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『日本歯科医学会学術用語集 第 2 版』の発行にあたって

今日，医学領域のみならず「共通言語」が大流行です．その理由は情報社会で
ありコミュニケーションの重要性が認識されている時代だからなのでしょう．歯
科医療領域においては，高齢患者の増加に伴って，医科歯科連携の必要性が叫ば
れ，隣接した医学的知識が求められています．そこでまず，今回の用語集の制作
段階で行ったように現状の各分科会の歯学・歯科医療用語の確認が重要です．続
いて，歯科としての統一用語の選定です．選定したものを歯科からの共通言語の
もととなる専門用語として提示します．それをベースにして，医科をはじめとし
た多職種との連携が始まります．そして隣接医学，チーム医療などで使用される
それぞれの専門用語を多職種が共に学ぶという形で医科歯科連携を一段と大きく
展開できるのです．その意味からも今回の『日本歯科医学会学術用語集 第 2 版』
の発刊は大変意義深いことといえます．
平成に入り日本歯科医学会が編集した用語集は，平成 4 年 7 月に発刊された『学
術用語集歯学編（増訂版）
』
（文部省・日本歯科医学会編）と『補遺集』がありま
す．その改訂版が平成 20 年 11 月に発刊されました．それからすでに 10 年が経
過しました．その間に歯科分野にも高齢化の波が押し寄せ，いまや高齢者への歯
科医療提供は中心的な存在になっているといっても過言ではありません．それに
伴って在宅医療での用語など，新規のものが多く登場しています．
加えて平成 30 年 4 月には口腔機能に着目した新病名のもと，新規医療技術が
公的医療保険に導入されました．もちろん，再生医療も歯科分野に入ってきまし
たが，ここに歯科・医科の壁はありません．はじめから共通言語が使用されてい
ます．そしてデジタル分野も歯科医療の中に多くの新機能，新技術を提供してい
ます．
このような急激な社会情勢・疾病構造の変化，科学技術の進歩に伴い，それに
対応した世界水準かつ標準化された歯科学術用語集が必要との認識のもとに，改
訂版の作成について本学会の歯科学術用語委員会に諮問したのです．
ご協力いただいた日本歯科医学会専門・認定分科会用語担当責任者と第 2 版用
語集を完成していただいた本学会歯科学術用語委員会委員に対し，その努力に厚

くお礼申し上げるとともに，関係各位が本用語集を有効にご活用いただき，社会
の発展に役立つことを切に願っています．
平成 30 年 12 月

日本歯科医学会
会

長

住友

雅人

『日本歯科医学会学術用語集

第 2 版』の編集にあたって

平成 29 年 1 月，
住友雅人学会長の主導のもと『日本歯科医学会学術用語集』
（平
成 20 年 11 月，医歯薬出版株式会社発行．以下，初版用語集）の改訂を行うこと
になりました．
初版用語集は，
平成 4 年 7 月に発行された
『学術用語集歯学編（増訂版）』
（文部省・
日本歯科医学会編）とその『補遺集』の実質改訂版として，当時の専門分科会，
共用試験実施機構，厚生労働省医政局医事課試験免許室などの全面的な協力を得
て，本学会歯科学術用語委員会で編纂されました（用語数約 23,000 語）
．発行か
ら 8 年が経過し，本邦における社会情勢・疾病構造の変化や，分化・進化・拡大
を続ける現在の歯学・歯科医療に対応した世界水準かつ標準化された歯科学術用
語集が必要との指摘を内外より頂戴するなかで，用語集の改訂が必要との判断に
至りました．
本用語集では，歯学・歯科医療関係者が教育，研究，診療，医療行政などの場
で，論文や教科書の執筆，診療記録の記載，行政文書の作成などを行う際に必要
となる用語を選定し掲載することにしました．用語集が今後も持続的にその役割
を担い続けるためには，既に世の中に普及し定着している用語との整合性を保つ
ことも必要と考え，平成 28 年 5 月には全分科会を対象に「日本歯科医学会分科
会における学術用語集等の発刊に関する調査」を行いました．その結果，41 分
科会より回答があり，うち 15 分科会が当該領域に係る用語集を発行していまし
たので，これらを参考にしました．
今回の改訂にあたっての主な改訂方針は次のとおりです．
①

歯学教育モデル・コア・カリキュラム，共用試験，歯科医師国家試験出題
基準との用語表記の統一化．

②

本学会分科会の叡智を結集した歯科医学の基準となること．

③

分科会作成用語集とともに，分科会ジャーナルの規定用語として採用され
ること．

④

隣接医学における医学用語（集）との整合．

また，
初版用語集では「省略してもよい文字」
「同じ意味で使ってもよい語」
「適

宜置き換えてもよい文字」等を併記していましたが，本用語集では原則，1 語 1
義とする方針といたしました．
そして，平成 29 年 3 月，歯科学術用語委員会において以下の内容を決定し，
各分科会への諮問と検証を行いました．
①

人名はカタカナ表記とする．カタカナの読み方は一般的に広く用いられて
いるものとする．

②

微生物名は，ウイルスと原虫以外の微生物は正体の欧文表記とする．

③

日本語と外来語について，原則として日本語を選定用語とする．ただし，
外来語のほうが広く用いられている場合は外来語を選定用語とする．

④

略語について，原則として略語ではなく正式名称を選定用語とする．ただ
し，略語のほうが正式名称より一般的に広く用いられている場合は略語を
選定用語とする．その際は原則として正式名称を同義語として入れる．

その結果，用語数は初版よりも増え，約 25,000 語掲載の用語集が完成いたし
ました．本用語集が歯学教育，学会ジャーナル等で活用され，隣接医学との関連
も良好に，共通言語として普及することを切に希望します．
最後に，ご協力いただいた各分科会の学術用語委員の方々，学会本部の方々，
医歯薬出版の方々をはじめ関係各位に感謝申し上げます．
平成 30 年 12 月

日本歯科医学会
歯科学術用語委員会委員長
柴原

孝彦

『日本歯科医学会学術用語集』の発刊にあたって

学問を深化させていく上で，言語（学術用語），概念そして論理の正確さと
厳密性は必須のことであります．これは，あらゆる領域で学問が分化し，統合
し，学際化している現在において，ますます重要となってきています．しかし
ながら，学問がますます複雑化する中での学術用語の選定と定義づけは難渋を
極める作業であることもしかりです．この困難を乗り越えてこの度，『日本歯
科医学会学術用語集』が歯科学術用語委員会の先生方のご尽力によって完成を
みたことは，日本歯科医学会として誠に喜ばしい限りであり，編集にあたられ
た委員の先生方のご苦労に心より感謝申し上げます．
我が国の歯科領域における本格的な学術用語集は，531 語を収め，昭和 50
年 6 月に刊行された『学術用語集歯学編』が最初であります．その後，歯科
医学の長足の進歩に応えるために，日本歯科医学会は，昭和 57 年 9 月に歯科
学術用語委員会を設置して，昭和 61 年 3 月に，和英 1,570 語，英和 1,653
語を収録した『歯科学術用語集』を発刊しております．
さらに，日本歯科医学会は歯科学術用語委員会を組織して，文部省学術審議
会学術用語分科会と連携を取りつつ文部省の科学研究助成金特定研究「歯科用
語標準化の調査研究」（昭和 61 年～昭和 63 年）の助成を得て，歯科学術用語
の拡充を強力に推進し，学術審議会の審議を経た後，16,016 語を収めた『学
術用語集歯学編（増訂版）』（文部省・日本歯科医学会編）を平成 4 年 7 月に刊
行しております．
そして平成 9 年より，
再び『学術用語集歯学編（増訂版）』と『歯学用語補遺集』
の見直し作業が開始されました．
平成 9 年より 11 年度までの作業内容は削除用語 136 語，修正用語 363 語，
追加用語 729 語，計 1,228 語を確定しております．学術用語集の用語の採択
にあたっては，関連領域分野との調整が必要なことから，「医学編」との調整
については，道

健一昭和大学名誉教授（医学用語専門委員会に歯学代表とし

て出席）が担当されました．
しかしながら，ほぼ見直し作業を終えた時点で省庁再編（平成 13 年 1 月 6 日）

により，文部省は文部科学省と改変されました．従来は『文部省学術用語集歯
学編（増訂版）』の改訂は，文部科学省学術情報課の担当であり，改訂原案は，
文部省学術審議会学術用語分科会の議を経て，文部大臣に建議されるものであ
りましたが，省庁再編に伴い当課は，文部科学省研究振興局学術研究助成課と
なり，学術審議会は科学技術・学術審議会と名称が変わりました．ところが，
学術用語分科会は未だに明確な形で設置されておりません．
上記のような事情より文部科学省編とすることは，今回の改訂では困難であ
ると判断して，
『日本歯科医学会学術用語集』
として発刊することになりました．
おわりに，日本歯科医学会学術用語委員会委員長 道

健一先生をはじめ長

年に渡り困難な作業を継続してくださいました委員の先生方に心より改めて感
謝を申し上げます．
平成 20 年 10 月

日本歯科医学会
会

長

江藤

一洋

『日本歯科医学会学術用語集』の編集にあたって

難産だった『日本歯科医学会学術用語集』がようやく世に出ることになりま
した．日本歯科医学会歯科学術用語委員会における編纂作業は平成 9 年から
始まっていますので今回の発刊までに足かけ 12 年かかったことになります．
その経緯を振り返ってみますと，
『学術用語集 歯学編（増訂版）
』（文部省・
日本歯科医学会編）が平成 4 年 7 月に，その「補遺集」が平成 9 年に発刊さ
れていますが，その直後から見直し作業を開始しています．最初の委員会（森
本俊文委員長）では平成 9 年から 11 年度の間に，頻回に委員会を開催して，
逐語的に全用語の検討を行い，削除用語 136 語，修正用語 363 語，追加用語

729 語，計 1,228 語の用語の修正を決めて，一応の結論としています．
平成 12 年度に引き継いだ委員会では，その結果をもとに，改訂版を出版す
ることになっていました．ところが，その時期の省庁再編で，担当の部署が消
えてしまうなどの事情から文部科学省に「改訂版」の発行を依頼することが困
難になりました．委員会で検討した結果，
『学術用語集 歯学編（増訂版）
』の「改
訂版」ではなく，『日本歯科医学会学術用語集』を新たに発行する方向で検討
するということになりました．そのときの結論は「学術用語は常に変化するも
のであり，一定の間隔で改訂作業が必要である．そのために日本歯科医学会に
は歯科学術用語委員会が常設されているのだから，単発的に「改訂版」を発刊
するのではなく，継続的に用語を改訂して常に歯科医学の最先端に追随するこ
とができる体勢を整える必要がある」ということ，もう一点は「
『学術用語集
歯学編（増訂版）』
（文部省・日本歯科医学会編）は本来，一般社会の人々を対
象として編纂されたものであり，専門の歯学関係者のためには別の用語集が必
要である」ということでした．
平成 16 年度からの委員会では，この結論を受けて，日本歯科医学会学術用
語編纂システムの開発と用語集発行に向けての作業を開始しました．まず，用
語集の編纂システムとして前委員会でまとめた用語集案の電子データを口腔保
健協会経由で凸版印刷から入手し，
データベース化したソフトを開発しました．
そのソフトを使って，各専門分科会および，当時，専門分科会に所属していな

かった学会（
「日本顎関節学会」
，
「日本歯科医学教育学会」
，
「口腔インプラン
ト学会」，
「日本顎顔面補綴学会」
，
「日本歯科心身医学会」
，「日本顎咬合学会」
，
「法歯学」）に検討を依頼しました．その結果，平成 12 年度までの委員会での
収集用語 16,887 語に対して，修正 1244 語，削除 344 語，追加 3,773 語と
なり，用語数は合計 20,316 語に達しました．
こうした経過を経て平成 18 年 3 月には一応，用語の編纂を終え，斎藤 毅
前学会長に報告書を提出しています．その後，江藤 一洋 学会長の新執行部が
発足してから平成 19 年 4 月に医歯薬出版との出版契約が成立し，出版に向け
ての編集作業を前の委員会が継続して行うことになり現在に至っています．
編集方針としては，当初は，平成 12 年度までの委員会で慎重審議した検討
結果を尊重することとし，変更は最低限にすることとしていましたが，平成

18 年度までに用語数が大幅に増加したことと，上記のような趣旨とに従って，
方針を変更して，なるべく脱落の少ない用語集を目指すこととし，収集した用
語を全て掲載することとしました．
この方針に従いましたので，最終校正をお願いした段階で各学会から申し
出のあった変更，追加用語も全て収載する方向で検討しました．また，共用
試験実施機構，厚生労働省医政局医事課試験免許室にもご校閲をお願いして，
共用試験あるいは国家試験に用いる用語との統一をはかりました．さらには，
『日本医学会医学用語辞典（英和）第３版』
（2007）
，『第十五改正日本薬局方』
（2006），
『文部科学省 学術用語集 医学編』
（2003），
『文部省 学術用語集 薬
学編』
（2000）などとの照合を行い，関連領域用語との整合をはかりました．
これらによる変更も加わりましたため，結果として，用語数がさらに増加して，
最終的に約 23,000 語を掲載することになりました．
ここに至っても，検討不十分な用語もありますし，この間にも進行している
専門分科会内での編纂作業によって変更，追加される用語も当然あるはずなの
ですが，流動している用語を一定の期限を定めて集約することは不可能ですし，
今後もほとんど不可能であると考えられます．従って，
ひとまず，
叩き台であっ
ても，まとめた用語を公開することが必要であり，その上で，随時，修正する
ことができる体勢を整えることが重要であると考えられます．そのため，今回
の目標は完全な用語集を完成することではなく，今後，改訂を進めていくため
の基本となる用語を収載した第 1 版を発刊することとし，併せて，継続的な

改訂が可能なシステムを構築することとして，一応の区切りとしました．
具体的には，同義語，類義語については優劣を付けず，掲載されている用語
はどちらの用語を使っても良いことにしました．また，和文が同じで英語が異
なるもの，英語が同じで和文の異なるものはそのまま残すことにしました．こ
れらの点については，今後の検討によって整理，統合が必要であると考えられ
ます．
継続的な改訂のためには，別途に，改訂作業が可能な編集ソフトを構築し，
採用された用語をデータベースとして登録して CD に収め，学会本部に保存
してあります．今後の委員会で活用されることを期待しています．
最後に，ご協力いただいた各学会の学術用語委員の方々，共用試験実施機構，
厚生労働省医政局医事課試験免許室の方々，学会本部の方々，さらには，凸版
印刷，口腔保健協会，医歯薬出版の方々をはじめ関係各位に感謝申し上げます．
平成 20 年 10 月

日本歯科医学会
学術用語委員会委員長
道

健一

日本歯科医学会歯科学術用語委員会

（任期：平成 21 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）

委 員 長

道

健一

副委員長

池見

宅司

委

小倉

英夫

員

（担当役員）

常任理事

後藤

滋巳

理

岡野

友宏

事

（任期：平成 23 年 4 月 1 日～平成 25 年 6 月 30 日）

委 員 長

道

健一

副委員長

池見

宅司

委

員

小倉

英夫

委

員

岡野

友宏

（担当役員）

常任理事

後藤

理

有地榮一郎

事

滋巳

（任期：平成 25 年 7 月 1 日～平成 27 年 6 月 30 日）

委 員 長

岡野

友宏

副委員長

柴原

孝彦

委

員

大川

周治

委

員

宮川

行男

（担当役員）

総務理事

井上

孝

理

山口

朗

事

（任期：平成 27 年 7 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日）

委 員 長

柴原

孝彦

副委員長

大川

周治

委

川又

均

員

（担当役員）

総務理事

井上

孝

理

事

末髙

武彦（平成 27 年 7 月 1 日～平成 28 年 4 月 3 日）

理

事

白圡
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日本歯科医学会専門・認定分科会用語担当責任者
（2018 年 12 月現在）

専門分科会名

氏

名

１

歯科基礎医学会

中村

雅典

２

日本歯科保存学会

齋藤

淳

３

日本補綴歯科学会

西村

正宏

４

日本口腔外科学会

髙木

律男

５

日本矯正歯科学会

吉田

教明

６

日本口腔衛生学会

小関

健由

７

日本歯科理工学会

石川

邦夫

８

日本歯科放射線学会

森本

泰宏

９

日本小児歯科学会

島村

和宏

10

日本歯周病学会

梅田

誠

11

日本歯科麻酔学会

砂田

勝久

12

日本歯科医史学会

石橋

肇

13

日本歯科医療管理学会

尾﨑

哲則

14

日本歯科薬物療法学会

金子

明寛

15

日本障害者歯科学会

中川

弘

16

日本老年歯科医学会

眞木

吉信

17

日本歯科医学教育学会

山本

仁

18

日本口腔インプラント学会

村上

弘

19

日本顎関節学会

矢谷

博文

20

日本臨床口腔病理学会

石丸

直澄

21

日本接着歯学会

大槻

昌幸

22

日本歯内療法学会

中田

和彦

23

日本レーザー歯学会

横瀬

敏志

認定分科会名

氏

名

１

日本口腔感染症学会

金子

明寛

２

日本有病者歯科医療学会

金子

忠良

３

日本歯科心身医学会

安彦

善裕

４

日本臨床歯周病学会

吉田

茂

５

日本歯科審美学会

藤澤

政紀

６

日本顎口腔機能学会

山口

泰彦

７

日本歯科東洋医学会

柿木

保明

８

日本顎変形症学会

山田

一尋

９

日本スポーツ歯科医学会

上野

俊明

10

日本顎顔面補綴学会

山森

徹雄

11

日本顎咬合学会

中島

稔博

12

日本磁気歯科学会

槙原

絵理

13

日本小児口腔外科学会

坂下

英明

14

日本顎顔面インプラント学会

式守

道夫

15

日本外傷歯学会

須田

英明

16

日本口腔診断学会

神部

芳則

17

日本口腔腫瘍学会

中村

誠司

18

日本口腔リハビリテーション学会

覚道

健治

19

日本口腔顔面痛学会

嶋田

昌彦

20

日本口腔検査学会

村上

聡

凡

例

１．用語は，左段に用語と読みを記し，右段に対応する外国語を記した．
例） 抜髄

バツズイ

pulpectomy，pulp extirpation

２．索引においては，用語に対応する外国語をアルファベット順に配列した．
３．人名，病名，症候群など，および恒常的に使われている用語は，基本的に欧
文表記は使わず，カタカナ表記とした．カタカナの読み方は一般的に広く用
いられているものとした．
４．ウイルス，原虫以外の微生物について，選定用語として英語表記がふさわし
いと判断したものは英語の正体表記とした．
５．常用漢字以外の漢字でも，日本歯科医学会歯科学術用語委員会において学術
用語として適切と判断されたものは使用した．また，近年の漢字政策および
新しい JIS 漢字などに鑑みて，いわゆる正字体を採用することとした．
例）
「頬→頰」
，
「蝕→蝕」
，
「填→塡」
，
「弯→彎」
６．外国語は原則，米国式の表記とした．ドイツ語は（独），フランス語は（仏）
と記載した．該当する外国語が複数あるものは順不同で掲載した．また，略
称は（

）で表記した．

７．見出し語の配列は，読み方をもとに五十音順とした．
８．用語の選定は原則，一語一義としたが，使用頻度が高い用語については同義
語も掲載した．同義語は「 ➡ 」の先に選定用語を記載した．
例）歯肉排除

➡

歯肉圧排

９．説明ないし注記が必要な用語は【
例）上弓【咬合器の】

】で記載した．

あ
アールピーエー

ア

ア
アーカンソーストーン アーカンソーストーン
アーク式鋳造機 アークシキチュウゾウキ
アーク溶解 アークヨウカイ
アーチコーディネーション アーチコーディネーション
アーチシンメトリーチャート アーチシンメトリーチャート
アーチファクト アーチファクト
アーチフォーマー アーチフォーマー
アーチフォーミングタレット アーチフォーミングタレット
アーチフォーミングプライヤー アーチフォーミングプライヤー
アーチフォーメーションチャート

arkansas stone
arc type casting machine
arc melting
arch coordination
arch symmetry chart
artifact
arch former
arch forming turret
arch forming pliers
arch formation chart

アーチフォーメーションチャート

アーチブランク アーチブランク
アーチレングスディスクレパンシー

arch blank
arch length discrepancy

アーチレングスディスクレパンシー

アーチレングスデフィシェンシー

arch length deﬁciency

アーチレングスデフィシェンシー

アーチワイヤー アーチワイヤー
アーティキュラーレ【セファロ分析の】

arch wire，archwire
articulare（Ar）

アーティキュラーレ（セファロブンセキノ）

アーティスティックベンド アーティスティックベンド
アーライン アーライン
RID アールアイディー
Rh-Hr 式血液型 アールエイチエイチアールシキケツエキガタ
Rh 抗原 アールエイチコウゲン
Rh 式血液型 アールエイチシキケツエキガタ
RSST ➡ 反復唾液嚥下テスト アールエスエスティー
RNA 依存性 DNA ポリメラーゼ

artistic bends
Ah-line
relative increment of decay
Rh-Hr blood group，
Rh-Hr blood type
Rh antigen
Rh blood group，Rh blood type
repetitive saliva swallowing test
RNA dependent DNA polymerase

アールエヌエーイゾンセイディーエヌエーポリメラーゼ

RNA ウイルス アールエヌエーウイルス
RNA ポリメラーゼ アールエヌエーポリメラーゼ
RF コイル アールエフコイル
RF 信号 アールエフシンゴウ
RF パルス アールエフパルス
RMS 粒状度 アールエムエスリュウジョウド
ROC 曲線

アールオーシーキョクセン

ROC 曲線下面積 アールオーシーキョクセンカメンセキ
RP I クラスプ アールピーアイクラスプ
RPA クラスプ アールピーエークラスプ

RNA virus
RNA polymerase
radiofrequency（RF）coil
radiofrequency（RF）signal
radiofrequency（RF）pulse
root mean square（RMS）
granularity
receiver operating characteristic
（ROC）curve
area under the ROC curve（AUC）
RPI clasp
RPA clasp
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アイアールディ

ア

IRD【画像診療用コード】

index for radiological diagnosis

アイアールディー（ガゾウシンリョウヨウコード）

ISO

アイエスオー

ISO 規格 アイエスオーキカク
ISO スピード アイエスオースピード
ISO フイルムスピード アイエスオーフイルムスピード
IS スパイク アイエススパイク
ISDN アイエスディーエヌ
IMPA【セファロ分析の】

International Organization for
Standardization
ISO standard
ISO speed
ISO ﬁlm speed
initial segment（IS）spike
integrated services digital network
incisor mandibular plane angle

アイエムピーエー（セファロブンセキノ）

I 窩洞 アイカドウ
ICRU 基準線量 アイシーアールユーキジュンセンリョウ
ICRU 基準点 アイシーアールユーキジュンテン
アイジーエー腎症 アイジーエージンショウ
ICD-10 アイシーディーテン
ICU アイシーユー
愛情遮断症候群 アイジョウシャダンショウコウグン
愛情剝奪 アイジョウハクダツ
アイソザイム アイソザイム
アイソセンター アイソセンター
アイゾット衝撃試験機 アイゾットショウゲキシケンキ
アイソトープ アイソトープ
I 帯 アイタイ
愛着
【心理】 アイチャク（シンリ）
アイディアルアーチ アイディアルアーチ
アイディアルアーチフォーム アイディアルアーチフォーム
アイディアルアーチワイヤー アイディアルアーチワイヤー
ITI システム アイティーアイシステム
ID バンド アイディーバンド
I バークラスプ アイバークラスプ
iPS 細胞 アイピーエスサイボウ
IPC ➡ 暫間的間接覆髄

incisal cavity
ICRU reference dose
ICRU reference point
IgA nephropathy
International Classiﬁcation of
Diseases-10
intensive care unit
maternal deprivation syndrome
aﬀectional deprivation
isozyme
isocenter
izod impact testing machine
isotope
I band
attachment
ideal arch
ideal arch form
ideal archwire
ITI dental implant system
identiﬁcation band
I-bar clasp
induced pluripotent stem cell
indirect pulp capping

アイピーシー

IPPB ➡ 間欠的陽圧呼吸
アイピーピービー

IPPV ➡ 間欠的陽圧換気
アイピーピーブイ

アイヒナーの分類 アイヒナーノブンルイ
アイボリーのシンプルセパレーター

intermittent positive pressure
breathing
intermittent positive pressure
ventilation
Eichner classiﬁcation
Ivory simple separator

アイボリーノシンプルセパレーター

アイレット アイレット
アイントーベンの三角形
アイントーベンノサンカクケイ
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eyelet
Einthoven triangle

アクセイソシキ

アヴェリス症候群 アヴェリスショウコウグン
アウエル小体 アウエルショウタイ
アウエルバッハ神経叢 アウエルバッハシンケイソウ
アウターボウ【ヘッドギアの】 アウターボウ（ヘッドギアノ）
アウトオブフェイズ アウトオブフェイズ
アウトカム アウトカム
あえぎ呼吸 アエギコキュウ
亜鉛欠乏症 アエンケツボウショウ
赤い平らな舌 アカイタイラナゼツ
アカラジア アカラジア
明るさ アカルサ
アキシャル像 アキシャルゾウ
亜急性炎 アキュウセイエン
亜急性硬化性全脳炎 アキュウセイコウカセイゼンノウエン
亜急性細菌性心内膜炎

アキュウセイサイキンセイシンナイマクエン

亜急性脊髄視神経障害

アキュウセイセキズイシシンケイショウガイ

亜急性中毒 アキュウセイチュウドク
亜急性毒性 アキュウセイドクセイ
アキレス腱反射 アキレスケンハンシャ
悪液質 アクエキシツ
アクシデント アクシデント
悪習癖 ➡ 異常習癖 アクシュウヘキ
悪性顆粒細胞腫 アクセイカリュウサイボウシュ
悪性関節リウマチ アクセイカンセツリウマチ
悪性間葉性腫瘍 アクセイカンヨウセイシュヨウ
悪性筋上皮腫 アクセイキンジョウヒシュ
悪性血管外皮腫 アクセイケッカンガイヒシュ
悪性高熱症 アクセイコウネツショウ
悪性黒子型黒色腫 アクセイコクシガタコクショクシュ
悪性黒色腫 アクセイコクショクシュ
悪性骨芽細胞腫 アクセイコツガサイボウシュ
悪性混合腫瘍 アクセイコンゴウシュヨウ
悪性腫瘍 アクセイシュヨウ
悪性シュワン細胞腫 アクセイシュワンサイボウシュ
悪性症候群 アクセイショウコウグン
悪性上皮性腫瘍 アクセイジョウヒセイシュヨウ
悪性新生物 アクセイシンセイブツ
悪性線維黄色腫 アクセイセンイオウショクシュ
悪性栓芽球症 アクセイセンガキュウショウ
悪性組織球症 アクセイソシキキュウショウ

Avellis syndrome
Auer rod
Auerbach plexus
outer bow
out of phase
outcome
gasping respiration
zinc deﬁciency
magenta tongue
achalasia
brightness
axial image
subacute inﬂammation
subacute sclerosing panencephalitis
（SSPE）
subacute bacterial endocarditis
（SBE）
subacute myelo-optic-neuropathy
（SMON）
subacute poisoning
subacute toxicity
achilles tendon reﬂex
cachexia
accident
habit disorder，bad habit
malignant granular cell tumor
malignant rheumatoid arthritis
malignant mesenchymal tumor，
malignant mesenchymal
neoplasm
malignant myoepithelioma
malignant hemangiopericytoma
malignant hyperpyrexia
lentigo maligna melanoma（LMM）
malignant melanoma
malignant osteoblastoma
malignant mixed tumor
malignant tumor
malignant schwannoma
neuroleptic malignant syndrome
malignant epithelial tumor
malignant neoplasm
malignant ﬁbroxanthoma
malignant megakaryoblastosis
malignant histiocytosis
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ア

アクセイタケイ

ア

悪性多形腺腫 アクセイタケイセンシュ
悪性貧血 アクセイヒンケツ
悪性末梢神経鞘腫瘍 アクセイマッショウシンケイショウシュヨウ
悪性リンパ腫 アクセイリンパシュ
アクセサリーポイント アクセサリーポイント
アクセス窩洞 アクセスカドウ
アクセスホール アクセスホール
アクチニン アクチニン
アクチノマイシン D アクチノマイシンディー
Actinomyces israelii アクチノマイセスイスラエリイ
Actinomyces odontolyticus

malignant pleomorphic adenoma
pernicious anemia
malignant peripheral nerve sheath
tumor
malignant lymphoma
accessory point
access cavity
access hole
actinin
actinomycin D

アクチノマイセスオドントリティカス

Actinomyces naeslundii アクチノマイセスナエスランディイ
Actinomyces viscosus アクチノマイセスビスコーサス
Actinomyces bovis アクチノマイセスボビス
アクチバトール アクチバトール
アクチバトール・ヘッドギア併用装置
アクチバトールヘッドギアヘイヨウソウチ

アクチン アクチン
アクチンフィラメント アクチンフィラメント
アクティブガイド アクティブガイド
アクティブ 80 ヘルスプラン アクティブハチジュウヘルスプラン
アクトミオシン アクトミオシン
あくび アクビ
アクラルビシン塩酸塩 アクラルビシンエンサンエン
Aggregatibacter actinomycetemcomitans

activator
activator headgear appliance，
combined activator headgear
appliance
actin
actin ﬁlament
active guide
active 80 health plan
actomyosin
yawning
aclarbicin，aclarbicin
hydrochloride

アグリゲイティバクターアクチノマイセテムコミタンス

アグリコン アグリコン
アクリジン色素 アクリジンシキソ
アクリノール アクリノール
アクリル アクリル
アクリル系印象材 アクリルケイインショウザイ
アクリルレジン アクリルレジン
アクリルレジン冠固定 アクリルレジンカンコテイ
アクリルレジン修復 アクリルレジンシュウフク
アクリルレジンセメント アクリルレジンセメント
顎 アゴ
アコニターゼ アコニターゼ
顎引き嚥下 アゴヒキエンゲ
朝のこわばり アサノコワバリ
亜酸化窒素 アサンカチッソ
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aglycone
acridine dyes
acrinol
acrylate
acrylic impression material
acrylic resin
acrylic resin crown splint
acrylic resin restoration
acrylic resin cement
jaw
aconitase
chin tuck swallowing，
swallowing with chin down
morning stiﬀness
nitrous oxide，N2O

アセトン

亜酸化窒素吸入鎮静法 アサンカチッソキュウニュウチンセイホウ
アシクロビル アシクロビル
味四面体 アジシメンタイ
アジスロマイシン水和物 アジスロマイシンスイワブツ
アジソン・ビールメル症候群 アジソンビールメルショウコウグン
アジソン・ビールメル貧血 アジソンビールメルヒンケツ
アジソン病 アジソンビョウ
アシドーシス アシドーシス
アジドチミジン アジドチミジン
足場 ➡ スキャフォールド アシバ
アシュネル反射 アシュネルハンシャ
アジュバント アジュバント
アジュバント関節炎 アジュバントカンセツエン
亜硝酸アミル アショウサンアミル
アシル化 アシルカ
アシル基転移 アシルキテンイ
アシルキャリアータンパク質 アシルキャリアータンパクシツ
アスコルビン酸 アスコルビンサン
アスコルビン酸オキシダーゼ アスコルビンサンオキシダーゼ
アズトレオナム アズトレオナム
アストロマイシン アストロマイシン
アスパラギン アスパラギン
アスパラギン酸 アスパラギンサン
アスパルテーム アスパルテーム
アスピリン アスピリン
アスピリン喘息 アスピリンゼンソク
アスピリンダイアルミネート アスピリンダイアルミネート
アスベスト裏装 アスベストリソウ
アスベストリボン アスベストリボン
アスペルガー障害 ➡ アスペルガー症候群

ア

nitrous oxide inhalation sedation
acyclovir
taste tetrahedron
azithromycin hydrate
Addison-Biermer syndrome
Addison-Biermer anemia
Addison's disease
acidosis
azidothymidine
scaﬀold
Aschner reﬂex，Aschner's reﬂex
adjuvant
adjuvant arthritis
amyl nitrite
acylation
acyl group transfer
acyl carrier protein
ascorbic acid
ascorbate oxidase
aztreonam
astromicin
asparagine
aspartic acid
aspartame
aspirin
aspirin-induced asthma
aspirin dialuminate
asbestos lining
asbestos ribbon
Asperger's disorder

アスペルガーショウガイ

アスペルガー症候群 アスペルガーショウコウグン
アスペルギルス症 アスペルギルスショウ
アスポキシシリン水和物 アスポキシシリンスイワブツ
アズレンスルホン酸ナトリウム アズレンスルホンサンナトリウム
アセスメント アセスメント
アセチル化 アセチルカ
アセチル CoA アセチルコエー
アセチルコリン アセチルコリン
アセチルコリンエステラーゼ アセチルコリンエステラーゼ
アセチルコリン受容体 アセチルコリンジュヨウタイ
アセチルサリチル酸 アセチルサリチルサン
アセチルスピラマイシン アセチルスピラマイシン
アセトアミノフェン アセトアミノフェン
アセトン アセトン

Asperger's syndrome
aspergillosis
aspoxicillin，aspoxicillin hydrate
azulene sodium sulfonate
assessment
acetylation
acetyl coenzyme A（CoA）
acetylcholine
acetylcholineesterase
acetylcholine receptor
acetylsalicylic acid
acetylspiramycin
acetaminophen
acetone
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アセメタシン

ア

アセメタシン アセメタシン
亜潜像 アセンゾウ
アタッチメント アタッチメント
アタッチメントゲイン アタッチメントゲイン
アタッチメントシステム アタッチメントシステム
アタッチメントレベル アタッチメントレベル
アタッチメントロス アタッチメントロス
アダプテーション【歯肉の】 アダプテーション（シニクノ）
アダプテーションテクニック アダプテーションテクニック
アダマンチノーム ➡ エナメル上皮腫 アダマンチノーム
アダムスクラスプ アダムスクラスプ
アダムスのプライヤー アダムスノプライヤー
亜致死線量 アチシセンリョウ
亜致死損傷回復 アチシソンショウカイフク
亜致死的傷害 アチシテキショウガイ
亜致死的損傷 アチシテキソンショウ
圧印器 アツインキ
圧印金冠 アツインキンカン
圧印床 アツインショウ
圧延 アツエン
圧下 アッカ
圧外傷 アツガイショウ
圧覚 アッカク
圧拮抗 アツキッコウ
圧挫 アツザ
圧子
【修復用の】 アッシ（シュウフクヨウノ）
アッシャー症候群 アッシャーショウコウグン
圧縮応力 アッシュクオウリョク
圧縮試験 アッシュクシケン
圧縮強さ アッシュクツヨサ
圧縮ひずみ アッシュクヒズミ
圧縮変形 アッシュクヘンケイ
圧受容器 アツジュヨウキ
圧接 アッセツ
圧接子 アッセツシ
圧痛 アッツウ
圧痛閾 アッツウイキ
圧痛検査 アッツウケンサ
圧痛点 アッツウテン
圧電効果 アツデンコウカ
圧電素子 アツデンソシ
圧入方式 アツニュウホウシキ
圧迫萎縮 アッパクイシュク
圧迫壊死 アッパクエシ
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acemetacin
latent sub-image
attachment
attachment gain
attachment system
attachment level
attachment loss
adaptation
adaptation technique
adamantinoma
Adams clasp
Adams pliers
sublethal damage
sublethal damage recovery
sublethal injury
sublethal damage
swager
metal crown with swaged cusp
swaged plate
rolling
depression，intrusion
barotrauma
pressure sensation
pressure reversal
crushing
pressor
Ascher's syndrome
compressive stress
compression test
compressive strength
compressive strain
compressive deformation
baroreceptor，pressoreceptor
pressure welding
pressor
pressure pain，tenderness
pressure pain threshold
tenderness test
tender point
piezoelectric eﬀect
piezoelectric device
press technique
pressure atrophy
pressure necrosis，
compression necrosis

アトピー

圧迫蓋 アッパクガイ
圧迫骨折 アッパクコッセツ
圧迫骨接合術 アッパクコツセツゴウジュツ
圧迫止血 アッパクシケツ
圧迫側 アッパクソク
圧迫包帯 アッパクホウタイ
圧迫麻酔 アッパクマスイ
圧負担能力 アツフタンノウリョク
アップライティング アップライティング
アッベ法 アッベホウ
圧力アルゴメータ アツリョクアルゴメータ
圧力計 アツリョクケイ
アディポサイトカイン アディポサイトカイン
アテトーゼ アテトーゼ
アテトーゼ型 アテトーゼガタ
アデニル酸 アデニルサン
アデニル酸キナーゼ アデニルサンキナーゼ
アデニル酸シクラーゼ アデニルサンシクラーゼ
アデニン アデニン
アデノイド アデノイド
アデノイド顔貌 アデノイドガンボウ
アデノイド切除術 アデノイドセツジョジュツ
アデノウイルス アデノウイルス
アデノウイルス肺炎 アデノウイルスハイエン
アデノシン アデノシン
アデノシン 5’- 一リン酸 アデノシンゴダッシュイチリンサン
アデノシン 5’- 三リン酸 アデノシンゴダッシュサンリンサン
アデノシン 5’- 二リン酸 アデノシンゴダッシュニリンサン
アデノシン三リン酸二ナトリウム

hand casting pressor
compression fracture，
pressing fracture
compression osteosynthesis
pressing hemostasis
pressure side
compression bandage
pressure anesthesia
supporting ability
uprighting
Abbe method，
Abbe-Estlander method
pressure algometer
manometer
adipocytokine
athetosis
athetoid type
adenylic acid
adenylate kinase
adenylate cyclase
adenine
adenoid
adenoid face，
adenoid facial expression
adenoidectomy
adenovirus
adenovirus pneumonia
adenosine
adenosine 5'-monophosphate
（AMP）
adenosine 5'-triphosphate（ATP）
adenosine 5'-diphosphate（ADP）
adenosine triphosphate disodium

アデノシンサンリンサンニナトリウム

アテローム アテローム
アテローム硬化 ➡ 粥状硬化 アテロームコウカ
アテローム硬化症 アテロームコウカショウ
アテローム症 アテロームショウ
アテローム性動脈硬化症 アテロームセイドウミャクコウカショウ
アテロコラーゲン アテロコラーゲン
アテロコラーゲン膜 アテロコラーゲンマク
後味 アトアジ
アトニー アトニー
アドヒアランス アドヒアランス
アトピー アトピー

atheroma
atherosclerosis
atherosclerosis
atheromatosis
atherosclerosis
atelocollagen
atelocollagen membrane
remaining taste
atony
adherence
atopy
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ア

アトピーセイエ

ア

アトピー性炎 ➡ アトピー アトピーセイエン
アトピー性過敏症 ➡ アトピー アトピーセイカビンショウ
アトピー性皮膚炎 アトピーセイヒフエン
アトマイザ アトマイザ
アトマイズ法 アトマイズホウ
後戻り アトモドリ
アドリアマイシン アドリアマイシン
アドレナリン アドレナリン
アドレナリン過敏症 アドレナリンカビンショウ
アドレナリン作動性α受容体

atopic inﬂammation
atopic hypersensitivity
atopic dermatitis
atomizer
atomization process
relapse
adriamycin
adrenaline
adrenaline hypersensitivity
α-adrenergic receptor

アドレナリンサドウセイアルファジュヨウタイ

アドレナリン作動性α受容体作動薬

α-adrenergic agonists

アドレナリンサドウセイアルファジュヨウタイサドウヤク

アドレナリン作動性α受容体遮断薬

α-adrenergic antagonists

アドレナリンサドウセイアルファジュヨウタイシャダンヤク

アドレナリン作動性効果遮断薬

adrenergic blocking drug

アドレナリンサドウセイコウカシャダンヤク

アドレナリン作動性神経 アドレナリンサドウセイシンケイ
アドレナリン作動性物質 アドレナリンサドウセイブッシツ
アドレナリン作動薬 アドレナリンサドウヤク
アドレナリン遮断物質 アドレナリンシャダンブッシツ
アドレノクロムモノアミノグアニジンメタンスルホン
酸塩 アドレノクロムモノアミノグアニジンメタンスルホンサンエン
後ろう付け アトロウヅケ
後ろう付け法 アトロウヅケホウ
後露光 アトロコウ
アトロピン アトロピン
アトロピン様薬物 アトロピンヨウヤクブツ
アナコレーシス アナコレーシス
アナフィラキシー ➡ アナフィラキシーショック

adrenergic nerve
adrenergic agent
adrenergic drug
adrenergic blocking agent
adrenochrome monoaminoguanidine methane sulfonate
post ceramic soldering
post ceramic soldering method
post-exposure
atropine，atropine sulfate，
atropine sulfate hydrate
atropine-like drug
anachoresis
anaphylaxis

アナフィラキシー

アナフィラキシーショック アナフィラキシーショック
アナフィラキシー様反応 アナフィラキシーヨウハンノウ
アナフィラトキシン アナフィラトキシン
アナライジングロッド アナライジングロッド
アナログ画像 アナログガゾウ
アナログ・デジタル変換 アナログデジタルヘンカン
アナログ・デジタル変換器 アナログデジタルヘンカンキ
アニオン型表面活性剤 アニオンガタヒョウメンカッセイザイ
アニオン重合 アニオンジュウゴウ
アノード反応 アノードハンノウ
アノード分極 アノードブンキョク
アノマー アノマー
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anaphylactic shock
anaphylactoid reaction
anaphylatoxin
analyzing rod
analog image
analog-digital transformation
analog-digital converter（ADC），
analog to digital converter（ADC）
anionic surfactant
anionic polymerization
anodic reaction
anodic polarization
anomer

アペルトショウ

アパタイト アパタイト
アパタイトコーテッドインプラント

ア

apatite
apatite coated implant

アパタイトコーテッドインプラント

アバットメント アバットメント
アバットメントアナログ アバットメントアナログ
アバットメント印象 アバットメントインショウ
アバットメント - インプラント体界面 ➡
インプラント体 - アバットメント界面

abutment
abutment analog
abutment impression
abutment-implant interface

アバットメントインプラントタイカイメン

アバットメントコネクション アバットメントコネクション
アバットメント材料 アバットメントザイリョウ
アバットメントシャフト アバットメントシャフト
アバットメント除去器具 アバットメントジョキョキグ
アバットメントシリンダー アバットメントシリンダー
アバットメントスクリュー アバットメントスクリュー
アバットメント破折 アバットメントハセツ
アバットメントレベル印象 アバットメントレベルインショウ
アピカルカラー アピカルカラー
アピカルシート アピカルシート
アピカルステップ アピカルステップ
アピカルストップ ➡ アピカルシート アピカルストップ
亜ヒ酸 アヒサン
アビジン アビジン
アフィニティーカラムクロマトグラフィー

abutment connection
abutment material
abutment shaft
abutment retrieval instrument
abutment cylinder
abutment screw
abutment fracture
abutment level impression
apical collar
apical seat
apical step
apical stop
arsenic acid
avidin
aﬃnity column chromatography

アフィニティーカラムクロマトグラフィー

アフタ アフタ
アフターケア アフターケア
アフタ性咽頭炎 アフタセイイントウエン
アフタ性潰瘍 アフタセイカイヨウ
アフタ性口内炎 アフタセイコウナイエン
アフタ性歯肉炎 アフタセイシニクエン
アブフラクション アブフラクション
油 / ガス分配係数 アブラ / ガスブンパイケイスウ
アプリケータ アプリケータ
アブレーシブディスク アブレーシブディスク
アブレーシブホイール アブレーシブホイール
アブレーシブポイント アブレーシブポイント
アブレーシブ摩耗 アブレーシブマモウ
アベイラブルアーチレングス アベイラブルアーチレングス
アペール症候群 アペールショウコウグン
アペキシフィケーション アペキシフィケーション
アペキソゲネーシス アペキソゲネーシス
アペックス【ゴシックアーチの】 アペックス（ゴシックアーチノ）
アペルト症候群 ➡ アペール症候群

aphtha，aphthae
aftercare
aphthous pharyngitis
aphthous ulcer
aphthous stomatitis
aphthous gingivitis
abfraction
oil/gas partition coeﬃcient
applicator
abrasive disc
abrasive wheel
abrasive point
abrasive wear
available arch length
Apert syndrome
apexiﬁcation
apexogenesis
apex of gothic arch tracing
Apert syndrome

アペルトショウコウグン
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アヘン

ア

アヘン アヘン
アヘンアルカロイド

アヘンアルカロイド

アポイントメントシステム アポイントメントシステム
アポクリン腺 アポクリンセン
アポ酵素 アポコウソ
アポトーシス アポトーシス
アポリポタンパク質 アポリポタンパクシツ
アマドリ転位 アマドリテンイ
アマルガム ➡ 歯科用アマルガム アマルガム
アマルガム刺青 アマルガムイレズミ
アマルガム充塡器 アマルガムジュウテンキ
アマルガム修復 アマルガムシュウフク
アマルガム用合金 アマルガムヨウゴウキン
亜慢性毒性 アマンセイドクセイ
編み糸 アミイト
アミカシン アミカシン
アミダーゼ アミダーゼ
アミド型局所麻酔薬 アミドガタキョクショマスイヤク
アミトリプチリン アミトリプチリン
網トレー アミトレー
アミノアシル tRNA シンテターゼ

opium
opium alkaloids，
opium alkaloids hydrochloride
appointment system
apocrine gland
apoenzyme
apoptosis
apolipoprotein
Amadori rearrangement
amalgam
amalgam tattoo
amalgam condenser
amalgam restoration
amalgam alloy
subchronic toxicity
braided suture
amikacin，amikacin sulfate
amidase
amide-type local anesthetic
amitriptyline，
amitriptyline hydrochloride
mesh tray
aminoacyl-tRNA synthetase

アミノアシルティーアールエヌエーシンテターゼ

アミノ安息香酸エチル アミノアンソクコウサンエチル
アミノ基転移 アミノキテンイ
アミノグリコシド アミノグリコシド
アミノ酸 アミノサン
アミノ酸配列 アミノサンハイレツ
アミノ酸誘導体 アミノサンユウドウタイ
アミノ糖 アミノトウ
アミノトランスフェラーゼ アミノトランスフェラーゼ
アミノ配糖体抗菌薬 アミノハイトウタイコウキンヤク
アミノピリン アミノピリン
アミノフィリン アミノフィリン
アミノプテリン アミノプテリン
アミノペプチダーゼ アミノペプチダーゼ
アミラーゼ アミラーゼ
アミロ -1,4→1,6- トランスグリコシラーゼ

ethyl aminobenzoate
transamination
aminoglycoside
amino acid
amino acid sequence
amino acid derivative
amino sugar
aminotransferase
aminoglycoside antibiotics
aminopyrine
aminophylline
aminopterin
aminopeptidase
amylase
amylo-1,4→1,6-transglucosylase

アミロイチヨンイチロクトランスグリコシラーゼ

アミロ -1,6- グルコシダーゼ アミロイチロクグルコシダーゼ
アミロイド アミロイド
アミロイドーシス アミロイドーシス
アミロイド変性 アミロイドヘンセイ
アミロイド様物質 アミロイドヨウブッシツ
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amylo-1,6-glucosidase
amyloid
amyloidosis
amyloid degeneration
amyloid-like substance

アルゴメータ

アミロース アミロース
アミロペクチン アミロペクチン
アミロペクチン様多糖体 アミロペクチンヨウタトウタイ
アミン アミン
アミンオキシダーゼ アミンオキシダーゼ
アミン起媒方式 アミンキバイホウシキ
アムホテリシン B アムホテリシンビー
アメニティ アメニティ
アメリカ規格協会 アメリカキカクキョウカイ
アメリカ麻酔学会

アメリカマスイガッカイ

アメロゲニン アメロゲニン
アモキシシリン アモキシシリン
アモルファスセレン アモルファスセレン
アライナー型矯正装置 アライナーガタキョウセイソウチ
アラキドン酸 アラキドンサン
アラキドン酸カスケード アラキドンサンカスケード
アラキドン酸代謝産物 アラキドンサンタイシャサンブツ
Arachnia propionica アラクニアプロピオニーカ
アラニン アラニン
アラニンアミノトランスフェラーゼ
アラニンアミノトランスフェラーゼ

ALARA ➡ アララの原則
アララの原則 アララノゲンソク

アララ

アランダム アランダム
アリシン アリシン
アルカリ アルカリ
アルカリホスファターゼ アルカリホスファターゼ
アルカローシス アルカローシス
アルギナーゼ アルギナーゼ
アルギニン アルギニン
アルキル化薬 アルキルカヤク
アルギン酸カルシウム アルギンサンカルシウム
アルギン酸ナトリウム アルギンサンナトリウム
アルクロフェナク アルクロフェナク
アルコール アルコール
アルコール症 アルコールショウ
アルコールデヒドロゲナーゼ アルコールデヒドロゲナーゼ
アルコールトーチ アルコールトーチ
アルコールブロック アルコールブロック
アルゴメータ アルゴメータ

amylose
amylopectin
amylopectin-like polysaccharide
amine
amine oxidase
amine activating system
amphotericin B
amenity
American National Standard
Institute（ANSI）
American Society of
Anesthesiologists（ASA）
amelogenin
amoxicillin，amoxicillin hydrate
amorphous selenium
aligner type orthodontic appliance
arachidonic acid
arachidonate cascade
arachidonic acid metabolic product
alanine
glutamic-pyruvic transaminase
（GPT），alanine transaminase
（ALT）
as low as reasonably achievable
as low as reasonably achievable
（ALARA）
alundum
allysine
alkali
alkaline phosphatase
alkalosis
arginase
arginine
alkylating agent
calcium alginate
sodium alginate
alclofenac
alcohol
alcoholism
alcohol dehydrogenase
alcohol torch，alcohol blow torch
alcohol block
pressure pain thresholdmeter，
pressure pain algometer
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ア

アルゴンガスレ

ア

アルゴンガスレーザー アルゴンガスレーザー
アルコン型咬合器 アルコンガタコウゴウキ
アルジネート印象 アルジネートインショウ
アルジネート印象材 アルジネートインショウザイ
アルジネート分離材 アルジネートブンリザイ
アルチュス現象 アルチュスゲンショウ
アルチュス反応 アルチュスハンノウ
アルツハイマー病 アルツハイマービョウ
アルデヒド アルデヒド
アルデヒドデヒドロゲナーゼ アルデヒドデヒドロゲナーゼ
アルデヒドリアーゼ アルデヒドリアーゼ
アルドース アルドース
アルドール縮合 アルドールシュクゴウ
アルドステロン アルドステロン
アルドステロン症 アルドステロンショウ
アルドラーゼ アルドラーゼ
αアクチニン アルファアクチニン
αアドレナリン作用 アルファアドレナリンサヨウ
α運動線維 アルファウンドウセンイ
α運動ニューロン アルファウンドウニューロン
α壊変 アルファカイヘン
αカルシドール アルファカルシドール
αケトグルタル酸 アルファケトグルタルサン
α固縮 アルファコシュク
α鎖病 アルファサビョウ
α遮断薬 アルファシャダンヤク
α線 アルファセン
α -TCP ➡ α - リン酸三カルシウム アルファティーシーピー
α波 アルファハ
α半水石膏 アルファハンスイセッコウ
αプロジン アルファプロジン
α / β比 アルファベータヒ
αヘリックス構造 アルファヘリックスコウゾウ
αラクトアルブミン アルファラクトアルブミン
αリズム アルファリズム
α粒子 アルファリュウシ
α - リン酸三カルシウム アルファリンサンサンカルシウム
アルブミン アルブミン
アルベカシン アルベカシン
アルポート症候群 アルポートショウコウグン
アルマアタ宣言 アルマアタセンゲン
アルミナ アルミナ
アルミナスポイント アルミナスポイント
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argon（Ar）gas laser
arcon type articulator
alginate impression
alginate impression material
alginate separating medium
Arthus phenomenon
Arthus reaction
Alzheimer disease
aldehyde
aldehyde dehydrogenase
aldehyde lyase
aldose
aldol condensation
aldosterone
aldosteronism
aldolase
α-actinine
α-adrenergic action
α-ﬁber，α-motor ﬁber
α-motoneuron
α-decay，α-disintegration
α-calcidol
α-ketoglutaric acid
α-rigidity
α-chain disease
α-blocker，α-blocking drug，
α-receptor blocking drug，
α-receptor antagonist
α-ray
α-tricalcium phosphate
α-wave
α-hemihydrate gypsum
α-prodine
α/β ratio
α-helix structure
α-lactalbumin
α-rhythm
α-particle
α-tricalcium phosphate
albumin
arbekacin，arbekacin sulfate
Alport's syndrome
Declaration of Alma-Ata
alumina
aluminous point

アンカレッジベ

アルミナ陶材 アルミナトウザイ
アルミニウム塩 アルミニウムエン
アルミニウム階段 アルミニウムカイダン
アルミニウム当量 アルミニウムトウリョウ
アルミノシリケートガラス アルミノシリケートガラス
アルミノプロフェン アルミノプロフェン
亜鈴形根管 アレイケイコンカン
アレキシン アレキシン
アレルギー アレルギー
アレルギー型接触皮膚炎 アレルギーガタセッショクヒフエン
アレルギー性炎 アレルギーセイエン
アレルギー性口内炎 アレルギーセイコウナイエン
アレルギー性疾患 アレルギーセイシッカン
アレルギー性歯肉炎 アレルギーセイシニクエン
アレルギー性紫斑病 アレルギーセイシハンビョウ
アレルギー性上顎洞炎 アレルギーセイジョウガクドウエン
アレルギー性食中毒 アレルギーセイショクチュウドク
アレルギー性接触性口唇炎 ➡ 接触性口唇炎

ア

aluminous porcelain
aluminum salt
aluminum step wedge
aluminum equivalent
alumino-silicate glass
alminoprofen
dumbbell shaped root canal
alexin
allergy
allergy type contact dermatitis
allergic inﬂammation
allergic stomatitis
allergic disease
allergic gingivitis
allergic purpura
allergic maxillary sinusitis
allergic food poisoning
allergic contact cheilitis

アレルギーセイセッショクセイコウシンエン

アレルギー性唾液腺炎 アレルギーセイダエキセンエン
アレルギー性肉芽腫性血管炎
アレルギーセイニクゲシュセイケッカンエン

アレルギー性鼻炎 アレルギーセイビエン
アレルギー体質 アレルギータイシツ
アレルギー反応 アレルギーハンノウ
アレルゲン アレルゲン
アレルゲン検査 アレルゲンケンサ
アレンドロネート アレンドロネート
アローポイント アローポイント
アロキサン アロキサン
アロキサン糖尿病 アロキサントウニョウビョウ
アロステリック効果 アロステリックコウカ
アロステリック酵素 アロステリックコウソ
アロステリック部位 アロステリックブイ
アロステリックモディファイア アロステリックモディファイア
アロタイプ アロタイプ
アロディニア アロディニア
アロプリノール アロプリノール
ARONJ ➡ 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死 アロンジェ
アンカーピン アンカーピン
アンカレッジカーブ アンカレッジカーブ
アンカレッジバリュー アンカレッジバリュー
アンカレッジベンド アンカレッジベンド

allergic sialoadenitis
allergic granulomatous angiitis
（AGA）
allergic rhinitis
allergic diathesis，allergic predisposition
allergic reaction
allergen
allergic test
alendronate
arrow point
alloxan
diabetes mellitus with alloxan
allosteric eﬀect
allosteric enzyme
allosteric site
allosteric modiﬁer
allotype
allodynia
allopurinol
antiresorptive agent-related
osteonecrosis of the jaw
anchor pin
anchorage curve
anchorage value
anchorage bend
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アンカレッジロ

ア

アンカレッジロス ➡ 固定の喪失 アンカレッジロス
アンギーナ アンギーナ
アンギュレーション アンギュレーション
アンキローシス ➡ 骨性癒着【歯の】 アンキローシス
アングルⅠ級不正咬合 アングルイッキュウフセイコウゴウ
アングルⅢ級不正咬合 アングルサンキュウフセイコウゴウ
アングルⅡ級 1 類不正咬合 アングルニキュウイチルイフセイコウゴウ
アングルⅡ級 2 類不正咬合

アングルニキュウニルイフセイコウゴウ

アングルⅡ級不正咬合 アングルニキュウフセイコウゴウ
アングルの不正咬合の分類 アングルノフセイコウゴウノブンルイ
アングルピース アングルピース
アングルフォーマー アングルフォーマー
アンケート法 アンケートホウ
暗黒期 アンコクキ
暗示 アンジ
アンジェルマン症候群 アンジェルマンショウコウグン
アンジオグラフィー アンジオグラフィー
アンジオテンシン アンジオテンシン
アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アンジオテンシンヘンカンコウソソガイザイ

暗室 アンシツ
暗視野顕微鏡 アンシヤケンビキョウ
暗視野照明 アンシヤショウメイ
暗視野照明法 アンシヤショウメイホウ
暗順応 アンジュンノウ
鞍状型ポンティック アンジョウガタポンティック
鞍状歯列弓 アンジョウシレツキュウ
暗示療法 アンジリョウホウ
UNSCEAR ➡ 原子放射線の影響に関する国連科学委
員会 アンスケア
安静 アンセイ
安静空隙 アンセイクウゲキ
安静呼気位 アンセイコキイ
安静時唾液 ➡ 非刺激唾液
安静代謝率 アンセイタイシャリツ
安静代謝量 アンセイタイシャリョウ
アンセリン アンセリン
安全域 アンゼンイキ
安全管理者 アンゼンカンリシャ
安全光 アンゼンコウ
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アンセイジダエキ

anchorage loss
angina
angulation
ankylosis
Angle class Ⅰ malocclusion
Angle class Ⅲ malocclusion
Angle class Ⅱ division 1
malocclusion
Angle class Ⅱ division 2
malocclusion
Angle class Ⅱ malocclusion
Angle classiﬁcation of
malocclusion
angle piece
angle former
questionnaire method
eclipse period
suggestion
Angelman syndrome
angiography
angiotensin（ANG）
angiotensin-converting enzyme
inhibitor（ACEI）
dark room
dark-ﬁeld microscope
dark-ﬁeld illumination
dark-ﬁeld illumination
dark adaptation
saddle pontic
saddle shaped dental arch
suggestive therapy
United Nations Scientiﬁc
Committee on the Eﬀects of
Atomic Radiation
rest
interocclusal rest space，
free way space
resting expiratory level
resting saliva
resting metabolic rate（RMR）
resting metabolism（RM）
anserine
safety margin
safety manager
safety light

アンピロキシカ

安全光フィルター アンゼンコウフィルター
安全灯 アンゼントウ
安全弁 アンゼンベン
安息香酸 アンソクコウサン
アンダーカット アンダーカット
アンダーカット域 アンダーカットイキ
アンダーカットゲージ アンダーカットゲージ
アンダーカット量 アンダーカットリョウ
アンダーカントゥア アンダーカントゥア
アンダーフィリング アンダーフィリング
アンチコドン アンチコドン
アンチセンス アンチセンス
アンチティップベンド アンチティップベンド
アンチトロンビンⅢ アンチトロンビンサン
アンチピリン アンチピリン
アンチフラックス アンチフラックス
アンチホルミン アンチホルミン
アンチモンソンカーブ アンチモンソンカーブ
アンチローテーションアップライティングスプリング

ア

safelight ﬁlter
safelight
pop-oﬀ valve
benzoic acid
undercut
undercut area
undercut gauge
undercut
undercontour
underﬁlling
anticodon
anti-sense
anti-tip bend
antithrombin Ⅲ
antipyrine
antiﬂux
antiformin
anti-Monson curve
anti-rotation uprighting spring

アンチローテーションアップライティングスプリング

アンチローテーションベンド アンチローテーションベンド
安定核種 アンテイカクシュ
安定形態【窩洞の】 アンテイケイタイ（カドウノ）
安定溝【窩洞の】 アンテイコウ（カドウノ）
安定咬合 アンテイゴウゴウ
安定効力 アンテイコウリョク
安定剤 アンテイザイ
安定性 アンテイセイ
安定同位体 アンテイドウイタイ
アンテゴニアルノッチ アンテゴニアルノッチ
アンテの法則 アンテノホウソク
アンテリアガイダンス アンテリアガイダンス
アンテリアループ アンテリアループ
アンテリアレイシオ アンテリアレイシオ
アンデルセン病 アンデルセンビョウ
あん頭台 アントウダイ
アントニ A 型 アントニエーガタ
アントニ B 型 アントニビーガタ
アンドレーゼン線 アンドレーゼンセン
アントレー・ビクスラー症候群

anti-rotation bend
stable nuclide
stabilizing form
stabilizing channel
resting bite
stabilizing eﬀect
stabilizer
stability
stable isotope
antegonial notch
Ante's law
anterior guidance
anterior loop
anterior ratio
Andersen disease
head rest
Antoni A
Antoni B
Andresen line
Antley-Bixler syndrome（ABS）

アントレービクスラーショウコウグン

アンドロゲン アンドロゲン
鞍鼻 アンビ
アンピシリン アンピシリン
アンピロキシカム アンピロキシカム

androgen
saddle nose
ampicillin
ampiroxicam
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アンフェナクナ

アンフェナクナトリウム水和物

イ

アンフェナクナトリウムスイワブツ

アンプル アンプル
アンペア アンペア
罨法 アンポウ
アンモニア アンモニア
アンモニア血症 アンモニアケッショウ
アンモニア硝酸銀 アンモニアショウサンギン
安楽死 アンラクシ
アンレー アンレー
アンレー修復 アンレーシュウフク

あ

あ

amfenac sodium，
amfenac sodium hydrate
ampule
ampere，A
compress
ammonia
ammoninemia
ammoniacal silver nitrate
euthanasia，mercy killing
onlay
onlay restoration

イ
E アーチ イーアーチ
E アーチ装置 イーアーチソウチ
EEG ➡ 脳波 イーイージー
EEC 症候群 イーイーシーショウコウグン
ES 細胞 イーエスサイボウ
E 型肝炎 イーガタカンエン
イーグル症候群 イーグルショウコウグン
ECG ➡ 心電図 イーシージー
EGTA イージーティーエー

EDTA イーディーティーエー
イートン病原体 イートンビョウゲンタイ
EBA セメント イービーエーセメント
EBM イービーエム
ePTFE 膜 イーピーティーエフイーマク
イームズテクニック イームズテクニック
E 面 イーメン
E ライン イーライン
異栄養性石灰化 イエイヨウセイセッカイカ
胃液 イエキ
胃液分泌 イエキブンピ
硫黄顆粒【アクチノミセス属の】

E-arch
E-arch appliance
electroencephalogram
EEC syndrome
embryonic stem cell
hepatitis E
Eagle syndrome
electrocardiogram
ethyleneglycol bis tetraacetic acid，
ethyleneglycol bis 2-aminoethylether tetraacetic acid，ethyleneglycol tetraacetic acid
ethylenediaminetetraacetic acid
eaton agent
o-ethoxybenzoic acid cement
evidence-based medicine
expanded polytetraﬂuoroethylene
membrane
Eames technique
extracellular fracture face
esthetic line，E-line
dystrophic calciﬁcation
gastric juice
gastric secretion
sulfur granule

イオウカリュウ（アクチノミセスゾクノ）

硫黄酸化物 イオウサンカブツ
硫黄増感 イオウゾウカン
イオノフォア イオノフォア
イオン イオン
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sulfur oxides
sulfur sensitization
ionophore
ion

イキコラエ

イオン化 イオンカ
イオン化傾向 イオンカケイコウ
イオン活動度 イオンカツドウド
イオン強度 イオンキョウド
イオン結合 イオンケツゴウ
イオン交換 イオンコウカン
イオン交換クロマトグラフィー

ionization
ionization tendency
ionic activity
ionic strength
ionic bond
ion exchange
ion exchange chromatography

イ

イオンコウカンクロマトグラフィー

イオン交換樹脂 イオンコウカンジュシ
イオンスパッタリング イオンスパッタリング
イオン積 イオンセキ
イオンチャネル イオンチャネル
イオン注入 イオンチュウニュウ
イオン対 イオンツイ
イオン電極 イオンデンキョク
イオン電流 イオンデンリュウ
イオン導入法 イオンドウニュウホウ
イオン半径 イオンハンケイ
イオンメッキ イオンメッキ
イオン輸送 イオンユソウ
異化 イカ
胃回腸反射 イカイチョウハンシャ
胃潰瘍 イカイヨウ
異角化症 イカクカショウ
医学的監視 イガクテキカンシ
医学的管理 イガクテキカンリ
医学的危険度 イガクテキキケンド
医学的リハビリテーション イガクテキリハビリテーション
医学物理士 イガクブツリシ
医学モデル イガクモデル
鋳型 イガタ
異化代謝産物抑制 イカタイシャサンブツヨクセイ
鋳型温度 イガタオンド
胃カメラ イカメラ
胃管 イカン
胃癌 イガン
異感覚症 イカンカクショウ
易感染性 イカンセンセイ
易感染性患者 イカンセンセイカンジャ
易感染性宿主 イカンセンセイシュクシュ
易感染性状態 イカンセンセイジョウタイ
閾下縁 イキカエン
息切れ イキギレ
息こらえ イキコラエ

ion exchange resin
ion sputtering
ionic product
ionic channel
ion implantation
ion pair
ion electrode
ionic current
iontophoresis
ionic radius
ion plating
ion transport
catabolism，dissimilation
gastroileal reﬂex
gastric ulcer
dyskeratosis
medical surveillance
medical management
medical risk
medical rehabilitation
medical physicist
medical model
casting mold
catabolite repression
casting mold temperature
gastrocamera
stomach tube
gastric cancer，stomach cancer
dysesthesia
high infectivity
compromised patient
compromised host，
immuno compromised host
compromised stage
subliminal fringe
breathlessness
breath holding
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イキコラエエン

イ

息こらえ嚥下 イキコラエエンゲ
息こらえ時間 イキコラエジカン
閾刺激 イキシゲキ
閾上刺激 イキジョウシゲキ
閾線量 イキセンリョウ
閾値 イキチ
閾膜電位 イキマクデンイ
囲繞結紮 イギョウケッサツ
生きる質 ➡ QOL イキルシツ
育成医療 イクセイイリョウ
異型コリンエステラーゼ イケイコリンエステラーゼ
異形歯性 イケイシセイ
異形成 イケイセイ
異型性
【腫瘍細胞の】 イケイセイ（シュヨウサイボウノ）
易結晶性フラグメント イケッショウセイフラグメント
医原性 イゲンセイ
医原性外傷 イゲンセイガイショウ
医原性障害 イゲンセイショウガイ
医原性唾液分泌不全 イゲンセイダエキブンピフゼン
医原病 イゲンビョウ
医行為 イコウイ
移行義歯 イコウギシ
移行歯肉線維 イコウシニクセンイ
移行上皮癌 イコウジョウヒガン
異骨症 イコツショウ
鋳込温度 イコミオンド
鋳込時間 イコミジカン
鋳込不足 イコミブソク
鋳込率 イコミリツ
医師 イシ
縊死 イシ
維持 イジ
維持
【麻酔の】 イジ（マスイノ）
医師・患者信頼関係 イシカンジャシンライカンケイ
意識 イシキ
意識下挿管 イシキカソウカン
意識下鎮静法 イシキカチンセイホウ
意識混濁 イシキコンダク
意識障害 イシキショウガイ
意識消失 イシキショウシツ
意識状態
意識変化
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イシキジョウタイ
イシキヘンカ

supraglottic swallow
breath holding time
threshold stimulus
supra-threshold stimulus
threshold dose
threshold，threshold value
threshold membrane potential
circumferential wiring
quality of life（QOL）
medical care for physically disabled
children
atypical cholinesterase
heterodont，heterodonty
dysplasia
atypia，atypism
crystallizable fragment（Fc）
iatrogenic
iatrogenic trauma
iatrogenic disorder
iatrogenic hyposalivation
iatrogenic disease
medical practice
transitional denture
transgingival ﬁber
transitional cell carcinoma
dysostosis
casting temperature
casting time
insuﬃcient casting
casting rate
physician，doctor of medicine
（MD）
death by hanging
retention
maintenance
doctor-patient relationship
consciousness
awake intubation
conscious sedation
clouding of consciousness
disturbance of consciousness
loss of consciousness，
unconsciousness
state of consciousness
altered states of consciousness

