕
膝装具 ひざそうぐ ひざ（膝）装具 膝装具 膝装具
膝継⼿[義⾜の] ひざつぎて （義⾜の）膝継⼿ 膝継⼿
膝継⼿[装具の] ひざつぎて ひざ（膝）継⼿ （装具の）膝継⼿ 膝継⼿ 膝継⼿
膝の過安定 ひざのかあんてい 過度のひざ（膝）安定 過度の膝安定
膝離断 ひざりだん ひざ（膝）離断 膝離断
膝離断⽤ソケット ひざりだんようそけっと ひざ（膝）離断⽤ソケット 膝離断⽤ソケット
肘義⼿ ひじぎしゅ ひじ（肘）義⼿ 肘義⼿ 肘義⼿ 肘義⼿

肘屈曲補助装具
ひじくっきょくほじょそう
ぐ

ひじ（肘）屈曲補助装具 肘屈曲補助装具
肘屈曲補助装具,
肘装具［屈曲補助］

肘固定装具 ひじこていそうぐ ひじ（肘）固定装具 肘固定装具

肘伸展補助装具 ひじしんてんほじょそうぐ ひじ（肘）伸展補助装具 肘伸展補助装具
肘伸展補助装具、
肘装具［伸展補助］

肘装具 ひじそうぐ ひじ（肘）装具 肘装具 肘装具 肘装具
肘継⼿[義⼿の] ひじつぎて （義⼿の）肘継⼿ 肘継⼿ 肘継⼿
肘継⼿[装具の] ひじつぎて （装具の）肘継⼿
肘⼿関節装具 ひじてかんせつそうぐ 肘⼿関節装具

肘プーリーユニット ひじぷーりーゆにっと ひじ（肘）プーリーユニット 肘プーリーユニット
肘プーリー継⼿,
肘継⼿［プーリー］

美錠 びじょう
肘離断 ひじりだん ひじ（肘）離断 肘離断
ピストン運動 ぴすとんうんどう ピストン運動 ピストン運動 ピストン運動
⾮切断側 ひせつだんそく
⽪弁 ひべん
⾮⿇痺側 ひまひそく
標準靴型 ひょうじゅんぐつがた 標準靴型 標準靴型
標準断端 ひょうじゅんだんたん
表⽪剥離 ひょうひはくり
平ミシン ひらみしん
ピロゴフ切断 ぴろごふせつだん ピロゴフ切断
ヒンジ股継⼿ ひんじこつぎて こ（股）ヒンジ継⼿ ヒンジ股継⼿ 股継⼿ ヒンジ継⼿
ヒンジ継⼿ ひんじつぎて ヒンジ継⼿
ピンポンチ ぴんぽんち ピンポンチ ピンポンチ
不安定性［膝の］ ふあんていせい ひざ（膝）の不安定 膝の不安定
ファンロック式膝継⼿ ふぁんろっくしきひざつぎ
フィラデルフィアカラー ふぃらでるふぃあからー
フェルト ふぇると フェルト
フォームカバー ふぉーむかばー フォームカバー フォームカバー フォームカバー 外装（フォームカバー）

フォンローゼン型装具 ふぉんろーぜんがたそうぐ
先天性股脱装具 ホンローゼ
ン型

von Rosen副⼦（装具）,
副⼦（装具）［von Rosen］

ぶかぶか装具 ぶかぶかそうぐ
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複式コントロールケーブ
ルシステム

ふくしきこんとろーるけー
ぶるしすてむ

複式コントロールケーブルシス
テム

複式コントロールケーブルシス
テム

複式コントロールケーブルシ
ステム

腹部前当て ふくぶまえあて 腹部前当て 腹部前当て 腹圧強化バンド
浮腫 ふしゅ
不随意制御[膝継⼿の] ふずいいせいぎょ ひざ（膝）の不随意制御 膝の不随意制御
フック ふっく フック
フック⽤先ゴム ふっくようさきごむ フック⽤先ゴム
フットカバー ふっとかばー フットカバー フットカバー
フットスラップ ふっとすらっぷ フットスラップ フットスラップ フットスラップ
不飽和ポリエステル ふほうわぽりえすてる
ふみかえし ふみかえし ふみかえし
フライトフェイズ ふらいとふぇいず
プラスチックカッター ぷらすちっくかったー プラスチックカッター

