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福祉用具分類コード95（CCTA95）

03 治療訓練用具

03 治療訓練用具
［Aids for therapy and training］

訓練および治療だけのための用具と性行為補助具を含む．

0303 呼吸器治療用具［Aids for respiratory therapy］

バイブレータは032712を参照．環境改善機器は2703を参照．

吸入加温器［Inhaled air preheaters］

吸入する気体を温める装置．

030303

吸入器［Inhalers］

人工呼吸や呼吸器系疾患に対して肺の加湿，吸入療法を行う装置．噴霧器・自動
的吸入器・陽圧レスピレータ・超音波式ネブライザ・フィルタ・一定量噴霧器（エ
アゾール）付きネブライザ噴霧器は，必要量だけ噴霧する装置．超音波式ネブライ
ザは，超音波により振動板を振動させ，水溶液を霧状にし，肺胞まで到達させる装
置．

030306

レスピレータ［Respirators］

広義の人工呼吸器のことで，体表面に用いるものと，気道に陽圧をかけるものに
大別される．ベンチレータ（換気装置）を含む.気管内挿管をし気道内に一定の圧
力を加える従圧式と，気道内に一定の容積の気体を送り込む従量式がある．呼気相
と吸気相の時間，気道内圧，換気量など調節可能である．

030312

酸素ユニット［Oxygen units］

酸素流量計，吸入器，減圧弁，ボンベ台，運搬車からなる．酸素濃縮装置を含む．
酸素濃縮装置は，室内の空気から高濃度あるいは一定濃度の酸素を流量によらず生
成する装置．

030318

吸引器［Aspirators］

吸引器は，出血した血液，滲出液，膿汁，その他の分泌液，洗浄液などを吸引す
る装置で，気道の確保に必要である．

030321

呼吸器治療用ベンチとクッション［Benches and cushions for respiratory therapy］

背中や胸を叩いて痰，咳を出させるために患者を寝かせるためのベンチやクッシ
ョン．

030324

呼吸筋訓練器具［Respiration muscle trainers］

弁の調整により吸気に負荷を与え，在宅酸素療法，抜管後，筋ジス患者などの呼
吸筋の訓練のために使用する．呼気・吸気抵抗マスクを含む．

呼吸機能計測器［Respiration meters］

呼吸機能の検査は，気相部分，ガス交換及び液相部分に分けられる．気相部分に
換気機能が含まれ，これに関する検査として，肺気量分画測定，換気力学的検査な

030327

030330
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どが含まれる．これらのほとんどはスパイロメータで測定可能である．スパイロメ
ータを含む．

圧縮空気で満たされたスーツおよびストッキング［Suits and stockings filled
with compressed air］

上肢・下肢およびその他の部位の圧迫衣服を含む．

030603

上肢・下肢用浮腫防止ストッキング［Anti-oedema stockings for arms and legs］

四肢の浮腫などの補助治療に用いる伸縮性ストッキング．

030606

圧迫ユニット［Compression units］

空気室に加圧，除圧をくりかえすことにより，筋の収縮弛緩の場合と同じような
作用をして，リンパ液と静脈血の環流を促進させる装置．

030612

紫外線ランプＡ型［UVA lamps］

紫外線ランプのうち，結膜炎を起こさない315－400nmの波長のもの．

030903

SUP（選択的紫外線療法）と紫外線ランプＢ型［SUP（Selective Ultraviolet
Phototherapy）and UVB lamps］

特定の波長を利用する紫外線療法用ランプおよび波長280－315nmの紫外線ラン
プ．赤外線ランプは033003を参照．

030906

光線療法用保護眼鏡［Protective eye-glasses for light therapy］

紫外線は315nmまでは結膜炎をおこすので，紫外線療法のときに眼球結膜を保護
するもの．眼および顔面保護用具は090606を参照．

030909

ヘルニアバンド［Hernia straps］

鼠径ヘルニアに対する保存的療法としてヘルニア門を圧迫して腹くう内臓器の脱
出を防止するバンド．

031203

ヘルニア用ガードル・帯［Hernia girdles and trusses］

鼠径ヘルニアに対する腹くう内臓器の脱出を防止するガードル・帯．

031206

0306 循環器治療用具［Aids for circulation therapy］

血圧計は032409を参照．心臓刺激装置は032703を参照．自転車エルゴメータは034803を
参照．特殊椅子は180921を参照．ギャッチベッドは181206，181209を参照．

0309 光線療法用具［Aids for light therapy］

紫外線は皮膚病や表在性悪性腫瘍などの治療として，赤外線は温熱療法として，レーザ
光線は悪性腫瘍の治療として，低出力レーザはハリの代用として用いられ，これらを総称
した光線療法に用いる器具．温熱療法用具は033003を参照．

0312 腹部ヘルニア用具［Abdominal hernia aids］

鼠径ヘルニア，臍ヘルニア，大腿ヘルニアなどの腹部ヘルニアに対して使用される用具．
腰仙椎装具は060306を参照．

0315 透析治療用具［Aids for dialysis therapy］

人工腎臓による透析療法に用いる用具．注射器は0321を参照．細菌培養器材は032406を
参照．血圧計は032409を参照．血液検査用器材は032412を参照．体温計は094803を参照．
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血液透析装置（HD）［Haemodialysis units（HD）］

温度を体温程度に上昇させ供給する装置．濃度および温度などの監視装置を備え
ている．透析装置・モニタ・送血ポンプ・ヘパリン注入器・気泡探知装置を含む．
透析装置は透析器と透析液供給装置からなる．透析器は，コイル型，平板積層型，
中空線維型（hollow fiber型）の３種類がある．透析液供給装置は濃厚透析原液を
電解質液として濃度を調整し，加温して供給するものである．モニタおよび気泡探
知装置は，濃度，静脈圧，温度，透析圧を監視し，血液漏れ，気泡を探知する装置
である．送血ポンプは，透析装置に患者血液を送るポンプである．ヘパリン注入器
は，透析中に血液凝固を防ぐためにヘパリンを注入するものである．

031503

持続的外来腹膜透析法（CAPD）装置［Units for continuous ambulant peritoneal
dialysis（CAPD）］

腹腔内に注入する潅流液の貯液時間を長くして，１日４回程度の液交換をする腹
膜透析法で，操作が簡略化されているため，患者自身あるいは家族が操作可能であ
る．注入ユニットバッグ・フレーム・ヒーター・瘻孔カニューレを含む．

031506

透析用器材［Instrument sets for dialysis］

透析時に使用するトレイ，ピンセット等の器材．消毒用器材は0322を参照

031512

投薬箱［Dosing boxes］

薬を投薬量と時間にしたがって配分してあう箱．

031803

インジェクション・ガン［Injection guns］032103

注射器（使い捨て，ディスポーザブル）［Injection syringes, single-use］

消毒済みで使い捨ての注射器．

032106

注射器（再使用）［Injection syringes, multi-use］

消毒して繰り返し使用する注射器．

032109

注射針（使い捨て，ディスポーザブル）［Injection needles, single-use］

消毒済みで使い捨ての注射針．

032112

注射針（再使用または永続的使用）［Injection needles, multi-use or permanent use］

消毒して繰り返し使用する注射針．

注射器用自助具［Dosing aids in connection with injection syringes］

弱視・全盲・手指機能障害者でも正確に注射量がわかる注射器吸引用具，インシ

032115

032118

0318 投薬用具［Aids for dosing medicines］

薬を投薬量と時間にしたがって配分する器具．注射器用自助具は032118を参照．瓶・
缶・容器を開けるための補助具は240603を参照．

0321 注射器［Injection materials］

薬液を吸引し体内に注入する際に使用し，注射筒と注射針からなる．適用法には，皮下，
筋肉内，静脈内，動脈内，腹腔内，脊髄腔内などがある．

体重計は094806を参照．テーブルは1803を参照．照明器具は1806を参照．椅子，座位保持
装置は1809を参照．収納家具は1836を参照．
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ュリンを吸い上げるための注射器用のカートリッジ，例えばインシュジェクト・ペ
ンフィル・自動ピペットなど．

注入ポンプ［Infusion pumps］

輸液の流量や滴数を設定することにより注入量を調節するもの．インシュリン注
入ポンプを含む.

032121

尿検査器材［Urinalysis equipment］032403

細菌培養器材［Bacteria culture media and equipment］032406

血圧計［Blood-pressure meters（sphygmomanometers）］

血圧計には，カテーテルを血管内に挿入して直接圧力を測定する観血式と，圧迫
帯（カフ）を利用した非観血式がある．後者にリバロッチ式（聴診法）とオシロメ
トリック式がある．水銀柱の代わりに半導体圧力センサを利用したものに電子血圧
計がある．

032409

血液検査用器材［Blood analysis materials］032412

心電計［Electrocardiogram（ECG）equipment］

心筋に発生する電気的興奮を体表に装着した電極から電位差（電圧）変化として
記録するもの．

032415

身体機能測定および評価用材料［Physical test and evaluation materials］

関節可動域・筋力・柔軟性などの身体機能を検査とその検査に用いる評価用具．
関節角度計，メジャー，握力計など．

032418

0322 消毒用器材［Sterilizing equipment］

在宅で消毒に用いる器材一般．これは，ISO 999：1994の改定案に含まれているのを前
倒しで掲載したものである．

0324 身体機能および生理学的・生化学的検査器材［Physical, physiological and
biochemical test equipment and materials］

0327 刺激装置［Stimulators］

身体機能の修復・機能の増減または安定をはかる機器．機能的電気刺激装置・ハイブリ
ッド装具は0615を参照．

心臓刺激装置［Heart stimulators］

電気除細動器とペースメーカがある．電気除細動器は，心室細動に対して，直接
電流を経皮的に流して，心臓本来のリズムを回復させる装置である．ペースメーカ
は，間歇的に電気パルスを発生させ，心房，心室の筋肉を収縮させ，適正な心拍数
を確保する装置．

032703

疼痛除去刺激装置［Stimulators for pain relief］

表面電極を用いて通電することにより疼痛を軽減するもので，周波数，パルス幅，
筋収縮時間の調節が可能である．

032706
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筋刺激装置［Muscle stimulators not used as orthoses］

低周波を治療部位に通電させ，筋を収縮させることにより，疼痛をやわらげる装
置．尿排泄刺激装置を含むが，装具として用いられないもの．

032709

バイブレータ［Vibrators］

振動器

032712

耳鳴り遮蔽装置［Tinnitus masks］

耳鳴りを軽減させるために外耳に装着する装置．耳鳴りマスカー．補聴器は2145
を参照．

032715

温熱療法用具［Aids for heat treatment］

温熱により疼痛の軽減，血行の促進，慢性皮膚疾患の治療などのために用いられ
る用具．懐炉・ホットパック・温湿布・パラフィン浴などがある．近赤外線あるい
は遠赤外線を発する赤外線ランプを含む．

033003

寒冷療法用具［Aids for cold treatment］

氷，冷水，エチールクロライド，ドライアイスなどによって低温度を患部に用い
て治療する用具．氷枕・冷湿布などがある．

033006

褥瘡予防クッション［Cushions for pressure sore prevention］

体圧を適度に分散し，湿気を軽減して，床ずれを防止するクッションで，形は，
方形・三角柱・円柱・円座などがあり，中身の材料として，エア，シリコン，ポリ
マ・ゲル，水，綿，ウール，ビーズなどが使われ，局所用・車いす用がある．シー
ト，シートクッション，外転防止ブロックシートは180930を参照．

033303

褥瘡予防マットレス及びカバー［Mattresses and coverings for pressure sore
prevention］

体圧を適度に分散，湿気を軽減し，床ずれを防止するマットレス．エアマット，
間欠式エアマット，ウォータ・マット，シープスキン，ムートンなどがある．シー
プスキンを含む．寝具類は181215を参照．マットレスは181218を参照．

033306

特殊な褥瘡予防装置［Special equipment for pressure sore prevention］

ベッドの床板（または畳）とマットレス（または敷き布団）との間に設置し，マ
ットレスの左右半分を傾斜させ体位を変換させる装置．単にポンプで左右の空気室
に空気を送るものや，マットレスの上昇下降の間隔や，角度をコントロールするも
のなどがある．褥瘡予防警報器（paralarmなど）など一定の経過時間で警告を発
し，姿勢変換を促す機器．

033309

褥瘡予防ベッド［Beds for pressure sore prevention］

体位変換のため側臥位になるように，床面（床板）が横に傾くベッドで，前後方
向に傾斜する装置を兼ねたものもある．手動式のものや，上昇下降の間隔や角度を

033312

0330 温熱・寒冷療法用具［Aids for heat or cold treatment］

0333 褥瘡予防用具［Aids for pressure sore prevention（antidecubitus aids）］

体圧の分散・軽減，圧迫部位の変更，圧迫時間の短縮，湿気の軽減などの機能を有し，
座位用・臥位用あるいは局所用がある．身体に装着する保護用具は0906を参照．
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遮光用具［Aids for occlusion treatment］033903

バイブレータ椅子（聴覚障害者用）［Vibrating chairs（for deaf persons）］

音声信号を電気的に振動に変換し，振動覚により感知する椅子．

034203

発声・発語訓練機器［Aids for voice and speech training］

発声あるいは発語の訓練に使用する機器話し言葉訓練用具・摩擦音（S-，F-，
Sch-）表示装置・聴覚周波数特性分析器を含む．

034206

語学訓練用具［Aids for language training］034209

自転車エルゴメータ［Training and ergometer cycles］

運動負荷装置の一種で，自転車を固定して車輪に一定の摩擦をかけ，この制動抵
抗に運動を負荷する．座位型と仰臥位型がある．運動負荷試験や運動療法に用いる．

034803

平行棒・立位保持具［Parallel bars and supports for standing］

平行棒は，歩行練習時に手で支えるために，適切な高さと幅をもつよう平行にお

034806

0336 知覚訓練機器［Aids for perceptual training］

刺激装置は0327を参照．温熱・寒冷療法用具は0330を参照．コミュニケーション治療・
訓練用具は0342を参照．運動・筋力・バランス訓練器具は0348を参照．

0339 視機能訓練用具［Aids for visual training］

0343 代替・補助コミュニケーション訓練用具［Aids for training alternative and
augmentative communication］

意志伝達の方法あるいは手段に障害のある場合，それを代替あるいは補助する方法・手
段を訓練に使用する用具．コミュニケーション関連用具は21を参照．この項目は，ISO
9999：1994で新設の提案されたものであるが，前倒しで設定することにしたものである．
しかし，ヨーロッパにもこの項目を設定することに強い反対があり，第２次改訂における
結論を待つべきであるとの観点から，小分類項目は今回は見送ることにした．

0345 脊椎牽引療法用具［Aids for spinal traction］

頚椎牽引と腰椎牽引に用いる器具．持続牽引と間歇牽引があり，牽引時間と牽引力が設
定可能な装置がある．つり皮・水平金具を含む．

0348 運動・筋力・バランス訓練器具［Equipment for movement, strength and
balance training］

運動機能の回復のための訓練用具．

0342 コミュニケーション治療・訓練用具［Aids for communication therapy and
training］

コミュニケーションの治療および訓練に使用する機器．代替・補助コミュニケーション
訓練用具は0343を，録音機・受信機は2130を参照．

コントロールして自動運転が可能なものがある．体位変換用具は1233を，ベッドは
1812を参照．
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かれた２本の棒で，移動式，固定式，携帯式がある．立位保持具は，各支持部によ
り立位を保持し，廃用性症候群の予防，抗重力筋の賦活，身体各部のアライメント
の矯正のために用いる．

手部訓練器具［Finger and hand exercise appliances］

手指の関節可動域や筋力増強を行う機器．

034812

上肢・体幹・下肢訓練器具［Arm, trunk and leg exercise］

上肢・体幹・下肢の関節可動域や筋力増強を行う機器肋木・トランポリン・体操
用マット・バランスボードを含む．肋木は，関節可動域訓練，筋力増強訓練などの
ため使われ，壁面に取り付ける片面式と，両方より使用できる両面式がある．

034815

重錘バンド［Weighted cuffs］

鉛板をレザーで包んである．可撓性があり，巻いたり伸ばしたりしやすい．

034818

傾斜台［Tilting tables］

台が水平から垂直まで無段階に傾斜し，長期臥床による合併症や精神機能活動低
下の予防や，体重負荷による身体機能の訓練に用いる．

034821

運動・筋力強化・バランス訓練用バイオフィードバック機器［Biofeedback
devices for movement, strength and balance training］

筋電を利用して筋の収縮度を音や光に変換し，筋力を増強する機器．重心計を利
用し，重心の動揺を画面などで確認しバランスを訓練する機器，床反力計を利用し，
加重負荷量を数値で確認しながら訓練する機器，特定の身体的または生理的行為に
応じて，音声・視覚・触覚の信号を発する機器．

034824

治療中の姿勢保持装置［Aids for positioning the body during therapy］

治療中に姿勢を保持する装置．

034827

失禁感知装置［Incontinence alarms］

おむつやシートなどにセットしたセンサが，排尿を感知すると警報で知らせる装
置．無線で通報するものもある．装具として用いられない筋刺激装置（排泄刺激装
置を含む）は032709を参照．

035103

0351 排泄訓練用具［Aids for continence training］

0354 性行為補助具［Aids for sexual activities］

性行為が可能な状態を準備するために使用する用具．刺激装置は0327を参照．シャワ器
具は093309を参照．シート，クッション，外転防止ブロックシートは180930を参照．背も
たれ，背クッション，背あては180933を参照．ベッドは1812を参照．
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060606 手部装具［Hand orthoses］

主に，MP関節の運動の制御に用いられる装具．種類として，MP屈曲補助装具

06 義肢・装具

仙腸装具［Sacro-iliac orthoses］

骨盤を包み，仙腸関節の動きを制限する装具．

060303

腰仙椎装具［Lumbo-sacral orthoses］

骨盤から腰部にかけて装着し，腰椎と仙腸関節の動きを制限する装具．種類とし
て，軟性，ナイト型，ウイリアム型等がある．

060306

胸腰仙椎装具［Thoraco-lumbo-sacral orthoses］

骨盤から胸背部にかけて装着し，胸椎，腰椎，仙腸関節の動きを制限する装具．
種類として，軟性，モールドジャケット，ジュエット型，テーラ型，ナイトテーラ
型，スタインドラー型等がある．

060309

頚椎装具［Cervical orthoses］

頚椎の運動を制限するとともに，頭の重量が頚椎にかかる負担を軽減させる目的
に用いられる装具．種類として，支柱つき，モールド式等がある．

060312

頚胸椎装具［Cervico-thoracic orthoses］

胸郭より頭蓋にかけて装着し，頚椎，胸椎の動きを制限する装具．

060315

頚胸腰仙椎装具［Cervico-thoraco-lumbo-sacral orthoses］

頚椎から腰仙椎までの体幹部全体を支持し，運動を制限あるいは固定する装具．
種類として，ハロー式等がある．

060318

体幹装具部品［Parts of spinal orthoses］

体幹装具に用いられる部品で，腰仙椎支柱，胸腰仙椎支柱，外側支柱，胸椎パッ
ド，肩甲間バンド，腹部前当て，装具用また吊りなどがこれに含まれる．

060390

指装具［Finger orthoses］

IP関節の運動制限，固定に用いられる装具．種類として，IP屈曲補助装具，IP伸
展補助装具，IP伸展補助装具（コイルスプリング式），IP伸展補助装具（針金わく
式），指固定装具等がある．

060603

06 義肢・装具
［Orthoses and prostheses］

義肢は四肢の切断者もしくは欠損者に装着して失われた手足の機能と形態を代用するも
のであり，装具は身体の一部を固定あるいは支持して変形の予防や矯正をはかったり機能
の代用を行うものである．生体内に埋め込まれる補填材料（人工骨，人工関節など）は含
まない．腹部ヘルニア用具は0312を参照．

0603 体幹装具［Spinal orthotic systems］

身体の体幹に用いる装具の総称であり，主に脊柱の支持，矯正等に用いられる．

0606 上肢装具［Upper limb orthotic systems（body worn）］

上肢に用いられる装具の総称．
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手関節指装具［Wrist-hand orthoses］