イショク

易刺激性 イシゲキセイ
意志決定 イシケッテイ
維持歯 ➡ 支台歯 イジシ
医師・歯科医師・薬剤師調査

イシシカイシヤクザイシチョウサ

維持スクリュー イジスクリュー
維持線 イジセン
維持装置 ➡ 支台装置 イジソウチ
異質核形成 イシツカクケイセイ
異質性 イシツセイ
医事統計 イジトウケイ
医事紛争 イジフンソウ
医師法 イシホウ
医事法制 イジホウセイ
慰謝料 イシャリョウ
異種移植 イシュイショク
異種移植体反応 イシュイショクタイハンノウ
萎縮 イシュク
萎縮症 イシュクショウ
萎縮性舌炎 イシュクセイゼツエン
萎縮性中間顎 イシュクセイチュウカンガク
異種骨移植 イシュコツイショク
異種接合体 イシュセツゴウタイ
易出血性歯肉炎 イシュッケツセイシニクエン
異種電極電池 イシュデンキョクデンチ
異常 イジョウ
移乗 イジョウ
異常嚥下癖 イジョウエンゲヘキ
異常感覚 イジョウカンカク
異常結節 イジョウケッセツ
異常行動 イジョウコウドウ
異常絞扼反射 イジョウコウヤクハンシャ
異常根 イジョウコン
異常習癖 イジョウシュウヘキ
異常神経支配 イジョウシンケイシハイ
異常心理学 イジョウシンリガク
異常整流 イジョウセイリュウ
異常タンパク血症 イジョウタンパクケッショウ
異常治癒経過 イジョウチユケイカ
異常反射抑制姿勢 イジョウハンシャヨクセイシセイ
異常ヘモグロビン イジョウヘモグロビン
異食 イショク

irritability
decision making
anchor tooth，anchorage tooth
survey of physicians，dentists and
pharmacists
retaining screw
lock wire，anchor wire
locking device
heterogeneous nucleation
heterogeneity
medical statistics
medical dispute
Medical Practitioners Law
medical jurisprudence
consolation money
heterograft，xenograft，xenotransplantation，xenogeneic graft
heterogeneous graft response
atrophy
atrophy
atrophic glossitis
atrophic premaxilla
xenogeneic bone grafting
heterozygote
hemorrhagic gingivitis
dissimilar electric cell
anomaly，pathologic
transfer
abnormal swallowing habit，
bad swallowing habit
dysesthesia
abnormal tubercle
abnormal behavior
gagging reﬂex
abnormal root
abnormal habit，
parafunctional habit
anomalous innervation
abnormal psychology
anomalous rectiﬁcation
dysproteinemia
abnormal healing
reﬂex inhibiting posture
abnormal hemoglobin
pica
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イ

イショク

移植

イ

イショク

移植医療 イショクイリョウ
移植抗原 イショクコウゲン
移植骨片 イショクコッペン
移植材料 イショクザイリョウ
移植歯 イショクシ
移植術 イショクジュツ
異食症 イショクショウ
移植体拒絶 イショクタイキョゼツ
移植体拒絶反応 イショクタイキョゼツハンノウ
移植体対宿主反応 イショクタイタイシュクシュハンノウ
胃食道逆流 イショクドウギャクリュウ
胃食道逆流症 イショクドウギャクリュウショウ
移植片対宿主反応 イショクヘンタイシュクシュハンノウ
移植片対宿主病 イショクヘンタイシュクシュビョウ
移植法 イショクホウ
移植免疫 イショクメンエキ
異所形成 イショケイセイ
異所性移植 イショセイイショク
異所性吸収 イショセイキュウシュウ
異所性甲状腺 イショセイコウジョウセン
異所性甲状腺組織 イショセイコウジョウセンソシキ
異所性骨化 イショセイコツカ
異所性骨形成 イショセイコツケイセイ
異所性脂腺 イショセイシセン
異所性唾液腺 イショセイダエキセン
異所性囊胞 イショセイノウホウ
異所性ホルモン産生腫瘍 イショセイホルモンサンセイシュヨウ
異所性ホルモン分泌 イショセイホルモンブンピ
異所萌出 イショホウシュツ
維持領域 ➡ アンダーカット域 イジリョウイキ
維持腕 イジワン
医真菌学 イシンキンガク
鋳巣 イス
イスムス イスムス
イズロン酸 イズロンサン
異性化 イセイカ
異性化酵素 イセイカコウソ
異性体 イセイタイ
胃腺 イセン
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graft，grafting，implantation，
transplantation，transfer，
plantation
transplantation medicine
transplantation antigen
grafted bone block
transplant
transplanted tooth
graft，grafting，implantation，
transplantation
pica
grafts rejection
grafts rejection
graft versus host reaction
gastroesophageal reﬂux（GER）
gastroesophageal reﬂux disease
（GERD）
graft versus host reaction
graft versus host disease（GVHD）
graft，grafting，transplantation
transplantation immunity
heterotopia
heterotopic transplantation
ectopic resorption
heterotopic thyroid gland
ectopic thyroid tissue
heterotopic ossiﬁcation，
ectopic ossiﬁcation
ectopic bone formation
ectopic sebaceous gland
ectopic salivary gland
ectopic cyst
ectopic hormone-producing tumor
ectopic hormone-production
ectopic eruption
undercut area
retentive arm
medical mycology
casting porosity
isthmus
iduronic acid
isomerization
isomerase
enantiomer，isomer
gastric gland

イチエーグンヨ

胃洗浄 イセンジョウ
異染小体 イセンショウタイ
異染色質 イセンショクシツ
位相 イソウ
胃相 イソウ
移送 イソウ
位相エンコーディング イソウエンコーディング
位相エンコード方向 イソウエンコードホウコウ
位相画像 イソウガゾウ
位相差 イソウサ
移送サービス イソウサービス
位相差顕微鏡 イソウサケンビキョウ
位相の散逸 イソウノサンイツ
位相符号化 イソウフゴウカ
イソ酵素 イソコウソ
イソ染色体 イソセンショクタイ
イソデスモシン イソデスモシン
イソニアジド イソニアジド
イソフルラン イソフルラン
イソプレナリン イソプレナリン
イソプロテレノール イソプロテレノール
イソプロピルアンチピリン イソプロピルアンチピリン
イソロイシン イソロイシン
依存 イゾン
鋳損じ イソンジ
依存症 イゾンショウ
依存性 イゾンセイ
依存性試験 イゾンセイシケン
依存性薬物 イゾンセイヤクブツ
イタイイタイ病 イタイイタイビョウ
胃大腸反射 イダイチョウハンシャ
胃唾液反射 イダエキハンシャ
イタコン酸 イタコンサン
痛み イタミ
1α,25- ジヒドロキシビタミン D3

gastric lavage
metachromatic granule
heterochromatin
phase
gastric phase
transportation
phase encoding
phase encoding direction
phase image
phase diﬀerence
transfer service
phase contrast microscope
dephasing
phase encoding
isoenzyme
isochromosome
isodesmosine
isoniazid
isoﬂurane
isoprenaline，isoprenaline hydrochloride，l-isoprenaline，
l-isoprenaline hydrochloride
isoproterenol
isopropylantipyrine
isoleucine
dependence
casting failure
dependency，addiction
anaclitic
dependence study
dependence producing drug，
habit-forming drug
itai-itai disease
gastrocolic reﬂex
gastrosalivary reﬂex
itaconic acid
pain
1α,25-dihydroxyvitamin D3

イ

イチアルファニジュウゴジヒドロキシビタミンディースリー

1α- ヒドロキシビタミン D3

1α-hydroxyvitamin D3

イチアルファヒドロキシビタミンディースリー

位置異常 イチイジョウ
一遺伝子遺伝 イチイデンシイデン
Ⅰa 群線維 イチエーグンセンイ
Ⅰa 群抑制 イチエーグンヨクセイ

malposition
monogenic inheritance
group Ⅰa ﬁber
group Ⅰa inhibition
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イチエンキタケ

一塩基多型

イ

イチエンキタケイ

Ⅰ型コラーゲン イチガタコラーゲン
1 型糖尿病 ➡ インスリン依存型糖尿病

single nucleotide polymorphism
（SNP）
type Ⅰ collagen
type 1 diabetes mellitus（T1DM）

イチガタトウニョウビョウ

位置感覚 イチカンカク
位置決め イチギメ
位置決め器具 イチギメキグ
位置決め装置 イチギメソウチ
一元拡散 イチゲンカクサン
一元拡散法 イチゲンカクサンホウ
一元配置 イチゲンハイチ
一元放射免疫拡散 イチゲンホウシャメンエキカクサン
一元放射免疫拡散法
苺舌

イチゲンホウシャメンエキカクサンホウ

イチゴゼツ

一語文 イチゴブン
一次移植片反応 イチジイショクヘンハンノウ
一次医療 イチジイリョウ
一次医療機関 イチジイリョウキカン
一次印象 ➡ 概形印象 イチジインショウ
一次 X 線 イチジエックスセン
一次応答 イチジオウトウ
一次求心性線維脱分極 イチジキュウシンセイセンイダツブンキョク
一次救命処置 イチジキュウメイショチ
Ⅰ軸
【DC/TMD の】 イチジク（ディーシー / ティーエムディーノ）
一軸回転方式 イチジクカイテンホウシキ
一次結合 イチジケツゴウ
一次口蓋 イチジコウガイ
一次口腔 イチジコウクウ
一次構造 イチジコウゾウ
一次固定 イチジコテイ
一次固溶体 イチジコヨウタイ
一次刺激型皮膚炎 イチジシゲキガタヒフエン
一次終末

イチジシュウマツ

一次手術 イチジシュジュツ
一次性咬合性外傷 イチジセイコウゴウセイガイショウ
一次性ショック ➡ 神経原性ショック イチジセイショック
一次選択 イチジセンタク
一次線溶 イチジセンヨウ
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sense of position，position sense
positioning
position indicating device（PID）
simulator
single diﬀusion
single diﬀusion
one-way layout，one-way design
single radial immunodiﬀusion
（SRID）
single radial immunodiﬀusion
（SRID）
raspberry tongue，
strawberry tongue
one word sentence
ﬁrst set reaction
primary medical care
primary medical care service
preliminary impression
primary X-ray
primary response
primary aﬀerent depolarization
（PAD）
basic life support（BLS）
axis Ⅰ
rotational single axis method
primary bond
primary palate
primary oral cavity
primary structure
primary splinting
primary solid solution
primary irritative type contact
dermatitis
primary ending，
primary nerve ending
ﬁrst stage surgery
primary occlusal trauma
primary shock
ﬁrst choice
primary ﬁbrinolysis

イッキュウカド

一次治癒

イチジチユ

一時的止血法

イチジテキシケツホウ

一時的歯根吸収 イチジテキシコンキュウシュウ
一次軟骨 イチジナンコツ
一次二次口蓋裂 イチジニジコウガイレツ
一次ビーム イチジビーム
一次閉鎖 イチジヘイサ
一次縫合 イチジホウゴウ
一次放射線 イチジホウシャセン
一次埋没 イチジマイボツ
一重項酸素 イチジュウコウサンソ
一重盲検 イチジュウモウケン
一次予防 イチジヨボウ
一次予防事業対象者 イチジヨボウジギョウタイショウシャ
一成分系 イチセイブンケイ
一濃度ディスク法 イチノウドディスクホウ
Ⅰ b 群線維 イチビーグンセンイ
Ⅰ b 群抑制 イチビーグンヨクセイ
一部性歯髄炎 イチブセイシズイエン
一方向弁 イチホウコウベン
一門照射法 イチモンショウシャホウ
胃腸管死 イチョウカンシ
胃腸症候群【急性放射線被曝による】

healing by ﬁrst intention，
primary healing
provisional hemostasis，
temporal hemostasis
transient root resorption
primary cartilage
cleft of primary and secondary
palate
primary beam
primary closure
primary suture
primary radiation
primary ﬂasking，
primary investing
singlet oxygen
single blind，single blind test
primary prevention
subjects with primary prevention
for long-term care
one component system
single disc method
group Ⅰb ﬁber
group Ⅰb inhibition
partial pulpitis
one way valve
single ﬁeld irradiation
gastrointestinal（GI）death
gastrointestinal（GI）syndrome

イ

イチョウショウコウグン（キュウセイホウシャセンヒバクニヨル）

胃腸症状 イチョウショウジョウ
一卵性双生児 イチランセイソウセイジ
一卵性不同双胎児 イチランセイフドウソウタイジ
一回換気量 イッカイカンキリョウ
一回心拍出量 イッカイシンハクシュツリョウ
一回注入法 イッカイチュウニュウホウ
一回法インプラント イッカイホウインプラント
一過性菌 イッカセイキン
一過性置換性吸収【歯根の】

gastrointestinal symptom
monozygotic twins
separated uniovular asymmetrical
twin
tidal volume
stroke volume
single injection technique
one-stage implant
transient bacteria
transient replacement resorption

イッカセイチカンセイキュウシュウ（シコンノ）

一過性脳虚血発作
一期治療
1 級窩洞

イッカセイノウキョケツホッサ

イッキチリョウ
イッキュウカドウ

transient cerebral ischemic attack
（TIA），transient ischemic attack
（TIA）
ﬁrst phase treatment
class 1 cavity
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イッキュウゴム

イ

Ⅰ級ゴム イッキュウゴム
Ⅰ級大臼歯関係 イッキュウダイキュウシカンケイ
Ⅰ級不正咬合 イッキュウフセイコウゴウ
1 歳 6 か月児 イッサイロッカゲツジ
1 歳 6 か月児健康診査 イッサイロッカゲツジケンコウシンサ
一酸化炭素 イッサンカタンソ
一酸化炭素中毒 イッサンカタンソチュウドク
溢出型 イッシュツガタ
溢出孔 イッシュツコウ
一生歯性 イッセイシセイ
一側肺麻酔 イッソクハイマスイ
一般医 イッパンイ
一般型
【スキャモンの臓器別発育曲線の】
イッパンガタ（スキャモンノゾウキベツハツイクキョクセンノ）

一般検査 イッパンケンサ
一般人 イッパンジン
一般毒性試験 イッパンドクセイシケン
一般目標 イッパンモクヒョウ
一般用医薬品 イッパンヨウイヤクヒン
一壁性骨欠損 イッペキセイコツケッソン
イディオタイプ イディオタイプ
移転 イテン
遺伝 イデン
遺伝暗号 イデンアンゴウ
遺伝学 イデンガク
遺伝形質 イデンケイシツ
移転歯 イテンシ
遺伝子 イデンシ
遺伝子異質性 イデンシイシツセイ
遺伝子型 イデンシガタ
遺伝子活性化 イデンシカッセイカ
遺伝子環境 イデンシカンキョウ
遺伝子記号 イデンシキゴウ
遺伝子組み換え イデンシクミカエ
遺伝子工学 イデンシコウガク
遺伝子座 イデンシザ
遺伝子作用 イデンシサヨウ
遺伝子診断 イデンシシンダン
遺伝子操作 イデンシソウサ
遺伝子増幅 イデンシゾウフク
遺伝子治療 イデンシチリョウ
遺伝子導入 イデンシドウニュウ
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class Ⅰ elastics
class Ⅰ molar relationship
class Ⅰ malocclusion
1.5-year-old children
health examination for 1.5-year-old
children
carbon monoxide
carbon monoxide poisoning
extravasation type
escape hole
monophyodont，monophyodonty
one lung anesthesia
general practitioner（GP）
general type，
Scammon general type
general examination
general public
general toxicity test
general instructive objective
nonprescription drug，proprietary
drug
one wall infrabony defect
idiotype
transversion
heredity
codon，genetic code
genetics
hereditary trait
transposition of the tooth
gene
genetic heterogeneity
genotype
gene activation
genotypical milieu
gene symbol
gene recombination
genetic engineering，
gene engineering
gene locus
gene action
genetic diagnosis
gene manipulation
gene ampliﬁcation
gene therapy
gene transfer

イドウツウ

遺伝子突然変異 イデンシトツゼンヘンイ
遺伝子発現 イデンシハツゲン
遺伝子病 イデンシビョウ
遺伝情報 イデンジョウホウ
遺伝子ライブラリー イデンシライブラリー
遺伝性 イデンセイ
遺伝性エナメル質形成不全症 ➡ エナメル質形成不全
症 イデンセイエナメルシツケイセイフゼンショウ
遺伝性家族性アミロイド症 イデンセイカゾクセイアミロイドショウ
遺伝性球状赤血球症 イデンセイキュウジョウセッケッキュウショウ
遺伝性結合織疾患 イデンセイケツゴウシキシッカン
遺伝性疾患 イデンセイシッカン
遺伝性歯肉線維腫症 イデンセイシニクセンイシュショウ
遺伝性出血性毛細血管拡張症 ➡ オスラー・ウェー
バー・ランジュ症候群

gene mutation
gene expression
hereditary disease
genetic information
genome library
hereditary
hereditary enamel hypoplasia

イ

heredofamilial amyloidosis
hereditary spherocytosis
hereditary connective tissue disease
hereditary disease
hereditary gingival hyperplasia
hereditary hemorrhagic
telangiectasia

イデンセイシュッケツセイモウサイケッカンカクチョウショウ

遺伝性腎炎 イデンセイジンエン
遺伝性多発性セメント質腫症

hereditary nephritis
hereditary multiple cementomatosis

イデンセイタハツセイセメントシツシュショウ

遺伝性低リン酸血症性抗ビタミン D くる病
イデンセイテイリンサンケッショウセイコウビタミンディークルビョウ

遺伝性乳白色象牙質 イデンセイニュウハクショクゾウゲシツ
遺伝性非球状赤血球性溶血性貧血
イデンセイヒキュウジョウセッケッキュウセイヨウケツセイヒンケツ

遺伝性良性上皮内異角化症
イデンセイリョウセイジョウヒナイイカクカショウ

遺伝線量 イデンセンリョウ
遺伝相談 イデンソウダン
遺伝的影響 イデンテキエイキョウ
遺伝的原因 イデンテキゲンイン
遺伝的障害 イデンテキショウガイ
遺伝的素因 イデンテキソイン
遺伝的多型 イデンテキタケイ
遺伝的変異 イデンテキヘンイ
遺伝的要因 イデンテキヨウイン
遺伝標識 イデンヒョウシキ
遺伝物質 イデンブッシツ
遺伝有意線量 イデンユウイセンリョウ
移動域 イドウイキ
移動サービス イドウサービス
移動歯科診療車 ➡ 歯科診療車
移動障害 イドウショウガイ
移動相 イドウソウ
移動痛 イドウツウ

イドウシカシンリョウシャ

hereditary hypophosphatemic
vitamin D-resistant rickets
hereditary opalescent dentin
hereditary non-spherocytic
hemolytic anemia
hereditary benign intraepithelial
dyskeratosis
genetic dose
genetic counseling
hereditary eﬀect
hereditary factor
genetic hazard
hereditary predisposition
genetic polymorphism
genetic variation
genetic factor，genetic diathesis
genetic marker
genetic material
genetically signiﬁcant dose（GSD）
excursion
transfer service
mobile dental clinic，
mobile dental van
moving diﬃculty
mobile phase
wandering pain
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イドウドウサ

イ

移動動作 イドウドウサ
移動能力障害 イドウノウリョクショウガイ
移動皮弁 イドウヒベン
移動用リフト イドウヨウリフト
井戸型シンチレータ イドガタシンチレータ
意図振戦 イトシンセン
意図的再植 イトテキサイショク
意図的脱臼 イトテキダッキュウ
胃内容排出時間 イナイヨウハイシュツジカン
イニオン【セファロ分析の】 イニオン（セファロブンセキノ）
イニシエーション イニシエーション
イニシャルアピカルファイル イニシャルアピカルファイル
イヌリン イヌリン
イノシトール イノシトール
イノシトール三リン酸 イノシトールサンリンサン
イノシン イノシン
イノシン 5’- 一リン酸 イノシンゴダッシュイチリンサン
イノシン 5’- 三リン酸 イノシンゴダッシュサンリンサン
イノシン 5’- 二リン酸 イノシンゴダッシュニリンサン
イノシン酸 イノシンサン
医の倫理 イノリンリ
鋳肌あれ イハダアレ
鋳バリ

イバリ

いびき イビキ
易疲労性 イヒロウセイ
衣服着脱 イフクチャクダツ
異物
【生体】 イブツ（セイタイ）
異物巨細胞 イブツキョサイボウ
異物形成法 イブツケイセイホウ
異物使用関節形成術 イブツシヨウカンセツケイセイジュツ
異物使用形成術 イブツシヨウケイセイジュツ
異物処理 イブツショリ
異物反応 イブツハンノウ
イブプロフェン イブプロフェン
易変形性 イヘンケイセイ
異方性拡散 イホウセイカクサン
異方性の イホウセイノ
異方率 イホウリツ
異味症 イミショウ
イミディエイトサイドシフト イミディエイトサイドシフト
イミノ酸 イミノサン
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ambulation activities
locomotor disability
sliding ﬂap
lift，mobile lift
well-type scintillator
intention tremor
intentional replantation
intentional luxation
gastric emptying time
Inion
initiation
initial apical ﬁle（IAF）
inulin
inositol
inositol trisphosphate（IP3）
inosine
inosine 5'-monophosphate（IMP）
inosine 5'-triphosphate（ITP）
inosine 5'-diphosphate（IDP）
inosinic acid
medical ethics
surface deterioration，surface
roughness and irregularity of cast
casting ﬁn，ﬁn of casting，
ﬂash of casting
snoring
easy fatigability
wearing of cloth
xenobiotic
foreign body giant cell
alloplast
alloarthroplasty
alloplasty
elimination of foreign body
foreign body reaction
ibuprofen
compressibility
anisotropic diﬀusion
anisotropic
anisotropy index
heterogeusia
immediate side shift
imino acid

イヤクヒンフク

イミプラミン

イミプラミン

イメージインテンシファイアー イメージインテンシファイアー
イメージオルシコン イメージオルシコン
イメージ増倍管 イメージゾウバイカン
イメージングプレート イメージングプレート
イヤーピースタイプフェイスボウ

imipramine，
imipramine hydrochloride
image intensiﬁer
image orthicon
image intensiﬁer，
image intensiﬁer tube（II）
imaging plate（IP）
ear-piece type face bow

イ

イヤーピースタイプフェイスボウ

イヤーボウ イヤーボウ
イヤーマフ イヤーマフ
イヤーロッド イヤーロッド
医薬品 イヤクヒン
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保
等に関する法律
イヤクヒンイリョウキキトウノヒンシツユウコウセイオヨビアンゼンセイノカクホトウ
ニカンスルホウリツ

医薬品医療機器等法 ➡ 医薬品，医療機器等の品質，
有効性及び安全性の確保等に関する法律

earbow
earmuﬀs
ear rod
drug，medicines，pharmaceutical
preparation
Law on Securing Quality，Eﬃcacy
and Safety of Products Including
Pharmaceuticals and Medical
Devices
Pharmaceutical and Medical
Device Act

イヤクヒンイリョウキキトウホウ

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理規定

good manufacture practice（GMP）

イヤクヒンオヨビイヤクブガイヒンノセイゾウカンリオヨビヒンシツカンリキテイ

医薬品情報 イヤクヒンジョウホウ
医薬品添加物 イヤクヒンテンカブツ
医薬品の安全性試験の実施に関する規準

drug information（DI）
pharmaceutical additive，
pharmaceutical excipient
good laboratory practice（GLP）

イヤクヒンノアンゼンセイシケンノジッシニカンスルキジュン

医薬品の安全性に関する非臨床試験実施基準

good laboratory practice（GLP）

イヤクヒンノアンゼンセイニカンスルヒリンショウシケンジッシキジュン

医薬品の再評価 イヤクヒンノサイヒョウカ
医薬品の市販後調査の基準
イヤクヒンノシハンゴチョウサノキジュン

医薬品の製造管理および品質管理に関する基準
イヤクヒンノセイゾウカンリオヨビヒンシツカンリニカンスルキジュン

医薬品の臨床試験の実施に関する基準

drug eﬃcacy review
good post marketing surveillance
practice（GPMSP）
good manufacturing practice
（GMP）
good clinical practice（GCP）

イヤクヒンノリンショウシケンノジッシニカンスルキジュン

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令

good clinical practice（GCP）

イヤクヒンノリンショウシケンノジッシノキジュンニカンスルショウレイ

医薬品副作用情報

イヤクヒンフクサヨウジョウホウ

医薬品副作用被害救済制度
イヤクヒンフクサヨウヒガイキュウサイセイド

information on drug adverse
reaction，information on side
eﬀects of drug
relief system for suﬀerers from
adverse drug reactions
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イヤクヒンフク

医薬品副作用歴

イ

イヤクヒンフクサヨウレキ

医薬部外品 イヤクブガイヒン
医用画像管理システム

イヨウガゾウカンリシステム

医用画像工学 イヨウガゾウコウガク
医用工学 イヨウコウガク
易溶合金 イヨウゴウキン
医用放射線 イヨウホウシャセン
イリジウム 192 イリジウムヒャクキュウジュウニ
イリノイ心理言語能力テスト
イリノイシンリゲンゴノウリョクテスト

医療 イリョウ
医療安全管理体制 イリョウアンゼンカンリタイセイ
医療介護総合確保推進法 イリョウカイゴソウゴウカクホスイシンホウ
医療過誤 イリョウカゴ
医療過誤訴訟 イリョウカゴソショウ
医療関係者 イリョウカンケイシャ
医療監査 イリョウカンサ
医療関連感染症 イリョウカンレンカンセンショウ
医療危機管理 イリョウキキカンリ
医療計画 イリョウケイカク
医療経済 イリョウケイザイ
医療経済学 イリョウケイザイガク
医療経済実態調査

イリョウケイザイジッタイチョウサ

医療圏 イリョウケン
医療行為 イリョウコウイ
医療裁判 イリョウサイバン
医療産業 イリョウサンギョウ
医療事故 イリョウジコ
医療施設 イリョウシセツ
医療施設調査 イリョウシセツチョウサ
医療従事者 イリョウジュウジシャ
医療需要 イリョウジュヨウ
医療情報 イリョウジョウホウ
医療情報提供 イリョウジョウホウテイキョウ
医療ソーシャルワーカー イリョウソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーク イリョウソーシャルワーク
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case history of adverse reactions to
drug
quasi drug
picture archiving and communication system（PACS）for medical
applications
medical image engineering
medical engineering
fusible alloy
medical radiation
iridium 192（Ir-192）
Illinois test of psycholinguistic
abilities（ITPA）
medical service
medical safety control system
Act Concerning the Promotion
of Community Healthcare and
Caregiving
medical malpractice
malpractice litigation
medical staﬀ
medical audit
healthcare associated infection
medical risk management
medical program
medical economics
economics of medical care，
medical economics
survey on economic conditions in
health care，survey on health
care facilities
medical care zone
medical practice
medical trial
health care industry，medical and
pharmaceutical industry
malpractice
medical institution
medical institutions survey
medical personnels
medical demand
medical information
medical information provision
medical social worker（MSW）
medical social work

イロノサンゾク

医療訴訟 イリョウソショウ
医療提供体制 イリョウテイキョウタイセイ
医療内部被曝線量委員会 イリョウナイブヒバクセンリョウイインカイ
医療の質 イリョウノシツ
医療廃棄物 イリョウハイキブツ
医療廃棄物処理 イリョウハイキブツショリ
医療費 イリョウヒ
医療被曝 イリョウヒバク
医療被曝線量 イリョウヒバクセンリョウ
医療福祉 イリョウフクシ
医療扶助 イリョウフジョ
医療法 イリョウホウ
医療法人 イリョウホウジン
医療保険 イリョウホケン

医療保険制度 イリョウホケンセイド
医療保障 イリョウホショウ
医療保障制度 イリョウホショウセイド
医療面接 イリョウメンセツ
医療用医薬品 イリョウヨウイヤクヒン
医療用 X 線フィルム イリョウヨウエックスセンフィルム
医療用具 イリョウヨウグ
医療用具関連感染 イリョウヨウグカンレンカンセン
医療用放射線 イリョウヨウホウシャセン
医療倫理 イリョウリンリ
医療連携 イリョウレンケイ
イレギュラリティーインデックス

medical suit
medical care system
Medical International Radiation
Dose Committee（MILD）
quality of medical service
medical waste
medical waste processing
fee for treatment
medical exposure
medical exposure dose
health and medical social work
medical treatment aid
Medical Service Law
medical juridical person
medical insurance，
medical expense insurance，
medical treatment insurance，
medical care insurance
medical insurance system
medical security
medical security system
medical interview
ethical drugs
medical X-ray ﬁlm
medical device，device
device-associated infection
medical radiation
medical ethics
medical cooperation
irregularity index

イレギュラリティーインデックス

いれずみ イレズミ
入歯師 イレバシ
色合わせ イロアワセ
胃瘻 イロウ
胃瘻造設 イロウゾウセツ
胃瘻造設術 イロウゾウセツジュツ
色温度 イロオンド
色感度 イロカンド
色空間 イロクウカン
色三角形 イロサンカクケイ
色選択 イロセンタク
色対比 イロタイヒ
色の三属性 イロノサンゾクセイ

tattooing
denturist
shade matching，color matching
gastric ﬁstula，gastrostoma
gastrostomy
gastrostomy
color temperature
chromatic sensitivity，
color sensitivity
color space
color triangle
shade taking，shade selection
color contrast
three attributes of color
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イ

イワカン

違和感

イ

イワカン

陰 イン
陰イオン
陰影欠損
因果関係

インイオン
インエイケッソン
インガカンケイ

印画紙 インガシ
インカドロネート インカドロネート
印環細胞 インカンサイボウ
印環細胞癌 インカンサイボウガン
インキュベーター ➡ 培養器 インキュベーター
陰虚 インキョ
陰極 インキョク
陰極線 インキョクセン
陰極線管 インキョクセンカン
陰極電気緊張 インキョクデンキキンチョウ
陰極抑圧 インキョクヨクアツ
インクジェット法 インクジェットホウ
インクルージョン インクルージョン
咽後間隙 インコウカンゲキ
インコヒーレント散乱 インコヒーレントサンラン
インサイザルエッジ インサイザルエッジ
インサイザルコーナーマトリックス

discomfort，uncomfortable feeling，unpleasant sensation
yin
anion
ﬁlling defect
causal relationship，relation of
cause and eﬀect，causality，
causation
photographic paper
incadronate
signet-ring cell
signet-ring cell carcinoma
incubator
yin deﬁciency
cathode
cathode ray
cathode ray tube（CRT）
catelectrotonus
cathodal depression
direct inkjet printing method
inclusion
retropharyngeal space
incoherent scattering
incisal edge
incisal corner matrix

インサイザルコーナーマトリックス

インサイチュー インサイチュー
インサイチューハイブリダイゼーション

in situ
in situ hybridization（ISH）

インサイチューハイブリダイゼーション

飲作用 インサヨウ
インジェクションタイプ【印象材の】

pinocytosis
injection type

インジェクションタイプ（インショウザイノ）

インシジョンインフェリウス【セファロ分析の】

Incision Inferius（II）

インシジョンインフェリウス（セファロブンセキノ）

インシデント インシデント
因子分析 インシブンセキ
印象 インショウ
印象圧 インショウアツ
印象域 インショウイキ
印象材 インショウザイ
印象材固定液 インショウザイコテイエキ
印象採得 インショウサイトク
印象精度 インショウセイド
印象法 インショウホウ
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incident
factor analysis
impression
impression pressure
impression area
impression material，
dental impression material
impression material ﬁxing solution
impression taking
accuracy of impression
impression method

インテークカン

飲小胞 インショウホウ
印象用コーピング ➡ トランスファーコーピング

pinocytotic vesicle
impression coping

イ

インショウヨウコーピング

印象用スパチュラ インショウヨウスパチュラ
印象用石膏 インショウヨウセッコウ
印象用トランスファーコーピング ➡ トランスファー
コーピング インショウヨウトランスファーコーピング
印象用トレー インショウヨウトレー
印象用ワックス インショウヨウワックス
飲水中枢 インスイチュウスウ
飲水量 インスイリョウ
インスリン インスリン
インスリン依存型糖尿病 インスリンイゾンガタトウニョウビョウ
インスリン抵抗性糖尿病 インスリンテイコウセイトウニョウビョウ
インスリン非依存型糖尿病
インスリンヒイゾンガタトウニョウビョウ

インスリン様増殖因子 インスリンヨウゾウショクインシ
陰性残像 インセイザンゾウ
陰性染色 インセイセンショク
陰性染色法 インセイセンショクホウ
陰性造影剤 インセイゾウエイザイ
陰性造影剤造影法 インセイゾウエイザイゾウエイホウ
陰性適中率 インセイテキチュウリツ
インセットベンド インセットベンド
インターオクルーザルレコード インターオクルーザルレコード
インターナルコネクション インターナルコネクション
インターナルヘキサゴン インターナルヘキサゴン
インターフェロン インターフェロン
インターベンショナル超音波 インターベンショナルチョウオンパ
インターベンショナルラジオロジー
➡ 画像診断的介入治療 インターベンショナルラジオロジー
インターポジション型グラフト インターポジションガタグラフト
インターラビアルギャップ インターラビアルギャップ
インターリーブ インターリーブ
インターロイキン インターロイキン
インターロック インターロック
インターロック機構 インターロックキコウ
インダイレクトボンディングシステム

impression spatula
impression plaster
impression transfer coping
impression tray
impression wax
drinking center
water-drinking volume
insulin
insulin dependent diabetes mellitus
（IDDM）
insulin resistant diabetes mellitus
non-insulin dependent diabetes
mellitus（NIDDM）
insulin-like growth factor（IGF）
negative after-image
negative stain，negative staining
negative stain，negative staining
negative contrast medium
negative contrast radiography
negative predictive value（NPV）
inset bend
interocclusal record
internal connection
internal hexagon
interferon（IFN）
interventional ultrasound
interventional radiology（IVR）
interpositional graft
interlabial gap
interleave
interleukin（IL）
interlock
interlock system
indirect bonding system

インダイレクトボンディングシステム

インテグリン インテグリン
インテグリンスーパーファミリー

integrin
integrin superfamily

インテグリンスーパーファミリー

インテンシファイア インテンシファイア
インテーク・カンファレンス インテークカンフアレンス

intensiﬁer
intake conference
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インテークメン

イ

インテーク面接 インテークメンセツ
咽頭 イントウ
咽頭炎 イントウエン
咽頭円蓋 イントウエンガイ
咽頭音
【発音の】 イントウオン（ハツオンノ）
咽頭癌 イントウガン
咽頭期 イントウキ
咽頭期嚥下惹起遅延 イントウキエンゲジャッキチエン
咽頭期嚥下惹起遅延時間 イントウキエンゲジャッキチエンジカン
咽頭弓 イントウキュウ
咽頭狭窄 イントウキョウサク
咽頭筋 イントウキン
咽頭腔 イントウクウ
咽頭腔拡大症 イントウクウカクダイショウ
咽頭ケア イントウケア
咽頭溝 イントウコウ
咽頭絞扼反射 イントウコウヤクハンシャ
咽頭歯 イントウシ
咽頭周囲膿瘍 イントウシュウイノウヨウ
咽頭収縮筋 イントウシュウシュクキン
咽頭痛 イントウツウ
咽頭通過時間 イントウツウカジカン
咽頭囊 イントウノウ
咽頭パック イントウパック
咽頭破裂音 イントウハレツオン
咽頭反射 ➡ 異常絞扼反射 イントウハンシャ
咽頭反応時間 イントウハンノウジカン
咽頭弁移植術 イントウベンイショクジュツ
咽頭扁桃 イントウヘントウ
咽頭扁桃肥大 イントウヘントウヒダイ
咽頭摩擦音 イントウマサツオン
インドール インドール
インドメタシン インドメタシン
イントラオーラルスキャナー
イントロン イントロン
インナーボウ【ヘッドギアの】
院内感染 インナイカンセン
院内感染症

イントラオーラルスキャナー

インナーボウ（ヘッドギアノ）

インナイカンセンショウ

院内感染対策 インナイカンセンタイサク
院内感染病原体 インナイカンセンビョウゲンタイ
院内掲示 インナイケイジ
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intake interview
pharynx
pharyngitis
fornix of pharynx
pharyngeal sound
pharyngeal carcinoma
pharyngeal stage
pharyngeal delay
pharyngeal delay time
pharyngeal arch
pharyngostenosis
pharyngeal muscle
pharyngeal cavity
large pharynx
pharynx care
pharyngeal groove
gag reﬂex
pharyngeal tooth
parapharyngeal abscess
pharyngeal constrictor
sore throat
pharyngeal transit time
pharyngeal pouch
pharyngeal pack
pharyngeal stops
pharyngeal reﬂex
pharyngeal response time
pharyngeal ﬂap operation，
pharyngeal ﬂap surgery
pharyngeal tonsil
adenoid vegetation
pharyngeal fricative
indole
indometacin
intra oral scanner
intron
inner bow
hospital infection，
nosocomial infection，
hospital-acquired infection
hospital infection，
nosocomial infection
management of hospital infection
nosocomial pathogen
hospital display

インプラントシ

院内処方集 インナイショホウシュウ
インバータ方式 インバータホウシキ
インバーテッドコーンバー インバーテッドコーンバー
インパクション【骨切りの】 インパクション（コツキリノ）
インパルス インパルス
インパルス頻度 インパルスヒンド
インピーダンス インピーダンス
インピーダンス測定 インピーダンスソクテイ
インピンジメント インピンジメント
インフェイズ インフェイズ
インフォーマル・ケア インフォーマルケア
インフォームド・コンセント インフォームドコンセント
インフォームド・チョイス インフォームドチョイス
インフラデンターレ【セファロ分析の】

hospital formulary
inverter type
inverted cone bur
impaction
impulse
impulse frequency
impedance
impedance measurement
impingement
in phase
informal care
informed consent
informed choice
Infradentale
（Id）

イ

インフラデンターレ（セファロブンセキノ）

インフラバルジクラスプ ➡ 歯肉型クラスプ

infrabulge clasp

インフラバルジクラスプ

インプラントアナログ インプラントアナログ
インプラントアンカー インプラントアンカー
インプラント安定指数 インプラントアンテイシスウ
インプラント・オーバーデンチャー

implant analog
implant anchorage
implant stability quotient
implant overdenture

インプラントオーバーデンチャー

インプラント窩 インプラントカ
インプラント界面 インプラントカイメン
インプラントカラー インプラントカラー
インプラント義歯 ➡ インプラント補綴 インプラントギシ
インプラントキャリア インプラントキャリア
インプラント - 骨界面 インプラントコツカイメン
インプラント材料 インプラントザイリョウ
インプラント残存率 インプラントザンゾンリツ
インプラント歯科学 インプラントシカガク
インプラント支持ブリッジ インプラントシジブリッジ
インプラント支持補綴装置 インプラントシジホテツソウチ
インプラントシステム インプラントシステム
インプラント支台 インプラントシダイ
インプラント歯肉接触間隙 インプラントシニクセッショクカンゲキ
インプラント周囲炎 インプラントシュウイエン
インプラント周囲溝 インプラントシュウイコウ
インプラント周囲溝滲出液

implant socket
implant interface
implant collar
implant denture
implant carrier
implant-bone interface
implant material
implant survival rate
implant dentistry
implant-supported bridge
implant-supported prosthesis
implant system
implant abutment
implant abutment crevice
peri-implantitis
implant-gingival sulcus
peri-implant sulcus ﬂuid

インプラントシュウイコウシンシュツエキ

インプラント周囲疾患 インプラントシュウイシッカン
インプラント周囲組織 インプラントシュウイソシキ
インプラント周囲組織検査 インプラントシュウイソシキケンサ
インプラント周囲粘膜

インプラントシュウイネンマク

peri-implant disease
peri-implant tissue
examination of the peri-implant
tissue
peri-implant mucosa
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インプラントシ

イ

インプラント周囲粘膜炎 インプラントシュウイネンマクエン
インプラント床 インプラントショウ
インプラント上部構造 ➡ インプラント支持補綴装置

peri-implant mucositis
implant bed
implant superstructure

インプラントジョウブコウゾウ

インプラントスプリント インプラントスプリント
インプラントスレッド インプラントスレッド
インプラント成功率 インプラントセイコウリツ
インプラント - 組織界面 インプラントソシキカイメン
インプラント体 インプラントタイ
インプラント体 - アバットメント界面

implant splint
implant thread
implant success rate
implant-tissue interface
implant body，substructure
abutment-implant interface

インプラントタイアバットメントカイメン

インプラント体支持 インプラントタイシジ
インプラント体・粘膜支持 インプラントタイネンマクシジ
インプラント直径 インプラントチョッケイ
インプラント - 軟組織界面 インプラントナンソシキカイメン
インプラントネック インプラントネック
インプラント表面 インプラントヒョウメン
インプラント表面構造 インプラントヒョウメンコウゾウ
インプラント部位 インプラントブイ
インプラントボディ ➡ インプラント体

implant-supported
implant and tissue-supported，
implant-assisted and tissue-supported
implant diameter
implant-soft tissue interface
implant neck
implant surface
implant surface structure
implant site
implant body

インプラントボディ

インプラント補綴 インプラントホテツ
インプラント埋入手術 インプラントマイニュウシュジュツ
インプラントリムーバー インプラントリムーバー
インプラントレベル印象 インプラントレベルインショウ
インプリンティング インプリンティング
インフルエンザ菌 インフルエンザキン
インプレッションコンパウンド インプレッションコンパウンド
インプレッションぺースト インプレッションペースト
隠蔽脂質 インペイシシツ
飲料水 インリョウスイ
インレー インレー
インレー間接法 インレーカンセツホウ
インレーグラフト法 インレーグラフトホウ
インレー修復 インレーシュウフク
インレー修復窩洞 インレーシュウフクカドウ
インレー直接法 インレーチョクセツホウ
インレーバー インレーバー
インレー用合金 インレーヨウゴウキン
インレー連続固定 インレーレンゾクコテイ
インレーワックス インレーワックス
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implant prosthodontics
implant placement surgery
implant remover
implant level impression
imprinting
Haemophilus influenzae
impression compound
impression paste
masked lipid
drinkable water
inlay
indirect method for inlay
inlay graft
inlay restoration
inlay cavity
direct method for inlay
inlay bur
inlay casting alloy
metal inlay splint
inlay wax

あ
ウェーバーノセ

ウ
ヴァールホーフ紫斑病 ヴァールホーフシハンビョウ
ヴァレ圧痛点 ヴァレアッツウテン
ウィスコット・オルドリッチ症候群

ウ

Werlhof purpura
Valleix pain point
Wiskott-Aldrich syndrome

ウィスコットオルドリッチショウコウグン

ウィッツ分析 ウィッツブンセキ
ウィドマン改良フラップ手術

Wits analysis
modiﬁed Widman ﬂap operation

ウィドマンカイリョウフラップシュジュツ

ウィナースペクトル

ウィナースペクトル

ヴィラレ症候群 ヴィラレショウコウグン
ウィリアムス症候群 ウィリアムスショウコウグン
ウィリアムズの 3 基本型 ウィリアムズノサンキホンケイ
ウイルス ウイルス
ウイルス学的検査 ウイルスガクテキケンサ
ウイルス感染症 ウイルスカンセンショウ
ウイルスキャリア ウイルスキャリア
ウイルス血症 ウイルスケッショウ
ウイルス性 ウイルスセイ
ウイルス性肝炎 ウイルスセイカンエン
ウイルス性口内炎 ウイルスセイコウナイエン
ウイルス性腫瘍 ウイルスセイシュヨウ
ウイルス性唾液腺炎 ウイルスセイダエキセンエン
ウイルス性皮膚疾患 ウイルスセイヒフシッカン
ウイルス性リンパ節炎 ウイルスセイリンパセツエン
ウイルス中和抗体 ウイルスチュウワコウタイ
ウィルソン病 ウィルソンビョウ
ウィルソンループ ウィルソンループ
ウィルソン彎曲 ウィルソンワンキョク
ウィルムス腫瘍 ウィルムスシュヨウ
ウイロイド ウイロイド
ウィンター副子 ウィンターフクシ
ウィンドウ処理 ➡ ウィンドウ操作 ウィンドウショリ
ウィンドウ操作 ウィンドウソウサ
ウィンドウ幅 ウィンドウハバ
ウィンドウレベル ウィンドウレベル
ウィン法 ウィンホウ
ヴェーゲナー肉芽腫症 ヴェーゲナーニクゲシュショウ
ウェーバー・コケイン症候群 ウェーバーコケインショウコウグン
ウェーバー試験 ウェーバーシケン
ウェーバーの切開 ウェーバーノセッカイ

Wiener spectrum，Wiener's spectrum
Villaret syndrome
Williams syndrome
three fundamental anterior tooth
contours classiﬁed by Williams
virus
virological examination
viral infection
virus carrier
viremia
viral
viral hepatitis，virus hepatitis
viral stomatitis
viral tumor
viral sialoadenitis
viral skin disease
viral lymphadenitis
virus neutralizing antibody
Wilson's disease
Wilson loop
curve of Wilson，Wilson curve
Wilms tumor
viroid
Winter splint
window operation
window operation
window width
window level
Wynn method
Wegener granulomatosis
Weber-Cockayne syndrome
Weber test
Weber incision
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ウェーバーの法則 ウェーバーノホウソク
ウェーバー比 ウェーバーヒ
ウェーバー・フェフナーの法則 ウェーバーフェフナーノホウソク
ウェクスラー児童知能検査第 3 版
ウェクスラージドウチノウケンサダイサンパン

ウェクスラー成人知能検査改訂版
ウェクスラーセイジンチノウケンサカイテイバン

ウェクスラー幼児知能検査

ウェクスラーヨウジチノウケンサ

ウェゲナー肉芽腫症 ウェゲナーニクゲシュショウ
植込みぺースメーカー ウエコミペースメーカー
ウエスタンブロット法 ウエスタンブロットホウ
ウエスト症候群 ウエストショウコウグン
ウェストヘイブン・イェール多元的疼痛検査
ウェストヘイブンイェールタゲンテキトウツウケンサ

ウェッジ ウェッジ
ウェッジ手術 ウェッジシュジュツ
ウェッジフィルター ウェッジフィルター
ウェッジホルダー ウェッジホルダー
ウェッジング ウェッジング
ウェットケース ウェットケース
ウェットテクニック【アマルガム修復の】

Weber law
Weber fraction，Weber ratio
Weber-Fechner law
Wechsler intelligence scale for children-third edition（WISC- Ⅲ）
Wechsler adult intelligence
scale-revised（WAIS-R）
Wechsler preschool and primary
scale of intelligence（WPPSI）
Wegener granulomatosis
implantable pacemaker
Western blotting
West syndrome
West Haven-Yale multidimensional
pain inventory（MPI）
wedge
wedge operation
wedge ﬁlter
wedge holder
wedging
wet case
wet technique

ウェットテクニック（アマルガムシュウフクノ）

ウェットボンディング法

ウェットボンディングホウ

ウェルドニッヒ・ホフマン病 ウェルドニッヒホフマンビョウ
ウェルニッケ失語 ウェルニッケシツゴ
ウォーキングブリーチ ウォーキングブリーチ
ウォーキングプロービング ウォーキングプロービング
ウォータージェット ウォータージェット
ウォーターズ X 線写真 ウォーターズエックスセンシャシン
ウォーターズ撮影法【X 線の】

wet bonding technique，
self-priming adhesive technique，
priming adhesive system，
priming wet bonding system
Werdnig-Hoﬀmann disease
Wernicke aphasia，sensory aphasia
walking bleach
walking probing
water jet
Waters' X-ray photogram
Waters' projection，Waters' method

ウォーターズサツエイホウ（エックスセンノ）

ウォーターズ像 ウォーターズゾウ
ウォーターズ投影 ウォーターズトウエイ
ウォーターズ投影法 ウォーターズトウエイホウ
ウォーターバス ウォーターバス
ウォールフィルタ ウォールフィルタ
ウォッシュインプレッション ウォッシュインプレッション
ウォッシュテクニック ウォッシュテクニック
ウォッチワインディング ウォッチワインディング
ウォルフの法則 ウォルフノホウソク
齲窩 ウカ
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Waters' view
Waters' projection
Waters' projection
water bath
wall ﬁlter
wash impression
wash technique
watch-winding
Wolﬀ law of bone remodeling
caries cavity

ウショクリカン

齲窩消毒剤 ウカショウドクザイ
齲窩清掃 ウカセイソウ
齲窩の開拡 ウカノカイカク
浮子 ウキ
受け入れ【介護】 ウケイレ（カイゴ）
受身凝集反応 ウケミギョウシュウハンノウ
受身皮膚アナフィラキシー ウケミヒフアナフィラキシー
齲歯 ウシ
ウシ型結核菌 ウシガタケッカクキン
齲蝕 ウショク
齲蝕円錐 ウショクエンスイ
齲蝕活動性 ウショクカツドウセイ
齲蝕活動性試験 ウショクカツドウセイシケン
齲蝕感受性 ウショクカンジュセイ
齲蝕感受性試験 ウショクカンジュセイシケン
齲蝕経験 ウショクケイケン
齲蝕経験指数 ウショクケイケンシスウ
齲蝕原性 ウショクゲンセイ
齲蝕原性微生物 ウショクゲンセイビセイブツ
齲蝕原性プラーク ウショクゲンセイプラーク
齲蝕検知液 ウショクケンチエキ
齲蝕好発部位 ウショクコウハツブイ
齲蝕症 ウショクショウ
齲蝕侵襲 ウショクシンシュウ
齲蝕象牙質 ウショクゾウゲシツ
齲蝕象牙質外層 ウショクゾウゲシツガイソウ
齲蝕象牙質内層 ウショクゾウゲシツナイソウ
齲蝕抵抗性 ウショクテイコウセイ
齲蝕発生 ウショクハッセイ
齲蝕発生率 ウショクハッセイリツ
う蝕被患率 ウショクヒカンリツ
齲蝕病因論 ウショクビョウインロン
齲蝕病巣 ウショクビョウソウ
齲蝕誘発性 ウショクユウハツセイ
齲蝕誘発能 ウショクユウハツノウ
齲蝕有病率 ウショクユウビョウリツ
齲蝕抑制 ウショクヨクセイ
齲蝕予防 ウショクヨボウ
齲蝕予防法

ウショクヨボウホウ

齲蝕予防薬 ウショクヨボウヤク
齲蝕罹患 ウショクリカン
齲蝕罹患型 ウショクリカンガタ

disinfectants for caries cavity
caries cavity cleaning
opening of caries cavity
ﬂoat
intake
passive agglutination
passive cutaneous anaphylaxis
（PCA）
carious tooth
Mycobacterium bovis
caries，dental caries，tooth decay
carious cone
caries activity
caries activity test
caries susceptibility
caries susceptibility test
caries experience
caries experience index
cariogenicity
cariogenic microorganism
cariogenic plaque
caries detector
predilection sites of dental caries
caries，dental caries，tooth decay
caries attack
carious dentin
outer layer of carious dentin
inner layer of carious dentin
caries resistance
caries incidence
caries incidence rate
caries prevalence rate
caries etiology
caries lesion
cariogenic potential，cariogenicity
cariogenic potential
caries prevalence rate
dental caries control
caries prevention，
dental caries prevention
prophylactic technique in dental
caries prevention
anticaries agent
caries incidence
caries attack pattern
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齲蝕罹患率 ウショクリカンリツ
齲蝕リスク検査 ウショクリスクケンサ
齲蝕ワクチン ウショクワクチン
後向き研究 ウシロムキケンキュウ
後向きコホート研究 ウシロムキコホートケンキュウ
うずく痛み ウズクイタミ
渦電流 ウズデンリュウ
内田・クレペリン精神検査 ウチダクレペリンセイシンケンサ
打抜き照射法 ウチヌキショウシャホウ
打抜き像 ウチヌキゾウ
内開き形【窩洞の】 ウチビラキガタ（カドウノ）
宇宙線 ウチュウセン
うっ血 ウッケツ
うっ血性硬化 ウッケツセイコウカ
うっ血性心不全 ウッケツセイシンフゼン
うっ血性低酸素 ウッケツセイテイサンソ
うっ血性浮腫 ウッケツセイフシュ
うつ状態 ウツジョウタイ
ウッドポイント ウッドポイント
うつ熱 ウツネツ
うつ病 ウツビョウ
うつ病自己評価尺度 ウツビョウジコヒョウカシャクド
うとうと状態 ウトウトジョウタイ
うま味 ウマミ
ウラシル ウラシル
ウラン燃料 ウランネンリョウ
ウリジル酸 ウリジルサン
ウリジン ウリジン
ウリジン 5’- 一リン酸 ウリジンゴダッシュイチリンサン
ウリジン 5’- 三リン酸 ウリジンゴダッシュサンリンサン
ウリジン 5’- 二リン酸 ウリジンゴダッシュニリンサン
ウルバッハ・ヴィーテ病 ウルバッハヴィーテビョウ
ウルフの顎切断器 ウルフノガクセツダンキ
ウレアーゼ ウレアーゼ
ウレタンジメタクリレート ウレタンジメタクリレート
ウロビリノゲン ウロビリノゲン
ウロビリン ウロビリン
ウロン酸 ウロンサン
ウロン酸経路 ウロンサンケイロ
うわぐすり ウワグスリ
上皿てんびん ウワザラテンビン
ヴンダラー骨切り術 ヴンダラーコツキリジュツ
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caries incidence rate
caries risk assessment
caries vaccine
retrospective study
retrospective cohort study
aching pain，aching ache
eddy current
Uchida-Kraepelin test
hollow-out irradiation technique
punched-out appearance
undercut form
cosmic ray
congestion，stagnation
congestive induration
congestive heart failure
stagnant hypoxia
congestive edema
depressive state
wood point
heat accumulation，heat retention
depression
center for epidemiologic studies
depression scale（CES-D）
drowsiness
umami
uracil
uranium fuel
uridylic acid
uridine
uridine 5'-monophosphate（UMP）
uridine 5'-triphosphate（UTP）
uridine 5'-diphosphate（UDP）
Urbach-Wiethe disease
Wolf gnathotome
urease
urethane dimethacrylate（UDMA）
urobilinogen
urobilin
uronic acid
uronate cycle
glaze
roberval balance
Wunderer osteotomy

ウンモ

運動

ウンドウ

運動アーチファクト ウンドウアーチファクト
運動エネルギー ウンドウエネルギー
運動家型 ウンドウカガタ
運動学 ウンドウガク
運動学習 ウンドウガクシュウ
運動感覚 ウンドウカンカク
運動軌跡 ウンドウキセキ
運動機能 ウンドウキノウ
運動機能障害 ウンドウキノウショウガイ
運動機能発達検査 ウンドウキノウハッタツケンサ
運動機能発達評価 ウンドウキノウハッタツヒョウカ
運動経路 ウンドウケイロ
運動減少 ウンドウゲンショウ
運動亢進 ウンドウコウシン
運動時痛 ウンドウジツウ
運動失調 ウンドウシッチョウ
運動習熟 ウンドウシュウジュク
運動障害 ウンドウショウガイ
運動障害性構音障害 ウンドウショウガイセイコウオンショウガイ
運動障害性フッ素症 ウンドウショウガイセイフッソショウ
運動神経 ウンドウシンケイ
運動性 ウンドウセイ
運動性失語 ウンドウセイシツゴ
運動性失語症 ウンドウセイシツゴショウ
運動性充血 ウンドウセイジュウケツ
運動前野 ウンドウゼンヤ
運動耐用能 ウンドウタイヨウノウ
運動単位 ウンドウタンイ
運動ニューロン ウンドウニューロン
運動年齢 ウンドウネンレイ
運動発達 ウンドウハッタツ
運動麻痺 ウンドウマヒ
運動野 ウンドウヤ
運動療法 ウンドウリョウホウ
雲母 ウンモ

motor，mobility，motility，
motion，movement，exercise，
locomotion
motion artifact
kinetic energy
athletic type
kinesiology
motor learning
kinesthesia，sensation of motion，
sense of movement
tracking，movement trajectory
motor function
motor disability
test of motor ability development
assessment of motor ability
development
movement path
hypokinesia
hyperactive behavior，hyperkinesia
pain on motion
ataxia，motor ataxia
motor skill
diﬃculty of movement
dysarthria
crippling ﬂuorosis
motor nerve，motorius
motor，mobility，motility
motor aphasia
motor aphasia
exercise hyperemia
premotor area
exercise tolerance
motor unit
motoneuron，motor neuron
motor age
development of movements
motor paralysis
motor area
exercise therapy
mica
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エア・アブレイシブ法

エアアブレイシブホウ

エア・アブレイジョン エアアブレイジョン
エアギャップ法 エアギャップホウ
エアクーラント エアクーラント
エアシリンジ エアシリンジ
エアスケーラー エアスケーラー
エアゾール療法 エアゾールリョウホウ
エアタービン エアタービン
エアタービンハンドピース エアタービンハンドピース
エアタービン用切削具 エアタービンヨウセッサクグ
エアブラシ エアブラシ
エアベント エアベント
エアモーター エアモーター
エアロゾル エアロゾル
鋭縁
【歯の】 エイエン（ハノ）
鋭縁顎舌骨筋稜 エイエンガクゼッコツキンリョウ
永久固定 エイキュウコテイ
永久固定法

エイキュウコテイホウ

永久歯 エイキュウシ
永久歯齲蝕 エイキュウシウショク
永久歯咬合 エイキュウシコウゴウ
永久磁石 エイキュウジシャク
永久刺入 エイキュウシニュウ
永久歯胚 エイキュウシハイ
永久歯萌出期 エイキュウシホウシュツキ
永久修復 エイキュウシュウフク
永久修復材 エイキュウシュウフクザイ
エイキュウシレツ
永久歯列
永久歯列期 エイキュウシレツキ
永久的止血法 エイキュウテキシケツホウ
永久ひずみ エイキュウヒズミ
永久変形 エイキュウヘンケイ
永久保定 エイキュウホテイ
Eikenella corrodens エイケネラコローデンス
エイコサノイド エイコサノイド
洩糸性 エイシセイ
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air abrasive method，
airbrasive method
air abrasion
air gap technique
air coolant
air syringe
air scaler
aerosol therapy
airturbine
airturbine handpiece
cutting instrument for airturbine
air brush
air vent
air motor
aerosol
sharpened edge of tooth
sharp mylohyoid ridge
permanent splinting，
permanent ﬁxation
permanent splinting，
permanent ﬁxation
permanent tooth
caries in permanent dentition
permanent occlusion
permanent magnet
permanent implant
permanent tooth germ
eruption stage of permanent teeth
permanent restoration，
permanent ﬁlling
permanent restorative material
permanent dentition
permanent dentition period
permanent hemostasis
permanent strain
permanent deformation
permanent retention
eicosanoid
thread-forming property，
spinability

エイヒガタスケ

鋭針
AIDS

エイシン
エイズ

エイズ関連症候群 エイズカンレンショウコウグン
衛生管理 エイセイカンリ
衛生管理者 エイセイカンリシャ
衛生教育 エイセイキョウイク
衛生行政 エイセイギョウセイ
衛生行政機関 エイセイギョウセイキカン
衛星転移 エイセイテンイ
衛生統計学 エイセイトウケイガク
永続平衡 エイゾクヘイコウ
HIV 関連歯周炎 エイチアイブイカンレンシシュウエン
H アングル エイチアングル
HE 染色 エイチイーセンショク
HACCP エイチエーシーシーピー／ハサップ
HLA ➡ ヒト白血球抗原 エイチエルエー
HLA 抗原 ➡ 組織適合抗原 エイチエルエーコウゲン
HLA 複合体 エイチエルエーフクゴウタイ
H 抗原 エイチコウゲン
H 鎖 エイチサ
H 鎖病 エイチサビョウ
H 帯 エイチタイ
H2 遺伝子複合体 エイチツーイデンシフクゴウタイ
H2 遮断薬 エイチツーシャダンヤク
HDS-R ➡ 改訂長谷川式簡易知能評価スケール

sharp trocar
acquired immunodeﬁciency
syndrome
AIDS related complex
health supervision
health supervisor
health education
public health administration
public health agency
satellite metastasis
sanitary statistics
secular equilibrium
HIV-related periodontitis
H angle
hematoxylin and eosin（HE）stain
hazard analysis and critical control
point
human leukocyte antigen
antigen，histocompatibility antigen
HLA complex
H antigen
heavy chain
heavy chain disease
H band
H2-gene complex
H2-blocker
Hasegawa's dementia scale revised

エイチディーエスアール

HTLV-1 関連脊髄症

エイチティーエルブイワンカンレンセキズイショウ

H-D 曲線 ➡ ハンター・ドリフィールド曲線

HTLV-1 associated myelopathy
（HAM）
Hurter-Driﬃeld（H-D）curve

エイチディーキョクセン

H 波 エイチハ
H 反射 エイチハンシャ
HBe 抗原 エイチビーイーコウゲン
HbA1c ➡ グリコヘモグロビン エイチビーエーワンシー
HBs 抗原 エイチビーエスコウゲン
HBc 抗原 エイチビーシーコウゲン
H ファイル エイチファイル
HU ➡ ハンスフィールド単位 エイチユー
H1 遮断薬 エイチワンシャダンヤク
鋭痛 エイツウ
鋭匙 エイヒ
鋭匙型スケーラー ➡ キュレット型スケーラー

H wave
H reﬂex
HBe antigen
hemoglobin A1c
HBs antigen
HBc antigen
H ﬁle，H-type ﬁle，hedstroem ﬁle
Hounsﬁeld unit
H1-blocker
bright pain，sharp pain
curette
curette type scaler

エイヒガタスケーラー
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エイヨウ

栄養 エイヨウ
栄養アセスメント

エ

エイヨウアセスメント

栄養価 エイヨウカ
栄養学 エイヨウガク
栄養過剰 エイヨウカジョウ
栄養管 エイヨウカン
栄養機能食品 エイヨウキノウショクヒン
栄養菌糸 エイヨウキンシ
栄養ケア・マネジメント エイヨウケアマネジメント
栄養形 エイヨウケイ
栄養サポートチーム エイヨウサポートチーム
栄養士 エイヨウシ
栄養失調 エイヨウシッチョウ
栄養失調症 エイヨウシッチョウショウ
栄養失調性浮腫 エイヨウシッチョウセイフシュ
栄養指導 エイヨウシドウ
栄養障害 エイヨウショウガイ
栄養障害型表皮水疱症

nutrition
dietary assessment，nutritional
assessment
nutritive value
nutritional science
overnutrition
nutrient canal
food with nutrient function claims
vegetative hypha
nutrition care management
vegetative form
nutritional support team（NST）
dietitian
malnutrition
malnutrition
malnutritional edema
nutrition education
nutritional disorder
dystrophic bullous epidermolysis

エイヨウショウガイガタヒョウヒスイホウショウ

栄養障害性表皮水疱症 ➡ 栄養障害型表皮水疱症

dystrophic bullous epidermolysis

エイヨウショウガイセイヒョウヒスイホウショウ

栄養状態 エイヨウジョウタイ
栄養・食事指導 エイヨウショクジシドウ
栄養所要量 エイヨウショヨウリョウ
栄養成分表示 エイヨウセイブンヒョウジ
栄養摂取量 エイヨウセッシュリョウ
栄養素 エイヨウソ
栄養素摂取 エイヨウソセッシュ
栄養素等摂取量 エイヨウソトウセッシュリョウ
栄養調査 エイヨウチョウサ
栄養動脈 エイヨウドウミャク
栄養必要量 エイヨウヒツヨウリョウ
栄養表示基準 エイヨウヒョウジキジュン
栄養表示制度 エイヨウヒョウジセイド
栄養不全 エイヨウフゼン
栄養不良 エイヨウフリョウ
栄養方法 エイヨウホウホウ
栄養補給 エイヨウホキュウ
栄養補助食品 エイヨウホジョショクヒン
栄養要求株 エイヨウヨウキュウカブ
エイリアシング エイリアシング
エヴァンズ症候群 エヴァンズショウコウグン
ART エーアールティー／アート
AIPC ➡ 非侵襲性歯髄覆髄 エーアイピーシー
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nutritional status
nutrition education
recommended dietary allowance
nutrition labeling
nutrient intake，nutritional intake
nutrient，nutritive substance
nutrient intake
quantity of nutrient intake
nutrition survey
nutrient artery
nutritional requirement
nutrition labelling standards
system of nutrition labelling
undernutrition，malnutrition
undernutrition
way of nutrition
feeding
nutritional supplementary food
auxotroph
aliasing
Evans syndrome
atraumatic restorative treatment
atraumatic indirect pulp capping

エーモード

AED ➡ 自動体外式除細動器 エーイーディー
AHG 欠乏症 エーエイチジーケツボウショウ
ASL ➡ 動脈スピンラベル法 エーエスエル
AST エーエスティー
ANB 角【セファロ分析の】 エーエヌビーカク（セファロブンセキノ）
AFG エーエフジー
ALS ➡ 筋萎縮性側索硬化症 エーエルエス
ALT ➡ アラニンアミノトランスフェラーゼ

automated external deﬁbrillator
AHG deﬁciency
arterial spin labeling
aspartate aminotransferase，
aspartate transaminase
ANB angle
autologous ﬁbrin glue
amyotrophic lateral sclerosis
alanine transaminase

エ

エーエルティー

エーカースクラスプ エーカースクラスプ
A 型肝炎 エーガタカンエン
ACR ➡ 米国放射線学会 エーシーアール
ACR-NEMA ➡ 米国放射線学会・電子機器工業会
エーシーアールネマ

ACR-NEMA 規格 ➡ 米国放射線学会・電子機器工業
会規格 エーシーアールネマキカク
ACD ➡ 消滅放射線同時検出 エーシーディー
ACTH 単独欠損症 エーシーティーエイチタンドクケッソンショウ
A- スプリント エースプリント
A 帯 エータイ
ADA 規格 エーディーエーキカク
ADL エーディーエル
ADC 値 エーディーシーチ
ADC マップ エーディーシーマップ
ATP ➡ アデノシン 5’- 三リン酸
ADP ➡ アデノシン 5’- 二リン酸
ATP アーゼ エーティーピーアーゼ

エーティーピー
エーディーピー

A/D 変換器 ➡ アナログ・デジタル変換器
エーディーヘンカンキ

エーテル エーテル
A- δ線維 エーデルタセンイ
A点
【セファロ分析の】 エーテン（セファロブンセキノ）
ABH 型物質 エービーエイチガタブッシツ
ABM エービーエム
ABO 式血液型 エービーオーシキケツエキガタ
ABO 不適合 エービーオーフテキゴウ
ABC ➡ 自動輝度調節 エービーシー
A-B ディフェレンス エービーディフェレンス
A-B 平面角【セファロ分析の】

Akers clasp
hepatitis A
American College of Radiology
American College of
Radiology-National Electrical
Manufactures Association
ACR-NEMA standard
annihilation coincidence detection
isolated ACTH deﬁciency
A-splint
A band
American Dental Association
（ADA）speciﬁcation
activity of daily living
ADC value
ADC map
adenosine 5'-triphosphate（ATP）
adenosine 5'-diphosphate（ADP）
adenosine 5' -triphosphatase
（ATPase）
analog-digital converter，analog to
digital converter（ADC）
ether
A-δ ﬁber，A-δ nerve ﬁbers
A-point，point A（A）
ABH substance
anorganic bovine mineral
ABO blood type
ABO incompatibility
automatic brightness control
A-B diﬀerence
A-B plane angle

エービーヘイメンカク（セファロブンセキノ）

A- モード

エーモード

amplitude-mode（A-mode）
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エーモードホウ

エ

A- モード法 エーモードホウ
エーラース・ダンロス症候群 エーラースダンロスショウコウグン
絵カード エカード
液化 エキカ
腋窩温 エキカオン
疫学 エキガク
疫学指標 エキガクシヒョウ
疫学調査 エキガクチョウサ
疫学的要因【疾患の】 エキガクテキヨウイン（シッカンノ）
液剤 エキザイ
エキシマレーザー エキシマレーザー
液状調整食品 エキジョウチョウセイショクヒン
液晶ディスプレイ エキショウディスプレイ
液性調節 エキセイチョウセツ
液性伝達 エキセイデンタツ
液相線 エキソウセン
エキソグリコシダーゼ エキソグリコシダーゼ
エキソジェノート エキソジェノート
エキソヌクレアーゼ エキソヌクレアーゼ
液体クロマトグラフィー エキタイクロマトグラフィー
液体シンチレーションカウンター

amplitude-mode（A-mode）method
Ehlers-Danlos syndrome
visual support card
liquefaction
axillary temperature
epidemiology
epidemiological indicator
epidemiological survey
epidemiological factor
solution
eximer laser
gruelled food
liquid crystal display（LCD）
humoral regulation
humoral transmission
liquidus
exoglycosidase
exogenote
exonuclease
liquid chromatography
liquid scintillation counter