プラスチック装具 ぷらすちっくそうぐ プラスチック装具 プラスチック装具
プラスチック装具,
装具［プラスチック］

プラスチック装具⽤⾜継
⼿

ぷらすちっくそうぐようあ
しつぎて

プラスチック短下肢装具
ぷらすちっくたんかしそう
ぐ

プラスチック短下肢装具 プラスチック短下肢装具
プラスチック短下肢装具,
短下肢装具［プラスチック］

プラスチック⻑下肢装具
ぷらすちっくちょうかしそ
うぐ

プラスチック⻑下肢装具 プラスチック⻑下肢装具 ⻑下肢装具 硬性
プラスチック⻑下肢装具,
⻑下肢装具［プラスチック］

プラスチック継⼿ ぷらすちっくつぎて ⾜継⼿ プラスチックス継⼿

プラスチック膝装具 ぷらすちっくひざそうぐ プラスチックひざ（膝）装具 プラスチック膝装具 膝装具 硬性
プラスチック膝装具,
膝装具［プラスチック］

プラットフォーム型⼿関
節固定装具

ぷらっとふぉーむがたしゅ
かんせつこていそうぐ

不良肢位 ふりょうしい
フレアヒール ふれあひーる フレア・ヒール フレアヒール
フレキシブルソケット ふれきしぶるそけっと フレキシブルソケット フレキシブルソケット フレキシブルソケット
フレクサーヒンジ装具 ふれくさーひんじそうぐ フレクサーヒンジ
ブロック ぶろっく ブロック ブロック

ブロック肘継⼿ ぶろっくひじつぎて
肘ブロック継⼿,
肘継⼿［ブロック］

分回し歩⾏ ぶんまわしほこう ぶんまわし歩⾏ 分回し歩⾏ 分まわし歩⾏

ヘイロー装具 へいろーそうぐ
けい（頚）胸つい（椎）装具
［ハロー式］

ヘイロー式装具
ヘイロー装具,
装具［ヘイロー］

ヘイローベスト へいろーべすと ヘイローベスト
ベースプレート べーすぷれーと

ベネット型短対⽴装具
べねっとがたたんたいりつ
そうぐ

ベネット型⻑対⽴装具
べねっとがたちょうたいり
つそうぐ

ベネット型把持装具 べねっとがたはじそうぐ
ヘミスパイラルAFO へみすぱいらるえーえふ
ペルテス病装具 ぺるてすびょうそうぐ ペルテス病装具 ペルテス病装具
ベルトサンダー べるとさんだー ベルトサンダー ベルトサンダー
べろ べろ べろ
変⾊ へんしょく

⽚側⾻盤切断⽤ソケット
へんそくこつばんせつだん
ようそけっと

⽚側⾻盤切断⽤ソケット ⽚側⾻盤切断⽤ソケット

⽚側⾻盤⽤義⾜ へんそくこつばんようぎそ ⽚側⾻盤⽤義⾜ ⽚側⾻盤切断⽤義⾜ 股義⾜ ⽚側⾻盤切断⽤

⽚側⾻盤離断 へんそくこつばんりだん ⽚側⾻盤切断 ⽚側⾻盤切断
⽚側⾻盤離断, ⽚側⾻盤離断
術, ⽚側⾻盤切除, ⽚側⾻盤切
除術

胼胝 べんち
ベンチアライメント べんちあらいめんと ベンチアライメント ベンチアライメント ベンチアライメント ベンチアライメント
ボイド切断 ぼいどせつだん ボイド切断
ポータブルスプリングバ
ランサー

ぽーたぶるすぷりんぐばら
んさー

ボールガース ぼーるがーす
ボールターミナル ぼーるたーみなる
ボール盤 ぼーるばん ボール盤 ボール盤
歩隔 ほかく
歩⾏あぶみ ほこうあぶみ 歩⾏あぶみ 歩⾏あぶみ 歩⾏あぶみ 歩⾏あぶみ
補⾼靴 ほこうぐつ 靴の補⾼ 靴の補⾼ 補⾼靴
歩⾏周期 ほこうしゅうき
歩⾏速度 ほこうそくど
歩⾏⽤装具 ほこうようそうぐ 歩⾏⽤装具 歩⾏⽤装具
補⾼⽤⾜部 ほこうようそくぶ 補⾼⾜部 補⾼⾜部 補⾼⽤⾜部