手関節と指の運動を制御する装具．種類として，長対立装具，把持装具（フレキ
サーヒンジスプリント）等がある．

060612

肘装具［Elbow orthoses］

肘関節の動作を制御する装具．上腕から前腕に及ぶ構造を持ち，肘固定装具，肘
運動制御装具，肘運動補助装具等を含む．

060615

肘手関節装具［Elbow-wrist orthoses］

肘関節と手関節の動きを制限する装具．

060618

肩装具［Shoulder orthoses］

肩関節の動きを制限する装具．肩関節の固定及び安静を目的とする．

060621

肩肘装具［Shoulder-elbow orthoses］

肩関節と肘関節の動きを制限する装具．

060624

肩肘手関節装具［Shoulder-elbow-wrist orthoses］

肩関節，肘関節および手関節の動きを制限する装具．

060627

肩肘手関節指装具［Shoulder-elbow-wrist-hand orthoses］

肩関節，肘関節，手関節および指関節の動きを制限する装具の総称．

060630

手継手［Wrist joints］

上肢装具に組み込んで人体の手関節の運動を代償する構造部品．

060633

肘継手［Elbow joints］

上肢装具に組み込んで人体の肘関節の運動を代償する構造部品．

060636

肩継手［Shoulder joints］

上肢装具に組み込んで人体の肩関節の運動を代償する構造部品．

060639

その他の上肢装具部品［Other parts of upper limb orthoses］

上肢装具に用いられる部品で，手継手，肘継手，肩継手を除く各種継手，Cバー
や対立バー等，母指用の外転補助装置やIP伸展補助装置，各手指関節用のMP伸展
制御装置やMP伸展制御装置等がこれに含まれる．

060689

0609 非装着式上肢装具［Upper limb orthoses（non-body-worn）］

車いす等に取り付けて使用する上肢装具で，肩，肘，前腕の機能を肩甲帯の挙上もしく
は抑制で代償する．スウィベル式BFO（Balanced Forearm Orthosis），ラジアル式BFO
等がある．

0612 下肢装具［Lower limb orthotic systems］

下肢に用いられる装具の総称．

手関節装具［Wrist orthoses］

手関節の運動を制御する装具．種類として手関節背屈装具（カップアップ・スプ
リント），トーマス型懸垂装具等がある．

060609
（ナックルベンダ），MP伸展補助装具（逆ナックルベンダ），短対立装具等がある．
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足底装具（足装具）［Foot orthoses］

足底と履き物の間に挿入して歩行を円滑に行わせる下肢装具．アーチサポート
（ふまず支え），メタタルザルサポート（中足支え），補高，内側楔，外側楔等がある．

061203

短下肢装具［Ankle-foot orthoses］

下腿部から足底に及ぶ構造を持ち，足関節の動きを制御する下肢装具．種類とし
て，両側支柱付き，片側支柱付き，らせん状支柱付き，両側バネ支柱付き，後方板
バネ支柱付き，プラスチック短下肢装具，インサート付きプラスチック短下肢装具
等がある．

061206

膝装具［Knee orthoses］

大腿部から下腿部に至る構造を持ち，膝関節の動きを制御する下肢装具．種類と
して，軟性，スエーデン式プラスチック膝装具等がある．

061209

長下肢装具［Knee-ankle-foot orthoses］

大腿部から足底に至る構造を持ち，膝関節と足関節の動きを制御する下肢装具．
両側支柱付き，片側支柱付き，坐骨支持式長下肢装具，UCLA式機能的長下肢装具，
プラスチック長下肢装具等がある．

061212

股装具［Hip orthoses（including abduction orthoses）］

骨盤から大腿部におよぶ構造を持ち，股関節の動きを制御する下肢装具．

061215

骨盤帯つき長下肢装具［Hip-knee-ancle-foot orthoses］

骨盤から足底におよぶ構造を持ち，股関節，膝関節，足関節の動きを制御する下
肢装具．

061218

足継手［Ankle joints］

下肢装具に組み込んで人体の足関節の運動を代償する構造部品．遊動式，一方向
制限付き，二方向制限付き等がある．

061221

膝継手［Knee joints］

下肢装具に組み込んで人体の膝関節の運動を代償する構造部品．遊動式，膝伸展
制限付き，ロック式等がある．

061224

股継手［Hip joints］

下肢装具に組み込んで人体の股関節の運動を代償する構造部品．屈伸遊動式，伸
展制限付き，内外転蝶番継手付き，ロック式等がある．

061227

その他の下肢装具部品［Other parts of lower limb orthoses］

下肢装具に用いられる部品で，各種支柱，骨盤帯，半月，バンド，足部等がこれ
に含まれる．

061289

0615 機能的電気刺激装置・ハイブリッド装具［Functional electrical stimulators
and hybrid orthotic systems］

機能的電気刺激装置：麻痺肢の機能を電気刺激によって補助または制御する装置．運動
神経系（遠心性神経系）の損傷により麻痺した四肢に対して，脳から筋への電気的な迂回
路を形成して，電気刺激により筋収縮を起こして関節運動を制御する．ハイブリッド装具
：機能的電気刺激装置を装具と併用して用い，拘束が必要な部分を装具に受け持たせて，
全体として関節運動機能を改善するもの．装具として用いられない刺激装置は0327を参照．
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手部義手［Partial hand prostheses］

手根部，中手部の切断および指を含めた手根中手部の切断に用いる義手．手根中
手義手と同義語．手指義手（手指の切断に用いる義手）を含む．

061803

手義手［Wrist disarticulation prostheses］

主として手関節離断に用いる義手

061806

前腕義手［Transradial（below elbow）prostheses］

前腕切断に用いる義手．

061809

肘義手［Elbow disarticulation prostheses］

肘関節離断および前腕極短断端に用いる義手．

061812

上腕義手［Transhumeral（above elbow）prostheses］

上腕切断に用いる義手．

061815

肩義手［Shoulder disarticulation prostheses］

肩関節離断および上腕極短断端に用いる義手．

061818

フォークォーター（肩甲胸郭間）切断義手［Forequarter amputation prostheses］

肩甲胸郭間切断に用いる義手．

061821

能動ハンド［Artificial hands］

手の外観を有した手先具で，コントロールケーブルを操作することによって手指
の開閉動作を制御できる．

061824

能動フック・作業用手先具［Hooks and functional tools］

能動フック：手指の機能を代償するように，手鈎形に弯曲した２本の金属製の指
鈎を組み合わせた手先具で，可動指鈎と固定指鈎とから成る．可動指鈎の根元の制
御レバーにコントロールケーブルを接続して開閉操作を行う．作業用手先具：単一
の作業に適した形態，機能をもつ専用の手先具で，手継手に連結して使用する．双
嘴鉤，曲鉤，鎌持ち金具，鍬持ち金具，多鈎，丸環，物押さえなどがある．義手の
部品以外のものは2712参照．

061827

手継手［Wrist units］

義手の前腕部と手先具（能動ハンド，能動フック，作業用手先具等）を連結する
ための継手．構造的に面摩擦式，軸摩擦式，迅速交換式，ユニバーサル式，屈曲用，
手部回旋用等がある．

061830

肘継手［Elbow joints］

義手の上腕部と前腕部を連結し，人体の肘関節運動を代償する継手．ブロック型
とヒンジ型があり，それぞれに遊動式，手動ロック式，能動式がある．

061833

肩継手［Shoulder joints］

人体の肩関節運動を代償する構造の義手継手部品．隔板肩継手，外転肩継手，屈

061836

0618 義手［Upper limb prosthetic systems］

切断もしくは欠損した上肢に用いる義肢の総称．本義手と仮義手に分類される．本義手
には，作業用義手，能動義手，動力義手等がある．
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その他の義手部品［Other parts of upper limb prostheses］

義手に用いられる部品で，ハンド型やフック型などの手先具と各関節用の継手と
を除く．各種のハーネスやカフなどのコントロール装置，グローブ等が含まれる．

061889
曲外転肩継手，ユニバーサル肩継手がある．

仮義手［Temporary prostheses for early mobilisation of upper limb amputees］

切断後まもなく，訓練のために装着する義手．本義手に対応する用語で，訓練用
仮義手とも呼ばれる．最終的に用いられる本義手に先立ち訓練などの目的で用いら
れる義手で，手先具のアライメントなどが調節できるようにしてあるもの．

061890

作業用義手［Work prostheses］

農林水産の作業や工場関係の重作業に適するよう，外観などよりも機能を優先し
た義手．作業内容に応じて専用の手先具が交換できるようにしたものもある．

061891

足根中足義足［Partial foot prostheses including toe prostheses］

足根中足関節離断（リスフラン切断），中足骨切断などに用いる足袋式の義足．
足指義足（足指の切断に用いる義足）を含む．

062403

果義足［Ankle disarticulation prostheses］

Syme切断等に用いる義足．

062406

下腿義足［Transtibial（below knee）prostheses］

下腿切断に用いる義足．ソケット，下腿部，足継手，足部から構成される．主に
ソケットの種類により，在来式，PTB式，PTS式，KBM式，TSB式等に分類され
る．

062409

膝義足［Knee disarticulation prostheses］

膝関節離断に用いる義足．ソケット，膝継手，下腿部，足継手，足部から構成さ
れる．ソケットには従来式，全面接触式等がある．

062412

大腿義足［Transfemoral（above knee）prostheses］

大腿切断に用いる義足．ソケット，大腿部，膝継手，下腿部，足継手，足部から
構成される．ソケットの種類により，差し込み式，四辺形，坐骨収納型等がある．

062415

股義足［Hip disarticulation prostheses］

股関節離断，極短断端大腿切断に用いる義足．ソケット，股継手，大腿部，膝継
手，下腿部，足継手，足部から構成される．カナダ式，ティルティングテーブル式，
受け皿式等がある．

062418

片側骨盤切断用義足［Hemipelvectomy prostheses］

片側骨盤切断に用いる義足．

062421

0621 装飾用義手［Cosmetic and non-functional upper limb prostheses］

外観の復元を第一義に考え，軽量化と見かけのよさを図った義手．

0624 義足［Lower limb prosthetic systems］

切断もしくは欠損した下肢に用いる義肢の総称．構造により殻構造義足と骨格構造義足
に分類され，最近ではモジュール化された骨格構造義足がよく用いられる．本義足と仮義
足に分類される．本義足には常用義足，作業用義足がある．
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片側完全骨盤切断（切除）義足［Hemicorporectomy prostheses］

片側完全骨盤切断（切除）に用いる義足．

062424

足継手・足部［Ankle-foot devices］

足継手：下腿部と足部を連結し，人体の足関節機能を代償する継手．底背屈方向，
内外反方向，内外旋方向の自由度の全てまたは一部を有する各種の部品があり，足
部と一体構造のものや特定の足部と組み合わせて使用するものが多い．足部：人体
の足部を代償する義足の部品．単軸足部，多軸足部，サッチ足部，エネルギー蓄積
型足部等がある．

062427

ローテータ［Rotators］

大腿義足，股義足，片側骨盤切断用義足，片側完全骨盤切除義足の大腿部に組み
込む回旋機構．ロック機構を解除することで自由な回旋運動が可能になり，元の位
置に戻すと自動的にロックが作動する．座位での靴装着や，床上での横座り，あぐ
ら座りなどの動作を可能にする．

062430

膝継手［Knee joints］

大腿部と下腿部を連結し，人体の膝関節機能を代償する継手．機構により，単軸
膝ヒンジ，単軸膝ブロック，多軸膝等の種類がある．遊脚相制御機構により，定摩
擦膝，可変摩擦膝，安全膝，固定膝等の種類がある．最近では空圧，油圧などの流
体制御方式により高度な遊脚相制御や立脚相制御を可能にした継手もある．

062433

股継手［Hip joints］

股義足のソケットと大腿部を連結し，人体の股関節機能を代償する継手．股ヒン
ジ継手，股継手（カナダ式）等がある．

062436

下腿ソケット（既製）［Transtibial sockets（preformed）］

下腿義足に用いるソケット用部品で，あらかじめ円錐筒形状に加工した熱可塑性
樹脂成形品．陽性モデルにかぶせて加熱密着成形し，ソケットに加工する．

062439

大腿ソケット（既製）［Transfemoal sockets（preformed）］

大腿義足に用いるソケット用部品で，あらかじめ円錐筒形状に加工した熱可塑性
樹脂成形品．陽性モデルにかぶせて加熱密着成形し，ソケットに加工する．

062442

アライメント調整部品［Alignment units］

義足のソケットに対する継手や足部の相対位置関係を調節する機構を内蔵した義
足部品．

062445

仮義足［Temporary prostheses for early mobilization of lower limb amputees］

切断後まもなく，歩行訓練のために使用する義足．本義足に対する用語．訓練用
仮ソケットに継手や足部，アライメント調整機構を取り付けて組み立てる．

062448

その他の義足部品［Parts of lower limb prostheses］

義足に用いられる部品であり，パイプ（チューブ），ソケット，シレジアバンド
等の懸垂装置，空圧や油圧の制御システム等がこれに含まれる．

062489

0627 装飾義足（大腿，下腿充填物を含む）［Cosmetic and non-functional lower
limb prostheses］

外観，形態の再現を目的とした義足．立位保持や歩行時の体重支持には使用できない．
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かつら［Wigs］

生理的あるいは種々の理由により失われた頭髪を補い，帽子のごとくにかぶるも
の．

063003

ヘヤーピース・入れ毛［Hairpieces and toupees］

「かつら」と同様のものである．「かつら」が頭髪の大部分を補う目的で使用され
るのに対して，これらはその一部を補う目的で使用される．

063006

まつげ，まゆ毛［Eyelashes and eyebrows］

人工的に作製した「まつげ」，「まゆ毛」．

063009

あごひげ，口ひげ［Moustaches and beards］

人工的に作製した「あごひげ」，「口ひげ」．

063012

体幹パッド［Back fillers］

背部など体幹の一部が外面的に失われた場合に，それを補うために用いるもので，
衣服と身体の間に装着する．

063015

義乳房［Breast（mammary）prostheses］

女性が乳癌などにより乳房の全体あるいは一部を失った場合に用いる補綴具で，
身体と衣服の間に装着するタイプ．

063018

義眼［Eye（ocular）prostheses］

眼球が失われた場合に，眼球の形態を有した人工物を挿入するものである．場合
によっては眼鏡などに結合し全く外観のみを補うタイプもある．

063021

義耳［Ear（aural）prostheses］

耳介など耳周囲組織の全体や一部が失われた場合に用いる補綴具ぐである．手術
により身体の一部に固定するものや，眼鏡などに結合し装着するタイプがある．

063024

義鼻［Nose（nasal）prostheses］

外鼻が失われた場合に用いる補綴具であり，外観を補うと共に鼻孔の機能を補う
役割もある．手術により挿入するタイプや眼鏡などに結合し装着するタイプがある．

063027

顔用マスク［Composite facial prostheses］

顔面の欠損部分を主に形態的に補うもので，義眼，義耳，義鼻等を複合化してい
てもよく，これ以外には前額部，口唇，上顎骨などの欠損に対するものがある．

063030

義口蓋［Palate prostheses］

先天性や癌などの要因により口蓋が欠損した場合に，その機能を補うために用い
る．装着することにより燕下や発語の機能を再生することが可能となる．

063033

義歯［Dentures］

１本あるいは複数の歯が失われた場合に，その形態と機能を代替する．最近では

063036

0630 義肢以外の身体補填具（プロテーゼ）［Prostheses other than limb prostheses］

四肢欠損を補うための補綴用具である義足や義手などの義肢以外の人工物で，機能的あ
るいは装飾目的で使用する用具．口腔内の義口蓋，義歯など，顔面周囲の義眼，義耳，義
鼻など，体幹部の義乳房，体幹パッドなどがある．
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素材にアパタイトなどを用いることにより，永久的に上顎骨や下顎骨に埋め込む方
法も使われる．

皮膚被覆材（装飾用）［Skin-covering agents（cosmetics）］

ケロイドなど種々の原因により皮膚の状態が損傷された場合に，その代替として
用いるもので，外観の補綴を目的とする．

063039

その他の装飾用品［Other cosmetic prostheses］

損傷された顔面，体幹などの外観を補うもの．

063042

既製靴［Ready-made（off-the-shelf）orthopaedic footwear］

靴型装具の中で処方に先立ってあらかじめ作製されているタイプ．

063303

注文靴［Custom-made（bespoke）orthopaedic footwear］

靴型装具の中で処方に従って対象者毎に作製されるタイプで，足底装具などもこ
れに含まれる．

063306

補正既製靴［Adapted standard footwear］

一般の既製靴を修正することにより靴型装具の機能を持たせたもの．

063309

0633 靴型装具［Orthopaedic footwear］

足部に変形がある場合にそれを矯正したり，各部の圧力分散を適切にしたりするために，
適切な形態をもつ靴を使うことが有効な場合がある．このように下肢に障害を持つ者に対
する医学的治療を目的として医師の処方の下で製作される靴．足底装具（足装具）は
061203を，靴（下駄，草履を含む）は090342を参照．
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09 パーソナルケア関連用具

車いす用カバーオール［Wheelchair-users' coveralls］

車いす使用者を雨，風，冷気などから守るために，人と車いす，または人のみを
覆うもの．車いす用レインコートを含む．

090303

コート［Coats］

屋外で，雨，風，ほこり，冷気などから身体を守るもので，障害者用に着脱など
工夫・製作されたもの．野外用上着を含む．

090306

帽子［Hats and caps］

障害により傘がさせない場合に使うレインハットなど．

090309

手袋［Gloves and mittens］

安全性や保温性，着脱のしやすさなど，特別に工夫・製作されたもの．手部保護
用具は090615を参照．

090312

ブラウス・シャツ［Blouses and shirts］

障害者が着やすいように工夫・製作されたブラウス，ワイシャツ，Tシャツなど．

090315

上着・ズボン［Jackets and trousers］

障害者が着やすいように工夫・製作されたスーツ，ジャケット，ズボン，セータ，
カーディガン，ベスト，ジャンパなど．

090318

スカート・ワンピース［Skirts and dresses］

障害者が着やすいように工夫・製作されたスカート・ワンピースなど．

090321

下着［Underwear］

アームホールを大きくしたり，脇や背中の縫い目をなくしたり，広げると一枚の
布になるようなもの．または装着尿器を付ける時の特殊な下着．さらに抗菌防臭加
工付きなど，障害者が使用しやすいように工夫・製作されたもの．

090324

ストッキング・ソックス（足袋・タイツを含む．）［Stockings and socks］

着脱のしやすさ，すべり止めなど，着脱性や安全性を考慮して障害者用に工夫・
製作されたもので，入浴時に使用する滑り止め付きのソックスなども含む．上肢・
下肢用浮腫防止ストッキングは030606を，圧迫スーツは030609を参照．

090327

ナイトウェア（ねまき・室内着を含む．）［Nightwear］

二部式にするなどして脱ぎ着を容易にした浴衣，床ずれを防止するための工夫が
された寝巻，痴呆性老人のおむつ外しを予防するための上下つなぎなど，対象者や
介護者に便利に工夫されたもの．

090330

09 パーソナルケア関連用具
［Aids for personal care and protection］

失禁患者，人工肛門患者用補助具，更衣用補助具，衣類，靴，体温計，時計，体重計を
含む．食事用具は1509を参照．

0903 衣類・靴［Clothes and shoes］

乳幼児用衣類・靴，裁縫と編み物の型紙を含む．保護用具は0906を参照．
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浴用衣類［Bathing wear］

入浴や水浴・温浴訓練などで使用するもの．（いわゆる水着類）

090333

保護用入浴パンツ［Protective bathing pants］

入浴中の失禁に際して，漏らさないようにした特別の水着．水浴・温浴訓練にも
用いる．

090336

よだれかけ・エプロン［Bibs and aprons］

防水性のある布地を使用し，食べこぼしを受ける加工のされたもの．大きなポケ
ットが前面にあったり，エプロンの裾の両端をテーブルなどに止め，立体的な受け
にして食べ物や液体などで衣類や床を汚さないように工夫されたものや介護者が入
浴介助する時に使うものなど．