エキタイシンチレーションカウンター

液体シンチレータ エキタイシンチレータ
液体培地 エキタイバイチ
液胞型プロトンポンプ エキホウガタプロトンポンプ
液面形成 エキメンケイセイ
エクスターナルコネクション エクスターナルコネクション
エクスターナルヘキサゴン エクスターナルヘキサゴン
エクスフォリアチン エクスフォリアチン
エクソペプチダーゼ エクソペプチダーゼ
エクソン エクソン
エクトカンチオン【頭部計測点の】

liquid scintillator
liquid media
vacuolar proton pump
air-ﬂuid level
external connection
external hexagon
exfoliatin
exopeptidase
exon
ectocanthion

エクトカンチオン（トウブケイソクテンノ）

エクリプス エクリプス
エクリン腺 エクリンセン
エコー エコー
エコー間隔 エコーカンカク
エコー時間 エコージカン
エコー生成能 エコーセイセイノウ
エコートレインレングス エコートレインレングス
エコープラナー法 エコープラナーホウ
エコーレベル エコーレベル
エゴグラム エゴグラム
エコナゾール エコナゾール
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eclipse
eccrine gland
echo
echo spacing，echo train spacing，
echo space
echo time（TE）
echogenicity
echo train length（ETL）
echo planer imaging（EPI）
echo level
egogram
econazole

エストロゲン

壊死 エシ
壊死性潰瘍性口内炎 ➡ ワンサン口内炎

necrosis
necrotizing ulcerative stomatitis

エシセイカイヨウセイコウナイエン

壊死性潰瘍性歯周炎

エシセイカイヨウセイシシュウエン

壊死性潰瘍性歯肉炎

エシセイカイヨウセイシニクエン

壊死性潰瘍性歯肉口内炎

エシセイカイヨウセイシニクコウナイエン

壊死性口内炎 エシセイコウナイエン
壊死性歯周疾患 エシセイシシュウシッカン
壊死性唾液腺化生 エシセイダエキセンカセイ
壊死組織 エシソシキ
壊死組織除去 エシソシキジョキョ
壊死組織片 エシソシキヘン
SI 単位系 エスアイタンイケイ
Se 式血液型 エスイーシキケツエキガタ
SH 酵素 エスエイチコウソ
SH プロテアーゼ エスエイチプロテアーゼ
SAS ➡ 睡眠時無呼吸症候群 エスエーエス
SNA 角【セファロ分析の】 エスエヌエーカク（セファロブンセキノ）
SN- 下顎下縁平面角【セファロ分析の】

necrotizing ulcerative periodontitis
（NUP）
necrotizing ulcerative gingivitis
（NUG）
necrotizing ulcerative
gingivostomatitis
necrotizing stomatitis
necrotizing periodontal diseases
necrotizing sialometaplasia
necrotic tissue
debridement
debris，sequestrum
International System of Units
Se blood group，Se blood type
SH enzyme
SH protease
sleep apnea syndrome
SNA angle
SN-mandibular plane angle

エスエヌカガクカエンヘイメンカク（セファロブンセキノ）

SN 比 エスエヌヒ
SNB 角【セファロ分析の】 エスエヌビーカク（セファロブンセキノ）
SN 平面【セファロ分析の】 エスエヌヘイメン（セファロブンセキノ）
SN- ポゴニオン角【セファロ分析の】

signal-to-noise ratio（SN-ratio）
SNB angle
SN plane
SN-Pog angle

エスエヌポゴニオンカク（セファロブンセキノ）

SLS 線維 エスエルエスセンイ
SOAP 形式 エスオーエーピーケイシキ
S 期 エスキ
S 字状隆起 エスジジョウリュウキ
STIR エスティーアイアール
STE ➡ 誘導エコー エスティーイー
SDS ➡ 自己評価式抑うつ性尺度 エスディーエス
STL データ エスティーエルデータ
STC ➡ 感度時間調整【超音波】 エスティーシー
エステティックプレーン エステティックプレーン
エステティックベンド エステティックベンド
エステラーゼ エステラーゼ
エステル型局所麻酔薬 エステルガタキョクショマスイヤク
エステル結合 エステルケツゴウ
エストラジオール エストラジオール
エストランダー法 エストランダーホウ
エストロゲン エストロゲン

segment long spacing ﬁber
SOAP form
S phase
S-curve
short T1 inversion recovery
stimulated echo
self-rating depression scale
stereolithograph data
sensitivity time control
esthetic plane
esthetic bends
esterase
ester type local anesthetic
ester bond
estradiol
Estlander method
estrogen
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エ

エスハツオンイ

エ

S 発音位 エスハツオンイ
SPA 要素 エスピーエーヨウソ
SPF エスピーエフ
SP 細胞 エスピーサイボウ
エゼリン エゼリン
壊疽 エソ
壊疽性炎 エソセイエン
壊疽性口内炎 エソセイコウナイエン
壊疽性歯髄炎 エソセイシズイエン
壊疽性歯肉炎 エソセイシニクエン
枝切り酵素 エダキリコウソ
枝つくり酵素 エダツクリコウソ
エタノール エタノール
エタノールアミン エタノールアミン
エチドロネート エチドロネート
エチルクロライド エチルクロライド
エチルシリケート エチルシリケート
エチルシリケート埋没材 エチルシリケートマイボツザイ
エチレンオキサイドガス エチレンオキサイドガス
エチレングリコールジメタクリレート

"S" position
SPA factor
speciﬁc pathogen free
side population cell
eserin
gangrene
gangrenous inﬂammation
gangrenous stomatitis，
progressive gangrenous stomatitis，
cancrum oris，noma
gangrenous pulpitis
gangrenous gingivitis
debranching enzyme
branching enzyme
ethanol
ethanolamine
etidronate
ethylchloride
ethylsilicate
ethylsilicate investment
ethylene oxide gas（EOG）
ethylene glycol dimethacrylate

エチレングリコールジメタクリレート

エチレンジアミン四酢酸

エチレンジアミンヨンサクサン

X 線 エックスセン
X 線映画撮影法 エックスセンエイガサツエイホウ
X 線回折 エックスセンカイセツ
X 線学的検査 エックスセンガクテキケンサ
X 線学的根尖 エックスセンガクテキコンセン
X 線画像所見 エックスセンガゾウショケン
X 線画像所見不顕期 エックスセンガゾウショケンフケンキ
X 線管 エックスセンカン
X 線管装置 エックスセンカンソウチ
X 線管ターゲット エックスセンカンターゲット
X 線管電圧 エックスセンカンデンアツ
X 線管電流 エックスセンカンデンリュウ
X 線管容器 エックスセンカンヨウキ
X 線吸収分光法 エックスセンキュウシュウブンコウホウ
X 線検査 エックスセンケンサ
X 線検査法 エックスセンケンサホウ
X 線検出器 エックスセンケンシュツキ
X 線光電子分光 エックスセンコウデンシブンコウ
X 線コントラスト エックスセンコントラスト
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ethylenediaminetetraacetic acid
（EDTA）
X-ray
cineﬂuorography
X-ray diﬀraction
radiographical examination
radiographic apex，
radiographical apex
radiographic ﬁndings
radiographic latent period
X-ray tube
X-ray tube assembly
target of X-ray tube
X-ray tube voltage
X-ray tube current
X-ray tube housing
X-ray absorption spectroscopy
X-ray examination
X-ray examination
X-ray detector
X-ray photoelectron spectroscopy
X-ray contrast

エックスワイシ

X 線撮影

エックスセンサツエイ

X 線撮影装置 エックスセンサツエイソウチ
X 線撮影法 エックスセンサツエイホウ
X 線 CT エックスセンシーティー
X 線 CT 検査 エックスセンシーティーケンサ
X 線写真 エックスセンシャシン
X 線写真コントラスト エックスセンシャシンコントラスト
X 線写真処理 エックスセンシャシンショリ
X 線写真フィルム エックスセンシャシンフィルム
X 線写真モトル エックスセンシャシンモトル
X 線集団検診 エックスセンシュウダンケンシン
X 線宿酔 エックスセンシュクスイ
X 線出力 エックスセンシュツリョク
X 染色体 エックスセンショクタイ
X 線診断 エックスセンシンダン
X 線設備 エックスセンセツビ
X 線像 エックスセンゾウ
X 線造影性 エックスセンゾウエイセイ
X 線束 エックスセンソク
X 線単純撮影 エックスセンタンジュンサツエイ
X 線断層撮影 エックスセンダンソウサツエイ
X 線テレビジョン エックスセンテレビジョン
X 線透過性 エックスセントウカセイ
X 線透過像 エックスセントウカゾウ
X 線透視 エックスセントウシ
X 線透視検査 エックスセントウシケンサ
X 線透視法

エックスセントウシホウ

X 線発生装置 エックスセンハッセイソウチ
X 線ビーム エックスセンビーム
X 線ビデオ撮影法 エックスセンビデオサツエイホウ
X 線フィルム エックスセンフィルム
X 線不透過性 エックスセンフトウカセイ
X 線不透過像 エックスセンフトウカゾウ
X 線誘発癌 エックスセンユウハツガン
X 線量 エックスセンリョウ
X 線連続撮影法 エックスセンレンゾクサツエイホウ
X 連鎖遺伝 エックスレンサイデン
X 連鎖優性遺伝 エックスレンサユウセイイデン
xy 色度図 エックスワイシキドズ

radiographic technique，
radiography，X-ray projection，
odontoradiography
X-ray unit
radiographic technique，
radiography，X-ray projection
X-ray computed tomography
X-ray computed tomography
radiograph
radiographic contrast
processing of X-ray ﬁlm
radiographic ﬁlm，X-ray ﬁlm
radiographic mottle
X-ray mass examination
X-ray kater，X-ray sickness
X-ray output
X-chromosome
radiographic diagnosis
X-ray installation
X-ray view
X-ray radiography contrast
X-ray beam
plain radiography，
routine radiography
X-ray tomography
X-ray television
radiolucency，radiolucent
radiolucency
ﬂuorography
ﬂuorographic examination，
ﬂuoroscopic examination
ﬂuoroscopy，
ﬂuoroscopic radiography
X-ray generator
X-ray beam
video ﬂuorography
X-ray ﬁlm
radiopaque
radiopacity
X-ray-induced carcinoma
X-ray dose
serial radiography
X-linked inheritance
X-linked dominant inheritance
xy chromaticity diagram
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エ

エックスワイゼ

エ

XYZ 表色系 エックスワイゼットヒョウショクケイ
エッジ効果 エッジコウカ
エッジベベル【ワイヤーの】 エッジベベル（ワイヤーノ）
エッジワイズ エッジワイズ
エッジワイズアーチ エッジワイズアーチ
エッジワイズアーチワイヤー エッジワイズアーチワイヤー
エッジワイズ装置 エッジワイズソウチ
エッジワイズバッカルチューブ エッジワイズバッカルチューブ
エッジワイズブラケット エッジワイズブラケット
エッジワイズ法 エッジワイズホウ
エッチアンドリンスシステム【窩洞の】

XYZ standard colorimetric system
edge eﬀect
edge bevel
edgewise
edgewise arch
edgewise archwire
edgewise appliance
edgewise buccal tube
edgewise bracket
edgewise technique，edgewise
orthodontic technique
total etching

エッチアンドリンスシステム（カドウノ）

エッチング【歯質の】 エッチング（シシツノ）
エッチング剤 エッチングザイ
エッチング法 エッチングホウ
エテンザミド エテンザミド
エトドラク エトドラク
エトポシド エトポシド
エドワーズ症候群 エドワーズショウコウグン
エナメリン エナメリン
エナメルエッチング エナメルエッチング
エナメル芽細胞 エナメルガサイボウ
エナメル陥凹 エナメルカンオウ
エナメル器 エナメルキ
エナメル結節 エナメルケッセツ
エナメル臍 エナメルサイ
エナメル細管 エナメルサイカン
エナメル索 エナメルサク
エナメル質 エナメルシツ
エナメル質異常着色 エナメルシツイジョウチャクショク
エナメル質齲蝕 エナメルシツウショク
エナメル質窩洞 エナメルシツカドウ
エナメル質基質 エナメルシツキシツ
エナメル質亀裂 エナメルシツキレツ
エナメル質形成 エナメルシツケイセイ
エナメル質形成不全 ➡ エナメル質形成不全症

etching
etchant，etching agent
etching method
ethenzamide
etodolac
etoposide
Edwards syndrome
enamelin
enamel etching
ameloblast
enamel niche
enamel organ
enamel knot
enamel navel
enamel tubule
enamel cord
enamel
abnormal staining of the enamel
enamel caries
enamel cavity
enamel matrix
enamel crack
amelogenesis，ameliﬁcation
enamel hypoplasia

エナメルシツケイセイフゼン

エナメル質形成不全症 エナメルシツケイセイフゼンショウ
エナメル質生検 エナメルシツセイケン
エナメル質生検法 エナメルシツセイケンホウ
エナメル質石灰化不全 エナメルシツセッカイカフゼン
エナメル質破折 エナメルシツハセツ
エナメル質壁 エナメルシツヘキ
エナメル小柱 エナメルショウチュウ
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enamel hypoplasia
enamel biopsy
enamel biopsy
enamel hypocalciﬁcation
enamel fracture
enamel wall
enamel prism，enamel rod

エヌエムスケー

エナメル小皮 ➡ 歯小皮 エナメルショウヒ
エナメル上皮 エナメルジョウヒ
エナメル上皮癌 エナメルジョウヒガン
エナメル上皮腫 エナメルジョウヒシュ
エナメル上皮腫顆粒細胞型

enamel cuticle
enamel epithelium
ameloblastic carcinoma
ameloblastoma
granular cell ameloblastoma

エナメルジョウヒシュカリュウサイボウガタ

エナメル上皮腫棘細胞型 エナメルジョウヒシュキョクサイボウガタ
エナメル上皮腫壁在型 エナメルジョウヒシュヘキザイガタ
エナメル上皮線維歯牙腫 エナメルジョウヒセンイシガシュ
エナメル上皮線維歯牙肉腫 エナメルジョウヒセンイシガニクシュ
エナメル上皮線維腫 エナメルジョウヒセンイシュ
エナメル上皮線維象牙質腫 エナメルジョウヒセンイゾウゲシツシュ
エナメル上皮線維象牙質肉腫

acanthomatous ameloblastoma
potential ameloblastoma，
mural ameloblastoma
ameloblastic ﬁbro-odontoma
ameloblastic ﬁbro-odontosarcoma
ameloblastic ﬁbroma
ameloblastic ﬁbrodentinoma
ameloblastic ﬁbrodentino-sarcoma

エナメルジョウヒセンイゾウゲシツニクシュ

エナメル上皮線維肉腫 エナメルジョウヒセンイニクシュ
エナメル上皮肉腫 ➡ エナメル上皮線維肉腫

ameloblastic ﬁbrosarcoma
ameloblastic sarcoma

エナメルジョウヒニクシュ

エナメル色【陶材の】 エナメルショク（トウザイノ）
エナメル髄【エナメル器の】 エナメルズイ（エナメルキノ）
エナメル前質 エナメルゼンシツ
エナメル叢 エナメルソウ
エナメル - 象牙境 エナメルゾウゲキョウ
エナメルタンパク質 エナメルタンパクシツ
エナメル滴 エナメルテキ
エナメル陶材 エナメルトウザイ
エナメル突起 エナメルトッキ
エナメルハッチェット エナメルハッチェット
エナメル斑 エナメルハン
エナメル紡錘 エナメルボウスイ
エナメルボンディングレジン固定

enamel color of porcelain
enamel pulp
pre-enamel
enamel bush，enamel tuft
dentino-enamel junction
enamel protein
enamel drop
dental enamel ceramic，
enamel porcelain
enamel projection
enamel hatchet
enamel opacity
enamel spindle
enamel bonding resin splint

エナメルボンディングレジンコテイ

エナメルマトリックスタンパク質

enamel matrix protein

エナメルマトリックスタンパクシツ

エナメル葉 エナメルヨウ
エナメロイド エナメロイド
エナラプリルマレイン酸塩 エナラプリルマレインサンエン
N- アセチルガラクトサミン エヌアセチルガラクトサミン
N- アセチルマンノサミン エヌアセチルマンノサミン
N- アセチルムラミン酸 エヌアセチルムラミンサン
NADH デヒドロゲナーゼ エヌエーディーエイチデヒドロゲナーゼ
NST ➡ 栄養サポートチーム エヌエスティー
NMR 信号 エヌエムアールシンゴウ
NM スケール エヌエムスケール

enamel lamella
enameloid
enalapril，enalapril maleate
N-acetylgalactosamine
N-acetylmannosamine
N-acetylmuramic acid
NADH dehydrogenase
nutritional support team
NMR signal
NM Scale
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エヌピージージ

NPG-GMA

エ

エヌピージージーエムエー

N- 末端 エヌマッタン
N- 末端アミノ酸残基 エヌマッタンアミノサンザンキ
エネルギー依存性 エネルギーイゾンセイ
エネルギー吸収係数 エネルギーキュウシュウケイスウ
エネルギーサブトラクション エネルギーサブトラクション
エネルギーサブトラクション法 エネルギーサブトラクションホウ
エネルギー差分 エネルギーサブン
エネルギー差分法 エネルギーサブンホウ
エネルギー収支バランス エネルギーシュウシバランス
エネルギー準位 エネルギージュンイ
エネルギー消費量 エネルギーショウヒリョウ
エネルギー障壁 エネルギーショウヘキ
エネルギースペクトル エネルギースペクトル
エネルギー束密度 エネルギーソクミツド
エネルギー代謝 エネルギータイシャ
エネルギー代謝率 エネルギータイシャリツ
エネルギー転移係数 エネルギーテンイケイスウ
エネルギーフルエンス エネルギーフルエンス
エネルギーフルエンス率 エネルギーフルエンスリツ
エネルギー密度 エネルギーミツド
エネルギー量【食品の】 エネルギーリョウ（ショクヒンノ）
エノラーゼ エノラーゼ
エバンスブルー エバンスブルー
エピソード記憶 エピソードキオク
エピタキシー エピタキシー
エピテックインプラント エピテックインプラント
エピテックプレート エピテックプレート
エビデンスにもとづいた医療 ➡ EBM

N-phenylglycine glycidyl
methacrylate
N-terminus
N-terminal amino acid residue
energy dependency
energy absorption coeﬃcient
energy subtraction
energy subtraction
energy subtraction
energy subtraction
balance of energy intake and
consumption
energy level
energy amount
energy barrier
energy spectrum
energy ﬂux density
energy metabolism
relative metabolic rate（RMR）
energy transfer coeﬃcient
energy ﬂuence
energy ﬂuence rate
energy density
energy consumption
enolase
Evans blue
episode memory
epitaxy
epitec implant
epitec plate
evidence-based medicine（EBM）

エビデンスニモトヅイタイリョウ

エピトープ エピトープ
エピネフリン ➡ アドレナリン
エピマー エピマー
エピマー化 エピマーカ
エピメラーゼ エピメラーゼ
エピリゾール エピリゾール
FROC 曲線 エフアールオーシーキョクセン
F- アクチン エフアクチン
エファプス エファプス
エファプス伝達 エファプスデンタツ
エプーリス エプーリス

50

エピネフリン

epitope
epinephrine，
epinephrine hydrochloride
epimer
epimerization
epimerase
epirizole
free-response receiver operating
characteristic curve
F-actin
ephapse
ephapse transmission
epulis

エミネクトミー

FH-SN 平面角【セファロ分析の】

FH-SN plane angle

エフエイチエスエヌヘイメンカク（セファロブンセキノ）

FAST 分類 エフエーエスティーブンルイ
FAD ➡ フラビンアデニンジヌクレオチド

functional assessment staging
ﬂavin adenine dinucleotide

エフエーディー

FA マップ エフエーマップ
エフェドリン塩酸塩

エフェドリンエンサンエン

FMIA【セファロ分析の】 エフエムアイエー（セファロブンセキノ）
FMA【セファロ分析の】 エフエムエー（セファロブンセキノ）
FMN ➡ フラビンモノヌクレオチド エフエムエヌ
FLS 線維 エフエルエスセンイ
FOV ➡ 撮像視野 エフオーブイ
F 検定 エフケンテイ
FC 歯髄切断法 エフシーシズイセツダンホウ
Fc 受容体 エフシージュヨウタイ
FGP テクニック エフジーピーテクニック
Fc フラグメント【抗体の】 エフシーフラグメント（コウタイノ）
F 小体 エフショウタイ
ε - アミノカプロン酸 エプシロンアミノカプロンサン
エブスタイン奇形

エブスタインキケイ

エプスタイン真珠 エプスタインシンジュ
エプスタイン囊胞 エプスタインノウホウ
エプスタイン・バーウイルス エプスタインバーウイルス
f値
【フィルムの】 エフチ（フィルムノ）
FDA エフディーエー
FDG エフディージー
FDG-PET エフディージーペット
エブネル腺 エブネルセン
エブネルの成長線 ➡ アンドレーゼン線

fractional anisotopy（FA）map
ephedrine，
ephedrine hydrochloride
Frankfort-mandibular incisor angle
Frankfort-mandibular plane angle
ﬂavin mononucleotide
ﬁbrous long spacing ﬁber
ﬁeld of view
F-test
formocresol pulpotomy
Fc receptor
functionally generated path（FGP）
technique
crystallizable fragment
F body
aminocaproric acid，
ε-aminocaproric acid
Ebstein's anomaly，
Ebstein's anomaly disease
Epstein pearl
Epstein's cyst
Epstein-Barr virus
f value
Food and Drug Administration
ﬂuoro-deoxyglucose
ﬂuoro-deoxyglucose positron
emission tomography
Ebner gland
cremental line of Ebner

エブネルノセイチョウセン

エブネル象牙層板 エブネルノゾウゲソウバン
エブネル半月 エブネルハンゲツ
F 波 エフハ
FBS エフビーエス
FPD ➡ フラットパネルディテクタ エフピーディー
エポキシ模型材 エポキシモケイザイ
エポキシレジン エポキシレジン
エマージェンスプロファイル エマージェンスプロファイル
エマルジョン エマルジョン
エミネクトミー エミネクトミー

Ebner dentin lamella
Ebner demilune
F wave
fetal bovine serum
ﬂat panel detector
epoxy die material
epoxy resin
emergence proﬁle
emulsion
eminectomy
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エミネンスクリ

エミネンスクリック エミネンスクリック
MRI ➡ 磁気共鳴画像撮影法 エムアールアイ
MR アンジオグラフィー ➡ 磁気共鳴血管撮影

eminence click
magnetic resonance imaging
MR angiography（MRA）

エムアールアンジオグラフィー

エ

MR シアログラフィー エムアールシアログラフィー
MR 像 エムアールゾウ
MIF ➡ マクロファージ遊走阻止因子 エムアイエフ
MI 窩洞 エムアイカドウ
MID 窩洞 エムアイディーカドウ
MAC ➡ 最小肺胞濃度
MS 培地 エムエスバイチ
MSB 培地 エムエスビーバイチ

エムエーシー

MNSs 式血液型 エムエヌエスエスシキケツエキガタ
MMA 系レジンセメント エムエムエーケイレジンセメント
MMSE エムエムエスイー
MMP ➡ マトリックスメタロプロテアーゼ

MR sialography
MR image
macrophage migration inhibition
factor
mesio-incisal cavity
mesio-inciso-distal cavity
minimum alveolar concentration
mutans streptococci medium
mitis-salivarius sucrose bacitracin
medium
MNSs blood group
MMA-based luting agent
mini-mental state examination
matrix metalloproteinase

エムエムピー

ML 窩洞 エムエルカドウ
MO 窩洞 エムオーカドウ
MOD 窩洞 エムオーディーカドウ
M 窩洞 エムカドウ
M 期 エムキ
MQ 現像液 エムキューゲンゾウエキ
MCI ➡ 軽度認知障害 エムシーアイ
MWST ➡ 改訂水飲みテスト エムダブリューエスティー
MTA セメント ➡ ミネラルトリオキサイドアグリ
ゲート エムティーエーセメント
MTF ➡ 変調伝達関数 エムティーエフ
MDCT ➡ コンピュータ断層撮影法 エムディーシーティー
MDP エムディーピー
エムデン・マイヤーホフ経路 エムデンマイヤーホフケイロ
M 波 エムハ
MB 窩洞 エムビーカドウ
MP 窩洞 エムピーカドウ
MPG ➡ 拡散検出傾斜磁場 エムピージー
M モード エムモード
エメリー エメリー
エモルファゾン エモルファゾン
ELISA ➡ 酵素免疫測定法 エライザ
エラスターゼ
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エラスターゼ

mesio-lingual cavity
mesio-occlusal cavity
mesio-occluso-distal cavity
mesial cavity
M phase
MQ developer
mild cognitive impairment
modiﬁed water swallowing test
mineral trioxide aggregate cement
modulation transfer function
multidetector CT
methacryloyloxydecyl dihydrogen
phosphate
Embden-Meyerhof pathway
M wave
mesio-buccal cavity
mesio-palatal cavity
motion probing gradient
motion mode（M-mode）
emery
emorfazone
enzyme immunoassay（EIA），
enzyme-linked immunosorbent
assay
elastase

エルスターエー

エラスチン エラスチン
エラスティック エラスティック
エラスティックオープンアクチベーター

elastin
elastic modulus
elastic open activator

エラスティックオープンアクチベーター

エラスティックスレッド エラスティックスレッド
エラスティックセパレーター エラスティックセパレーター
エラスティックセパレータープライヤー

elastic thread
elastic separator
separating elastic pliers

エ

エラスティックセパレータープライヤー

エラスティックチェーン エラスティックチェーン
エラスティックリング エラスティックリング
エラスティックループ エラスティックループ
エラストマー エラストマー
エラストマー印象材 ➡ ゴム質印象材

elastic chain
elastic ring
elastic loop
elastomer
elastomer impression material

エラストマーインショウザイ

エラストメトリックスレッド ➡ エラスティックス
レッド エラストメトリックスレッド
エラストメトリックタイイングリング

elastometric thread
elastometric tying ring

エラストメトリックタイイングリング

エラストメトリックチェーン ➡ エラスティック
チェーン エラストメトリックチェーン
エラストメトリックモジュール エラストメトリックモジュール
エラストメトリックリガチャー エラストメトリックリガチャー
エリアモニタ エリアモニタ
エリアモニタリング エリアモニタリング
エリオットのセパレーター エリオットノセパレーター
エリス・ヴァンクレベルド症候群

elastometric chain
elastometric modules
elastometric ligature
area monitor
area monitoring
Elliott separator
Ellis-van Creveld syndrome

エリスヴァンクレベルドショウコウグン

エリスの分類【歯の外傷】 エリスノブンルイ（ハノガイショウ）
エリスロポエチン エリスロポエチン
エリスロマイシン エリスロマイシン
エリテマトーデス エリテマトーデス
LED 照射器 エルイーディーショウシャキ
LS ➡ 方略 エルエス
LSS ➡ 寿命調査 エルエスエス
LNT モデル エルエヌティーモデル
LQ モデル ➡ 線形二次曲線モデル エルキューモデル
エルゴカルシフェロール エルゴカルシフェロール
エルゴグラム エルゴグラム
エルゴステロール エルゴステロール
L 鎖 エルサ
L 鎖病 エルサビョウ
Yersinia 属 エルシニアゾク
L ＊ a ＊ b ＊表色系 エルスターエースタービースターヒョウショクケイ

Ellis-Davey classiﬁcation
erythropoietin
erythromycin
lupus erythematosus
LED irradiator
leaning strategy
life span study
linear non-threshold model
linear quadratic model
ergocalciferol
ergogram
ergosterol
light chain
light chain disease
Yersinia
Commission Internationale de
l'Eclairage 1976（L ＊，a ＊，b
＊）color space（CIE Lab）
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エルディー

エ

LD ➡ 致死線量 エルディー
LPS ➡ リポ多糖 エルピーエス
Er：YAG レーザー エルビウムヤグレーザー
エルブレヒトクラスプ エルブレヒトクラスプ
エルループ エルループ
エレクトロサージェリー エレクトロサージェリー
エレクトロパラトグラフィー エレクトロパラトグラフィー
エレクトロマレット エレクトロマレット
エレクトロンボルト エレクトロンボルト
エレプシン エレプシン
エロージョン エロージョン
遠位 エンイ
遠位尿細管 エンイニョウサイカン
塩化亜鉛 エンカアエン
塩化アルミニウム エンカアルミニウム
塩化カルシウム エンカカルシウム
遠隔医療 エンカクイリョウ
遠隔コバルト治療 エンカクコバルトチリョウ
遠隔受容器 エンカクジュヨウキ
遠隔診断 エンカクシンダン
遠隔操作式後装塡方式 エンカクソウサシキゴソウテンホウシキ
遠隔転移 エンカクテンイ
遠隔放射線診断 エンカクホウシャセンシンダン
遠隔放射線診療 エンカクホウシャセンシンリョウ
塩化第二鉄 エンカダイニテツ
鉛管様抵抗 エンカンヨウテイコウ
塩基 エンキ
塩基過剰 エンキカジョウ
塩基欠乏 エンキケツボウ
塩基対 エンキツイ
エングラム エングラム
エングレン線 エングレンセン
嚥下 エンゲ
嚥下圧 エンゲアツ
嚥下圧嚥下造影同期検査法

lethal dose
lipopolysaccharide
Erbium（Er:）YAG laser
Elbrecht clasp
L-loop
electric surgery
electropalatography（EPG）
electric mallet
electron volt（eV）
erepsin
erosion
distal
distal tubule，distal renal tubule
zinc chloride
aluminum chloride
calcium chloride
telemedicine
telecobalt therapy
tele ceptor，tele receptor
telediagnosis
remote afterloading system
（RALS）
distant metastasis
teleradiology
teleradiology
ferric chloride
lead pipe rigidity
base
base excess
base deﬁcit
base pair
engram
Öhngrene's line
deglutition，swallowing
swallowing pressure
manoﬂuorography

エンゲアツエンゲゾウエイドウキケンサホウ

嚥下圧検査法 エンゲアツケンサホウ
嚥下圧測定 エンゲアツソクテイ
嚥下位 エンゲイ
嚥下閾値 エンゲイキチ
円形穿下 エンケイセンカ
嚥下運動 エンゲウンドウ
嚥下音 エンゲオン
嚥下開始 エンゲカイシ
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manometry
swallowing pressure test
swallowing position
swallowing threshold
rounded undercut of cavity
swallowing movement
swallow sounds
initiation of swallowing

エンシゲキ

嚥下機能 エンゲキノウ
嚥下機能検査 エンゲキノウケンサ
嚥下訓練 エンゲクンレン
嚥下呼吸 エンゲコキュウ
嚥下サポートチーム エンゲサポートチーム
嚥下事故 エンゲジコ
嚥下失行 エンゲシッコウ
嚥下障害 エンゲショウガイ
嚥下障害リハビリテーション エンゲショウガイリハビリテーション
嚥下食ピラミッド エンゲショクピラミッド
嚥下性肺炎 ➡ 誤嚥性肺炎 エンゲセイハイエン
嚥下性無呼吸 エンゲセイムコキュウ
嚥下造影検査 ➡ ビデオ嚥下造影検査 エンゲゾウエイケンサ
嚥下中枢 エンゲチュウスウ
嚥下調整食 エンゲチョウセイショク
嚥下痛 エンゲツウ
嚥下テスト エンゲテスト
嚥下内視鏡検査 エンゲナイシキョウケンサ

嚥下の意識化 エンゲノイシキカ
嚥下反射 エンゲハンシャ
エンケファリン エンケファリン
嚥下不能 エンゲフノウ
嚥下不能症 エンゲフノウショウ
嚥下癖 エンゲヘキ
嚥下補助床 ➡ 嚥下補助装置
嚥下補助食品
嚥下補助装置

エンゲホジョショウ

エンゲホジョショクヒン
エンゲホジョソウチ

嚥下誘発テスト エンゲユウハツテスト
エンゲルマン病 エンゲルマンビョウ
炎光光度計 エンコウコウドケイ
塩酸チクロピジン エンサンチクロピジン
遠視 エンシ
遠刺激 エンシゲキ

swallowing function
swallowing test
swallowing training
swallowing respiration
swallowing support team
swallowing accident
apraxia of swallowing
dysphagia
dysphagia rehabilitation
dysphagia diet pyramid
aspiration pneumonia
swallowing apnea
videoﬂuoroscopic（VF）swallowing study，
videoﬂuorography（VF）
swallowing center
dysphagia diet，modiﬁed diet for
dysphagic persons
odynophagia
swallowing test
videoendoscopic evaluation of
swallowing（VE），
videoendoscopic examination of
swallowing（VE），
videoendoscopy（VE）
thinking swallow
deglutition reﬂex，swallowing
reﬂex
enkephalin
aphagia
aphagia
swallowing habit
auxiliary appliance for swallowing，prosthetic appliance for
swallowing disorder
supplementary food for swallowing
auxiliary appliance for swallowing，prosthetic appliance for
swallowing disorder
swallowing-provocation test
Engelmann disease
ﬂame photometer
ticlopidine hydrochloride
hypermetropia
distal stimulus
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エンショウ

炎症 エンショウ
遠城寺式乳幼児分析的発達検査
エンジョウジシキニュウヨウジブンセキテキハッタツケンサ

エ

炎症性エプーリス エンショウセイエプーリス
炎症性吸収 エンショウセイキュウシュウ
炎症性吸収【歯根の】 エンショウセイキュウシュウ（シコンノ）
炎症性サイトカイン エンショウセイサイトカイン
炎症性細胞浸潤 エンショウセイサイボウシンジュン
炎症性疾患 エンショウセイシッカン
炎症性歯肉肥大 エンショウセイシニクヒダイ
炎症性修飾因子【歯周疾患の】

inﬂammation
Enjoji infant analytic
developmental test
inﬂammatory epulis
inﬂammatory resorption
inﬂammatory root resorption
inﬂammatory cytokine
inﬂammatory cell inﬁltration
inﬂammatory disease
inﬂammatory gingival hypertrophy
inﬂammatory modiﬁer

エンショウセイシュウショクインシ（シシュウシッカンノ）

炎症性水腫 ➡ 炎症性浮腫 エンショウセイスイシュ
炎症性乳頭状過形成 エンショウセイニュウトウジョウカケイセイ
炎症性囊胞 エンショウセイノウホウ
炎症性浮腫 エンショウセイフシュ
炎症性傍側性囊胞 エンショウセイボウソクセイノウホウ
炎症性メディエーター エンショウセイメディエーター
炎症反応 エンショウハンノウ
援助行動 エンジョコウドウ
遠心移動 エンシンイドウ
遠心階段型 エンシンカイダンガタ
遠心頰側咬頭 エンシンキョウソクコウトウ
遠心傾斜 エンシンケイシャ
遠心咬合 エンシンコウゴウ
遠心咬頭 エンシンコウトウ
遠心根 エンシンコン
遠心斜位撮影法 エンシンシャイサツエイホウ
遠心性 エンシンセイ
遠心性神経 エンシンセイシンケイ
遠心性線維 エンシンセイセンイ
遠心性ニューロン エンシンセイニューロン
遠心舌側咬頭 エンシンゼッソクコウトウ
遠心側 エンシンソク
遠心鋳造 エンシンチュウゾウ
遠心鋳造機 エンシンチュウゾウキ
遠心転位 エンシンテンイ
遠心トリゴニッド隆線 エンシントリゴニッドリュウセン
遠心面 エンシンメン
エンジン用切削機械 エンジンヨウセッサクキカイ
エンジン用切削具 エンジンヨウセッサクグ
エンジン用ニッケルチタン製器具

inﬂammatory edema
inﬂammatory papillary hyperplasia
inﬂammatory cyst
inﬂammatory edema
inﬂammatory collateral cyst
inﬂammatory mediator
inﬂammatory reaction
helping behavior
distalization，distal movement
distal step type
disto-buccal cusp
distal tipping
distocclusion，distal occlusion
distal cusp
distal root
distal oblique technique
eﬀerent
eﬀerent nerve
eﬀerent ﬁber
eﬀerent neuron
disto-lingual cusp
distal side
centrifugal casting
centrifugal casting machine
distoversion
distal trigonid crest
distal surface
engine cutting machine
engine cutting instruments
rotary nickel-titanium instrument

エンジンヨウニッケルチタンセイキグ

遠心レスト
延髄 エンズイ
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エンシンレスト

distal rest
medulla oblongata

エンハンサー

延髄呼吸化学受容器

エンズイコキュウカガクジュヨウキ

延髄呼吸中枢 エンズイコキュウチュウスウ
円錐歯 ➡ 栓状歯 エンスイシ
円錐状ビーム エンスイジョウビーム
円錐台 エンスイダイ
延性 エンセイ
延性材料 エンセイザイリョウ
延性破壊 エンセイハカイ
エンゼルプラン エンゼルプラン
塩素イオン移動 ➡ 塩素移動 エンソイオンイドウ
塩素移動 エンソイドウ
塩素殺菌 エンソサッキン
延滞条件づけ エンタイジョウケンヅケ
縁端強さ エンタンツヨサ
円柱腫 ➡ 腺様囊胞癌 エンチュウシュ
円柱上皮癌 エンチュウジョウヒガン
延長因子 エンチョウインシ
延長術 エンチョウジュツ
延長ブリッジ エンチョウブリッジ
延長腕鉤 エンチョウワンコウ
エンテロウイルス エンテロウイルス
エンテロキナーゼ エンテロキナーゼ
Enterococcus Faecalis エンテロコッカスフェカーリス
エンテロトキシン エンテロトキシン
エンドカッター エンドカッター
エンドカッティングバー エンドカッティングバー
エンドグリコシダーゼ エンドグリコシダーゼ
エンドクリン エンドクリン
エンドゲージ エンドゲージ
エンドサイトーシス エンドサイトーシス
エンドジェノート エンドジェノート
エンドチューブ エンドチューブ
エンドトキシンショック エンドトキシンショック
エンドドンティックセメント エンドドンティックセメント
エンドヌクレアーゼ エンドヌクレアーゼ
エンドフィール エンドフィール
エンドペプチダーゼ エンドペプチダーゼ
エンドルフィン エンドルフィン
エントロピー エントロピー
円板下円蓋 エンバンカエンガイ
円板干渉障害 エンバンカンショウショウガイ
円板後溝 エンバンコウコウ
エンハンサー エンハンサー

medullary respiratory
chemoreceptor（MRC）
medullary respiratory center
cone-shaped tooth，ped-shaped
tooth，conical tooth
cone beam
crucible former
ductility
ductile material
ductile fracture
angel plan
chloride shift
chloride shift
chlorine sterilization
delayed conditioning
edge strength
cylindroma
cylindrical cell carcinoma
elongation factor
lengthening，elongation
cantilever ﬁxed partial denture
extended arm clasp
enterovirus
enterokinase

エ

enterotoxin
end cutter
end cutting bur
endoglycosidase
endocrine
endogauge
endocytosis
endogenote
end tube
endotoxin shock
endodontic cement
endonuclease
end feel
endopeptidase
endorphin
entropy
infradiscal dome
disc interference disorder
retrodiscal groove
enhancer
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あ

エンバンジョウ

円板状エリテマトーデス エンバンジョウエリテマトーデス
円板状メニスクス エンバンジョウメニスクス
円板整位 エンバンセイイ
円板穿孔 エンバンセンコウ
円板転位 エンバンテンイ

オ

あ

円板微細ひだ エンバンビサイヒダ
円板復位 エンバンフクイ
円板平坦部 エンバンヘイタンブ
円板隆起 エンバンリュウキ
嚥尾鉤 エンビコウ
エンフルラン エンフルラン
エンブレジャークラスプ ➡ 双子鉤 エンブレジャークラスプ
エンベロープ エンベロープ
エンベロップテクニック エンベロップテクニック
エンベロップフラップ法 エンベロップフラップホウ
エンマッセ エンマッセ
塩味 エンミ
延命医療 エンメイイリョウ

あ

あ

塩類欠乏症候群 エンルイケツボウショウコウグン
エンローの V 原理 エンローノブイゲンリ

discoid lupus erythematosus（DLE）
discoid meniscus
disc repositioning
disc perforation
disc derangement，
disc displacement
discal ﬁne folds
disc reduction
ﬂat portion of disc
discal eminence
swallow tail retractor
enﬂurane
embrasure clasp
envelope
envelope technique
envelope ﬂap technique
en masse
saltiness
life-prolong medicine，
life-support treatment，
life-sustaining treatment
salt deﬁciency syndrome
Enlow V principle

オ
横隔膜
凹顔型
横顔裂

オウカクマク
オウガンガタ

オウガンレツ

嘔気 ➡ 悪心 オウキ
応急処置 オウキュウショチ
横溝
【窩洞の】 オウコウ（カドウノ）
横溝
【歯の】 オウコウ（ハノ）
横口蓋ひだ オウコウガイヒダ
横口蓋縫合 オウコウガイホウゴウ
横行小管系 オウコウショウカンケイ
横骨折 オウコッセツ
黄金分割 オウゴンブンカツ
欧州原子核研究機構 オウシュウゲンシカクケンキュウキコウ
欧州放射線リスク委員会
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オウシュウホウシャセンリスクイインカイ

diaphragm
concave proﬁle，concave facial
type，concave type
horizontal facial cleft，lateral facial
cleft，transverse facial cleft
nausea
ﬁrst aid
transversal channel
transverse groove
transverse palatine fold
transverse palatine suture
transversal tubular system
transverse fracture
divine proportion
European Organization for Nuclear
Research（CERN）
European Committee on Radiation
Risk（ECRR）

オウモンキンガ

応招義務

オウショウギム

黄色骨髄

オウショクコツズイ

黄色歯 オウショクシ
黄色腫 オウショクシュ
黄色腫細胞 オウショクシュサイボウ
黄色腫症 オウショクシュショウ
黄色靱帯骨化症 オウショクジンタイコツカショウ
黄色舌 オウショクゼツ
黄色線維腫 オウショクセンイシュ
黄色肉芽腫 オウショクニクゲシュ
黄色ブドウ球菌 オウショクブドウキュウキン
往診 オウシン
王水 オウスイ
横切 オウセツ
横舌筋 オウゼツキン
横走隆線 オウソウリュウセン
黄体形成ホルモン オウタイケイセイホルモン
黄体刺激ホルモン オウタイシゲキホルモン
黄体ホルモン オウタイホルモン
黄疸 オウダン
横断研究 オウダンケンキュウ
横断像 ➡ アキシャル像
横断調査 オウダンチョウサ

オウダンゾウ

横断的資料 オウダンテキシリョウ
横断平面 オウダンヘイメン
横断面 オウダンメン
横断面像 オウダンメンゾウ
嘔吐 オウト
応答曲線 オウトウキョクセン
嘔吐中枢 オウトチュウスウ
嘔吐反射 オウトハンシャ
往復吸収式 オウフクキュウシュウシキ
オウム返し オウムガエシ
オウム病 オウムビョウ
凹面 オウメン
横紋
【エナメル小柱の】 オウモン（エナメルショウチュウノ）
横紋筋 オウモンキン
横紋筋芽細胞腫 オウモンキンガサイボウシュ

duty not to deny medical
consultation
yellow marrow，
yellow bone marrow
yellow tooth
xanthoma
xanthoma cell
xanthomatosis
ossiﬁcation of ligamentum ﬂavum
（OLF）
yellow tongue
xanthoﬁbroma
xanthogranuloma
Staphylococcus aureus
home visit，house call，
doctor's visit
aqua regia
transect
transverse muscle of tongue
transverse ridge
luteinizing hormone
luteotropic hormone
progesterone，
corpus luteum hormone
icterus，jaundice
cross sectional assessment，
cross-sectional study
transverse image
cross sectional assessment，
cross-sectional study
cross-sectional material
transverse plane
transection
axial image，
axial section image
vomiting
response curve
vomiting center
gag reﬂex，vomiting reﬂex
to-and-fro absorption system
echolalia
psittacosis
concavity
cross striation
striated muscle
rhabdomyoblastoma
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オ

オウモンキンシ

オ

横紋筋腫 オウモンキンシュ
横紋筋肉腫 オウモンキンニクシュ
横紋筋融解 オウモンキンユウカイ
横紋筋融解症 オウモンキンユウカイショウ
横紋構造 オウモンコウゾウ
応用行動分析 オウヨウコウドウブンセキ
応力 オウリョク
応力解析 オウリョクカイセキ
応力拡大係数 オウリョクカクダイケイスウ
応力緩和 オウリョクカンワ
応力集中 オウリョクシュウチュウ
応力 - ひずみ曲線 オウリョクヒズミキョクセン
応力腐食 オウリョクフショク
応力腐食割れ オウリョクフショクワレ
応力誘起マルテンサイト変態
オウリョクユウキマルテンサイトヘンタイ

OR 法 オーアールホウ
OE 法 ➡ 間欠的口腔食道栄養法 オーイーホウ
OHI-S ➡ 簡略化口腔清掃指数 オーエイチアイエス
OSL 線量計 オーエスエルセンリョウケイ
OFD 症候群 ➡ 口・顔・指症候群

rhabdomyoma
rhabdomyosarcoma
rhabdomyolysis
rhabdomyolysis
cross-binding pattern
applied behavior analysis
stress
stress analysis
stress intensity factor
stress relaxation
stress concentration
stress-strain curve
stress corrosion
stress corrosion cracking
stress-induced martensitic
transformation
orbitoramus projection
intermittent oro-esophageal feeding
oral hygiene index-simpliﬁed
optical stimulated luminescence
dosimeter
oro-facial-digital（OFD）syndrome

オーエフディーショウコウグン

OM 線

オーエムセン

OL 窩洞 オーエルカドウ
オーエン外形線 オーエンガイケイセン
O 窩洞 オーカドウ
オージェ効果 オージェコウカ
オージェ電子 オージェデンシ
オージェ電子分光 オージェデンシブンコウ
オージオメータ オージオメータ
大島の分類 オオシマノブンルイ
オーシャンビンチゼル オーシャンビンチゼル
オーステナイト オーステナイト
オーストラリアンワイヤー オーストラリアンワイヤー
オーダーメイド医療 オーダーメイドイリョウ
オータコイド オータコイド
大坪式スライディングキャリパス

orbitomeatal line，
orbitomeatal base line
occluso-lingual cavity
Owen contour line
occlusal cavity
Auger eﬀect
Auger electron
Auger electron spectroscopy
（AES）
audiometer
Oshima's classiﬁcation
Ochsenbein chisel
austenite
Australian wire
order-made medicine
autacoid
Otsubo sliding calipers

オオツボシキスライディングキャリパス

OD 窩洞 オーディーカドウ
オートクリン オートクリン
オートクレーブ処理 オートクレーブショリ
オートマチックマレット オートマチックマレット
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occluso-distal cavity
autocrine
autoclave
automatic mallet

オールセラミッ

オートラジオグラフィー オートラジオグラフィー
オートラジオグラム オートラジオグラム
オートローテーション【下顎骨の】

autoradiography
autoradiogram
autorotation

オートローテーション（カガクコツノ）

オーバーインスツルメンテーション【根管の】

overinstrumentation of root canal

オーバーインスツルメンテーション（コンカンノ）

オーバーオールレイシオ オーバーオールレイシオ
オーバーカントゥア オーバーカントゥア
オーバークロージャー オーバークロージャー
オーバーコレクション オーバーコレクション
オーバージェット オーバージェット
オーバーシュート電位 オーバーシュートデンイ
オーバーデンチャー オーバーデンチャー
オーバートリートメント オーバートリートメント
オーバーバイト オーバーバイト
オーバーハングマージン オーバーハングマージン
オーバーヒート オーバーヒート
オーバーフィリング オーバーフィリング
オーバーメディケーション オーバーメディケーション
オーバーレイ オーバーレイ
オーバーレイアーチワイヤー オーバーレイアーチワイヤー
OPI オーピーアイ
OB 窩洞 オービーカドウ
OP 窩洞 オーピーカドウ
オープニングループ オープニングループ
オープン MRI オープンエムアールアイ
オープンコイルスプリング オープンコイルスプリング
オープントレー オープントレー
オープントレー印象 オープントレーインショウ
オープンループ オープンループ
オープンロック オープンロック
オーラルクリアランステスト オーラルクリアランステスト
オーラルジスキネジア オーラルジスキネジア
オーラルスクリーン オーラルスクリーン
オーラルディアドコキネシス オーラルディアドコキネシス
オーラルフレイル オーラルフレイル
オーラルヘルスプロモーション オーラルヘルスプロモーション
オーラルマネージメント オーラルマネージメント
オーラルリハビリテーション オーラルリハビリテーション
O リング オーリング
O リングアタッチメント オーリングアタッチメント
オールインワンアドヒーシブ オールインワンアドヒーシブ
オールセラミッククラウン ➡ ジャケットクラウン

オ

over-all ratio
overcontour
overclosure
overcorrection
horizontal overlap，overjet
overshoot potential
overdenture
overtreatment
vertical overlap，overbite
overhang margin
overheat
overﬁlling
overmedication
overlay
overlay archwire
occlusal plaque index
occluso-buccal cavity
occluso-palatal cavity
opening loop
open MRI
open coil spring
open tray
open tray impression
open loop
open lock
oral glucose clearance test
oral dyskinesia
oral screen
oral diadochokinesis
oral frailty syndrome，oral frail
oral health promotion
oral management
oral rehabilitation
elastomeric O-ring
O-ring attachment
all-in-one adhesive
all ceramic crown

オールセラミッククラウン

オールセラミックブリッジ

オールセラミックブリッジ

all ceramic ﬁxed partial denture
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オールブライト

オールブライト遺伝性骨異栄養症
オールブライトイデンセイコツイエイヨウショウ

オ

オールブライト症候群 オールブライトショウコウグン
岡崎フラグメント オカザキフラグメント
悪寒 オカン
悪寒戦慄 オカンセンリツ
オキサシリンナトリウム オキサシリンナトリウム
オキサプロジン オキサプロジン
オキシゲナーゼ オキシゲナーゼ
オキシダーゼテスト オキシダーゼテスト
オキシタラン線維 オキシタランセンイ
オキシテトラサイクリン塩酸塩
オキシテトラサイクリンエンサンエン

オキシドール ➡ 過酸化水素水 オキシドール
オキシトシン オキシトシン
オクシピタルヘッドギア オクシピタルヘッドギア
オクタカルシウムホスフェート オクタカルシウムホスフェート
オクトチアミン オクトチアミン
屋内環境管理 オクナイカンキョウカンリ
おくび オクビ
オクルーザルアプライアンス オクルーザルアプライアンス
オクルーザルインディケーターワックス

Albright syndrome，Albright
hereditary osteodystrophy，
pseudohypoparathyroidism
Albright syndrome
Okazaki fragment
chill
chill and rigor
oxacillin sodium
oxaprozin
oxygenase
oxidase test
oxytalan ﬁber
oxytetracycline，
oxytetracycline hydrochloride
oxydol
oxytocin
occipital headgear
octacalcium phosphate
octotiamine
indoor environmental management
eructation
occlusal appliance
occlusal indicator wax

オクルーザルインディケーターワックス

オクルーザル X 線写真 オクルーザルエックスセンシャシン
オクルーザルカントゥアクレストライン

occlusal X-ray photograph
occlusal contour crest line

オクルーザルカントゥアクレストライン

オクルーザル撮影法 ➡ 咬合撮影法 オクルーザルサツエイホウ
オクルーザルスプリント
➡ オクルーザルアプライアンス オクルーザルスプリント
オクルーザルテーブル オクルーザルテーブル
オクルーザル法 ➡ 咬合撮影法 オクルーザルホウ
オクルーザルランプ オクルーザルランプ
オクルーザルレコード オクルーザルレコード
オクルゾグラム オクルゾグラム
遅れ破壊 オクレハカイ
瘀血 オケツ
押し上げ説 オシアゲセツ
押し込み硬さ オシコミカタサ
押し込み硬さ試験 オシコミカタサシケン
押し込みピン オシコミピン
おしゃぶり オシャブリ
押し湯 オシユ
悪心 オシン
汚水処理 オスイショリ
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occlusal radiography
occlusal splint，bite splint，
occlusal device
occlusal table
occlusal radiography
occlusal ramp
occlusal record
occlusogram
delayed fracture
blood stasis
booster theory
indentation hardness
indentation hardness test
friction locked pin
comforter
sprue button
retching，nausea
sewage treatment

オトガイキョジ

オステオカルシン オステオカルシン
オステオトーム オステオトーム
オステオトームテクニック オステオトームテクニック
オステオネクチン オステオネクチン
オステオポンチン オステオポンチン
オストワルド係数 オストワルドケイスウ
オスモル オスモル
オスラー・ウェーバー・ランジュ症候群
オスラーウェーバーランジュショウコウグン

オセオムコイド オセオムコイド
汚染 オセン
汚染菌 オセンキン
汚染手術 オセンシュジュツ
汚染層 オセンソウ
恐れ オソレ
オゾン オゾン
オゾン層破壊 オゾンソウハカイ
オタワ憲章 オタワケンショウ
オッズ オッズ
オッズ比 オッズヒ
オッセオインテグレーション オッセオインテグレーション
オッセオインテグレーテッドインプラント

osteocalcin
osteotome
osteotome technique
osteonectin
osteopontin
Ostwald coeﬃcient
osmol
Osler syndrome，Osler disease，
Osler-Rendu-Weber syndrome，
Osler-Rendu-Weber disease
osseomucoid
contamination，pollution
contaminant
contaminated operation
contaminated layer
fear
ozone
disruption of the ozone layer
Ottawa charter
odds
odds ratio
osseointegration
osseointegrated implant

オッセオインテグレーテッドインプラント

オッベゲーザの骨移植術
オッベゲーザ法

オッベゲーザノコツイショクジュツ

オッベゲーザホウ

オトガイ オトガイ
オトガイ下隙 オトガイカゲキ
オトガイ下三角 オトガイカサンカク
オトガイ下点 オトガイカテン
オトガイ下頭頂方向 X 線規格写真

Obwegeser intraoral sliding bone
transplantation
Obwegeser method，Obwegeser-Dal Pont method
chin，mentum
submental space
submental triangle
menton
submental-vertex cephalogram

オトガイカトウチョウホウコウエックスセンキカクシャシン

オトガイ下頭頂方向撮影法
オトガイカトウチョウホウコウサツエイホウ

オトガイ下頭頂方向像 オトガイカトウチョウホウコウゾウ
オトガイ下頭頂方向投影法
オトガイカトウチョウホウコウトウエイホウ

オトガイ下動脈 オトガイカドウミャク
オトガイ下膿瘍 オトガイカノウヨウ
オトガイ下リンパ節 オトガイカリンパセツ
オトガイ棘 オトガイキョク
オトガイ棘孔 オトガイキョクコウ
オトガイ挙上法 オトガイキョジョウホウ

submentovertical projection，
submental-vertex projection
submental-vertex image
submentovertex projection，
submentovertical projection
submental artery
submental abscess
submental lymph node
mental spine
mental spines foramen
chin lift
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オ

オトガイキン

オトガイ筋 オトガイキン
オトガイ形成術 オトガイケイセイジュツ

オ

オトガイ結合 オトガイケツゴウ
オトガイ結節 オトガイケッセツ
オトガイ孔 オトガイコウ
オトガイ骨移植 オトガイコツイショク
オトガイ三角 オトガイサンカク
オトガイ神経 オトガイシンケイ
オトガイ神経移動術 オトガイシンケイイドウジュツ
オトガイ神経ブロック オトガイシンケイブロック
オトガイ神経麻痺 オトガイシンケイマヒ
オトガイ唇溝 オトガイシンコウ
オトガイ舌筋 オトガイゼッキン
オトガイ舌骨筋 オトガイゼッコツキン
オトガイ点 オトガイテン
オトガイ頭頂方向撮影法 オトガイトウチョウホウコウサツエイホウ
オトガイ動脈 オトガイドウミャク
オトガイ隆起 オトガイリュウキ
オトガイ隆起無形成 オトガイリュウキムケイセイ
オドランド小体 オドランドショウタイ
オドントプラスティ オドントプラスティ
小野の回帰方程式 オノノカイキホウテイシキ
オパール様象牙質 オパールヨウゾウゲシツ
お歯黒 オハグロ
オピオイド オピオイド
オピオイド拮抗薬 オピオイドキッコウヤク
オピオイド受容体 オピオイドジュヨウタイ
オピオイドペプチド オピオイドペプチド
オピスチオン【セファロ分析の】

mental muscle
chinplasty，genioplasty，
mentoplasty
mental symphysis
mental tubercle
mental foramen
chin graft
mental triangle
mental nerve
mental nerve transposition
mental nerve block
mental nerve anesthesia
mentolabial sulcus
genioglossus muscle
geniohyoid muscle
gnathion，pogonion
menton vertex projection
mental artery
mental protuberance
agenesis of mental protuberance
Odland body
odontoplasty
Ono regression equation
opalescent dentin
Ohaguro
opioid
opioid antagonist
opioid receptor
opioid peptide
Opisthion（Op）

オピスチオン（セファロブンセキノ）

オフィスブリーチング オフィスブリーチング
オプシン オプシン
オフセット配置 オフセットハイチ
オフセットベンド オフセットベンド
オプソニン オプソニン
オプタコン オプタコン
オブリークエラスティックス オブリークエラスティックス
オフロキサシン オフロキサシン
オベイト型ポンティック オベイトガタポンティック
オぺーカー オペーカー
オペーク オペーク
オぺークコア用陶材 オペークコアヨウトウザイ
オぺーク色 オペークショク
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oﬃce bleaching，oﬃce whitening
opsin
oﬀset implant placement
oﬀset bend
opsonin
optacon
oblique elastics
oﬂoxacin
ovate pontic
opaqure
opaque
opaque core dental ceramic
opaque color

オンカクショウ

オぺーク陶材

オペークトウザイ

オぺークレジン オペークレジン
オペラント オペラント
オペラント強化技法 オペラントキョウカギホウ
オペラント行動 オペラントコウドウ
オペラント消去技法 オペラントショウキョギホウ
オペラント条件づけ オペラントジョウケンヅケ
オペラント条件づけ法 オペラントジョウケンヅケホウ
オペラント水準 オペラントスイジュン
オペレーター遺伝子 オペレーターイデンシ
オペロン オペロン
オミッション訓練 オミッションクンレン
オメガループ オメガループ
親核種 オヤカクシュ
親子鑑定 オヤコカンテイ
オリーブ油 オリーブユ
オリエ病 オリエビョウ
オリエンテーション オリエンテーション
折り返し オリカエシ
折り返しアーチファクト オリカエシアーチファクト
オリゴ糖 オリゴトウ
オリゴマー オリゴマー
オリゴマイシン オリゴマイシン
オリフィスオープナー オリフィスオープナー
オルガネラ オルガネラ
オルソパントモグラフィー オルソパントモグラフィー
オルソパントモグラフ法 オルソパントモグラフホウ
オルソフィルム オルソフィルム
オルタードキャスト法 オルタードキャストホウ
オルトリン酸 オルトリンサン
オルニチン オルニチン
オルバンメス オルバンメス
オルビタールポインター オルビタールポインター
オルビターレ【セファロ分析の】オルビターレ（セファロブンセキノ）
オレイン酸 オレインサン
オンオフ効果 オンオフコウカ
温覚 オンカク
温覚過敏 オンカクカビン
温覚過敏症
温覚消失

オンカクカビンショウ

オンカクショウシツ

opaque bonding dental ceramic，
opaque porcelain
opaque resin
operant
operant reinforcement technique
operant behavior
operant extinction technique
operant conditioning
operant conditioning
operant level
operator gene
operon
omission training
omega loop
parent nuclide
paternity test
olive oil
Ollier disease，dyschondroplasia，
enchondromatosis，
multiple enchondroma
orientation
aliasing
aliasing artifact
oligosaccharide
oligomer
oligomycin
oriﬁce opener
organelle
orthopantomography
orthopantomography
orthochromatic ﬁlm
altered cast technique
orthophosphoric acid
ornithine
Orban knife
orbital pointer
Orbitale（Or）
oleic acid
on-oﬀ eﬀect
warm sensation，warmth sensation
thermohyperesthesia，
hyperthermoesthesia
thermohyperesthesia，
hyperthermoesthesia
thermal anesthesia
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オ

オンカクドンマ

温覚鈍麻

オンカクドンマ

音楽療法 オンガクリョウホウ
音響陰影 オンキョウインエイ
音響インピーダンス オンキョウインピーダンス

オ

音響カプラ オンキョウカプラ
音響検査 オンキョウケンサ
音響スペクトログラフィー オンキョウスペクトログラフィー
音響中央陰影 オンキョウチュウオウインエイ
音響フレーム率 オンキョウフレームリツ
音響レンズ オンキョウレンズ
オンコサイト オンコサイト
オンコサイトーシス オンコサイトーシス
オンコサイトーマ オンコサイトーマ
オンコサイト癌 オンコサイトガン
温湿布 オンシップ
音声 オンセイ
音声言語障害 オンセイゲンゴショウガイ
音声障害 オンセイショウガイ
音声治療学 オンセイチリョウガク
温点 オンテン
温度覚検査 オンドカクケンサ
温度感覚

オンドカンカク

温度感受性突然変異体 オンドカンジュセイトツゼンヘンイタイ
温度係数 オンドケイスウ
温度刺激 オンドシゲキ
温度刺激法 オンドシゲキホウ
温度受容器 オンドジュヨウキ
温度診 オンドシン
温度的損傷 オンドテキソンショウ
温度ヒステリシス現象 オンドヒステリシスゲンショウ
温度補償式気化器 オンドホショウシキキカキ
温熱環境と健康環境 オンネツカンキョウトケンコウカンキョウ
温熱刺激 オンネツシゲキ
温熱指数 オンネツシスウ
温熱蕁麻疹 オンネツジンマシン
温熱性発汗 オンネツセイハッカン
温熱中枢 オンネツチュウスウ
温熱調節 オンネツチョウセツ
温熱痛 オンネツツウ
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hypothermesthesia，
thermohyposthesia
musicotherapy
acoustic shadow
acoustic characteristic impedance，
acoustic impedance
acoustic coupler，stand-oﬀ
acoustic test
sound spectrography
acoustic middle shadow
acoustic frame rate
acoustic lens
oncocyte
oncocytosis
oncocytoma
oncocytic carcinoma
hot compress
voice
speech disorder，
speech language impairment
voice disorder
phonetics
warm spot
test for sense of temperature，
thermal test
temperature sensation，thermal
sensation，thermesthesia
temperature-sensitive mutant
temperature coeﬃcient
thermal stimulation
thermal stimulation
thermoceptor，thermoreceptor
thermal test，thermal pulp test
thermal injury
temperature hysteresis phenomenon
temperature compensated vaporizer
temperature environment and
health environment
thermal stimulation
thermal index（TI）
febrile urticaria
thermal sweating
heat center
heat regulation
pain to hot，heat pain

あ
ガイ

温熱パック オンネツパック
温熱療法 オンネツリョウホウ
音波歯ブラシ オンパハブラシ
オンレーグラフト法 オンレーグラフトホウ
穏和精神安定薬 オンワセイシンアンテイヤク

あ

heat pack
hyperthermic therapy，
thermotherapy，hyperthermia
sonic tooth brush
onlay graft
minor tranquilizer

カ
窩 カ
カークランドメス カークランドメス
ガーグルベースン ガーグルベースン
ガーゼ ガーゼ
ガーゼ包帯 ガーゼホウタイ
加圧印象 カアツインショウ
加圧吸引鋳造 カアツキュウインチュウゾウ
加圧形成法 カアツケイセイホウ
加圧根管充塡法 カアツコンカンジュウテンホウ
加圧式鋳造機 カアツシキチュウゾウキ
加圧鋳造 カアツチュウゾウ
加圧痛覚測定 カアツツウカクソクテイ
加圧埋没 カアツマイボツ
カーディオバージョン カーディオバージョン
カーテンサージェリー カーテンサージェリー
カーテン徴候 カーテンチョウコウ
ガードナー症候群 ガードナーショウコウグン
カーバー カーバー
カーバイドバー ➡ タングステンカーバイドバー

カ
lacuna，fossa，cavity，pit
Kirkland knife
gargling basin
gauze
gauze bandage
pressure impression
vacuum pressure casting
pressmolding technique
condensation technique of root
canal ﬁlling
pressure casting apparatus
pressure casting
pressure algometry
pressure investing
cardioversion
curtain surgery
curtain sign
Gardner syndrome
carver
carbide bur

カーバイドバー

カービング カービング
カーペンター症候群 カーペンターショウコウグン
カーボニックアンヒドラーゼ カーボニックアンヒドラーゼ
カーボランダムグリセリン泥 カーボランダムグリセリンデイ
カーボランダムディスク カーボランダムディスク
カーボランダムホイール カーボランダムホイール
カーボランダムポイント カーボランダムポイント
カーボンマーカー カーボンマーカー
カーマ カーマ
カーマ面積積 カーマメンセキセキ
カーマ率 カーマリツ
カーラ・ボゾーロ症候群 カーラボゾーロショウコウグン
塊 カイ
臥位 ガイ

carving
Carpenter syndrome
carbonic anhydrase
carborundum glycerin mixture
carborundum disc
carborundum wheel
carborundum point
carbon rod
kerma
kerma area product（KAP）
kerma rate
Kahler-Bozzolo syndrome
block，mass
recumbent position

67

ガイ

カ

蓋 ガイ
外移植 ガイイショク
外因 ガイイン
外因感染 ガイインカンセン
外因系凝固因子 ガイインケイギョウコインシ
外因子 ガイインシ
外因真菌症 ガイインシンキンショウ
外因性 ガイインセイ
外因性機序【血液凝固】 ガイインセイキジョ（ケツエキギョウコ）
外因性凝固系 ガイインセイギョウコケイ
下位運動ニューロン障害 カイウンドウニューロンショウガイ
外エナメル上皮 ガイエナメルジョウヒ
外縁上皮 ガイエンジョウヒ
ガイガー・ミュラー計数管 ガイガーミュラーケイスウカン
開花性セメント質骨異形成 カイカセイセメントシツコツイケイセイ
開花性セメント質骨異形成症

operculum
explantation
external cause
exogenous infection
extrinsic coagulation factor
extrinsic factor
exogenous mycosis
exogenous
extrinsic pathway
extrinsic coagulation system
lower motor neuron disease
outer enamel epithelium
external marginal epithelium
Geiger-Müller counter
ﬂorid cemento-osseous dysplasia
ﬂorid cemento-osseous dysplasia

カイカセイセメントシツコツイケイセイショウ

灰褐色歯 カイカッショクシ
絵画統覚検査 カイガトウカクケンサ
絵画欲求不満テスト カイガヨッキュウフマンテスト
快感 カイカン
外眼角 ガイガンカク
外眼角・外耳道線 ガイガンカクガイジドウセン
外眼角点【頭部計測点の】 ガイガンカクテン（トウブケイソクテンノ）
回帰 カイキ
外基礎層板 ガイキソソウバン
回帰熱 カイキネツ
回帰分析 カイキブンセキ
外形
【義歯床の】 ガイケイ（ギシショウノ）
概形印象 ガイケイインショウ
外形形態【窩洞の】 ガイケイケイタイ（カドウノ）
外形質
【原虫の】 ガイケイシツ（ゲンチュウノ）
外頸静脈 ガイケイジョウミャク
外頸動脈 ガイケイドウミャク
壊血病 ➡ ビタミン C 欠乏症 カイケツビョウ
壊血病性歯肉炎 カイケツビョウセイシニクエン
介護 カイゴ
開口 カイコウ
開咬 カイコウ
開口域 カイコウイキ
開口印象
開口運動
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カイコウインショウ
カイコウウンドウ

gray-brown tooth
thematic apperception test（TAT）
picture frustration study
pleasure
outer canthus
cantho-meatal line
ectocanthion
regression
external basic lamella
recurrent fever
regression analysis
outline form of denture base
preliminary impression，
snap impression
outline form of cavity
ectoplasm
external jugular vein
external carotid artery
scurvy
scorbutic gingivitis
care，personal care
mouth opening
open bite，anterior openbite
jaw opening range，mouth opening
range，range of mouth opening
open mouth impression
opening movement of the mouth，
jaw opening movement

カイゴリョウヨ

開口器 カイコウキ
開口時痛 カイコウジツウ
開口障害 カイコウショウガイ

dental mouth gag
jaw opening pain
trismus，disturbance of mouth
opening，lock jaw，limitation of
mouth opening
extraversion
restricted mouth opening
jaw opening range，mouth opening
range，range of mouth opening
jaw opening reﬂex
plasmacystosis circumoriﬁcialis