⺟指IP伸展補助装置
ぼしあいぴーしんてんほ
じょそうち

⺟指IP伸展補助装置 ⺟指IP伸展補助装置

⺟指外転補助装置 ぼしがいてんほじょそうち ⺟指外転補助装置 ⺟指外転補助装置
⺟指⽀え ぼしささえ ⺟指⽀え ⺟指⽀え
ポストベッドミシン ぽすとべっどみしん
ボストン型 ぼすとんがた
補装具 ほそうぐ 補装具 補装具
細⾰ ほそかわ ウェルト
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ボタン⽳変形⽤装具
ぼたんあなへんけいようそ
うぐ

ボックス継⼿ ぼっくすつぎて 箱型継⼿, 継⼿［箱型］
発⾚ ほっせき
歩幅 ほはば
歩幅の不同 ほはばのふどう 歩幅の不同 歩幅の不同
歩容 ほよう
ポリアセタール ぽりあせたーる
ポリウレタン ぽりうれたん
ポリウレタンフォーム ぽりうれたんふぉーむ ウレタンフォーム
ポリエステル繊維 ぽりえすてるせんい
ポリエステルフェルト ぽりえすてるふぇると ポリエステルフェルト
ポリエチレン ぽりえちれん
ポリエチレンフォーム ぽりえちれんふぉーむ PEライト
ポリプロピレン ぽりぷろぴれん
本義肢 ほんぎし 本義肢 本義肢 本義肢
マーキング まーきんぐ
前型歩⾏ まえがたほこう
前⽌⾦具 まえどめかなぐ 前⽌⾦具

前⽌め固定膝継⼿ まえどめこていひざつぎて 前⽌め固定ひざ（膝）継⼿ 前⽌め式固定膝継⼿
膝継⼿ ヒンジ継⼿（前⽌め
固定式）

股吊り またつり 義⾜⽤また（股）つ（吊）り 義⾜⽤股吊帯 義⾜⽤股吊り
末節⾻パッド まっせつこつぱっど
⿇痺肢 まひし
⿇痺側 まひそく
みつろう みつろう みつろう パラフィン
ミュンスター式ソケット みゅんすたーしきそけっと ミュンスター式ソケット

ミルウォーキー型 みるうぉーきーがた
側わん（彎）症装具［ミル
ウォーキー型］

側彎矯正装具 ミルウォー
キーブレイス

ミルウォーキー型側弯症装具,
側弯症装具［ミルウォーキー
型］

酩酊歩⾏ めいていほこう

メタタルザルサポート めたたるざるさぽーと
メタタルザルサポート(中⾜⽀
え）

メタタルザルバー めたたるざるばー メタタルザルバー メタターサルバー メタタルザル・バー
メタタルザルバー（中⾜
バー）

綿 めん
免荷 めんか
免荷⼗分型 めんかじゅうぶんがた
免荷装具 めんかそうぐ 免荷装具 免荷装具 免荷装具
免荷不⼗分型 めんかふじゅうぶんがた
⾯ファスナー めんふぁすなー
⾯摩擦式⼿継⼿ めんまさつしきてつぎて ⾯摩擦式⼿継⼿ ⾯摩擦式⼿継⼿ ⼿継⼿ ⾯摩擦式

モールド式胸腰仙椎装具
もーるどしききょうようせ
んついそうぐ

胸腰仙つい（椎）装具［モール
ド式］

モールド式胸腰仙椎装具, 胸腰
仙椎装具［モールド式］

モールド式頚椎装具
もーるどしきけいついそう
ぐ

けいつい（頚椎）装具［モ－ル
ド式］

頚椎装具 硬性（スポンジラ
バーを含む）

モールド式頚椎装具

モールド装具 もーるどそうぐ モールド装具 モールド装具
モールド装具,
装具［モールド］

モールド⾜部 もーるどそくぶ モールド⾜部

モジュラー義肢 もじゅらーぎし モジュラー義肢
モジュラー義肢,
義肢［モジュラー］

モジュラー装具 もじゅらーそうぐ モジュラー装具
モジュラー装具,
装具［モジュラー］

物押さえ ものおさえ
盛り修正 もりしゅうせい
夜間装具 やかんそうぐ 夜間装具 夜間装具, 装具［夜間］
やすり やすり やすり
ヤッツクランプ やっつくらんぷ ヤッツクランプ
油圧制御股継⼿ ゆあつせいぎょこつぎて 油圧制御股継⼿
油圧制御膝継⼿ ゆあつせいぎょひざつぎて 油圧制御膝継⼿
油圧ダンパー ゆあつだんぱー 油圧ダンパー