090339

靴（下駄・草履を含む．）［Shoes and boots］

甲部や踵にベルクロやジッパ，ゴムを使うなどして，着脱を容易にしたり，幅
広・甲高・外反拇指や足指の変形のある人にも楽に履けるよう工夫されているも
の．靴型装具は0633を参照．

090342

靴用滑り止め［Anti-slip devices for shoes and boots］

雪道などでの転倒を防ぐため，靴底に張る樹脂でできた凸凹状のシールなど．歩
行用補助具のアイスグリッパは120330を参照．

090345

留具［Buttoning devices and fasteners］

ベルクロ・ジッパ・ゴム式靴ひもなどボタンの替わりになるもの．更衣用具は
0909を参照．

090348

和服［Kimono］

二部式にするなどの工夫により，障害者が着脱しやすいうようにしたもの．

090390

ネクタイ・ボウ［Ties and bows］

ジッパや止め具などを使って，障害者が着脱しやすいように工夫され，製作さた
もの．

090391

頭部保護帽（ヘルメットを含む．）［Aids for head protection］

頭部を覆ったり，着けたりして外圧，摩擦，振動などから守るもの．

090603

眼及び顔面保護用具［Aids for eye and face protection］

眼や顔面を覆ったり，着けたりして外圧，摩擦，乾燥などから守るもの．例えば，
瞼の開閉が不自由で目が乾燥しやすい人のために，水中メガネに水を入れたような
ものがある．眼球乾燥防止用具も含む．光線療法用保護眼鏡は030909を参照．

090606

耳・聴力保護用具［Aids for ear and hearing protection］

耳を覆ったり，着けたりして外圧，摩擦，騒音，風圧，寒さなどから守る用具で
それによって聞こえが阻害されない工夫がされているもの．

090609

腕・肘保護用具［Aids for arm and elbow protection］090612

0906 保護用具［Body-worn protective aids］

身体の一部あるいは全身に装着して身体を外部から保護するための用具．環境改善機
器・作業用具は2703を参照．
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手部保護用具［Aids for hand protection］

手部を覆ったり，着けたりして，手の関節の動きを保護しながら，外圧，摩擦，
湿気などから守るもので，手袋のような形状をしている．

090615

脚・膝保護用具［Aids for leg and knee protection］

脚・膝を覆ったり，着けたりして，関節の動きを保護しながら，外圧，摩擦など
から守るもの．

090618

足部・踵・足指保護用具［Aids for foot, heel and toe protection］

関節の動きを保護しながら，外圧，摩擦などから守るもの．

090621

全身並びに体幹保護用具［Aids for whole body and trunk protection］

全身並びに体幹を覆ったり，着けたりして，各関節の動きを保護しながら，外圧
摩擦などから守るもの．ベルト，チョッキ，ハーネスなども含む．シートベルトは
121209を参照．

090624

呼吸器保護用具［Aids for airway protection］

呼吸しやすいように胸部の動きを守るもので，胸部を覆うものや圧力をかけて胸
部や肺の運動を助けるものがある．また，鼻を覆い肺に粉塵や有毒ガスが入らない
ようにするものもある．

090627

ストッキングエイド・ソックスエイド［Aids for applying socks and pantihose］

ひざや腰に障害のある人が用いる．プラスチック製などの本体にソックスやスト
ッキングをかぶせ，つま先を入れながら両脇に付いたひもや棒を使って引っぱり上
げる．

090903

靴べら・靴脱ぎ具［Shoehorns and bootjacks］

ひざや腰に障害のある人が，靴を履いたり脱いだりする時に用いるもの．靴脱ぎ
具とは，靴の踵などを器具に引っかけて使用するもので，代表的なものには，ブー
ツジャックがある．

090906

衣類着脱器（ホルダを含む．）［Clothes holders］

障害のために衣類の着脱が困難な人が，壁に取り付けたり，立てたりして使う器
具．衣類の着脱を容易にするため，簡単に掛けられるような工夫のしてあるもの，
そのまま衣類を保管するものもある．

090909

ドレッシングエイド［Dressing and undressing hooks］

障害のために衣類の着脱が困難な人が，棒の先に付いた止め具（フックなど）に
衣類を引っかけて，引き上げたり下ろしたりする道具．

090912

ジッパエイド［Zip pullers］

障害のために背中のジッパの上げ下げなどができない人が使う，ジッパの金具に
取り付けるリングとリングを上げ下げする棒やひも．

090915

腕や肘を覆ったり，着けたりして，関節の動きを保護しながら，外圧，摩擦，湿
気などから守るもので，サポータや床ずれ防止用品などである．

0909 更衣用具［Aids for dressing and undressing］

留具は090348を，表示用具は240303を参照．
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090918

ポータブルトイレ［Commode chairs（with or without castors）］

便座，バケツ，脚部（台座），背もたれ，肘掛けなどから構成され，室内，屋外
などの適当な場所に移動できるもの．一体成型，組立型，おりたたみ型，椅子型な
どがある．車輪の付いているものや，シャワ椅子として使えるものもある．

091203

便器［Toilets］

大小便を排泄するときの設備器具のこと．便座，便槽，水槽，排水管などから構
成され，便所の床に固定される．立ち上がりやすくする昇降式便器や温水シャワで
肛門などを洗浄し，温風で臀部を乾燥する便器もある．温水洗浄便座は091236を参
照．

091206

便座［Toilet seats］

ポータブルトイレや便器で人が座る部分．プラスチック製や木製などのものがあ
り，形状はＵ字型やＯ字型がある．補高便座，立ち上がり補助便座は091212～091221
を参照．

091209

補高便座（床置き型）［Raised toilet seats（separate）］

和式を洋式にしたり（変換便座ともいう），便器が低いときなどに使用する．便
座に台座や四脚がついており，便器の上にかぶせるように，床に置いて使用し，座
位を保持したり，立ち上がりを容易にする．便座から容易に移動できる．

091212

補高便座（取り外し型）［Raised toilet seats（loose attachments）］

便座の上に直接置いて座面を高くし，立ち上がりを容易にする．Ｏ字型でプラス
チック一体成型のものや，便座に金属製の足が付いているものなどがある．容易に
取り外しできる．

091215

補高便座（固定型）［Raised toilet seats（fixed attachments）］

便座と台座はネジや金具で便器に取付けられるもので，座位を保持できるものも
ある．

091218

立ち上がり補助便座［Self-lifting toilet seats］

便座からの立ち上がりを助けるもので，電動式やスプリング式がある．便座は水
平に昇降するものだけでなく，角度が変わるものもある．

091221

トイレ用簡易手すり（背もたれ付きを含む．）［Toilet armrests and/or toilet
backrests mounted on the toilet］

便器にネジや金具で取り付け，座ったときの姿勢保持や立ち上がりを助けるもの，
鉄パイプのものや木製のものなどがある．また，ポータブルトイレ専用のものもあ
る．便座は091209を，肘掛けは181809を参照．

091224

トイレットペーパ挟み［Toilet paper tongs］091227

ボタンエイド［Button hooks］

手の不自由な人がボタンを止めるために，ボタンホールに差し込み，ボタンを引
き出してボタンを掛ける道具．

0912 トイレ用具［Aids for toiletting］

大小便を体外に排出（排泄）するときに使用する用具．受尿器は092412を，しびんは
092709を，ビデは093318を，リフトは1236を，支持用具は1818を参照．
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トイレットペーパホルダ［Toilet roll holders］

トイレットペーパを切りやすく，また，交換しやすく工夫された金属やプラスチ
ックの固定具で，主として壁面に固定して使うもの．

091230

差し込み便器［Bedpans］

トイレ，ポータブル便器を使用できない人が，ふとんやベッドの上で使うもので，
尿・便ともにとれる．寝たままあるいは座って使う．ベッドパン，オマルとも言わ
れる．

091233

温水洗浄便座［Douches and air dryers for attachment to a toilet］

便座に肛門などを洗浄する温水シャワが付いたもの．温風で臀部を乾燥する設備
が付いたものもある．便器は091206を，ビデは093318を参照．

091236

小便器［Wall-mounted urinals］

集尿器は0927を参照．

091239

ポータブルトイレ用脱臭剤・消臭剤［Odour absorbents and deodorisers for
commode chair］

ポータブルトイレの中に入れて使用する脱臭剤・消臭剤・芳香剤などで，液状，
錠剤，ムース状などがある．

091290

カニューレ［Cannulas］

気管カニューレ（気管切開チューブ）．気管切開術施行時に気道の役割をすると
同時に，血液が気管内に侵入するのを防ぎ，気管腔内の分泌物を容易に排出させる
ため，切開した気管内に挿入する曲管．金属製，合成樹脂製などがある．通常二重
管であるが，治療目的によって種々の変形管がある．

091503

瘻孔保護用具［Stoma protectors］

開口部の保護に用いるもの．気管切開部用マスク，エプロンガーゼ，加湿用人工
鼻など．

091506

閉鎖型パウチ［Bags without a drain］

ストーマから出る便を収集する袋のことで，下部に内容物を排出する穴のないも

091803

棒状のものや鋏状のものの先端にトイレットペーパを取り付け，おしりを拭きや
すくする．手がよく動かない人や身体をかがめない人などが使う．

0915 気管切開者用具［Tracheostomy aids］

気管切開後の開口には，気管切開チューブ（気管カニューレ）を挿入して気道を確保す
る．気管の開口から空気がもれることによる咳嗽（ガイソウ）困難や，吸気の加湿，加温，
フィルタ作用の低下を防ぐための気管切開マスク，各種人工鼻など用いる．気管内分泌物
が多量で頻回な吸引を目的として気管切開をした場合，吸引時以外は切開部を閉鎖するも
のとして気管ボタンがある．状態にもよるが，発声困難に対しては，スピーキングチュー
ブ，タピア笛などがある．シュノーケル（気管切開者用）は093342を参照．

0918 ストーマ用品［Ostomy aids］

ストーマとは人工肛門のことで，ギリシャ語で「口」を意味し，通常「手術によって腹
壁に造られた排泄口」を指す．すなわち，ストーマ用具とは，人工肛門患者の排便を管理
するための用具といえる．皮膚保護剤は092118を参照．

p632-659/分類コード表1  2007.11.01 16:10  ページ 651



652

の．一回づつ交換するタイプ．

開放型パウチ［Bags with a drain］

収便袋の下部に穴があり，内容物を排出できるもの．袋がいっぱいになっても，
そのつど交換する必要がない．

091806

圧迫包帯［Pressure bandages］

ストーマから腸が腹外に出ないように固定する帯．

091809

装着具［Fasteners for ostomy aids］

通常，ストーマにパウチを付けて排便を管理する必要があるが，この際に使用す
る皮膚保護材やパウチなどのこと．固定具，留め具リング，接着剤を含む．

091812

閉鎖具（ストッパ）［Bag closures］

開放型パウチの下部開放部を閉鎖するもので，着脱は容易にできる．

091815

ストーマ用脱臭剤・防臭剤［Odour absorbents and deodorizers］

パウチの内部に入れたり，パウチの周囲につけたりして匂いを消す．また，便の
始末をするときに周りに散布する．

091818

ポケット式サポータ［Pocket supports for ostomy bags］

腹帯ともいい，パウチが腹部からずれないようにする伸縮性のある帯状のもの．

091821

洗腸用具［Irrigation sets］

洗面器，洗腸スリーブ，クリップ，ベルト，フランジなどがあり，腸内に微温湯
を注入し，腸内の便を排出する．

091824

磁石式固定具［Magnetic locks］

磁石で固定する器具であるが，現在わが国では使用されていない．

091827

ストーマ保護具［Stoma shields］

瘻孔部分がモノに当たることから保護するための用具．

091830

ストーマ用カテーテル［Stoma drainage catheters］

人工肛門を自分で洗腸するときに使うカテーテル．

091833

ストーマ用シリンジ［Flushing syringes］

人工肛門を自分で洗腸するときに使うシリンジ．

091836

剥離剤［Adhesive solvents］

ストーマ用装着具の接着剤を皮膚から拭き取るため等に用いる．液状のもの．ウ
エットティッシュ状のものがある．

092103

洗浄剤［Skin detergents］

皮膚の洗浄に用いるが，人工膀胱の周囲の皮膚に付いた尿や固形物を拭き取るも
のがある．

092106

消毒剤［Disinfectants］092109

0921 皮膚保護・清拭用具［Products for skin protection and skin cleaning］

皮膚被覆材（装飾用）は063039を，保護用具は0906を，入浴用品は0933を参照．
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ドレッシング材［Dressing materials］

褥瘡治療などに使用するもので，創傷被覆材（閉鎖性ドレッシング）といわれる．
創面では湿潤環境をつくり，皮膚は乾燥を保つもので，主に中間層創傷に用いるポ
リウレタンフィルムドレッシング材（半透過性）と部分層・全層創傷に用いるハイ
ドロコロイドドレッシング材などがある．

092112

シール材［Sealing materials］

皮膚保護剤の一種（皮膚保護剤参照）

092115

皮膚保護剤［Skin-protective agents］

ストーマの周囲の皮膚を保護したり，褥瘡治療などに使われる．形状はシート状，
リング状，ディスク状，パウダ状，ペースト状のものなどがあり，成分によって，
カラヤ基材，合成カラヤ系，ペクチン基材，高分子ポリマーなどに分かれる．また，
パウダ状やペースト状のものは，ハイドロコロイドドレッシング材と併用し，創面
のゼリー量を調整する目的で使われることもある．皮膚被覆材（装飾用）は063039
を参照．

092118

バルーンカテーテル［Balloon catheters］

主に泌尿器に使用される先端にバルーンの付いたカテーテルで，カテーテルを体
腔に保持するために使われる．

092403

ドレナージカテーテル［Drainage catheters］

柔軟性のある内腔を有し，尿道を通して膀胱に挿入して尿の排出をはかる管．

092406

コンドーム型採尿器［Urine condoms and devices with a similar function］

男性用採尿器の主流で各種のものがある．コンドームをペニス根部にマジックテ
ープで固定するもの，ペニック（アルケア），コンビーン（コロプラスト），ユリサ
ーバー（相模ゴム）がある．採尿器の内側に尿の逆流を防ぐためのゴム膜をつけた
ものでは，ユニボン・オルボン（アルケア）などがある．

092409

受尿器［Urine chutes］

採尿器で，泌尿器に密着あるいは近接して用いる部分．男女により形が異なる．

092412

装着用集尿袋［Urine collection bags，body-worn］

体幹や足に装着する集尿袋で耐久性のあるゴム製または軟質プラスチック製．尿
を排出するコックのついたものもあり，さまざまに工夫されている．

092703

ベッド用集尿袋［Urine collection bed-bags］

軟質プラスチックでできた集尿袋で，簡単にベッドの枠に取り付けられるもの．
受尿器，カテーテルなどに接続し，密閉して使用する．

092706

皮膚の感染症予防のための皮膚の消毒剤

0924 採尿器［Urine diverters］

尿を処理するための用具のうち，泌尿器から尿を取り出すための器具．取り出されたも
のを集めて貯えるための用具は，0927集尿器を参照．

0927 集尿器［Urine collectors］

チューブ，コネクタ，バルブ，クランプなどの連結ユニットを含む．
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しびん［Urine bottles］

何らかの理由でトイレに行けない人が排尿するときに用いる．ガラス製，プラス
チック製があり，男性用，女性用で形状が異なる．差し込み便器は091233を参照．

092709

集尿袋用ポケット式サポート［Pocket supports for urine collection bags］

集尿袋をポケットに収めて，体幹または足に安全に装着できるようにしたもの．

092712

集尿袋用ベルト［Suspenders for urine collectors］

集尿袋を下肢に安全に装着できるようにしたベルト

092715

連結ユニットと集尿器（クランプを含む．）［Urine collection systems, comprising
tubes, connecting units and collector］

導尿カテーテルあるいは受尿器と連結する管と集尿器．

092718

しびん（尿器）掛け［Urine bottle holder］

しびん（尿器）を保持するために，ベッドサイドなどに引っかけて使うもので，
金属製のものが多い．ISO 9999の立場からは「092715 Suspenders for urine
collector」に含まれるが，わが国におけるニーズを考えて別に設定した．

092790

尿凝固剤［Urine coagulant］

しびんなどの尿がこぼれないようにするため，容器の中に入れて使用するもので
粉状や紙片状のものなどがある．また，尿凝固剤を利用した携帯型のしびん（尿器）
もある．

092791

おむつ［Diapers and women’s pads（sanitary towels）］

いろいろな理由で失禁がおこる場合に，尿や便を吸収して処理するもの．尿や便
をできるだけ漏らさない素材がよい．おむつは，素材，形，吸水素材によって分け
られる．布おむつ：方形布おむつ：綿100％の綾織，ネル，さらしなどの他に化繊
と綿の混紡がある．それぞれ多少の違いはあるが，90cm～130cm位の大きさの布
地を折りたたんで当て，おむつカバーを用いる．成型布おむつ：布おむつを重ね合
わせ股間部に当たる部分を曲線にカットして成型したもの．紙おむつ：平板型紙お
むつ，パンツ型紙おむつ，失禁パッドの３種類に大きく分けられる．どれにも吸収
剤の中に高吸収性高分子（ポリマ）が入っている．肌に当たる表面材（不織布），
尿を吸収する吸収材，外側を覆う防水材（ポリエチレンフイルム）などで作られて
いる．平板型紙おむつ：長方形で30から35×65～70cmくらいが多い．吸収素材の
違いから吸収シートタイプと綿状パルプタイプに分けられる．おむつカバーやメッ
シュパンツを併用する．パンツ型紙おむつ：パンツを両脇で切って開いたような形
の紙おむつ．股間にフィットするようにゴムギャザが付き，両脇に接着テープがあ
って，腹部で全体を止めて用いる．紙おむつで,はくタイプもある．おむつカバー
は不要．失禁パッド：常時少量失禁する人や，時々の微量失禁に使われる．尿量に
合わせて使えるように形や大きさがいろいろある．パッド用に工夫されたカバーや，
ネットパンツもあるが，粘着テープの利用で普通の下着でも使用できる．

093003

おむつカバー［Suspenders and fasteners for diapers and pads］

おむつカバー：おむつを身体によりフィットさせ，排泄物の漏れを防ぐために用

093009

0930 おむつ用品［Diapers and pads］

保護用入浴パンツは090336を，寝具類は181215を参照．
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入浴用チェア［Bath/shower chairs（with and without wheels）, stools, backrests
and seats］

身体を洗うときなどに腰掛けるための椅子．洗い場で腰掛けるものだけではなく，
浴槽内や，浴槽への出入りに利用するものもある．また，トイレチェアと兼用のも
のもある．シャワチェア：主に洗い場で腰掛けるための椅子．キャスタ付きのもの
や高さ調整のできるもの，背もたれ・肘掛けの付いたものなどがある．単に洗い場
で腰掛けるだけではなく，浴槽内に入るための移乗台として利用することも多い．
トイレ兼用シャワチェア：座面に便座や便受けが付いてポータブルトイレとして利
用したり，便器と組み合わせても利用できるシャワチェア．キャスタ付きのものや
高さ調整のできるもの，背もたれ・肘掛けの付いたものなどがある．浴槽用チェ
ア：浴槽内に置いたり，浴槽の縁に掛けて利用する椅子など．浴槽内で身体を安定
させたり，浴槽への出入りのための台として利用するものもある．例：バスボード，
入浴台，浴槽台など．ポータブルトイレは091203を参照．

093303

滑り止め用品［Non-slip bath mats, shower mats and tapes, etc.］

洗い場の床や，浴槽の底に敷くなどして安全を確保するためのマットやテープ類．
ゴムや樹脂製のもので，単一で使用するだけでなく，組み合わせて洗い場全体に敷
き詰めるタイプもある．床用・階段用滑り止め材は183303を参照．

093306

シャワ器具（シャワハンガ・スライドバーを含む．）［Showers and shower units］

シャワヘッドと水栓その他から構成される設備器具類．シャワヘッドには固定式
の他，手に持って使用できるハンドシャワタイプがあり，シャワヘッドを掛けるシ
ャワハンガや，高さを自由に変えられるスライドバーなどもある．水栓には，片手
で操作できるシングルレバ式や温度調節可能なサーモスタット式などがある．