外向性 ガイコウセイ
開口制限 カイコウセイゲン
開口度 ➡ 開口域 カイコウド
開口反射 カイコウハンシャ
開口部周囲性形質細胞症
カイコウブシュウイセイケイシツサイボウショウ

開口分泌 カイコウブンピ
開口保持器 カイコウホジキ
開口量 ➡ 開口域 カイコウリョウ
外呼吸 ガイコキュウ
介護給付 カイゴキュウフ
介護サービス カイゴサービス
介護サービス計画 カイゴサービスケイカク
介護サービス事業者 カイゴサービスジギョウシャ
介護支援専門員 カイゴシエンセンモンイン
介護施設 カイゴシセツ
介護者 カイゴシャ
介護食 カイゴショク
外骨腫 ➡ 外骨症 ガイコツシュ
外骨腫切除 ガイコツシュセツジョ
外骨腫切除術 ガイコツシュセツジョジュツ
外骨症 ガイコツショウ
介護手当 カイゴテアテ
介護認定 カイゴニンテイ
介護認定審査会 カイゴニンテイシンサカイ
介護福祉士 カイゴフクシシ
介護負担 カイゴフタン
介護保険 カイゴホケン
介護保険施設 カイゴホケンシセツ
介護保険制度 カイゴホケンセイド
介護保険法 カイゴホケンホウ
介護用品 カイゴヨウヒン
介護予防 カイゴヨボウ
介護療養型医療施設 カイゴリョウヨウガタイリョウシセツ
介護療養型老人保健施設

カイゴリョウヨウガタロウジンホケンシセツ

exocytosis
dentala mouth prop
jaw opening range，mouth opening
range，range of mouth opening
external respiration
nursing care beneﬁt，
long-term care beneﬁt
care service
care plan
long-term care service provider
care manager
nursing home
caretaker，carer
care food，nursing care meal
exostosis
exostectomy
exostectomy
exostosis
aid for caring
certiﬁcation of need
committee for certiﬁcation of need
care worker
load of caring，burden of care
long-term care insurance
long-term care facility
long term care insurance system
Long Term Care Insurance Law
nursing care tool
care prevention
medical institution for long-term
care
health institute on long-term health
care for the aged
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カ

カイゴリョクキ

介護力強化型病院
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介在

カ

カイゴリョクキョウカガタビョウイン
カイゴロウジンフクシシセツ

カイゴロウジンホケンシセツ

カイザイ

外在 ガイザイ
介在結節 カイザイケッセツ
介在ニューロン カイザイニューロン
介在配列 カイザイハイレツ
介在部
【導管の】 カイザイブ（ドウカンノ）
介在物 カイザイブツ
介在ベース カイザイベース
外耳炎 ガイジエン
下意識
【心理】 カイシキ（シンリ）
外耳孔 ガイジコウ
χ2 検定 カイジジョウケンテイ
χ2 分布 カイジジョウブンプ
概日リズム ガイジツリズム
外耳道 ガイジドウ
外斜切開 ガイシャセッカイ
外斜線
【下顎骨の】 ガイシャセン（カガクコツノ）
解重合 カイジュウゴウ
外受容 ガイジュヨウ
外受容器 ガイジュヨウキ
外受容反射 ガイジュヨウハンシャ
介助 カイジョ
外傷 ガイショウ
外傷学 ガイショウガク
外傷後三叉神経ニューロパチー
ガイショウゴサンサシンケイニューロパチー

外傷後神経症 ガイショウゴシンケイショウ
外傷後頭痛 ガイショウゴズツウ
外傷後痛 ガイショウゴツウ
外傷歯 ガイショウシ
外照射 ガイショウシャ
塊状重合 カイジョウジュウゴウ
外傷性いれずみ ガイショウセイイレズミ
外傷性開口障害 ガイショウセイカイコウショウガイ
外傷性潰瘍 ガイショウセイカイヨウ
外傷性顎関節炎 ガイショウセイガクカンセツエン
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empowered care hospital
nursing welfare facility for the
elderly
nursing health care facility for the
elderly，health care facility for
the care of the elderly
interposition，intercalary，extrinsic，interventional
extrinsic
interstitial tubercle
interneuron，internuncial neuron
intervening sequence
intercalated duct
interposition
intermediary base，subbase
external otitis
subconscious
external acoustic pore，
external auditory foramen，
external acoustic meatus
chi-square（χ 2）test
chi-square（χ 2）distribution
circadian rhythm
external auditory meatus
external bevel incision
external oblique ridge
depolymerization
exteroception
exteroceptor
exteroceptive reﬂex
partial helping，partially helping
trauma
traumatology
posttraumatic trigeminal
neuropathy
posttraumatic neuralosis
posttraumatic headache
posttraumatic pain
traumatized tooth
external irradiation
bulk polymerization
traumatic tattooing
trismus due to traumatic injury
traumatic ulcer
traumatic TMJ arthritis

ガイソクカ

外傷性関節炎 ガイショウセイカンセツエン
外傷性気胸 ガイショウセイキキョウ
外傷性気腫 ガイショウセイキシュ
外傷性形成不全歯 ガイショウセイケイセイフゼンシ
外傷性咬合 ガイショウセイコウゴウ
外傷性紅変歯 ガイショウセイコウヘンシ
外傷性骨折 ガイショウセイコッセツ
外傷性歯牙破折 ガイショウセイシガハセツ
外傷性歯周炎 ガイショウセイシシュウエン
外傷性歯肉炎 ガイショウセイシニクエン
外傷性修飾因子【歯周疾患の】

traumatic arthritis
traumatic pneumothorax
traumatic emphysema
traumatic hypoplastic tooth
traumatic occlusion
traumatic erythrodontia
traumatic bone fracture
traumatic tooth fracture
traumatic periodontitis
traumatic gingivitis
traumatic modiﬁer

カ

ガイショウセイシュウショクインシ（シシュウシッカンノ）

外傷性ショック ガイショウセイショック
外傷性神経腫 ガイショウセイシンケイシュ
外傷性神経症 ガイショウセイシンケイショウ
外傷性舌炎 ガイショウセイゼツエン
外傷性切断 ガイショウセイセツダン
外傷性切断術 ガイショウセイセツダンジュツ
外傷性線維腫 ガイショウセイセンイシュ
外傷性唾液瘻 ガイショウセイダエキロウ
外傷性脱臼 ガイショウセイダッキュウ
外傷性脳挫傷 ガイショウセイノウザショウ
介助歯磨き カイジョハミガキ
開磁路 カイジロ
外歯瘻 ガイシロウ
外進入 ガイシンニュウ
カイスの 3 つの輪 カイスノミッツノワ
回折 カイセツ
回折角 カイセツカク
外舌筋 ガイゼツキン
開設者【診療所の】 カイセツシャ（シンリョウジョノ）
疥癬 カイセン
開窓 カイソウ
咳嗽 ガイソウ
開創器 カイソウキ
開創鉤 カイソウコウ
開窓術【囊腫，囊胞】 カイソウジュツ（ノウシュノウホウ）
開窓術【歯の】 カイソウジュツ（ハノ）
解像度 カイゾウド
咳嗽反射 ガイソウハンシャ
解像力 カイゾウリョク
介添え歩行 カイゾエホコウ
外側陰影【超音波】 ガイソクインエイ（チョウオンパ）
外側縁 ガイソクエン
外側顆 ガイソクカ

traumatic shock
traumatic neuroma
traumatic neurosis
traumatic glossitis
traumatic amputation
traumatic amputation
traumatic ﬁbroma
traumatic salivary ﬁstula
traumatic dislocation
traumatic cerebral contusion
toothbrushing assistance
open magnetic circuit
external dental ﬁstula
extra-approach
Keyes' three-cycle diagram
diﬀraction
angle of diﬀraction
extrinsic muscle of tongue
organnizer of clinic
scabies
fenestration，fenestration operation
coughing
retractor
retractor hook
marsupialization
fenestration
resolution
cough reﬂex
resolving power，resolution
assisted walk
lateral shadow
lateral rim
lateral condyle
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ガイソクキョク

外側極 ガイソクキョク
外側極小帯 ガイソクキョクショウタイ

カ

外側後鼻枝 ガイソクコウビシ
外側歯堤 ガイソクシテイ
外側靱帯 ガイソクジンタイ
外側性窩洞 ガイソクセイカドウ
外側性固定 ガイソクセイコテイ
外側性修復物 ガイソクセイシュウフクブツ
外側脊髄視床路 ガイソクセキズイシショウロ
外側舌隆起 ガイソクゼツリュウキ
外側バー ガイソクバー
外側鼻突起 ガイソクビトッキ
外側壁滑膜部 ガイソクヘキカツマクブ
外側傍円板溝 ガイソクボウエンバンコウ
外側網様体 ガイソクモウヨウタイ
外側翼突筋 ガイソクヨクトツキン
外側翼突筋下頭 ガイソクヨクトツキンカトウ
外側翼突筋下腹 ➡ 外側翼突筋下頭
ガイソクヨクトツキンカフク

外側翼突筋上頭

ガイソクヨクトツキンジョウトウ

外側翼突筋上腹 ➡ 外側翼突筋上頭
ガイソクヨクトツキンジョウフク

外側翼突筋神経 ガイソクヨクトツキンシンケイ
外側隆起 ガイソクリュウキ
開存性 カイゾンセイ
開大器 カイダイキ
外唾液瘻 ➡ 外傷性唾液瘻 ガイダエキロウ
介達骨折 カイタツコッセツ
階段くさび カイダンクサビ
階段形成【窩洞の】 カイダンケイセイ（カドウノ）
階段形成【根管の】 カイダンケイセイ（コンカンノ）
階段現象 カイダンゲンショウ
階段状骨切り骨移動術 カイダンジョウコツキリコツイドウジュツ
ガイダンスレベル ガイダンスレベル
害虫 ガイチュウ
階調 カイチョウ
階調イコライゼーション カイチョウイコライゼーション
階調処理 カイチョウショリ
階調度 カイチョウド
階調補正 カイチョウホセイ
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lateral pole，lateral outer pole
lateral polar frenum，
lateral polar frenulum
posterior lateral nasal arteries
lateral dental lamina
lateral ligament
external cavity
external splint
extracoronal restoration
lateral spinothalamic tract（LSTT）
lateral lingual swelling
external bar
lateral nasal prominence，
lateral nasal process
lateral synovial portion
lateral paradiscal groove
lateral reticular formation
external lateral pterygoid muscle
inferior head of lateral pterygoid
muscle
lower portion of lateral pterygoid
muscle
superior head of lateral pterygoid
muscle
superior portion of lateral pterygoid
muscle
lateral pterygoid nerve
lateral protuberance
patency
spreader
external salivary ﬁstula
indirect fracture
step wedge
step formation
step-back preparation
staircase phenomenon
step sliding osteotomy
guidance level
pest，insect pest
gradation
histogram equalization
gradient processing，gradation processing，gray scale processing
gradient
gray level correction

カイニュウ

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査
カイテイニホンバンデンバーシキハッタツスクリーニングケンサ

改訂長谷川式簡易知能評価スケール
カイテイハセガワシキカンイチノウヒョウカスケール

改訂水飲みテスト

カイテイミズノミテスト

外的影響 ガイテキエイキョウ
ガイデッドサージェリー ガイデッドサージェリー
回転 カイテン
回転撮影法 カイテンサツエイホウ
回転式切削器具

カイテンシキセッサクキグ

回転軸 カイテンジク
回転照射 カイテンショウシャ
回転照射法

カイテンショウシャホウ

回転伸展弁法 カイテンシンテンベンホウ
回転切削器械 カイテンセッサクキカイ
回転速度 カイテンソクド
回転中心 カイテンチュウシン
回転トレー カイテントレー
回転防止機構 カイテンボウシキコウ
回転方式パノラマ X 線撮影

Japanese Denver developmental screening test revised
（JDDST-R）
Hasegawa's dementia scale revised
（HDS-R）
modiﬁed water swallowing test
（MWST）
external inﬂuence
guided surgery
rotation
rotational tomography，
transverse tomography
rotary cutting instruments，rotary
cutting and grinding instruments
axis of rotation，pivot
rotation irradiation，
rotation technique
rotation irradiation，
rotation technique
rotation advancement ﬂap method
rotary cutting machine
speed of revolution
center of rotation
rotatory impression tray
anti-rotation mechanism
rotational panoramic radiography

カイテンホウシキパノラマエックスセンサツエイ

回転方式パノラマ X 線撮影法

rotational panoramic radiography

カイテンホウシキパノラマエックスセンサツエイホウ

回転放射線治療 カイテンホウシャセンチリョウ
回転モーメント ➡ トルク カイテンモーメント
回転陽極 カイテンヨウキョク
回転陽極 X 線管 カイテンヨウキョクエックスセンカン
回転率 カイテンリツ
解糖 カイトウ
開洞術 カイドウジュツ
回答選択法 カイトウセンタクホウ
外套象牙質 ガイトウゾウゲシツ
外毒素 ガイドクソ
ガイドグルーブ ガイドグルーブ
ガイドプレーン ガイドプレーン
ガイドラインマーカー ガイドラインマーカー
外軟骨腫 ガイナンコツシュ
外軟骨症 ガイナンコツショウ
介入 カイニュウ

rotation radiotherapy
torque
rotating anode
rotating anode X-ray tube
turnover rate
glycolysis
antrostomy
ﬁxed alternative question
mantle dentin
exotoxin
guiding groove
guiding plane
guide line marker
ecchondroma
ecchondrosis
intervention，interposition

73

カ

カイニュウケン

介入研究 カイニュウケンキュウ
外胚葉 ガイハイヨウ
外胚葉異形成症 ガイハイヨウイケイセイショウ
外胚葉型 ガイハイヨウガタ
外胚葉形成不全 ➡ 外胚葉異形成症
ガイハイヨウケイセイフゼン

カ

外胚葉性間葉 ガイハイヨウセイカンヨウ
外胚葉性混合腫瘍 ガイハイヨウセイコンゴウシュヨウ
灰白質 カイハクシツ
灰白症候群 カイハクショウコウグン
外反歯 ガイハンシ
外皮 ガイヒ
外被 ガイヒ
外鼻 ガイビ
回避運動【顎運動】 カイヒウンドウ（ガクウンドウ）
外鼻エピテーゼ ガイビエピテーゼ
回避訓練 カイヒクンレン
外鼻孔 ガイビコウ
開鼻声 カイビセイ
回避反射 カイヒハンシャ
外皮用薬 ガイヒヨウヤク
外部環境 ガイブカンキョウ
外部吸収【歯根の】 ガイブキュウシュウ（シコンノ）
回復 カイフク
回復室 カイフクシツ
回復熱 カイフクネツ
外部照射 ガイブショウシャ
外部照射法 ガイブショウシャホウ
外部性表面吸収【歯根の】 ➡ 外部吸収【歯根の】

intervention study
ectoderm
ectodermal dysplasia
ectomorphy
ectodermal dysplasia，ectodermal
hypoplasia
ectomesenchyme
ectodermal mixed tumor
gray matter
gray syndrome
dens evaginatus
integument
pellicle
external nose
avoidance
nasal prosthesis
avoidance training
nostril
hypernasality，rhinolalia aperta
avoidance reﬂex
dermatologic preparation
exterior environment
external root resorption
recovery
recovery room（RR），
postanesthetic recovery unit
recovery heat
external irradiation
external irradiation
outer surface resorption

ガイブセイヒョウメンキュウシュウ（シコンノ）

外部被曝 ガイブヒバク
外部放射線 ガイブホウシャセン
外分泌腺 ガイブンピセン
壊変図 カイヘンズ
壊変定数 カイヘンテイスウ
壊変毎秒 カイヘンマイビョウ
開放角 カイホウカク
解剖学的印象 カイボウガクテキインショウ
解剖学的咬合器 カイボウガクテキコウゴウキ
解剖学的根尖孔 カイボウガクテキコンセンコウ
解剖学的歯冠 カイボウガクテキシカン
解剖学的死腔 カイボウガクテキシクウ
解剖学的歯頸線 カイボウガクテキシケイセン
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external exposure
external radiation
exocrine gland
disintegration chart，decay scheme
disintegration constant，decay
constant
disintegration per second（dps）
proximal opening angle
anatomic impression
anatomical articulator
anatomical apical foramen
anatomical crown
anatomical dead space
anatomical cervical line

カイヨウセイダ

解剖学的歯根 カイボウガクテキシコン
解剖学的人工歯 カイボウガクテキジンコウシ
解剖学的ポリオン カイボウガクテキポリオン
解剖学的ランドマーク カイボウガクテキランドマーク
解剖鑑定書 カイボウカンテイショ
開放気道 カイホウキドウ
解剖頸 カイボウケイ
開放性気胸 カイホウセイキキョウ
開放性骨折 ➡ 複雑骨折 カイホウセイコッセツ
開放性損傷 カイホウセイソンショウ
開放切断 カイホウセツダン
開放切断術 カイホウセツダンジュツ
開放端型コーン カイホウタンガタコーン
開放点滴 カイホウテンテキ
開放療法 カイホウリョウホウ
外膜
【細胞壁の】 ガイマク（サイボウヘキノ）
界面 カイメン
界面エネルギー カイメンエネルギー
外面化 ガイメンカ
界面活性剤 カイメンカッセイザイ
海綿骨 カイメンコツ
海綿骨骨片移植 カイメンコツコッペンイショク
海綿骨細片移植 カイメンコツサイヘンイショク

海綿骨挿入移植 カイメンコツソウニュウイショク
海綿骨ねじ カイメンコツネジ
海綿状血管腫 カイメンジョウケッカンシュ
海綿状結晶金 カイメンジョウケッショウキン
海綿状リンパ管腫 カイメンジョウリンパカンシュ
界面張力 ➡ 表面張力 カイメンチョウリョク
界面破壊 カイメンハカイ
海綿様骨腫 カイメンヨウコツシュ
潰瘍 カイヨウ
潰瘍形成性疾患 カイヨウケイセイセイシッカン
外用剤 ガイヨウザイ
潰瘍性偽膜性口内炎 カイヨウセイギマクセイコウナイエン
潰瘍性口内炎 カイヨウセイコウナイエン
潰瘍性歯髄炎 カイヨウセイシズイエン
潰瘍性舌炎 カイヨウセイゼツエン
潰瘍性大腸炎 カイヨウセイダイチョウエン

anatomical root
anatomical artiﬁcial tooth
anatomic porion
anatomic landmark
medicolegal reports on post mortem
examination
free airway，patent airway
anatomical neck
open pneumothorax
open fracture
open injury
open amputation
open amputation
open-ended cone，open-ended
cylindrical cone
open drop
release therapy
outer membrane
boundary surface
interface energy
externalization
surfactant
sponge bone，cancellous bone
cancellous strip graft
particulate cancellous bone and
marrow（PCBM）graft，autogenous particulate cancellous bone
and marrow（PCBM）graft
cancellous insert graft
cancellous bone screw
cavernous hemangioma
sponge gold
cavernous lymphangioma
interfacial tension
interface failure
spongionus osteoma
ulcer
ulcerative disease
medicine for external use
ulcerative pseudomembranous
stomatitis
ulcerative stomatitis
ulcerative pulpitis
ulcerative glossitis
ulcerative colitis（UC）
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ガイヨウテキヨ

外用適用 ガイヨウテキヨウ
外用非ステロイド性抗炎症薬
ガイヨウヒステロイドセイコウエンショウヤク

外来異物 ガイライイブツ
外来性色素沈着 ガイライセイシキソチンチャク
外来麻酔 ガイライマスイ

カ

快楽原則 カイラクゲンソク
解離 カイリ
解離試験法 カイリシケンホウ
解離性麻酔薬 カイリセイマスイヤク
解離定数 カイリテイスウ
改良酸化亜鉛ユージノールセメント
カイリョウサンカアエンユージノールセメント

回路 カイロ
会話 カイワ
会話明瞭度 カイワメイリョウド
下咽頭 カイントウ
下咽頭収縮筋 カイントウシュウシュクキン
カウザルギー カウザルギー
ガウス ガウス
ガウスビーム ガウスビーム
カウプ指数 カウプシスウ
カウンセラー カウンセラー
カウンセリング カウンセリング
カウンタークロックワイズローテーション

external use
non-steroidal anti-inﬂammatory
drugs for external use
exogenous foreign body
exogenous pigmentation
ambulatory anesthesia，
outpatient anesthesia
pleasure principle
dissociation
elusion test
dissociative anesthetic
dissociation constant
modiﬁed zinc oxide-eugenol dental
cement
circuit
conversation，speech
speech articulation
hypopharynx，laryngopharynx
hypopharyngeal constrictor
causalgia
gauss
Gaussian beam
Kaup index
counselor
counseling
counterclockwise rotation

カウンタークロックワイズローテーション

カウンターショック カウンターショック
カウンターシンク カウンターシンク
カウンターモーメント カウンターモーメント
カウント法 カウントホウ
カウント毎秒 カウントマイビョウ
カウント毎分 カウントマイフン
過栄養 カエイヨウ
窩縁 カエン
窩縁隅角 カエングウカク
窩縁形態 カエンケイタイ
窩縁酸処理 カエンサンショリ
窩縁斜面 カエンシャメン
火炎滅菌法 カエンメッキンホウ
火焔様母斑 カエンヨウボハン
顔 カオ
顔の深さ カオノフカサ
カオリン カオリン
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countershock
countersink
counter-moment
counting method
count per second（cps）
count per minute（cpm）
hypernutrition，superalimentation
cavity margin
cavo-surface angle
marginal form
acid-etch technique for cavity
margin
marginal bevel
ﬂame sterilization
nevus ﬂammeus
face
facial depth
kaolin

カガクカンカヘ

加温ブランケット カオンブランケット
過開口 カカイコウ
過蓋咬合 カガイコウゴウ
下顎 カガク
下顎安静位 カガクアンセイイ
下顎安静位利用法 カガクアンセイイリヨウホウ
下顎位 カガクイ
下顎位感覚 カガクイカンカク
下顎運動

カガクウンドウ

下顎運動解析装置
下顎運動記録
下顎運動障害
下顎運動制限

カガクウンドウカイセキソウチ

カガクウンドウキロク
カガクウンドウショウガイ
カガクウンドウセイゲン

下顎運動分析記録装置
下顎運動要素

カガクウンドウブンセキキロクソウチ

カガクウンドウヨウソ

下顎運動理論 カガクウンドウリロン
下顎遠心咬合 カガクエンシンコウゴウ
下顎窩 カガクカ
下顎外骨腫 カガクガイコツシュ
下顎下縁平面【セファロ分析の】

warming blanket
hyper mouth opening
deep bite
lower jaw
physiologic rest position
maxillomandibular registration
using physiologic rest position
mandibular position，jaw position
mandibular position sense，
jaw position sense
mandibular movement，
jaw movement
mandibular movement analyzing
device
mandibular movement record
disorder of mandibular movement
limitation of mandibular
movement，
limitation of jaw movement
mandibular movement analyzing
device，jaw movement analyzing
device
elements of mandibular
movement，
elements of jaw movement
theory of mandibular movement
mandibular disto-occlusion
mandibular fossa
mandibular exostosis
mandibular plane

カガクカエンヘイメン（セファロブンセキノ）

下顎下縁平面角【セファロ分析の】

mandibular plane angle

カガクカエンヘイメンカク（セファロブンセキノ）

下顎角 カガクカク
下顎角形成術 カガクカクケイセイジュツ
過角化症 カカクカショウ
下顎過成長 カガクカセイチョウ
下顎顎角部 カガクガッカクブ
下顎管 カガクカン
下顎癌 カガクガン
下顎管下壁 カガクカンカヘキ

mandibular angle，gonial angle
plasty of mandibular angle
hyperkeratosis
overgrowth of mandible
angle of mandible
mandibular canal
carcinoma of mandible
lower border of the mandibular
canal，lower margin of the mandibular canal，inferior border of
the mandibular canal，inferior
margin of the mandibular canal
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カガクカンジョ

下顎管上壁

カ

カガクカンジョウヘキ

下顎関節突起骨折 カガクカンセツトッキコッセツ
下顎機能運動 カガクキノウウンドウ
化学吸着 カガクキュウチャク
下顎挙上 カガクキョジョウ
下顎近心咬合 カガクキンシンコウゴウ
下顎区域切除術 カガククイキセツジョジュツ
下顎頸 カガクケイ
下顎頸筋反射 カガクケイキンハンシャ
下顎頸部骨切り カガクケイブコツキリ
下顎頸部骨切り術 カガクケイブコツキリジュツ
下顎頸部骨折 カガクケイブコッセツ
化学結合 カガクケツゴウ
下顎結合奇形 カガクケツゴウキケイ
下顎結合部 カガクケツゴウブ
下顎限界運動 カガクゲンカイウンドウ
下顎限界運動路 カガクゲンカイウンドウロ
化学現像 カガクゲンゾウ
化学研磨 カガクケンマ
下顎孔 カガクコウ
下顎後縁平面【セファロ分析の】 ➡ 下顎枝後縁平面
【セファロ分析の】 カガクコウエンヘイメン（セファロブンセキノ）
下顎後静脈 カガクコウジョウミャク
下顎後退 カガクコウタイ
下顎後退位 カガクコウタイイ
下顎後退症 ➡ 小下顎症
下顎後退接触位
下顎孔伝達麻酔

カガクコウタイショウ

カガクコウタイセッショクイ
カガクコウデンタツマスイ

下顎骨 カガクコツ
下顎骨一部切除術 ➡ 下顎辺縁切除術

upper border of the mandibular
canal，upper margin of the mandibular canal，superior border of
the mandibular canal，superior
margin of the mandibular canal
fracture of mandibular condyle
functional mandibular movement
chemical adsorption
jaw lift
mandibular mesio-occlusion
segmental resection of mandible
neck of mandible
mandibulo-neck reﬂex
subcondylar osteotomy
subcondylar osteotomy
subcondylar fracture
chemical bond
paragnathus
mandibular symphysis
border jaw movement，
mandibular border movement
mandibular border movement path
chemical development
chemical polishing
mandibular foramen
ramus plane
retromandibular vein
mandibular retrognathism，
retrogenia，retrognathia
mandibular retruded position
mandibular retrognathism，
retrogenia，retrognathia
retruded contact position
conduction anesthesia for mandibular foramen，mandibular
conduction anesthesia
mandible，lower jaw
marginal resection of mandible

カガクコツイチブセツジョジュツ

下顎骨過成長

カガクコツカセイチョウ

下顎骨関節突起欠損 カガクコツカンセツトッキケッソン
下顎骨関節突起発育不全 カガクコツカンセツトッキハツイクフゼン
下顎骨関節突起肥大 カガクコツカンセツトッキヒダイ
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mandibular excess，overgrowth of
mandible
agenesis of the condylar process
hypoplasia of the condylar process
hyperplasia of the condylar process

カガクシセイイ

下顎骨貫通式インプラント カガクコツカンツウシキインプラント
下顎骨形成不全 カガクコツケイセイフゼン
下顎骨形成不全症 カガクコツケイセイフゼンショウ
下顎骨後方移動術 カガクコツコウホウイドウジュツ
下顎骨骨炎 カガクコツコツエン
下顎骨骨髄炎 カガクコツコツズイエン
下顎骨骨折 カガクコツコッセツ
下顎骨骨膜炎 カガクコツコツマクエン
下顎骨斜位投影 カガクコツシャイトウエイ
下顎骨斜位投影法

カガクコツシャイトウエイホウ

下顎骨周囲膿瘍 カガクコツシュウイノウヨウ
下顎骨成長 カガクコツセイチョウ
下顎骨前方移動術 カガクコツゼンポウイドウジュツ
下顎骨体 カガクコツタイ
下顎骨体長 カガクコツタイチョウ
下顎骨体部骨切り術 カガクコツタイブコツキリジュツ
下顎骨用突き錐 カガクコツヨウツキキリ
下顎骨連続離断 カガクコツレンゾクリダン
化学細菌説 カガクサイキンセツ
下顎再建プレート カガクサイケンプレート
下顎最後退位 カガクサイコウタイイ
下顎最後退接触位 カガクサイコウタイセッショクイ
下顎三角 カガクサンカク
下顎枝 カガクシ
下顎枝移植骨 カガクシイショクコツ
下顎枝角 カガクシカク
下顎枝逆 L 字型骨切り術 カガクシギャクエルジガタコツキリジュツ
下顎枝高 カガクシコウ
下顎枝後縁平面【セファロ分析の】

transmandibular implant
mandibular hypoplasia
mandibular hypoplasia
mandibular setback
mandibular ostitis
mandibular osteomyelitis
fracture of mandible
mandibular periostitis
lateral oblique projection of
mandible
lateral oblique projection of
mandible
perimandibular abscess
mandibular growth
mandibular advancement
corpus mandibula
mandibular body length
osteoectomy of mandibular body
mandibular awl
continuous resection of mandible
chemico-parasitic theory
mandibular reconstruction plate
posterior border position of
mandible
most retruded contact position
mandibular triangle
ramus of mandible，
ramus mandibular
ramus graft
ramus inclination
inverted L-shaped ramus osteotomy，inverted L osteotomy
Tragion-Gonion
ramus plane

カガクシコウエンヘイメン（セファロブンセキノ）

下顎枝骨切り術

カガクシコツキリジュツ

下顎枝矢状骨切り術 ➡ 下顎枝矢状分割術
カガクシシジョウコツキリジュツ

下顎枝矢状分割術

カガクシシジョウブンカツジュツ

下顎枝垂直骨切り術

カガクシスイチョクコツキリジュツ

下顎枝水平骨切り術 カガクシスイヘイコツキリジュツ
下顎姿勢位 カガクシセイイ

osteoectomy of ramus，
mandibular ramus osteotomy
sagittal splitting ramus osteotomy
（SSRO）
sagittal splitting ramus osteotomy
（SSRO）
intraoral vertical ramus osteotomy
（IVRO）
horizontal ramus osteotomy
mandibular posture
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カガクジッコウ

カ

下顎実効長 カガクジッコウチョウ
化学シナプス カガクシナプス
化学シフト カガクシフト
化学シフトアーチファクト カガクシフトアーチファクト
化学シフトイメージング カガクシフトイメージング
化学シフト画像 カガクシフトガゾウ
化学シフト選択 カガクシフトセンタク
化学シフト選択法 カガクシフトセンタクホウ
化学重合 カガクジュウゴウ
化学重合型グラスアイオノマーセメント
カガクジュウゴウガタグラスアイオノマーセメント

化学重合型コンポジットレジン

mandibular eﬀective length
chemical synapse
chemical shift
chemical shift artifact
chemical shift imaging（CSI）
chemical shift image
chemical shift selective（CHESS）
chemical shift selective（CHESS）
chemical curing
chemical-cured glass ionomer
cement
chemical-cured composite resin

カガクジュウゴウガタコンポジットレジン

化学重合型レジン ➡ 常温重合レジン

chemical-cured resin

カガクジュウゴウガタレジン

化学受容 カガクジュヨウ
化学受容器 カガクジュヨウキ
化学受容器引金帯【嘔吐の】
カガクジュヨウキヒキガネタイ（オウトノ）

下顎小舌 カガクショウゼツ
下顎歯列弓 カガクシレツキュウ
化学診 カガクシン
下顎神経 カガクシンケイ
下顎神経ブロック カガクシンケイブロック
下顎唇側誘導線 カガクシンソクユウドウセン
化学性食中毒 カガクセイショクチュウドク
下顎正中囊胞 カガクセイチュウノウホウ
下顎正中裂 カガクセイチュウレツ
下顎切痕 カガクセッコン
下顎切歯歯軸傾斜角【セファロ分析の】

chemoreception
chemoceptor，chemoreceptor
chemoceptor trigger zone of vomiting，chemoreceptor trigger zone
of vomiting
lingula of mandible
mandibular arch
chemical test
mandibular nerve
mandibular nerve block
lower labial arch
chemical food poisoning
mandibular median cyst
median mandibular cleft
mandibular notch
L1 to mandibular plane angle

カガクセッシシジクケイシャカク（セファロブンセキノ）

下顎切除 カガクセツジョ
下顎切除術 カガクセツジョジュツ
下顎前歯部歯槽骨切り カガクゼンシブシソウコツキリ

下顎前歯部歯槽骨切り術

下顎前突
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カガクゼントツ

カガクゼンシブシソウコツキリジュツ

resection of mandible
resection of mandible
anterior mandibular alveolar
osteotomy，mandibular anterior
segmental osteotomy，mandibular anterior subapical osteotomy
anterior mandibular alveolar
osteotomy，mandibular anterior
segmental osteotomy，mandibular anterior subapical osteotomy
mandibular protrusion，mandibular
prognathism，progenia

カガクトウセツ

下顎前方歯槽部骨切り術
下顎前方保持装置

カガクゼンポウシソウブコツキリジュツ

カガクゼンポウホジソウチ

化学線量計 カガクセンリョウケイ
化学増感 カガクゾウカン
下顎体 カガクタイ
下顎断面撮影 カガクダンメンサツエイ
下顎断面撮影法 カガクダンメンサツエイホウ
下顎断面像 カガクダンメンゾウ
下顎張反射 カガクチョウハンシャ
化学的顎骨炎 カガクテキガッコツエン
化学的滑膜切除 カガクテキカツマクセツジョ
化学的滑膜切除術 カガクテキカツマクセツジョジュツ
化学的機械的形成 カガクテキキカイテキケイセイ
化学的拮抗 カガクテキキッコウ
化学的酸素要求量 カガクテキサンソヨウキュウリョウ
化学的性質 カガクテキセイシツ
化学的清掃【根管の】 カガクテキセイソウ（コンカンノ）
化学的清掃法 カガクテキセイソウホウ
化学的損傷 カガクテキソンショウ
化学的伝達 カガクテキデンタツ
化学的腐食 カガクテキフショク
化学的プラークコントロール

mandibular anterior segmental
osteotomy，mandibular anterior
subapical osteotomy
anterior mandibular positioner，
anterior mandibular positioning
device，mandibular advancement
device，tongue retaining device
chemical dosimeter
chemical sensitization
body of mandible
mandibular cross-section projection
mandibular cross-section projection
cross-sectional image of mandible
mandibular stretch reﬂex，
jaw stretch reﬂex
chemical osteitis of jaw
chemical synovectomy
chemical synovectomy
chemomechanical preparation
chemical antagonism
chemical oxygen demand（COD）
chemical property
chemical cleaning of root canal
chemical cleaning
chemical injury
chemical transmission
chemical corrosion
chemical plaque control

カガクテキプラークコントロール

化学伝達物質

カガクデンタツブッシツ

化学天秤 カガクテンビン
下顎頭 カガクトウ
下顎頭位 カガクトウイ
下顎頭運動制限 カガクトウウンドウセイゲン
下顎頭欠損 カガクトウケッソン
下顎頭後溝 カガクトウコウコウ
下顎頭骨折 カガクトウコッセツ
下顎頭骨軟骨腫 カガクトウコツナンコツシュ
下顎頭切除 カガクトウセツジョ
下顎頭切除術
下顎頭切断

カガクトウセツジョジュツ

カガクトウセツダン

chemical transmitter，
chemical mediator
chemical balance
head of mandible，
mandibular condyle
condylar position
limitation of condylar movement
defect of condyle
retrocondylar groove
condyle fracture
osteochondroma of condyle
condylectomy，
condylectomy of the mandible
condylectomy，
condylectomy of the mandible
condylotomy
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カ

カガクトウセツ

下顎頭切断術 カガクトウセツダンジュツ
下顎頭前溝 カガクトウゼンコウ
下顎頭軟骨 カガクトウナンコツ
下顎頭肥大 ➡ 下顎骨関節突起肥大
下顎頭劣形成症

カ

カガクトウヒダイ

カガクトウレツケイセイショウ

下顎突起 カガクトッキ
下顎軟骨 カガクナンコツ
化学発癌薬 カガクハツガンヤク
下顎反射 カガクハンシャ
下顎半側切除 カガクハンソクセツジョ
下顎半側切除術 カガクハンソクセツジョジュツ
下顎非対称 カガクヒタイショウ
化学分類 カガクブンルイ
下顎閉口路 カガクヘイコウロ
下顎偏位 カガクヘンイ
下顎辺縁切除術 カガクヘンエンセツジョジュツ
化学放射線療法 カガクホウシャセンリョウホウ
下顎隆起 カガクリュウキ
化学療法 カガクリョウホウ
化学療法指数 カガクリョウホウシスウ
化学療法薬 カガクリョウホウヤク
化学量論 カガクリョウロン
下顎劣成長 カガクレツセイチョウ
かかりつけ医 カカリツケイ
かかりつけ歯科医 カカリツケシカイ
かかりつけ歯科医機能 カカリツケシカイキノウ
過カルシウム血症 カカルシウムケッショウ
下眼窩裂 カガンカレツ
過換気 カカンキ
過換気症候群 カカンキショウコウグン
過換気テタニー カカンキテタニー
下眼瞼 カガンケン
下関節腔 カカンセツクウ
下関節腔造影法 カカンセツクウゾウエイホウ
下顔面 カガンメン
下顔面高 カガンメンコウ
下顔面頭痛 カガンメンズツウ
鍵歯 カギシ
可逆性 カギャクセイ
可逆性歯髄炎 カギャクセイシズイエン
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condylotomy
precondylar groove
condylar cartilage
hypertrophy of condyle，hyperplasia of mandibular condyle
hypoplasia of condyle，condylar
hypoplasia
mandibular process
mandibular cartilage
chemical carcinogen
jaw reﬂex，jaw jerk
hemimandibulectomy
hemimandibulectomy
mandibular asymmetry
chemotaxonomy
path of closure
mandibular shift
marginal resection of mandible
chemoradiotherapy
mandibular torus，mandibular
prominence，mandibular process
chemotherapy
chemotherapeutic index
chemotherapeutic agent，
chemotherapeutic drug
stoichiometry
mandibular deﬁciency
family doctor
family dentist
family dentist function
hypercalcemia
inferior orbital ﬁssure
hyperventilation
hyperventilation syndrome
hyperventilation tetany
inferior eyelid
inferior articular cavity
lower joint compartment
arthrography
lower face
lower facial height
lower half headache
key tooth
reversibility
reversible pulpitis

カクカビョウヘ

可逆性ハイドロコロイド印象材
カギャクセイハイドロコロイドインショウザイ

蝸牛 カギュウ
下弓
【咬合器の】 カキュウ（コウゴウキノ）
架橋 カキョウ
架橋義歯 ➡ ブリッジ カキョウギシ
加強固定 カキョウコテイ
架橋剤 カキョウザイ
架橋度 カキョウド
架橋ポリマー カキョウポリマー
寡菌層 カキンソウ
核 カク
顎位 ガクイ
核医学 カクイガク
核医学検査 カクイガクケンサ
核異性体 カクイセイタイ
顎運動 ガクウンドウ
顎運動異常

ガクウンドウイジョウ

顎運動記録法
顎運動経路
顎運動検査

ガクウンドウキロクホウ

ガクウンドウケイロ
ガクウンドウケンサ

顎運動時痛 ガクウンドウジツウ
核黄疸 カクオウダン
角化 カクカ
顎外固定【矯正】 ガクガイコテイ（キョウセイ）
顎外固定【口腔外科】 ガクガイコテイ（コウクウゲカ）
顎外固定装置 ガクガイコテイソウチ
顎外固定法【矯正】 ガクガイコテイホウ（キョウセイ）
顎外固定法【口腔外科】 ガクガイコテイホウ（コウクウゲカ）
顎外装置 ガクガイソウチ
顎外力 ガクガイリョク
角化棘細胞腫 カクカキョクサイボウシュ
角化歯肉 カクカシニク
角化腫 カクカシュ
角化症 カクカショウ
角化上皮 カクカジョウヒ
顎下制筋群 ガクカセイキングン
角化粘膜 カクカネンマク
角化病変 カクカビョウヘン

reversible hydrocolloid impression
material
cochlea
lower bow of articulator
cross-linking
ﬁxed partial denture，bridge
reinforced anchorage
cross-linking agent
degree of cross-linkage
cross-linked polymer
layer of few bacteria
nucleus
mandibular position，jaw position
nuclear medicine
nuclear medicine examination
nuclear isomer
mandibular movement，
jaw movement
abnormal jaw movement，
jaw movement abnormality
mandibular movement recording
method
mandibular movement path way
examination of mandibular
movement，
examination of jaw movement
jaw movement pain
kernicterus nuclear icterus，
nuclear jaundice
corniﬁcation，keratinization
extraoral anchorage
extraoral ﬁxation
apparatus of extraoral ﬁxation
extraoral anchorage
extraoral ﬁxation
extraoral appliance
extraoral force
keratoacanthoma
keratinized gingiva
keratoma
keratosis
keratinized epithelium
mandibular depressors
keratinized mucosa
hyperkeratotic lesion
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ガクカンカンケ

カ

顎間関係

ガクカンカンケイ

顎間距離

ガクカンキョリ

顎間記録

ガクカンキロク

顎間空隙 ガクカンクウゲキ
顎間牽引 ガクカンケンイン
顎間骨固定法 ガクカンコツコテイホウ
顎間固定【矯正】 ガクカンコテイ（キョウセイ）
顎間固定【骨切りの】 ガクカンコテイ（コツキリノ）
顎間固定法【矯正】 ガクカンコテイホウ（キョウセイ）
顎間固定法【骨切りの】 ガクカンコテイホウ（コツキリノ）
顎間ゴム ガクカンゴム
顎間ゴム牽引 ガクカンゴムケンイン
顎間索 ガクカンサク
顎間床副子 ガクカンショウフクシ
顎関節 ガクカンセツ
顎関節 X 線コンピュータ断層撮影法
ガクカンセツエックスセンコンピュータダンソウサツエイホウ

顎関節 X 線撮影 ガクカンセツエックスセンサツエイ
顎関節 X 線撮影法

jaw relation，maxillomandibular
relationship，
intermaxillary relationship
intermaxillary distance，
veritcal dimension
maxillomandibular relationship
record
intermaxillary space
intermaxillary traction
intermaxillary bone ﬁxation
intermaxillary anchorage
intermaxillary ﬁxation
intermaxillary anchorage
intermaxillary ﬁxation
intermaxillary elastic
intermaxillary elastics traction
syngnathia
intermaxillary plate splint
temporomandibular joint（TMJ）
TMJ X-ray computerized
tomography
TMJ radiography
TMJ radiography

ガクカンセツエックスセンサツエイホウ

顎関節 X 線写真 ガクカンセツエックスセンシャシン
顎関節 MRI ガクカンセツエムアールアイ
顎関節炎 ガクカンセツエン
顎関節円板整位術

ガクカンセツエンバンセイイジュツ

顎関節円板切除 ガクカンセツエンバンセツジョ
顎関節円板切除術 ガクカンセツエンバンセツジョジュツ
顎関節音 ガクカンセツオン
顎関節外傷 ガクカンセツガイショウ
顎関節開放手術 ガクカンセツカイホウシュジュツ
顎関節機能 ガクカンセツキノウ
顎関節機能障害 ガクカンセツキノウショウガイ
顎関節鏡 ガクカンセツキョウ
顎関節鏡視下手術 ガクカンセツキョウシカシュジュツ
顎関節鏡視法 ガクカンセツキョウシホウ
顎関節強直症 ガクカンセツキョウチョクショウ
顎関節腔造影法 ガクカンセツクウゾウエイホウ
顎関節腔内洗浄術 ガクカンセツクウナイセンジョウジュツ
顎関節腔内注射 ガクカンセツクウナイチュウシャ
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TMJ X-ray photograph
TMJ magnetic resonance imaging
arthritis of TMJ，inﬂammation of
TMJ，TMJ arthritis
reposition of displaced articular
disc
TMJ discectomy
TMJ discectomy
TMJ sound，TMJ noise
TMJ trauma
open surgery of TMJ
TMJ function
TMJ dysfunction
TMJ arthroscope
arthroscopic surgery of TMJ
arthroscopy of TMJ
ankylosis of TMJ，TMJ ankylosis
TMJ arthrography
arthrocentesis of TMJ
intra-articular injection of TMJ

ガクカンセツト

顎関節形成術

ガクカンセツケイセイジュツ

顎関節後方脱臼 ガクカンセツコウホウダッキュウ
顎関節挫傷 ガクカンセツザショウ
顎関節撮影法 ガクカンセツサツエイホウ
顎関節 CT ガクカンセツシーティー
顎関節軸方向撮影 ガクカンセツジクホウコウサツエイ
顎関節軸方向撮影法 ガクカンセツジクホウコウサツエイホウ
顎関節疾患 ガクカンセツシッカン
顎関節授動 ガクカンセツジュドウ
顎関節授動術
顎関節症

ガクカンセツジュドウジュツ

ガクカンセツショウ

顎関節障害

ガクカンセツショウガイ

顎関節神経炎 ガクカンセツシンケイエン
顎関節神経症 ガクカンセツシンケイショウ
顎関節ストレイン ガクカンセツストレイン
顎関節前後方向撮影 ガクカンセツゼンゴホウコウサツエイ
顎関節前後方向撮影法

ガクカンセツゼンゴホウコウサツエイホウ

顎関節前方脱臼 ガクカンセツゼンポウダッキュウ
顎関節造影 ガクカンセツゾウエイ
顎関節造影像 ガクカンセツゾウエイゾウ
顎関節造影断層撮影 ガクカンセツゾウエイダンソウサツエイ
顎関節造影断層撮影法 ガクカンセツゾウエイダンソウサツエイホウ
顎関節造影法 ガクカンセツゾウエイホウ
顎関節側方向撮影 ガクカンセツソクホウコウサツエイ
顎関節側方向撮影法 ガクカンセツソクホウコウサツエイホウ
顎関節損傷 ガクカンセツソンショウ
顎関節脱臼 ガクカンセツダッキュウ
顎関節脱臼徒手整復術

arthroplasty of TMJ，
TMJ arthroplasty
posterior dislocation of TMJ
contusion of TMJ
TMJ radiography
TMJ computed tomography
TMJ axial projection
TMJ axial projection
TMJ disease
TMJ mobilization，
mobilization of TMJ
TMJ mobilization，
mobilization of TMJ
temporomandibular disorder，
TMJ disorder
TMJ aﬀection，TMJ disturbance，
TMJ disorder
TMJ neuritis
TMJ neurosis
strain of TMJ
TMJ frontal projection，
TMJ antero-posterior projection
TMJ frontal projection，
TMJ antero-posterior projection
anterior dislocation of TMJ
arthrography of TMJ
TMJ arthrogram
TMJ arthrotomography
TMJ arthrotomography
arthrography of TMJ，
TMJ arthrography
TMJ lateral projection
TMJ lateral projection
injury of TMJ
TMJ dislocation，TMJ luxation
closed reduction of TMJ luxation

ガクカンセツダッキュウトシュセイフクジュツ

顎関節断層撮影 ガクカンセツダンソウサツエイ
顎関節断層撮影法 ガクカンセツダンソウサツエイホウ
顎関節置換術 ガクカンセツチカンジュツ
顎関節痛 ガクカンセツツウ
顎関節頭 ➡ 下顎頭 ガクカンセツトウ
顎関節透視法 ガクカンセツトウシホウ
顎関節突起 ➡ 下顎頭 ガクカンセツトッキ

tomography of TMJ
TMJ tomography
replacement arthroplasty，
joint replacement
TMJ arthralgia
mandibular condyle
TMJ ﬂuoroscopy
condylar process
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ガクカンセツト

顎関節突起過形成 ➡ 下顎骨関節突起肥大
ガクカンセツトッキカケイセイ

顎関節突起形成不全 ➡ 下顎骨関節突起発育不全

condylar hyperplasia，hyperplasia
of condylar process
condylar hypoplasia

ガクカンセツトッキケイセイフゼン

顎関節突起欠損 ➡ 下顎骨関節突起欠損

agenesis of mandibular condyle

ガクカンセツトッキケッソン

カ

顎関節突起骨折 ➡ 下顎頭骨折 ガクカンセツトッキコッセツ
顎関節突起無形成 ➡ 下顎骨関節突起欠損

fracture of articular process
agenesis of condyle process

ガクカンセツトッキムケイセイ

顎関節内障 ガクカンセツナイショウ
顎関節捻挫 ガクカンセツネンザ
顎関節パノラマ X 線撮影法

internal derangement of TMJ
TMJ sprain
panoramic TMJ radiography

ガクカンセツパノラマエックスセンサツエイホウ

顎関節不全脱臼 ガクカンセツフゼンダッキュウ
顎関節放射型コンピュータ断層撮影法
ガクカンセツホウシャガタコンピュータダンソウサツエイホウ

顎関節リウマチ ガクカンセツリウマチ
顎間副子 ガクカンフクシ
顎顔面インプラント ガクガンメンインプラント
顎顔面感覚 ガクガンメンカンカク
顎顔面形態 ガクガンメンケイタイ
顎顔面外科 ガクガンメンゲカ
顎顔面骨格 ガクガンメンコッカク
顎顔面骨折 ガクガンメンコッセツ
顎顔面頭蓋 ガクガンメントウガイ
顎顔面変形 ガクガンメンヘンケイ
顎顔面変形症 ガクガンメンヘンケイショウ
顎顔面補綴学 ガクガンメンホテツガク
顎顔面補綴材料 ガクガンメンホテツザイリョウ
顎顔面補綴装置 ガクガンメンホテツソウチ
顎間誘導線 ガクカンユウドウセン
顎義歯 ガクギシ
顎機能障害 ガクキノウショウガイ
顎矯正手術 ガクキョウセイシュジュツ
顎挙上筋群 ガクキョジョウキングン
核形成 カクケイセイ
顎形成術 ガクケイセイジュツ
角形穿下【窩洞の】 カクケイセンカ（カドウノ）
顎欠損 ガクケッソン
顎鉤 ガクコウ
顎口蓋裂 ガクコウガイレツ
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subluxation of TMJ
TMJ emission computerized
tomography
rheumatoid arthritis of TMJ
intermaxillary splint
maxillofacial implant
maxillofacial sensation
maxillofacial morphology
maxillofacial surgery
maxillofacial skeleton
fracture of maxillofacial bone
maxillofacial cranium
maxillofacial deformity
maxillofacial deformity
maxillofacial prosthodontics
maxillofacial prosthesis material
maxillofacial prosthesis
intermaxillary guiding bow
maxillary prosthesis，obturator，
denture for defected jaw，
mandibular prosthesis
temporomandibular disorder
orthognathic surgery
mandibular elevators
seeding
gnathoplasty
angled undercut
jaw defect
jaw retractor
gnathopalatoschisis，
cleft of lip and alveolus

カクサントウカ

顎口腔機能検査

ガクコウクウキノウケンサ

顎口腔系 ガクコウクウケイ
顎骨壊死 ガクコツエシ
顎骨炎 ガクコツエン
顎骨奇形 ガクコツキケイ
顎骨弓 ガクコツキュウ
顎骨形成術 ガクコツケイセイジュツ
顎骨骨髄炎 ガクコツコツズイエン
顎骨骨折 ガクコツコッセツ
顎骨骨折整復固定術 ガクコツコッセツセイフクコテイジュツ
顎骨骨膜炎 ガクコツコツマクエン
顎骨固定法 ガクコツコテイホウ
顎骨再建術 ガクコツサイケンジュツ
顎骨再建用材料 ガクコツサイケンヨウザイリョウ
顎骨周囲炎

ガクコツシュウイエン

顎骨中心性癌 ガクコツチュウシンセイガン
顎骨中心性血管腫 ガクコツチュウシンセイケッカンシュ
顎骨中心性線維腫 ガクコツチュウシンセイセンイシュ
顎骨囊胞 ガクコツノウホウ
顎骨発育不全 ガクコツハツイクフゼン
核・細胞質比 カクサイボウシツヒ
核鎖線維 カクサセンイ
拡散 カクサン
核酸 カクサン
拡散強調画像 カクサンキョウチョウガゾウ
拡散係数 カクサンケイスウ
拡散検出傾斜磁場 カクサンケンシュツケイシャジバ
核酸合成阻害作用 カクサンゴウセイソガイサヨウ
拡散光濃度 カクサンコウノウド
拡散呼吸 カクサンコキュウ
拡散性酸素過剰 カクサンセイサンソカジョウ
拡散性低酸素症 カクサンセイテイサンソショウ
核酸染色 カクサンセンショク
核酸代謝 カクサンタイシャ
拡散電位 カクサンデンイ
拡散テンソル画像 カクサンテンソルガゾウ
拡散テンソルトラクトグラフィー
カクサンテンソルトラクトグラフィー

拡散透過率

カクサントウカリツ

examination of stomatognathic
function
stomatognathic system
necrosis of jaw
ostitis of jaw
deformity of jaw bone
mandibular arch
gnathoplasty
osteomyelitis of jaw
jaw fracture，fracture of jaw bone
reposition and ﬁxation of jaw bone
periostitis of jaw
immobilization of jaw，
ﬁxation method of jaw bone
mandibular reconstruction
material for jaw bone
reconstruction
perimandibular inﬂammation，
perimaxillary inﬂammation
central carcinoma of jaw bone
central hemangioma of jaw bone
central ﬁbroma of jaw bone
jaw bone cyst，cyst of the jaw
dysgnathia
nucleocytoplasmic ratio，N/C ratio
nuclear chain ﬁber
diﬀusion
nucleic acid
diﬀusion weighted image（DWI）
diﬀusion coeﬃcient
motion probing gradient（MPG）
inhibitory action of nucleic acid
synthesis
diﬀuse density
diﬀusion respiration
diﬀusion hyperoxia
diﬀusion hypoxia
nucleic acid stain
nucleic acid metabolism
diﬀusion potential
diﬀusion tensor image（DTI）
diﬀusion tensor tractography
（DTT）
diﬀuse transmittance
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カクサンノウド

拡散濃度 カクサンノウド
拡散方向 カクサンホウコウ
核子 カクシ
核磁気共鳴 カクジキキョウメイ

カ

核磁気共鳴信号 カクジキキョウメイシンゴウ
核質 カクシツ
角質歯 カクシツシ
角質層 カクシツソウ
角質変性 カクシツヘンセイ
角質溶解作用 カクシツヨウカイサヨウ
核種 カクシュ
学習
【生理学の】 ガクシュウ（セイリガクノ）
学習曲線 ガクシュウキョクセン
学習障害 ガクシュウショウガイ
学習理論 ガクシュウリロン
殻状歯 カクジョウシ
核小体 カクショウタイ
核小体内染色質 カクショウタイナイセンショクシツ
核小体付随染色質 カクショウタイフズイセンショクシツ
顎静脈 ガクジョウミャク
覚醒 カクセイ
郭清 カクセイ
顎整形装置 ガクセイケイソウチ
顎整形法 ガクセイケイホウ
顎整形力 ガクセイケイリョク
覚せい剤取締法 カクセイザイトリシマリホウ
覚醒時興奮 カクセイジコウフン
覚醒時譫妄 カクセイジセンモウ
覚醒時挿管 カクセイジソウカン
覚醒状態 カクセイジョウタイ
核生成 カクセイセイ
覚醒反応 カクセイハンノウ
覚醒薬 カクセイヤク
核石 カクセキ
顎舌骨筋 ガクゼッコツキン
顎舌骨筋神経 ガクゼッコツキンシンケイ
顎舌骨筋神経溝 ガクゼッコツキンシンケイコウ
顎舌骨筋線 ガクゼッコツキンセン
顎舌骨筋稜 ガクゼッコツキンリョウ
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diﬀuse density
diﬀusion direction
nucleon
nuclear magnetic resonance
（NMR）
NMR signal
nucleoplasma
horny tooth
keratinized layer，stratum corneum
keratin degeneration
keratolytic action
nuclear species，nuclide
learning
learning curve
learning disabilities，
learning disorders
learning theory
shell tooth
nucleolus
intranucleolar chromatin
nucleolus associated chromatin
maxillary vein
emergence，wakefulness，
wakening，vigilance，
alterness，arousal
dissection
orthopedic appliance
dentofacial orthopedics
orthopedic force
Stimulant Control Law
emergence excitement，emergence
agitation
emergence delirium
awake intubation
awareness，wakefulness
nucleation
arousal reaction
antihypnotic，central stimulant
nuclear stone
mylohyoid muscle
mylohyoid nerve
mylohyoid groove
mylohyoid line
mylohyoid ridge

ガクテイネンマ

顎舌反射

ガクゼツハンシャ

角線 カクセン
顎前突 ➡ 下顎前突 ガクゼントツ
顎前突症 ➡ 下顎前突症 ガクゼントツショウ
拡大
【歯根膜腔の】 カクダイ（シコンマククウノ）
拡大
【歯列の】 カクダイ（シレツノ）
額帯鏡 ガクタイキョウ
拡大撮影 カクダイサツエイ
拡大撮影法

カクダイサツエイホウ

拡大床 カクダイショウ
拡大上顎全摘出 カクダイジョウガクゼンテキシュツ
顎態診断 ガクタイシンダン
拡大スクリュー ➡ 拡大ネジ カクダイスクリュー
核袋線維 カクタイセンイ
拡大装置 カクダイソウチ
拡大ネジ カクダイネジ
拡大ブラッグピーク カクダイブラッグピーク
顎態模型 ガクタイモケイ
顎態模型調製器 ガクタイモケイチョウセイキ
拡大率 カクダイリツ
喀痰 カクタン
喀痰吸引 カクタンキュウイン
拡張型心筋症 カクチョウガタシンキンショウ
拡張期【心臓の】 カクチョウキ（シンゾウノ）
拡張期圧 カクチョウキアツ
拡張期血圧 カクチョウキケツアツ
拡張期脱分極 カクチョウキダツブンキョク
拡張末期血流速度
過屈曲過伸展損傷

カクチョウマッキケツリュウソクド
カクッキョクカシンテンソンショウ

顎堤 ガクテイ
顎堤吸収 ガクテイキュウシュウ
顎堤形成術 ➡ 歯槽堤形成術
確定診断 カクテイシンダン

ガクテイケイセイジュツ

顎堤造成術 ガクテイゾウセイジュツ
顎堤断面形態 ガクテイダンメンケイタイ
確定的影響 カクテイテキエイキョウ
顎堤粘膜 ➡ 不動粘膜 ガクテイネンマク

linguomandibular reﬂex，
jaw-tongue reﬂex
rectangular wire
prognathism
prognathism
widening
expansion
head mirror
enlargement radiography，
magniﬁcation radiography
enlargement radiography，
magniﬁcation radiography
expansion plate
extended maxillectomy
gnathostatic diagnosis
expansion screw
nuclear bag ﬁber
expansion appliance，expansion
orthodontic appliance
expansion screw
spread-out Bragg peak
gnathostatic model
gnathostat
magniﬁcation factor，
magniﬁcation ratio
spitting
sputum sucking
dilated cardiomyopathy（DCM）
diastole，diastolic phase
diastolic pressure
diastolic blood pressure
diastolic depolarization，diastolic
slow depolarization
end-diastolic ﬂow velocity
hyperextention-hyperﬂexion injury，acceleration-extension injury
residual ridge
residual ridge resorption
alveolar ridge plasty，alveoplasty
deﬁnitive diagnosis，deﬁnite diagnosis，conﬁrmed diagnosis
alveolar ridge augmentation
sectional form of residual ridge
deterministic eﬀect
residual mucous membrane
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カクド

カ

確度 カクド
学童 ガクドウ
学童期 ガクドウキ
核糖原 カクトウゲン
顎動脈 ガクドウミャク
角度許容アバットメント カクドキョヨウアバットメント
獲得性素因 カクトクセイソイン
獲得耐性 カクトクタイセイ
獲得被膜 カクトクヒマク
獲得免疫 カクトクメンエキ
角度計 カクドケイ
角度計測 カクドケイソク
角度付アバットメント カクドツキアバットメント
角度的計測法 カクドテキケイソクホウ
角度的分析法 カクドテキブンセキホウ
角度補正 カクドホセイ
顎内固定【矯正】 ガクナイコテイ（キョウセイ）
顎内固定【口腔外科】 ガクナイコテイ（コウクウゲカ）
顎内固定装置 ガクナイコテイソウチ
顎内固定法【矯正】 ガクナイコテイホウ（キョウセイ）
顎内固定法【口腔外科】 ガクナイコテイホウ（コウクウゲカ）
顎内ゴム ガクナイゴム
顎二腹筋 ガクニフクキン
確認用ジグ カクニンヨウジグ
核濃縮 カクノウシュク
核の右方移動 カクノウホウイドウ
核の左方移動

カクノサホウイドウ

顎跛行 ガクハコウ
顎発育異常 ガクハツイクイジョウ
顎発育障害 ガクハツイクショウガイ
顎発育不全症 ガクハツイクフゼンショウ
角針 カクバリ
顎反射 ガクハンシャ
核反応 カクハンノウ
核分裂 カクブンレツ
隔壁 カクヘキ
隔壁エコー カクヘキエコー
隔壁装置 カクヘキソウチ
核壁濃染 カクヘキノウセン
隔壁法
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カクヘキホウ

accuracy
school children
school period
nuclear glycogen
maxillary artery
angulated screw channel abutment
acquired predisposition
acquired resistance
acquired pellicle，pellicle
acquired immunity
goniometer
angular measurement
angulated abutment
angular measurement
angular analysis
angle correction
intramaxillary anchorage
intramaxillary ﬁxation
intramaxillary anchorage appliance
intramaxillary anchorage
intramaxillary ﬁxation
intramaxillary elastic
digastric muscle
veriﬁcation jig
pyknosis
right shift leukocytic maturation
alteration，
right shift of white blood cells
left shift leukocytic maturation
alteration，
left shift of white blood cells
jaw claudication
growth abnormality of jaw
growth abnormality of jaw
atelognathia
cutting needle
mandibular reﬂex
nuclear reaction
ﬁssion，nuclear ﬁssion
matrix
septum echo
matrix appliance
hyperchromatosis of nuclear
membrane
matrix system

カコツセイナン

隔壁保定器 カクヘキホテイキ
顎変形症 ガクヘンケイショウ
核崩壊 カクホウカイ
顎放線菌症 ガクホウセンキンショウ
顎補綴 ガクホテツ
顎補綴装置 ガクホテツソウチ
顎補綴物 ➡ 顎補綴装置 ガクホテツブツ
角膜 カクマク
核膜 カクマク
核膜孔 カクマクコウ
角膜反射 カクマクハンシャ
核融解 カクユウカイ
核融合 カクユウゴウ
核様体 カクヨウタイ
隔離 カクリ
顎力量系 ガクリキリョウケイ
隔離抗原 カクリコウゲン
隔離症 カクリショウ
確率 カクリツ
確率的影響 カクリツテキエイキョウ
確率的誤差 カクリツテキゴサ
確率分布 カクリツブンプ
確率変数 カクリツヘンスウ
顎裂 ガクレツ
顎裂部骨移植術 ガクレツブコツイショクジュツ
家系図 カケイズ
過形成 カケイセイ
過牽引 カケンイン
加工硬化 カコウコウカ
下行口蓋動脈 カコウコウガイドウミャク
加工組織 カコウソシキ
加工度 カコウド
加工特性 カコウトクセイ
過高熱症 カコウネツショウ
加工用合金 カコウヨウゴウキン
過誤芽腫 カゴガシュ
過呼吸 カコキュウ
籠細胞 カゴサイボウ
過誤腫 カゴシュ
仮骨 カコツ
仮骨延長法 カコツエンチョウホウ
化骨性筋炎 カコツセイキンエン
化骨性骨膜炎 カコツセイコツマクエン
化骨性軟骨腫 カコツセイナンコツシュ

matrix retainer
jaw deformity
karyorrhexis，nuclear decay
mandibular actinomycosis
prosthetics for defected jaw
prothesis for defected jaw，
appliance for defected jaw
maxillary prosthesis
cornea
nuclear membrane
nuclear pore
corneal reﬂex
karyolysis
nuclear fusion
nucleoid
isolation
gnathodynamometer system
sequestered antigen
hypertelorism
probability
stochastic eﬀect
random error
probability distribution
random variable
alveolar cleft
bone graft to alveolar cleft
pedigree
hyperplasia
overtraction
work hardening
descending palatine artery
wrought microstructure
degree of working
working property
hyperpyrexia
wrought alloy
hamartoblastoma
hyperpnea
basket cell
hamartoma
callus
distraction osteogenesis（DOG）
ossifying myositis
periostitis ossiﬁcans
chondroma ossiﬁcans
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カコツゾウゲシ
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仮骨象牙質 カコツゾウゲシツ
過再生 カサイセイ
暈状透過像【X 線】 カサジョウトウカゾウ（エックスセン）
重ね合わせ カサネアワセ
重ね縫合 カサネホウゴウ
カサバッハ・メリット症候群 カサバッハメリットショウコウグン
加算回数 カサンカイスウ
過酸化脂質 カサンカシシツ
過酸化水素 カサンカスイソ
過酸化水素水 カサンカスイソスイ
過酸化尿素 カサンカニョウソ
過酸化物 カサンカブツ
過酸化ベンゾイル カサンカベンゾイル
カザンジアン法 カザンジアンホウ
仮死 カシ
可視化 カシカ
可視光線 カシコウセン
可視光線重合 カシコウセンジュウゴウ
可視光線重合型コンポジットレジン ➡ 光重合型
コンポジットレジン カシコウセンジュウゴウガタコンポジットレジン
可視光線重合型レジン カシコウセンジュウゴウガタレジン
可視光線照射器 カシコウセンショウシャキ
下肢装具 カシソウグ
下歯槽静脈 カシソウジョウミャク
下歯槽神経 カシソウシンケイ
下歯槽神経側方移動術 カシソウシンケイソクホウイドウジュツ
下歯槽神経麻痺 カシソウシンケイマヒ
下歯槽動脈 カシソウドウミャク
画質 ガシツ
加湿器 カシツキ
菓子屋齲蝕症 カシヤウショクショウ
加重 カジュウ
荷重 カジュウ
荷重 CT 線量指数 カジュウシーティーセンリョウシスウ
荷重 CTDI ➡ 荷重 CT 線量指数
下縦舌筋

カジュウシーティーディーアイ

カジュウゼッキン

荷重 - たわみ曲線 カジュウタワミキョクセン
荷重 - 伸び曲線 カジュウノビキョクセン
過重負担 カジュウフタン
荷重 - 変形図 カジュウヘンケイズ
過熟児 カジュクジ
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callus dentin
hyper-regeneration
halo lesion
superimposition，superimposing
double-breasted suture
Kasabach-Merritt syndrome
number of excitaion（NEX）
lipid peroxide，peroxide lipid，
peroxylipid
hydrogen peroxide
hydrogen peroxide solution
urea peroxide，carbamide peroxide
peroxide
benzoyl peroxide（BPO）
Kazanjian method
asphyxia，asphyxiation
visualization
visible ray，visible light
visible light-curing
visible light-cured composite resin
visible light-cured resin
visible light-curing unit
log brace
inferior alveolar vein
inferior alveolar nerve
inferior alveolar nerve lateralization
inferior alveolar nerve anesthesia
inferior alveolar artery
image quality
humidifer
confectioner dental caries
summation
load
weighted computed tomography
dose index（CTDIw）
weighted computed tomography
dose index（CTDIw）
inferior longitudinal muscle of
tongue
load-deﬂection curve
load-elongation curve
overload
load-deformation diagram
postmature infant

