
 

 

用語解説  

【あ行】 

アメニティ 環境の快適性のこと。 

医 学 的 ・ 社 会 的 ・ 

職業的リハビリテー 

ション 

医学的リハビリテーションは、病院や診療所などの医療機関で行う、理学療

法や作業療法などのこと。心身機能の回復、維持、強化などを目的とする。

社会的リハビリテーションは、社会生活力を高めることを目的とし、様々な社会

的な状況の中で、自分のニーズを満たし、一人ひとりに可能な最も豊かな社

会参加を実現する権利を行使する力を高めること。職業的リハビリテーション

は、障害のある人が働きがいのある人間らしい仕事に就きそれを維持すること

ができるようにする、職業指導、職業訓練、職業紹介などの職業サービスのこ

と。 

イニシャルコスト 施設の設計費、建設工事費などの初期投資費用。 

医療圏 病床の整備を図るべき地域的単位として設定される圏域のこと。初期の診

断・治療を担う一次医療圏、一般的な医療需要に対応する二次医療圏、特

殊な医療を担う三次医療圏が、都道府県ごとにそれぞれ設定されている。 

医療情報システム カルテ情報・医療機関情報などを電子的に記録・保存し、必要に応じて活

用可能としたシステム。 

医療的ケア児 ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たん

の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害のある子どもの

こと 

院外処方 病院などの医療機関で外来受診した患者に対し、受診した医療機関外の

薬局で薬剤を渡す仕組み。 

栄養サポートチーム

（ＮＳＴ） 

Nutrition Support Team の略。栄養状態の悪い患者に対して、各専門スタ

ッフがそれぞれの知識や技術をもってチーム医療により栄養支援を行う。 

オーダリングシステム 検査・処方等の医療現場の医師によるオーダを電子化するシステムのこ

と。 

【か行】 

回復期リハビリテーシ

ョン病棟 

回復期リハビリテーションを要する患者が常時８０％以上入院している病棟

であり、リハビリテーション科を標榜していることや専従の医師、理学療法士、

作業療法士を配置している等の基準がある。 

看護体制 医療機関が患者看護のために採用している組織体制。診療報酬上は、入

院基本料等に応じた看護職員配置に係る算定要件が示されている。例えば、

障害者施設等入院基本料(7 対 1 入院基本料)では、看護体制 7 対 1 とし

て、患者 7 名に対して、看護師 1 名以上配置することが義務付けられている。 

カンファレンス 日々の医療看護の問題点、治療上の問題点について意見を出し合い、解

決策を見つけるために行う会議。 

義肢装具士 義肢装具士法で定められた国家資格。医師の指示のもとに義肢・装具の

装着部位の採型・製作等を行う専門職。 

言語聴覚士（ST） Speech therapist の略。言語聴覚士法に基づく医学的リハビリテーション技

術者の国家資格。音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人の機能の維

持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、

指導その他の援助を行う専門医療従事者。 

検診 病気の有無を調べるために診察や検査をすること。 

（参考） 
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高次脳機能障害 脳の損傷により生じる認知・行動機能の障害。事故による頭部外傷や脳血

管障害などの脳の疾病、感染症や薬物・アルコールによる中毒など、さまざま

な原因によって脳が損傷を受け、言語・思考・記憶・行為などの認知・行動機

能に生じる障害。 

急性期・回復期・慢

性期 

「急性期」は、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する時期。「回復

期」は、急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーショ

ンを提供する時期。「慢性期」は、長期にわたり療養が必要な患者を入院させ

る時期。 

公認心理師 公認心理師法に基づく国家資格。心理に関する支援を要する者に対して、

心理状態の観察・分析、助言・指導等を行う専門職。 

【さ行】 

再生可能エネルギ

ー 

太陽光・風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続

的に利用することができると認められるもの。 

作業療法士（OT） Occupational therapist の略。理学療法士及び作業療法士法に基づく医学

的リハビリテーション技術者の国家資格。医師の指示の下に、身体又は精神

障害のある人に、手芸工芸、その他の作業を行わせ、主としてその作業能力

や社会適応能力の回復を図ることを業務内容とする専門医療従事者。 

365 日リハビリテーシ

ョン 

平日だけに限らず土曜・日曜・祝日を含めた 365 日体制で提供されるリハ

ビリテーション。 

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うこ

と。 

実施設計 基本設計に基づいて、工事の実施および工費の内訳明細書の作成ができ

る段階まで、設計図書を明細化する設計作業。 

指定管理者制度 多様化する住民ニーズに、より効率的・効果的に対応していくため、公の施

設の管理を民間事業者等に行わせて、住民サービスの向上を図るとともに経

費の削減等を図る制度。 

視能訓練士 視能訓練士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。医師

の指示の下に、両眼視機能に障害のある人に両眼視機能の回復のための矯

正訓練及びこれに必要な検査を行う専門医療従事者。 

什器 日常使用の家具・道具。デスクや椅子などの執務用品、応接セット、棚やロ

ッカーなどの収納用具など。 

重 症 心 身 障 害 児

（者） 

発達期までに生じた重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持つ状態

にある子ども（成人）。 

就労移行支援 企業など通常の事業所での就労を希望する障害のある人に対して、一般

就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合っ

た職場探し、就労後の職場定着のための支援を行うこと。 

就労定着支援 一般就労へ移行した障害のある人について、就労に伴う生活面の課題に

対し、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行うこと。 

省エネルギ― 石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源がなくなってしまうこと

を防ぐため、エネルギーを効率よく使うこと。 

障害者手帳 身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害（視覚、聴覚、平衡、音

声・言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、

小腸、免疫、肝臓）があるものに対して、都道府県知事、指定都市市長又は
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中核市市長が交付する手帳。税の控除・減免やＪＲ運賃の割引等の援護措