093309

入浴担架・おむつ交換台［（Bathing）stretchers, shower tables and diaper-
changing tables］

横になった姿勢で入浴などを行うためのキャスタ付きの台・担架類．一般的には
ポータブル浴槽などと組み合わせて入浴時に利用する．吊り上げ式リフト用吊具は
123621を参照．

093312

洗面器［Wash-basins］

車いすの利用を考慮して洗面器の手前が薄くなったものや，片手で簡単に操作で
きるシングルレバ水栓や手を差し出すと湯水が出る自動水栓などの付いたものがあ
る．また，高さが簡単に変えられる昇降式の洗面台もある．

093315

いられる．防水性と同時に通気性が求められる．形の違いにより，腰巻き型，Ｔ字
型（前開き，後開き），パンツ型，全開型（外羽式，内羽式）などに分けられる．
失禁パンツ：少量の失禁者用パンツで下着感覚で使える．パンツ型とオープン型が
ある．パンツ型：パンツの股間部を厚くし，内側は吸水性が高く，外側は防水性が
あるようにして，失禁パッドを使わなくても吸水力のあるものと，失禁パッドを使
用するパンツ型がある．ネットパンツは必ず失禁パッドを使用する．オープン型：
失禁パットを併用する．前開き，横開き，後開きがある．

0933 入浴用品［Aids for washing, bathing and showering］

入浴用湯温計や水泳・水中訓練のときに用いる用具を含む．リフトは1236を，支持用具
は1818を，配管設備182403を，把持具のアタッチメント（道具側に取り付けるもの）は
241806を参照．
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ビデ［Bidets］

ビデ専用器具の他に，ビデの機能を持つ温水洗浄式便器（座）もあるが，温水洗
浄機能付き便器は091206を，温水洗浄便座は091236を参照．

093318

浴槽［Bath-tubs］

一般家庭で使われる一般浴槽の他に，障害のある人や介助を要する人のためのポ
ータブル浴槽や昇降式浴槽，開閉式浴槽，ユニット浴槽，リフト付き浴槽など特殊
な浴槽がある．一般浴槽：一般浴槽はサイズに応じて，深くて長さの短い和式浴槽，
浅くて長い洋式浴槽，その中間の和洋折衷浴槽に分かれ，手すりの付いたものや底
に滑り止め加工をしたものなどもある．ポータブル浴槽：折りたたんだり，空気を
抜いてたたんだりして収納したり，移動したりできる簡易浴槽．排水ホースや洗髪
器などがセットになっているものもある．ユニット式浴槽：洗い場や水栓類，便器
その他の設備が付属した浴槽．（高齢者・障害者用ユニットバスを含む．）開閉式浴
槽：浴槽の側面がドア式や上下に開閉することで，楽に出入りができるように工夫
された浴槽．浴槽内に腰掛けがあるものやキャスタ付きの椅子のまま出入りするも
のなどがある．昇降式浴槽：横になった姿勢や座った姿勢のまま入浴できるように，
入浴担架やストレッチャ，床走行式ホイストなどと組み合わせて使用する介助用の
浴槽．浴槽自体が上下するものと，入浴担架などが上下するものの２つのタイプが
ある．リフト付き浴槽：出入りするためのリフトが浴槽にセットされているもの．
洗い場と浴槽内の移動を吊り具やいすを使い，左右・上下にリフトで移動させて入
浴する．シャワバス：担架に寝たままシャワを浴びるためのシャワ専用の設備機器．

093321

バスキャビネット［Bath-tub shelves］

石鹸・シャンプー・ブラシ・タオルなどの用品を浴室内で収納するための棚な
ど．洗い場や浴槽内での入浴動作が片手などで簡単にできるように使用される．

093324

長さ並びに深さ短縮用具［Aids for reducing length or depth of bath］

浴槽内で身体を安定させたり，浴槽への出入りを楽にさせるために，浴槽の使用
上の寸法を変化させる器具．入浴用ステップや浴槽内スノコなどがある．

093327

洗体自助具［Washcloths, sponges and brushes with holder, handle or grip］

背中・足先などを洗うことが困難な人が使いやすいように工夫された柄の長い浴
用ブラシなどの道具．

093330

固定式石鹸皿とソープディスペンサ［Soap-dishes with holder and soap-
dispensers］

片手で容易に石鹸などを取り出したりできるように工夫された器具．

093333

ボディドライヤ［Aids for drying oneself］

手で身体を拭くことが困難な人が，温風や輻射熱などで身体を乾かすための器具．
温風乾燥機能つき便器は091206を，ヘアドライヤは093909を，温水洗浄便座は
091236を参照．

093336

浴用浮き具［Floating aids］

障害のある人の身体を水中で安定させたり，動作の補助のために用いる道具．頭
部用浮き輪や，身体を安定して浮かせる組立式いかだなどフロート類がある．水泳
用浮き具，入浴用頚椎カラー，膨らまし式入浴キャップなどを含む．

093339

シュノーケル（気管切開者用）［Snorkels］093342
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入浴用湯温計［Bath thermometers］

身体状況に適した温度で入浴するために湯水の確認に用いる温度計．

093345

洗髪器［Shampooing basins］

寝たきりの方の髪を洗うためのもので，桶のような本体に排水口が取り付けられ
頭部の支えがあり，枕の付いたものもある．ビニル製が多く，浮輪のように空気で
膨らますタイプが多い．なお、以下「93394 局部洗浄用シャワ」まではISO 9999
では「093315 Wash basin」に含まれるが，我が国の気候条件を考慮して別項目と
した．

093390

足浴器［Leg bathing basins］

お風呂に入れない方が，足だけを温めたり，洗ったりするときに使うもので，バ
ケツのような本体に，排水口が取り付けられたビニル製の膨らますタイプや，電気
により温熱遠赤外線や気泡の発生するタイプなど様々なものがある．洗面器は
093315参照．093390の解説参照．

093391

陰部洗浄器［Genitarial bathing basins］

洗髪器と同様な形状・素材で，寝たきりの方の陰部を洗うもの．洗面器は093315
参照．093390の解説参照．

093392

座浴器［Aids for hip bathing］

肛門部を気泡（バブル）と薬液とによって洗浄するもので，洋式便器やポータブ
ルトイレの便座を上げた状態に設置して使用する．洗面器は093315参照．093390の
解説参照．

093393

局部洗浄用シャワ［Showers and shower units for local bathing］

主に，頭髪や陰部を洗浄するときに使う簡易シャワ．ボトルに数百CCのお湯を
入れ，絞り出すことでシャワするタイプから，空気圧を利用し，数リットルまで扱
えるもの．また，数リットルの水を電気で沸かし，ホンプでシャワするタイプなど
色々なものがある．シャワ器具は093309を参照．洗面器は093315参照．093390の解
説参照．

093394

爪用ブラシ［Nail-brushes］

ブラシをテーブルなどに吸盤やクランプなどをで固定し，片手でも爪の清潔を保
つことができるよう工夫されたもの．手・指の機能を補助する機器は2418を参照．

093603

爪用やすり［Nail-files and emery boards］

やすりをテーブルなどに吸盤やクランプなどをで固定し，片手でも使えるよう工
夫されたもの．手・指の機能を補助する機器は2418を参照．

093606

爪きり［Nail-scissors and nail-clippers］

爪きりを台に固定し，爪きりを持てない人でも使用できるようにしたり，足まで
手が届かない人のために，棒の先に取り付けた爪きりを手元のレバーで操作するな
ど工夫されたもの．

093609

気管切開者が入浴（シャワ）時に，気管切開した部分から湯が入らないようにす
るために使用する．

0936 マニキュア・ペディキュア用具［Aids for manicure and pedicure］

p632-659/分類コード表1  2007.11.01 16:10  ページ 657



658

シャンプー用品［Shampooing aids］

寝たままで洗髪する時に，シャンプーが眼などに入らないようにするためのシャ
ンプーハット，凹凸表示のあるシャンプーやリンスの容器など，介護者や障害者が
使いやすいように工夫されたもの．また，ドライシャンプーなども含まれる．

093903

くし・ヘアブラシ［Combs and hairbrushes］

肩や腕に障害がある人や，握力のない人が用いる．手にベルトで固定したり，手
を持ち上げなくても使えるように柄を長くしたり，柄とブラシの角度を変えられた
りなど工夫されたもの．手・指の機能を補助する機器は2418を参照．

093906

ヘアドライヤ［Hair-dryers］

スタンド型にするなどして，手でもたなくても使えるように工夫されたもの．

093909

歯ブラシ［Non-electric toothbrushes］

柄が太くなっていたり，リング付きなど持ちやすいように工夫されたもの．手・
指の機能を補助する機器は2418を参照．

094203

電動歯ブラシ［Electric toothbrushes］

壁に取り付けられるなど，両手が不自由な状態でも使用できるもの．

094206

口腔洗浄器［Aids for oral care］

ジェット水流などで，口の中の汚れを取ったり，歯ぐきのマッサージをするもの
で，持ちやすいような工夫がされ，操作も簡単である．

094290

カミソリ・シェーバ［Shaving-brushes， razors and（electric）shavers］

手・指の機能を補助する機器は2418を参照．

094503

化粧用具［Aids for the application of make-up］

口もとまで手があがらない人のために，柄を長くした口紅ホルダなど．

094506

鏡［Mirrors］

洗面台の鏡などで，角度を変える機構のあるものや，手前に傾斜しているものな
ど，車いすに乗ったままでも姿が見えるように工夫されたもの．

094509

体温計［Body thermometers］

視覚に障害がある人にもわかるように，文字盤の目盛りを凸点や凸線で表示する
などの工夫をしたもの．

094803

0939 ヘアケア用具［Aids for hair care］

0942 歯・口の手入れ用具［Aids for dental care］

チューブ絞り出し器は240606を参照．

0945 顔の手入れ用具［Aids for facial care/skin care］

皮膚保護・清拭用具は0921を参照．

0948 体温・体重測定用具（触覚式・音声式を含む．）［Aids for measuring body
temperature and mass］
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体重計［Personal scales］

視力に障害がある人にもわかるように工夫されたもの．文字盤を凸点などで表示
した触覚式と，数値を音声で知らせる音声式のものがある．

094806

腕時計［Wrist-watches］

視覚や聴覚に障害のある人にも時刻・時間がわかるように工夫されたもの．文字
盤を凸点などで表示した触覚式や，時刻を音声で知らせる音声式があり，アラーム
や時報を音声・振動・閃光で知らせるものもある．

095103

懐中時計［Pocket-watches］

腕時計と同様

095106

置き時計（掛け時計を含む．）［Table clocks］

視覚に障害のある人などにも時刻・時間がわかるように工夫されたもの．時刻を
音声で知らせる音声式のものが多い．

095109

0951 時計（触覚式・音声式・振動式・閃光式を含む．）［Timepieces］

p632-659/分類コード表1  2007.11.01 16:10  ページ 659



660

12 移動機器

ステッキ・Ｔ字杖［Walking-sticks］

身体の支持やバランスを補助するために用いられる，前腕の固定部と支持部がな
い１本の脚による杖．白杖は123903を参照．

120303

エルボークラッチ［Elbow cruches］

１本の脚と，握り部のついた肘受け台を持ち，その部分で体重を支えることがで
きるように工夫された杖．

120306

ロフストランドクラッチ［Forearm support cruches］

１本の脚と，体重を支える握り，前腕を支えるカフを備えた杖．

120309

腋窩支持クラッチ［Axillary cruches］

通常松葉杖と呼ばれている杖で，脇当てが付き，腋窩部と手で体重を支えること
ができる杖．

120312

三脚杖［Tripods］

３本に分岐した床面に接する脚と，１つの握り手を持った杖．前腕支持部が付い
た，エルボークラッチとロフストランドクラッチを除く．エルボークラッチは
120306を参照．ロフストランドクラッチは120309を参照．

120315

四脚杖［Quadropods］

４本に分岐した床面に接する脚と，１つの握り手を持った杖．前腕支持部が付い
た，エルボークラッチとロフストランドクラッチを除く．エルボークラッチは
120306を参照．ロフストランドクラッチは120309を参照．

120318

五脚杖［Five-point walkers］

５本に分岐した床面に接する脚と，１つの握り手を持った杖．前腕支持部が付い
た，エルボークラッチとロフストランドクラッチを除く．エルボークラッチは
120306を参照．ロフストランドクラッチは120309を参照．

120321

杖ホルダ［Walking-stick holders］

使用していないときに，杖を立てておくもの．

120324

先ゴム［Rubber tips for walking aids］

杖の先に取り付けるゴムなどの部品．

120327

アイスグリッパ［Ice grippers for walking aids］

杖の先に取り付ける滑り止め用の部品．靴用滑り止め具は090345を参照．

120330

12 移動機器
［Aids for personal mobility］

人の移動を目的として使用する個人用の移動機器．物を運ぶ運搬用の機器を除く．運搬
用機器は2436，2439，2442，2445を参照．義肢装具は06を参照．

1203 杖［Walking aids manipulated by one arm］

１本あるいは１対で使用し，手，腕，脇などで操作する杖．主に下肢障害者が身体の支
持やバランスの保持，体重の免荷などを目的として用いる．
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歩行器［Walking frames］

左右のフレームの下端に先ゴムが付き，握り以外に支持部のない歩行補助具で，
左右のフレームを交互に動かせるものと，固定されたものとがある．高さの調節が
可能なものと，そうでないものとがある．

120603

歩行車［Rollators］

左右のフレームとこれを連結する中央部のパイプからなり，単体で使用され，手
あるいは腕などで身体を支え，操作する歩行補助具．左右のフレームの下端に杖の
先ゴムの付いたものと，車輪あるいはキャスタの付いたものがある．先ゴムは
120327，アイスグリッパは120330，手押し車は243612を参照．

120606

椅子付き歩行車［Walking chairs］

フレームの下端に車輪が付き，さらに椅子の付いた歩行補助具．サドル付きのも
のもある．歩行式自転車は121818を参照．

120609

テーブル付き歩行車［Walking tables］

前腕での支持ができるように，フレームの上端にテーブルが固定され，上体ある
いは上肢で押すことができる歩行補助具．テーブル上で作業もできる．

120612

シルバーカー［Carts］

かごを備えたフレームの下に車輪が付き，かごの蓋が腰掛けとして利用できる歩
行補助具．ISO 9999の立場からは，120606 歩行車［Rollator］に分類すべきである
が，わが国における特殊事情を考えて別項目とした．

120690

ニーリングカー［Kneeling cars（with height-adjusutable chassis）］

車体の高さを調節できる機構をもち，乗降のために車体を傾斜できたり，車体の
床を低くすることができる自動車．

120903

低速度自動車［Low-speed cars］

原動機付き自転車免許で運転できる，排気量の小さいエンジンを搭載した自動車．

120906

運転補助器具［Control adaptations］

運転操作のための器械的補助具．ハンドル操舵用ノブ，手あるいは足などによる
運転操作の補助器具を含む．把持具のアタッチメントは241806，制御用機器は2409

121203

1206 歩行器・歩行車［Walking aids manipulated by both arms］

左右のフレームとこれを連結する中央部のパイプからなり，単体で使用され，手あるい
は腕などで身体を支え，操作する歩行補助具。左右のフレームの下端に杖の先ゴムの付い
たものと，車輪あるいはキャスタの付いたものがある。先ゴムは120327，アイスグリッパ
は120330，手押し車は243612を参照．

1209 特殊自動車［Special cars］

障害者用として特別に製作された自動車で，市販されているもの．一般に市販されてい
る自動車に，障害者用の装置や器具等を加えて改造したものは含まない．

1212 自動車補助装置［Car adaptations］

一般市販の自動車に取り付けられる，障害に応じた装備品．携帯式用ロープは183015，
移動電話機・自動車電話機は213606，双方向無線機器は213930，荷車，台車は243903，キ
ャンプ用具・キャラバン用具は3027を参照．
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を参照．

運転補助装置［Control systems］

運転操作のための制御化された補助機器やシステム．ドアロック装置，操舵や制
動のためのサーボシステム，調節可能な電動ミラー装置を含む．

121206

シートベルト［Car seat-belts and harnesses］

自動車運転時に用いるシートベルトで，体幹の安定性を補助するための安全用機
能をもつ器具．３，４点式シートベルト，チョッキ式シートベルト，ハーネスを含む．

121209

カーシート・カークッション［Car seats and cushions, specially designed］

障害者用として特別に製作された自動車用シートやクッション．子供用シート，
シートクッション，スライディングシートなどを含む．

121212

自動車用吊り上げ式リフト［Car hoists for persons（excluding wheelchair）］

人を吊り上げて，自動車の車内及び車外へ移乗させるための装置．車いすごと搬
送する装置は除く．

121215

自動車用車いすリフト［Car hoists to lift both a person and a person seated in a
wheelchair into a car］

人を車いすごと持ち上げて，自動車の車内及び車外へ運ぶための搬送装置．ニー
リングカーは120903を参照．

121218

車いす車載装置［Aids for loading wheelchairs onto or into a car］

車いすを自動車の車内やトランク，ルーフ（屋根）に乗せる装置．

121221

車いす固定装置［Equipment for fastening a wheelchair in a car］

車いすを自動車の中で固定する装置．運転席の床が低くなり車いすを固定するも
の，車いすの車輪をクリップやストラップで固定するものを含む．

121224

車体改造用品［Car bodywork adaptations］

一般市販の自動車を購入した後に，ハイルーフにして屋根を高くしたり，拡大し
た窓にすることができる，自動車車体用の改造用品．

121227

二輪モペット［Two-wheeled mopeds］

車輪数が２輪で構成されているモペット．足を前方に伸ばして乗る補助動力付き
自転車も含める．人力に応じた動力を補助するものもある．

121503

三輪モペット［Three-wheeled mopeds］

車輪数が３輪で構成されているモペット．二輪モペットと同様，足を前方に伸ば
して乗るものもある．

121506

四輪モペット［Four-wheeled mopeds］

車輪数が４輪で構成されているモペット．

121509

1215 モペット［Mopeds］

総排気量が50cc以下のエンジン，あるいは定格出力が0.6kw以下のモータを用いた補助
動力装置を付けた２輪，３輪，４輪の自転車．人力にプラスして動力を用いるものも含む．
オートバイは1290を参照．
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二輪自転車［Bicycles］

車輪数が２輪で構成されている自転車．足駆動によって走行するが，片手でのブ
レーキ操作や片足での駆動のための工夫等がある．練習用として後輪部の左右に補
助輪を取り付けて走行する場合もある．

121803

三輪自転車［Tricycles with pedals］

車輪数が３輪で構成されている足漕ぎ自転車．前２輪または後２輪の２種類があ
る．足駆動によって走行するが，旋回時の安定性を保つために，体重移動やハンド
ル操作でフレームが傾く機構を備えたものもある．

121806

手駆動式三輪自転車［Hand-propelled tricycles］

車輪数が３輪で構成されている手漕ぎ自転車．後２輪または前２輪の２種類があ
る．クランクやレバー等で前輪を駆動するものと，後輪を駆動するものがある．片
手で駆動し，片手でハンドル操作をするものもある．

121809

キック式スクータ［Non-powered scooters, propelled by pushing with a foot］

人力のみによって推進するスクータで，特別な駆動機構がなく，一般に足を置く
床板があり，片足で地面を蹴って走行する．片足でレバーを蹴って後輪を駆動する
ものも含む．