油圧遊脚相制御膝継⼿
ゆあつゆうきゃくそうせい
ぎょひざつぎて

油圧遊脚相制御膝継⼿
油圧遊脚相制御膝継⼿,
膝継⼿［油圧遊脚相制御］

油圧⽴脚相制御膝継⼿
ゆあつりっきゃくそうせい
ぎょひざつぎて

油圧⽴脚相制御膝継⼿ 油圧⽴脚相制御膝継⼿

遊脚終期 ゆうきゃくしゅうき
遊脚初期 ゆうきゃくしょき
遊脚相 ゆうきゃくそう
遊脚相制御 ゆうきゃくそうせいぎょ 遊脚相制御 遊脚相制御

遊脚相制御膝継⼿
ゆうきゃくそうせいぎょひ
ざつぎて

遊脚相制御膝継⼿

遊脚中期 ゆうきゃくちゅうき
有窓式サイムソケット ゆうそうしきさいむそけっ サイムソケット［有窓式］
有窓式ソケット ゆうそうしきそけっと 有窓式ソケット
有痛性歩⾏ ゆうつうせいほこう 有痛性歩⾏
遊動 ゆうどう
遊動股継⼿ ゆうどうこつぎて 遊動股継⼿
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
遊動式 ゆうどうしき ⾜継⼿ 遊動式
遊動式継⼿[義肢の] ゆうどうしきつぎて 遊動式 遊動式
遊動式継⼿[装具の] ゆうどうしきつぎて 継⼿［遊動式］ 遊動式継⼿ 遊動式継⼿、継⼿［遊動式］
遊動膝継⼿ ゆうどうひざつぎて 遊動膝継⼿

油空圧制御膝継⼿
ゆくうあつせいぎょひざつ
ぎて

油空圧制御膝継⼿

癒着性瘢痕 ゆちゃくせいはんこん

ユニバーサル肩継⼿ ゆにばーさるかたつぎて ユニバーサル肩継⼿ ユニバーサル式肩継⼿ 肩継⼿ ユニバーサル式
ユニバーサル肩継⼿,
肩継⼿［ユニバーサル］

ユニバーサル⼿継⼿ ゆにばーさるてつぎて ユニバーサル⼿継⼿ ユニバーサル式⼿継⼿
ユニバーサル⼿継⼿,
⼿継⼿［ユニバーサル］

湯之児式AFO ゆのこしきえーえふおー

指駆動式把持装具 ゆびくどうしきはじそうぐ 把持装具［指駆動式］
指駆動式把持装具,
把持装具［指駆動式］

指駆動補助式把持装具
ゆびくどうほじょしきはじ
そうぐ

把持装具［指駆動補助式］
指駆動補助式把持装具,
把持装具［指駆動補助式］

指固定装具 ゆびこていそうぐ 指固定装具 指固定装具 指固定装具
指装具 ゆびそうぐ 指装具 指装具 指装具 指装具

指⽤逆ナックルベンダー
ゆびようぎゃくなっくるべ
んだー

指⽤逆ナックルベンダー

指⽤ナックルベンダー ゆびようなっくるべんだー 指⽤ナックルベンダー
陽性モデル ようせいもでる 陽性モデル 陽性モデル
陽性モデル修正 ようせいもでるしゅうせい 陽性モデル修正 陽性モデル修正
腰仙椎装具 ようせんついそうぐ 腰仙つい（椎）装具 腰仙椎装具 腰仙椎装具 腰仙椎装具
腰椎⽀持部 ようついしじぶ 腰椎⽀持部
腰椎パッド ようついぱっど 腰つい（椎）パッド 腰椎パッド 腰椎パッド 腰椎パッド
横軸性⽋損 よこじくせいけっそん 横軸性⽋損

横引き固定膝継⼿ よこびきこていひざつぎて 横引き固定ひざ（膝）継⼿ 横引き式固定膝継⼿
膝継⼿ ヒンジ継⼿（横引き
固定式）

横引き式膝継⼿ よこびきしきひざつぎて 膝継⼿ 横引き式
4点歩⾏ よんてんほこう
ライナー らいなー ライナー
ライナー式下腿義⾜ らいなーしきかたいぎそく ライナー式下たい（腿）義⾜
ライナー式ソケット らいなーしきそけっと ライナー式ソケット