カスイタイホル

過剰栄養 カジョウエイヨウ
過剰換気 カジョウカンキ
仮床義歯 カショウギシ
窩状吸収 カジョウキュウシュウ
過剰結節 カジョウケッセツ
過剰咬頭 カジョウコウトウ
過剰根 カジョウコン
過剰根管 カジョウコンカン
過剰根管充塡 カジョウコンカンジュウテン
仮床材料 カショウザイリョウ
火傷死 カショウシ
過剰歯 カジョウシ
過少充塡 カショウジュウテン
過剰充塡 カジョウジュウテン
火傷性ショック カショウセイショック
過剰絶対リスク カジョウゼッタイリスク
過剰相対リスク カジョウソウタイリスク
過剰乳酸 カジョウニュウサン
過剰埋伏歯 カジョウマイフクシ
過剰量 カジョウリョウ
過食症 カショクショウ
下唇 カシン
下唇下制筋 カシンカセイキン
下唇小帯 カシンショウタイ
下唇線 カシンセン
過伸展 カシンテン
下唇動脈 カシンドウミャク
カシン・ベック病 カシンベックビョウ
下唇麻痺 カシンマヒ
下唇裂 カシンレツ
ガス圧迫鋳造 ガスアッパクチュウゾウ
ガス圧迫鋳造機 ガスアッパクチュウゾウキ
下垂体 カスイタイ
下垂体窩 カスイタイカ
下垂体機能異常 カスイタイキノウイジョウ
下垂体機能亢進症 カスイタイキノウコウシンショウ
下垂体機能低下症 カスイタイキノウテイカショウ
下垂体腫瘍 カスイタイシュヨウ
下垂体性巨人症 カスイタイセイキョジンショウ
下垂体性小人症 カスイタイセイコビトショウ
下垂体性尿崩症 カスイタイセイニョウホウショウ
下垂体副腎系 カスイタイフクジンケイ
下垂体ホルモン カスイタイホルモン

overnutrition
overventilation
trial denture
lacunar resorption
supernumerary tubercle
supernumerary cusp
supernumerary root
extra canal
overﬁlling of root canal
material for trial denture
death by conﬂagration，
death from burning
supernumerary tooth
underﬁlling
overﬁlling
burn shock
excess absolute risk
excess relative risk
excess lactate
impacted supernumerary tooth
overdose
bulimia
lower lip
depressor labii inferioris muscle
frenulum of lower lip
lower lip line
hyperextension，overextension
inferior labial artery
Kaschin-Beck disease
lower lip anesthesia
cleft of lower lip
gas pressure casting
gas pressure casting machine
pituitary gland，
pituitary hypophysis
pituitary fossa，hypophyseal fossa
impairment of pituitary function
hyperpituitarism
hypopituitarism
pituitary gland tumor
pituitary gigantism
pituitary dwarﬁsm
pituitary diabetes insipidus
pituitary-adrenal system
pituitary hormone
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カ

カスイブンカイ

加水分解 カスイブンカイ
加水分解酵素 カスイブンカイコウソ
加水膨張埋没法 カスイボウチョウマイボツホウ

カ

ガス壊疽 ガスエソ
ガス共通出口 ガスキョウツウデグチ
ガスクロマトグラフィー ガスクロマトグラフィー
カスケード反応 カスケードハンノウ
ガス交換 ガスコウカン
ガス処理方式 ガスショリホウシキ
ガス塞栓症 ガスソクセンショウ
カスタムアバットメント カスタムアバットメント
カスタムトレー カスタムトレー
カスタムメイド型リンガルブラケット矯正装置
カスタムメイドガタリンガルブラケットキョウセイソウチ

ガス鋳造機 ガスチュウゾウキ
カスティロ・モラリスの口蓋床

hydrolysis
hydrolase
water added technique for
hygroscopic expansion
gas gangrene
common gas outlet
gas chromatography
cascade reaction
gas exchange
gas disposal system
gas embolism
custom abutment
custom tray
custom-made type lingual bracket
orthodontic appliance
gas casting machine
Castillo-Morales palatal plate

カスティロモラリスノコウガイショウ

ガストリン ガストリン
ガス分析 ガスブンセキ
ガス麻酔薬 ガスマスイヤク
ガス滅菌 ガスメッキン
ガス滅菌法 ガスメッキンホウ
化生 カセイ
仮性下顎前突 カセイカガクゼントツ
仮性球麻痺 カセイキュウマヒ
仮性菌糸 カセイキンシ
化生骨 カセイコツ
仮性三叉神経痛 カセイサンサシンケイツウ
加生歯 カセイシ
仮声帯 カセイタイ
過成長 カセイチョウ
仮性半陰陽 カセイハンインヨウ
仮性肥大 カセイヒダイ
仮性副甲状腺機能低下症

gastrin
gas analysis
gas anesthetic
gas sterilization
gas sterilization
metaplasia
pseudomandibular protrusion
pseudobulbar palsy
pseudohyphae
metaplastic bone
false trigeminal neuralgia
accessional tooth，additional tooth
false vocal fold
overgrowth
pseudohermaphroditism
pseudohypertrophy
pseudohypoparathyroidism

カセイフクコウジョウセンキノウテイカショウ

仮性ポケット ➡ 歯肉ポケット カセイポケット
仮性露髄 ➡ 不顕性露髄 カセイロズイ
カゼイン カゼイン
化石 カセキ
かぜ症候群 カゼショウコウグン
カセッテ ➡ 放射線撮影用カセッテ カセッテ
カセッテホルダー カセッテホルダー
画素 ガソ
画像 ガゾウ
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false pocket，relative pocket
pseudoexposure of pulp
casein
fossil
common cold syndrome
cassette
cassette holder
picture element，pixels
picture image

カゾクセイコウ

画像圧縮
画像解析
画像強調
画像検査

ガゾウアッシュク
ガゾウカイセキ
ガゾウキョウチョウ
ガゾウケンサ

仮想咬合平面

カソウコウゴウヘイメン

画像コントラスト ガゾウコントラスト
画像再構成 ガゾウサイコウセイ
画像雑音 ガゾウザツオン
画像収集時間 ガゾウシュウシュウジカン
画像修正 ガゾウシュウセイ
画像処理 ガゾウショリ
画像診断 ガゾウシンダン
画像診断システム ガゾウシンダンシステム
画像診断装置 ガゾウシンダンソウチ
画像診断的介入治療 ガゾウシンダンテキカイニュウチリョウ
画像診断法 ガゾウシンダンホウ
仮想正常咬合 カソウセイジョウコウゴウ
画像対照度 ガゾウタイショウド
画像データベース ガゾウデータベース
画像伝送 ガゾウデンソウ
画像ノイズ ガゾウノイズ
画像フォーマット ガゾウフォーマット
仮想平面 カソウヘイメン
画像誘導放射線治療 ガゾウユウドウホウシャセンチリョウ
画像ゆがみ ガゾウユガミ
カソード反応 カソードハンノウ
カソード分極 カソードブンキョク
加速過分割照射 カソクカブンカツショウシャ
加速過分割照射法 カソクカブンカツショウシャホウ
加速再増殖 カソクサイゾウショク
家族性顎骨骨幹骨硬化症

image compression
image analysis
image enhancement
diagnostic imaging，
image inspection
imaginary occlusal plane，
tentative plane of occlusion
image contrast
image reconstruction
image noise
image acquisition time
image correction
image processing
diagnostic imaging
diagnostic imaging system
diagnostic imaging unit
interventional radiology（IVR）
imaging diagnosis
hypothetical normal occlusion
image contrast
image database
image transmission
image noise
image formats，image ﬁle formats
hypothetical plane
image-guided radiotherapy（IGRT）
image distortion
cathodic reaction
cathodic polarization
accelerated hyperfractionation
accelerated hyperfractionation
accelerated repopulation
familial gnatho-disphyseal sclerosis

カゾクセイガッコツコッカンコツコウカショウ

家族性顎骨線維性骨異形成

familial ﬁbrous dysplasia of jaws

カゾクセイガッコツセンイセイコツイケイセイ

家族性顎骨線維性骨異形成症

familial ﬁbrous dysplasia of jaws

カゾクセイガッコツセンイセイコツイケイセイショウ

家族性巨大型セメント質腫

familial gigantiform cementoma

カゾクセイキョダイガタセメントシツシュ

家族性高コレステロール血症

familial hypercholesterolemia

カゾクセイコウコレステロールケッショウ

家族性高リポタンパク血症

familial hyperlipoproteinemia

カゾクセイコウリポタンパクケッショウ
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カ

カゾクセイダイ

家族性大腸ポリープ症

カゾクセイダイチョウポリープショウ

家族性大腸ポリポーシス

カ

カゾクセイダイチョウポリポーシス

家族性多発性セメント質腫 カゾクセイタハツセイセメントシツシュ
家族性低リン酸血症 カゾクセイテイリンサンケッショウ
加速装置 カソクソウチ
家族的集積 カゾクテキシュウセキ
下側頭線 カソクトウセン
加速分割照射 カソクブンカツショウシャ
加速分割照射法 カソクブンカツショウシャホウ
家族療法 カゾクリョウホウ
家族歴 カゾクレキ
可塑剤 カソザイ
可塑性 カソセイ
課題 カダイ
課題中心モデル カダイチュウシンモデル
課題分析 カダイブンセキ
肩関節痛 カタカンセツツウ
型ごと埋没材 ➡ 耐火模型材 カタゴトマイボツザイ
型ごと埋没法 カタゴトマイボツホウ
肩こり カタコリ
硬さ カタサ
硬さ
【行動】 カタサ（コウドウ）
硬さ試験 カタサシケン
型特異抗原 カタトクイコウゲン
カタボライト遺伝子活性化タンパク質
カタボライトイデンシカッセイカタンパクシツ

片麻痺 カタマヒ
片面乳剤フィルム カタメンニュウザイフィルム
偏り カタヨリ
カタラーゼ カタラーゼ
カタラーゼ反応 カタラーゼハンノウ
カタル性炎 カタルセイエン
カタル性口内炎 カタルセイコウナイエン
カタル性舌炎 カタルセイゼツエン
カチオン界面活性剤 カチオンカイメンカッセイザイ
カチオン重合 カチオンジュウゴウ
ガチフロキサシン水和物 ガチフロキサシンスイワブツ
仮着 カチャク
仮着材 カチャクザイ
仮着用セメント カチャクヨウセメント
過長茎状突起切除術 ➡ 茎状突起切除術
カチョウケイジョウトッキセツジョジュツ
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familial adenomatosis coli，
familial adenomatous coli
familial adenomatous polyposis
（FAP）
familial multiple cementoma
familial hypophosphatemia
accelerator
familial accumulation
inferior temporal line
accelerated fractionation
accelerated fractionation
family therapy
family history
plasticizer
plasticity
task
task-centered model
task analysis
omalgia
model investment
model investing method
shoulder stiﬀness
hardness
rigidity
hardness test
type-speciﬁc antigen
catabolite gene activator protein
（CAP）
hemiplegia
single emulsion ﬁlm
bias
catalase
catalase reaction
catarrhal inﬂammation
catarrhal stomatitis
catarrhal glossitis
cationic surface active agent，
cationic surfactant
cationic polymerization
gatiﬂoxacin，gatiﬂoxacin hydrate
temporary cementation
temporary bonding material
temporary cement
resection of elongated styloid
process

ガッコウホケン

滑液 カツエキ
滑液鞘炎 カツエキショウエン
滑液鞘切除 カツエキショウセツジョ
滑液鞘切除術 カツエキショウセツジョジュツ
滑液囊腫 カツエキノウシュ
滑液包 カツエキホウ
滑液包炎 カツエキホウエン
滑液包切開 カツエキホウセッカイ
滑液包切除 カツエキホウセツジョ
滑液包切除術 カツエキホウセツジョジュツ
滑液包造影 カツエキホウゾウエイ
滑液包造影法 カツエキホウゾウエイホウ
顎下型ガマ腫 ガッカガタガマシュ
顎下隙 ガッカゲキ
顎下隙膿瘍 ガッカゲキノウヨウ
顎下三角 ガッカサンカク
顎下神経節 ガッカシンケイセツ
顎下腺 ガッカセン
顎下腺炎 ガッカセンエン
顎下腺窩 ガッカセンカ
顎下腺管 ガッカセンカン
顎下腺腫瘍摘出 ガッカセンシュヨウテキシュツ
顎下腺摘出 ガッカセンテキシュツ
顎下腺囊胞 ガッカセンノウホウ
顎下膿瘍 ガッカノウヨウ
顎下リンパ節 ガッカリンパセツ
顎下リンパ節炎 ガッカリンパセツエン
脚気 カッケ
喀血 カッケツ
学校医 ガッコウイ
学校環境衛生 ガッコウカンキョウエイセイ
学校教育法 ガッコウキョウイクホウ
学校歯科医 ガッコウシカイ
学校歯科健康診断 ガッコウシカケンコウシンダン
学校歯科保健 ガッコウシカホケン
学校伝染病 ガッコウデンセンビョウ
学校病 ガッコウビョウ
学校保健 ガッコウホケン
学校保健安全計画 ガッコウホケンアンゼンケイカク
学校保健委員会 ガッコウホケンイインカイ
学校保健管理 ガッコウホケンカンリ
学校保健教育 ガッコウホケンキョウイク
学校保健行政 ガッコウホケンギョウセイ

synovial ﬂuid
tenosynovitis
tenosynovectomy
tenosynovectomy
synovial cyst
bursa，synovial bursa
bursitis
bursotomy
bursectomy
bursectomy
bursography
bursography
submandibular ranula
submandibular space
submandibular space abscess
submandibular triangle
submandibular ganglion
submandibular gland
submandibular sialoadenitis
submandibular fossa
submandibular duct
extirpation of submandibular gland
tumor
extirpation of submandibular gland
submandibular gland cyst
submandibular abscess
submandibular lymph node
submandibular lymphadenitis
beriberi
hemoptysis
school doctor，school physician
school sanitation
School Education Law
school dentist
school dental health examination
school dental health
communicable disease in school，
school infectious disease
school disease
school health
school health safety program
school health committee
school health care
school health education
school health administration
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ガッコウホケン

カ

学校保健計画 ガッコウホケンケイカク
学校保健事業 ガッコウホケンジギョウ
学校保健主事 ガッコウホケンシュジ
学校保健組織 ガッコウホケンソシキ
学校保健統計 ガッコウホケントウケイ
学校保健法 ガッコウホケンホウ
滑車下神経 カッシャカシンケイ
滑車上神経 カッシャジョウシンケイ
滑車上神経ブロック カッシャジョウシンケイブロック
滑車神経 カッシャシンケイ
褐色萎縮 カッショクイシュク
褐色芽細胞腫 カッショクガサイボウシュ
褐色硬化 カッショクコウカ
褐色細胞腫 カッショクサイボウシュ
褐色歯 カッショクシ
褐色色素 カッショクシキソ
褐色脂肪腫 カッショクシボウシュ
褐色腫 カッショクシュ
活性汚泥法 カッセイオデイホウ
活性化 カッセイカ
活性化因子 カッセイカインシ
活性化エネルギー カッセイカエネルギー
活性化部分卜ロンボプラスチン時間
カッセイカブブントロンボプラスチンジカン

活性化マクロファージ カッセイカマクロファージ
活性化硫酸 カッセイカリュウサン
活性酸素 カッセイサンソ
活性中心 カッセイチュウシン
活性部位 カッセイブイ
活性ペプチド カッセイペプチド
褐線 カッセン
割創 カッソウ
滑走運動 カッソウウンドウ
滑走説 カッソウセツ
ガッタパーチャ ガッタパーチャ
ガッタパーチャコーン ➡ ガッタパーチャポイント

school health program
school health service
school health coordinator
school health construction
school health statistics
School Health Law
infratrochlear nerve
supratrochlear nerve
supratrochlear nerve block
trochlear nerve
brown atrophy
pheochromoblastoma
brown induration
pheochromocytoma
brown tooth
brown pigment
hibernoma
brown tumor
activated sludge method
activation
activator
activation energy
activated partial thromboplastin
time（APTT）
activated macrophage
3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate（PAPS）
oxygen free radical
active center
active site
biologically active peptide
brown line
chop wound
sliding condylar movement
sliding theory，
sliding ﬁlament theory
gutta-percha
gutta-percha cone

ガッタパーチャコーン

ガッタパーチャ根管充塡 ガッタパーチャコンカンジュウテン
ガッタパーチャポイント ガッタパーチャポイント
ガッタパーチャ溶解剤 ガッタパーチャヨウカイザイ
カッティングプライヤー カッティングプライヤー
葛藤 カットウ
活動 カツドウ
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root canal ﬁlling with gutta-percha
gutta-percha point
gutta-percha solvent
cutting pliers
conﬂict
activity

カテツシキキョ

活動化熱 カツドウカネツ
活動性キャリア カツドウセイキャリア
活動制限 カツドウセイゲン
活動性病変 カツドウセイビョウヘン
活動電位 カツドウデンイ
活動電流 カツドウデンリュウ
カットバック カットバック
カッパートレー カッパートレー
カッパーバンド カッパーバンド
カッパーバンド印象法 カッパーバンドインショウホウ
カッピング効果 カッピングコウカ
カップリング剤 カップリングザイ
カップリングシュガー カップリングシュガー
合併損傷 ガッペイソンショウ
滑膜 カツマク
滑膜炎 カツマクエン
滑膜下組織 カツマクカソシキ
滑膜関節 カツマクカンセツ
滑膜骨軟骨腫症 ➡ 滑膜性骨軟骨腫症

activation heat
active carrier
activity limitations
active lesion
action potential
action current
cutback
copper tray
copper band
copper band impression method
cupping eﬀect
coupling agent
coupling sugar
complicated injury
synovial membrane
synovitis
subsynovial tissue
diarthroidal joint，synovial joint
synovial osteochondromatosis

カ

カツマクコツナンコツシュショウ

滑膜腫 カツマクシュ
滑膜絨毛 カツマクジュウモウ
滑膜浄化 カツマクジョウカ
滑膜浄化術 カツマクジョウカジュツ
滑膜静脈 カツマクジョウミャク
滑膜性骨軟骨腫症 カツマクセイコツナンコツシュショウ
滑膜性軟骨腫 カツマクセイナンコツシュ
滑膜性軟骨腫症 カツマクセイナンコツシュショウ
滑膜肉腫 カツマクニクシュ
滑膜ひだ カツマクヒダ
滑面小胞体 カツメンショウホウタイ
滑面板

カツメンバン

活量係数 カツリョウケイスウ
窩底 カテイ
家庭内暴力 カテイナイボウリョク
カテーテル カテーテル
過テクネチウム酸 カテクネチウムサン
カテコールアミン カテコールアミン
カテゴリカル変数 カテゴリカルヘンスウ
可撤式矯正装置 カテツシキキョウセイソウチ

synovialoma，synovioma
synovial villi
synovectomy
synovectomy
synovial vein
synovial chondroma，
synovial osteochondromatosis
synovial chondroma
synovial chondroma，
synovial chondromatosis
synovial sarcoma
synovial fold
smooth-surfaced endoplasmic
reticulum（sER）
gliding surface，guideﬂange
prosthesis，sliding device，
sliding surface
activity coeﬃcient
cavity ﬂoor
domestic violence，family violence
catheter
pertechnetic acid
catecholamine
categorical variable
removable orthodontic appliance
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カテツシキソウ

カ

可撤式装置 カテツシキソウチ
可撤式保隙装置 カテツシキホゲキソウチ
可撤式保定装置 カテツシキホテイソウチ
可撤歯型 カテツシケイ
可撤性義歯 カテツセイギシ
可撤性固定装置 カテツセイコテイソウチ
可撤性支台装置 カテツセイシダイソウチ
可撤性ブリッジ カテツセイブリッジ
可撤性補綴装置 カテツセイホテツソウチ
可撤性連結 カテツセイレンケツ
カテプシン カテプシン
荷電器 カデンキ
荷電読取り器 カデンヨミトリキ
荷電粒子 カデンリュウシ
荷電粒子線 カデンリュウシセン
窩洞 カドウ
顆頭安定位 カトウアンテイイ
可動域 カドウイキ
顆頭運動 カトウウンドウ
窩洞外形 カドウガイケイ
顆頭間距離 カトウカンキョリ
顆頭間軸 カトウカンジク
可動関節 カドウカンセツ
顆頭球 カトウキュウ
窩洞形成 カドウケイセイ
窩洞形成法 カドウケイセイホウ
窩洞形成用器械器具 カドウケイセイヨウキカイキグ
顆頭後退位 カトウコウタイイ
顆頭軸 カトウジク
可動性 カドウセイ
窩洞清掃 カドウセイソウ
窩洞適合性 カドウテキゴウセイ
顆頭点 カトウテン
可動粘膜 カドウネンマク
過度可動性 カドカドウセイ
過度柔軟性 カドジュウナンセイ
過渡平衡 カトヘイコウ
カドヘリン カドヘリン
カドミウム中毒 カドミウムチュウドク
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removable appliance
removable space maintainer
removable retainer
removable die
removable denture
removable splint
removable retainer
removable bridge
removable prosthesis
removable connection
cathepsin
charger
charger reader
charged particle
charged particle radiation
cavity
neutral condylar position，
stabilized condylar position
excursion，range of motion
condylar movement
outline form
intercondylar distance
intercondylar axis
diarthroidal joint，diarthrosis
condylar ball
cavity preparation
cavity preparation
cavity preparation machine and
instruments，apparatus and
instrument for cavity preparation
retruded position of condyle
condylar axis
mobility
cavity cleaning
suitability to cavity，
ﬁtness of cavity
condylar point
movable mucous membrane，
movable mucosa，unattached
mucous membrane
hypermotility
hyperﬂexibility
transient equilibrium
cadherin
cadmium poisoning

カビコウカイ

カドミウムリング【歯の】 カドミウムリング（ハノ）
ガドリニウム ガドリニウム
Gd-DTPA ガドリニウムディーティーピーエー
カナー症候群 カナーショウコウグン
カナダバルサム カナダバルサム
カナマイシン硫酸塩 カナマイシンリュウサンエン
カニスタ カニスタ
カニューレ カニューレ
かねつけ カネツケ
加熱重合 カネツジュウゴウ
加熱重合アクリルレジン カネツジュウゴウアクリルレジン
加熱重合レジン カネツジュウゴウレジン
加熱トランス カネツトランス
加熱膨張 カネツボウチョウ
加熱膨張法 カネツボウチョウホウ
化膿 カノウ
化膿菌 カノウキン
化膿原 カノウゲン
化膿性 カノウセイ
化膿性炎 カノウセイエン
化膿性顎関節炎 カノウセイガクカンセツエン
化膿性カタル カノウセイカタル
化膿性顎下腺炎 カノウセイガッカセンエン
化膿性関節炎

カノウセイカンセツエン

化膿性骨髄炎 カノウセイコツズイエン
化膿性骨膜炎 カノウセイコツマクエン
化膿性根尖性歯周炎 カノウセイコンセンセイシシュウエン
化膿性耳下腺炎 カノウセイジカセンエン
化膿性歯周炎 カノウセイシシュウエン
化膿性歯髄炎 カノウセイシズイエン
化膿性舌炎 カノウセイゼツエン
化膿性リンパ節炎 カノウセイリンパセツエン
化膿レンサ球菌 カノウレンサキュウキン
カバースクリュー カバースクリュー
カバン・ホフマン効果 カバンホフマンコウカ
痂皮 カヒ
下鼻甲介 カビコウカイ

cadmium ring
gadolinium（Gd）
gadolinium diethylenetriamine
pentaacetic acid
Kanner syndrome
Canada balsam
kanamycin，kanamycin sulfate
canister
cannula
Kanetsuke
heat-curing，thermal-curing，
thermal-polymerization
heat-cured acrylic resin
heat-cured resin
heating transformer
thermal expansion
thermal expansion technique
suppuration
pyogenic bacillus
pyogen
pyogenic，suppurative，purulent
pyogenic inﬂammation，
purulent inﬂammation，
suppurative inﬂammation
suppurative arthritis of TMJ
suppurative catarrh
purulent submandibular
sialoadenitis
arthritis purulenta，purulent arthritis，purulent pyogenic septic
arthritis，purulent suppurative
arthritis
suppurative osteomyelitis
suppurative periostitis
suppurative apical periodontitis
purulent parotitis
suppurative periodontitis
suppurative pulpitis
purulent glossitis
purulent lymphadenitis
Streptococcus pyogenes
cover screw
Cabannes-Hofmann eﬀect
crust
inferior nasal concha
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カビドウ

下鼻道 カビドウ
過敏 カビン
過敏症 カビンショウ
過敏性 カビンセイ
過敏性体質 カビンセイタイシツ
過敏反応 カビンハンノウ

カ

カフ カフ
カフィー・シルバーマン症候群

inferior nasal meatus
hypersensitivity
hypersensitiveness
hypersensitivity
hypersensitive constitution
hypersensitivity reaction，
sensitivity reaction
cuﬀ
Caﬀey-Silverman syndrome

カフィーシルバーマンショウコウグン

カフィー・スミス症候群 カフィースミスショウコウグン
仮封 カフウ
仮封材 カフウザイ
仮封用セメント カフウヨウセメント
カフェオーレ斑 カフェオーレハン
歌舞伎症候群 カブキショウコウグン
歌舞伎メーキャップ症候群 ➡ 歌舞伎症候群

Caﬀey-Smith syndrome
sealing，temporary sealing
temporary sealing material
temporary sealing cement
cafe au lait spot
Kabuki make-up syndrome，
Kabuki syndrome
Kabuki make-up syndrome

カブキメーキャップショウコウグン

株細胞 カブサイボウ
カプシド カプシド
カプシド抗原【ウイルスの】 カプシドコウゲン（ウイルスノ）
下部食道括約筋 カブショクドウカツヤクキン
カプセル剤 カプセルザイ
カプソメア カプソメア
カフ付き気管切開チューブ カフツキキカンセッカイチューブ
カフ付き気管チューブ カフツキキカンチューブ
カプトプリル カプトプリル
カプノメータ カプノメータ
カプラン・マイヤー推定量 カプランマイヤースイテイリョウ
カプラン・マイヤー分析 カプランマイヤーブンセキ
カプラン・マイヤー法 カプランマイヤーホウ
かぶり
【X 線写真の】 カブリ（エックスセンシャシンノ）
かぶり濃度 カブリノウド
過分割照射 カブンカツショウシャ
過分割照射法 カブンカツショウシャホウ
過分極 カブンキョク
窩壁 カヘキ
カヘキシア ➡ 悪液質 カヘキシア
可変コリメーター カヘンコリメーター
可変絞り カヘンシボリ
芽胞 ガホウ
芽胞形成 ガホウケイセイ
過ホウ酸ナトリウム カホウサンナトリウム
過萌出
【歯の】 カホウシュツ（ハノ）
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established cell
capsid
viral capsid antigen（VCA）
lower esophageal sphincter
capsule
capsomere
cuﬀed tracheostomy tube
cuﬀed endotracheal tube
captopril
capnometer
Kaplan-Meier estimator
Kaplan-Meier analysis
Kaplan-Meier method
fog
fog density
hyperfractionation
hyperfractionation therapy
hyperpolarization
cavity wall
cachexia
variable collimator
adjustable diaphragm
spore
sporulation
sodium perborate
overeruption

ガラスセンリョ

過飽和 カホウワ
過保護 カホゴ
カポジ水痘様発疹 カポジスイトウヨウホッシン
カポジ肉腫 カポジニクシュ
構え
【心理】 カマエ（シンリ）
鎌型スケーラー ➡ シックル型スケーラー

oversaturation
overprotection
Kaposi varicelliform eruption
Kaposi's sarcoma
set，attitude
sickle type scaler

カマガタスケーラー

ガマ腫 ガマシュ
鎌状赤血球症 カマジョウセッケッキュウショウ
鎌状赤血球貧血 カマジョウセッケッキュウヒンケツ
過マンガン酸カリウム カマンガンサンカリウム
ガミースマイル ガミースマイル
ガミーフェイス ガミーフェイス
かみくだき カミクダキ
紙練板 ➡ 練和紙 カミレンバン
ガム・ラビング ガムラビング
ガムリトラクター ガムリトラクター
仮面うつ病 カメンウツビョウ
仮面性化合物 カメンセイカゴウブツ
粥食 カユショク
可溶化 カヨウカ
可溶化剤 カヨウカザイ
可溶性無水石膏 カヨウセイムスイセッコウ
カラーセメント カラーセメント
カラードプラ法 カラードプラホウ
カラーレス法 カラーレスホウ
カラーレスマージン カラーレスマージン
空嚥下 カラエンゲ
ガラクツロン酸 ガラクツロンサン
ガラクトース血症 ガラクトースケッショウ
ガラクトース尿症 ガラクトースニョウショウ
ガラクトサミン ガラクトサミン
ガラクトシルトランスフェラーゼ

ranula
meniscocytosis，sickle cell disease
sickle cell anemia，
drepanocythemia
potassium permanganate
gummy smile
gummy face
crushing
paper mixing pad
gum rubbing
gum retractor
masked depression
masked compound
rice gruel，semi-ﬂuid food，
semi-liquid diet
solubilization
solubilizer，solubilizing agent
soluble gypsum anhydride
color cement
color ﬂow imaging，
Doppler color ﬂow imaging，
color Doppler imaging
collarless method
collarless margin
dry swallow，cleaning swallow
galacturonic acid
galactosemia
galactosuria
galactosamine
galactosyltransferase

ガラクトシルトランスフェラーゼ

ガラス化 ガラスカ
ガラス浸透型セラミックス ガラスシントウガタセラミックス
ガラス浸透性 ガラスシントウセイ
ガラスセラミックス ガラスセラミックス
ガラス繊維 ガラスセンイ
ガラス繊維強化レジン ガラスセンイキョウカレジン
ガラス線量計 ガラスセンリョウケイ

vitriﬁcation
glass inﬁltrated ceramics
glass inﬁltration
glass ceramics
glass ﬁber
glass ﬁber-reinforced composites
glass dosimeter
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ガラステンイ

カ

ガラス転移 ガラステンイ
ガラス転移点 ガラステンイテン
ガラスバッジ ガラスバッジ
ガラスビーズ ガラスビーズ
ガラスビーズ滅菌法 ガラスビーズメッキンホウ
ガラス容器 ガラスヨウキ
ガラス練板 ガラスレンバン
カラット カラット
カラットメタル カラットメタル
カラベリー結節 カラベリーケッセツ
辛味 カラミ
ガリウム ガリウム
ガリウム合金 ガリウムゴウキン
ガリウムシンチグラフィー ガリウムシンチグラフィー
カリウムチャネル カリウムチャネル
カリウム電流 カリウムデンリュウ
ガリウム 67 ➡ クエン酸ガリウム ガリウムロクジュウシチ
カリエス ➡ 齲蝕 カリエス
仮義歯 ➡ 暫間義歯 カリギシ
カリキュラムプランニング カリキュラムプランニング
カリジノゲナーゼ カリジノゲナーゼ
カリジン カリジン
加硫 カリュウ
顆粒球 カリュウキュウ
顆粒球減少症 ➡ 好中球減少症 カリュウキュウゲンショウショウ
顆粒球コロニー刺激因子 カリュウキュウコロニーシゲキインシ
加硫剤 カリュウザイ
顆粒剤 カリュウザイ
顆粒細胞 カリュウサイボウ
顆粒細胞筋芽腫 カリュウサイボウキンガシュ
顆粒細胞腫 カリュウサイボウシュ
顆粒細胞神経鞘腫 カリュウサイボウシンケイショウシュ
過量 カリョウ
過量投与 カリョウトウヨ
過量輸液 カリョウユエキ
過リン酸血症 カリンサンケッショウ
ガルゴイリズム ガルゴイリズム
カルサイト カルサイト
ガルサン症候群 ガルサンショウコウグン
カルシア カルシア
カルシウム ATP アーゼ カルシウムエーティーピーアーゼ
カルシウム拮抗薬 カルシウムキッコウヤク
カルシウム結合タンパク質 カルシウムケツゴウタンパクシツ
カルシウムコーティング カルシウムコーティング
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glass transition
glass transition point
glass badge
glass beads
glass beads sterilization
glass container，glass vessel
glass slab
karat
karat metal
Carabelli cusp，cusp of Carabelli
hot taste
gallium
gallium alloy
Gallium scintigraphy
K ＋ channel
K ＋ current
67
Ga
caries
temporary denture
curriculum planning
kallidinogenase
kallidin
vulcanization
granulocyte
granulocytopenia
granulocyte-colony stimulating
factor（G-CSF）
vulcanizing agent
granules
granular cell
granular cell myoblastoma
granular cell tumor
granular cell schwannoma
excess
overdosage
hyperhydration
hyperphosphatasia
gargoylism
calcite
Gircin syndrome
calcia，calcium oxide
calcium-ATPase
calcium antagonist
calcium binding protein（CaBP）
calcium coating

カワキカン

カルシウム剤 カルシウムザイ
カルシウムスパイク カルシウムスパイク
カルシウム代謝 カルシウムタイシャ
カルシウムチャネル カルシウムチャネル
カルシウムポンプ カルシウムポンプ
カルシウム誘発性カルシウム放出
カルシウムユウハツセイカルシウムホウシュツ

カルシウム溶解性試験【エナメル質の】

calcium preparation
calcium（Ca2 ＋）spike
calcium metabolism
calcium（Ca2 ＋）channel
calcium pump
calcium（Ca2 ＋）-induced calcium
（Ca2 ＋）release
enamel decalciﬁcation test

カルシウムヨウカイセイシケン（エナメルシツノ）

カルシウム / リン比 カルシウムリンヒ
カルジオリピン カルジオリピン
カルシトニン カルシトニン
カルチノイド カルチノイド
カルチノイド腫瘍 カルチノイドシュヨウ
カルチノイド症候群 カルチノイドショウコウグン
カルナウバワックス カルナウバワックス
カルニチン カルニチン
ガルバニーショック ガルバニーショック
ガルバニー電池 ➡ 異種電極電池 ガルバニーデンチ
ガルバニー電流 ガルバニーデンリュウ
カルバペネム系 カルバペネムケイ
カルバマゼピン カルバマゼピン
カルバモイルリン酸 カルバモイルリンサン
カルビンジン カルビンジン
カルボキシペプチダーゼ カルボキシペプチダーゼ
カルボキシメチルセルロース カルボキシメチルセルロース
カルボプラチン カルボプラチン
カルモジュリン カルモジュリン
カルモナムナトリウム カルモナムナトリウム
加齢 カレイ
加齢黄斑変性 カレイオウハンヘンセイ
加齢現象 カレイゲンショウ
加齢変化 カレイヘンカ
ガレー骨髄炎 ➡ 化骨性骨膜炎 ガレーコツズイエン
顆路 カロ
顆路型咬合器 ➡ 解剖学的咬合器 カロガタコウゴウキ
顆路傾斜角 カロケイシャカク
顆路指導板 カロシドウバン
顆路調節 カロチョウセツ
顆路調節機構 カロチョウセツキコウ
顆路誘動 カロユウドウ
カロリー カロリー
カロリー摂取量 カロリーセッシュリョウ
渇き感 カワキカン

calcium/phosphate ratio（Ca/P）
cardiolipin
calcitonin
carcinoid
carcinoid tumor
carcinoid syndrome
carnauba wax
carnitine
galvanic shock
galvanic cell
galvanic current
carbapenems
carbamazepine
carbamoyl phosphate
calbindin
carboxypeptidase
carboxymethylcellulose（CMC）
carboplatin
calmodulin
carumonam sodium
aging
age-related macular degeneration
（ARMD，AMD）
ageing process
age change
Garré osteomyelitis
condylar path，condyle path
condylar path articulator
condylar guidance inclination
condylar guidance
adjustment of condylar guidance
adjustable posterior guidance
condylar guidance
calorie
caloric intake
thirst sensation
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カワサキビョウ

川崎病 ➡ 急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群

Kawasaki disease

カワサキビョウ

癌 ガン
幹 カン／ミキ
眼圧 ガンアツ

カ

緩圧型アタッチメント カンアツガタアタッチメント
緩圧型支台装置 カンアツガタシダイソウチ
緩圧機構 カンアツキコウ
眼圧検査 ガンアツケンサ
感圧咬合シート カンアツコウゴウシート
緩圧作用 カンアツサヨウ
緩圧性 カンアツセイ
緩圧性連結装置 カンアツセイレンケツソウチ
緩圧装置 カンアツソウチ
簡易精神療法 カンイセイシンリョウホウ
癌遺伝子 ガンイデンシ
簡易防湿 カンイボウシツ
肝炎 カンエン
含鉛エプロン ガンエンエプロン
含嚥用薬剤 ガンエンヨウヤクザイ
陥凹 カンオウ
感音性難聴 カンオンセイナンチョウ
眼窩 ガンカ
寛解 カンカイ
管外側枝 カンガイソクシ
肝外門脈閉塞症 カンガイモンミャクヘイソクショウ
眼窩エピテーゼ ガンカエピテーゼ
眼窩外耳道基準線 ガンカガイジドウキジュンセン
眼窩外耳道線 ➡ フランクフルト平面

ガンカガイジドウセン

眼窩下縁 ガンカカエン
眼窩下顎枝方向撮影法 ガンカカガクシホウコウサツエイホウ
眼窩下顎枝方向投影【顎関節】

carcinoma
trunk
intraocular pressure，intraocular
tension，ocular tension
stress-breaking attachment
stress-breaking retainer
relief system
ophthalmotonometry
pressure-sensitive occlusal sheet
stress-breaking action
stress breaking
stress-breaking connector
stress breaker
brief psychotherapy
cancer gene
simple exclusion of moisture
hepatitis
leaded apron
gargling agent
concavity，excavation
sensorineural hearing loss
orbit
remission
canal external lateral branch
extrahepatic portal vein obstruction
（EHO）
orbital prosthesis
orbitomeatal base line
orbitomeatal line，orbitomeatal
base line
infraorbital border
orbitoramus projection
orbitoramus projection

ガンカカガクシホウコウトウエイ（ガクカンセツ）

眼窩下顎枝方向投影法【顎関節】

orbitoramus projection

ガンカカガクシホウコウトウエイホウ（ガクカンセツ）

眼窩下顎頭方向投影【顎関節】

orbitocondylar projection

ガンカカガクトウホウコウトウエイ（ガクカンセツ）

眼窩下顎頭方向投影法【顎関節】

orbitocondylar projection

ガンカカガクトウホウコウトウエイホウ（ガクカンセツ）

眼窩下管 ガンカカカン
眼・下顎・顔症候群 ➡ ハラーマン・ストライフ
症候群 ガンカガクガンショウコウグン
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infraorbital canal
oculo-mandibulo-facial syndrome

ガンカジョウシ

眼窩下孔 ガンカカコウ
眼窩下溝 ガンカカコウ
眼窩下神経 ガンカカシンケイ
眼窩下神経ブロック ガンカカシンケイブロック
眼窩下点 ガンカカテン
眼窩下動脈 ガンカカドウミャク
感覚 カンカク
感覚閾値 カンカクイキチ
感覚運動野 カンカクウンドウヤ
感覚過敏 カンカクカビン
感覚器 カンカクキ
感覚器系 カンカクキケイ
感覚器検査 カンカクキケンサ
感覚機構 カンカクキコウ
感覚機能 カンカクキノウ
感覚機能障害 カンカクキノウショウガイ
間隔尺度 カンカクシャクド
感覚受容器 カンカクジュヨウキ
感覚障害 カンカクショウガイ
感覚消失
感覚消失症

カンカクショウシツ

カンカクショウシツショウ

感覚神経 ➡ 知覚神経 カンカクシンケイ
感覚性失語 カンカクセイシツゴ
感覚性失語症 カンカクセイシツゴショウ
感覚脱失 カンカクダッシツ
感覚単位 カンカクタンイ
感覚点 カンカクテン
感覚統合療法 カンカクトウゴウリョウホウ
感覚鈍麻 カンカクドンマ
感覚ニューロン カンカクニューロン
感覚認知 カンカクニンチ
感覚の投射 カンカクノトウシャ
感覚麻痺 ➡ 知覚麻痺 カンカクマヒ
感覚野 カンカクヤ
眼窩犬歯法則 ガンカケンシホウソク
眼窩後頭線 ガンカコウトウセン
肝芽腫 カンガシュ
眼窩上縁 ガンカジョウエン
眼窩上孔 ガンカジョウコウ
眼窩上神経 ガンカジョウシンケイ

infraorbital foramen
infraorbital sulcus
infraorbital nerve
infraorbital nerve block
infraorbital point
infraorbital artery
sensation
sensory threshold
sensorimotor area
hypersensibility
sense organ，sensory organ
sensory system
test of sensory system
sensory mechanism
sensory function
sensory impairment，
impairment of sensation
interval scale
sensory receptor
disorder of sensation，sensory
disturbance，sensory disorder
anesthesia，anaesthesia，
sensory extinction
anesthesia，anaesthesia，
sensory extinction
sensory nerve
sensory aphasia
sensory aphasia
anesthesia
sensory unit
sensory spot
sensory integration therapy
dullness，hypesthesia，
hypoesthesia
sensory neuron
sensory perception
projection of sensation
sensory paralysis
sensory area，sensory sphere
orbital-canine law
orbitooccipital line
hepatoblastoma
supraorbital border
supraorbital foramen
supraorbital nerve
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眼窩上神経ブロック ガンカジョウシンケイブロック
眼窩上切痕 ガンカジョウセッコン
眼窩底骨折 ガンカテイコッセツ
眼窩内膿瘍 ガンカナイノウヨウ
眼窩内容物 ガンカナイヨウブツ
眼窩部エピテーゼ ガンカブエピテーゼ
眼窩平面 ガンカヘイメン
眼窩蜂窩織炎 ガンカホウカシキエン
眼科用液剤 ガンカヨウエキザイ
肝癌 カンガン
眼間開離 ガンカンカイリ
眼間狭小 ガンカンキョウショウ
管間象牙質 カンカンゾウゲシツ
管間側枝 カンカンソクシ
換気 カンキ
間期
【細胞周期の】 カンキ（サイボウシュウキノ）
含気化 ガンキカ
換気過剰 カンキカジョウ
含気腔 ガンキクウ
換気血流比

カンキケツリュウヒ

間期死 カンキシ
換気数 カンキスウ
肝機能検査 カンキノウケンサ
肝機能障害 カンキノウショウガイ
換気パターン カンキパターン
換気頻度 カンキヒンド
管球移動法 カンキュウイドウホウ
眼球運動 ガンキュウウンドウ
眼球乾燥症 ガンキュウカンソウショウ
眼球心臓反射 ガンキュウシンゾウハンシャ
眼球突出 ガンキュウトッシュツ
眼球内接種 ガンキュウナイセッシュ
環境因子 カンキョウインシ
環境影響評価 カンキョウエイキョウヒョウカ
環境衛生 カンキョウエイセイ
環境衛生学 カンキョウエイセイガク
環境汚染 カンキョウオセン
環境改善的アプローチ
環境型変異原物質
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カンキョウカイゼンテキアプローチ

カンキョウガタヘンイゲンブッシツ

supraorbital nerve block
supraorbital notch
fracture of orbital ﬂoor
orbital abscess
intraorbital contents
orbital prosthesis
orbital plane
orbital cellulitis
ophthalmic solution，eye solution
liver cancer
orbital hypertelorism
orbital hypotelorism
intertubular dentin，
intertubular matrix
canal internal lateral branch
ventilation
interphase
pneumatization
overventilation
air space，air sinus，
pneumatic space
ventilation-perfusion ratio
（VQ ratio，V/Q）
interphase death
ventilatory frequency
liver function test
liver dysfunction
ventilatory pattern
ventilatory frequency
tube-shift method
eye movement，ocular motility
xerophthalmia
oculocardiac reﬂex
exophthalmus
intraocular inoculation
environmental factor
environmental impact assessment
environmental health，
environmental sanitation
environmental health
environmental contamination，
environmental pollution
environment improvement
approach
environmental mutagen

カンケツメッキ

環境管理 カンキョウカンリ
環境関連因子【歯周疾患の】

administration of environment
environment-related factor

カンキョウカンレンインシ（シシュウシッカンノ）

環境基準 カンキョウキジュン
環境基本法 カンキョウキホンホウ
環境サーベイ カンキョウサーベイ
環境条件 カンキョウジョウケン
癌恐怖症 ガンキョウフショウ
環境保健 カンキョウホケン
環境保健学 カンキョウホケンガク
環境保全 カンキョウホゼン
環境保全行政

カンキョウホゼンギョウセイ

環境モニタリング カンキョウモニタリング
環境療法 カンキョウリョウホウ
眼鏡レンズ ガンキョウレンズ
換気予備力 カンキヨビリョク
換気量計 カンキリョウケイ
桿菌 カンキン
ガングリオシド ガングリオシド
ガングリオシドーシス ガングリオシドーシス
ガングリオン ガングリオン
顔形 ガンケイ
冠血管拡張薬 カンケッカンカクチョウヤク
間欠性齲蝕 カンケツセイウショク
間歇送信超音波造影法 カンケツソウシンチョウオンパゾウエイホウ
間欠痛 カンケツツウ
間欠的強制換気 カンケツテキキョウセイカンキ
間欠的口腔食道栄養法 カンケツテキコウクウショクドウエイヨウホウ
観血的整復法 カンケツテキセイフクホウ
観血的測定 カンケツテキソクテイ
間歇的な力 カンケツテキナチカラ
観血的モニター カンケツテキモニター
間欠的陽圧換気 カンケツテキヨウアツカンキ
間欠的陽圧呼吸

カンケツテキヨウアツコキュウ

間欠的陽陰圧換気

カンケツテキヨウインアツカンキ

間欠的陽陰圧呼吸

カンケツテキヨウインアツコキュウ

間欠滅菌法

カンケツメッキンホウ

environmental standard
Basic Environment Law
area survey
environmental condition
cancer phobia
environmental health
environmental health
environmental safeguards，
environmental preservation
environmental conservation
administration
environmental monitoring
environmental therapy，
environmental milieu therapy
spectacle lens
breathing reserve
ventilation meter
bacillus
ganglioside
gangliosidosis
ganglion
facial outline
coronary vasodilator
intermittent type caries
intermittent contrast imaging
intermittent pain
intermittent mandatory ventilation
（IMV）
intermittent oro-esophageal feeding
open reduction
invasive measurement
intermittent force
invasive monitoring
intermittent positive pressure
ventilation（IPPV）
intermittent positive pressure
breathing（IPPB）
intermittent positive negative
pressure ventilation
intermittent positive negative
pressure breathing
intermittent sterilization
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カンケツリュウ

肝血流 カンケツリュウ
間欠流量装置 カンケツリュウリョウソウチ
間欠ロック カンケツロック

カ

緩下薬 カンゲヤク
還元 カンゲン
癌原遺伝子 ガンゲンイデンシ
眼瞼下垂 ガンケンカスイ
眼瞼痙攣 ガンケンケイレン
還元酵素 カンゲンコウソ
癌原性糖質炭化水素 ガンゲンセイトウシツタンカスイソ
還元帯 カンゲンタイ
還元糖 カンゲントウ
頑健な推定 ガンケンナスイテイ
眼瞼反射 ガンケンハンシャ
還元ヘモグロビン カンゲンヘモグロビン
看護 カンゴ
感光 カンコウ
嵌合 カンゴウ
感光核 カンコウカク
汗孔角化症 カンコウカクカショウ
嵌合効力 カンゴウコウリョク
肝硬変 カンコウヘン
肝硬変症 カンコウヘンショウ
換語困難 カンゴコンナン
看護師 カンゴシ
感作 カンサ
幹細胞 カンサイボウ
幹細胞移植 カンサイボウイショク
肝細胞癌 カンサイボウガン
観察 カンサツ
監察医 カンサツイ
監察医制度 カンサツイセイド
感作リンパ球 カンサリンパキュウ
換算係数 カンサンケイスウ
鉗子 カンシ
監視 カンシ
眼歯 ガンシ
眼・耳異形成症 ガンジイケイセイショウ
乾式 X 線撮影 カンシキエックスセンサツエイ
乾式 X 線撮影法 カンシキエックスセンサツエイホウ
乾式流量計 カンシキリュウリョウケイ
監視区域 カンシクイキ
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hepatic blood ﬂow
intermittent ﬂow apparatus
intermittent lock，intermittent
locking
laxative
reduction
proto-oncogene
blepharoptosis，ptosis
blepharospasm
reductase
carcinogenic carbohydrate
reducing zone
reducing sugar
robust estimation
eyelid reﬂex
reduced hemoglobin，
deoxyhemoglobin
nursing
photosensitivity
interlocking
sensitivity speck
porokeratosis
interlocking force
liver cirrhosis
liver cirrhosis
word ﬁnding diﬃculty
nurse
sensitization
stem cell
stem cell transplantation
hepatoma，
hepatocellular carcinoma
observation
medical examiner
medical examiner system
sensitized lymphocyte
conversion factor
pliers，forceps
monitoring，monitor
eye tooth
oculoauricular dysplasia
xerography，xeroradiography
xerography，xeroradiography
dry ﬂowmeter
supervised area

カンジュセイシ

鉗子咬合 カンシコウゴウ
眼・歯・指症候群 ガンシシショウコウグン
監視システム

カンシシステム

含歯性囊胞 ガンシセイノウホウ
カンジダ カンジダ
Candida albicans カンジダアルビカンス
カンジダ症 カンジダショウ
カンジダ性口角びらん カンジダセイコウカクビラン
間質
【腫瘍の】 カンシツ（シュヨウノ）
間質液 カンシツエキ
肝疾患 カンシッカン
冠疾患集中治療室 カンシッカンシュウチュウチリョウシツ
間質コラゲナーゼ カンシツコラゲナーゼ
間質性舌炎 カンシツセイゼツエン
間質性象牙粒 カンシツセイゾウゲリュウ
間質性肺炎 カンシツセイハイエン
監視培養 カンシバイヨウ
鉗子分娩 カンシブンベン
眼耳平面 ➡ フランクフルト平面 ガンジヘイメン
患者 カンジャ
患者位置決め カンジャイチギメ
患者管理 カンジャカンリ
患者教育 カンジャキョウイク
患者行動 カンジャコウドウ
患者作動式人工呼吸器 カンジャサドウシキジンコウコキュウキ
患者指導 カンジャシドウ
患者情報 カンジャジョウホウ
患者説明文書 カンジャセツメイブンショ
患者対照研究 カンジャタイショウケンキュウ
患者調査 カンジャチョウサ
患者入射線量 カンジャニュウシャセンリョウ
患者背景 カンジャハイケイ
患者満足度 カンジャマンゾクド
患者立脚型アウトカム カンジャリッキャクガタアウトカム
管腫 カンシュ
癌腫 ガンシュ
管周基質 カンシュウキシツ
管周性線維腺腫 カンシュウセイセンイセンシュ
管周象牙質 カンシュウゾウゲシツ
感受性宿主対策 カンジュセイシュクシュタイサク

labidodont
oculo-dento-digital syndrome，
Meyer-Schwickerath and Weyers
syndrome
monitoring system，
supervising system
dentigerous cyst
candida
candidiasis，candidosis
candidal angular stomatitis
stroma of tumor
interstitial ﬂuid
liver diseases
coronary care unit（CCU）
interstitial collagenase
interstitial glossitis
interstitial denticle
interstitial pneumonia
surveillance culture
forceps delivery
eye-ear plane
patient
patient positioning
care
patient education
sick-role behavior
patient-triggered respirator
instruction to patient
patient information
brieﬁng paper for patient
case-control study
patients survey
patient entrance dose（PED）
back ground of patient
patient satisfaction
patient-based outcomes
angioma
cancer，carcinoma
peritubular matrix
pericanalicular ﬁbroadenoma
peritubular dentin
measures for compromised host，
countermeasure for compromised
host
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感受性ディスク カンジュセイディスク
感受性テスト カンジュセイテスト
干渉 カンショウ
感情 カンジョウ
感情移入 カンジョウイニュウ
環状齲蝕 カンジョウウショク
緩衝液 カンショウエキ
緩衝塩基 カンショウエンキ
肝障害 カンショウガイ
眼上顎褐青色母斑 ガンジョウガクカッセイショクボハン
緩衝腔 カンショウクウ
緩衝系 カンショウケイ
環状鉤 カンジョウコウ
感情・行動障害 カンジョウコウドウショウガイ
感情興奮薬 カンジョウコウフンヤク
緩衝材 カンショウザイ
緩衝剤
【X 線写真処理】 カンショウザイ（エックスセンシャシンショリ）
緩衝作用 カンショウサヨウ
干渉じま カンショウジマ
冠状循環 カンジョウジュンカン
干渉性散乱 カンショウセイサンラン
環状線維【歯肉線維の】 カンジョウセンイ（シニクセンイノ）
管状腺癌 カンジョウセンガン
管状腺腫 カンジョウセンシュ
環状染色体 カンジョウセンショクタイ
冠状断像 カンジョウダンゾウ
冠状断面像 カンジョウダンメンゾウ
冠状動脈性心疾患 カンジョウドウミャクセイシンシッカン
緩衝能 カンショウノウ
緩衝部位 カンショウブイ
冠状縫合 カンジョウホウゴウ
冠状方向像 カンジョウホウコウゾウ
緩衝薬 カンショウヤク
管状有茎弁 カンジョウユウケイベン
感情抑制薬 カンジョウヨクセイヤク
緩徐拡大 カンジョカクダイ
乾食 カンショク
間食 カンショク
間食指導 カンショクシドウ
緩徐呼吸 カンジョコキュウ
緩徐歯間分離 カンジョシカンブンリ
緩徐歯間分離法 カンジョシカンブンリホウ
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sensitivity disc
sensitivity test
interference
aﬀection
empathy
circular caries
buﬀer solution
buﬀer base
hepatopathy
nevus fuscocaerules
ophthalmomaxillaris
relief chamber
buﬀer system
circumferential clasp
emotional and behavioral disorder
thymoanaleptic
buﬀer material，
cushioning material
buﬀer
buﬀer action
interference fringes
coronary circulation
coherent scattering
circular ﬁber
tubular adenocarcinoma
tubular adenoma
ring chromosome
coronal view
coronal image，
coronal section image
coronary heart disease
buﬀering capacity
relief area
coronal sulcus
coronal view
buﬀer agent
tubed pedicle ﬂap
thymoleptic
slow expansion
dry corrosion
intermediate meals，snack
guidance for between-meal habit
bradypnea
gradual teeth separation
gradual teeth separation

カンセツエンバ

緩徐歯肉排除

カンジョシニクハイジョ

緩徐歯肉排除法

カンジョシニクハイジョホウ

緩徐進行型 1 型糖尿病

カンジョシンコウガタイチガタトウニョウビョウ

緩徐痛 カンジョツウ
緩徐導入 カンジョドウニュウ
眼振 ガンシン
眼振計 ガンシンケイ
眼神経 ガンシンケイ
癌真珠 ガンシンジュ
関心体積 ➡ 関心容積 カンシンタイセキ
眼心反射 ガンシンハンシャ
関心容積 カンシンヨウセキ
関心領域 カンシンリョウイキ
感水性 カンスイセイ
完成印象 カンセイインショウ
乾性壊疽 カンセイエソ
癌性潰瘍 ガンセイカイヨウ
肝性昏睡 カンセイコンスイ
感性的予備条件づけ カンセイテキヨビジョウケンヅケ
がん性疼痛 ガンセイトウツウ
眼精疲労 ガンセイヒロウ
関節 カンセツ
関節異形成 カンセツイケイセイ
関節異形成症 カンセツイケイセイショウ
間接維持装置 ➡ 間接支台装置 カンセツイジソウチ
関節液 カンセツエキ
間接 X 線撮影 カンセツエックスセンサツエイ
間接 X 線撮影法 カンセツエックスセンサツエイホウ
間接 X 線透視 カンセツエックスセントウシ
間接 X 線透視法 カンセツエックスセントウシホウ
関節炎 カンセツエン
関節円板 カンセツエンバン
関節円板外方転位 カンセツエンバンガイホウテンイ
関節円板可動性 カンセツエンバンカドウセイ
関節円板後部組織 カンセツエンバンコウブソシキ
関節円板後方転位 カンセツエンバンコウホウテンイ
関節円板後方肥厚部 カンセツエンバンコウホウヒコウブ
関節円板障害 カンセツエンバンショウガイ
関節円板切除術 カンセツエンバンセツジョジュツ
関節円板前方転位 カンセツエンバンゼンポウテンイ
関節円板前方肥厚部 カンセツエンバンゼンポウヒコウブ

gradual gum displacement，
gradual gum retraction
gradual gum displacement，
gradual gum retraction
slowly progressive insulindependent diabetes mellitus
（SPIDDM）
slow pain
slow induction
nystagmus
nystagmograph
ophthalmic nerve
cancer pearl
volume of interest（VOI）
oculocardiac reﬂex
volume of interest（VOI）
region of interest（ROI）
susceptibility to water
ﬁnal impression
dry gangrene
cancerous ulcer
hepatic coma
sensory pre-conditioning
cancer pain
eye strain，asthenopia
joint
arthrodysplasia
arthrodysplasia
indirect retainer
joint ﬂuid
ﬂuorography
ﬂuorography
ﬂuorography
ﬂuorography
arthritis
articular disc
lateral disc displacement
articular disc mobility
retrodiscal tissue
posterior disc displacement
posterior disc
disc disorders
articular disc resection
anterior disc displacement
anterior disc

カ
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カンセツエンバ

関節円板側方転位

カ

カンセツエンバンソクホウテンイ

関節円板中央狭窄部 カンセツエンバンチュウオウキョウサクブ
関節円板転位 カンセツエンバンテンイ
関節円板動態 カンセツエンバンドウタイ
関節円板内方転位 カンセツエンバンナイホウテンイ
関節円板付着部 カンセツエンバンフチャクブ
関節円板部分転位 カンセツエンバンブブンテンイ
関節音 カンセツオン
関節窩 ➡ 下顎窩 カンセツカ
関節外固定術 カンセツガイコテイジュツ
関節窩形成 カンセツカケイセイ
関節窩形成術 カンセツカケイセイジュツ
間接化生 カンセツカセイ
関節可動性 カンセツカドウセイ
関節感覚 カンセツカンカク
関節鏡 カンセツキョウ
関節鏡検査 カンセツキョウケンサ
関節鏡視 カンセツキョウシ
関節鏡視下手術 カンセツキョウシカシュジュツ
関節鏡視法 カンセツキョウシホウ
間接凝集反応 カンセツギョウシュウハンノウ
関節強直症 カンセツキョウチョクショウ
関節腔 カンセツクウ
関節腔洗浄療法 カンセツクウセンジョウリョウホウ
関節腔造影 カンセツクウゾウエイ
関節腔造影断層撮影 カンセツクウゾウエイダンソウサツエイ
関節腔造影断層撮影法 カンセツクウゾウエイダンソウサツエイホウ
関節腔造影法 カンセツクウゾウエイホウ
関節腔単一造影 カンセツクウタンイツゾウエイ
関節腔単一造影法 カンセツクウタンイツゾウエイホウ
関節腔内滲出液 カンセツクウナイシンシュツエキ
関節腔内滲出液貯留 カンセツクウナイシンシュツエキチョリュウ
関節腔内注射 カンセツクウナイチュウシャ
関節腔内注射法 カンセツクウナイチュウシャホウ
関節腔二重造影 カンセツクウニジュウゾウエイ
関節腔二重造影法 カンセツクウニジュウゾウエイホウ
間接訓練 カンセツクンレン
関節形成 カンセツケイセイ
関節形成術 カンセツケイセイジュツ
関節隙 カンセツゲキ
関節結節 カンセツケッセツ
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lateral disc displacement，
sideways displacement
intermediate zone
articular disc displacement
articular disc kinetics
medial disc displacement
discal attachment
partial disc displacement
arthrosound，joint noise，
joint sound
glenoid fossa
extra-articular arthrodesis
glenoplasty
glenoplasty
indirect metaplasia
joint mobility
joint sensation
arthroscope
arthroscopic examination
arthroscopy
arthroscopic surgery
arthroscopy
indirect agglutination
ankylosis of joint
synovial cavity，articular cavity，
articular joint cavity
arthrocentesis
arthrography
arthrotomography
arthrotomography
arthrography
single contrast arthrography
single contrast arthrography
joint eﬀusion
joint eﬀusion
intra-articular injection
intra-articular injection method
double contrast arthrography
double contrast arthrography
indirect training
arthroplasty
arthroplasty
joint space
articular eminence，
articular tubercle

カンセツハンゲ

関節拘縮 カンセツコウシュク
関節後突起 カンセツコウトッキ
関節固定 カンセツコテイ
関節固定術 カンセツコテイジュツ
間接撮影検査 カンセツサツエイケンサ
間接作用 カンセツサヨウ
関節枝【浅側頭動脈の】 カンセツシ（センソクトウドウミャクノ）
関節弛緩 カンセツシカン
関節弛緩症 カンセツシカンショウ
間接支台装置 カンセツシダイソウチ
関節周囲炎 カンセツシュウイエン
関節症 カンセツショウ
関節障害 カンセツショウガイ
関節水腫 ➡ 関節浮腫 カンセツスイシュ
関節水腫症 ➡ 関節浮腫症 カンセツスイシュショウ
間接性骨吸収 ➡ 穿下性骨吸収

joint contracture
retroarticular processus
arthrodesis
arthrodesis
ﬂuorographic examination，photoﬂuorographic examination
indirect action
articular branches
arthrochalasis，joint laxity
arthrochalasis，joint laxity
indirect retainer
periarthritis
arthrosis，arthropathy
arthropathy
hydrarthrosis
hydrarthrosis
indirect bone resorption

カンセツセイコツキュウシュウ

関節制動 カンセツセイドウ
関節制動術 カンセツセイドウジュツ
関節切開 カンセツセッカイ
関節切開術 カンセツセッカイジュツ
関節切除 カンセツセツジョ
関節切除術 カンセツセツジョジュツ
関節穿刺 カンセツセンシ
関節穿刺術 カンセツセンシジュツ
関節置換 カンセツチカン
関節置換術

カンセツチカンジュツ

間接直接法 カンセツチョクセツホウ
関節痛 カンセツツウ
関節デブリードマン カンセツデブリードマン
間接電離放射線 カンセツデンリホウシャセン
間接電離粒子 カンセツデンリリュウシ
関節内 カンセツナイ
関節内骨折 カンセツナイコッセツ
関節内出血 カンセツナイシュッケツ
関節軟骨 カンセツナンコツ
関節二重造影 カンセツニジュウゾウエイ
関節膿症 カンセツノウショウ
間接抜髄法 カンセツバツズイホウ
関節半月板切除術 カンセツハンゲツバンセツジョジュツ

arthrorisis
arthrorisis
arthrotomy
arthrotomy
arthrectomy
arthrectomy
arthrocentesis
arthrocentesis
replacement arthroplasty，
joint replacement
replacement arthroplasty，
joint replacement
indirect-direct method
arthralgia
joint debridement
indirectly ionizing radiation
indirectly ionizing particle
intra-articular
intra-articular fracture
hemarthrosis
articular cartilage
double contrast arthrography
pyarthrosis，pyoarthrosis，arthroempyema，arthroempyesis
indirect pulpectomy
meniscectomy
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カ

カンセツヒッパ

間接引張強さ ➡ ダイアメトラル引張強さ

diametral tensile strength

カンセツヒッパリツヨサ

カ

間接ビリルビン カンセツビリルビン
間接覆髄 カンセツフクズイ
間接覆髄法 カンセツフクズイホウ
関節浮腫 カンセツフシュ
関節浮腫症 カンセツフシュショウ
関節浮遊体 カンセツフユウタイ
間接法 カンセツホウ
関節包 カンセツホウ
関節傍 カンセツボウ
関節包炎 カンセツホウエン
関節包滑膜切除 カンセツホウカツマクセツジョ
関節包滑膜切除術 カンセツホウカツマクセツジョジュツ
関節包関節形成 カンセツホウカンセツケイセイ
関節包関節形成術 カンセツホウカンセツケイセイジュツ
関節包形成 カンセツホウケイセイ
関節包形成術 カンセツホウケイセイジュツ
関節縫合術 カンセツホウゴウジュツ
関節包固定 カンセツホウコテイ
関節包固定術 カンセツホウコテイジュツ
関節包靱帯 カンセツホウジンタイ
関節包・靱帯障害 カンセツホウジンタイショウガイ
関節包切開 カンセツホウセッカイ
関節包切開術 カンセツホウセッカイジュツ
関節包切除 カンセツホウセツジョ
関節包切除術 カンセツホウセツジョジュツ
間接法模型【修復法の】 カンセツホウモケイ（シュウフクホウノ）
間接法用インレーワックス カンセツホウヨウインレーワックス
関節面 カンセツメン
関節面再建 カンセツメンサイケン
関節面再建挿入物 カンセツメンサイケンソウニュウブツ
関節面搔爬 カンセツメンソウハ
関節面置換 カンセツメンチカン
関節面置換術
関節遊離体

カンセツメンチカンジュツ

カンセツユウリタイ

関節リウマチ カンセツリウマチ
関節離断 カンセツリダン
関節離断術 カンセツリダンジュツ
関節隆起 カンセツリュウキ
関節隆起後斜面 カンセツリュウキコウシャメン
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unconjugated bilirubin
indirect pulp capping
indirect pulp capping
hydrarthrosis
hydrarthrosis
joint loose body
indirect method
articular capsule
juxta-articular，paraarticular
capsulitis
capsulosynovectomy
capsulosynovectomy
capsular arthroplasty
capsular arthroplasty
capsuloplasty
capsuloplasty
capsulorrhaphy
capsulodesis
capsulodesis
capsular ligament
capsule-ligament disorders
capsulotomy
capsulotomy
capsulectomy
capsulectomy
working model for indirect method
inlay wax for indirect method
articular surface
resurfacing
resurfacing implant
arthroxesis
resurfacing arthroplasty，
surface replacement
resurfacing arthroplasty，
surface replacement
articular loose body，
joint loose body
rheumatoid arthritis（RA）
disarticulation
disarticulation
articular eminence
posterior inclined plane of the
eminence

カンゼンボウシ

関節隆起前斜面

カンセツリュウキゼンシャメン

関節裂隙 カンセツレツゲキ
汗腺 カンセン
乾癬 カンセン
感染 カンセン
完全アジュバント カンゼンアジュバント
完全寛解 カンゼンカンカイ
完全看護 カンゼンカンゴ
完全強縮 カンゼンキョウシュク
感染経路 カンセンケイロ
感染源 カンセンゲン
完全健忘 カンゼンケンボウ
完全口蓋裂 カンゼンコウガイレツ
完全抗原 カンゼンコウゲン
完全骨折 カンゼンコッセツ
感染根管 カンセンコンカン
感染根管治療 カンセンコンカンチリョウ
完全再呼吸法 カンゼンサイコキュウホウ
完全再生 カンゼンサイセイ
完全自浄型ポンティック カンゼンジジョウガタポンティック
感染症 カンセンショウ
感染症新法 カンセンショウシンポウ
完全静脈麻酔 カンゼンジョウミャクマスイ
完全診査 カンゼンシンサ
完全唇裂 カンゼンシンレツ
乾癬性関節炎 カンセンセイカンセツエン
感染性関節炎 カンセンセイカンセツエン
感染性心疾患 カンセンセイシンシッカン
感染性心内膜炎 カンセンセイシンナイマクエン
感染性廃棄物 カンセンセイハイキブツ
感染成立 カンセンセイリツ
完全切除 カンゼンセツジョ
感染象牙質 ➡ 齲蝕象牙質外層 カンセンゾウゲシツ
完全大血管転位症 カンゼンダイケッカンテンイショウ
感染対策

カンセンタイサク

感染対策チーム カンセンタイサクチーム
完全脱臼 カンゼンダッキュウ
完全内臓逆位症 カンゼンナイゾウギャクイショウ
完全破折【歯の】 カンゼンハセツ（ハノ）
感染防御効果 カンセンボウギョコウカ
完全房室ブロック カンゼンボウシツブロック

anterior inclined plane of the
eminence
joint space
sweat gland
psoriasis
infection
complete adjuvant
complete remission
complete nursing care
complete tetanus
route of infection
source of infection
total amnesia
complete cleft palate
complete antigen
complete fracture
infected root canal
infected root canal treatment
complete rebreathing system
complete regeneration
hygienic pontic
infectious disease
New Infectious Disease Control
Law
total intravenous anesthesia
complete examination
complete cleft lip
psoriatic arthritis
infectious arthritis
infective heart disease
infective endocarditis（IE）
infectious waste
establishment of infection
complete excision，ablation
infected dentin
complete transposition of great
arteries
counter measure against infection，
infection control
infection control team（ICT）
complete dislocation
complete visceral inversion
complete fracture
protective eﬀect
complete atrioventricular block
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カ