121812

タンデム自転車・四輪自転車［Tandems and four-wheeled cycles］

２人乗りのための２輪のタンデム自転車や４輪自転車．駆動方式は，足駆動が一
般的である．

121815

歩行式自転車［Walking bicycles］

ペダル等の駆動装置がなく，一般にサドルに腰を掛けて両足で歩くようにして推
進する自転車．

121818

自転車改造用品［Cycle adaptations］

個々の障害に合わせて自転車を改造するための自転車用部品．補助輪，特製サド
ル，トウクリップ，ペダル，ハンドル等の改造部品を含む．

121821

介助用車いす［Manual attendant-controlled wheelchairs］

移動に必要な操作を介助者が行う車いす．通常，ハンドリムはない．電動介助用
車いすは122121，バギーは122703を参照．

122103

1218 自転車［Cycles］

人力によってのみ走行する自転車．一般に，手駆動，足駆動，手足駆動等があり，車輪
構成は２輪，３輪，４輪等で構成される．障害の種類，程度等に合わせてサドル，ハンド
ル，ペダル等に工夫がされているものもある．足を前方に伸ばして乗り，ペダルを駆動す
るものもある．運搬車と自転車用荷車は243615を参照．

1221 車いす［Wheelchairs］

使用者（介助者も含む）によって操作されるいわゆる車いす．電動を含む．一般的に，
固定輪が２輪で，１輪もしくは２輪のキャスタが付いている．入浴用チェアは093303を参
照．ポータブルトイレは091203を参照．注：122103から122127では，ISO7930（1986）

「車いす－外観の特徴による分類」の１から９までに対応している．ISO7930には，外観
の特徴による車いすの特性に基づいた分類が述べられている．
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後輪駆動式車いす［Bimanual rear-wheeled-driven wheelchairs］

一般的に，両手で後輪のハンドリムを駆動して操作する車いす．室内用も含む．

122106

前輪駆動式車いす［Bimanual front-wheeled-driven wheelchairs］

一般的に，両手で前輪のハンドリムを駆動して操作する車いす．

122109

両手レバー駆動式車いす［Bimanual lever-driven wheelchairs］

左右のレバーを前後に動かすことによって駆動輪を回転させ操作する車いす．

122112

片手駆動式車いす［Single side driven non-powered wheelchairs］

片手だけでハンドリムやレバーを駆動して操作する車いす．補装具の交付基準に
示される手動チェーン型車いすは121809を参照．

122115

足駆動式車いす［Foot-driven wheelchairs］

足だけで駆動し操作するためにつくられた車いす．遊具用カートは122718，いす
付き歩行車は120609，椅子，座位保持装置は1809を参照．

122118

電動介助用車いす［Powered attendant-controlled wheelchairs］

電動で駆動し，介助者が操作する車いす．介助用車いすは122103を参照．

122121

電動三輪車・電動四輪車［Electric-motor-driven wheelchairs with manual steering］

電動で駆動し，使用者が手で駆動スイッチやハンドルを操作する，３輪あるいは
４輪の車いす．

122124

電動車いす［Electric-motor-driven wheelchairs with powered steering］

電動で駆動し，使用者がジョイスティックレバーなどの操縦装置で操作する車い
す．パワーステアリング付きも含む．

122127

原動機付き車いす［Combustion-motor-driven wheelchairs］

エンジンで駆動する車いす．エンジンで充電するハイブリッド電動車いすは，電
動車いす122127に含む．

122130

モジュラ車いす［Wheelchair systems］

部品の組み換えができ，車輪やシートの位置を調整できるフレームをベースとし
た車いす．システムの組み方によって，別の種類に変更できる．

122133

姿勢変換機能付き車いす［Wheelchairs with the variable posture mechanisms］

車いすとしての機能を持ち，かつ姿勢変換機能が付いている車いす．スタンダッ
プ車いすや座席昇降車いす，リクライニング車いすなどがある．

122190

起立移動車［Standing mobility devices］

立位姿勢を保持することができ，両上肢を使って，車いすと同様の移動をするこ
とができる移動器．

122191

ステアリング装置・コントロール装置［Steering and control systems］

電動車いすの駆動と操舵を制御する装置．上肢によるジョイスティックレバー制

122403

1224 車いす用品［Wheelchair accessories］

単品で市販されている車いす用付属品．
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御装置や顎によるチンコントロール装置，１つのスイッチで制御する装置，複数の
スイッチで制御する装置などがある．

シート（座）・背もたれ・車いす用パッド・クッション［Seats and/or backrests］

単体で市販されているシート，背もたれ，車いす用パッド，クッションのこと．

122406

駆動ユニット［Propulsion units］

手動式車いすに装着して用いる駆動ユニットで，電動式と手動式がある．これら
のユニットには操舵系，制御系，制動系を含んでよい．

122409

ライト・反射板［Lights］

進行方向を照らしたり，車いすの存在を知らせるためのライト．反射板なども含
む．

122412

トレイ・車いす用テーブル［Lap trays］

膝の上に置いたり，車いすのフレームに装着して使用する台やテーブル．

122415

ブレーキ［Brakes］

車いすの速度を制御する制動用ブレーキと，車いすが動かないようにする駐車用
ブレーキなどがある．登り坂で車輪の逆転を防止する装置も含む．

122418

タイヤ・車輪［Tyres and wheels］

車いすに用いるタイヤと車輪．キャスタを含む．タイヤには空気入りタイヤ，ソ
リッドタイヤなどがある．この他，タイヤと車輪が一体型になったものがある．

122421

バッテリ・充電器［Batteries and battery chargers］

電動モータを駆動させる充電式電源と，その充電器．

122424

その他の車いす用品［Other accessories for wheelchairs］

ハンドリム，バックミラー，フレームプロテクタ，ストラップ，シートポケット，
握りなどの車いす用品．

122489

バギー［Push-chairs］

介助者が押したり引いたりして人の移動に使用する，ハンモック式のスリングシ
ートの付いた手押し車．軽量でコンパクトに折りたたむことができるので携帯に便
利．介助用車いすは122103を参照．

122703

乳母車［Prams］

乳幼児用のいわゆる古典的な乳母車．

122706

そり［Sleds/sledges］

介助者が，雪や氷の上をすべらせて人の移動に使用するそり．

122709

キック式そり［Kick-sleds］

雪や氷の上を足で蹴ってすべらせて移動するそり．

122713

1227 その他の乗り物［Vehicles］

自動車，自転車，モペット，オートバイ，車いす以外の，人の移動を目的として使用す
る個人用の移動機器．これらは，1209，1215，1218，1221を参照．
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クローラ・移動用ボード［Crawlers and mobility boards］

腹臥位や座位で乗り，自分で手や足で床を押して移動したり，介助者が引いたり
押したりして移動する車輪付きボード．

122715

ストレッチャ・遊具用カート［Wheeled stretchers, pedal cars and playing carts］

ストレッチャは，通常，臥位で人を乗せ，介助者が引いたり押したりして移動す
る車輪付き担架．車輪のないものも含む．遊具用カートは，ペダルを回転させたり，
床を押したりして移動する小児用の遊具的な乗り物．

122718

動力付きビークル［Motorized vehicles（operated by the user）］

使用者自身で操作できる，駆動，推進にエンジンやモータを用いた遊具用の移動
機器．ゴーカートやスノースクータ（スノーモービル）を含む．低速度自動車は
120906を参照．

122721

スライディングボード・スライディングマット［Sliding boards and sliding mats］

本人あるいは介助者が，ベッドと車いす間等の移乗時に，補助として用いる橋渡
し板やマット．この上に，殿部を乗せて腰掛け，徐々に身体をずらせながら移動し
て移乗したり，移乗させたりする．

123003

ターンテーブル［Turntables］

ベッドと車いす間等を移乗したり，移乗させたりするときに補助として用いる回
転盤．通常，床の上に置き，両下肢をその上に乗せて使用し，移乗時の身体の向き
を変えやすくするのに用いる．浴槽への出入りのために，浴槽台や浴槽の上に置き，
殿部を乗せて身体を回転させやすくするのにも利用する．

123006

床置き式起き上がり用手すり［Free-standing rails for self-lifting］

自分で起き上がるのに用いる，床置き式の手すり．ベッド用サイドレール，ベッ
ド固定式起き上がり手すりは181227を参照．

123009

なわばしご［Rope ladders］

自分で起き上がるのに用いる，なわばしご状の器具．

123012

起き上がり用ベルト・ハーネス［Lifting belts and harnesses］

自分で起き上がるのに用いる，ベルトやハーネス．通称，モンキーバーと呼ばれ
るものは181227参照．

123015

体位変換用クッション［Lifting and turning cushions］

身体の一部を持ち上げたり，回転させた後に，その体位を保持するのに用いる体
位変換用のクッション．通称，リフパッドと呼ばれる，ロール状のエアバックに棒
を差し込んだものも含む．

123303

1230 移乗補助用具［Transfer aids］

本人あるいは介助者が，移乗時の補助に用いる器具．支持用具は1818，携帯用スロープ
は183015を参照．固定用スロープは183018を参照．

1233 体位変換用具［Turning aids］

体位を転回・変換するのに用いる器具．移乗時の補助として利用できるものもある．

体位変換用シーツ［Turning sheets and turning carpets］123306
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体位変換に使用する，滑りやすい裏地を用いた１枚もののシーツやカーペット，
あるいは内面に滑りやすい生地を用いたロール状のシーツやカーペット．ロール状
のものは，上に乗せた人を押したり引っ張ると，シーツやカーペットが回転して体
位変換ができる．

吊り上げ式床走行リフト［Wheeled hoists with sling seats］

自力では移乗できない人をシート状やベルト状などの吊り具を使って，座位や臥
位などで吊り上げ，床を移動し目的の場所に移乗させるリフト．

123603

台座式床走行リフト［Wheeled hoists with solid seats］

自力では移乗できない人を機器に備え付けられた椅子や担架などの台座を使って
身体を保持し，座位や臥位で持ち上げ，床を移動し目的の場所に移乗させるリフト．

123606

吊り上げ式天井走行リフト［Hoist trolleys］

自力では移乗できない人をシート状やベルト状などの吊具を使って，座位や臥位
などで天井から吊り上げ，天井レールに沿って移動し，目的の場所に移乗させるリ
フト．

123609

住宅用設置型リフト［Stationary hoists fixed to the wall/walls, floor and/or
ceiling］

住宅の壁，床などに固定設置し，その機器の可動範囲内で，自力では移乗できな
い人を移乗させるリフト．吊り具により人を吊り上げて使用する方式のものと，椅
子や担架などの台座により人を持ち上げて使用する方式のものとがある．

123612

機器用設置型リフト［Stationary hoists fixed to, mounted in or on another product］

浴槽やベッドなどの機器に固定設置し，その機器の可動範囲内で，自力では移乗
できない人を移乗させるリフト．吊り具により人を吊り上げて使用する方式のもの
と，椅子や担架などの台座により人を持ち上げて使用する方式のものとがある．

123615

据置型リフト［Stationary free-standing hoists］

床に置いてその機器の可動範囲内で，自力では移乗できない人をシート状やベル
ト状などの吊具を使って移乗させるリフトと，浴槽内の人の昇降に使用する浴槽内
用リフトなどがある．段差解消機は183006を参照．

123618

吊り上げ式リフト用吊具［Body support units for hoists］

人を吊り上げて使用する床走行型，天井走行型，設置型，据置型リフトの吊り具．
吊り上げ式シート（座）や担架を含む．

123621

簡易リフト［Carrying chairs, harnesses and baskets］

自力では移乗できない人を胸腹部を支えて持ち上げたり，ハーネスで臀部を引き
上げたりして移乗させるリフト．こまわりさん，カールくん，マイリフティなどが

123624

1236 リフト［Lifting aids］

自力では移乗できない人を移乗させるのに使用する機器で，吊り具により人を吊り上げ
て使用する方式のものと，椅子や担架などの台座により人を持ち上げて使用する方式のも
のとがある．両者を使い分ける必要がある場合は，便宜上人を吊り上げて使用するものを
吊り上げ式，人を持ち上げて使用するものを台座式と呼称することで区分する．自動車用
吊り上げ式リフトは121215，自動車用車いすリフトは121218参照．乗用エレベータは
183003を参照．段差解消機は183006，階段昇降機は183009を参照．
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ある．負ぶい紐を含む．

白杖［Tactile（white）sticks］

視覚障害者が移動時に，路面を探ったり，障害物を探したりするためのもので，
直杖式，折たたみ式，伸縮式のものがある．柄の部分が白く塗られており，視覚障
害者のシンボルともなっている．石突き（チップ），反射テープなどの付属品も含
む．ステッキ，Ｔ字杖は120303を参照．

123903

電子式歩行補助具［Electronic orientation aids］

超音波を利用して，物体までの距離，方向などを音や振動で表現した歩行補助具．
その他にレーザー光線を利用したものもある．眼鏡や白杖に組み込まれたり，手持
ち式のものがある．

123906

音声式歩行誘導装置［Acoustic navigation aids（sound beacons）］

音や音声案内により誘導する装置．

123909

視覚障害者用コンパス［Compasses］

手で触って分かるように，コンパスの上に点字等で方位が表示されているものや，
北に向けると音がでるものがある．

123912

視覚障害者用地図（触地図）［Relief maps］

手で触ってわかるように，凸状になっている地図．

123915

1290 オートバイ［Motorcycles］

自転車から進化したもので，２輪または３輪で構成された自動車．二輪自動車の横に１
輪の側車（サイドカー）を固着したものや，荷物または人の輸送に用いられる側車付き二
輪自動車，スクータも含む．モペットは1215を参照．なお，オートバイと1215 モペット

［Mopeds］の区別は我が国の道路交通法を考慮したものである．

1239 視覚障害者用（移動支援）機器［Orientation aids］

視覚障害者が移動のために，位置，方向，状態を知るための補助機器．音声で表現した
音声式，触って分かるようにした触知式，弱視者のための視覚補助具がある．弱視者用視
覚補助具は210321，210336参照．
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15 家事用具

計量・計測器具［Aids for weighing and measuring］

料理材料の分量や，カロリー，調理時間，湯の温度を測るための器具類．キッチ
ンスケール，カロリースケール，計量カップ・スプーン，料理用温度計，バター切
り器，タイマ及び液体レベル表示器など．点字や大きな文字による表示をして見や
すくする，軽量にする，大きな取っ手をつけて持ちやすくする，固定性を良くする，
均等に切るためのガイドをつけるなどの工夫がされている．測定用具は2706を参照．

150303

切り分け器具［Aids for cutting, chopping, and dividing］

料理の材料の下ごしらえで，材料を様々な形に切る，すり下ろす，調理品を切り
分ける等の動作を容易にするための器具類．スライス器，包丁，まな板，チーズス
ライサ，卵切り器，卵黄分離器、たまねぎホルダ，おろし金及び万能調理器などが
ある．滑りどめ固定金具をとりつける，柄を太くする，柄の角度を変えるなどの工
夫がされている．料理準備機器は150315を参照．

150306

洗浄・皮むき用具［Aids for cleaning and peeling］

料理の下ごしらえ，野菜を洗ったり，皮をむいたりするときに使用される器具類．
取っ手をつけたり，簡単な動作で取り扱えるように工夫されている野菜洗い用ブラ
シ，皮むき器（手動・電動），じゃがいもホルダ及び芯取り用ナイフなどである．
料理準備機器は150315を参照．

150309

オーブン料理用具［Aids for baking］

オーブンを使って料理をするときに使用される器具類．手入れしやすい，持ちや
すい，大きなスイッチを取り付ける，単純な動作で扱えるなどの工夫がされている．
めん棒と焼き型，耐熱容器などがある．料理準備機器は150315を参照．

150312

料理準備機器［Machines for food preparation］

料理の下ごしらえを手早くかつ容易にするために使用される，電気製品や器具類．
扱いやすいように特別に開発されたフードミキサ，フードプロセッサ及び泡たて器

（手動・電動）などである．

150315

調理用具［Aids for cooking and frying］

調理で行われる，型どる，材料を挟む，煮炊きするなどに使用される様々な器具
類．取っ手やスイッチの工夫がされ，手入れのしやすい調理用皿，フライパン，卵
ゆで器，コーヒーメーカ，ティーメーカ，鍋用ホルダ，こし器，フライパン用ふた，

150318

15 家事用具
［Aids for housekeeping］

炊事，洗濯，掃除，裁縫，その他の家事役割を遂行するための設備品や道具，また食事
動作に必要とされる食事用の器や用具．障害者が使用しやすい工夫がされている．

1503 炊事用具［Aids for preparing food and drink］

料理の下ごしらえ，調理，後片付け等の一連の炊事動作を行うときに使用される器具．
把持しやすいように取っ手を工夫したもの，安定性を良くしたもの，複雑な動作を要せず
に扱えるように工夫された冷蔵庫・冷凍庫などである．表示・指示器は2403を，瓶の蓋開
けや，缶切りなどの容器取扱器具は2406を，把持具アタッチメントは241806を，滑りどめ
シート・パットは242706を参照．
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ざる，ボール，目玉焼き用リング，フライばさみ，鍋及びその他の台所用具などで
ある．

レンジ・オーブン類［Cooking units］

レンジ料理，オーブン料理，煮炊き，出来上がった料理を温める，保温する等に
使用される，台所ユニットに組み込まれた加熱調理器具．軽い力や単純な動作で操
作できるスイッチや開閉しやすい扉がついているもの，高さの調節が行えるなどの
工夫がされている．ホットプレートのような卓上用加熱調理器具や魔法瓶等の食卓
用具は150903を参照．

150321

冷蔵庫・冷凍庫［Refrigerators and freezers］

一定期間，素材や調理品を冷却・冷凍保存するための電気器具．扉の開け易さ，
食品の出し入れに対する工夫がされている．

150324

調理台［Cooking table］

料理の下ごしらえを行うために使用される設備品．高さの調節ができるものや下
部が空間になっているものなど，接近しやすく作業しやすいように配慮されたデザ
インのものがある．

150390

流し台［Sinks］

炊事用具や材料及び食器を清浄にするために使用される設備品．高さが調節でき
るものや下部に空間があるものなど，接近しやすく作業しやすいように配慮された
デザインのものがある．

150603

炊事用具・食器洗浄ブラシ［Dishwashing brushes and flask brushes］

炊事用具や皿，びんなどを清浄にするときに使用される特別なスポンジ，たわし
及びブラシ．

150606

水切り［Dish drainers］

皿などを濡れたまま置いておき，水を切るための器具．パイプがついていて，排
水が自動的に行われるものや，皿が倒れないように仕切がついたものなどがある．

150609

排水溝フィルタ・オーバーフローパイプ［Outlet filters and overflow pipes］

排水溝フィルタは流し台の排水口にセットし，ゴミを集めるための容器．オーバ
ーフローパイプは流し台から水があふれるのを防ぐための排水パイプである．いず
れもごみを取り出しやすく，また手入れしやすいように工夫されたものがある．

150612

ふきん絞り機［Dish-cloth wringers］

ふきんの水を絞り出すための器具．２本のロールの間にふきんを引き込んで圧縮
し，脱水する．

150615

食器洗い機［Dishwashers］

汚れた食器を洗浄するための電気器具．軽い力で操作できる扉やスイッチがつい
たもの，食器の出し入れをしやすくしたものなどがある．乾燥機能を備えたものも
ある．

150618

1506 炊事用具・食事用具の洗浄器具［Aids for dishwashing］

炊事用具や食器を清浄にするために使用される，スポンジ，たわし，洗い桶など．取っ
手がついたもの，ミトン型のもの，吸盤付きのものなどがある．

p660-691/分類コード表2  2007.11.01 16:13  ページ 670



福祉用具分類コード95（CCTA95）

671

食卓用具［Aids for serving food and drink］

食卓で使われ，一時的に保温又は冷却するための器具あるいは食卓上で調理した
り暖め直したりするための器具，及び，保存し，取り分けるための器具類．ホット
プレートや鍋の保温器，魔法瓶等を含む．魔法瓶は軽いものや，食卓に置いたまま
簡単な操作で飲み物を注げるものがある．運搬用具は2436を参照．

150903

定量取り出し容器［Suger dispensers］

一定量の砂糖，塩，ソースなどの調味料類を，手で押したり傾けたりして取り出
す器具，及び容器内のものを小分けにして取り出すための器具．

150906

ビン栓・じょうご［Stoppers and funnels］

容器の口にはめて中のものを取り出したり，流出を防ぐための器具．持ちやすい
ように，また落ちないように工夫されたものがある．

摂食用具［Cutlery］

ナイフ，フォーク，スプーン及び箸など，食物を食べやすい大きさに分けて，刺
したり，すくったり，挟んだりして，口に運ぶ器具類．いずれもその柄を太くする，
安定性を高めるために重量を加える，口に食物が入りやすくするために角度をつけ
るなどの工夫がされている．ナイフの刃にカーブをつけ，片手で容易に切れるもの
もある．把持具アタッチメントは241806を参照．