らせん状⽀柱付〔き〕短
下肢装具

らせんじょうしちゅうつき
たんかしそうぐ

短下肢装具［らせん状⽀柱付
き］

短下肢装具 S型⽀柱
らせん状⽀柱付き短下肢装具,
短下肢装具［らせん状⽀柱付
き］

ランゲ型装具 らんげがたそうぐ 先天性股脱装具 ランゲ型

ランチョ型短対⽴装具
らんちょがたたんたいりつ
そうぐ

ランチョ型⻑対⽴装具
らんちょがたちょうたいり
つそうぐ

ランチョ型把持装具 らんちょがたはじそうぐ
ランドマーク らんどまーく

リーメンビューゲル りーめんびゅーげる
先天性股脱装具,
リーメンビューゲル型,
パブリック帯

リジッドドレッシング りじっどどれっしんぐ
リストメタル りすとめたる リストメタル
リストユニット りすとゆにっと リストユニット
リストローテーター りすとろーてーたー ローテーター
リスフラン離断 りすふらんせつだん
離断 りだん
⽴位保持⽤装具 りついほじようそうぐ ⽴位保持⽤装具 ⽴位保持装具 ⽴位保持装置, ⽴位⽀持装具
⽴脚終期 りっきゃくしゅうき
⽴脚相 りっきゃくそう
⽴脚相制御 りっきゃくそうせいぎょ ⽴脚相制御

⽴脚相制御膝継⼿
りっきゃくそうせいぎょひ
ざつぎて

⽴脚相制御膝継⼿

⽴脚中期 りっきゃくちゅうき
リテーナー りてーなー リテナー
リベット りべっと

流体制御膝継⼿
りゅうたいせいぎょひざつ
ぎて

流体制御膝継⼿

リュックサックハーネス りゅっくさっくはーねす 複環式ハーネス 複環式ハーネス
両脚⽀持期 りょうきゃくしじき
良肢位 りょうしい
両側⽀柱 りょうそくしちゅう 膝装具 両側⽀柱
両側⽀柱付〔き〕短下肢
装具

りょうそくしちゅうつきた
んかしそうぐ

短下肢装具［両側⽀柱付き］ ⽀柱付き短下肢装具 短下肢装具 両側⽀柱
両側⽀柱付短下肢装具,
短下肢装具［両側⽀柱付き］

両側⽀柱付〔き〕⻑下肢
装具

りょうそくしちゅうつき
ちょうかしそうぐ

⻑下肢装具［両側⽀柱付き］ ⽀柱付き⻑下肢装具 ⻑下肢装具 両側⽀柱
両側⽀柱付き⻑下肢装具,
⻑下肢装具［両側⽀柱付き］

両側ばね⽀柱付〔き〕短
下肢装具

りょうそくばねしちゅうつ
きたんかしそうぐ

短下肢装具［両側ばね⽀柱付
き］

短下肢装具 鋼線⽀柱
両側ばね⽀柱付短下肢装具,
短下肢装具［両側ばね⽀柱付
き］

リングロック式膝継⼿ りんぐろっくしきひざつぎ 膝継⼿ ロック式（輪⽌め
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義肢装具学会推奨⽤語 ふりがな JIS T0101(1997) JIS T0101(2015) 厚⽣労働省 算定基準より リハ医学会⽤語集［2015］
ローテーションプラス
ティー

ろーてーしょんぷらす
てぃー

ローレンツ型装具 ろーれんつがたそうぐ
先天性股脱装具 ローレンツ
型

ロッカーソール ろっかーそーる
ロッカーバー ろっかーばー ロッカーバー ロッカーバー ロッカー・バー ロッカーバー
ロックアダプター ろっくあだぷたー
ロングカウンター ろんぐかうんたー ロングカウンター ⽉型の延⻑
ロングシャンク ろんぐしゃんく
Yストラップ[ハーネスの] わいすとらっぷ
Yストラップ[下肢装具の] わいすとらっぷ Yストラップ Yストラップ Yストラップ Yストラップ
和歌⼭式スリング わかやましきすりんぐ
輪⽌め固定膝継⼿ わどめこていひざつぎて 輪⽌め固定ひざ（膝）継⼿ 輪⽌め固定膝継⼿
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