置を受けることができる。 

自立訓練（機能訓

練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維

持、向上のために必要な訓練を行うこと。 

自立訓練（生活訓

練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維

持、向上のために必要な支援、訓練を行うこと。 

自立支援医療（更生

医療） 

身体に障害のある人が、障害の程度を軽くしまたは取り除き、あるいは障害

の進行を防いで職業上、及び日常生活の便宜を増すために必要なとき受ける

公費負担医療であり、障害者総合支援法に規定されている。 

精神科ショート・ケア 精神疾患を有する患者の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の

回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療

するもの。 

脊髄損傷 脊椎の脱臼や骨折によって脊髄が圧迫されることによって起こる病態。完

全麻痺と不完全麻痺があり、損傷された脊髄から遠位の運動・知覚の障害が

出る。完全麻痺では下肢が全く動かず（頸椎では四肢が全く動かない）、感覚

もなくなる。 

【た行】 

短期入所 居宅においてその介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者支援施

設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害のある人等につ

き、その施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介

護その他の必要な支援を行う障害者総合支援法による給付対象サービス。 

地域医療構想 将来人口推計をもとに 2025 年に必要となる病床数（病床の必要量）を医

療機能ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能

分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取り組み。2014 年 6

月に成立した「医療介護総合確保推進法」により制度化された。 

地域医療構想調整

会議 

都道府県が医療法の規定に基づき開催する会議の一つで、地域医療構

想を推進するために必要な協議を行うことを目的としている。  

委員は医療関係者、保険者等で構成され、構想区域（千葉県では２次保

健医療圏に一致。）ごとに開催される。 

地域リハビリテーショ

ン広域支援センター 

地域におけるリハビリテーション関係機関相互の連携を図るとともに、関係

機関への相談、援助、研修等を行う機関。二次保健医療圏ごとに 1 カ所指定

されている。 

チーム医療 医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・栄養士などが、それぞれの専門知

識や技術を生かし、協力して行う治療。 

鉄筋コンクリート造 鉄筋を組んだ周りを型枠で囲みコンクリートを流し込んでつくる工法。

Reinforced Concrete を略して、RC 造ともいう。 

鉄骨鉄筋コンクリート

造 

鉄骨の骨組みの周りに鉄筋を組んでコンクリートを流し込む工法。Steel 

Reinforced Concrete を略して、SRC 造ともいう。 

【な行】 

脳血管障害 外傷によらず発生する脳血管の障害。脳血管疾患ともいう。脳梗塞、脳出

血、くも膜下出血（脳卒中）のほか、もやもや病、高血圧性脳症などもこれに含

まれる。 
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脳卒中 脳血管の閉塞や破綻によって脳機能に障害がおこる疾患であり、脳梗塞、

脳出血、くも膜下出血に大別される。 

【は行】 

バックヤードスペース 診察室等の裏手の準備・器材保管などのためのスペース。 

バリアフリー 身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように商品を作ったり

建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの。 

病床利用率 病床数を入院患者数で除した割合。病床の利用状況を示す指標。 

福祉用具 日常生活に支障のある障害者や要介護者・要支援者の生活の便宜を図る

ための用具、及び機能訓練のための用具。 

補装具 身体障害者の身体的・機能的障害を補う装具。盲人安全杖、補聴器、義

肢、車椅子などがある。 

【や行】 

ユニバーサルデザイ

ン 

年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、で

きるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した環境、建物・施

設、製品等のデザインをしていこうとする考え方。 

【ら行】 

ライフサイクルコスト 企画から設計、建設工事、運営費、維持修繕費から取壊しまでの建物の

生涯に係る全ての費用。 

ランニングコスト 運営費・医事修繕費などの保全（施設管理）費用。 

理学療法士（PT） Physical therapist の略。理学療法士法及び作業療法士法に基づく医学的

リハビリテーション技術者の国家資格。身体に障害のある人に対し、その基本

的動作能力の回復を図るため、体操、電気的な刺激、マッサージ、温熱等の

物理的な刺激を加えるリハビリテーションを行う専門医療従事者。 

利用率 定員数を利用者数で除した割合をいう。施設の利用状況を示す指標であ

る。 

療育 「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味し、障害のある子ども及びそ

の家族、障害に関して心配のある人等を対象として、障害の早期発見・早期

治療又は訓練等による障害の軽減や基礎的な生活能力の向上を図るため、

相談、指導、診断、検査、訓練等の支援を行なうこと。 

療育手帳 知的障害のある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助

措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所におい

て知的障害と判定されたものに対して、都道府県知事、指定都市市長が交

付する手帳。 

レスパイト 障害のある人の家族を一時的に障害のある人の介護から解放することによ

って、日ごろの心身の疲れを癒し、休息できるようにすること。 

ローリング方式 建設工事と既存建物の解体工事を繰り返す、段階的な建替え方式。 

【英語】 

ADL Activities of Daily Living の略。日常生活動作。食事や排泄、移動、入浴

等の日常生活を営むための基本的な動作。 
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IS 値 Seismic Index of Structure の略。構造耐震指標。地震力に対する建物の

強度、靱性（じんせい：変形能力、粘り強さ）を考慮し、建築物の階ごとに算出

する。 

OA 機器 Office Automation の略。オフィスにおける事務処理を省力化・効率化する

機器。例えば、パソコン・プリンター・FAX など。 

RC 造 Reinforced Concrete の略。鉄筋コンクリート造ともいう。鉄筋を組んだ周り

を型枠で囲みコンクリートを流し込んでつくる工法。 

 

 

 

 

 

 