150909

150912

飲み物用具［Mugs and glasses, cups and saucers, and straws］

飲み物をその中に入れて飲むための食器及び用具すなわち，ジョッキとグラス類，
カップと受け皿，ストロー等．取っ手を大きくして持ちやすくする工夫をしたもの，
ストローを固定できるカップ，吸い口のついたカップ，手に引っかけて把持できる
カップ長さや角度の調整ができて届きやすくできるストローなどがある．把持具ア
タッチメントは241806を参照．

150915

皿と碗［Plates］

食物を盛る器で，こぼれにくく，すくいやすい，また安定性の良い等配慮された，
浅く平らな器及び鉢状の器．保温皿，パンを固定するプレート，陶磁器なども含む．

150918

フードガード［Pusher edges and plate buffers］

皿の周囲に取り付け，皿の中の食物がすくう時に外にこぼれないようにする器具．

150921

エッグスタンド［Egg-cups］

ゆで卵を固定して食べやすくするための容器．底に吸着盤をつけて，安定性を高
めているものなどがある．

150924

食事用補助具［Feeding apparatus］

スプーン，フォーク，等を取り付けるためのホルダをつけた手関節，手指用の副
子．非装着式上肢装具は0609を参照．

150927

ほ食用器具［Feeding probes］150930

1509 食事用具［Aids for eating and drinking］

皿やカップ，グラス，スプーン，フォーク，ナイフ及び食物を温めておく器具や食事用
具など，食事に必要な器や用具．重錘バンドは034818を，容器取扱器具は2406を，把持具
アタッチメントは241806を，滑りどめシート・パッドは242706を参照．
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食物を喉の中に自分で押し込むための，長い柄のついた器具．

保存容器［Food keeper］

食物の一時的または長期的な保存に使用される，扱いやすい容器類．プラスチッ
ク製，ガラス製，ステンレス製等がある．

150990

掃き掃除用具［Dustpans, dust brushes and sets］

ゴミやほこりをかき集めるほうきや，その場でごみを納めるちりとりなどの用具．
塵取りは持ち運びするための柄を取り付けたものや，軽いもの，安定性の良いもの
などがある．

151203

拭き掃除用具［Brushes, sponges, chamois, leathers, dusters, and floorcloths］

細かいごみを集めたり，払ったり，しみや汚れをこするのに使用するブラシや，
塵やしみをふき取るスポンジ，セーム皮，雑巾など．ミトン型のものや柄がついて
いるものなどがある．洗体自助具は093330を参照．

151206

電気掃除機［Vacuum-cleaners］

床やカーペットに落ちたごみ，ほこりを吸い取る電気器具．一般的にはノズル，
パイプと吸引装置が組み合わさって，用途に応じてノズルをかえる．ハンドルの高
さや角度が調節出来るものや軽い力で操作できるものがある．ごみとばし機を含む．

151209

カーペット用ほこりとり器［Carpet sweepers（for dry use）］

カーペットやジュウタンの上や中にあるごみやほこりを吸い取る器具や粘着させ
て取り除く器具．軽い力で操作できるものや，長い柄のついたものがある．

151212

床用モップ［Floor-mops（with or without broomstick）and floor-mop apparatus（for
wet use）］

紐を束ねた雑巾を金具に取り付けて床の汚れをふき取る道具．柄のついたものと
柄のないものがある．軽い力や簡単な操作でモップを交換できるものがある．

151215

キャスタ付きモップバケツ［Mop-pail stands on castors］

動かしやすいようにキャスタが取り付けてあるモップを洗うためのバケツ．

151218

キャスタおよび絞り器付きバケツ［Pail with castors and wringer］

モップの雑巾部分に含まれた水分を絞り取る装置と動かしやすいようにキャスタ
が取り付けたバケツ．

151221

床磨き機［Floor polishers］

モータを内蔵した本体の下にブラシが取り付けてあり，ブラシを回転させて床の
汚れを落とす電気器具．軽い力で押しやすく工夫されたスイッチが取り付けられた
ものなどがある．

151224

ごみ処理用具［Aids for refuse/waste disposal］

室内で集めたごみをためたり，粉砕したり，処理する器具．流し台の排水パイプ
に組み込まれたものもある．取り出しやすいようにハンドルがついたものや電動式
のものがある．

151227

1512 掃除用具［Aids for house-cleaning］

ごみ，ほこり，しみ等の汚れを集めたり，吸い取ったり，ふきとったりするための用具．
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縫製用ミシン［Sewing-machines］

衣類を縫うのに使用される機械．糸かけ，糸とおし，下糸巻き，糸切り，縫い目
の選択，ボビンの出し入れなどが簡単に行えるもの，速度が自由に選択できるもの
などがある．ボタンやペダル式のスイッチで操作できる電動式と足踏み式がある．

151503

縫製用型枠・針山・かがり用品［Sewing hoops, pin cushions and darning aids］

衣類を縫ったり，繕ったり，かがったりする時に使用される器具．刺繍枠を含む．
机に固定して使用できる縫製枠や，安定性が良く刺しやすい針山などがある．

151506

編み機［Knitting-machines］

糸を編むのに使用される機械．ボタン操作で種々の糸や様々な編み方に対応でき
るものがある．

151509

棒針・かぎ針・縫い針・かがり針・刺繍針［Knitting, crocheting, sewing and
darning needles］

衣類を縫ったり，編んだり，繕ったりするのに使用される針類．針穴の先が開い
ていて，糸を通さずに押し込むことにより糸が通せる縫い針などがある．

151512

糸通し器［Needle threaders］

縫い針の穴に糸を通すのを容易にする器具類．

151515

指ぬき［Thimbles］

布に針を通す時に，指につけて，針を押したり指を守るために使用される器具．
はめやすく工夫されたものがある．

151518

はさみ［Scissors］

２枚の刃を交差させて，布や糸を切る器具．軽量，弱い力で開く・切れる，スプ
リングで自動的に開く，固定して片手で切れるものなどがある．左利き用や電動式
もある．

151521

電気アイロン・こて［Ironing-machines and irons］

衣類に熱を当てて，形作ったり，皺を伸ばしたりする機械器具．軽量である，ハ
ンドルが持ちやすい，温度調節のダイヤルやスイッチが操作しやすいもの，などが
ある．その他，布を押さえる方の手がアイロンにふれてやけどをしないように本体
にガードがついているものもある．

151524

アイロン台［Ironing-boards and tables］

アイロンをかける時に使用される台．卓上において使用する板状のものと，足の
付いたものがある．軽量である，アイロンを置く場所がついている，高さを調節で
きる，持ち運びしやすい，安定性がある，などの工夫がされている．コードが絡ま
ないようにガイドがついているものもある．

151527

キャスタ付き洗濯物入れ［Laundry-baskets on castors］

動かしやすいように下部にキャスタの付いた，洗濯物を入れる器具．軽量である，
弱い力で押せる，高さが調節できる，持ち手がついているなどの工夫がされている．

151530

1515 衣類の製作・手入れ用具［Aids for making and maintaining textiles］

衣類の製作，修繕，手入れに使用される器具．衣類・靴は0903を，拡大鏡は210312およ
び210315を，計量・計測器具は2706を参照．
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洗濯機［Washing-machines］

洗濯物と洗剤を入れると，自動的に洗濯をしてくれる機械．二槽式，一漕式全自
動及び脱水機能が組み込まれた一漕式全自動がある．操作方法が簡単である，高さ
を調節できる，操作しやすいスイッチがついている，洗濯物の出し入れを前面で行
える，軽い力で蓋を操作できるなどの工夫がされている．

151533

脱水機［Wringers for laundry］

洗濯後の濡れた衣類の水分を取り除く機械・器具．ふきん絞り機は150615を，キ
ャスタおよび絞り器付きバケツは151221を参照．

151536

洗濯ばさみ［Clothes-pegs］

洗濯物を干す際に，衣類を固定する器具．握りやすく大きくしたものなどがある．

151539

乾燥機［Tumble-dryers, drying cupboards and spin-dryers］

湿った衣類を乾かす機械．反転式，ハンガに掛けて乾燥させる方式，回転式等を
含む．開始・停止のボタンやタイマボタンが操作しやすい，高さを調整できる，衣
類の出し入れがしやすいなどの工夫がされている．

151542

物干し［Airers, drying frames and clothes-lines］

洗濯物を乾かすために干しておく器具．物干し台，さお，ロープ，洗濯ばさみの
ついた枠型，スタンド式のものなどを含む．低い位置で干せる，動かしやすい，安
定性などに配慮されている．

151545

靴磨き用具［Shoe-cleaning apparatus］

靴についた汚れを取り除いたり，靴を磨く器具．電動式で靴を乗せるだけで汚れ
を落として磨けるものや，柄のついたブラシや，ミトン型の磨き布，押しつけるだ
けで磨き剤を塗ることができるものなどがある．

151548
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18 家具・建具，建築設備

作業用テーブル［Work-tables］

タイプライタ用，コンピュータ用（固定式，可動式），回転テーブルを含む．

180303

読書用テーブル・机・台［Reading tables, desks and stands］180306

製図台［Drafting and drawing tables］180309

食卓［Dining-tables］180312

ベッド用テーブル［Bed tables］

ベッドの上で使用するためのテーブルで，門型の足やフレームを持つもの，サイ
ドレールに乗せたり，取り付けて使用するものなどがある．

180315

照明器具一般［General lights］180603

読書用，作業用の照明器具［Reading and working lights］180606

演台用，黒板用照明器具［Podium and blackboard light］

壁面からアームなどで突き出して設置される照明器具．

180609

椅子［Chairs］

作業用・事務用椅子を含む．

180903

腰掛け，立位用椅子［Stools and standing chairs］180906

1806 照明器具［Light fixtures］

ライト付き拡大鏡は210312を参照．

1809 椅子，座位保持装置［Sitting furnitures］

調節可能な椅子・座位保持具を含む．全身並びに体幹保護用具は090624を参照．自動車
用シートベルトは121209を参照．キャスタは243606参照．

18 家具・建具，建築設備
［Furnishings and adaptations to homes and other premises］

住宅，職場，教育施設の改善のための家具や用具，備品が含まれる．キャスタの有無を
問わない．休憩用，作業用を問わない．キャスタは243606を参照．環境改善用機器・作業
用具は2703を参照．

1803 テーブル［Tables］

高さや角度の調節のできる調節可能テーブルを含む．傾斜台は034821を参照．アイロン
台は151527を参照．書字板・製図板・画板は212406を参照．書見台・書籍ホルダは212706
を参照．作業台は270903を参照．
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作業用腰掛けを含む．

股関節固定者用椅子［Coxit chairs］

座面の一部が分離していて，その部分の座角度を単独に調整できる構造のもの．
関節固定をしている人に対して，座圧が固定脚へ集中するのを防ぐ．その他の関節
固定者用椅子を含む．

180909

起立・着座補助機構付き座・椅子［Chairs and seats with a special mechanism to
assist standing up or sitting down］

スプリングや電動機の力で臀部を持ち上げる機構のついたカタパルト式椅子を含
む．

180912

長椅子，休息用椅子［Lounge chairs and easy chairs］180915

小児用ハイチェア［High chairs for children］

小児を食卓等につけるために用いる，座面が高く足台が付けられた椅子．

180918

特殊椅子［Special sitting furniture］

カーシート・カークッションは121212を参照．車輪は122421を，キャスタ車は
243606を参照．

180921

椅子式リフト，椅子式移動機器［Chairlifts and chair transporters］

車輪がない椅子を固定し，人が座ったままで移動する機器を含む．

180924

足かけ，足台，フットレスト［Leg-rests, footstools and foot-rests］

切断端受け台を含む．

180927

シート，シートクッション，外転防止ブロック・シート［Seats, seat cushions
and abduction blocks］

採型シートを含む褥瘡予防クッションは033303を，褥瘡予防マットレス及びカバ
ーは033306を参照．

180930

背もたれ，背クッション，背あて［Backrests, back cushions and back pads］180933

椅子用肘掛け［Armrests for chairs］180936

モジュラ式座位保持システム［Modular seating systems］

単一の椅子フレームに適切なシート部品を選択して取り付け，個人の特性に適合
した座位保持を達成するシステム．部品を組み合わせて構成する椅子を含む．

180939

座椅子（和室用）［Legless chair for use on tatami］180990

1812 ベッド［Beds］

高さ固定のもの，調節可能なもの，簡易ベッドを含む．褥瘡予防ベッドは033312参照．
移乗補助具は1230参照．
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ベッド（ギャッチ機構のないもの）［Beds and bed boards, non-adjustable body
position］

181203

ギャッチベッド［Beds and bed board with manual adjustment of body position］181206

電動ギャッチベッド［Beds and bed boards with powered adjustment of body
position］

181209

ハイ・ロー・ベッド［Bed lifts］

家具高さ調節装置は1815を参照．

181212

寝具類［Bedding］

防水シーツ・ベッド，パッドを含む．褥瘡予防用具は0333を，マットレスは
181218を参照．

181215

マットレス［Mattresses］

褥瘡予防マットレス及びカバーは033306を参照．

181218

離被架［Blanket supports］181221

バックレストとレッグサポート［Separate adjustable backrests and leg supports］181224

ベッド用サイドレール，ベッド固定式起き上がり手すり［Bedrails and rails for
self-lifting to be fixed to a bed］

モンキーバーを含む．床置き式起き上がり手すりは123009を参照．

181227

ベッド短縮装置［Bed shortening aids］

ギャッヂアップなどの操作で上体を起こした時に身体のずり落ちを防いだり，尖
足になるのを予防するためにベッドの足側に置いてベッドの長さを相対的に短くす
るために用いるもの．

181230

ベッド延長装置［Bed extensions］

長身の利用者に対応できるように，ベッドの長さを延長するために用いる補助マ
ットなどの部品．

181233

脚延長装置［Leg extenders］181503

高さ調節式台輪および支持金具［Height-adjustment plinths and brackets］

動力式も含む．

181506

高さ固定式台輪および支持金具［Pedestals and fixed height plinths and brackets］

脚の間にはさんだり，脚の下に置いてテーブルなどの高さを高くするもので，恒
常的に用いられるもの．棚は183603を参照．

181509

1815 家具高さ調節装置［Aids for height adjustment of furniture］
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手すり，支持用手すり［Hand-rails and support-rails］

姿勢保持，姿勢変換の補助として用いる手すり．

181803

握りバー，握り［Grab-rails and hand-grips］181806

肘掛け［Supporting armrests］

トイレ用簡易手すりは091224を参照．椅子用肘掛けは180936を参照．

181809

戸開閉装置［Door openers and closers］

扉を開閉するための器具で，滑車とロープなどの簡単な機構のものがある．

182103

窓開閉装置［Window openers and closers］182106

カーテン開閉装置［Curtain openers and closers］182109

ブラインド開閉装置［Openers and closers for sun-blinds］182112

錠［Locks］

電気錠を含む．玄関ホン・玄関ホン用アンプは213918を参照．

182115

配管設備［Plumbing fittings and taps］

給水，電気，ガス供給設備単水栓，混合水栓，フレキシブル管，サイホンを含む．

182403

窓［Windows］

窓開閉装置は182106を参照．錠は182115を参照．リモートコントロール装置は
241203を参照．照明コントロール装置は270315を参照．

182406

ドア［Doors］

引き戸，吊り上げ戸，折り戸，開き戸を含む．戸開閉装置は182103を参照．

182409

敷居［Thresholds］182412

床の敷物［Floor coverings］

床用・階段用滑り止め材は183303を参照．

182415

1818 支持用具［Support devices］

上肢・体幹・下肢訓練器具は034815を参照．

1821 ドア・窓・カーテン開閉装置［Door, window and curtain openers/closers］

ドアチャイム・ドアチャイム表示器は214803を参照．リモートコントロール装置は
241203を参照．窓やドア用の把持具のアタッチメントは241806を参照．

1824 住宅部品，部材［Construction elements in the home］

把持具のアタッチメントは241806を参照．
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階段［Stairs］

はしご，脚立は1827を参照．

182418

乗用エレベータ［Lifts（vertical passenger elevators）］183003

段差解消機［Lifting platforms and wheelchair lifting tables］183006

階段昇降機［Stairlifts］

階段部分に取り付けられたレールにそって昇降するリフト．椅子式，立位用，車
いす用等がある．

183009

自走式階段昇降機［Stairclimbers］

車輪やキャタピラ等がついた昇降機で，車いすなどを載せたまま階段昇降が可能
なもの．

183012

携帯用スロープ［Portable ramps］183015

固定用スロープ［Fixed ramps］183018

床用・階段用滑り止め材［Non-slip materials for floors and stairs］

滑り止めマット，滑り止めタイルを含む．入浴用品の滑り止め用品は093306を参
照．

183303

窓用・階段用・昇降機用の安全防護柵［Safety barriers, fences and gates for
windows, staircases and lifts］

183306

ガス安全装置［Safety valves for gas］183309

救助用具［Rescue equipment］183312

棚［Shelves］183603

1827 はしご，脚立［Ladders and stepladders］

1830 昇降装置［Vertical conveyors］

人の移動装置は1233，1236を参照．自動車用リフトは121215，121218，121221を参照．

1833 建築物用安全設備［Safety equipment for the home and other premises］

警報システムは2151を参照．

1836 収納家具［Furniture for storage］

工具や部品，材料のための収納家具は270906を参照．
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戸棚［Cupboards］183606

ベッド用キャビネット（床頭台）［Bedside cabinets］

ベッドサイドテーブル兼用のものを含む

183609

薬品収納棚［Medicine cabinets］183612

棚，戸棚，たんす類付属品［Fittings for shelves, cupboards and cabinets］183615
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21 コミュニケーション関連用具

メガネのレンズ［Spectacle lenses］

メガネ用レンズ．視覚障害者だけを対象としたものに限らず，肢体不自由者用の
割れにくいプラスティック製レンズも含む．

210303

メガネのフレーム［Spectacle frames］

レンズなどの光学的な補助用具類を取り付けるための枠．頭部の動揺によっても
はずれにくいフレーム又はまぶしさを軽減するゴーグルも含む．

210306

コンタクトレンズ［Contact lenses］

視覚障害，特に白内障などで水晶体を摘出した場合などに装用するレンズ．

210309

ライト付き拡大鏡［Magnifying glasses with built-in lighting］

視覚障害者が近見で文字又は絵を拡大して見るための拡大鏡（ルーペ・レンズ類）
のうち，手元が暗くなるのを防ぎ，十分な照明を提供するためのライトが付属して
いるもの．

210312

ライトのない拡大鏡［Magnifying glasses without lighting］

視覚障害者が近見で文字又は絵を拡大して見るための拡大鏡（ルーペ・レンズ類）
のうち，照明装置が付属していないもの．

210315

双眼鏡・望遠鏡［Binoculars and telescopes］

遠方のものを拡大して見る単眼又は双眼構造の光学機器のこと．望遠鏡でも，メ
ガネのフレームにはめ込んだタイプのものは210321を参照．

210318

メガネ型弱視レンズ［Spectacle-mounted monocular or binocular telescopes for
seeing from long distance to ordinary reading distance］

遠距離から通常の読書範囲までのものの拡大に利用するメガネタイプの補助具．
一般に焦点距離が広い．至近距離で使用するものは210324を参照．

210321

至近距離用メガネ型弱視レンズ［Spectacle-mounted monocular or binocular
telescopes for short distances, e.g. for close-up reading］

倍率を相当に高くして接近して対象を見るときに用いるメガネ型の補助具．視覚
障害者がかなり細かい作業を必要とする場合，又はより高い倍率で読書をする必要
がある場合に使われる．