カンゼンマイフ

完全埋伏歯 カンゼンマイフクシ
感染免疫 カンセンメンエキ
感染予防 カンセンヨボウ
感染予防策 カンセンヨボウサク

カ

乾燥 カンソウ
含嗽 ガンソウ
肝臓移植 カンゾウイショク
乾燥酵母 カンソウコウボ
含嗽剤 ガンソウザイ
乾燥症候群 カンソウショウコウグン
桿体 カンタイ
寛大効果 カンダイコウカ
癌胎児性抗原 ガンタイジセイコウゲン
間代性痙攣 カンタイセイケイレン
間代性発作 カンタイセイホッサ
ガンタイプ【光照射器の】 ガンタイプ（ヒカリショウシャキノ）
灌注 カンチュウ
灌注器 カンチュウキ
浣腸 カンチョウ
浣腸剤 カンチョウザイ
カンチレバー ➡ 延長ブリッジ カンチレバー
環椎 カンツイ
環椎後頭関節 カンツイコウトウカンセツ
貫通
【創の】 カンツウ（ソウノ）
鑑定 カンテイ
鑑定医 カンテイイ
眼底血圧 ガンテイケツアツ
鑑定書 カンテイショ
鑑定人 カンテイニン
眼点 ガンテン
管電圧 カンデンアツ
寒天アルジネート連合印象

completely impacted tooth
infection immunity
infection control
infection control precaution，
infection control measures
dehydration，desiccation
gargling
liver transplantation
dried yeast
mouthwash
sicca syndrome
rod
leniency eﬀect
carcinoembryonic antigen（CEA）
clonic convulsion，clonic spasm，
clonic seizure
clonic seizure
gun type
irrigation
irrigator
enema
clysters，enemas
cantilever
ﬁrst cervical vertebra
atlanto-occipital joint
penetration
investigation
expert medical witness
ophthalmic artery pressure
investigation report
expert witness
orbital point
tube voltage
agar alginate combined impression

カンテンアルジネートレンゴウインショウ

寒天印象 カンテンインショウ
寒天印象材 カンテンインショウザイ
寒天ゲル電気泳動法
感電死 カンデンシ

カンテンゲルデンキエイドウホウ

寒天斜面培地 カンテンシャメンバイチ
眼電図 ガンデンズ
寒天平板培地 カンテンヘイバンバイチ
管電流 カンデンリュウ
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agar impression
agar impression material，agar
based impression material
agar gel electrophoresis
death from electricity，
electrical death
slant agar，slant agar media
electrooculogram
agar plate，agar plate media
tube current

ガンボウ

感度 カンド
感度
【X 線フィルム】 カンド（エックスセンフィルム）
癌と遺伝的影響 ガントイデンテキエイキョウ
カントゥア カントゥア
含糖ペプシン ガントウペプシン
眼動脈 ガンドウミャク
冠動脈血流 カンドウミャクケツリュウ
冠動脈疾患 カンドウミャクシッカン
冠動脈塞栓症 カンドウミャクソクセンショウ
冠動脈不全 カンドウミャクフゼン
冠動脈瘤 カンドウミャクリュウ
癌と確率的影響 ガントカクリツテキエイキョウ
肝毒性 カンドクセイ
感度グループ【X 線フィルム】カンドグループ（エックスセンフィルム）
感度時間調整【超音波】 カンドジカンチョウセイ（チョウオンパ）
ガントリー ガントリー
ガントリー角 ガントリーカク
肝内結石症 カンナイケッセキショウ
管内性線維腺腫 カンナイセイセンイセンシュ
眼軟膏剤 ガンナンコウザイ
管肉腫 カンニクシュ
癌肉腫 ガンニクシュ
陥入 カンニュウ
陥入
【歯の】 カンニュウ（ハノ）
嵌入骨折 カンニュウコッセツ
乾熱重合 カンネツジュウゴウ
乾熱滅菌 カンネツメッキン
乾熱滅菌法 カンネツメッキンホウ
間脳 カンノウ
感応 カンノウ
官能基 カンノウキ
官能検査 カンノウケンサ
肝脳症候群 カンノウショウコウグン
肝斑 カンパン
眼反射 ガンハンシャ
Campylobacter rectus カンピロバクターレクタス
カンファーキノン カンファーキノン
肝不全 カンフゼン
冠不全 ➡ 冠動脈不全 カンフゼン
冠不全症 カンフゼンショウ
カンフル カンフル
鑑別診断 カンベツシンダン
カンペル線 カンペルセン
カンペル平面 カンペルヘイメン
顔貌 ガンボウ

sensitivity
speed
cancer and heritable eﬀect
contour
saccharated pepsin
opthalmic artery
coronary blood ﬂow
coronary artery disease
coronary embolism
coronary insuﬃciency
coronary artery aneurysm
cancer and stochastic eﬀect
hepatotoxicity
speed group
sensitivity time control（STC）
gantry
gantry angle
intrahepatic cholelithiasis
intracanalicular ﬁbroadenoma
eye ointments
angiosarcoma
carcinosarcoma
impaction
intrusion
impression fracture
dry heat curing
dry heat sterilization
dry heat sterilization
diencephalon
induction
functional group
organoleptic test
hepatocerebral syndrome
chloasma
eye reﬂex
camphorquinone
liver insuﬃciency，liver failure
coronary insuﬃciency
coronary insuﬃciency
camphor
diﬀerential diagnosis
Camper line
Camper's plane
facies
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カ

ガンボウスイ

眼房水
癌胞巣
漢方薬

カ

ガンボウスイ
ガンホウソウ
カンポウヤク

γ
【特性曲線の】 ガンマ（トクセイキョクセンノ）
γ - アミノ酪酸 ガンマアミノラクサン
γ運動系 ガンマウンドウケイ
γ運動ニューロン ガンマウンドウニューロン
γ -MPTS ガンマエムピーティーエス
γカメラ ガンマカメラ
γ - カルボキシグルタミン酸 ガンマカルボキシグルタミンサン
γ環 ガンマカン
γグロブリン異常血症 ガンマグロブリンイジョウケッショウ
γグロブリン血症 ガンマグロブリンケッショウ
γ固縮 ガンマコシュク
γ鎖病 ガンマサビョウ
γ -GTP ガンマジーティーピー
γ線 ガンマセン
γ線維 ガンマセンイ
γ線滅菌法 ガンマセンメッキンホウ
γナイフ ガンマナイフ
γバイアス ガンマバイアス
γ補正 ガンマホセイ
甘味 カンミ
甘味食品 カンミショクヒン
甘味制限 カンミセイゲン
甘味性におい カンミセイニオイ
甘味料 カンミリョウ
顔面印象 ガンメンインショウ
顔面インプラント ガンメンインプラント
顔面エピテーゼ ガンメンエピテーゼ
顔面横静脈 ガンメンオウジョウミャク
顔面横動脈 ガンメンオウドウミャク
顔面角
【セファロ分析の】 ガンメンカク（セファロブンセキノ）
顔面型
【側面の】 ガンメンガタ（ソクメンノ）
顔面規格写真 ガンメンキカクシャシン
顔面筋痙攣 ガンメンキンケイレン
顔面筋麻痺 ガンメンキンマヒ
顔面形成不全 ガンメンケイセイフゼン
顔面計測法 ガンメンケイソクホウ
顔面形態【正面の】 ガンメンケイタイ（ショウメンノ）
顔面痙攣 ガンメンケイレン
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aqueous humor
cancer cell nest
Chinese medicine，
Chinese indigenous medicine
gamma
γ-aminobutyric acid（GABA）
γ-system，γ-motor system
γ-motoneuron，γ-motor
γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane
γ-camera
γ-carboxyglutamic acid
γ-loop
dys-γ-globulinemia
γ-globulinemia
γ-rigidity
γ-chain disease
γ-glutamyltransferase
γ-ray
γ-ﬁber，γ-motor ﬁber
γ-ray beam sterilization
γ-knife
γ-bias
γ-correction
sweetness
sweetened food stuﬀ
restriction of sweetness
sweetish odor
sweetener，sweetening agent
facial impression
facial implant
facial prosthesis
transverse facial vein
transverse facial artery
facial angle
facial type
standardized facial photograph，
oriented facial photograph，
cephalometry
prosopospasm
prosopoplegia
facial agenesis
facial measurement method
facial form
facial muscle spasm，facial spasm

ガンメンホテツ

顔面痙攣症 ガンメンケイレンショウ
顔面欠損 ガンメンケッソン
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー
ガンメンケンコウジョウワンガタキンジストロフィー

顔面高 ガンメンコウ
顔面骨 ガンメンコツ
顔面骨正面撮影

ガンメンコツショウメンサツエイ

顔面骨正面撮影法

ガンメンコツショウメンサツエイホウ

顔面骨側方撮影 ガンメンコツソクホウサツエイ
顔面骨側方撮影法 ガンメンコツソクホウサツエイホウ
顔面指数 ガンメンシスウ
顔面写真 ガンメンシャシン
顔面静脈 ガンメンジョウミャク
顔面神経 ガンメンシンケイ
顔面神経痛 ガンメンシンケイツウ
顔面神経不全麻痺 ガンメンシンケイフゼンマヒ
顔面神経ブロック ガンメンシンケイブロック
顔面神経麻痺 ガンメンシンケイマヒ
顔面正中 ガンメンセイチュウ
顔面正中裂 ガンメンセイチュウレツ
顔面成長 ガンメンセイチョウ
顔面多発性骨折 ガンメンタハツセイコッセツ
顔面チック ガンメンチック
顔面痛 ガンメンツウ
顔面頭蓋 ガンメントウガイ
顔面動脈 ガンメンドウミャク
顔面突起 ガンメントッキ
顔面突出 ガンメントッシュツ
顔面播種状粟粒性狼瘡 ガンメンハシュジョウゾクリュウセイロウソウ
顔面パターン ガンメンパターン
顔面半側萎縮 ガンメンハンソクイシュク
顔面半側萎縮症

ガンメンハンソクイシュクショウ

顔面半側肥大 ガンメンハンソクヒダイ
顔面半側肥大症 ガンメンハンソクヒダイショウ
顔面鼻咽腔症侯群 ガンメンビインクウショウゴウグン
顔面非対称 ガンメンヒタイショウ
顔面比率 ガンメンヒリツ
顔面平面【セファロ分析の】 ガンメンヘイメン（セファロブンセキノ）
顔面変形 ガンメンヘンケイ
顔面変形症 ガンメンヘンケイショウ
顔面補綴 ガンメンホテツ

hemifacial spasm
facial defect
facio-scapulohumeral muscular
dystrophy
facial height
facial bone
postero-anterior projection of facial
bone
postero-anterior projection of facial
bone
lateral projection of facial bone
lateral projection of facial bone
facial index
facial photograph
facial vein
facial nerve
facial nerve neuralgia
incomplete facial palsy
facial nerve block
facial palsy，facial nerve paralysis
facial midline
median facial cleft
facial growth
multiple fracture of face
facial tic
facial pain
facial cranium
facial artery
facial processes
facial protraction
lupus miliaris disseminatus facieil
facial pattern
facial hemiatrophy，
hemifacial atrophy
facial hemiatrophy，
hemifacial atrophy
hemifacial hypertrophy
hemifacial hypertrophy
Velo-Cardio-Facial syndrome
facial asymmetry
facial proportion
facial plane
facial deformity
facial deformity
facial prosthetics
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カ

ガンメンレツ

顔面裂 ガンメンレツ
癌有意線量 ガンユウイセンリョウ

カ

間葉 カンヨウ
間葉系幹細胞 カンヨウケイカンサイボウ
間葉系細胞 カンヨウケイサイボウ
間葉性混合腫瘍 カンヨウセイコンゴウシュヨウ
間葉性歯原性腫瘍 カンヨウセイシゲンセイシュヨウ
間葉性腫瘍 カンヨウセイシュヨウ
間葉性軟骨肉腫 カンヨウセイナンコツニクシュ
寛容度 カンヨウド
癌抑制遺伝子 ガンヨクセイイデンシ
乾酪壊死 カンラクエシ
乾酪化 カンラクカ
乾酪変性 ➡ 乾酪壊死 カンラクヘンセイ
管理
【歯科保健の】 カンリ（シカホケンノ）
管理栄養士 カンリエイヨウシ
管理下臨床試験 カンリカリンショウシケン
管理区域 カンリクイキ
管理者
【歯科保健の】 カンリシャ（シカホケンノ）
管理組織【歯科保健の】 カンリソシキ（シカホケンノ）
管理体制 カンリタイセイ
簡略化口腔清掃指数 カンリャクカコウクウセイソウシスウ
灌流 カンリュウ
灌流圧 カンリュウアツ
含硫アミノ酸 ガンリュウアミノサン
灌流イメージング カンリュウイメージング
灌流量 カンリュウリョウ
含量 ガンリョウ
寒冷凝集 カンレイギョウシュウ
寒冷診
【歯髄の】 カンレイシン（シズイノ）
寒冷中枢 カンレイチュウスウ
寒冷鎮痛 カンレイチンツウ
寒冷痛 カンレイツウ
顔裂 ➡ 顔面裂 ガンレツ
顔裂性囊胞 ガンレツセイノウホウ
関連痛 ➡ 投射痛 カンレンツウ
緩和ケア カンワケア
緩和現象 カンワゲンショウ
緩和時間 カンワジカン
緩和速度 カンワソクド
緩和的治療 カンワテキチリョウ
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facial cleft，prosoposchisis
malignancy signiﬁcant dose
（MSD）
mesenchyme
mesenchymal stem cell
mesenchymal cell
mesenchymal mixed tumor
mesenchymal odontogenic tumor
mesenchymal tumor，mesenchymal
neoplasm
mesenchymal chondrosarcoma
latitude
tumor suppressor gene
caseous necrosis
caseation
caseous degeneration
management
registered dietitian
controlled study，
controlled clinical study
controlled area
supervisor
management organization
management structure
simpliﬁed oral hygiene index
（OHI-S）
perfusion
perfusion pressure
sulfur containing amino acid
perfusion imaging
perfusion rate
content
cold agglutination
cold test
cold center
cryoanalgesia
pain to cold
facial cleft
ﬁssural cyst
referred pain
palliative care
relaxation phenomenon
relaxation time
relaxation rate
palliative therapy

あ
緩和的放射線治療
緩和率 カンワリツ

キカイテキコウ

palliative radiotherapy
relaxation rate

カンワテキホウシャセンチリョウ

キ
気 キ
気圧 キアツ
キーアンドキーウェイ
キーウェイ キーウェイ
キーガン皮膚支配分節
奇異呼吸 キイコキュウ

キーアンドキーウェイ

キーガンヒフシハイブンセツ

キーパー キーパー
キーパー付根面板 キーパーツキコンメンバン
キーホール法 キーホールホウ
キーリッジ キーリッジ
キールボーン キールボーン
キーンズ・セイアー症候群 キーンズセイアーショウコウグン
偽陰性 ギインセイ
偽陰性率 ギインセイリツ
既往歴 キオウレキ
記憶 キオク
記憶機能障害 キオクキノウショウガイ
記憶・思考障害 キオクシコウショウガイ
記憶障害 キオクショウガイ
記憶喪失 キオクソウシツ
記憶装置 キオクソウチ
基音 キオン
気化 キカ
飢餓 キガ
ギガ ギガ
機械加工インプラント表面 キカイカコウインプラントヒョウメン
機械加工面 キカイカコウメン
機械曲線 キカイキョクセン
機械研磨 キカイケンマ
期外収縮 キガイシュウシュク
機械受容器 キカイジュヨウキ
機械的過労 キカイテキカロウ
器械的矯正装置 キカイテキキョウセイソウチ
器械的矯正力 キカイテキキョウセイリョク
機械的咬合器 キカイテキコウゴウキ

qi
air pressure
key and keyway
keyway
Keegan dermatome
paradoxical breathing，
paradoxical respiration
keeper
root cap with keeper
keyhole imaging
key ridge（Kr）
Kiel bone
Kearns-Sayre syndrome
false negative
false negative rate，
false negative fraction
past history
memory
impairment of memory，
memory disturbance
disorder of memory and thought
memory disorder
memory loss
storage device
fundamental tone
vaporization
starvation
giga（G）
machined implant surface
machined surface
mechanogram
mechanical polishing
extrasystole，
premature cardiac complex
mechanoreceptor
mechanical overstrain，strain
mechanical orthodontic appliance
mechanical orthodontic force
mechanical articulator
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キ

キカイテキシク

機械的死腔

キカイテキシクウ

機械的性質 キカイテキセイシツ
機械的清掃【根管の】 キカイテキセイソウ（コンカンノ）
機械的清掃法 ➡ 機械的プラークコントロール

apparatus dead space，
mechanical dead space
mechanical property
mechanical root canal cleaning
mechanical cleaning

キカイテキセイソウホウ

キ

機械的損傷 キカイテキソンショウ
機械的強さ キカイテキツヨサ
機械的プラークコントロール キカイテキプラークコントロール
器械内コンプライアンス キカイナイコンプライアンス
器械保定 キカイホテイ
器械結び キカイムスビ
器械力 キカイリョク
器械練和 キカイレンワ
幾何学的因子 キカガクテキインシ
幾何学的歪み キカガクテキヒズミ
幾何学的不鮮鋭度 キカガクテキフセンエイド
気化器 キカキ
疑核 ギカク
義顎 ➡ 顎義歯 ギガク
規格荷重プローブ キカクカジュウプローブ
規格器具 キカクキグ
規格形成法【根管の】 キカクケイセイホウ（コンカンノ）
規格撮影 キカクサツエイ
規格写真 キカクシャシン
規格ポイント キカクポイント
飢餓死 キガシ
飢餓収縮 キガシュウシュク
飢餓水腫 キガスイシュ
偽化性 ギカセイ
気管カテーテル キカンカテーテル
気管カニューレ キカンカニューレ
器官形成期 キカンケイセイキ
気管支 キカンシ
気管支炎 キカンシエン
気管支拡張症 キカンシカクチョウショウ
気管支拡張薬 キカンシカクチョウヤク
気管支鏡検査法 キカンシキョウケンサホウ
気管支痙攣 キカンシケイレン
気管支収縮 キカンシシュウシュク
気管支喘息 キカンシゼンソク
気管支挿管 キカンシソウカン
気管支チューブ キカンシチューブ
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mechanical injury
mechanical strength
mechanical plaque control
apparatus internal compliance
mechanical retention
instrumental tie，instrumental knot
mechanical force
mechanical mixing
geometric factor
geometric distortion
geometric unsharpness
vaporizer
nucleus ambiguus
maxillary prosthesis
pressure sensitive probe
standardized instrument
standardized preparation technique
standardizing radiography
standardized facial photograph
standardized point，
standardized cone
death from starvation
hunger contraction
hunger edema
pseudometaplasia
tracheal catheter
tracheal cannula
period of organogenesis，
organogenic period
bronchus
bronchitis
bronchiectasis
bronchodilator
bronchoscopy
bronchospasm，bronchial spasm
bronchoconstriction
bronchial asthma
bronchial intubation
bronchial tube

キケイ

気管支ドレナージ キカンシドレナージ
気管支内麻酔 キカンシナイマスイ
気管支ファイバースコープ挿管

bronchial drainage
endobronchial anesthesia
ﬁberoptic intubation

キカンシファイバースコープソウカン

気管支閉塞子

キカンシヘイソクシ

気管食道吻合術 キカンショクドウフンゴウジュツ
気管食道瘻 キカンショクドウロウ
偽関節 ギカンセツ
気管切開 キカンセッカイ
気管切開術 キカンセッカイジュツ
気管切開チューブ キカンセッカイチューブ
気管挿管 キカンソウカン
気管タグ キカンタグ
気管チューブ キカンチューブ
気管動脈瘻 キカンドウミャクロウ
気管内異物 キカンナイイブツ
気管内吸引 キカンナイキュウイン
気管内吹送法 キカンナイスイソウホウ
気管内挿管 キカンナイソウカン
気管内注入
気管内麻酔

キカンナイチュウニュウ
キカンナイマスイ

器官培養 キカンバイヨウ
気管分岐部 キカンブンキブ
気管瘻 キカンロウ
危機介入 キキカイニュウ
危機管理 キキカンリ
偽キサントーム細胞 ギキサントームサイボウ
利き手 キキテ
気逆 キギャク
棄却域 キキャクイキ
危急反応 キキュウハンノウ
気虚 キキョ
気胸 キキョウ
偽強直 ギキョウチョク
偽強直症 ギキョウチョクショウ
気菌糸 キキンシ
貴金属 キキンゾク
貴金属合金 キキンゾクゴウキン
偽菌類 ギキンルイ
器具 キグ
奇形 キケイ

bronchial blocker，
endobronchial blocker
laryngeal bypass
tracheoesophageal ﬁstula
pseudoarthrosis
tracheotomy，tracheostomy
tracheotomy
tracheotomy tube
tracheal intubation
tracheal tug
tracheal tube，endotracheal tube
tracheoarterial ﬁstula
tracheal foreign body
intratracheal aspiration，
intratracheal suction
intratracheal insuﬄation
intratracheal intubation，
endotracheal intubation
intratracheal injection
intratracheal anesthesia，
endotracheal anesthesia
organ culture
bifurcation of trachea，carina
tracheostoma，tracheal ﬁstula
crisis intervention
crisis management
pseudoxanthomatous cell
handedness
qi counterﬂow
critical region
emergency reaction
qi deﬁciency
pneumothorax
pseudoankylosis
pseudoankylosis
aerial hypha
noble metal，precious metal
noble metal alloy，precious alloy
pseudomycetes
device，instrument
deformity
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キ

キケイシュ

キ

奇形腫 キケイシュ
気血両虚 キケツリョウキョ
危険 キケン
危険臓器 キケンゾウキ
気孔 キコウ
技工用アナログ ギコウヨウアナログ
気孔率 キコウリツ
偽コリンエステラーゼ ギコリンエステラーゼ
基剤 キザイ
きざみ食 キザミショク
ギ酸 ギサン
キサンチン キサンチン
起子 キシ
義肢 ギシ
義歯 ギシ
義歯安定剤 ギシアンテイザイ
擬似カラー表示 ギジカラーヒョウジ
儀式 ギシキ
義歯刻印 ギシコクイン
義歯修理 ギシシュウリ
義歯床 ギシショウ
義歯床縁 ギシショウエン
義歯床下粘膜 ギシショウカネンマク
義歯床下粘膜異常 ギシショウカネンマクイジョウ
疑似条件づけ ギジジョウケンヅケ
義歯床研磨面 ギシショウケンマメン
義歯床後縁 ギシショウコウエン
義歯床粘膜面 ギシショウネンマクメン
義歯床負担域 ギシショウフタンイキ
義歯床用材料 ギシショウヨウザイリョウ
義歯床用裏装材 ➡ リライン材
義歯床用レジン ギシショウヨウレジン
義歯神経症 ギシシンケイショウ
義歯性潰瘍 ギシセイカイヨウ
義歯性口内炎 ギシセイコウナイエン
義歯性線維腫 ギシセイセンイシュ
義歯性線維症 ➡ 義歯性線維腫
義歯清掃 ギシセイソウ
義歯清掃法 ギシセイソウホウ
義歯性肉芽腫 ギシセイニクゲシュ
義歯洗浄剤 ギシセンジョウザイ
義歯装着 ギシソウチャク
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ギシショウヨウリソウザイ

ギシセイセンイショウ

teratoma
dual deﬁciency of qi and blood
risk
organ at risk（OR）
porosity
laboratory analog
porosity rate
pseudocholinesterase
base
chopped meal
formic acid
xanthine
elevator，elevatorium
prosthesis，prosthetic limb，
artiﬁcial limb
denture
denture stabilizer
pseudocolor display
ritual，ceremony
denture marking
repair of denture components
denture base
denture border
basal seat mucosa
abnormality of basal seat mucosa
pseudo-conditioning
polished surface of denture base
posterior denture border
mucosal surface of denture base
denture foundation area
denture base material，
material for denture base
denture lining material
denture base resin
prosthetic neurosis
denture ulcer
denture sore mouth，
denture stomatitis
epulis ﬁssuratum，denture ﬁbroma
denture ﬁbrosis
denture cleaning
denture cleaning
denture granuloma
denture cleanser
insertion of dentures

キセイアバット

義歯調整 ギシチョウセイ
気湿 キシツ
気質 キシツ
基質 キシツ
器質化 キシツカ
基質小胞 キシツショウホウ
器質性構音障害 キシツセイコウオンショウガイ
器質性精神病 キシツセイセイシンビョウ
器質的 キシツテキ
器質的疾患 キシツテキシッカン
起始点【金箔修復の】 キシテン（キンパクシュウフクノ）
義歯の安定 ギシノアンテイ
義歯破損 ギシハソン
疑似パノラマ表示画像 ギジパノラマヒョウジガゾウ
義歯不適応 ギシフテキオウ
義歯不適合 ギシフテキゴウ
希釈性アシドーシス キシャクセイアシドーシス
気腫 キシュ
気腫症

キシュショウ

記述疫学 キジュツエキガク
技術的に高められた自然放射線
ギジュツテキニタカメラレタシゼンホウシャセン

基準看護 キジュンカンゴ
基準線 キジュンセン
基準線量計 キジュンセンリョウケイ
基準値【臨床判断における】

denture adjustment
air humidity
temperament
substrate
organization
matrix vesicle
organic articulation disorders
organic psychosis
organic
organic disease
starting point
denture stability
denture fracture，
fracture of denture
pseudopanoramic image
prosthetic inadaptation
ill-ﬁtting denture
dilution acidosis
pneumatosis，emphysema，
pneumonocele
pneumatosis，emphysema，
pneumonocele
descriptive epidemiology
technologically modiﬁed natural
radiation（TMNR）
standard nursing care
reference line
reference dosimeter
reference value

キジュンチ（リンショウハンダンニオケル）

基準点 キジュンテン
基準ファントム キジュンファントム
基準平面 キジュンヘイメン
義歯用ブラシ ギシヨウブラシ
義歯裏装材 ➡ リライン材 ギシリソウザイ
キシリトール キシリトール
キシルロース キシルロース
キシレン キシレン
キシロース キシロース
輝尽性蛍光体 キジンセイケイコウタイ
輝尽発光

キジンハッコウ

既製アタッチメント
既製アバットメント

キセイアタッチメント
キセイアバットメント

reference point
reference phantom
basal plane，reference plane
denture brush，denture tooth brush
denture lining material
xylitol
xylulose
xylene
xylose
photostimulable phosphor，
stimulable phosphor
photostimulated luminescence
（PSL）
ready made attachment
prefabricated abutment
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キ

キセイゴウテイ

キ

既製合釘 キセイゴウテイ
偽性正中上唇裂 ギセイセイチュウジョウシンレツ
偽性象牙粒 ギセイゾウゲリュウ
寄生体 キセイタイ
寄生体側病原因子 キセイタイソクビョウゲンインシ
寄生虫病 キセイチュウビョウ
偽性低アルドステロン症 ギセイテイアルドステロンショウ
既製トレー キセイトレー
偽性軟骨無形成症 ギセイナンコツムケイセイショウ
既製バンド キセイバンド
偽性副甲状腺機能低下症

ready made dowel
pseudomedian cleft
false denticle
parasite
parasite virulence factor
parasite disease
pseudohypoaldosteronism（PHA）
stock impression tray，stock tray
pseudoachondroplasia
preformed band
pseudohypoparathyroidism

ギセイフクコウジョウセンキノウテイカショウ

キセノン照射器
気相 - 液相界面
蟻走感 ギソウカン
偽足 ギソク
義足 ギソク

キセノンショウシャキ

キソウエキソウカイメン

規則格子 キソクコウシ
気速指数 キソクシスウ
規則 - 不規則変態 キソクフキソクヘンタイ
基礎床 キソショウ
基礎体温 キソタイオン
基礎代謝 キソタイシャ
基礎代謝検査 キソタイシャケンサ
基礎代謝率 キソタイシャリツ
基礎麻酔 キソマスイ
気滞 キタイ
奇胎 キタイ
気体定数 キタイテイスウ
偽唾液分泌過多 ギダエキブンピカタ
擬弾性 ギダンセイ
キチン キチン
偽痛風 ギツウフウ
喫煙 キツエン
喫煙防止教育 キツエンボウシキョウイク
拮抗筋 キッコウキン
拮抗作用 キッコウサヨウ
拮抗作用【義歯の】 キッコウサヨウ（ギシノ）
拮抗的抑制 キッコウテキヨクセイ
拮抗物質 キッコウブッシツ
拮抗薬 キッコウヤク
拮抗腕 キッコウワン
規定液 キテイエキ
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Xenon（Xe）irradiator，Xenon
（Xe）light-curing unit
air-liquid interface
formication
pseudopodia
prosthetic leg，artiﬁcial leg，artiﬁcial foot，pylon，prosthetic foot
order lattice
air velocity index
order-disorder transformation
base plate
basal body temperature（BBT）
basal metabolism
test of basal metabolism
basal metabolic rate（BMR）
basal anesthesia
qi stagnation
mole
gas constant
pseudoptyalism
anelasticity
chitin
pseudogout
smoking
no smoking education
antagonist
antagonism
reciprocation
antagonistic inhibition
antagonist
antagonist
reciprocal arm
normal solution

キニジンリュウ

基底陥入
基底結節

キテイカンニュウ
キテイケッセツ

基底結節レスト キテイケッセツレスト
基底骨 キテイコツ
基底細胞エナメル上皮腫 キテイサイボウエナメルジョウヒシュ
基底細胞癌 キテイサイボウガン
基底細胞腫 キテイサイボウシュ
基底細胞腺癌 キテイサイボウセンガン
基底細胞腺腫 キテイサイボウセンシュ
基底細胞層 キテイサイボウソウ
基底細胞母斑症候群 キテイサイボウボハンショウコウグン
基底小体 キテイショウタイ
基底状態 キテイジョウタイ
基底線条 キテイセンジョウ
規定度 キテイド
規定トルク キテイトルク
基底板 キテイバン
基底膜 キテイマク
基電流 キデンリュウ
輝度 キド
気道 キドウ
気道確保 キドウカクホ
気道コンダクタンス キドウコンダクタンス
気道抵抗 キドウテイコウ
起動電位 キドウデンイ
軌道電子 キドウデンシ
軌道電子捕獲 キドウデンシホカク
気道内圧 キドウナイアツ
気道内清掃 キドウナイセイソウ
気道内洗浄 キドウナイセンジョウ
気道分泌 キドウブンピ
気道閉塞 キドウヘイソク
気道防御 キドウボウギョ
気道防御機能不全 キドウボウギョキノウフゼン
キトサン キトサン
希突起膠細胞 キトッキコウサイボウ
輝度率 キドリツ
希土類 キドルイ
希土類元素 キドルイゲンソ
希土類磁石 キドルイジシャク
希土類増感紙 キドルイゾウカンシ
キニジン硫酸塩水和物 キニジンリュウサンエンスイワブツ

basal infoldings
cingulum，basal tubercle，
lingual tubercle
cingulum rest
basal bone
basal cell ameloblastoma
basal cell carcinoma
basalioma
basal cell adenocarcinoma
basal cell adenoma
basal cell layer
basal cell nevus syndrome
basal body
ground state
basal striation
normality
prescribed torque value
basal lamina
basilar membrane
rheobase
brightness
airway
airway management
airway conductance
airway resistance
generator potential
orbital electron
orbital electron capture
airway pressure
tracheobronchial toilet
tracheobronchial lavage
airway secretion
airway obstruction，
respiratory obstruction
airway protection
impaired airway protection
chitosan
oligodendrocyte
luminance factor
rare earth
rare earth elements
rare earth magnet
rare earth screen
quinidine，quinidine sulfate，
quinidine sulfate hydrate

キ
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キニノーゲン

キニノーゲン キニノーゲン
キニン キニン
キネトプラスト キネトプラスト
偽粘液性囊胞腺腫 ギネンエキセイノウホウセンシュ
機能印象 キノウインショウ
機能印象材 キノウインショウザイ
機能 MRI ➡ 機能的 MRI キノウエムアールアイ

キ

機能カーブ キノウカーブ
機能訓練 ➡ リハビリテーション
機能検査【咬合咀嚼障害における】

キノウクンレン

kininogen
kinin
kinetoplast
pseudomucinous cystoadenoma
functional impression
functional impression material
functional magnetic resonance
imaging（fMRI）
time-activity curve
rehabilitation，functional training
function test，functional test

キノウケンサ（コウゴウソシャクショウガイニオケル）

機能咬合 キノウコウゴウ
機能亢進 キノウコウシン
機能咬頭 キノウコウトウ
機能歯 キノウシ
機能障害 キノウショウガイ
機能性嚥下障害 キノウセイエンゲショウガイ
機能性下顎前突 キノウセイカガクゼントツ
機能性構音障害 キノウセイコウオンショウガイ
機能性交叉咬合 キノウセイコウサコウゴウ
機能性腫瘍 キノウセイシュヨウ
機能正常咬合 キノウセイジョウコウゴウ
機能性食品 キノウセイショクヒン
機能性反対咬合 キノウセイハンタイコウゴウ
機能性表示食品 キノウセイヒョウジショクヒン
機能性表示食品制度 キノウセイヒョウジショクヒンセイド
機能性不正咬合 キノウセイフセイコウゴウ
機能性ポリマー キノウセイポリマー
機能性モノマー キノウセイモノマー
機能喪失歯率 キノウソウシツシリツ
機能低下 キノウテイカ
機能的運動路法 ➡ FGP テクニック

functional occlusion
hyperfunction
functional cusp
functional tooth
dysfunction，malfunction，functional disorder，impairment
functional dysphagia
functional mandibular protrusion
functional articulation disorders
functional posterior crossbite
functioning tumors
functional normal occlusion
functional foods
functional reversed occlusion，
functional anterior crossbite
foods with function claims
system of foods with function
claims
functional malocclusion
functional polymer
functional monomer
tooth mortality rate
hypofunction
FGP technique

キノウテキウンドウロホウ

機能的 MRI

キノウテキエムアールアイ

機能適応 キノウテキオウ
機能的顎外牽引併用装置

キノウテキガクガイケンインヘイヨウソウチ

機能的顎矯正 キノウテキガクキョウセイ
機能的顎矯正法 キノウテキガクキョウセイホウ
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functional magnetic resonance
imaging（fMRI）
functional adaptation
combined functional，
extraoral traction appliance
functional jaw orthopedics
functional jaw orthopedics

ギマクセイエン

機能的矯正装置
機能的矯正力

キノウテキキョウセイソウチ

キノウテキキョウセイリョク

機能的形態 キノウテキケイタイ
機能的頸部郭清 キノウテキケイブカクセイ
機能的頸部郭清術 キノウテキケイブカクセイジュツ
機能的咬合器 キノウテキコウゴウキ
機能的咬合系 キノウテキコウゴウケイ
機能的咬合平面 キノウテキコウゴウヘイメン
機能的残気量 キノウテキザンキリョウ
機能的死腔 キノウテキシクウ
機能的刺激 キノウテキシゲキ
機能的自立度評価法 キノウテキジリツドヒョウカホウ
機能的人工歯 キノウテキジンコウシ
機能的装置 キノウテキソウチ
機能的変化 キノウテキヘンカ
機能分析 キノウブンセキ
機能分析法 キノウブンセキホウ
偽囊胞 ギノウホウ
機能母体説 キノウボタイセツ
キノロン系 キノロンケイ
起媒方式 キバイホウシキ
希薄化 キハクカ
揮発性硫黄化合物 キハツセイイオウカゴウブツ
揮発性酸 キハツセイサン
揮発性脂肪酸 キハツセイシボウサン
揮発性麻酔薬 キハツセイマスイヤク
揮発性油 キハツセイユ
忌避事項 キヒジコウ
忌避物質 キヒブッシツ
ギプス ギプス
ギプス包帯 ギプスホウタイ
気分変調性障害 キブンヘンチョウセイショウガイ
気泡型気化器 キホウガタキカキ
基本健康診査 キホンケンコウシンサ
基本チェックリスト キホンチェックリスト
基本的下顎運動 キホンテキカガクウンドウ
基本的人権 キホンテキジンケン
基本動作訓練 キホンドウサクンレン
基本味 キホンミ
偽膜 ギマク
偽膜性炎 ギマクセイエン

functional appliance，functional
orthodontic appliance，activator
functional force，
functional orthodontic force
functional form
functional neck dissection
functional neck dissection
functional articulator
functional occlusion system
functional occlusal plane
functional residual capacity（FRC）
functional dead space
functional stimulus
functional independence measure
（FIM）
functional artiﬁcial tooth
functional appliance
functional alternation
functional analysis
functional analysis method
pseudocyst
functional matrix theory
quinolones
activating system
rarefaction
volatile sulﬁde compound
volatile acid
volatile fatty acid
volatile anesthetic
volatile oil
recusation
aversive substance
plaster
plaster cast
dysthymic disorder，dysthymia
bubble vaporizer
basic health examination
basic check list
fundamental mandibular movement
fundamental human rights
training of basic motor
basic taste，fundamental taste，
primary taste
pseudomembrane
pseudomembranous inﬂammation
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キ

ギマクセイカン

キ

偽膜性カンジダ症 ギマクセイカンジダショウ
偽膜性口内炎 ギマクセイコウナイエン
気密容器 キミツヨウキ
帰無仮説 キムカセツ
偽無頭無心体 ギムトウムシンタイ
木村病 ➡ 軟部好酸球肉芽腫 キムラビョウ
記銘力 キメイリョク
キメラ キメラ
キモトリプシン キモトリプシン
逆位 ギャクイ
逆嚥下 ギャクエンゲ
逆学習 ギャクガクシュウ
脚形保持【歯冠修復の】 キャクケイホジ（シカンシュウフクノ）
逆根管窩洞形成 ギャクコンカンカドウケイセイ
逆根管充塡 ギャクコンカンジュウテン
逆根管充塡法

ギャクコンカンジュウテンホウ

逆コンプトン効果 ギャクコンプトンコウカ
逆コンプトン散乱 ギャクコンプトンサンラン
逆執筆把持 ギャクシッピツハジ
逆生 ギャクセイ
逆制止 ギャクセイシ
逆生歯 ギャクセイシ
逆性石鹸 ギャクセイセッケン
逆性石鹸液 ギャクセイセッケンエキ
逆性導管乳頭腫 ギャクセイドウカンニュウトウシュ
逆性乳頭腫 ギャクセイニュウトウシュ
逆生埋伏 ギャクセイマイフク
虐待 ギャクタイ
逆転移 ギャクテンイ
逆転写酵素 ギャクテンシャコウソ
逆投影 ギャクトウエイ
逆投影法 ギャクトウエイホウ
逆トルク ギャクトルク
逆二乗則 ギャクニジョウソク
脚ブロック キャクブロック
逆平行β構造 ギャクヘイコウベータコウゾウ
逆方向性伝導 ギャクホウコウセイデンドウ
逆輸送 ギャクユソウ
逆流 ギャクリュウ
逆流性食道炎 ギャクリュウセイショクドウエン
キャスタブルセラミックス キャスタブルセラミックス
キャスティングライナー ➡ リングライナー
キャスティングライナー
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pseudomembranous candidiasis
pseudomembranous stomatitis
air tight container
null hypothesis
acardius pseudoacephalus
Kimura disease
impressibility
chimera
chymotrypsin
inversion
reverse swallow
reversal learning
foot type retention
retropreparation
retrograde ﬁlling of root canal，
retroﬁlling，root-end ﬁlling
retrograde ﬁlling of root canal，
retroﬁlling，root-end ﬁlling
inverse Compton eﬀect
inverse Compton scattering
reverse pen grip
inversion
reciprocal inhibition
inversed tooth
invert soap
invert soap solution
inverted ductal papilloma
inverted papilloma
inverted impaction
abuse，abusement
countertransference
reverse transcriptase
back projection
back projection method
reverse torque
inverse square law
bundle branch block（BBB）
antiparallel β-structure
antidromic conduction
antiport
regurgitation
reﬂux esophagitis
castable ceramics
casting liner

キュウカク

キャストサポート キャストサポート
逆行条件づけ ギャッコウジョウケンヅケ
逆行性感染【歯髄の】 ギャッコウセイカンセン（シズイノ）
逆行性健忘 ギャッコウセイケンボウ
逆行性変性 ギャッコウセイヘンセイ
逆行促進 ギャッコウソクシン
逆行抑制 ギャッコウヨクセイ
キャッチアップグロース キャッチアップグロース
ギャッチベッド ギャッチベッド
キャップ型 キャップガタ
ギャップ結合 ギャップケツゴウ
CAD キャド
CAD/CAM

キャドキャム

CAD/CAM アバットメント キャドキャムアバットメント
CAD/CAM クラウン キャドキャムクラウン
キャビティーシール キャビティーシール
キャビティーバーニッシュ キャビティーバーニッシュ
キャビティーライナー キャビティーライナー
キャビテーション キャビテーション
Capnocytophaga 属 キャプノサイトファガゾク
キャリア キャリア
キャリパー ➡ ノギス キャリパー
キャリパス ➡ ノギス キャリパス
キャリブレーション ➡ 較正 キャリブレーション
キャントレル症候群 キャントレルショウコウグン
Campylobacter キャンピロバクター
キャンフォフェニック キャンフォフェニック
灸 キュウ
QRS 群 キューアールエスグン
吸引カテーテル キュウインカテーテル
吸引管 キュウインカン
吸引器 キュウインキ
吸引生検 キュウインセイケン
吸引生検法 キュウインセイケンホウ
吸引洗浄法 キュウインセンジョウホウ
吸引鋳造機 キュウインチュウゾウキ
吸引排液 キュウインハイエキ
吸飲反射 キュウインハンシャ
吸引癖 キュウインヘキ
吸引濾過 キュウインロカ
吸エルゴン反応 キュウエルゴンハンノウ
QOL キューオーエル
嗅覚 キュウカク

cast support
backward conditioning
retrograde infection
retrograde amnesia
retrograde degeneration
retroactive facilitation
retroactive inhibition
catch-up growth
Gatch bed
cap type
gap junction
computer-assisted diagnosis，
computer-aided diagnosis
computer-aided designing/computeraided manufacturing
CAD/CAM abutment
CAD/CAM crown
cavity seal
cavity varnish
cavity liner
cavitation
Capnocytophaga
carrier
calipers
calipers
calibration
Cantrell syndrome
camphophenique
moxa cautery，moxibustion
QRS complex
suction catheter
suction tube
aspirator，suction apparatus
aspiration biopsy
aspiration biopsy
aspirative irrigation method
vacuum casting machine
suction drainage
suckling reﬂex
sucking habits
suction ﬁltration，vacuum ﬁltration
endergonic reaction
quality of life
olfaction，olfactory sensation
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キュウカクカビ

キ

嗅覚過敏 キュウカクカビン
嗅覚過敏症 キュウカクカビンショウ
嗅覚器 キュウカクキ
嗅覚計 キュウカクケイ
嗅覚検査 キュウカクケンサ
嗅覚錯誤 キュウカクサクゴ
嗅覚錯誤症 キュウカクサクゴショウ
嗅覚障害 キュウカクショウガイ
嗅覚鈍麻 キュウカクドンマ
嗅覚不全 キュウカクフゼン
球間区 ➡ 球間象牙質 キュウカンク
球間象牙質 キュウカンゾウゲシツ
球間網 キュウカンモウ
吸気

キュウキ

吸気圧 キュウキアツ
吸気ガス キュウキガス
吸気筋 キュウキキン
吸気口 キュウキコウ
吸気時間 キュウキジカン
吸気性痙攣 キュウキセイケイレン
吸気相 キュウキソウ
吸気中枢 ➡ 吸息中枢 キュウキチュウスウ
吸気トリガー反応時間 キュウキトリガーハンノウジカン
吸気トリガー量 キュウキトリガーリョウ
嗅機能 キュウキノウ
吸気弁 キュウキベン
救急 キュウキュウ
嗅球 キュウキュウ
救急医療 キュウキュウイリョウ
救急外来 キュウキュウガイライ
救急歯科診療所 キュウキュウシカシンリョウジョ
救急処置 キュウキュウショチ
救急装置 キュウキュウソウチ
救急用薬物 キュウキュウヨウヤクブツ
給血者 キュウケツシャ
吸光度 キュウコウド
吸呼気相比 キュウコキソウヒ
臼後結節
臼後三角
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キュウゴケッセツ
キュウゴサンカク

hyperosmia
hyperosmia
olfactory organ，smell organ
olfactometer
olfactometry
parosmia
parosmia
dysosmia，olfactory disturbance
hyposmia
dysosmia
interglobular area
interglobular dentin
interglobular net，
Richter interglobular net
inspired air，inspiration，
inspired gas
inspiratory pressure
inspired gas
inspiratory muscle
inspiratory port
inspiratory phase time
inspiratory spasm
inspiratory phase
inspiratory center
inspiratory triggering response time
inspiratory triggering volume
smell function
inhalation valve，inspiratory valve
emergency
olfactory bulb
emergency medicine
emergency outpatient clinic，
emergency outpatient unit
emergency dental clinic
emergency treatment
rescue apparatus
emergency drug
blood donor
optical density，absorbance
inspiratory-expiratory ratio，
inspiratory-expiratory phase time
ratio（I:E ratio）
distomolar tubercle
retromolar triangle，
retromolar trigone

キュウジョウア

臼後歯 キュウゴシ
救済手術 キュウサイシュジュツ
嗅細胞 キュウサイボウ
臼歯 キュウシ
急死 キュウシ
QCT ➡ 定量的コンピュータ断層撮影
臼歯遠心移動 キュウシエンシンイドウ
臼歯化 キュウシカ
休止期 キュウシキ
休止型齲蝕 キュウシケイウショク
臼歯結節 キュウシケッセツ

キューシーティー

臼歯腺 キュウシセン
給湿 キュウシツ
吸湿性 キュウシツセイ
臼歯部交叉咬合 キュウシブコウサコウゴウ
吸指癖 キュウシヘキ
吸収 キュウシュウ
吸収窩 キュウシュウカ
吸収期【歯根の】 キュウシュウキ（シコンノ）
吸収係数 キュウシュウケイスウ
吸収剤 キュウシュウザイ
吸収作用 キュウシュウサヨウ
吸収スペクトル キュウシュウスペクトル
吸収性止血薬 キュウシュウセイシケツヤク
吸収性生体材料 キュウシュウセイセイタイザイリョウ
吸収性ゼラチンスポンジ キュウシュウセイゼラチンスポンジ
吸収性セラミックス キュウシュウセイセラミックス
吸収性縫合糸 キュウシュウセイホウゴウシ
吸収性膜 キュウシュウセイマク
吸収性無気肺 キュウシュウセイムキハイ
吸収線量 キュウシュウセンリョウ
吸収線量分布 キュウシュウセンリョウブンプ
吸収線量変換係数 キュウシュウセンリョウヘンカンケイスウ
吸収線量率 キュウシュウセンリョウリツ
吸収組織 キュウシュウソシキ
吸収端 キュウシュウタン
吸収端波長 キュウシュウタンハチョウ
90 度パルス キュウジュウドパルス
吸収不良 キュウシュウフリョウ
吸収率 キュウシュウリツ
吸収量 キュウシュウリョウ
吸収領域 キュウシュウリョウイキ
球状アマルガム合金 キュウジョウアマルガムゴウキン

distomolar，fourth molar
salvage operation
olfactory cell
molar，posterior tooth
sudden death
quantitative-CT
molar distalization
molarization
pause
arrested caries
mesio-buccal ridge，
mesio-buccal tubercle
molar gland
humidiﬁcation
hygroscopicity
posterior crossbite
ﬁnger-sucking habit
absorption
resorption lacuna
period of resorption
absorption coeﬃcient
absorbent
absorptive action
absorption spectrum
absorbable hemostatic
resorbable biomaterial
absorbable gelatin sponge
resorbable ceramics
resorbable thread
absorbable membrane，
resorbable membrane
absorption atelectasis
absorbed dose
absorbed dose distribution
absorbed dose conversion factor
absorbed dose rate
resorbing tissue，resorption tissue
absorption edge
absorption edge wavelength
90-degree pulse
malabsorption
absorption rate
absorbed dose
absorption area
spherical amalgam alloy
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キュウジョウケ

キ

球状血栓 キュウジョウケッセン
臼歯用コンポジットレジン キュウシヨウコンポジットレジン
球状上顎囊胞 キュウジョウジョウガクノウホウ
臼歯用帯環撤去鉗子 キュウシヨウタイカンテッキョカンシ
球状タンパク質 キュウジョウタンパクシツ
球状突起 キュウジョウトッキ
嗅上皮 キュウジョウヒ
給食 キュウショク
臼歯離開 キュウシリカイ
臼歯離開咬合 キュウシリカイコウゴウ
丘疹 キュウシン
吸唇 キュウシン
嗅診 キュウシン
嗅神経 キュウシンケイ
求心性 キュウシンセイ
求心性神経 キュウシンセイシンケイ
求心性神経路 キュウシンセイシンケイロ
丘疹性舌炎 キュウシンセイゼツエン
求心性線維 キュウシンセイセンイ
求心性ニューロン キュウシンセイニューロン
丘疹性梅毒疹 キュウシンセイバイドクシン
吸唇癖 キュウシンヘキ
嗅診法 キュウシンホウ
求心路遮断 キュウシンロシャダン
求心路遮断性疼痛 キュウシンロシャダンセイトウツウ
吸水 キュウスイ
吸水銀膨張 キュウスイギンボウチョウ
吸水膨潤 キュウスイボウジュン
吸水膨張 キュウスイボウチョウ
吸水膨張埋没 キュウスイボウチョウマイボツ
吸水膨張埋没法 キュウスイボウチョウマイボツホウ
吸水率 キュウスイリツ
吸水量 キュウスイリョウ
急性一部性化膿性歯髄炎 キュウセイイチブセイカノウセイシズイエン
急性一部性漿液性歯髄炎 ➡ 急性一部性単純性歯髄炎

ball thrombus
posterior composite resin
globulomaxillary cyst
posterior band removing pliers
globular protein
globular process，globular swelling
olfactory epithelium
feeding
disocclusion
posterior disocclusion，
molar disclusion
papule
lip sucking
smelling test
olfactory nerve
aﬀerent
aﬀerent nerve
centripetal tracts
papular glossitis
aﬀerent ﬁber，centripetal ﬁber
aﬀerent neuron
papular syphilid
lip sucking habit
smelling test
deaﬀerentation
deaﬀerentation pain
water absorption
mercuroscopic expansion
imbibition
hygroscopic expansion
hygroscopic investment technique
hygroscopic investment technique
rate of water absorption
amount of water absorption
acute partial purulent pulpitis，
acute partial suppurative pulpitis
acute partial serous pulpitis

キュウセイイチブセイショウエキセイシズイエン

急性一部性単純性歯髄炎
キュウセイイチブセイタンジュンセイシズイエン

急性齲蝕 キュウセイウショク
急性うっ血 キュウセイウッケツ
急性壊死性潰瘍性歯肉口内炎
キュウセイエシセイカイヨウセイシニクコウナイエン

急性壊疽性歯髄炎
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キュウセイエソセイシズイエン

acute simple partial pulpitis，
acute partial simple pulpitis
acute caries
acute venous congestion
acute necrotizing ulcerative
gingivostomatitis
acute gangrenous pulpitis

キュウセイコツ

急性炎 キュウセイエン
急性炎症 キュウセイエンショウ
急性灰白髄炎 キュウセイカイハクズイエン
急性下顎骨骨髄炎 キュウセイカガクコツコツズイエン
急性顎下腺炎 キュウセイガッカセンエン
急性顎下リンパ節炎 キュウセイガッカリンパセツエン
急性顎骨炎 キュウセイガッコツエン
急性顎骨骨髄炎

キュウセイガッコツコツズイエン

急性化膿性炎 キュウセイカノウセイエン
急性化膿性下顎骨骨髄炎
キュウセイカノウセイカガクコツコツズイエン

急性化膿性下顎骨骨膜炎
キュウセイカノウセイカガクコツコツマクエン

急性化膿性顎関節炎 キュウセイカノウセイガクカンセツエン
急性化膿性根尖性歯周炎
キュウセイカノウセイコンセンセイシシュウエン

急性化膿性歯根膜炎 キュウセイカノウセイシコンマクエン
急性化膿性歯髄炎 キュウセイカノウセイシズイエン
急性化膿性歯槽骨炎 キュウセイカノウセイシソウコツエン
急性化膿性上顎骨骨髄炎
キュウセイカノウセイジョウガクコツコツズイエン

急性化膿性上顎骨骨膜炎
キュウセイカノウセイジョウガクコツコツマクエン

急性化膿性唾液腺炎 キュウセイカノウセイダエキセンエン
急性化膿性リンパ節炎 キュウセイカノウセイリンパセツエン
急性肝炎 キュウセイカンエン
急性間欠型 キュウセイカンケツガタ
急性期 キュウセイキ
急性期反応物質 キュウセイキハンノウブッシツ
急性偽膜性カンジダ症 キュウセイギマクセイカンジダショウ
急性狭隅角緑内障

キュウセイキョウグウカクリョクナイショウ

急性拒絶反応 キュウセイキョゼツハンノウ
急性咬合性外傷 キュウセイコウゴウセイガイショウ
急性口底炎 キュウセイコウテイエン
急性骨髄炎 キュウセイコツズイエン
急性骨髄性白血病 キュウセイコツズイセイハッケツビョウ

acute inﬂammation
acute inﬂammation
acute poliomyelitis
acute mandibular osteomyelitis
acute submandibular sialoadenitis
acute submandibular lymphadenitis
acute ostitis of jaw，
acute osteitis of jaw
acute osteomyelitis of jaws，
acute mandibular osteomyelitis
acute suppurative inﬂammation
acute suppurative osteomyelitis of
mandible
acute suppurative periostitis of
mandible
acute suppurative arthritis of TMJ
acute apical suppurative periodontitis，acute suppurative apical
periodontitis
acute suppurative periodontitis
acute suppurative pulpitis
acute suppurative alveolar ostlitis，
acute suppurative alveolar
ostelitis
acute suppurative osteomyelitis of
maxilla
acute suppurative periostitis of
maxilla
acute purulent sialoadenitis
acute purulent lymphadenitis
acute hepatitis
acute intermittent form
acute stage
acute phase reactant
acute pseudomembranous
candidiasis
acute angle-closure glaucoma，
acute narrow-angle glaucoma
acute rejection
acute occlusal trauma
acute inﬂammation of ﬂoor of
mouth
acute osteomyelitis
acute myelocytic leukemia，
acute myeloid leukemia
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キュウセイコン

急性根尖周囲膿瘍 キュウセイコンセンシュウイノウヨウ
急性根尖性歯周炎 キュウセイコンセンセイシシュウエン
急性根尖膿瘍 ➡ 急性化膿性根尖性歯周炎

acute periapical abscess
acute apical periodontitis
acute apical abscess

キュウセイコンセンノウヨウ

キ

急性作用 キュウセイサヨウ
急性耳下腺炎 キュウセイジカセンエン
急性糸球体腎炎 キュウセイシキュウタイジンエン
急性歯髄炎 キュウセイシズイエン
急性歯性感染 キュウセイシセイカンセン
急性歯性上顎洞炎 キュウセイシセイジョウガクドウエン
急性歯性扁桃周囲炎 キュウセイシセイヘントウシュウイエン
急性歯槽骨炎 キュウセイシソウコツエン
急性歯槽膿瘍 ➡ 急性化膿性根尖性歯周炎

acute action
acute parotitis
acute glomerulonephritis
acute pulpitis
acute odontogenic infection
acute odontogenic maxillary
sinusitis
acute odontogenic peritonsillitis
acute alveolar ostitis
acute alveolar abscess

キュウセイシソウノウヨウ

急性漿液性根尖性歯周炎 ➡ 急性単純性根尖性歯周炎
キュウセイショウエキセイコンセンセイシシュウエン

急性漿液性歯髄炎 ➡ 急性単純性歯髄炎

acute apical serous periodontitis，
acute serous apical periodontitis
acute serous pulpitis

キュウセイショウエキセイシズイエン

急性障害 キュウセイショウガイ
急性上顎洞炎 キュウセイジョウガクドウエン
急性腎炎 キュウセイジンエン
急性腎炎症候群 キュウセイジンエンショウコウグン
急性心筋梗塞 キュウセイシンキンコウソク
急性脊髄前角炎 キュウセイセキズイゼンカクエン
急性前骨髄球性白血病

acute injury
acute maxillary sinusitis
acute nephritis
acute nephritis syndrome
acute myocardial infarction
acute anterior poliomyelitis
acute promyelocytic leukemia

キュウセイゼンコツズイキュウセイハッケツビョウ

急性全部性化膿性歯髄炎 キュウセイゼンブセイカノウセイシズイエン
急性全部性歯髄炎 キュウセイゼンブセイシズイエン
急性全部性漿液性歯髄炎 ➡ 急性全部性単純性歯髄炎

acute total suppurative pulpitis
acute total pulpitis
acute total serous pulpitis

キュウセイゼンブセイショウエキセイシズイエン

急性全部性単純性歯髄炎

acute total simple pulpitis

キュウセイゼンブセイタンジュンセイシズイエン

急性唾液腺炎

キュウセイダエキセンエン

急性単純性根尖性歯周炎
キュウセイタンジュンセイコンセンセイシシュウエン

急性単純性歯髄炎 キュウセイタンジュンセイシズイエン
急性智歯周囲炎 キュウセイチシシュウイエン
急性中毒 キュウセイチュウドク
急性痛 キュウセイツウ
急性伝染病 キュウセイデンセンビョウ
急性毒性 キュウセイドクセイ
急性毒性試験 キュウセイドクセイシケン
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acute sialadenitis，
acute sialoadenitis
acute apical simple periodontitis，
acute simple apical periodontitis
acute simple pulpitis
acute pericoronitis of wisdom tooth
acute poisoning
acute pain
acute infectious disease
acute toxicity
acute toxicity test

キュウデンズ

急性特発性多発性神経炎
キュウセイトクハツセイタハツセイシンケイエン

急性熱性疾患 キュウセイネツセイシッカン
急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群
キュウセイネツセイヒフネンマクリンパセツショウコウグン

急性白血病 キュウセイハッケツビョウ
急性被曝 キュウセイヒバク
急性副腎不全 キュウセイフクジンフゼン
急性ヘルペス性歯肉口内炎

Guillain-Barré syndrome，
acute idiopathic polyneuritis
acute febrile disease
mucocutaneous lymph node
syndrome
acute leukemia
acute exposure
adrenal crisis，
acute adrenal insuﬃciency
acute herpetic gingivostomatitis

キュウセイヘルペスセイシニクコウナイエン

急性放射線死 キュウセイホウシャセンシ
急性放射線障害 キュウセイホウシャセンショウガイ
急性放射線症候群 キュウセイホウシャセンショウコウグン
急性発作 キュウセイホッサ
急性リンパ結節性咽頭炎 キュウセイリンパケッセツセイイントウエン
急性リンパ性白血病 キュウセイリンパセイハッケツビョウ
急性リンパ節炎 キュウセイリンパセツエン
球脊髄性筋萎縮症 キュウセキズイセイキンイシュクショウ
吸啜 キュウセツ／キュウテツ
吸啜反射 キュウセツハンシャ／キュウテツハンシャ
吸息 キュウソク
急速拡大 キュウソクカクダイ
急速拡大装置 キュウソクカクダイソウチ
急速加熱【鋳型】

キュウソクカネツ（イガタ）

急速加熱型埋没材

キュウソクカネツガタマイボツザイ

急速進行性糸球体腎炎

キュウソクシンコウセイシキュウタイジンエン

急速進行性歯周炎 キュウソクシンコウセイシシュウエン
吸息相 キュウソクソウ
吸息中枢 キュウソクチュウスウ
急速導入【麻酔】 キュウソクドウニュウ（マスイ）
吸着 キュウチャク
吸着
【義歯の】 キュウチャク（ギシノ）
吸着試験 キュウチャクシケン
吸着水 キュウチャクスイ
吸着熱 キュウチャクネツ
球虫類 キュウチュウルイ
QT 延長症候群 キューティーエンチョウショウコウグン
QT 間隔 キューティーカンカク
嗅電図 キュウデンズ

acute radiation death
acute radiation injury
acute radiation syndrome
acute attack
acute lympho-nodular pharyngitis
acute lymphocytic leukemia
acute lymphadenitis
bulbospinal muscular atrophy
sucking
sucking reﬂex
inspiration
rapid expansion
rapid expansion appliance，rapid
maxillary expansion appliance
rapid heating，quick-heating，
rapid-ﬁre
quick-heating investment，
rapid-ﬁre investment
rapidly progressive
glomerulonephritis（RPGN）
rapidly progressive periodontitis
inspiratory phase
inspiratory center
rapid induction，rapid sequence
induction
adsorption
suction
absorption test
adsorbed water
heat of adsorption
coccidium
long QT syndrome
QT interval
electro-olfactogram（EOG）
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キュウニュウ

キ

吸入 キュウニュウ
吸入ガス キュウニュウガス
吸入器 キュウニュウキ
吸入気流速 キュウニュウキリュウソク
吸入全身麻酔法 キュウニュウゼンシンマスイホウ
吸入鎮静法 キュウニュウチンセイホウ
吸入麻酔器 キュウニュウマスイキ
吸入麻酔法 キュウニュウマスイホウ
吸入麻酔薬 キュウニュウマスイヤク
吸入療法 キュウニュウリョウホウ
鳩尾形 キュウビケイ
臼傍結節 キュウボウケッセツ
臼傍歯 キュウボウシ
臼磨運動 キュウマウンドウ
球麻痺 キュウマヒ
救命医療 キュウメイイリョウ
救命処置 キュウメイショチ
救命法 キュウメイホウ
球面形成 キュウメンケイセイ
嗅盲 キュウモウ
急冷 キュウレイ
キューンの貧血帯 キューンノヒンケツタイ
キュットネル腫瘍 ➡ 慢性硬化性顎下腺炎
キュットネルシュヨウ

キュットネル病 キュットネルビョウ
キュリー キュリー
キュレット型スケーラー キュレットガタスケーラー
ギュンター病 ギュンタービョウ
虚 キョ
寄与因子 キヨインシ
橋 キョウ
頰圧 キョウアツ
狭域抗生物質 キョウイキコウセイブッシツ
教育的リハビリテーション キョウイクテキリハビリテーション
境界 キョウカイ
凝塊 ギョウカイ
仰臥位 ギョウガイ
境界エコー キョウカイエコー
境界層剝離 キョウカイソウハクリ
境界内運動 キョウカイナイウンドウ
強化型酸化亜鉛ユージノールセメント
キョウカガタサンカアエンユージノールセメント

胸郭
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キョウカク

inhalation，insuﬄation
inspired gas
inhaler
inspiratory ﬂow rate
inhalation general anesthesia
inhalation sedation
inhalation anesthesia apparatus
inhalation anesthesia
inhalation anesthetics
inhalation therapy
dovetail form
paramolar cusp，paramolar tubercle
paramolar
grinding movement
bulbar paralysis，bulbar palsy
critical care medicine
life support
life support
spheroiding
olfactory blindness
quenching
Kühn anemia zone
Küttner tumor，Kühnssche
anämische Zone（独）
Küttner disease
curie，Ci
curette type scaler
Günther disease
deﬁciency
contributing factor
pons
cheek pressure
narrow spectrum antibiotic
educational rehabilitation
boundary，border
clot
supine position
boundary echo
boundary layer separation，
ﬂow separation
intraborder movement
reinforced zinc oxide eugenol
cement，o-ethoxybenzoic acid
cement
thorax

キョウコツカリ

狭顎症 キョウガクショウ
狭角断層撮影法 キョウカクダンソウサツエイホウ
驚愕てんかん キョウガクテンカン
驚愕反射 キョウガクハンシャ
強化子【心理】 キョウカシ（シンリ）
強化刺激【心理】 キョウカシゲキ（シンリ）
強化スケジュール【心理】 キョウカスケジュール（シンリ）
強化培養 キョウカバイヨウ
共感 キョウカン
胸管 キョウカン
凶器 キョウキ
供給側【移植の】 キョウキュウソク（イショクノ）
共凝集 キョウギョウシュウ
頰筋 キョウキン
胸腔内圧 キョウクウナイアツ
頰隙 キョウゲキ
供血 キョウケツ
凝結時間 ➡ 硬化時間 ギョウケツジカン
凝結膨張 ➡ 硬化膨張 ギョウケツボウチョウ
凝固 ギョウコ
凝固因子 ギョウコインシ
凝固因子異常 ギョウコインシイジョウ
凝固因子補充療法 ギョウコインシホジュウリョウホウ
頰溝 キョウコウ
頰口蓋横断支柱 キョウコウガイオウダンシチュウ
頰口蓋ブレード キョウコウガイブレード
強剛型【脳性麻痺】 キョウゴウガタ（ノウセイマヒ）
競合阻害 キョウゴウソガイ
競合的拮抗 キョウゴウテキキッコウ
競合的拮抗薬 キョウゴウテキキッコウヤク
競合薬 キョウゴウヤク
凝固壊死 ギョウコエシ
凝固温度範囲 ギョウコオンドハンイ
凝固時間 ギョウコジカン
凝固収縮 ギョウコシュウシュク
凝固阻子因子 ギョウコソシインシ
凝固組織 ギョウコソシキ
頰骨 キョウコツ
胸骨圧迫 キョウコツアッパク
頰骨インプラント キョウコツインプラント
頰骨下稜 キョウコツカリョウ

endognathia
narrow angle tomography
startle epilepsy
startle reﬂex
reinforcer
reinforcing stimulus
reinforcement schedule
enrichment culture
sympathy，empathy
thoracic duct
weapon
donor site
coagglutination
buccinator muscle
intrathoracic pressure
buccal space
blood donation
setting time
setting expansion
coagulation，curdling
coagulation factor
abnormality of coagulation factor
coagulation factor replacement
therapy
buccal sulcus
bucco-palatal cross-strut
bucco-palatal blade
rigidity type
competitive inhibition
competitive antagonism
competitive antagonist
competitive drug，
competitive agent
coagulation necrosis
solidiﬁcation range
clotting time，coagulation time，
solidiﬁcation time
solidiﬁcation shrinkage
anticoagulation factor
solidiﬁcation structure
zygomatic bone
chest compression technique
zygomatic implant
zygomaticoalveolar line，
zygomaticoalveolar crest
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キョウコツキュ

頰骨弓 キョウコツキュウ
頰骨・頰骨弓骨折

キ

キョウコツキョウコツキュウコッセツ

胸骨甲状筋 キョウコツコウジョウキン
頰骨周囲結紮 キョウコツシュウイケッサツ
頰骨上顎縫合 キョウコツジョウガクホウゴウ
頰骨神経 キョウコツシンケイ
胸骨舌骨筋 キョウコツゼッコツキン
頰骨前頭縫合 キョウコツゼントウホウゴウ
頰骨側頭隙 キョウコツソクトウゲキ
頰骨側頭縫合 キョウコツソクトウホウゴウ
頰骨突起 キョウコツトッキ
頰骨用突き錐 キョウコツヨウツキキリ
凝固点 ギョウコテン
狭窄 キョウサク
狭窄根管 キョウサクコンカン
狭窄歯列弓

キョウサクシレツキュウ

胸鎖乳突筋 キョウサニュウトツキン
胸三角筋部皮弁 ➡ DP 皮弁 キョウサンカクキンブヒベン
強酸性電解水 キョウサンセイデンカイスイ
頰歯 キョウシ
教示 キョウジ
鏡視下手術 キョウシカシュジュツ
胸式呼吸 キョウシキコキュウ
強磁性 キョウジセイ
強磁性体 キョウジセイタイ
鏡視法

キョウシホウ

頰脂肪体
凝集

キョウシボウタイ

ギョウシュウ

凝集原 ギョウシュウゲン
共重合 キョウジュウゴウ
共重合体 キョウジュウゴウタイ
凝集素 ギョウシュウソ
凝集破壊 ギョウシュウハカイ
凝集反応 ギョウシュウハンノウ
凝集物 ギョウシュウブツ
強縮 キョウシュク
強縮刺激 キョウシュクシゲキ
強縮性痙攣 キョウシュクセイケイレン
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zygomatic arch
fracture of zygomatic bone and
arch
sternothyroid muscle
circumzygomatic wiring
zygomaticomaxillary suture
zygomatic nerve
sternohyoid muscle
zygomaticofrontal suture
zygomaticotemporal space
zygomaticotemporal suture
zygomatic process
zygomatic arch awl
solidiﬁcation point
stenosis，constriction
narrowed root canal，strictured root
canal，constricted canal
contracted dental arch，
narrow dental arch
sternocleidomastoid muscle
DP ﬂap
strongly acid electrolytic solution
cheek tooth
instruction
arthroscopic surgery
costal breathing，thoracic breathing
ferromagnetism
ferromagnetic substance，ferromagnetic material，ferromagnet
indirect view method，
mirror view technique
buccal fat pad，corpus adiposum
buccae
agglutination，aggregation，
solidiﬁcation congulation
agglutinogen
copolymerization
copolymer
agglutinin
cohesive failure
agglutination reaction
aggregate
tetanus
tetanic stimulation
tetanic convulsion