210324

視野を拡大する補助具［Field-of-vision expanders］

周辺視野が欠損している一方で，中心視野の視力が良く保存されている場合に処
方されるもので，望遠鏡の逆の原理によって，外界の像を縮小して結ぶ光学補助具．

210327

21 コミュニケーション関連用具
［Aids for communication, information and signalling］

読書，書字，電話，警報などが可能なコミュニケーション関連機器を扱う．

2103 光学的補助具［Optical aids］

主に視覚障害者が使用する機器で，光学的原理のみで構成されたもの．眼鏡形補聴器は
214509を参照．
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高倍率レンズシステム［Lenses and lens systems for high magnification］

複数のレンズを組み合わせることで，近見で文字又は絵を拡大するのに都合の良
い倍率を選べる補助具．

210330

プリズムメガネ（寝た状態で使用するメガネ）［Prismatic spectacles（recumbent
spectacles）］

寝たままで読書をしたりテレビを見たりするために，視線の方向を変えるプリズ
ム式メガネ．通常，屈折矯正がない．中心視野に欠損があるため周辺視野で見る必
要のある人が利用する．

210333

遮光レンズ［Light filters（absorption filters）］

日差しの強いときに健常者がサングラスをかけるように，視覚障害者のまぶしさ
を軽減するために有効な補助具．吸収する光の波長や濃度の違いで多くの種類があ
る．

210336

拡大読書機（拡大テレビ）［Image-enlarging video systems］

テレビカメラを用いて印刷物の文字などを拡大する補助具．前後左右にスライド
できる台に印刷物などを乗せてテレビに拡大表示するタイプ，及び手持ち型のスキ
ャナを書物に乗せて，スキャンした部分を拡大表示するタイプの２種類がある．カ
メラ，制御装置及びモニタディスプレイも含む．

210603

文字読みとり機［Character-reading machines］

紙などに印刷された文字を読みとり，いったん電子的情報に変換した後，触覚・
音声など他の情報形式に変換表示する装置．音声合成装置については210915を参照．

210606

入力装置［Input units］

音声認識装置，マウス，トラックボール，ジョイスティック，ペン入力装置など
のデータを入力する装置．キーボード類及びキー操作を補助するための用具は
210906，文字読みとり機は210606を参照．

210903

キーボード類及びキー操作を補助するための用具［Keyboards and control
systems］

さまざまな障害者用のキーボード（例えば視覚障害者用の点字キーボード，肢体
不自由者用の大型キーボード，走査型キーボードなど）及びキーガードなどのキー
操作を容易にする用具を含む．制御用機器については2409を参照のこと．

210906

視覚障害者用電子手帳［Portable electronic note-taking devices for braille users］

視覚障害者が手軽に持ち運べ，現場で簡単にメモを打ち込んだり，打ち込んだ内
容を音声又は点字で出力できる小型の機器．

210908

2106 電気光学的補助具［Electro-optical aids］

視覚障害者が使用する補助具・機器のうち，光学及び電子工学の原理を利用したもの．
ハードウェアばかりでなく，ソフトウェアも含む．

2109 コンピュータ・タイプライタ・電卓用入出力装置［Input and output units
and accessories for computers, typewriters and calculators］

コンピュータ・タイプライタ・電卓を使用する際に必要な入出力装置及び付属品．電話
機・電話用機器は2136を参照．
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プリンタ・プロッタ［Printers and plotters］

文字又は絵を紙に出力するコンピュータの出力装置．拡大文字，点字などの浮き
出し文字を出力する装置も含む．

210909

ディスプレイ［Displays］

コンピュータの出力表示装置のことで，ペーパレスの触覚ディスプレイ及びハー
ドコピー機能を内蔵したディスプレイも含む．

210912

音声合成装置［Devices for synthetic speech］

人工的に合成した音声を出力する装置で，規則合成方式の音声合成装置（テキス
ト情報を音声出力するもの），録音編集方式の音声合成装置，周波数帯域変換装置

（聴覚障害者のために音声を聞きやすい周波数帯域に変換するもの）などを含む．
人工喉頭は214212を参照．

210915

紙を取り扱うための付属品［Attachments for paper handling］

肢体不自由者又は視覚障害者のために，プリンタ・タイプライタ用紙を取り扱い
やすくするための付属品．そのような機構が標準としてプリンタ・タイプライタに
含まれている場合は，プリンタ210909又はタイプライタ2115に含める．

210918

原稿ホルダ［Manuscript holders］

肢体不自由者が，入力原稿を見ながらコンピュータなどへ文字を入力するときに
原稿をおく台．

210921

タイプライタ・コンピュータ入力用前腕支持具［Forearm supports, applied to
typewriter or computer］

上肢機能に障害のある人が，タイプライタ及びコンピュータのキーボードをタイ
プする際に，前腕を支持するために用いる用具．非装着式上肢装具は0609を参照．

210924

入出力変換用ソフトウェア［Software for input and output modification］

障害者のパソコン操作を容易にするためのソフトウェア．点字キーボードのよう
な特殊なキーボードの入力を標準キーボードからの入力と同じ情報に変換するソフ
トウェア，画面へ出力された文字を合成音声で読み上げる画面読みソフト，弱視者
のために画面を拡大するソフトウェアなどを含む．

210927

手動タイプライタ［Manual typewriters］

機械式のタイプライタ．障害者が入力しやすい機構又は押しやすいキー構造にな
っていること．

211503

電動タイプライタ［Electric typewriters without memory］

電動式のタイプライタ．手動タイプライタと同様に障害者が入力しやすいように

211506

2112 コンピュータ［Computers］

個人で所有可能なワークステーション及びパーソナルコンピュータを扱う．ワープロ専
用機は211509，コンピュータ・タイプライタ・電卓用入出力装置は2109，多目的ソフトウ
ェアは2121を参照．

2115 タイプライタ・ワードプロセッサ［Typewriters and word-processors］

作業用テーブルは180303，コンピュータ・タイプライタ・電卓用入出力装置は2109，多
目的ソフトウェアは2121を参照．
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工夫されていること．文書の保存・編集用メモリを持つものはワープロ専用機
211509を参照．

ワープロ専用機［Dedicated word-processors］

ワープロ機能をもった専用機．文章編集用のメモリを持つ電動式タイプライタも
含む．

211509

手動点字タイプライタ［Manual Braille writers］

視覚障害者用に設計されたもので，点字を打つための機械式タイプライタ．

211512

電動点字タイプライタ［Electric Braille writers］

視覚障害者用に設計されたもので，点字を打つための電動式タイプライタ．文章
編集中に一時的にテキストデータを記憶しておくメモリを持つものも含む．

211515

ワープロ用ソフトウェア［Software for word-processing］

ワープロ専用のソフトウェア．複雑な編集機能を備えた市販のソフトウェア，走
査選択式により簡単な意志伝達を行うことに重点を置いたソフトウェアなどを含
む．

211518

そろばん［Abacuses］

玉をはじきやすくするために大形にしたり，滑べりにくくするなど，障害者用に
工夫されているもの．レバーを倒すことで玉をはじくことの代用をする視覚障害者
用のものも含む．

211803

電卓［Electronic calculators］

主に四則演算程度の計算に用いるための卓上式の電子計算機．プログラム電卓及
び関数電卓も含む．

211806

機械式の計算器［Non-electric calculators］

電動及び手動で作動する機械式の計算器．計算尺も含む．

211809

計算用ソフトウェア［Software for calculation］

コンピュータで計算するためのソフトウェア．表計算ソフトウェアのように複雑
な計算機能を持つソフトウェアも含む．ワープロソフトなどに付随して組み込まれ
ているものはワープロ用ソフトウェア211518を参照．

211812

2118 計算器［Calculators］

計算のために用いる機械式及び電子式の計算器．パソコン用の計算ソフトウェアも含む．
コンピュータ・タイプライタ・電卓用入出力装置は2109，多目的ソフトウェアは2121を参
照．

2121 多目的ソフトウェア［Multipurpose software］

統合ソフトウェア及びユーティリティソフトウェアを含む．入出力変換用ソフトウェア
は210927，ワープロ用ソフトウェアは211518，計算用ソフトウェアは211812，描画用ソフ
トウェアは212421，会話用ソフトウェアは214224を参照．

2124 描画用具・書字用具［Aids for drawing and handwriting］

絵又は文字を書くための様々な自助具．肢体不自由者用及び視覚障害者用に工夫されて
いること．重垂バンドは034818，視覚障害者用地図（触地図）は123915を参照．
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筆記具［Pens, pencils, brushes, drawing compasses, straight edges and rulers］

肢体不自由者及び視覚障害者用に握りやすかったり，目盛りが読みやすいように
工夫された筆記具．ボールペン，鉛筆，毛筆，コンパス，直定規などを含む．把持
具のアタッチメントは241806を参照．

212403

書字板・製図板・画板［Writing, drafting and drawing boards］

ベッドサイド及び車いすで絵及び文字を書くための支えとなる板並びに台．

212406

署名ガイド・署名スタンプ［Signature guides and signature stamps］

手書きでサインをするために用いるガイド及び手書きの代用をするスタンプ．肢
体不自由者及び視覚障害者用に工夫されているもの．

212409

書字用フレーム［Writing frames］

主に視覚障害者が利用するもので，行の位置が触覚でわかるもの．

212412

点字用具［Braille writing equipment］

点字を打つための様々な道具．点字出力用紙は212418を参照．

212415

特殊紙（紙・プラスティック）［Special writing paper/plastic］

点字出力及び立体コピーに用いる専用紙，涎などによる汚れを防ぐ耐水性用紙な
どを含む．

212418

描画用ソフトウェア［Software for drawing and painting］

絵を描いたり色を付けたりする専用のソフトウェア．CADソフトウェアも含む．

212421

ページめくり機［Page turners］

書見台に本，雑誌などを置き，スイッチを押すなどの簡単な操作でページをめく
ることのできる機械．主に肢体不自由者が使用する．

212703

書見台・書籍ホルダ［Book supports and book holders］

自身の力で書籍を支えることのできない肢体不自由者が主として使用するもの
で，見開き状態の書籍を支えておくもの．

212706

タイポスコープ［Typoscopes］

紙全体からの光の反射を押えるために，黒色の遮蔽板又は遮蔽紙に１行程度の枠
を空け，それをずらしながら文字を読むもの．主に弱視者，白内障患者などが読書
をする際に使用する．

212790

カセットテープレコーダ［Cassette tape recorders］

標準のカセットテープを使用するテープレコーダ．ただし，標準のカセットテー

213003

2127 非光学式読書補助具［Non-optical reading aids］

読書するために必要だが，レンズなどの光学的手段を利用していない様々な補助具．プ
リズムメガネ（寝た状態で使用するメガネ）は210333を参照．

2130 録音機・受信機［Audio recorders and receivers］

主に音声を記録・再生する機器又は電波で送られてくる音声を受信する機器．録音用テ
ープに関する機器も含む．ヘッドホン・バイブレータは213903，マイクロホンは213909，
ラジオ・テレビ用の接続装置は213912を参照．
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プを使用しているものの，ウォークマンに代表される小型で携帯用のテープレコー
ダは213009を参照．

オープンリールテープレコーダ［Reel-to-reel recorders］

オープンリールのテープを使用するテープレコーダ．

213006

小型テープレコーダ［Miniature tape recorders］

カセットテープレコーダ213003及びオープンリールテープレコーダ213006を除い
た小型のテープレコーダ．ウォークマンタイプの小型テープレコーダ及びマイクロ
カセットテープを使用するテープレコーダも含む．

213009

インデックストーンジェネレータ［Index tone generators］

主として視覚障害者がテープを操作するために用いるもので，情報検索用のマー
ク又はアドレスをテープに書き込む装置．

213012

消磁器［Demagnetizers］

各種のテープに書き込まれた内容を一度に消去するための装置．ヘッドの帯磁を
消去するヘッドイレーザも含む．

213015

無線受信機［Radio receivers］

ラジオ放送用受信機（いわゆる一般のラジオ）だけでなく，ハム用の受信機も含
む．

213018

テレビ受像機［Television sets］

テレビ放送を受信する装置．字幕表示用デコーダ内蔵テレビは213309，テレビ内
蔵パソコンはコンピュータ2112を参照．

213303

ビデオデッキ［Video recorders］

磁気テープを使ってテレビの画像及び音声を記録・再生する装置．VHS用だけ
でなく，８ミリビデオ用などのデッキを含む．またビデオ再生専用機も含む．

213306

字幕表示用デコーダ（字幕表示用デコーダ内蔵テレビ）［Decoders for videotext
（text television）］

通常のテレビ受像機に接続し，文字放送の字幕を表示させることのできる装置．
テレビ本体又はビデオデッキ内にこの装置を組み込んでいるものも含む．

213309

閉回路テレビシステム（CCTV）［Closed circuit television systems］

テレビカメラ及び受像機を同軸ケーブルなどで結び，特定の視聴者にのみ番組を
見せることのできるテレビシステム．拡大読書機（拡大テレビ）は210603を参照．

213312

標準電話機［Standard telephones］

213606以下に含まれている各種の電話機を除くものが該当する．ただし、緊急通

213603

2133 テレビ・ビデオ［Television and video equipment］

放映された画像情報を受信したり，画像情報を記録・再生したりする機器．ラジオ・テ
レビ用の接続装置は213912を参照．

2136 電話機・電話用機器［Telephones and aids for telephoning］

公衆回線を使用して一般外部と通信を行なうための機器．インターホン機能を合わせ持
つ電話機も含む．インターホンは213915，玄関ホン・玄関ホン用アンプは213918を参照．
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報機能をもった電話機は，個人用緊急通報システム215103を参照．

移動電話機・自動車電話機［Mobile telephones and car telephones］

原則として電波を使用して通信する機器で，携帯電話機（PHSを含む）及び車載
電話機のこと．ポケットベルも含む．

213606

文字電話機［Telephones with text input and/or text output］

キーボードなどの手段によって入力された文字又は点字を電話回線で送ることが
できるもの．また，電話回線で送られてきた文字又は点字を紙，画面，点字ディス
プレィなどに表示することができるもの．

213609

テレビ電話機［Visual telephones and Vide ophones］

音声・画像を同時に送受信する電話．玄関ホンにこの機能が付いているものは，
玄関ホン・玄関ホン用アンプ213918を参照．

213610

自動応答装置［Answering machines］

留守又は何等かの理由で電話にでられない場合に自動的に応答する装置．留守録
電話機を含む．

213611

スピーカ付電話機及びアダプタ［Loudspeaking telephones and telephone
attachments］

受話音声をスピーカより出力できる（スピーカホン，ハンズフリーテレホン）電
話機のこと．受話音声をテレホンピックアップなどで拾い，増幅してスピ?カより
出力できるようにするアダプタを含む．また，標準電話機に取り付けて音声をスピ
ーカより出力するアダプタも含む．

213612

テレックス・ファックス［Telex and telefax machines］

電話回線を通して絵又は文字を送受信する装置．モデムなどによりコンピュータ
を電話回線に接続し，テレックス又はファックス機能を実現できるソフトウエアも
含む．

213613

呼出音等表示装置［Dialling, engaged and ring tone indicators］

電話の装置音が聞き取れない障害者に対して，相手を呼び出し中なのか，話し中
なのか，つながって相手が出ているのかを光などで表示する装置．また，電話がか
かかってきたことを光などに変換して知らせる装置も含む．

213615

ダイアル操作補助具［Dialling aids］

ダイアルを回す又は押すといった操作が困難な人のための補助具．回転式ダイア
ルの位置が触ってわかるような盲人用アダプタ，プッシュボタンを押し易いように
した手先の不自由な人向きのキーカバーなどを含む．

213618

受話器用アンプ［Receiver amplifiers］

電話機の受話音量を拡大するための増幅器又はそのような機能を内蔵した電話
機．携帯可能なものでは受話器の部分に被せて音を増幅し，小さなスピ?カで音と
して出力するもの又は磁気変化として出力するものがある．アンプはマイクロホン
用及びヘッドホン用を含む．

213621

電話用機器のための接続装置［Connection units for telephoning aids］

電話回線に接続するための接続ボックス，信号変換器，モデムなどのアダプタ類

213624
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全てを含む．

磁気コイル［Induction-coil plates］

電話機などから漏れる磁気を電気信号に変換して出力するもの．補聴器を装用し
ている難聴者が電話などの音声を聞きやすくするのが目的で，一般的にはテレホン
ピックアップとして販売されている．

213627

送受話器ホルダ［Receiver holders］

送受話器を手で持っていられない人が使用する装置で，受話器を耳にあてた状態
で保持する．電話機に直接取り付けられるヘッドセットを含む．

213630

電話切り替え器［Telephone switchboards］

複数の電話機又は電話回線に接続する機器を（原則として手動で）切り替えるも
の．

213633

その他の電話用機器［Other aids for telephoning］

受話音を振動で出力し，骨導で伝えることで（特に伝音性の難聴者に対して）明
瞭な受話音を提供する骨伝導式電話機を含む．

213689

ヘッドホン・バイブレータ［Headphones and vibrators］

耳に直接当てる受話器のことで，ヘッドホン，イヤホン，ヘッドセットなどは電
話機を除いて全てここに含む．骨導バイブレータ端子，バイブレータ式ヘッドホン，
リストバンド式バイブレータなども含む．振動椅子は034203を参照．

213903

スピーカ［Loudspeakers］

拡声器のことで，スピーカユニット単体及び箱に取り付けられたものを含む．ア
ンプを内蔵した電話機は，スピーカ付電話機及びアダプタ213612を参照．

213906

マイクロホン［Microphones］

送話器のこと．ヘッドセットに取り付けられている場合は，ヘッドホン・バイブ
レータ213903を参照．

213909

ラジオ・テレビ用の接続装置［Connection units to radio and television receivers］

ラジオ・テレビの信号変換器，インピーダンス変換器などのことで，アンプ及び
音量・音質調整機，ラジオ・テレビの音を録音するために使用するケーブル類を含
む．また，補聴器に直接これらの音を入力するために使用するケーブル，アダプタ
も含む．さらに，補聴器に内蔵されている磁気コイルでこれらの音が聞こえるよう
にするアダプタ類も含む．

213912

インターホン［Intercoms］

屋内（自宅，施設など）で使用する，相手先が限られたインターホンシステム．
ただし，電話機でインターホン機能を持つものの場合は，電話機・電話用機器2136
を参照．

213915

玄関ホン・玄関ホン用アンプ［Entoryphones and entryphone amplifiers］

玄関と屋内との間で通話するもの．ただし，玄関ホン機能を持つ電話機の場合は，

213918

2139 音伝達システム［Sound transmission systems］

なんらかの方法で音を伝達する機器．ただし，録音機・受信機は2130，電話機・電話用
機器は2136を参照．
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電話機・電話用機器2136を参照．

磁気ループシステム［Loop amplifiers,  loop receivers and loops］

音声を直接磁気変換したり，搬送波に変調してループに送り出し，磁気コイルを
内蔵している補聴器又は専用の受信機で多数の者が一度に音声を聞くことのできる
システム．主に公共施設のホール，ろう学校の教室などに設置されている．磁気ル
ープ用アンプ，磁気ループ受信機及び磁気ループを含む．また，可搬型のもの又は
個人で使用できる小型のものも含む．

213921

FMシステム［FM-systems］

音などの情報をFM電波で送り，専用の受信機（場合によっては一般のFMラジ
オを使用する）で受信するシステム．狭い範囲で一方向の情報伝達に使用する送信
機・受信機を含む．一般的には，FMワイヤレスマイクと呼ばれるものが該当する．

213924

赤外線システム［IR-systems］

赤外線を使用してFMシステムと同様な情報伝達を行うシステム．電波と異なり，
混信が少なく法的にも規制はないが，太陽光の関係で屋外では使用できない．一般
向けにオーディオ用の送信機及び受信機が販売されており，受信機はヘッドホンに
内蔵されている．赤外受信機内臓ヘッドホンも含む．