キョウセンヒイ

共晶 キョウショウ
共晶系 キョウショウケイ
共晶合金 キョウショウゴウキン
頰小帯 キョウショウタイ
頰小帯異常 キョウショウタイイジョウ
共晶反応 キョウショウハンノウ
頰神経 キョウシンケイ
狭心症 キョウシンショウ
強心配糖体 キョウシンハイトウタイ
強心薬 キョウシンヤク
強心利尿薬 キョウシンリニョウヤク
共生 キョウセイ
行政 ギョウセイ
偽陽性 ギヨウセイ
強制位撮影 キョウセイイサツエイ
行政解剖 ギョウセイカイボウ
矯正学的歯の移動 キョウセイガクテキハノイドウ
行政機関 ギョウセイキカン
行政機構 ギョウセイキコウ
矯正歯科 キョウセイシカ
矯正歯科診断 キョウセイシカシンダン
矯正歯科治療 キョウセイシカチリョウ
矯正装置 キョウセイソウチ
強制治療 キョウセイチリョウ
矯正的整直 ➡ アップライティング キョウセイテキセイチョク
強制輸液療法 キョウセイユエキリョウホウ
矯正用材料 キョウセイヨウザイリョウ
矯正用特殊合金 キョウセイヨウトクシュゴウキン
矯正用ブラケット キョウセイヨウブラケット
矯正用模型 キョウセイヨウモケイ
矯正用ワイヤー キョウセイヨウワイヤー
偽陽性率 ギヨウセイリツ
矯正力 キョウセイリョク
胸腺 キョウセン
頰腺 キョウセン
胸腺依存性抗原 キョウセンイゾンセイコウゲン
胸腺依存領域 キョウセンイゾンリョウイキ
胸腺因子 キョウセンインシ
共線性 キョウセンセイ
胸腺非依存性抗原 キョウセンヒイゾンセイコウゲン

eutectic
eutectic system
eutectic alloy
buccal frenum，buccal frenulum
malformation of buccal frenum，
malformation of buccal frenulum
eutectic reaction
buccal nerve
angina pectoris，angina
cardiac glycoside
cardiac stimulant，
cardiotonic agent
cardiotonic diuretic
symbiosis
administration
false positive
stress view
administrative autopsy
orthodontic tooth movement
government oﬃce，
administrative oﬃce
administrative organization
orthodontic
orthodontic diagnosis
orthodontic treatment，
orthodontic therapy
orthodontic appliance
compulsory treatment
uprighting
forced ﬂuid therapy
orthodontic material
orthodontic special alloy
orthodontic bracket
orthodontic model
orthodontic wire
false positive rate，
false positive fraction
orthodontic force
thymus
buccal gland
thymus-dependent antigen
thymus-dependent area（TDA）
thymic factor
collinearity
thymus-independent antigen
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キ

キョウセンユラ

キ

胸腺由来細胞 キョウセンユライサイボウ
胸腺リンパ体質 キョウセンリンパタイシツ
頰側移動 キョウソクイドウ
頰側縁 キョウソクエン
頰側基底結節 キョウソクキテイケッセツ
頰側咬頭 キョウソクコウトウ
頰側転位 キョウソクテンイ
頰側面 キョウソクメン
頰棚 キョウダナ
凝着摩耗 ギョウチャクマモウ
強直間代発作 キョウチョクカンタイホッサ
強直指 キョウチョクシ
強直指症 キョウチョクシショウ
強直性痙攣 キョウチョクセイケイレン
強直性脊椎炎 キョウチョクセイセキツイエン
頰 T 字帯 キョウティージタイ
共同運動不能 キョウドウウンドウフノウ
共動筋 キョウドウキン
共同作業所 キョウドウサギョウショ
狭頭症 キョウトウショウ
協働性 キョウドウセイ
共同破壊層 キョウドウハカイソウ
頰動脈 キョウドウミャク
強度変調放射線治療 キョウドヘンチョウホウシャセンチリョウ
胸内苦悶

キョウナイクモン

頰粘膜 キョウネンマク
頰粘膜圧痕 キョウネンマクアッコン
頰粘膜癌 キョウネンマクガン
強迫 キョウハク
強迫観念 キョウハクカンネン
強迫性障害 キョウハクセイショウガイ
強皮症 キョウヒショウ
胸部 X 線検査 キョウブエックスセンケンサ
胸部 X 線撮影 キョウブエックスセンサツエイ
胸部 X 線写真 キョウブエックスセンシャシン
胸部式マッサージ キョウブシキマッサージ
恐怖症 キョウフショウ
共沸混合物 キョウフツコンゴウブツ
胸部導出 キョウブドウシュツ
頰部膿瘍 キョウブノウヨウ
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thymus-derived cell
status thymico-lymphaticus
buccal movement
buccal edge
buccal cingulum
buccal cusp
buccoversion
buccal surface
buccal shelf
adhesive wear
tonic-clonic seizure
ankylodactylia
ankylodactylia
tetanic convulsion
ankylosing spondylitis
buccal T-formed bandage
asynergia
synergist，synergistic muscle
workshop by the disabled
stenocephaly
collaborative
zone of co-destruction
buccal artery
intensity modulated radiation
therapy（IMRT）
anxiety of breast，
precordial anxiety
buccal mucosa
pressure mark on buccal mucosa
carcinoma of buccal mucosa
coercion
obsession
obsessive-compulsive disorder
scleroderma，selerema
chest X-ray examination
chest radiography，
chest roentgenography，
chest X-ray examination
chest X-ray photogram
chest massage
phobia，tear
azeotropic mixture
precordial lead
buccal abscess

キョクショシュ

頰部蜂窩織炎

キョウブホウカシキエン

共分散 キョウブンサン
共変量 キョウヘンリョウ
莢膜 キョウマク
胸膜内注射 キョウマクナイチュウシャ
莢膜膨化テスト キョウマクボウカテスト
橋味覚野 キョウミカクヤ
業務上疾患 ギョウムジョウシッカン
共鳴 キョウメイ
共鳴周波数分析 キョウメイシュウハスウブンセキ
頰面管 キョウメンカン
頰面溝 キョウメンコウ
頰面隆線 キョウメンリュウセン
共役 キョウヤク
共役反応 キョウヤクハンノウ
共有結合 キョウユウケツゴウ
共有結合修飾 キョウユウケツゴウシュウショク
共有結合閉環状 DNA キョウユウケツゴウヘイカンジョウディーエヌエー
共融混合物 キョウユウコンゴウブツ
共輸送 キョウユソウ
供与体 キョウヨタイ
協力筋 キョウリョクキン
協力作用 キョウリョクサヨウ
頰瘻 キョウロウ
希ヨードチンキ キヨードチンキ
巨顎症 キョガクショウ
寄与危険度 キヨキケンド
挙筋隆起 キョキンリュウキ
棘 キョク
極興奮の法則 キョクコウフンノホウソク
旭日効果 キョクジツコウカ
旭日像 キョクジツゾウ
局所応答 キョクショオウトウ
局所回路 キョクショカイロ
局所灌流 キョクショカンリュウ
局所灌流法 キョクショカンリュウホウ
局所検査 キョクショケンサ
局所再発 キョクショサイハツ
局所作用 キョクショサヨウ
局所止血薬 キョクショシケツヤク
局所磁場
局所収縮

キョクショジバ
キョクショシュウシュク

cellulitis of cheek，
phlegmon of cheek
covariance
covariate
capsule
intrapleural injection
capsular swelling test
pontine taste area
prescribed industrial disease
resonance
resonance frequency analysis
（RFA）
buccal tube
buccal groove
buccal ridge
coupling
coupled reaction
covalent bond
covalent modiﬁcation
covalently closed circular DNA
eutectic mixture
cotransport，symport
donor
synergistic muscle
synergism
buccal ﬁstula
dilute iodine tincture
macrognathia
attributable risk
torus levatorius
spicula，spina，spine
law of polar excitation
sun ray eﬀect
sun ray appearance
local response
local circuit
regional perfusion
cancer chemotherapy
local examination
local recurrence
local action
local hemostatic agent，
local hemostatic drug
local magnetic ﬁeld，B1
local contraction

キ
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キョクショシン

局所浸潤 キョクショシンジュン
局所性アミロイド症 キョクショセイアミロイドショウ
局所性うっ血 キョクショセイウッケツ
局所制御 キョクショセイギョ
局所性疾患 キョクショセイシッカン
局所性修飾因子 キョクショセイシュウショクインシ
局所注入療法 キョクショチュウニュウリョウホウ

キ

局所鎮痛 キョクショチンツウ
局所的環境因子 キョクショテキカンキョウインシ
局所的感染 キョクショテキカンセン
局所的抗感染薬 キョクショテキコウカンセンヤク
局所的素因 キョクショテキソイン
局所的フッ化物応用法 キョクショテキフッカブツオウヨウホウ
局所適用 キョクショテキヨウ
局所電流 キョクショデンリュウ
局所投与 キョクショトウヨ
局所塗布 キョクショトフ
局所被曝 キョクショヒバク
局所皮膚弁 キョクショヒフベン
局所ブロック キョクショブロック
局所麻酔 キョクショマスイ
局所麻酔作用 キョクショマスイサヨウ
局所麻酔法 キョクショマスイホウ
局所麻酔薬 キョクショマスイヤク
局所麻酔薬中毒 キョクショマスイヤクチュウドク
局所免疫 キョクショメンエキ
局所薬物輸送システム キョクショヤクブツユソウシステム
局所冷却 キョクショレイキャク
局所冷却法

キョクショレイキャクホウ

極性 キョクセイ
極性基 キョクセイキ
棘突起 キョクトッキ
棘波 キョクハ
局部電池 キョクブデンチ
局方医薬品 キョクホウイヤクヒン
局方外医薬品 キョクホウガイイヤクヒン
局方製剤 キョクホウセイザイ
曲面カセッテ キョクメンカセッテ
曲面断層撮影法 キョクメンダンソウサツエイホウ
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local inﬁltration
localized amyloidosis
local venous congestion
local control
localized disease
local modiﬁed factor
local injection therapy，
regional injection therapy
regional analgesia
local environmental factor
local infection
local anti-infective agent
local predisposition
topical ﬂuoride application
topical application
local current
topical administration
topical application
local exposure
local skin ﬂap
regional block
local anesthesia，
regional anesthesia
local anesthetic action
local anesthesia，
regional anesthesia
local anesthetic
local anesthetic intoxication
local immunity
local drug delivery system（LDDS）
local hypothermia，
regional hypothermia
local hypothermia，
regional hypothermia
polarity
polar group
spinous process
spike
local battery
drug listed in pharmacopoeia，
oﬃcial drug
non-oﬃcial drug
oﬃcial preparation
curved cassette
curved surface tomography

キョヨウド

極量 キョクリョウ
虚血 キョケツ
虚血性心疾患

キョケツセイシンシッカン

虚血性精神症候群 キョケツセイセイシンショウコウグン
虚血性脳血管障害 キョケツセイノウケッカンショウガイ
巨口症 ➡ 横顔裂 キョコウショウ
巨細胞 キョサイボウ
巨細胞腫 ➡ 骨巨細胞腫 キョサイボウシュ
巨細胞修復性肉芽腫 キョサイボウシュウフクセイニクゲシュ
巨細胞性エプーリス キョサイボウセイエプーリス
巨細胞性動脈炎 キョサイボウセイドウミャクエン
巨細胞性病変 キョサイボウセイビョウヘン
巨視的磁化ベクトル キョシテキジカベクトル
巨視的磁気モーメント キョシテキジキモーメント
虚弱 ➡ フレイル キョジャク
虚弱児 キョジャクジ
挙上 キョジョウ
拒食 キョショク
拒食症 キョショクショウ
巨人症 キョジンショウ
巨赤芽球性貧血 キョセキガキュウセイヒンケツ
巨舌症 ➡ 巨大舌 キョゼツショウ
拒絶反応 キョゼツハンノウ
虚像 キョゾウ
巨大型セメント質腫 キョダイガタセメントシツシュ
巨大細胞性封入体症 キョダイサイボウセイフウニュウタイショウ
巨大歯 キョダイシ
巨大歯症 キョダイシショウ
巨大スパイク電位 キョダイスパイクデンイ
巨大舌 キョダイゼツ
巨大濾胞性リンパ腫 キョダイロホウセイリンパシュ
居宅介護サービス キョタクカイゴサービス
居宅介護支援 ➡ 居宅介護サービス キョタクカイゴシエン
居宅療養管理指導 キョタクリョウヨウカンリシドウ
虚脱 キョダツ
去痰薬 キョタンヤク
拒否 キョヒ
許容限界 キョヨウゲンカイ
許容限度 キョヨウゲンド
許容線量 キョヨウセンリョウ
許容度 キョヨウド

maximum dose
ischemia
ischemic disease，
ischemic heart disease
ischemic mental syndrome
ischemic cerebrovascular disease
macrostomia
giant cell
giant cell tumor
giant cell reparative granuloma
giant cell epulis
giant cell arteritis
giant cell lesion
macroscopic magnetization vector
macroscopic magnetic moment
inﬁrmity
physically weak child，scrofula
elevation
cibophobia
anorexia，sitiophobia，
cibophobia，apastia
gigantism，giantism
megaloblastic anemia
macroglossia
rejection，rejection reaction
virtual image
gigantiform cementoma
cytomegalic inclusion disease
giant tooth，macrodont，megadont
megalodontia
giant spike potential
macroglossia
giant follicular lymphoma
home care service，
domiciliary care service
home care support
home care management and
guidance
collapse，prostration，exhaustion
expectorant，expectorator
denial
acceptable limit
permissible limit
acceptable dose
tolerance
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キョヨウノウド

許容濃度

キ

キョヨウノウド

許容リスク キョヨウリスク
距離計測 キョリケイソク
寄与リスク キヨリスク
距離的計測法 キョリテキケイソクホウ
距離分解能 キョリブンカイノウ
キラー細胞 キラーサイボウ
キラー T 細胞 キラーティーサイボウ
ギラン・バレー症候群 ギランバレーショウコウグン
キリアン舌炎 キリアンゼツエン
キリアン・星野法 キリアンホシノホウ
錐先 キリサキ
起立性虚脱 キリツセイキョダツ
起立性調節障害 キリツセイチョウセツショウガイ
起立性低血圧

キリツセイテイケツアツ

起立・歩行不能 キリツホコウフノウ
起立・歩行不能症 キリツホコウフノウショウ
霧箱 キリバコ
偽リンパ腫 ギリンパシュ
キルシュナー鋼線 キルシュナーコウセン
ギルモア針 ギルモアシン
キレート化 キレートカ
キレート剤 キレートザイ
亀裂 キレツ
記録系 キロクケイ
キロボルト キロボルト
キロボルトピーク キロボルトピーク
キロミクロン キロミクロン
筋圧維持 キンアツイジ
筋圧形成 キンアツケイセイ
筋圧形成法 キンアツケイセイホウ
筋圧痛 キンアッツウ
銀アマルガム合金 ギンアマルガムゴウキン
近位 キンイ
近位骨片【骨切りの】 キンイコッペン（コツキリノ）
筋萎縮 キンイシュク
筋萎縮症 キンイシュクショウ
筋萎縮性側索硬化症 キンイシュクセイソクサクコウカショウ
均一性 キンイツセイ
近位尿細管 キンイニョウサイカン
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acceptable concentration，
allowable concentration，
permissible concentration
acceptable risk
linear measurement
attributable risk
linear measurement
distanve resolution
killer cell
killer T cell
Guillain-Barré syndrome
Killian glossitis
Killian-Hoshino method
drill-bit
orthostatic collapse
orthostatic dysregulation，
orthostatic intolerance，
orthostatic disturbance
orthostatic hypotension，
postural hypotension
astasia-abasia
astasia-abasia
cloud chamber
pseudolymphoma
Kirschner wire
Gillmore needle
chelation
chelating agent
rhagades，ﬁssure，ﬁssured
recording system
kilovolt（kV）
kilovolt peak（kVp）
chylomicron
muscle retentive
muscle trimming
muscle trimming
muscle tenderness
silver-amalgam alloy
proximal
proximal bone segment
amyotrophy，muscular atrophy
amyotrophy
amyotrophic lateral sclerosis
homogeneity，uniformity
proximal tubule

キンキンチョウ

銀インジウム合金 ギンインジウムゴウキン
筋運動記録器 キンウンドウキロクキ
筋運動痛 キンウンドウツウ
筋壊死 キンエシ
筋炎 キンエン
禁煙支援 キンエンシエン
禁煙指導 キンエンシドウ
近遠心幅径 キンエンシンフクケイ
禁煙誘導 キンエンユウドウ
菌塊
【放線菌の】 キンカイ（ホウセンキンノ）
筋解離術
筋過緊張

キンカイリジュツ
キンカキンチョウ

筋覚 キンカク
筋芽細胞筋腫 キンガサイボウキンシュ
筋活動 キンカツドウ
禁忌 キンキ
筋起始 キンキシ
禁忌症 キンキショウ
筋機能訓練法 キンキノウクンレンホウ
筋機能検査 キンキノウケンサ
筋機能障害 キンキノウショウガイ
緊急時被曝 キンキュウジヒバク
緊急手術 キンキュウシュジュツ
緊急処置 キンキュウショチ
緊急通報システム キンキュウツウホウシステム
緊急通報装置 キンキュウツウホウソウチ
緊急被曝 キンキュウヒバク
緊急保護 キンキュウホゴ
筋強化訓練 キンキョウカクンレン
筋強直 キンキョウチョク
筋強直症 キンキョウチョクショウ
筋強直性ジストロフィー キンキョウチョクセイジストロフィー
金匱要略 キンキヨウリャク
筋虚血 キンキョケツ
筋切り キンキリ
筋切り術 ➡ 筋切断術 キンキリジュツ
筋緊張 キンキンチョウ
筋緊張亢進 キンキンチョウコウシン
筋緊張亢進症

キンキンチョウコウシンショウ

筋緊張低下 キンキンチョウテイカ
筋緊張低下症 キンキンチョウテイカショウ

silver-indium alloy
myograph
kinesalgia
myonecrosis
myositis
smoking cessation support
instruction to quit smoking
mesio-distal width
smoking cessation
granules of actinomyces，
sulfur granule，drusen
muscle release operation
muscle hypertonicity，
muscle hypertonia
muscular sense
myoblastic myoma
muscle action
contraindication
muscle origin
contraindication
myofunctional therapy（MFT）
muscle function test
myofunctional disturbance
emergency exposure
emergency operation
emergency treatment
emergency aids system
emergency notiﬁcation device
emergency exposure
emergency relief，emergency care
muscle strengthening exercise
myotonia，muscle rigidity
myotonia，myoclonia
myotonic dystrophy
Jin Kui Yao Lue
muscle ischemia
myotomy
myotomy
muscle tonus，muscle tone
hypertonia，hypertonicity，
hypermyotonia
hypertonia，hypertonicity，
hypermyotonia
hypomyotonia
hypomyotonia
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キ

キンギンドウサ

金銀銅三元合金 キンギンドウサンゲンゴウキン
金銀パラジウム合金 キンギンパラジウムゴウキン
筋・筋膜炎 キンキンマクエン
筋・筋膜症候群 キンキンマクショウコウグン
筋・筋膜痛 キンキンマクツウ
筋・筋膜疼痛症候群 キンキンマクトウツウショウコウグン

キ

筋・筋膜弁 キンキンマクベン
筋訓練 キンクンレン
筋訓練器 キンクンレンキ
筋訓練法 キンクンレンホウ
筋形質 キンケイシツ
筋形成術 キンケイセイジュツ
筋形成不全 キンケイセイフゼン
筋痙攣 キンケイレン
菌血症 キンケツショウ
筋腱移行部 キンケンイコウブ
筋腱炎 キンケンエン
筋腱形成 キンケンケイセイ
筋腱形成術 キンケンケイセイジュツ
筋減少症 ➡ サルコペニア
筋原性 キンゲンセイ

キンゲンショウショウ

筋腱切離 キンケンセツリ
筋腱切離術 キンケンセツリジュツ
筋原線維 キンゲンセンイ
筋腱膜線維腫症 キンケンマクセンイシュショウ
金合金 キンゴウキン
銀合金 ➡ 低融銀合金 ギンゴウキン
筋拘縮 キンコウシュク
菌交代現象 キンコウタイゲンショウ
筋硬直 キンコウチョク
筋骨格痛 キンコッカクツウ
筋挫傷 キンザショウ
近視 キンシ
菌糸 キンシ
筋弛緩 キンシカン
筋弛緩拮抗薬 キンシカンキッコウヤク
筋弛緩訓練 キンシカンクンレン
筋弛緩薬 キンシカンヤク
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gold-silver-copper ternary alloy
gold-silver-palladium alloy，
silver-palladuim-gold alloy
myofasciitis
myofascial syndrome
myofascial pain
myofacial pain dysfunction（MPD）
syndrome
musculofascial ﬂap
muscle training
muscle exerciser
muscle training，myofunctional
therapy
sarcoplasm
myoplasty
amyoplasia
muscle cramp，muscle spasm，
myospasm
bacteremia
musculotendinous junction
myotenositis
myotenoplasty
myotenoplasty
sarcopenia
myogenicity，myoginous，
myogenic
myotenotomy
myotenotomy
myoﬁbril
musculoaponeurotic ﬁbromatosis
gold alloy，gold dental alloy
silver alloy
muscular contracture，
muscle contracture
microbial substitution
muscle stiﬀness，muscle rigidity
muscloskeletal pain
strain，muscle strain
myopia，hypometropia
mycelium，hypha
muscular relaxation
muscle relaxant antagonist
muscle relaxation exercise
muscle relaxant，
muscle relaxant agent

キンセンイ

禁止クローン キンシクローン
筋ジストロフィー キンジストロフィー
均質化焼なまし キンシツカヤキナマシ
筋疾患 ➡ ミオパチー キンシッカン
筋腫 キンシュ
筋収縮 キンシュウシュク
筋収縮性頭痛 キンシュウシュクセイズツウ
筋腫切除 キンシュセツジョ
筋腫切除術 キンシュセツジョジュツ
筋鞘 キンショウ
菌状息肉腫 キンジョウソクニクシュ
筋上皮 キンジョウヒ
筋上皮癌 ➡ 悪性筋上皮腫 キンジョウヒガン
筋上皮細胞 キンジョウヒサイボウ
筋上皮腫 キンジョウヒシュ
筋上皮腺腫 ➡ 筋上皮腫 キンジョウヒセンシュ
筋小胞体 キンショウホウタイ
筋触診 キンショクシン
筋触診法 キンショクシンホウ
近心移動 キンシンイドウ
近心階段型 キンシンカイダンガタ
近心頰側咬頭 キンシンキョウソクコウトウ
近心傾斜 キンシンケイシャ
筋神経切除 キンシンケイセツジョ
筋神経切除術 キンシンケイセツジョジュツ
筋神経痛 キンシンケイツウ
近心咬合 キンシンコウゴウ
近心舌側咬頭 キンシンゼッソクコウトウ
近心側 キンシンソク
筋伸張反射 キンシンチョウハンシャ
近心転位 キンシンテンイ
近心面 キンシンメン
近心レスト キンシンレスト
銀スズアマルガム合金 ギンスズアマルガムゴウキン
筋スパズム キンスパズム
筋性開口障害 キンセイカイコウショウガイ
筋生検 キンセイケン
筋性防御 キンセイボウギョ
近接撮影法 キンセツサツエイホウ
筋切除 キンセツジョ
筋切除術 キンセツジョジュツ
筋切断術 キンセツダンジュツ
筋線維 キンセンイ

forbidden clone
muscular dystrophy，progressive
muscular dystrophy
homogenizing anneal
myopathia，myopathy
myoma
muscle contraction
muscle contraction headache
myomectomy，myomatectomy
myomectomy，myomatectomy
sarcolemma
mycosis fungoides
myoepithelium
myoepithelial carcinoma
myoepithelial cell
myoepithelioma
myoepithelial adenoma
sarcoplasmic reticulum
palpation of muscle
muscle palpating method
mesial drift，mesial movement
mesial step type
mesio-buccal cusp
mesial tipping
myoneurectomy
myoneurectomy
myoneuralgia
mesio-occlusion，mesioclusion
mesio-lingual cusp
mesial side
myotatic reﬂex，stretch reﬂex
mesioversion
mesial surface
mesial rest
silver-tin-amalgam alloy
myospasm
muscular trismus
muscle biopsy
muscular defense，
muscular stiﬀness
contact radiography
myectomy
myectomy
myotomy
muscle ﬁber
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キンセンイガサ

キ

筋線維芽細胞 キンセンイガサイボウ
筋束 キンソク
金属 キンゾク
金属アーチファクト キンゾクアーチファクト
金属アレルギー キンゾクアレルギー
金属イオン キンゾクイオン
金属冠 キンゾクカン
金属間化合物 キンゾクカンカゴウブツ
金属結合 キンゾクケツゴウ
金属材料 キンゾクザイリョウ
金属歯 キンゾクシ
金属床 キンゾクショウ
金属床義歯 キンゾクショウギシ
金属接着性プライマー キンゾクセッチャクセイプライマー
金属組織 キンゾクソシキ
金属毒 キンゾクドク
金属疲労 キンゾクヒロウ
金属副子 キンゾクフクシ
金属ブラケット キンゾクブラケット
金属焼付け方式 キンゾクヤキツケホウシキ
金属焼付用陶材 キンゾクヤキツケヨウトウザイ
金属やすり キンゾクヤスリ
金属溶出 キンゾクヨウシュツ
筋組織 キンソシキ
筋損傷 キンソンショウ
菌苔 キンタイ
菌体外多糖類 キンタイガイタトウルイ
菌体石灰化 キンタイセッカイカ
菌体内貯蔵多糖 キンタイナイチョゾウタトウ
禁断症候群 キンダンショウコウグン
禁断症状 キンダンショウジョウ
筋断裂 キンダンレツ
緊張型頭痛 キンチョウガタズツウ
緊張筋 キンチョウキン
緊張性アテトーシス キンチョウセイアテトーシス
緊張性運動ニューロン キンチョウセイウンドウニューロン
緊張性気胸 キンチョウセイキキョウ
緊張性頸反射 キンチョウセイケイハンシャ
緊張性振動反射 キンチョウセイシンドウハンシャ
緊張性迷路反射 キンチョウセイメイロハンシャ
緊張帯 キンチョウタイ
銀沈着症 ギンチンチャクショウ
筋痛 キンツウ
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myoﬁbroblast
muscle bundle，muscle fascicle
metal
metal artifact
metal allergy
metal ion
metal crown
intermetallic compound
metallic bond
metallic material
metal tooth
metal base，metal plate
metal base denture
metal adhesive primer
metal structure
metallic poison
metal fatigue
metal splint
metal bracket
metallo-ceramic system
ceramic fusible to metal，
porcelain for metal bonding
metal ﬁle
metal release
muscular tissue
muscle damage
bacterial plaque
extracellular polysaccharide
microbial calciﬁcation
intracellular storage polysaccharide
（ISP）
abstinence syndrome
abstinence symptom
myorrhexis
tension-type headache
tonic muscle
tension athetosis
tonic motoneuron
tension pneumothorax
tonic neck reﬂex
tonic vibration reﬂex（TVR）
tonic labyrinthine reﬂex
taut band
argyria
myalgia，muscle pain

キンボウスイ

筋停止
筋電計
筋電図

キンテイシ
キンデンケイ
キンデンズ

筋電図検査 キンデンズケンサ
筋電図法 キンデンズホウ
均等厚【関節円板の】 キントウアツ（カンセツエンバンノ）
均等色空間 キントウイロクウカン
均等 X 線 キントウエックスセン
筋等尺性収縮 キントウシャクセイシュウシュク
筋等張性収縮 キントウチョウセイシュウシュク
均等度 キントウド
均等被曝 キントウヒバク
筋動力学 キンドウリキガク
筋突起 キントッキ
筋突起過形成 キントッキカケイセイ
筋突起骨折 キントッキコッセツ
筋突起切除術 キントッキセツジョジュツ
筋突起切断術 キントッキセツダンジュツ
筋肉 キンニク
筋肉位 キンニクイ
筋肉系 キンニクケイ
筋肉腫 キンニクシュ
筋肉内注射 キンニクナイチュウシャ
金箔 キンパク
金箔修復 キンパクシュウフク
銀パラジウム合金 ギンパラジウムゴウキン
筋板 キンバン
銀皮症 ギンヒショウ
筋皮弁 キンヒベン
金 198 キンヒャクキュウジュウハチ
金標識抗ヒト IgG キンヒョウシキコウヒトアイジージー
筋疲労 キンヒロウ
筋フィラメント キンフィラメント
金粉 キンプン
筋分節 キンブンセツ
筋弁 キンベン
筋変性 キンヘンセイ
銀ポイント ギンポイント
銀ポイント根管充塡 ギンポイントコンカンジュウテン
筋縫合 キンホウゴウ
筋縫合術 キンホウゴウジュツ
筋紡錘 キンボウスイ

mobile end
electromyograph
electromyogram（EMG），
electromyography（EMG）
electromyographic examination
electromyogram（EMG），
electromyography（EMG）
even thickness
uniform color space
equal X-ray
muscle isometric contraction
muscle isotonic contraction
homogeneity coeﬃcient
uniform exposure
myodynamics
coronoid process
hyperplasia of coronoid process
coronoid fracture
coronoidectomy
coronoidotomy
muscle
muscular position
musculature
myosarcoma
intramuscular injection
gold foil
gold foil restoration
silver-palladium alloy
sarcomere，myomere
argyrosis
musculocutaneous ﬂap
gold 198
gold-labeled anti-human
immunoglobulin G
muscle fatigue
myoﬁlament
gold powder
myomere，myotome
muscle ﬂap
myodegeneration
silver point
root canal ﬁlling with silver point
myorrhaphy
myorrhaphy
muscle spindle
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キンポンプ

ク

筋ポンプ キンポンプ
菌膜 キンマク
筋膜 キンマク
筋膜移植 キンマクイショク
筋膜炎 キンマクエン
筋膜切り キンマクキリ
筋膜切り術 キンマクキリジュツ
筋膜形成 キンマクケイセイ
筋膜形成術 キンマクケイセイジュツ
筋膜隙 キンマクゲキ
筋膜症 キンマクショウ
筋膜切除 キンマクセツジョ
筋膜切除術 キンマクセツジョジュツ
筋膜造影像 キンマクゾウエイゾウ
筋膜刀 キンマクトウ
筋膜縫合 キンマクホウゴウ
筋膜縫合術 キンマクホウゴウジュツ
筋膜補塡 キンマクホテン
筋無緊張 キンムキンチョウ
筋無緊張症 キンムキンチョウショウ
筋無力症 キンムリョクショウ
銀めっき歯型 ギンメッキシケイ
金粒子 キンリュウシ
筋力 キンリョク
筋力計 キンリョクケイ
筋力増強訓練 ➡ 筋強化訓練
筋力低下 キンリョクテイカ
筋力不均衡 キンリョクフキンコウ
筋攣縮 キンレンシュク
金ろう
銀ろう

あ

あ

あ

あ
キンリョクゾウキョウクンレン

あ

キンロウ
ギンロウ

muscle pump
pellicle
fascia
fascial graft
fasciitis
fasciotomy
fasciotomy
fascioplasty
fascioplasty
fascial space
fasciopasy
fasciectomy
fasciectomy
fasciogram
fasciotome
fasciorrhaphy
fasciorrhaphy
fascial patch
amyotonia
amyotonia
myasthenia，adynamia
silver plated die
gold grain
muscle force
dynamometer
muscle strengthening exercise
muscle weakness，
musclar weakness
muscle imbalance
muscle contracture，
muscle spasticity
gold solder
silver solder

ク
グアニル酸 グアニルサン
グアニル酸シクラーゼ グアニルサンシクラーゼ
グアニン グアニン
グアノシン グアノシン
グアノシン 5’- 一リン酸 グアノシンゴダッシュイチリンサン
グアノシン 5’- 三リン酸
グアノシン 5’- 二リン酸
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グアノシンゴダッシュサンリンサン
グアノシンゴダッシュニリンサン

guanylic acid
guanylate cyclase
guanine
guanosine
guanosine 5'-monophosphate
（GMP）
guanosine 5'-triphosphate（GTP）
guanosine 5'-diphosphate（GDP）

クエンサンショ

グアヤコール グアヤコール
区域切除 クイキセツジョ
クインケ浮腫 クインケフシュ
腔 クウ
隅角 グウカク
隅角歯 グウカクシ
隅角徴 グウカクチョウ
空間閾 クウカンイキ
空間周波数 クウカンシュウハスウ
空間的加重 クウカンテキカジュウ
空間分解能 クウカンブンカイノウ
空気圧鋳造 クウキアツチュウゾウ
空気カーマ クウキカーマ
空気カーマ率定数 クウキカーマリツテイスウ
空気関節造影 クウキカンセツゾウエイ
空気関節造影法 クウキカンセツゾウエイホウ
空気感染 クウキカンセン
空気塞栓 クウキソクセン
空気塞栓症 クウキソクセンショウ
空気トラッピング クウキトラッピング
空隙歯列 クウゲキシレツ
空隙歯列弓 クウゲキシレツキュウ
空隙喪失 クウゲキソウシツ
空隙分析法 クウゲキブンセキホウ
空隙閉鎖 クウゲキヘイサ
偶然学習 グウゼンガクシュウ
偶然誤差 グウゼンゴサ
空洞 クウドウ
腔内照射 クウナイショウシャ
腔内照射法 クウナイショウシャホウ
腔内照射放射線治療 クウナイショウシャホウシャセンチリョウ
腔内照射放射線治療法 クウナイショウシャホウシャセンチリョウホウ
偶発的露髄 グウハツテキロズイ
空腹時血糖 クウフクジケットウ
空腹時血糖値 クウフクジケットウチ
空胞変性 クウホウヘンセイ
クームステスト クームステスト
クーリッジ X 線管 クーリッジエックスセンカン
クーリッジ管 クーリッジカン
クーロン力 クーロンリョク
クエン酸塩添加血 クエンサンエンテンカケツ
クエン酸回路 クエンサンカイロ
クエン酸ガリウム クエンサンガリウム
クエン酸処理 クエンサンショリ

guaiacol
segmental resection
Quincke edema
cavity，space
angle
angle tooth
angle symbol
spatial threshold
spatial frequency
spatial summation
spatial resolution
air pressure casting
air kerma
air kerma rate constant
pneumarthrography
pneumarthrography
airborne infection
air embolism
air embolism
air trapping
spaced arch，spaced dental arch
spaced arch，spaced dental arch
space loss
space analysis
space closure
incidental learning
random error
cavern
intracavitary irradiation
intracavitary irradiation
intracavitary radiotherapy
intracavitary radiotherapy
accidental pulp exposure
fasting blood sugar（FBS）
fasting plasma glucose，
fasting blood glucose
vacuolar degeneration
Coombs test
Coolidge X-ray tube
Coolidge tube
Coulomb interaction force
citrated blood
citric acid cycle
gallium（67Ga）citrate
citric acid etching
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ク

クエンサンシン

ク

クエン酸シンテターゼ クエンサンシンテターゼ
クエン酸中毒 クエンサンチュウドク
クエンチ クエンチ
クオーク クオーク
クオラムセンシング クオラムセンシング
クォンティフェロン クォンティフェロン
クォンティフェロン TB-2G クォンティフェロンティービーツージー
区画症候群 クカクショウコウグン
釘止め クギドメ
矩形絞り クケイシボリ
矩形波チャート クケイハチャート
矩形波チャート法

クケイハチャートホウ

駆血帯 クケツタイ
くさび型開口器 クサビガタカイコウキ
くさび型切開法 クサビガタセッカイホウ
くさび効果 クサビコウカ
くさび状欠損窩洞 クサビジョウケッソンカドウ
くさび状骨欠損 ➡ 骨縁下欠損 クサビジョウコツケッソン
くさび状フィルター クサビジョウフィルター
くさび開き骨切り術 クサビヒラキコツキリジュツ
くさびフィルター クサビフィルター
くさび理論 クサビリロン
くしゃみ クシャミ
クスマウル大呼吸 クスマウルダイコキュウ
口 クチ
口・顔・指症候群 クチカオユビショウコウグン
口対口式換気 クチタイクチシキカンキ
口対口人工呼吸 クチタイクチジンコウコキュウ
口対鼻口人工呼吸 クチタイハナクチジンコウコキュウ
口対鼻式換気 クチタイハナシキカンキ
口対鼻人工呼吸 クチタイハナジンコウコキュウ
口対マスク人工呼吸 クチタイマスクジンコウコキュウ
苦痛 クツウ
屈曲位 クッキョクイ
屈曲鉤 クッキョクコウ
屈曲バー クッキョクバー
屈曲反射 クッキョクハンシャ
屈曲隆線 クッキョクリュウセン
クッシング症候群 クッシングショウコウグン
クッシング病 クッシングビョウ
屈折 クッセツ
屈折異常 クッセツイジョウ
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citrate synthetase
citric acid intoxication
quenching
quark
quorum sensing
QuantiFERON
QuantiFERON TB-2G
compartment syndrome
nailing
rectangular collimation
rectangular wave chart，
square wave chart
rectangular wave chart method，
square wave chart method
tourniquet
oral wedge
wedge shaped operation
wedge eﬀect
wedge shaped defect cavity
wedge shaped defect
wedge ﬁlter
open wedge osteotomy
wedge ﬁlter
wedge theory
sneeze
Kussmaul respiration，
Kussmaul breathing
mouth
oral-facial-digital（OFD）syndrome
mouth-to-mouth ventilation
mouth-to-mouth breathing
mouth-to-mouth and nose breathing
mouth-to-nose ventilation
mouth-to-nose breathing
mouth-to-mask breathing
suﬀering
ﬂexed position
bending clasp
bending bar
ﬂexion reﬂex
deﬂecting wrinkle
Cushing syndrome
Cushing disease
refraction
refraction anomaly

クラスプヨウゴ

屈折角 クッセツカク
屈折率 クッセツリツ
クッパー細胞 クッパーサイボウ
グナチオン【セファロ分析の】 グナチオン（セファロブンセキノ）
苦悩 クノウ
駆梅薬 クバイヤク
クベイム反応 クベイムハンノウ
組み換え体 クミカエタイ
組み換え体 DNA クミカエタイディーエヌエー
組み込み クミコミ
苦味チンキ クミチンキ
くも膜 クモマク
くも膜下出血 クモマクカシュッケツ
クラーレ クラーレ
クラーレ化 クラーレカ
クラーレ様作用 クラーレヨウサヨウ
クライアント クライアント
クライオスタット クライオスタット
クライデン効果 クライデンコウカ
グライドパス グライドパス
クラインフェルター症候群 クラインフェルターショウコウグン
クラウゼ・ウォルフ法 クラウゼウォルフホウ
クラウゼ小体 クラウゼショウタイ
クラウン クラウン
クラウン - インプラント比 クラウンインプラントヒ
クラウンダウン形成法 クラウンダウンケイセイホウ
クラウンディスタルシュー保隙装置

refraction angle
refractive index
Kupﬀer cell
Gnathion（Gn）
suﬀering
antisyphilitic
Kveim reaction
recombinant
recombinant DNA
integration
bitter tincture
arachnoid
subarachnoid bleeding，
subarachnoid hemorrhage
curare
curarization
curariform action
client
cryostat
Clayden eﬀect
glidepath
Klinefelter syndrome
Krause-Wolfe method
Krause corpuscle
crown
crown-implant ratio
crown-down preparation technique
crown distal shoe space maintainer

クラウンディスタルシューホゲキソウチ

クラウントルク クラウントルク
クラウンバー クラウンバー
クラウンフォーム クラウンフォーム
クラウンフォームマトリックス クラウンフォームマトリックス
クラウンブリッジ補綴学 クラウンブリッジホテツガク
クラウンループ保隙装置 クラウンループホゲキソウチ
GRASS グラス
グラスアイオノマーセメント グラスアイオノマーセメント
グラスアイオノマーセメント修復

crown torque
crown bar
crown form
crown form matrix
crown and bridge prosthodontics
crown loop space maintainer
gradient refocused acquisition in
the steady state
glass ionomer cement
glass ionomer cement restoration

グラスアイオノマーセメントシュウフク

グラスゴー・コーマ・スケール
クラスター損傷 クラスターソンショウ
クラスター分化 クラスターブンカ
クラスプ クラスプ
クラスプ用合金 クラスプヨウゴウキン

グラスゴーコーマスケール

Glasgow coma scale
cluster damage
cluster of diﬀerentiation（CD）
clasp
clasp alloy
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ク

クラッチ

クラッチ クラッチ
グラディエント ➡ 傾斜磁場 グラディエント
グラディエントエコー ➡ 傾斜磁場エコー

clutch
gradient
gradient echo（GRE）

グラディエントエコー

グラディエントコイル ➡ 傾斜磁場コイル

gradient coil

グラディエントコイル

クラニオマンディブラーインデックス

craniomandibular index

クラニオマンディブラーインデックス

ク

グラフィック法【下顎運動】 グラフィックホウ（カガクウンドウ）
クラブラン酸 クラブランサン
グラベラ【セファロ分析の】 グラベラ（セファロブンセキノ）
クラミジア クラミジア
クラミジア感染症 クラミジアカンセンショウ
グラム陰性菌 グラムインセイキン
グラム染色 グラムセンショク
グラム染色法 グラムセンショクホウ
グラム当量 グラムトウリョウ
グラム陽性菌 グラムヨウセイキン
クラリスロマイシン クラリスロマイシン
グラント・ランティング法 グラントランティングホウ
グリア グリア
グリア芽細胞 グリアガサイボウ
クリアランス クリアランス
クリーゼ クリーゼ
クリープ クリープ
クリーンベンチ クリーンベンチ
クリーンルーム クリーンルーム
繰り返し時間【磁気共鳴撮像法の】

graphic method
clavulanic acid（CVA）
Glabella（G）
chlamydia
chlamydia infection
gram negative bacteria
Gram stain，Gram staining
Gram stain，Gram staining
gram equivalent
gram positive bacteria
clarithromycin
Grant-Lanting projection，
Grant-Lanting method
glia，glia cell
glioblast
clearance，interocclusal clearance
crisis
creep
clean bench，laminar ﬂow cabinet
clean room
repetition time（TR）

クリカエシジカン（ジキキョウメイサツゾウホウノ）

繰り返し周波数 クリカエシシュウハスウ
クリグラー・ナジャール症候群

repetition frequency
Crigler-Najjar syndrome

クリグラーナジャールショウコウグン

グリコーゲン グリコーゲン
グリコーゲン合成 グリコーゲンゴウセイ
グリコーゲンシンテターゼ グリコーゲンシンテターゼ
グリコーゲン分解 グリコーゲンブンカイ
グリコーゲン変性 グリコーゲンヘンセイ
グリコーゲンホスホリラーゼ グリコーゲンホスホリラーゼ
グリコサミノグリカン グリコサミノグリカン
グリコサミノグリカン代謝障害 ➡ ムコ多糖症

glycogen
glycogenesis
glycogen synthetase
glycogenolysis
glycogen degeneration
glycogen phosphorylase
glycosaminoglycan
mucopolysaccharidosis

グリコサミノグリカンタイシャショウガイ

グリコシド結合 グリコシドケツゴウ
グリコシルスクロース グリコシルスクロース
グリコシルトランスフェラーゼ グリコシルトランスフェラーゼ
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glycosidic linkage
glycosylsucrose
glycosyltransferase

グループファン

グリコヘモグロビン グリコヘモグロビン
グリシン グリシン
クリスタ【糸粒体の】 クリスタ（シリュウタイノ）
クリステ クリステ
クリステンセン現象 クリステンセンゲンショウ
クリストバライト クリストバライト
クリストバライト埋没材 クリストバライトマイボツザイ
クリスマス因子 クリスマスインシ
クリスマス因子欠乏症 ➡ 血友病 B
クリスマスインシケツボウショウ

グリセオフルビン グリセオフルビン
グリセリド グリセリド
グリセリン グリセリン
グリセロール グリセロール
グリセロールリン酸シャトル グリセロールリンサンシャトル
グリセロリン脂質 グリセロリンシシツ
クリッキング クリッキング
クリック クリック
クリック音 ➡ クリッキング クリックオン
クリック徴候 クリックチョウコウ
グリックマンの根分岐部病変分類

glycohemoglobin
glycine
crista
cristae
Christensen phenomenon
cristobalite
cristobalite investment
Christmas factor
hemophilia B，Christmas disease，
Christmas factor deﬁciency
griseofulvin
glyceride
glycerin
glycerol
glycerol phosphate shuttle
glycerophospholipid
clicking
click
click，clicking
click sign
Glickman's furcation classiﬁcation

グリックマンノコンブンキブビョウヘンブンルイ

グリッド グリッド
グリッド比 グリッドヒ
クリップアタッチメント クリップアタッチメント
クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
クリッペルトレノネーウェーバーショウコウグン

クリッペル・フェール症候群 クリッペルフェールショウコウグン
クリティカルパス ➡ クリニカルパス クリティカルパス
クリニカルアタッチメントレベル

grid
grid ratio
clip attachment
Klippel-Trenaunay-Weber
syndrome
Klippel-Feil syndrome
critical pathway
clinical attachment level

クリニカルアタッチメントレベル

クリニカルパス クリニカルパス
繰り延べ縫合 クリノベホウゴウ
クリブ クリブ
クリプトコックス症 クリプトコックスショウ
グリュンバーグのブローパイプ グリュンバーグノブローパイプ
クリンダマイシン クリンダマイシン
クリンダマイシン塩酸塩 クリンダマイシンエンサンエン
クリンパブルアタッチメント クリンパブルアタッチメント
クルーゾン症候群 クルーゾンショウコウグン
グループケア グループケア
グループファンクション グループファンクション
グループファンクションドオクルージョン

clinical pathway
delayed suture
crib
cryptococcosis
Grünberg blow pipe
clindamycin
clindamycin hydrochloride
crimpable attachment
Crouzon syndrome，
Crouzon disease
group care
group function
group functioned occlusion

グループファンクションドオクルージョン
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ク

グループホーム

グループホーム グループホーム
グルカゴン グルカゴン
グルカン グルカン
グルクロン酸 グルクロンサン
グルコース グルコース
グルコースクリアランステスト
グルコースの溶出量の測定

グルコースクリアランステスト

グルコースノヨウシュツウリョウノソクテイ

ク

グルコキナーゼ グルコキナーゼ
グルコサミン グルコサミン
グルコシダーゼ グルコシダーゼ
グルコシルトランスフェラーゼ グルコシルトランスフェラーゼ
グルタールアルデヒド グルタールアルデヒド
グルタチオン グルタチオン
グルタミン グルタミン
グルタミン酸 グルタミンサン
グルタラール グルタラール
グルタルアルデヒド グルタルアルデヒド
クルックス管 クルックスカン
くる病 クルビョウ
くる病数珠 クルビョウジュズ
くる病素因 クルビョウソイン
車いす クルマイス
クレアチニン クレアチニン
クレアチニンクリアランス クレアチニンクリアランス
クレアチン クレアチン
クレアチンリン酸 クレアチンリンサン
グレイ グレイ
グレイスケール グレイスケール
グレイ値 グレイチ
グレイレベル グレイレベル
グレーシー型キュレット グレーシーガタキュレット
グレージング ➡ つや出し グレージング
グレーズ材 グレーズザイ
グレーズ用陶材 グレーズヨウトウザイ
グレーズ用レジン グレーズヨウレジン
クレーター【歯肉の】 クレーター（シニクノ）
クレーター状骨欠損 クレータージョウコツケッソン
グレーティングローブ グレーティングローブ
クレーデ法 クレーデホウ
グレーデル効果 グレーデルコウカ
クレーン・カプランのポケットマーカー
クレーンカプランノポケットマーカー

クレーンタイプヘッドギア
クレオイド クレオイド
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クレーンタイプヘッドギア

group home
glucagon
glucan
glucuronic acid
glucose
glucose clearance test
measurement of the amount of
glucose extraction
glucokinase
glucosamine
glucosidase
glucosyltransferase
glutaraldehyde
glutathione
glutamine
glutamic acid
glutaral
glutaraldehyde
Crookes tube
rickets，rachitis
rachitic rosary
rachitism
wheel chair
creatinine
creatinine clearance
creatine
creatine phosphate
gray（Gy）
gray scale
gray value，gray scale value
gray level
Gracey type curette
glazing
glazing material
glazing ceramic
glazing resin
crater
osseous craters
grating lobe
Crede maneuver
Groedel eﬀect，Groedel's eﬀect
Crane-Kaplan pocket marking
forceps
Kloehn's type headgear
cleoid

クロムシンワサ

クレオソート クレオソート
クレスチン クレスチン
クレゾール クレゾール
クレチン症 クレチンショウ
クレピタス ➡ クレピテーション クレピタス
クレピテーション クレピテーション
クレブス回路 クレブスカイロ
クレマスチン クレマスチン
クレンザー【抜髄用器具の】 クレンザー（バツズイヨウキグノ）
クレンチング クレンチング
クロイツフェルト・ヤコブ病 クロイツフェルトヤコブビョウ
クロウ・深瀬症候群 クロウフカセショウコウグン
クロージングループ クロージンググループ
クロージングループアーチ クロージングループアーチ
クロージングループプライヤー クロージングループプライヤー
クローズドコイルスプリング クローズドコイルスプリング
クローズドトレー クローズドトレー
クローズドトレー印象 クローズドトレーインショウ
クローズドループ クローズドループ
グローストレンド グローストレンド
クローズドロック クローズドロック
クローニングベクター クローニングベクター
クローニン法 クローニンホウ
クローヌス クローヌス
クローバー葉状頭蓋変形症候群

creosote
krestin
cresol
cretinism
crepitus
crepitus，crepitation
Krebs cycle，TCA cycle
clemastine
cleanser
clenching
Creutzfeldt-Jakob disease
Crow-Fukase syndrome
closing loop
closing loop arch
closing loop pliers
closed coil spring
closed tray
closed tray impression
closed loop
growth trend
closed lock
cloning vector
Cronin method
clonus
cloverleaf skull syndrome

ク

クローバーヨウジョウトウガイヘンケイショウコウグン

クローン クローン
クローン化 クローンカ
クローン選択説 クローンセンタクセツ
クローン病 クローンビョウ
黒子 クロコ
クロスアーチ固定 クロスアーチコテイ
クロスアーチスタビライゼーション

clone
cloning
clonal selection theory
Crohn's disease
lentigo
cross-arch ﬁxation
cross-arch stabilization

クロスアーチスタビライゼーション

クロスアーチスプリント クロスアーチスプリント
クロスオーバー効果 クロスオーバーコウカ
クロスカットバー クロスカットバー
クロストークアーチファクト クロストークアーチファクト
クロックワイズローテーション ➡ 時計回りの回転

cross-arch splint
cross-over eﬀect
cross-cut bur
cross-talk artifact
clockwise rotation

クロックワイズローテーション

クロナゼパム クロナゼパム
グロビン グロビン
グロブリン グロブリン
クロマトグラフィー クロマトグラフィー
クロム親和細胞 クロムシンワサイボウ

clonazepam
globin
globulin
chromatography
chromaﬃn cell
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クロムシンワセ

あ

クロム親和性 クロムシンワセイ
グロムス腫瘍 グロムスシュヨウ
クロム補力 クロムホリョク
クロモグリク酸ナトリウム クロモグリクサンナトリウム
クロラミン T クロラミンティー
クロラムフェニコール クロラムフェニコール
クロルジアゼポキシド クロルジアゼポキシド
クロルチャネル クロルチャネル
クロルテトラサイクリン クロルテトラサイクリン

ケ

クロルフェニラミン

クロルフェニラミン

あ

あ

クロルプロマジン塩酸塩

クロルプロマジンエンサンエン

クロルヘキシジン塩酸塩

クロルヘキシジンエンサンエン

クロロアパタイト クロロアパタイト
クロロパーチャ クロロパーチャ
クロロホルム クロロホルム
クワシオルコル クワシオルコル
クワドヘリックス装置 クワドヘリックスソウチ
群化電位 グンカデンイ
燻蒸法 クンジョウホウ
群特異抗原 グントクイコウゲン
群発頭痛 グンパツズツウ
群発発射 グンパツハッシャ
訓練 クンレン

あ

あ

chromaﬃnity
glomus tumor
chromium intensiﬁcation
sodium cromoglicate
chloramine T
chloramphenicol，chloramphenicol
sodium succinate
chlordiazepoxide
Cl － channel
chlortetracycline，chlortetracycline
hydrochloride，demethylchlortetracycline，demethylchlortetracycline hydrochloride
chlorpheniramine，chlorpheniramine d-maleate
chlorpromazine，
chlorpromazine hydrochloride
chlorhexidine，
chlorhexidine hydrochloride
chloroapatite
chloropercha
chloroform
kwashiorkor
quad-helix，quad-helix appliance
grouping potential
fumigation
group-speciﬁc antigen
cluster headache
grouped discharge，burst discharge
exercise

ケ
ケア ケア
ケア付住宅 ケアツキジュウタク
ケアハウス ケアハウス
ケアプラン ➡ 介護サービス計画 ケアプラン
ケアマネジメント ケアマネジメント
ケアマネジャー ➡ 介護支援専門員 ケアマネジャー
経咽頭撮影法 ケイイントウサツエイホウ
ケイウッドの分類 ケイウッドノブンルイ
経営管理 ケイエイカンリ
経営政策
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ケイエイセイサク

care
housing with domiciliary service
care house
care plan
care management
care manager
transpharyngeal projection
Cawood classiﬁcation
business administration，
business management
business policy

ケイコウプロー

経営分析 ケイエイブンセキ
経営予測 ケイエイヨソク
経営理念 ケイエイリネン
経過観察 ケイカカンサツ
計画的研究 ケイカクテキケンキュウ
計画特別被曝 ケイカクトクベツヒバク
計画標的体積 ケイカクヒョウテキタイセキ
計画リスク臓器体積 ケイカクリスクゾウキタイセキ
経管栄養 ケイカンエイヨウ
経管栄養法 ケイカンエイヨウホウ
経眼窩撮影 ケイガンカサツエイ
経眼窩撮影法 ケイガンカサツエイホウ
経管食 ケイカンショク
経口 ケイコウ
蛍光 ケイコウ
経口エアウェイ ケイコウエアウェイ
蛍光 X 線 ケイコウエックスセン
蛍光 X 線分析

ケイコウエックスセンブンセキ

蛍光ガラス線量計 ケイコウガラスセンリョウケイ
蛍光間接撮影 ケイコウカンセツサツエイ
蛍光間接撮影法 ケイコウカンセツサツエイホウ
経口気管チューブ ケイコウキカンチューブ
蛍光顕微鏡 ケイコウケンビキョウ
経口抗凝血薬 ケイコウコウギョウケツヤク
蛍光抗体 ケイコウコウタイ
蛍光抗体法 ケイコウコウタイホウ
経口抗糖尿病薬 ケイコウコウトウニョウビョウヤク
経口持効性薬剤 ケイコウジコウセイヤクザイ
経口摂取
経口挿管

ケイコウセッシュ
ケイコウソウカン

蛍光体 ケイコウタイ
蛍光定量法 ケイコウテイリョウホウ
経口的気管挿管 ➡ 経口挿管
蛍光透視 ケイコウトウシ
蛍光透視法 ケイコウトウシホウ
経口投与 ケイコウトウヨ
経口投与法 ケイコウトウヨホウ
蛍光板 ケイコウバン
経口避妊薬 ケイコウヒニンヤク
蛍光プローブ ケイコウプローブ

ケイコウテキキカンソウカン

business analysis
business forecasting
managerial philosophy
follow-up
prospective study
planned special exposure
planning target volume（PTV）
planning organ at risk volume
（PRV）
tube feeding
tube feeding
transorbital projection
transorbital projection
tube diet
peroral
ﬂuorescence
peroral airway
X-ray ﬂuorescence，
ﬂuorescent X-ray
X-ray ﬂuorescence analysis，
ﬂuorescent X-ray analysis
ﬂuorescent glass dosimeter
ﬂuorography，photo ﬂuorography
ﬂuorography，photo ﬂuorography
orotracheal tube
ﬂuorescence microscope
oral anticoagulant
ﬂuorescent antibody（FA）
ﬂuorescent antibody technique
oral antidiabetic drug
oral depot therapy drug，
oral repository drug
ingestion
oral intubation，
oropharyngeal intubation
ﬂuorescent substance，phosphor
ﬂuorometry
orotracheal intubation
ﬂuoroscopy
ﬂuoroscopy
oral administration
oral administration
ﬂuorescent screen
oral contraceptive
ﬂuorescent probe
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ケイコツイショ

脛骨移植

ケ

ケイコツイショク

警察医 ケイサツイ
警察科学 ケイサツカガク
ケイ酸カルシウムセメント ケイサンカルシウムセメント
経時画像 ケイジガゾウ
刑事責任 ケイジセキニン
経歯槽骨抜歯 ケイシソウコツバッシ
形質 ケイシツ
形質細胞 ケイシツサイボウ
形質細胞腫 ケイシツサイボウシュ
形質細胞障害 ケイシツサイボウショウガイ
形質細胞性白血病 ➡ 多発性骨髄腫

tibia bone transplant，tibia bone
graft，tibia bone implantation，
tibia bone transplantation
police surgeon
police science
calcium silicate-based cement
sequential images，serial images
criminal responsibility
transalveolar extraction
trait
plasma cell，plasmacyte
plasmacytoma
plasma cell dyscrasia
plasma cell leukemia

ケイシツサイボウセイハッケツビョウ

形質細胞病変 ケイシツサイボウビョウヘン
形質転換 ケイシツテンカン
形質転換増殖因子 ケイシツテンカンゾウショクインシ
形質導入 ケイシツドウニュウ
形質膜 ケイシツマク
傾斜 ケイシャ
傾斜移動 ケイシャイドウ
傾斜効果 ケイシャコウカ
傾斜歯 ケイシャシ
傾斜磁場 ケイシャジバ
傾斜磁場エコー

ケイシャジバエコー

傾斜磁場コイル ケイシャジバコイル
傾斜埋入 ケイシャマイニュウ
痙縮 ケイシュク
形状記憶 ケイジョウキオク
形状記憶合金 ケイジョウキオクゴウキン
形状記憶合金インプラント ケイジョウキオクゴウキンインプラント
茎状突起 ケイジョウトッキ
茎状突起過長症 ケイジョウトッキカチョウショウ
茎状突起切除 ケイジョウトッキセツジョ
茎状突起切除術 ケイジョウトッキセツジョジュツ
経静脈栄養 ケイジョウミャクエイヨウ
経静脈栄養法 ケイジョウミャクエイヨウホウ
経静脈局所麻酔法 ケイジョウミャクキョクショマスイホウ
経静脈造影 CT ケイジョウミャクゾウエイシーティー
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plasmacytosis
transformation
transforming growth factor（TGF）
transduction
plasma membrane，cell membrane
tipping，inclination
tipping movement
heel eﬀect
tipping tooth，inclined tooth
gradient ﬁeld，magnetic gradient
ﬁeld
gradient echo（GRE），
gradient ﬁeld echo
gradient coil
inclined implant placement，
titled implant placement
spasticity
shape memory
shape memory alloy
shape memory alloy implant
styloid process
elongated styloid process，
elongation of the styloid process
styloidectomy
styloidectomy
intravenous nutrition
intravenous alimentation
intravenous regional anesthesia
contrast-enhanced CT，intravenous
contrast-enhanced CT

ケイトウガイサ

頸神経叢ブロック ケイシンケイソウブロック
計数効率 ケイスウコウリツ
計数データ ケイスウデータ
計数毎秒 ケイスウマイビョウ
計数毎分 ケイスウマイフン
計数率 ケイスウリツ
形成
【歯の】 ケイセイ（ハノ）
痙性呼吸 ケイセイコキュウ
形成充塡 ケイセイジュウテン
形成手術 ケイセイシュジュツ
形成手術法

ケイセイシュジュツホウ

形成前準備【支台形成の】 ケイセイゼンジュンビ（シダイケイセイノ）
形成的評価 ケイセイテキヒョウカ
痙性の ケイセイノ
形成不全歯 ケイセイフゼンシ
痙性麻痺 ケイセイマヒ
計測項目 ケイソクコウモク
計測点 ケイソクテン
計測平面 ケイソクヘイメン
継代 ケイダイ
形態異常 ケイタイイジョウ
形態学 ケイタイガク
形態学的分類 ケイタイガクテキブンルイ
形態計測 ケイタイケイソク
形態修正 ケイタイシュウセイ
形態的検査 ケイタイテキケンサ
形態年齢 ケイタイネンレイ
継代培養 ケイダイバイヨウ
形態発生 ケイタイハッセイ
形態分化 ケイタイブンカ
形態分化期【歯胚の】 ケイタイブンカキ（シハイノ）
携帯用会話補助装置 ケイタイヨウカイワホジョソウチ
携帯用歯科治療機器 ケイタイヨウシカチリョウキキ
携帯用治療椅子 ケイタイヨウチリョウイス
経腸栄養剤 ケイチョウエイヨウザイ
経腸栄養摂取 ケイチョウエイヨウセッシュ
経腸栄養法 ケイチョウエイヨウホウ
痙直 ケイチョク
痙直型 ケイチョクガタ
頸椎骨棘 ケイツイコツキョク
頸椎装具 ケイツイソウグ
経頭蓋撮影法 ケイトウガイサツエイホウ

cervical plexus block
counting eﬃciency
countable data
count per second（cps）
count per minute（cpm）
counting rate
preparation
spasmodic respiration
plastic ﬁlling
plastic surgery，plastic procedure，
plastic operation
plastic surgery，plastic procedure，
plastic operation
arrangement for cavity preparation
formative evaluation
spastic
hypoplastic tooth
spastic paralysis
measuring parameter
measure point
analyzing plane
passage
malformation
morphology
morphologic classiﬁcation
morphometry
recontouring
morphological examination
morphological age
subculture
morphogenesis
morphodiﬀerentiation
morphodiﬀerentiation stage
portable conversation assistance
device
portable dental equipment
portable dental chair
enteral nutrient
enteral feeding，enteral nutrition
enteral nutrition
spasticity
spastic type
cervical osteophytes
neck brace
transcranial projection
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ケイトウカイボ

系統解剖学 ケイトウカイボウガク
系統誤差 ケイトウゴサ
系統的脱感作 ケイトウテキダツカンサ
系統的脱感作法 ケイトウテキダツカンサホウ

ケ

頸動脈 ケイドウミャク
頸動脈圧痛 ケイドウミャクアッツウ
頸動脈管 ケイドウミャクカン
頸動脈三角 ケイドウミャクサンカク
頸動脈鞘 ケイドウミャクショウ
頸動脈小体化学受容体 ケイドウミャクショウタイカガクジュヨウタイ
頸動脈小体反射 ケイドウミャクショウタイハンシャ
頸動脈洞 ケイドウミャクドウ
頸動脈洞圧受容体 ケイドウミャクドウアツジュヨウタイ
頸動脈洞反射 ケイドウミャクドウハンシャ
軽度歯周炎 ケイドシシュウエン
茎突咽頭筋 ケイトツイントウキン
茎突下顎靱帯 ケイトツカガクジンタイ
茎突舌筋 ケイトツゼッキン
茎突舌骨筋 ケイトツゼッコツキン
軽度認知障害 ケイドニンチショウガイ
茎乳突孔 ケイニュウトツコウ
経年資料 ケイネンシリョウ
経年的研究 ケイネンテキケンキュウ
経粘膜 ケイネンマク
頸囊胞 ケイノウホウ
珪肺症 ケイハイショウ
経皮 ケイヒ
経鼻胃管 ケイビイカン
経鼻エアウェイ ケイビエアウェイ
経鼻栄養剤 ケイビエイヨウザイ
経鼻栄養法 ケイビエイヨウホウ
経鼻気管チューブ ケイビキカンチューブ
経皮吸収 ケイヒキュウシュウ
経鼻吸入法 ケイビキュウニュウホウ
経皮酸素測定 ケイヒサンソソクテイ
経鼻吹送法 ケイビスイソウホウ
経鼻挿管 ケイビソウカン
経皮的冠動脈形成術 ケイヒテキカンドウミャクケイセイジュツ
経皮内視鏡的胃瘻造設術 ➡ PEG
ケイヒナイシキョウテキイロウゾウセツジュツ

軽費老人ホーム
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ケイヒロウジンホーム

systematic anatomy
systematic error
systematic desensitization
systematic desensitization
technique
carotid artery
tenderness of carotid artery
carotid canal
carotid artery triangle，carotid triangle
carotid sheath
carotid body chemoreceptor
carotid body reﬂex
carotid sinus
carotid sinus baroreceptor
carotid sinus reﬂex
slight periodontitis
stylopharyngeus muscle
stylomandibular ligament
styloglossus muscle
stylohyoid muscle
mild cognitive impairment（MCI）
stylomastoid foramen
longitudinal material
longitudinal study
transmucosal
cervical cyst
silicosis
percutaneous，trans cutaneous
nasogastric（NG）tube
nasal airway
nasogastric tube diet，
nasal nutrition supplement
nasal feeding
nasotracheal tube
percutaneous absorption
nasal insuﬄation
transcutaneous oximetry
nasal insuﬄation
nasotracheal intubation
percutaneous transluminal coronary
angioplasty（PTCA）
percutaneous endoscopic
gastrostomy（PEG）
home for the elderly with
a moderate fee

ゲカショウレイ

頸部郭清術 ケイブカクセイジュツ
頸部血管隙 ケイブケッカンゲキ
頸部固定 ケイブコテイ
頸部固定法 ケイブコテイホウ
頸部シールド ケイブシールド
頸部線維腫症 ケイブセンイシュショウ
頸部前屈 ケイブゼンクツ
頸部聴診 ケイブチョウシン
頸部聴診法 ケイブチョウシンホウ
頸部痛 ケイブツウ
ケイフッ化ナトリウム ケイフッカナトリウム
頸部ヒグローマ ケイブヒグローマ
頸部皮弁 ケイブヒベン
頸部リンパ節 ケイブリンパセツ
頸部リンパ節転移 ケイブリンパセツテンイ
傾眠 ケイミン
稽留熱 ケイリュウネツ
計量カップ ケイリョウカップ
計量器 ケイリョウキ
ケイリン酸セメント ケイリンサンセメント
痙攣 ケイレン
痙攣性 ケイレンセイ
ゲイン ゲイン
Km ➡ ミカエリス定数 ケーエム
K 殻 ケーカク
K 吸収 ケーキュウシュウ
K 吸収端 ケーキュウシュウタン
K 吸収端差分 ケーキュウシュウタンサブン
K 空間 ケークウカン
K 空間軌跡 ケークウカンキセキ
ケースマネージメント ケースマネージメント
ケースマネジャー ケースマネジャー
ケースワーク ケースワーク
ケースワーカー ケースワーカー
ゲーツ・グリッデンドリル ゲーツグリッデンドリル
ゲートオープナー ゲートオープナー
ゲートコントロール説 ゲートコントロールセツ
K ファイル ケーファイル
ゲーブルベンド ゲーブルベンド
ケーレ法 ➡ 下顎前歯部歯槽骨切り術

neck dissection
cervical vascular space
cervical anchorage
cervical anchorage
cervical shield
ﬁbromatosis colli
chin tuck
cervical auscultation
cervical auscultation
neck pain
sodium silicoﬂuoride
hygroma colli
cervical ﬂap
cervical lymph node
cervical lymph node metastasis
somnolent
continued fever
measuring cup
measuring apparatus
silicophosphate cement，
glass and zinc phosphate cement
convulsion，spasm，seizure
spasticity
gain
Michaelis constant
K-shell
K-absorption
K-absorption edge
K-edge subtraction
K-space
K-space trajectory
case management
case manager
case work
case worker
Gates-Glidden drill
gate opener
gate control theory
K ﬁle，K-type ﬁle
gable bend
Köle method

ケーレホウ

外科感染症 ゲカカンセンショウ
外科主導型治療 ゲカシュドウガタチリョウ
外科症例 ゲカショウレイ

surgical infection
bottom up treatment
surgical case
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ゲカチリョウモ

外科治療目標 ゲカチリョウモクヒョウ
外科的開窓 ゲカテキカイソウ
外科的下顎前方移動 ゲカテキカガクゼンポウイドウ
外科的顎矯正 ゲカテキガクキョウセイ
外科的急速拡大 ゲカテキキュウソクカクダイ
外科的矯正治療