213927

双方向無線機器［Two-way radios］

同時通話及び交互通話が可能なトランシーバ．

213930

文字・記号セット［Letter and/or symbol sets］

意思伝達を目的とした文字・記号を記したチップ（文字積み木のようなもの）の
セット．

214203

文字・記号ボード［Letter and/or symbol boards］

文字・記号を平面上に同時に提示し，それらを順次指し示すことで意思伝達を行
うためのもの．

214206

携帯型対話装置［Portable dialogue units］

発声困難な人がコミュニケーションを行なうことを目的とした機器で，なんらか
の指示により画面表示，印字，合成音声出力などを行なって相手に意志を伝えるもの．

214209

人工喉頭［Voice generators］

喉頭摘出者が使用する電動式及び笛式の人工喉頭．摘出した声帯の代わりとして
使う弁（人工声帯）も含む．

214212

個人用拡声器［Voice amplifiers for personal use］

発声音量が極端に小さい人が使用する小型の拡声装置．音声は鼻振動又は声帯音
をマイクロホンでひろってスピーカより出力するもの．

214215

コミュニケーション用拡声器［Communication amplifiers］

集団相手に使用できる据置型・携帯型の拡声器．

214218

2142 対話用機器［Face-to-face communication aids］

基本的に，目の前にいる相手と会話をするための機器．ワープロ用ソフトウエアは
211518を参照．
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伝声管［Ear-trampets］

集音器に向って発声してもらい，チューブを通して耳に音を伝えるパッシブ型補
聴器．ラッパ形補聴器も含む．

214221

会話用ソフトウエア［Software for face-to-face communication］

コンピュータを１対１会話用機器と同様な形で使用できるようにするソフトウエ
ア．携帯型の専用機は214209を参照．

214224

挿耳形補聴器［In-the-ear hearing-aids］

補聴器の大部分が耳穴に挿入され，耳穴及び耳介腔だけで固定されているもの．
カスタム形・カナル形の全てを含む．

214503

耳掛け形補聴器［Behind-the-ear hearing-aids］

補聴器の本体は耳介の後ろ側に位置し，音出力のためのチューブが耳穴に挿入さ
れる形の補聴器．本体が耳掛け型であれば，クロス式・バイクロス式・ベビー形補
聴器も含む．なお，出力として骨導端子を使用するものは触振動式補聴器214515，
耳掛け型のFM補聴器はFMシステム213934を参照のこと．

214506

眼鏡形補聴器［Spectacle hearing-aids］

全体は眼鏡の形状をしており，そのツル部分に補聴器の機構を内蔵させたもの．
形状が眼鏡型であれば，クロス式・バイクロス式のものも含む．骨導式のものは触
振動式補聴器214515を参照．

214509

箱形補聴器［Body-worn hearing-aids］

補聴器の本体はポケットなどに入れて，イヤホンを耳に挿入して使用する補聴器．
出力として骨導端子を使用するものは触振動式補聴器214515，箱型のFM補聴器は
FMシステム213934，赤外補聴器は赤外線システム213927を参照．

214512

触振動式補聴器［Tactile hearing-aids］

音声を振動に変換する補聴器．主として骨導式補聴器のことであるが，リストバ
ンドなどに振動子を付けて音情報を伝達するものも含む．また読話の補助などのた
めの補聴器も含む．

214515

人工中耳・内耳［Hearing-aids with implant］

現在日本国内で医療材料として認められたもの以外でも，体内（基本的に鼓膜の
内側）に埋め込まれる補聴を目的としたものを全て含む．外耳道壁面の電極によっ
て刺激を行なう補聴システムも含む．ただし，これらを調整するための機器は除く．

214518

ドアチャイム・ドアチャイム表示器［Door signals and door signal indicators］

ドアに取り付けて来客などを知らせる機器，及びその機器が作動したことを光，

214803

2145 補聴器［Hearing-aids］

難聴の人が，音声をよく聞こえるようにする目的で装着する器具．耳鳴りをマスキング
するような音を出力する耳鳴遮蔽機構を内蔵した補聴器も含む．ただし，病院など使う耳
鳴り遮蔽装置は032715を参照．

2148 表示機器［Signalling aids］

主として感覚障害があるために障害者が認識できない情報を，認識できる別の情報に変
換して表示する機器．時計は0951，警報システムは2151，表示・指示器は2403を参照．
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振動などで的確に知らせることのできる機器．

ドア警報器［Door warners］

ドアの存在を障害者に音又は光で知らせる機器．視覚障害者にドアが開いている
ことを知らせる機器も含む．

214806

降雨検知器［Rain indicators］

雨が降り始めたことを音などで知らせる機器．失禁感知装置は035103を参照のこ
と．

214809

感光器［Light indicators］

視覚障害者用の機器で，周囲の状況が明るいか暗いか，また，照明などが点灯し
ているかどうかを音又は振動で知らせるもの．

214812

音表示器（乳児の泣き声などを知らせる機器）［Sound indicators（electronic
babysitters）］

聴覚障害者用の機器で，乳児の泣き声などを光又は振動で知らせるもの．

214815

色識別器［Color indicators］

視覚障害者用の機器で，衣服などの色を音声で読み上げるもの．

214890

個人用緊急通報システム［Personal emergency alarm systems］

一人暮らしの障害者・高齢者が，身に付けているボタンを押し，容体が急変した
ことを第三者に知らせることによって救急車などの出動を迅速に行なうシステム．
そのような機能をもつ電話機も含む．

215103

てんかん発作警報器［Attack alarms for epileptics］

てんかん患者が発作を起こして倒れたときなどに，周囲の人に発作が起きたこと
を自動的に知らせる機器．

215106

火災報知器・煙検知器［Fire-alarms and smoke-detectors］

火災が発生したり，煙が充満していることを音，光及び振動で知らせる機器．

215109

徘徊老人監視システム［Monitoring systems for senile dementia］

痴呆性老人が無断で屋外に出ていくことを監視し，介助者などに通報を発するシ
ステム．

215190

2151 警報システム［Alarm systems］

周囲に災害が発生したことを障害者・高齢者に警報したり，障害者・高齢者自身の容体
が急変したことを第三者に通報したりする機器及びシステム．閉回路テレビシステム

（CCTV）は213312を参照．
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表示器［Indicators］

ある状態を判断して光や音で注意を喚起する機構．その状態の判断を容易にする
ことが目的である．表示灯，ブザーを含む．表示機器は2148を参照．

240306

24 操作用具

表示用具［Marking materials and marking tools］

標識やマークの判読を容易にするために用いる器具．カラーシール，ラベルメー
カ，ダイモ凸シール，マークペンなど．

240303

瓶・缶・容器を開けるための補助具［Aids for opening bottles, cans, containers］

瓶開けや缶切りなどの他に，固定盤を含む．

240603

チューブ絞り出し器［Tube-squeezing keys］

チューブ入り容器を巻き取り，内容物の絞り出しチューブ入り容器を巻き取り，
内容物の絞り出し．

240606

押しボタン［Push-buttons］

障害者が使いやすいように配慮した大型の押しボタンなど．

240903

固定ハンドル・固定ノブ・引き手［Fixed handles and knobs］

ドアや箱のふたなどの操作のためのハンドルやノブで，固定されているもの．

240906

回転ハンドル・回転ノブ［Rotating handles and knobs］

ドアや箱のふたなどの操作のためのハンドルやノブで，回転操作によって開閉す
るもの．

240909

ペダル［Pedals］

足踏みスイッチなどのために用いるペダル．

240912

車輪型ハンドルとクランク型ハンドル［Handwheels and crank handles］

回転操作によって移動させたり，形を変えたりするためのハンドル．

240915

スイッチ［Switches（on/off function）and selectors］240918

24 操作用具
［Aids for handling products and goods］

ものを操作するための補助に用いる用具．他の機器に取り付けて取り扱いを容易にする
ための部品類はこの項目に分類するが，特定の機器に取り付ける付属品はその機器の分類
項目に含める．

2403 表示・指示器［Aids for marking and indicating］

標識やマークなどの取り扱いのための用具．

2409 制御用機器［Operating controls and devices］

ジョイスティックを含む．

2406 容器取扱器具［Aids for operating upon containers］
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開閉操作，切り替え操作，選択操作をするためのスイッチ．

レギュレータ（レベル調整）［Regulators（level adjustment）］

制御レベルを調節するためのスイッチ．

240921

集中制御盤（HAコントローラを含む）［Switchboards］

電話切り替え器は213633を参照．

240924

リモートコントロール装置［Remote control systems］

スキャナーや光・言葉・音による操作システムを含む．

241203

環境制御装置のソフトウェア［Software for environmental control］241206

24Vを越えるタイマー［Timer switches for over 24 V］

電圧値については241506参照．

241503

低電圧や24V以下のタイマー［Timer switches for lower voltage up to and including
24 V］

人体に与える影響の少ない低電圧回路の自動入り切りに用いるタイマー．日本お
よびアメリカでは24ボルトであるが，ヨーロッパでは48ボルトであるため，ISO
9999では48ボルト以下と以上で区別している．手動操作のものは2418－2433を参照．

241506

把持用具［Aids for grasping］

ものを把持することを補助する器具一般を指す．たとえば、小さなものを把持す
るピンセット様のもの，滑りやすいものを把持するためにものをつかむ部分の表面
を滑りにくく加工した把持具などがある．

241803

把持具のアタッチメント［Grip adapters and attachments（aids applied to the
product）］

道具側に取り付けて用いるアタッチメント．ペンや，鉛筆・ブラシにつけたホル
ダを含む．

241806

ホルダ［Holders（body-worn）］

手や腕などに装着して，様々の形の筆記用具，食事用具，操作用具などを取り付
けて利用するもの．

241809

スタンド［Stands］

ものを立てておくための器具．

241812

操作スティック［Operating sticks］241815

2412 環境制御装置［Environmental control systems］

ECSとも呼ばれ，重度障害者がテレビ，ラジオ電話など身の回りのものを操作するため
の機器．

2415 タイマー［Timer switches］

2418 手・指の機能を補助する機器［Aids to assist and/or replace hand and/or
finger function］
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頭部や顎，口で操作するスティックを含む．

指示ライト［Pointing lamps］

遠くの目的物を指し示すためのスポットライト．

241818

磁石式腕固定具［Magnetic arm holders］

前腕を固定するバンドのついた磁石で，スチールデスクや机上に置いた鉄板に腕
を固定する目的で使用する．書字や家事動作，細かい作業において腕が大きく移動
することを防止するために用いる．

241890

マジックハンド［Manual gripping tongs］

先端部がつまみ動作や引っかける動作などの機構を持つもの．

242103

電動マジックハンド［Electric gripping tongs］

先端の把持機構が電気的に駆動するマジックハンド．

242106

リーチャー［Extenders without gripping function］

把持機構を持たず，フックなどによって手の届かない場所にあるものを操作する
補助具．

242109

固定・据え付けのための器具［Fixed position systems］242403

回転スライド式の器具［Rotating and sliding systems］242406

上下動・傾斜が可能なもの［Lifting and tilting systems］242409

吸着盤［Suction cups］

吸着機構を利用して机の上などにものを固定する器具

242703

滑り止めシート・パッド［Non-slip pads］

盆や板の上に敷いたり覆ったりして，ものが滑らないようにするシートやパッド．

242706

回転締め具［Screw-clamps］

ねじで固定するクランプ．

242709

クリップとばね挟み［Clips and spring-clips］

クリップっやバネでものを固定する器具．

242712

2421 手が届かないところの物を処理する補助具［Aids for extended reach］

手が届かない場所にあるものを操作するために長めの柄を利用した補助具．

2424 位置決め器具［Aids for positioning］

手が届く場所に作業中の物を置くための器具．例えば傾斜台に取り付けた部品皿，仕切
の付いた回転テーブル．

2427 固定器具［Aids for fixation］

p692-700/分類コード表3  2007.11.01 16:16  ページ 694



福祉用具分類コード95（CCTA95）

695

万力［Vices］242715

磁石と磁石付きクリップ［Magnets, magnetic strips and clamps］

磁石を組み込んだクリップ．

242718

工具固定器具［Fixtures for tools］

ドリルチャックのように，本来ある機器に取り付けて使用するものの他，工具を
持たずに作業ができるように工具側を適切な位置に向けて固定できる様にした物な
どがある．チャック類を含む．

242721

アーム式固定具（グースネック型を含む）［Arm-shaped fixture］

作業対象となるものをアームの先端に固定し，作業がやりやすい位置に自在に固
定できるようにしたもの．自在に向き，場所，角度が変えられる．刺繍やプリント
基板の半田付け作業などで用いられることが多い．

242790

滑車装置［Tackles］

移動式ウィンチは244503を参照．

243003

バランサ［Balancers］

物をアーム状の機構につり下げて垂直にあげ，平衡を保ち，外部から少しの力を
加えるだけで，そのものを水平，垂直方向へ任意に動かすことができる機器．

243006

マニピュレータ［Manipulators］

物を水平，垂直方向移動，回転させるマニピュレータ．リモートコントロールマ
ニピュレータを含む．

243009

昇降式作業台［Lifting tables］

移動可能なものを含む．

243012

運搬用補助具［Aids for carrying］

トレーやフックを含む．

243603

キャスタ［Sets of castors］

汎用の部品としてのキャスタそのもの．キャスタを備えた機器は，それぞれの項
目に分類する．

243606

小荷物用カート［Baggage and shopping trolleys］243609

2430 持ち上げて，場所を移し変える道具［Aids for repositioning and hoisting］

2433 ロボット［Robots］

数値制御ロボット，定位置に出し入れするロボット，コンピュータを含む運搬用の数値
制御ロボット，工業用搬送ロボットは2436－2445参照．

2436 運搬用具［Aids for carrying and transporting（for personal use）］

個人が使用する運搬用具．
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手押し車［Trolleys］

ティーサービス用のものやテーブルに車輪にがついたものも含む．

243612

運搬車と自転車用荷車［Carrier cycles and cycle trailers］

自転車は1218を参照．

243615

トレーラ［Car trailers］

車いすで乗降できるトレーラや，庭での作業などに車いすでひく荷車などが欧米
にはある．

243618

荷車・トラック・台車［Carts， trucks and lorries］

荷物運搬車

243903

パレットトラック［Pallet trucks］243906

フォークリフト［Fork-lift trucks］243909

輸送用シュート［Conveyor shutes］244203

ローラーコンベア［Roller conveyors］244206

ベルトコンベア［Belt conveyors］244209

バケット付きコンベア［Loop and dragline conveyors］244212

移動式ウインチ［Travelling crabs］244503

ジブクレーン［Jib cranes, rotary cranes］

突き出た腕を持つクレーン．

244506

ポータブルクレーン［Overhead cranes（bridge cranes, portable cranes）］

頭上軌道を移動するクレーン．

244509

2445 クレーン［Cranes］

2442 コンベア［Conveyors］

2439 工業用運搬車［Industrial transportation vehicles］

キャスタは43606を参照．トレーラは243618を参照．
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27 環境改善機器・作業用具

環境（温度・湿度・換気など）をコントロールする機器［Aids for climate control
（temperature, humidity, ventilation）］

空調機・冷暖房器・湿度調節器など．

270303

空気清浄器［Air cleaners］

空気を清浄に保つための機器で，フィルタ方式，放電方式，触媒燃焼方式やこれ
らを組み合わせたものがある．

270306

騒音減少装置［Aids for noise reduction］

外部の騒音を減らして，静寂を保つための機器．

270309

防振装置［Aids to reduce vibrations］

外部の振動から遮断だんするための装置．

270312

照明コントロール装置［Aids for illumination control］

照明の明るさを調節するための機器で，障害者用の配慮のさえれているもの．照
明器具は1806を参照．制御用機器は2409を参照．

270315

物差し［Aids and tools for measuring length］

長さを計測するための物差し．

270603

角度計［Aids and tools for measuring angles］

角度の計測のための機器であるが，水準器を含む．

270606

容量計［Aids and tools for measuring volume］

容積，要領を計測する機器．食物の計量カップなどは150303を参照．

270609

重量計（体重計を除く）［Aids for tools for measuring mass（not of person）］

郵便物重量計を含む．体重計は094806を参照．

270612

電気的性質を計測する補助具と道具［Aids and tools for measuring electrical
properties］

電流・電圧などを音声合成によって知らせる機器が欧米にはある．

270615

圧力計［Aids and tools for measuring pressure］

気圧計を含む．

270618

27 環境改善機器・作業用具
［Aids and equipment for environmental improvement, tools and machines］

住宅，他の建築物に対する設備と技術的対応は18を参照．

2703 環境改善機器［Aids for environmental improvement］

環境の影響から人間を保護する機器で，身体に装着しないもの．

2706 計測機器［Measuring instruments］

飲食物の計量・計測器具は150303を，体温計は094803を，体重計は094806を，時計は
0951を参照．
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温度計［Aids and tools for measuring temperature］

体温計は094803を参照．

270621

作業台［Work benches］

作業場で使用する大型のもの，木工，金工作業台などを含む

270903

工具や部品，材料のための収納家具［Furniture for storing tools and workpieces］

道具箱，ファイリング・キャビネットを含む．収納用家具は1836を参照．

270906

2715 機械，動力工具およびその付属品［Machines, powered tools and
attachments］

安全用具，電動工具を含む．身につける保護用具は0906を，ロボットは2433を参照．

2712 手動工具［Manually operated tools］

能動フック・作業用手先具は061827を，手芸の道具は3018を，機械・動力工具およびそ
の付属品は2715を参照．

2709 作業用家具［Work furniture］

作業用テーブルは1803を，作業用椅子は1809を参照．
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玩具［Toys］

娯楽を助け，また活動を誘導するのに役立つおもちゃで，障害に応じて工夫され
ているもの．リモートコントロール装置は241203，ストレッチャ・遊具用カートは
122718を参照．

300300

30 レクリェーション用具

30 レクリェーション用具
［Aids for recreation］

遊び，趣味，スポーツ，その他の余暇活動に用いる用具．職業を目的として用いる器具
は除く．個人用移動機器は12，コミュニケーション関連用具は21，手動工具は2712，機械，
動力工具およびその付属品は2715を参照．

ゲーム［Games］

障害に応じた工夫がされている，ルールにしたがってする遊び．スポーツに用い
るものは除く．スポーツ用具は3009，コンピュータ，ワープロなどのソフトは
210927，211518，211812，2121，212421を参照．

300600

スポーツ用具［Aids for exercise and sports］

競技的要素を持った身体運動，いわゆるスポーツや各種運動で使用される用具で，
障害に応じた工夫がなされているもの．治療訓練用具は03，保護用具は0906，衣
類・靴は0903，浴用浮き具は093339，シュノーケル（気管切開者用）は093342，時
計は0951を参照．

300900

楽器［Musical instruments］

障害者用として特別に製作された楽器．または，一般市販の楽器を改造したもの．
学校教材用の楽器類も含む．録音機・受信機は2130，テレビ・ビデオは2133を参照．

301200

写真用具［Aids for photography］

障害に応じた工夫がされている，カメラ，三脚，雲台など写真撮影に用いる用具．

301500

手芸用具［Handicraft tools, materials and equipment］

障害に応じた工夫がされている，編み物，刺繍，革細工などの趣味を目的とした
手工芸に用いる用具．職業を目的としたものは除く．織物用具，陶芸用具，障害者
用ミシン，編み機を含む．計量・計測器具は2706，手動工具は2712，衣類製作，手
入れ用具は1515を参照．

301800

園芸用具［Aids for gardening］

障害に応じた工夫がされている，盆栽，庭園，温室などに用いる園芸用具．園芸
用のハサミやスコップ，芝刈り器，放排水機器を含む．

302100

狩猟用具・釣り用具［Aids for hunting and fishing］

障害に応じた工夫がされている，狩猟用具と釣り用具．

302400

キャンプ用具・キャラバン用具［Aids for camping and caravanning］

障害に応じた工夫がされている，屋外でのキャンプや旅行などで用いる用具で，
個人または複数で用いるものがある．

302700

喫煙用具［Aids for smoking］303000
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障害に応じた工夫がされている，喫煙用の着火器具，紙巻きタバコ，パイプの保
持固定や伸長器具で，消火など安全管理の器具を含む．

自然観察用具［Aids for watching the nature］

障害に応じた工夫がされている，バードウォッチングなどに用いる自然観察用具．

309000
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