ゲカテキキョウセイチリョウ

外科的咬合誘導 ゲカテキコウゴウユウドウ
外科的固定 ゲカテキコテイ
外科的歯内療法 ゲカテキシナイリョウホウ

ケ

外科的整復
外科的治療
外科的挺出

ゲカテキセイフク
ゲカテキチリョウ
ゲカテキテイシュツ

外科的排膿法 ゲカテキハイノウホウ
外科病理学 ゲカビョウリガク
外科結び ゲカムスビ
外科用ガイド ➡ サージカルガイドプレート

surgical treatment objective（STO）
surgical exposure
surgical mandibular advancement
surgical correction of jaw
surgically assisted rapid maxillary
expansion
surgical orthodontics，
orthognathic surgery
surgical occlusal guidance
surgical ﬁxation
surgical endodontics，
endodontic surgery
surgical repositioning
surgical treatment
surgical extrusion，surgical extrusive repositioning
surgical drainage
surgical pathology
surgeon knot，surgical knot
surgical guide

ゲカヨウガイド

外科用スプリント ゲカヨウスプリント
外科用バー ゲカヨウバー
劇症肝炎 ゲキショウカンエン
劇症高熱 ゲキショウコウネツ
劇物 ゲキブツ
劇薬 ゲキヤク
下血 ゲケツ
ゲシュタルト療法 ゲシュタルトリョウホウ
下水 ゲスイ
下水道 ゲスイドウ
ゲゼル発達診断スケジュール ゲゼルハッタツシンダンスケジュール
ケタミン塩酸塩 ケタミンエンサンエン
血 ケツ
血圧 ケツアツ
血圧異常 ケツアツイジョウ
血圧計 ケツアツケイ
血圧上昇薬 ケツアツジョウショウヤク
血圧測定 ケツアツソクテイ
血圧測定用カフ ケツアツソクテイヨウカフ
血圧測定用マンシェット ケツアツソクテイヨウマンシェット
血圧調節神経 ケツアツチョウセツシンケイ
血液 ケツエキ
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surgical splint
surgical bur
fulminant hepatitis
fulminant hyperthermia
deleterious substance
dangerous drug，powerful drug，
separandum
melena
gestalt therapy
waste water
sewer system
Gesell developmental schedule
ketamine，ketamine hydrochloride
blood
blood pressure
abnormality of blood pressure
sphygmomanometer，
blood pressure manometer
vasopressor agent
measurement of blood pressure
blood pressure cuﬀ
blood pressure machete
buﬀer nerve
blood

ケッカクキン

血液化学 ケツエキカガク
血液学的検査 ケツエキガクテキケンサ
血液ガス ケツエキガス
血液ガス分析 ケツエキガスブンセキ
血液ガス分配係数 ケツエキガスブンパイケイスウ
血液型 ケツエキガタ
血液型検査 ケツエキガタケンサ
血液型抗原 ケツエキガタコウゲン
血液型判定 ケツエキガタハンテイ
血液型物質 ケツエキガタブッシツ
血液型不適合 ケツエキガタフテキゴウ
血液幹細胞 ケツエキカンサイボウ
血液寒天 ケツエキカンテン
血液寒天培地 ケツエキカンテンバイチ
血液供給 ケツエキキョウキュウ
血液凝固 ケツエキギョウコ
血液凝固因子 ケツエキギョウコインシ
血液凝固系 ケツエキギョウコケイ
血液凝固時間 ケツエキギョウコジカン
血液検査 ケツエキケンサ
血液交叉試験 ケツエキコウサシケン
血液疾患 ケツエキシッカン
血液循環 ケツエキジュンカン
血液障害 ケツエキショウガイ
血液製剤 ケツエキセイザイ
血液成分療法 ケツエキセイブンリョウホウ
血液像 ケツエキゾウ
血液胎盤関門 ケツエキタイバンカンモン
血液中濃度 ケツエキチュウノウド
血液沈下 ケツエキチンカ
血液透析 ケツエキトウセキ
血液毒 ケツエキドク
血液塗抹標本 ケツエキトマツヒョウホン
血液粘度 ケツエキネンド
血液脳関門 ケツエキノウカンモン
血液濃縮 ケツエキノウシュク
血液脳脊髄液関門 ケツエキノウセキズイエキカンモン
血液由来成長因子 ケツエキユライセイチョウインシ
血液量 ケツエキリョウ
結核 ケッカク
結核菌 ケッカクキン

blood chemistry
hematological examination
blood gas
blood gas analysis
blood gas partition coeﬃcient，
blood gas distribution coeﬃcient
blood type
blood typing
blood group antigen
blood grouping
blood group substance
blood group incompatibility
blood stem cell
blood agar
blood agar media
blood supply
blood clotting，blood coagulation
blood clotting factor，
blood coagulation factor
blood coagulation system
blood coagulation time
blood test
cross matching of blood
blood disease
blood circulation
blood obstacle
blood preparation，blood derivatives，blood product
blood component therapy
hemogram，blood picture
blood-placental barrier
blood level
hypostasis
hemodialysis
blood poison
blood smear
blood viscosity
blood-brain barrier（BBB），
hemato-encephallic barrier
hemoconcentration
blood-cerebrospinal ﬂuid barrier
growth factor derived from blood
blood volume
tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis
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ケッカクショウ

結核症 ケッカクショウ
結核性潰瘍 ケッカクセイカイヨウ
結核性顎下リンパ節炎 ケッカクセイガッカリンパセツエン

ケ

結核性関節炎 ケッカクセイカンセツエン
結核性舌炎 ケッカクセイゼツエン
結核性リンパ節炎 ケッカクセイリンパセツエン
欠陥 ケッカン
血管運動 ケッカンウンドウ
血管運動系 ケッカンウンドウケイ
血管運動神経 ケッカンウンドウシンケイ
血管運動神経調節 ケッカンウンドウシンケイチョウセツ
血管運動中枢 ケッカンウンドウチュウスウ
血管運動反射 ケッカンウンドウハンシャ
血管炎 ケッカンエン
血管拡張 ケッカンカクチョウ
血管拡張神経 ケッカンカクチョウシンケイ
血管拡張性運動失調症

tuberculosis
tuberculous ulcer
tuberculous submandibular
lymphadenitis
tuberculous arthritis
tuberculous glossitis
tuberculous lymphadenitis
defect
vasomotion
vasomotor system
vasomotor nerve
vasomotor regulation
vasomotor center
vasomotor reﬂex
vasculitis
vasodilatation
vasodilator nerve
ataxia telangiectasis

ケッカンカクチョウセイウンドウシッチョウショウ

血管拡張反射 ケッカンカクチョウハンシャ
血管拡張物質 ケッカンカクチョウブッシツ
血管拡張薬 ケッカンカクチョウヤク
血管虚脱 ケッカンキョダツ
血管筋腫 ケッカンキンシュ
血管緊張 ケッカンキンチョウ
血管結紮法 ケッカンケッサツホウ
血管原性骨形成 ケッカンゲンセイコツケイセイ
血管作用薬 ケッカンサヨウヤク
血管脂肪腫 ケッカンシボウシュ
血管腫 ケッカンシュ
血管収縮 ケッカンシュウシュク
血管収縮神経 ケッカンシュウシュクシンケイ
血管収縮反射 ケッカンシュウシュクハンシャ
血管収縮物質 ケッカンシュウシュクブッシツ
血管収縮薬 ケッカンシュウシュクヤク
血管腫性エプーリス ケッカンシュセイエプーリス
血管障害 ケッカンショウガイ
血管神経障害 ケッカンシンケイショウガイ
血管神経性紫斑病 ケッカンシンケイセイシハンビョウ
血管神経性水腫 ➡ 血管神経性浮腫

vasodilator reﬂex
vasodilator substance
vasodilator
vascular collapse，
circulatory collapse
angiomyoma
vascular tone
vascular ligature
angiogenic bone formation
vasoactive agent
angiolipoma，hemangiolipoma
hemangioma
vasoconstriction
vasoconstrictor nerve
vasoconstrictor reﬂex
vasopressor substance
vasoconstrictor
hemangiomatous epulis
angiopathy
angioneuropathy
purpura angioneurotica
angioneurotic edema

ケッカンシンケイセイスイシュ

血管神経性浮腫 ケッカンシンケイセイフシュ
血管新生 ケッカンシンセイ
血管新生因子 ケッカンシンセイインシ
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angioneurotic edema
angiogenesis
angiogenesis factor

ケツゴウソシキ

血管性紫斑病 ケッカンセイシハンビョウ
血管性母斑 ケッカンセイボハン
血管造影 ケッカンゾウエイ
血管造影法 ケッカンゾウエイホウ
血管透過性亢進期 ケッカントウカセイコウシンキ
血管内皮腫 ケッカンナイヒシュ
血管肉腫 ケッカンニクシュ
血管平滑筋腫 ケッカンヘイカツキンシュ
血管柄付き骨移植 ケッカンヘイツキコツイショク
血管柄付き皮弁 ケッカンヘイツキヒベン
血管縫合 ケッカンホウゴウ
血管迷走神経性失神 ケッカンメイソウシンケイセイシッシン
血管迷走神経反射 ケッカンメイソウシンケイハンシャ
血管抑制神経 ケッカンヨクセイシンケイ
血球 ケッキュウ
血球凝集 ケッキュウギョウシュウ
血球凝集素 ケッキュウギョウシュウソ
血球凝集阻止テスト ケッキュウギョウシュウソシテスト
血球新生 ケッキュウシンセイ
血球破壊 ケッキュウハカイ
血虚 ケッキョ
月経 ゲッケイ
月経異常 ゲッケイイジョウ
月経周期 ゲッケイシュウキ
結合 ケツゴウ
結合エネルギー ケツゴウエネルギー
結合角 ケツゴウカク
結合仮骨 ケツゴウカコツ
結合活性 ケツゴウカッセイ
結合材 ケツゴウザイ
結合織炎 ケツゴウシキエン
結合織性骨化 ケツゴウシキセイコツカ
血行障害 ケッコウショウガイ
結合水 ケツゴウスイ
血行静止 ケッコウセイシ
結合組織 ケツゴウソシキ
結合組織移植術 ケツゴウソシキイショクジュツ
結合組織骨 ケツゴウソシキコツ
結合組織性成長
結合組織性治癒
結合組織性付着

ケツゴウソシキセイセイチョウ
ケツゴウソシキセイチユ
ケツゴウソシキセイフチャク

vascular purpura
vascular nevus
angiography
angiography
vascular hyperpermeability phase
hemangioendothelioma
hemangiosarcoma
angioleiomyoma
vascularized osteomyocutaneous
ﬂap graft，
vascularized bone graft
vasculized ﬂap
angiorrhaphy
vasovagal syncope，
vasodepressor syncope
vasovagal reﬂex
vasodepressor
blood cell
sludging
hemagglutinin
hemagglutination inhibition test
blood formation，hematopoiesis
hematocrasia
blood deﬁciency
menstruation
menstrual disorder
menstrual cycle
junction，coupling
bond energy
bond angle
uniting callus
avidity
binder
ﬁbrositis
connective tissue ossiﬁcation
circulation disorder
bound water
stasis of blood stream
connective tissue
connective tissue graft
membrane bone，
membranous bone
growth of connective tissue
healing with connective tissue
connective tissue attachment

171

ケ

ケツゴウソシキ

結合組織増殖期

ケ

ケツゴウソシキゾウショクキ

結合組織病 ケツゴウソシキビョウ
結合二重体 ケツゴウニジュウタイ
結合部 ケツゴウブ
血行力学 ケッコウリキガク
血痕 ケッコン
血痕検査 ケッコンケンサ
結紮 ケッサツ
結紮クリップ ケッサツクリップ
結紮鉤 ケッサツコウ
結紮線 ケッサツセン
結紮法 ケッサツホウ
欠失
【遺伝子の】 ケッシツ（イデンシノ）
血腫 ケッシュ
欠如 ケツジョ
血漿 ケッショウ
結晶 ケッショウ
結晶化ガラス ➡ ガラスセラミックス

connective tissue proliferation
phase
connective tissue disease
conjoined twin
junction
hemodynamics
blood stain
examination of blood stain
ligature，ligation
ligating clip
ligating hook
ligature wire
ligature，ligation
deletion
hematoma
loss
blood plasma
crystal
crystallized glass

ケッショウカガラス

結晶化度 ケッショウカド
結晶金 ケッショウキン
血漿酵素 ケッショウコウソ
結晶構造 ケッショウコウゾウ
月状骨 ゲツジョウコツ
血漿滲出 ケッショウシンシュツ
結晶成長 ケッショウセイチョウ
血漿増量剤 ケッショウゾウリョウザイ
結晶体変性 ケッショウタイヘンセイ
血漿代用薬 ケッショウダイヨウヤク
血漿タンパク結合 ケッショウタンパクケツゴウ
血漿タンパク質 ケッショウタンパクシツ
血漿トロンビン ケッショウトロンビン
血漿トロンボプラスチン ケッショウトロンボプラスチン
血漿トロンボプラスチン前駆体欠乏症
ケッショウトロンボプラスチンゼンクタイケツボウショウ

血漿濃度 ケッショウノウド
血小板 ケッショウバン
血小板異常 ケッショウバンイジョウ
血小板因子 ケッショウバンインシ
血小板機能異常 ケッショウバンキノウイジョウ
血小板機能異常症 ケッショウバンキノウイジョウショウ
血小板凝集 ケッショウバンギョウシュウ
血小板凝集作用 ケッショウバンギョウシュウサヨウ
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crystallinity
crystal gold
plasma enzyme
crystal structure
lunate bone
plasma diapedesis
crystal growth
plasma volume expander
crystal degeneration
plasma substitute
plasma protein binding
plasma protein
plasma thrombin
plasma thromboplastin
plasma thromboplastin antecedent
deﬁciency
plasma concentration
platelet，blood platelet，
thrombocyte
blood platelet disorder
platelet factor
platelet dysfunction
platelet dysfunction
platelet aggregation
platelet aggregating action

ケッセツセイコ

血小板凝集阻害薬 ケッショウバンギョウシュウソガイヤク
血小板血症 ケッショウバンケッショウ
血小板減少症 ケッショウバンゲンショウショウ
血小板減少性紫斑病 ケッショウバンゲンショウセイシハンビョウ
血小板数 ケッショウバンスウ
血小板無力症 ケッショウバンムリョクショウ
血小板輸血 ケッショウバンユケツ
血小板由来成長因子 ケッショウバンユライセイチョウインシ
血漿フィブリノゲン ケッショウフィブリノゲン
血漿フィブロネクチン ケッショウフィブロネクチン
血漿分離 ケッショウブンリ
結晶粒 ケッショウリュウ
結晶粒界 ケッショウリュウカイ
結晶粒微細化合金 ケッショウリュウビサイカゴウキン
欠如歯 ケツジョシ
欠神発作 ケッシンホッサ
血清 ケッセイ
血清学 ケッセイガク
血清学的診断 ケッセイガクテキシンダン
血清学的診断法 ケッセイガクテキシンダンホウ
血清カルシウム ケッセイカルシウム
血清カルシウムの恒常性 ケッセイカルシウムノコウジョウセイ
血清肝炎 ケッセイカンエン
血清酵素 ケッセイコウソ
血清抗体検査 ケッセイコウタイケンサ
血清コリンエステラーゼ ケッセイコリンエステラーゼ
血清脂質 ケッセイシシツ
血清滲出 ケッセイシンシュツ
血清石 ケッセイセキ
血清タンパク定量法 ケッセイタンパクテイリョウホウ
血清タンパク分画 ケッセイタンパクブンカク
血清鉄 ケッセイテツ
血清濃度 ケッセイノウド
血清反応 ケッセイハンノウ
血清病 ケッセイビョウ
血清リゾチーム ケッセイリゾチーム
血清療法 ケッセイリョウホウ
結石 ケッセキ
結節 ケッセツ
結節状腫大 ケッセツジョウシュダイ
結節性過形成 ケッセツセイカケイセイ
結節性筋膜炎 ケッセツセイキンマクエン
結節性硬化症 ケッセツセイコウカショウ

antithrombotic drug
thrombocythemia
thrombocytopenia
thrombocytopenic purpura
blood platelet count
thrombasthenia
platelet transfusion
platelet-derived growth factor
（PDGF）
plasma ﬁbrinogen
plasma ﬁbronectin
plasma skimming
crystal grain
grain boundary
grain reﬁned alloy
missing tooth
absence，seizure
serum
serology
serodiagnosis，serologic diagnosis
serodiagnosis，serologic diagnosis
serum calcium
blood calcium homeostasis
serum hepatitis
serum enzyme
serum antibody test
serum cholinesterase
serum lipid
serum diapedesis
serumal calculus
quantitative determination of serum
protein
serum protein fractionation
serum iron
serum concentration
serological reaction
serum sickness
serum lysozyme
serotherapy，serum therapy
calculus
tubercle
nodularity
nodular hyperplasia
nodular fasciitis
tuberous sclerosis
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ケッセツセイコ

結節性紅斑 ケッセツセイコウハン
結節性多発動脈炎 ケッセツセイタハツドウミャクエン
結節性動脈周囲炎 ケッセツセイドウミャクシュウイエン
結節性リンパ腫 ケッセツセイリンパシュ
結節縫合 ➡ 単純縫合 ケッセツホウゴウ
血栓 ケッセン
血栓症 ケッセンショウ
血栓性血小板減少性紫斑病
ケッセンセイケッショウバンゲンショウセイシハンビョウ

血栓性静脈炎 ケッセンセイジョウミャクエン
血栓塞栓症 ケッセンソクセンショウ

ケ

血栓溶解薬 ケッセンヨウカイヤク
欠測値 ケッソクチ
欠損 ケッソン
欠損歯数 ケッソンシスウ
欠損歯列 ケッソンシレツ
血痰 ケッタン
血中アルコール濃度 ケッチュウアルコールノウド
血中アルブミン ケッチュウアルブミン
血中濃度 ケッチュウノウド
血中薬物 ケッチュウヤクブツ
血中薬物濃度曲線下面積

erythema nodosum
polyarteritis nodosa（PN）
periarteritis nodosa（PN）
nodular lymphoma
knotted suture
thrombus
thrombosis
thrombotic thrombocytopenic
purpura
thrombophlebitis
thromboembolism，
thromboembolic disorder
thrombolytic drug
missing data
defect，missing tooth
number of missing tooth
partially edentulous
bloody sputum
blood alcohol concentration
blood albumin
blood concentration
drug in the blood
area under curve（AUC）

ケッチュウヤクブツノウドキョクセンカメンセキ

決定行列 ケッテイギョウレツ
決定係数 ケッテイケイスウ
決定樹 ケッテイジュ
決定臓器 ケッテイゾウキ
決定組織 ケッテイソシキ
血糖 ケットウ
血糖値 ケットウチ
血尿 ケツニョウ
げっぷ ゲップ
血餅 ケッペイ
欠乏 ケツボウ
結膜炎 ケツマクエン
結膜反射 ケツマクハンシャ
血友病 ケツユウビョウ
血友病 A ケツユウビョウエー
血友病 C ケツユウビョウシー
血友病性関節 ケツユウビョウセイカンセツ
血友病性関節症 ケツユウビョウセイカンセツショウ
血友病 B ケツユウビョウビー
血流 ケツリュウ
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decision matrix
coeﬃcient of determination
decision tree
critical organ
critical tissue
blood sugar
blood glucose，plasma glucose
hematuria
burping
blood clot
deﬁciency
conjunctivitis
conjunctival reﬂex
hemophilia
hemophilia A
hemophilia C
hemophilic joint，bleeder joint
hemophilic arthritis，
hemophilic arthropathy
hemophilia B，Christmas disease
blood ﬂow

ゲルストマンス

血流アーチファクト ケツリュウアーチファクト
血流アーチファクト抑制 ケツリュウアーチファクトヨクセイ
血流アーチファクト抑制法 ケツリュウアーチファクトヨクセイホウ
血流途絶 ケツリュウトゼツ
血流剝離 ケツリュウハクリ
ケトーシス ケトーシス
ケトース ケトース
解毒 ゲドク
解毒薬 ゲドクヤク
ケトチフェン ケトチフェン
ケトプロフェン ケトプロフェン
ケトン ケトン
ケトン体 ケトンタイ
解熱作用 ゲネツサヨウ
解熱鎮痛薬 ゲネツチンツウヤク
解熱薬 ➡ 解熱鎮痛薬 ゲネツヤク
ケネディーの分類 ケネディーノブンルイ
ケネディーバー ケネディーバー
ゲノム ゲノム
ゲノムインプリンティング ゲノムインプリンティング
ケミカルサージェリー ケミカルサージェリー
ケミカルシフト ➡ 化学シフト ケミカルシフト
ケミカルシフトアーチファクト
➡ 化学シフトアーチファクト ケミカルシフトアーチファクト
ケミカルシフトイメージング
➡ 化学シフトイメージング ケミカルシフトイメージング
ケミカルシフト画像 ケミカルシフトガゾウ
ケミカルメディエーター ➡ 化学伝達物質

blood ﬂow artifact
blood ﬂow artifacts suppression
blood ﬂow artifacts suppression
technique（BFAST）
interruption of blood ﬂow
ﬂow separation
ketosis
ketose
detoxication
antidote
ketotifen，ketotifen fumarate
ketoprofen
ketone
ketone body
antipyretic action
antipyretic analgesic agent
antipyretic，fever drug
Kennedy classiﬁcation
Kennedy bar
genome
genome imprinting
chemical surgery
chemical shift
chemical shift artifact
chemical shift imaging（CSI）
chemical shift image
chemical mediator

ケミカルメディエーター

ケミクレーブ ケミクレーブ
ケラタン硫酸 ケラタンリュウサン
ケラチン ケラチン
ケラトヒアリン ケラトヒアリン
ケラト硫酸 ケラトリュウサン
ゲラン骨折 ゲランコッセツ
下痢 ゲリ
ゲル ゲル
ゲル化 ゲルカ
ゲル化温度 ゲルカオンド
ゲル化時間 ゲルカジカン
ゲル化反応 ゲルカハンノウ
ゲルクロマトグラフィー ゲルクロマトグラフィー
ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病
ゲルストマンストロイスラーシャインカービョウ

chemiclave
keratan sulfate
keratin
keratohyaline
keratosulfate
Guérin fracture
diarrhea
gel
geliﬁcation，gelation
gelation temperature
gelation time
gelation reaction
gel chromatography
Gerstmann-Straussler-Scheinker
disease（GSS）
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ゲルデンキエイ

ケ

ゲル電気泳動 ゲルデンキエイドウ
ゲル内沈降反応 ゲルナイチンコウハンノウ
ケルビズム ケルビズム
ケルビズム症 ケルビズムショウ
ゲルベル隆起 ゲルベルリュウキ
ゲル濾過 ゲルロカ
ケロイド ケロイド
腱 ケン
減圧 ゲンアツ
減圧手術 ゲンアツシュジュツ
減圧神経 ゲンアツシンケイ
減圧弁 ゲンアツベン
健胃薬 ケンイヤク
牽引 ケンイン
牽引型
【歯間分離の】 ケンインガタ（シカンブンリノ）
原因菌 ゲンインキン
牽引整復法 ケンインセイフクホウ
牽引側 ケンインソク
牽引反射 ケンインハンシャ
原因物質 ゲンインブッシツ
牽引分離 ケンインブンリ
牽引法 ケンインホウ
原因療法 ゲンインリョウホウ
牽引力 ケンインリョク
幻影細胞 ゲンエイサイボウ
幻影細胞性歯原性癌 ゲンエイサイボウセイシゲンセイガン
原栄養体 ゲンエイヨウタイ
検疫 ケンエキ
検疫感染症 ケンエキカンセンショウ
検疫法 ケンエキホウ
腱炎 ケンエン
腱延長 ケンエンチョウ
腱延長術

ケンエンチョウジュツ

検温 ケンオン
限界希釈法 ゲンカイキシャクホウ
原外傷 ゲンガイショウ
限外濾過 ゲンガイロカ
けん化価 ケンカカ
幻覚 ゲンカク
原核生物 ゲンカクセイブツ
幻覚薬 ゲンカクヤク
腱滑膜炎 ケンカツマクエン
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gel electrophoresis
gel precipitation reaction
cherubism
cherubism
Gerber bulge
gel ﬁltration
keloid
cord，tendon
decompression
decompression surgery
depressor nerve
reducing valve
stomachic
traction
traction type
causative organism
reduction with traction
tension side
traction reﬂex
causative agent
traction type separator
traction
causative treatment，
causal treatment
traction force，force of traction
ghost cell
ghost cell odontogenic carcinoma
prototroph
quarantine
quarantine infectious disease
quarantine law
tendinitis，tenositis
tendon elongation，
tendon lengthening
tendon elongation，
tendon lengthening
thermometry
limiting dilution method
primal trauma
ultraﬁltration
saponiﬁcation value
hallucination
procaryote，prokaryote
hallucinogen
tendosynovitis

ケンコウシヒョ

減感現像 ゲンカンゲンゾウ
嫌気ジャー ケンキジャー
嫌気性感染症 ケンキセイカンセンショウ
嫌気性菌 ケンキセイキン
嫌気性代謝 ケンキセイタイシャ
嫌気培養装置 ケンキバイヨウソウチ
嫌気培養チェンバー ケンキバイヨウチェンバー
研究用模型 ケンキュウヨウモケイ
限局型若年性歯周炎 ゲンキョクガタジャクネンセイシシュウエン
限局矯正

ゲンキョクキョウセイ

限局性 ゲンキョクセイ
限局性エナメル質減形成 ゲンキョクセイエナメルシツゲンケイセイ
限局性学習症 ゲンキョクセイガクシュウショウ
限局性化骨性筋炎 ゲンキョクセイカコツセイキンエン
限局性強皮症 ゲンキョクセイキョウヒショウ
限局性骨異形成症 ゲンキョクセイコツイケイセイショウ
限局性骨ジストロフィー ゲンキョクセイコツジストロフィー
限局性歯牙異形成症 ゲンキョクセイシガイケイセイショウ
限局性石灰沈着症 ゲンキョクセイセッカイチンチャクショウ
限局性線維性骨膜炎 ゲンキョクセイセンイセイコツマクエン
限局性の ゲンキョクセイノ
腱筋形成 ケンキンケイセイ
腱筋形成術 ケンキンケイセイジュツ
腱筋切除 ケンキンセツジョ
腱筋切除術 ケンキンセツジョジュツ
原形質 ゲンケイシツ
原形質体 ゲンケイシツタイ
原形質毒 ゲンケイシツドク
腱形成 ケンケイセイ
腱形成術

ケンケイセイジュツ

言語 ゲンゴ
健康 ケンコウ
健康維持 ケンコウイジ
健康格差 ケンコウカクサ
健康学習 ケンコウガクシュウ
健康管理 ケンコウカンリ
健康危機管理 ケンコウキキカンリ
健康教育 ケンコウキョウイク
健康指標 ケンコウシヒョウ

development after desensitizing
anaerobic jar
anaerobic infection
anaerobes
anaerobic metabolism
anaerobic culture apparatus
anaerobic culture chamber
study cast，study model
localized juvenile periodontitis
（LJP）
minor tooth movement（MTM），
limited orthodontic treatment
（LOT）
focal，localized
localized enamel hypoplasia
speciﬁc learning disorder
myositis ossiﬁcans circumscripta
circumscribed scleroderma
focal osseous dysplasia
localized osteodystrophy
regional odontodysplasia
focal calcinosis
localized periostitis ﬁbrosa
localized
tenomyoplasty，tenontomyoplasty
tenomyoplasty，tenontomyoplasty
tenomyotomy
tenomyotomy
protoplasm
protoplast
protoplasmic poison
tendon plasty，tenoplasty，
tenotoplasty
tendon plasty，tenoplasty，
tenotoplasty
language，speech
health
health maintenance
health inequalities，
health disparities
health instruction
health administration，health care
health risk management
health education
health index
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ケンコウジュミ

健康寿命 ケンコウジュミョウ
肩甲上神経ブロック ケンコウジョウシンケイブロック
健康状態 ケンコウジョウタイ
健康診査 ケンコウシンサ

健康診断 ➡ 健康診査

ケ

ケンコウシンダン

健康水準 ケンコウスイジュン
肩甲舌骨筋 ケンコウゼッコツキン
肩甲舌骨筋上頸部郭清術

healthy life expectancy
suprascapular nerve block
health condition
periodic health examination，
periodical health examination，
medical examination，health
checking，medical check-up
medical examination，
health checking
health level
omohyoid muscle
supraomohyoid neck dissection

ケンコウゼッコツキンジョウケイブカクセイジュツ

健康増進事業 ケンコウゾウシンジギョウ
健康増進法 ケンコウゾウシンホウ
健康相談 ケンコウソウダン
健康手帳 ケンコウテチョウ
健康日本 21 ケンコウニッポンニジュウイチ
健康日本 21【第二次】 ケンコウニッポンニジュウイチ（ダイニジ）
健康の社会経済的要因 ケンコウノシャカイケイザイテキヨウイン
健康被害 ケンコウヒガイ
健康保険 ケンコウホケン
健康保険法 ケンコウホケンホウ
健康保持増進対策 ケンコウホジゾウシンタイサク
健康リテラシー ケンコウリテラシー
言語機能 ゲンゴキノウ
言語機能障害 ゲンゴキノウショウガイ
言語識別障害 ゲンゴシキベツショウガイ
言語障害

ゲンゴショウガイ

言語中枢 ゲンゴチュウスウ
言語聴覚士 ゲンゴチョウカクシ
言語聴覚療法 ゲンゴチョウカクリョウホウ
腱固定 ケンコテイ
腱固定術 ケンコテイジュツ
言語的コミュニケーション ゲンゴテキコミュニケーション
言語発達 ゲンゴハッタツ
言語野 ゲンゴヤ
言語療法 ゲンゴリョウホウ
現在歯 ゲンザイシ
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health promotion service
Health Promotion Law
health counseling，
health consultation
health care notebook
Healthy Japan 21
Healthy Japan 21（2nd term）
socioeconomic factor of health
health damage
health insurance
Health Insurance Law
health protection and promotion
measure
health literacy
speech function
language impairment
impairment of speech
discrimination
speech disorder，
speech disturbance
speech center
speech-language-hearing therapists
（ST）
speech-language-hearing therapy
tenodesis
tenodesis
verval communication
language development，
speech development
speech area
speech therapy
present tooth

ゲンシホウシャ

現在歯数 ゲンザイシスウ
顕在性不安検査 ケンザイセイフアンケンサ
検査環境【集団検診の】 ケンサカンキョウ（シュウダンケンシンノ）
研削 ケンサク
研削材 ケンサクザイ
研削能率 ケンサクノウリツ
研削用具 ケンサクヨウグ
検査効率【装置】 ケンサコウリツ（ソウチ）
検査誤差 ケンサゴサ
検査者間誤差 ケンサシャカンゴサ
検査者内誤差 ケンサシャナイゴサ
検査手術 ケンサシュジュツ
検査表 ケンサヒョウ
検査用模型【歯周疾患の】 ケンサヨウモケイ（シシュウシッカンノ）
検死 ケンシ
検視
絹糸

ケンシ
ケンシ

幻肢 ゲンシ
犬歯遠心移動 ケンシエンシンイドウ
犬歯オフセット ケンシオフセット
犬歯窩 ケンシカ
原子核 ゲンシカク
原子核乾板 ゲンシカクカンパン
犬歯間舌側バー ケンシカンゼッソクバー
犬歯間幅径 ケンシカンフクケイ
犬歯間保定装置 ケンシカンホテイソウチ
原子吸光分析 ゲンシキュウコウブンセキ
原始口蓋 ➡ 一次口蓋 ゲンシコウガイ
原子構造 ゲンシコウゾウ
原始性囊胞 ゲンシセイノウホウ
幻肢痛 ゲンシツウ
幻歯痛 ゲンシツウ
犬歯低位唇側転位 ケンシテイイシンソクテンイ
原子番号 ゲンシバンゴウ
原始反射 ゲンシハンシャ
原始鼻腔 ゲンシビクウ
原始鼻中隔 ゲンシビチュウカク
原子放射線の影響に関する国連科学委員会
ゲンシホウシャセンノエイキョウニカンスルコクレンカガクイインカイ

number of present teeth
manifest anxiety scale（MAS）
examination surroundings
grinding
grinding material
grinding eﬃciency
grinding device
patient throughput，
inspection eﬃciency
examination error
inter-examiner error
intra-examiner error
exploratory operation
test chart
diagnostic model
postmortem examination，
necropsy，inquest
inspection
silkbraid，silk suture，
silken threads
phantom limb
canine distal retraction
canine oﬀset
canine fossa
nucleus
nuclear plate
canine-to-canine lingual bar
intercanine width
canine-to-canine retainer
atomic adsorption
spectrophotometry
primitive palate
atomic structure
primordial cyst
phantom limb pain
phantom tooth pain
high canine，
infralabioversion of canine
atomic number
primitive reﬂex
primary nasal cavity
primitive nasal septum
United Nations Scientiﬁc Committee on the Eﬀects of Atomic
Radiation（UNSCEAR）
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ケ

ゲンジャク

減弱
【X 線の】 ゲンジャク（エックスセンノ）
減弱係数 ゲンジャクケイスウ
原臭 ゲンシュウ
腱周囲炎 ケンシュウイエン
犬歯誘導 ➡ 犬歯誘導咬合 ケンシユウドウ
犬歯誘導咬合 ケンシユウドウコウゴウ
検出基準【歯科集団検診の】

attenuation
attenuation coeﬃcient
primary odor
peritendinitis
cuspid guidance，canine guidance
cuspid protected occlusion
detection criteria

ケンシュツキジュン（シカシュウダンケンシンノ）

検出量子効率

ケ

ケンシュツリョウシコウリツ

検出力 ケンシュツリョク
腱受容器 ケンジュヨウキ
腱鞘 ケンショウ
現症 ゲンショウ
腱鞘炎 ケンショウエン
原子力発電 ゲンシリョクハツデン
原子力発電所 ゲンシリョクハツデンショ
原子炉 ゲンシロ
検診 ケンシン
減衰 ゲンスイ
減衰係数 ゲンスイケイスウ
懸垂術 ケンスイジュツ
懸垂装置 ケンスイソウチ
懸垂縫合 ケンスイホウゴウ
腱性懸垂術 ケンセイケンスイジュツ
原生生物 ゲンセイセイブツ
原生セメント質 ➡ 無細胞セメント質
原生象牙質 ゲンセイゾウゲシツ
腱切除 ケンセツジョ
腱切除術 ケンセツジョジュツ
腱切除短縮 ケンセツジョタンシュク
腱切除短縮術 ケンセツジョタンシュクジュツ
原線維 ゲンセンイ
健全歯 ケンゼンシ
現像 ゲンゾウ
現像液 ゲンゾウエキ
現像核 ゲンゾウカク
現像かぶり ゲンゾウカブリ
現像効果 ゲンゾウコウカ
幻想歯根 ゲンソウシコン
現像主剤 ゲンゾウシュザイ
現像主薬 ゲンゾウシュヤク
現像促進剤 ゲンゾウソクシンザイ
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ゲンセイセメントシツ

detective quantum eﬃciency
（DQE）
power of test
tendon receptor，tendon organ
tendon sheath
present status
peritendinitis，tendovaginitis，
tenosynovitis
nuclear power generation
nuclear power plant
nuclear reactor
medical examination
attenuation
attenuation coeﬃcient
suspension
suspension system，
suspension device
suspensory sling suture
tenosuspension
protist
primary cementum
primary dentin
tenectomy
tenectomy
tenonectomy
tenonectomy
ﬁbrils
sound tooth
development
developing solution，developer
development nucleus
development fog
development eﬀect
phantom root
developing agent
developing agent
development accelerator

ゲンパツセイタ

現像停止液 ゲンゾウテイシエキ
現像添加剤 ゲンゾウテンカザイ
現像能力 ゲンゾウノウリョク
現像保恒剤 ➡ 現像保護剤 ゲンゾウホコウザイ
現像保護剤 ゲンゾウホゴザイ
現像むら ゲンゾウムラ
現像抑制剤 ゲンゾウヨクセイザイ
倦怠感 ケンタイカン
検体検査 ケンタイケンサ
懸濁化剤 ケンダクカザイ
懸濁重合 ケンダクジュウゴウ
懸濁注射剤 ケンダクチュウシャザイ
ゲンタマイシン ゲンタマイシン
腱断裂 ケンダンレツ
検知閾値 ケンチイキチ
原虫 ゲンチュウ
原虫学 ゲンチュウガク
原虫症 ゲンチュウショウ
原虫性疾患 ゲンチュウセイシッカン
減張切開 ゲンチョウセッカイ
減張縫合 ゲンチョウホウゴウ
腱痛 ケンツウ
幻痛 ゲンツウ
検定
【統計の】 ケンテイ（トウケイノ）
見当識 ケントウシキ
見当識障害 ケントウシキショウガイ
検尿 ケンニョウ
原尿 ゲンニョウ
現任研修 ゲンニンケンシュウ
原爆症 ゲンバクショウ
原爆手帳 ゲンバクテチョウ
現場研究 ゲンバケンキュウ
原発 ゲンパツ
原発性 ゲンパツセイ
原発性アミロイド症 ゲンパツセイアミロイドショウ
原発性アルドステロン症 ➡ コーン症候群

stop solution，stop bath
developer additive
developing capacity
development preserver
development preserver
uneven development
development restrainer
boredom，malaise，feebleness
specimen examination
suspending agent
suspension polymerization
suspending injection
gentamicin，gentamicin sulfate
tendon rupture
detection threshold
protozoa
protozoology
protozoiasis
protozoa disease
release incision，relaxation section
relaxation suture，relief suture
tenalgia
phantom pain
test
orientation
disorientation
urinalysis
primitive urine
in-service training
atomic bomb injury
atomic bomb survivor handbook
ﬁeld study
primary
primary
primary amyloidosis
primary aldosteronism（PA）

ゲンパツセイアルドステロンショウ

原発性硬化性胆管炎

ゲンパツセイコウカセイタンカンエン

原発性高脂血症 ゲンパツセイコウシケッショウ
原発性口内炎 ゲンパツセイコウナイエン
原発性骨内癌 ➡ 顎骨中心性癌 ゲンパツセイコツナイガン
原発性性腺機能低下症 ゲンパツセイセイセンキノウテイカショウ
原発性胆汁性肝硬変 ゲンパツセイタンジュウセイカンコウヘン

primary sclerosing cholangitis
（PSC）
primary hyperlipemia
primary stomatitis
initial intraosseous carcinoma，
primary intraosseous carcinoma
primary hypogonadism
primary biliary cirrhosis（PBC）
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ゲンパツセイト

あ

原発性疼痛 ゲンパツセイトウツウ
原発性肺高血圧症 ゲンパツセイハイコウケツアツショウ
原発性免疫不全症候群 ゲンパツセイメンエキフゼンショウコウグン
原発巣 ゲンパツソウ
原発不明腫瘍 ゲンパツフメイシュヨウ

コ

腱反射 ケンハンシャ
瞼板縫合術 ケンバンホウゴウジュツ
現病歴 ゲンビョウレキ
見物効果 ケンブツコウカ
健忘 ケンボウ
肩峰 ケンポウ
腱縫合 ケンホウゴウ
腱縫合術

ケンホウゴウジュツ

あ

あ

あ

健忘症 ケンボウショウ
腱紡錘 ケンボウスイ
研磨 ケンマ
腱膜 ケンマク
腱膜切除 ケンマクセツジョ
腱膜切除術 ケンマクセツジョジュツ
腱膜切離 ケンマクセツリ
腱膜切離術 ケンマクセツリジュツ
腱膜縫合 ケンマクホウゴウ
腱膜縫合術 ケンマクホウゴウジュツ
研磨材 ケンマザイ
研磨法 ケンマホウ
原薬粉末 ゲンヤクフンマツ
眩量 ゲンリョウ
検量線 ケンリョウセン
減力
【X 線写真処理】 ゲンリョク（エックスセンシャシンショリ）

あ

あ

primary pain
primary pulmonary hypertension
primary immunodeﬁciency
syndrome
primary focus，primary lesion
occult primary tumor，tumor of
unknown primary，tumor of unknown origin，unknown primary
tumor
tendon reﬂex，tendon jerk
tarsorraphy
history of present illness
audience eﬀect
amnesia
acromion
tenorrhaphy，tendon suture，
tenosuture
tenorrhaphy，tendon suture，
tenosuture
amnesia
tendon organ
polishing
aponeurosis
aponeuretomy
aponeuretomy
aponeurotomy
aponeurotomy
aponeurorrhaphy
aponeurorrhaphy
polishing agent，polishing material
polishing method
bulk powder
vertigo
calibration curve，working curve
reduction

コ
コアグラーゼ コアグラーゼ
コア材 コアザイ
コアタンパク質 コアタンパクシツ
コア陶材 コアトウザイ
コア用アルミナ陶材 コアヨウアルミナトウザイ
コイスの分類 コイスノブンルイ
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coagulase
core material
core protein
core porcelain
aluminous core ceramic
Kois classiﬁcation

コウエネルギー

コイルスプリング コイルスプリング
誤飲 ゴイン
孔 コウ
溝 コウ
高 IgE 症候群 コウアイジーイーショウコウグン
抗悪性腫瘍薬 コウアクセイシュヨウヤク
高圧液体クロマトグラフィー コウアツエキタイクロマトグラフィー
高圧液体クロマトグラフィー法
コウアツエキタイクロマトグラフィーホウ

高圧撮影 コウアツサツエイ
高圧撮影法 コウアツサツエイホウ
高圧酸素療法 コウアツサンソリョウホウ
高圧蒸気滅菌

コウアツジョウキメッキン

高圧蒸気滅菌器
高圧蒸気滅菌法

コウアツジョウキメッキンキ
コウアツジョウキメッキンホウ

降圧反射 コウアツハンシャ
降圧薬 コウアツヤク
降圧利尿剤 コウアツリニョウザイ
抗アレルギー薬 コウアレルギーヤク
行為 コウイ
後位 コウイ
高位 コウイ
高位
【歯の】 コウイ（ハノ）
広域可動性フラップ コウイキカドウセイフラップ
広域抗菌スペクトル コウイキコウキンスペクトル
広域抗生物質 コウイキコウセイブッシツ
高位咬合 コウイコウゴウ
高位歯 コウイシ
後遺症 コウイショウ
口咽頭エアウェイ コウイントウエアウェイ
口咽頭膜 コウイントウマク
抗ウイルス薬 コウウイルスヤク
抗齲蝕性 コウウショクセイ
抗齲蝕免疫 コウウショクメンエキ
抗うつ薬 コウウツヤク
紅暈 コウウン
高エコー域 コウエコーイキ
高エネルギー X 線 コウエネルギーエックスセン
高エネルギー放射線治療 コウエネルギーホウシャセンチリョウ

coil spring
accidental ingestion
foramen
groove
hyper IgE syndrome
antineoplastic agent
high pressure liquid chromatography（HPLC），high performance
liquid chromatography（HPLC）
high pressure liquid
chromatography（HPLC）
high voltage radiography
high voltage radiography
hyperbaric oxygen therapy，
hyperbaric oxygenation（HBO）
steam sterilization under pressure，
high pressure steam sterilization
autoclave
steam sterilization under pressure，
high pressure steam sterilization
depressor reﬂex
hypotensive drug
hypotensive diuretic
antiallergic agent
practice，action
retroposition
elevation
supraeruption
widely mobilized ﬂap
broad antibacterial spectrum
broad spectrum antibiotic
supraocclusion
supraversion，hypsodont
sequela，after eﬀect of disease
oropharyngeal airway
buccopharyngeal membrane，
oropharyngeal membrane
antiviral drug
anticariogenicity
anticaries immunity
antidepressant agent
red halo
hyperechoic area
high energy X-ray
high energy radiotherapy
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コウエネルギー

コ

高エネルギーリン酸結合 コウエネルギーリンサンケツゴウ
高 LET 放射線 コウエルイーティーホウシャセン
好塩基球 コウエンキキュウ
好塩菌 コウエンキン
抗炎症作用 コウエンショウサヨウ
抗炎症薬 コウエンショウヤク
後円板ひだ コウエンバンヒダ
構音 コウオン
構音位置 コウオンイチ
構音位置づけ法 コウオンイチヅケホウ
恒温器 コウオンキ
構音器官 コウオンキカン
構音機能 コウオンキノウ
高温菌 コウオンキン
構音訓練 コウオンクンレン
構音検査 コウオンケンサ
構音障害 コウオンショウガイ
恒温槽 コウオンソウ
高温鋳造 コウオンチュウゾウ
高温鋳造用埋没材 コウオンチュウゾウヨウマイボツザイ
恒温動物 コウオンドウブツ
構音様式 コウオンヨウシキ
高温割れ コウオンワレ
口窩 コウカ
硬化 コウカ
硬化
【樹脂の】 コウカ（ジュシノ）
公害 コウガイ
口蓋 コウガイ
口蓋咽頭弓 コウガイイントウキュウ
口蓋咽頭筋 コウガイイントウキン
口蓋架 コウガイカ
口蓋化構音 コウガイカコウオン
口蓋癌 コウガイガン
口蓋弓 コウガイキュウ
口蓋形成 コウガイケイセイ
口蓋形成術 コウガイケイセイジュツ
鉤外形線 コウガイケイセン
口蓋形態 コウガイケイタイ
口蓋後縁封鎖 コウガイコウエンフウサ
口蓋骨 コウガイコツ
口蓋床 コウガイショウ
口蓋小窩 コウガイショウカ
口蓋振動線 コウガイシンドウセン
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high energy phosphate bond
high LET radiation
basophil
halophile，halophilic bacteria
anti-inﬂammatory action
anti-inﬂammatory drug
posterior discal folds
articulation
place of articulation
phonetic placement
incubator
articulatory organs
articulatory function
thermophilic bacteria
articulation therapy
articulation test
articulatory disorder，
dyslalia，aphonia
thermostatic bath
high-temperature casting
investment for high-fusing alloy
homeothermic animal
manner of articulation
hot crack
stomodeum
hardening，sclerosis
cure
environmental pollution，
public nuisance
palate
palatopharyngeal arch
palatopharyngeal muscle
palatal shelf
palatalized misarticulation
carcinoma of palate
faucial pillar
palatoplasty
palatoplasty
outline of clasp
palatine form
posterior palatal seal
palatine bone
palatal plate
palatine foveola
palatal vibration line

コウカイヨウヤ

口蓋垂 コウガイスイ
口蓋垂炎 コウガイスイエン
口蓋垂筋 コウガイスイキン
口蓋垂欠損症 コウガイスイケッソンショウ
口蓋垂軟口蓋咽頭形成術
コウガイスイナンコウガイイントウケイセイジュツ

口蓋垂裂 コウガイスイレツ
口蓋皺壁 ➡ 口蓋ひだ コウガイスウヘキ
口蓋舌弓 コウガイゼツキュウ
口蓋舌筋 コウガイゼッキン
口蓋腺 コウガイセン
口蓋栓塞子 コウガイセンソクシ
口蓋側面 コウガイソクメン
口蓋側面重積症 コウガイソクメンジュウセキショウ
口蓋突起 コウガイトッキ
口蓋乳頭囊胞 コウガイニュウトウノウホウ
口蓋粘膜 コウガイネンマク
口蓋粘膜骨膜弁 コウガイネンマクコツマクベン
口蓋粘膜弁法 コウガイネンマクベンホウ
口蓋膿瘍 コウガイノウヨウ
口蓋帆 コウガイハン
口蓋板 ➡ 口蓋突起 コウガイバン
口蓋帆挙筋 コウガイハンキョキン
口蓋帆挙筋位置異常 コウガイハンキョキンイチイジョウ
口蓋反射 コウガイハンシャ
口蓋帆張筋 コウガイハンチョウキン
口蓋ひだ コウガイヒダ
公害病患者 コウガイビョウカンジャ
口外描記法 コウガイビョウキホウ
口蓋平面【セファロ分析の】 コウガイヘイメン（セファロブンセキノ）
口蓋弁 コウガイベン
口蓋弁後方移動術 コウガイベンコウホウイドウジュツ
口蓋弁再後方移動術 コウガイベンサイコウホウイドウジュツ
口蓋扁桃 コウガイヘントウ
口外法【X 線撮影】 コウガイホウ（エックスセンサツエイ）
口外法 X 線検査 コウガイホウエックスセンケンサ
口外法撮影用 X 線フィルム

uvula
uvulitis
uvular muscle
absence of uvula
uvulopalatopharyngoplasty
（UPPP）
cleft uvula，uvula biﬁda
palatine rugae
palatoglossal arch
palatoglossal muscle
palatine gland
palatal obturator
palatal side surface
palatal invagination
palatine process
cyst of papilla palatina
mucous membrane of palate，
palatine mucosa
palatal mucoperiosteal ﬂap
supraperiosteal palatal ﬂap method
palatal abscess
velum palatinum，palatine velum
palatal plate
levator veli palatini muscle
malposition of tensor palati muscle
palatal reﬂex
tensor veli palatini muscle
palatine rugae
pollution disease patient，patient
with pollution-related disease
extraoral tracing method
palatal plane
palatal ﬂap
palatal push back operation
palatal repush back operation
palatine tonsil
extraoral radiography
extraoral radiographic examination
extraoral X-ray ﬁlm

コウガイホウサツエイヨウエックスセンフィルム

口蓋縫線 コウガイホウセン
口蓋補綴 コウガイホテツ
口蓋麻痺 ➡ 軟口蓋麻痺
口蓋面 コウガイメン
抗潰瘍薬 コウカイヨウヤク

コウガイマヒ

palatine raphe
palatal prosthesis
palatoplegia
palatal surface
antiulcer drug
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コウガイリュウ

口蓋隆起 コウガイリュウキ
口蓋隆起形成術 コウガイリュウキケイセイジュツ
口蓋裂 コウガイレツ
口蓋裂溝 コウガイレッコウ
口蓋瘻 コウガイロウ
硬化液 コウカエキ
光化学作用 コウカガクサヨウ
硬化機構 コウカキコウ
口角 コウカク
光学異性体 コウガクイセイタイ
光学印象 コウガクインショウ
口角炎 コウカクエン
口角下制筋 コウカクカセイキン

コ

口角挙筋 コウカクキョキン
光学系 コウガクケイ
光学顕微鏡 コウガクケンビキョウ
口角鉤 コウカクコウ
抗核抗体 コウカクコウタイ
後顎舌骨筋窩 コウガクゼッコツキンカ
口角線 コウカクセン
広角断層撮影法 コウカクダンソウサツエイホウ
口角瘻 コウカクロウ
硬化骨 コウカコツ
硬化時間 コウカジカン
硬化収縮 コウカシュウシュク
硬化性萎縮性苔癬 コウカセイイシュクセイタイセン
硬化性血管腫 コウカセイケッカンシュ
硬化性骨炎 コウカセイコツエン
硬化性骨髄炎 コウカセイコツズイエン
硬化性脂肪肉芽腫 コウカセイシボウニクゲシュ
硬化性舌炎 コウカセイゼツエン
硬化性辺縁 コウカセイヘンエン
硬化象牙質
硬化促進剤

コウカゾウゲシツ
コウカソクシンザイ

硬化遅延剤 コウカチエンザイ
口渇 コウカツ
後滑膜部 コウカツマクブ
硬化熱処理 コウカネツショリ
硬化反応 コウカハンノウ
硬カプセル剤 コウカプセルザイ
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palatal torus
plasty of palatal torus
cleft palate，palatoschisis
palatogingival groove
palatal ﬁstula
sclerosed solution
photochemical eﬀect
setting mechanism
angulus oris，angle of mouth
optical isomer
optical impression
angular cheilitis，perleche
depressor anguli oris muscle，depressor muscle of angle of mouth
levator anguli oris muscle
optical system
light microscope
cheek retractor，mouth retractor，
retractor of mouth angle
antinuclear antibody
retromylohyoid space
cuspid line
wide-angle tomography
commissural pit
sclerotic bone
setting time
setting shrinkage
lichen sclerosis et atrophicans
（LSA）
sclerosing hemangioma
condensing ostitis
sclerosing osteomyelitis
sclerosing lipogranuloma
sclerosing glossitis
sclerotic border，sclerotic margin，
sclerotic rim
sclerotic dentin
setting accelerating agent，setting
accelerator
curing retardant
thirst
posterior synovial portion
hardening heat treatment
setting reaction
hard capsules

コウキコウレイ

後過分極 コウカブンキョク
後下方回転 コウカホウカイテン
硬化包帯 コウカホウタイ
硬化膨張 コウカボウチョウ
硬化膨張率 コウカボウチョウリツ
高カリウム血症 コウカリウムケッショウ
高カルシウム血症 コウカルシウムケッショウ
高カルシウム尿症 コウカルシウムニョウショウ
高カロリー輸液 コウカロリーユエキ
高カロリー輸液療法 コウカロリーユエキリョウホウ
口乾 コウカン
交換
【歯の】 コウカン（ハノ）
抗癌抗生物質 コウガンコウセイブッシツ
槓杆作用 コウカンサヨウ
合眼症 ゴウガンショウ
交感神経 コウカンシンケイ
交感神経依存性疼痛 コウカンシンケイイゾンセイトウツウ
交感神経芽細胞腫

コウカンシンケイガサイボウシュ

交感神経幹 コウカンシンケイカン
交感神経緊張 コウカンシンケイキンチョウ
交感神経緊張症 コウカンシンケイキンチョウショウ
交感神経興奮薬 コウカンシンケイコウフンヤク
交感神経作動薬 コウカンシンケイサドウヤク
交感神経作用 コウカンシンケイサヨウ
交感神経刺激症候群 コウカンシンケイシゲキショウコウグン
交感神経遮断薬 コウカンシンケイシャダンヤク
交感神経障害 コウカンシンケイショウガイ
交感神経性 コウカンシンケイセイ
交感神経性血管拡張神経

after-hyperpolarization
downward and backward rotation
stiﬀened bandage
setting expansion
coeﬃcient of setting expansion
hyperkalemia，hyperpotassemia
hypercalcemia
hypercalciuria
intravenous hyperalimentation
hyperalimentation
dry mouth
successional replacement
anticancer antibiotic
lever action
synophthalmia
sympathetic nerve
sympathetically maintained pain
（SMP）
sympath oblastoma，sympathic
oblastoma
sympathetic trunk
sympaticotonia
sympaticotonia
adrenergic agent，
sympathomimetic drug
sympathomimetic agent
sympathomimetic action
sympathetic irritation syndrome
sympatholytic drug
sympathicopathy
sympathomimetic
sympathetic vasodilator

コウカンシンケイセイケッカンカクチョウシンケイ

交感神経非依存性疼痛

コウカンシンケイヒイゾンセイトウツウ

後関節突起 コウカンセツトッキ
高感度フィルム コウカンドフィルム
高γグロブリン血 コウガンマグロブリンケツ
高γグロブリン血症 コウガンマグロブリンケッショウ
後顔面高 コウガンメンコウ
交換輸血 コウカンユケツ
後期
【細胞分裂の】 コウキ（サイボウブンレツノ）
後期高齢者 コウキコウレイシャ

sympathetically independent pain
（SIP）
postglenoid process
high speed ﬁlm
hyperγ-globulinemia
hyperγ-globulinemia
posterior facial height
exchange transfusion
anaphase
the latter-stage elderly，old-old
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コウキコウレイ

後期高齢者医療広域連合
コウキコウレイシャイリョウコウイキレンゴウ

後期高齢者医療制度

コ

コウキコウレイシャイリョウセイド

好気性菌 コウキセイキン
好気性代謝 コウキセイタイシャ
抗基底膜抗体 コウキテイマクコウタイ
高機能化 コウキノウカ
高機能自閉症 コウキノウジヘイショウ
鉤脚 コウキャク
後臼歯 ➡ 大臼歯 コウキュウシ
口峡 コウキョウ
咬頰 コウキョウ
口峡咽頭癌 コウキョウイントウガン
口峡峡部 コウキョウキョウブ
抗凝固薬 コウギョウコヤク
抗凝固療法 コウギョウコリョウホウ
抗狭心症薬 コウキョウシンショウヤク
咬頰癖 コウキョウヘキ
咬筋 コウキン
合金 ゴウキン
抗菌因子 コウキンインシ
咬筋炎 コウキンエン
抗菌活性 コウキンカッセイ
咬筋筋膜 コウキンキンマク
抗菌作用 コウキンサヨウ
咬筋静脈 コウキンジョウミャク
咬筋神経 コウキンシンケイ
抗菌スペクトル コウキンスペクトル
抗菌性 コウキンセイ
抗菌性材料 コウキンセイザイリョウ
咬筋動脈 コウキンドウミャク
咬筋把握法 コウキンハアクホウ
拘禁反応 コウキンハンノウ
咬筋肥大症 コウキンヒダイショウ
抗菌物質 コウキンブッシツ
抗菌物質感受性テスト ➡ 薬剤感受性試験

wide area unions for the late-stage
medical care system for the
elderly
late-stage medical care system for
the elderly，medical insurance
system for late elderly people
aerobic bacteria
aerobic metabolism
anti-basement membrane antibody
high functionality
high-functioning autism
clasp tang
retromolar
fauces，oropharyngeal isthmus
cheek biting
carcinoma of oropharynx
isthmus of fauces
anticoagulant，anticoagulant agent
anticoagulant therapy
antianginal drug
cheek biting habit
masseter muscle
alloy
antibacterial agent
masseter inﬂammation
antibacterial activity
masseteric fascia
antibacterial action
masseteric vein
masseteric nerve
antibacterial spectrum
antibacterial property
antibacterial material
masseteric artery
masseter muscle palpating method
prison reaction
hypertrophy of masseter muscle
antibacterial agent，antibacterial
substance
antibacterial susceptibility test

コウキンブッシツカンジュセイテスト

抗菌薬 コウキンヤク
抗菌薬関連性下痢症 コウキンヤクカンレンセイゲリショウ
抗菌薬予防 コウキンヤクヨボウ
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antibacterial drug，antibiotics
antibiotic-associated diarrhea
antimicrobial prophylaxis

コウクウキノウ

抗菌薬予防投与

コウキンヤクヨボウトウヨ

抗菌薬療法 コウキンヤクリョウホウ
抗菌薬療法【歯周治療の】
コウキンヤクリョウホウ（シシュウチリョウノ）

口腔 コウクウ
口腔異常感症 コウクウイジョウカンショウ
口腔移送期 コウクウイソウキ
口腔咽頭期 コウクウイントウキ
口腔咽頭吸引 コウクウイントウキュウイン
口腔咽頭痛 コウクウイントウツウ
口腔咽頭パック コウクウイントウパック
口腔インプラント コウクウインプラント
口腔インプラント学 コウクウインプラントガク
口腔インプラント材料 コウクウインプラントザイリョウ
口腔衛生 コウクウエイセイ
口腔衛生学 コウクウエイセイガク
口腔衛生管理 コウクウエイセイカンリ
口腔温 コウクウオン
口腔外副子 コウクウガイフクシ
口腔解剖学 コウクウカイボウガク
口腔外補綴装置 コウクウガイホテツソウチ
口腔潰瘍腐食薬 コウクウカイヨウフショクヤク
口腔科学 コウクウカガク
口腔顎顔面外科学 コウクウガクガンメンゲカガク
口腔癌 コウクウガン
口腔感覚 コウクウカンカク
口腔環境 コウクウカンキョウ
口腔観察 コウクウカンサツ
口腔カンジダ症 コウクウカンジダショウ
口腔感染症 コウクウカンセンショウ
口腔乾燥感 コウクウカンソウカン
口腔乾燥症 コウクウカンソウショウ
口腔顔面痛 コウクウガンメンツウ
口腔顔面領域 コウクウガンメンリョウイキ
口腔関連 QOL コウクウカンレンキューオーエル
口腔期 コウクウキ
口腔奇形 コウクウキケイ
口腔機能 コウクウキノウ
口腔機能回復治療 コウクウキノウカイフクチリョウ
口腔機能管理 コウクウキノウカンリ

antibiotic prophylaxis，
antibiotic cover
antimicrobial therapy
periodontal antimicrobial therapy，
systemic anti-infective
periodontal therapy
oral cavity
oral malaisis，oral paresthesia
oral propulsion stage
oropharyngeal stage
oropharyngeal suction
oropharyngeal pain
oropharyngeal pack
oral implant，dental implant，
oral implantology
oral implantology
dental implant material
dental health，oral health
dental hygiene，oral hygiene
oral hygiene care，oral health care
oral temperature
extraoral splint
oral anatomy
extraoral prosthesis
caustics of oral ulcer
stomatology
oral and maxillofacial surgery
mouth cancer，oral cancer
oral sensation
oral environment
oral inspection
thrush，oral candidiasis
oral infection
feeling of oral dryness
dryness of mouth，xerostomia，
dry mouth
orofacial pain
orofacial region
quality of life on the oral health
oral stage
oral deformity
oral function
oral rehabilitation
oral rehabilitation and functional
care
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コウクウキノウ

口腔機能検査 コウクウキノウケンサ
口腔機能向上サービス コウクウキノウコウジョウサービス
口腔機能低下症 コウクウキノウテイカショウ
口腔機能発達不全症 コウクウキノウハッタツフゼンショウ

コ

口腔強皮症 コウクウキョウヒショウ
口腔筋機能療法 コウクウキンキノウリョウホウ
口腔ケア コウクウケア
口腔外科学 コウクウゲカガク
口腔結核 コウクウケッカク
口腔健康管理 コウクウケンコウカンリ
口腔検査 コウクウケンサ
口腔細菌叢 コウクウサイキンソウ
口腔湿潤剤 ➡ 口腔保湿剤 コウクウシツジュンザイ
口腔周囲筋 コウクウシュウイキン
口腔習癖 コウクウシュウヘキ
口腔準備期 コウクウジュンビキ
口腔準備時間 コウクウジュンビジカン
口腔上顎洞穿孔 コウクウジョウガクドウセンコウ
口腔上顎洞瘻 コウクウジョウガクドウロウ
口腔上顎洞瘻閉鎖術 コウクウジョウガクドウロウヘイサジュツ
口腔常在細菌叢 コウクウジョウザイサイキンソウ
口腔上皮 コウクウジョウヒ
口腔真菌症 コウクウシンキンショウ
口腔神経症 コウクウシンケイショウ
口腔診察用器材 コウクウシンサツヨウキザイ
口腔心身症 コウクウシンシンショウ
口腔清掃 コウクウセイソウ
口腔清掃行動 コウクウセイソウコウドウ
口腔清掃指数 コウクウセイソウシスウ
口腔清掃指導 コウクウセイソウシドウ
口腔清掃状態 コウクウセイソウジョウタイ
口腔清掃自立度判定基準 ➡ BDR 指標
コウクウセイソウジリツドハンテイキジュン

口腔清掃不良 コウクウセイソウフリョウ
口腔清掃法 コウクウセイソウホウ
口腔清掃補助用具 コウクウセイソウホジョヨウグ
口腔清掃用具 コウクウセイソウヨウグ
口腔生態系
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コウクウセイタイケイ

test of oral function
services for improvement of oral
function
oral hypofunction
developmental failure of oral
function
pachyderma oralis
oral myofunctional therapy（MFT）
oral care，oral health care
oral surgery
oral tuberculosis
oral health care
oral examination
oral ﬂora
oral moisturizing jell，oral moisturizing gel，mouth moisturizer，
oral moisturizer
perioral muscle
oral habit
oral preparatory stage
oral preparatory time
oroantral perforation
oroantral ﬁstula
closure of oroantral ﬁstula
oral commonly existing bacillus
oral epithelium
oral mykosis，oral mycosis
oral neurosis
instruments for oral examination
oral psychosomatic disease
oral cleaning，mouth cleaning，
oral prophylaxis
mouth cleaning behavior
oral hygiene index（OHI）
oral hygiene instruction
oral hygiene condition
assessment of independence for
brushing，denture wearing，
mouth rinsing
poor oral hygiene
mouth cleaning method
oral hygiene aids
instruments for mouth cleaning，
oral hygiene aids
oral ecosystem

コウクウヘンペ

口腔生理学 コウクウセイリガク
口腔洗浄器具 コウクウセンジョウキグ
口腔前庭 コウクウゼンテイ
口腔前庭拡張術 コウクウゼンテイカクチョウジュツ
口腔前庭形成術 ➡ 口腔前庭拡張術

oral physiology
mouth irrigation device
oral vestibule，vestibule of mouth
fenestration procedure，
vestibular extension
sulcoplasty，vestibuloplasty

コウクウゼンテイケイセイジュツ

口腔前庭シールド コウクウゼンテイシールド
口腔前庭スクリーン コウクウゼンテイスクリーン
口腔損傷 コウクウソンショウ
口腔通過時間 コウクウツウカジカン
口腔底 コウクウテイ
口腔底炎 コウクウテイエン
口腔底蜂窩織炎 コウクウテイホウカシキエン
口腔トリコモナス コウクウトリコモナス
口腔トレポネーマ コウクウトレポネーマ
口腔内圧 コウクウナイアツ
口腔内異常感症 コウクウナイイジョウカンショウ
口腔内因子【不正咬合の】 コウクウナイインシ（フセイコウゴウノ）
口腔内過敏 コウクウナイカビン
口腔内感覚 コウクウナイカンカク
口腔内灼熱症候群 コウクウナイシャクネツショウコウグン
口腔内写真 コウクウナイシャシン
口腔内診察 コウクウナイシンサツ
口腔内装置 コウクウナイソウチ
口腔内適用 コウクウナイテキヨウ
口腔内副子 コウクウナイフクシ
口腔内 pH コウクウナイペーハー
口腔内補綴装置 コウクウナイホテツソウチ
口腔粘膜 コウクウネンマク
口腔粘膜角化症 コウクウネンマクカクカショウ
口腔粘膜疾患治療薬 コウクウネンマクシッカンチリョウヤク
口腔粘膜上皮 コウクウネンマクジョウヒ
口腔粘膜治療薬 コウクウネンマクチリョウヤク
口腔粘膜免疫 コウクウネンマクメンエキ
口腔梅毒 コウクウバイドク
口腔白板症 コウクウハクバンショウ
口腔鼻腔穿孔 コウクウビクウセンコウ
口腔鼻腔瘻 コウクウビクウロウ
口腔微生物学 コウクウビセイブツガク
口腔微生物叢 コウクウビセイブツソウ
口腔病巣感染 コウクウビョウソウカンセン
口腔病理学 コウクウビョウリガク
口腔扁平苔癬 コウクウヘンペイタイセン

vestibular shield
vestibular screen
oral injury
oral transit time
ﬂoor of oral cavity
inﬂammation of the mouth ﬂoor
phlegmon of the mouth ﬂoor
Trichomonas tenax
oral treponema
oral pressure
oral malaisis，oral paresthesia
intraoral factors of malocclusion
intraoral hypersensitivity
sensation in the mouth
burning mouth syndrome
intraoral photography
intraoral examination
oral appliance
buccal application
intraoral splint
pH in the mouth
intraoral prosthesis
oral mucosa
keratosis mucosa oris
agents for disease of oral mucous
membrane
oral mucosal epithelium
agents for treatment of oral mucosa
oral mucosal immunity
syphilis of oral cavity
leukoplakia of oral cavity
oronasal perforation
oronasal ﬁstula
oral microbiology
oral microbial ﬂora
oral focal infection
oral pathology
oral lichen planus（OLP）
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コウクウホケン

口腔保健管理 コウクウホケンカンリ
口腔保健支援センター コウクウホケンシエンセンター
口腔保健センター コウクウホケンセンター
口腔保湿剤 コウクウホシツザイ
口腔模型 コウクウモケイ
口腔用 X 線管 コウクウヨウエックスセンカン
口腔用軟膏剤 コウクウヨウナンコウザイ
工具鋼 コウグコウ
後屈 コウクツ
抗クラーレ効果 コウクラーレコウカ
抗くる病因子 コウクルビョウインシ
後継永久歯 コウケイエイキュウシ

コ

後継永久歯胚 コウケイエイキュウシハイ
広頸筋 コウケイキン
後継歯 コウケイシ
後形質 コウケイシツ
後継歯堤 ➡ 代生歯堤 コウケイシテイ
抗痙攣薬 ➡ 抗てんかん薬 コウケイレンヤク
攻撃
【心理】 コウゲキ（シンリ）
硬結 コウケツ
高血圧 コウケツアツ
高血圧症 コウケツアツショウ
高血圧性心疾患 コウケツアツセイシンシッカン
高血圧性脳症 コウケツアツセイノウショウ
高血圧性脳内出血 コウケツアツセイノウナイシュッケツ
高血圧分類 コウケツアツブンルイ
抗血液凝固薬 コウケツエキギョウコヤク
抗結核薬 コウケッカクヤク
抗血小板薬 コウケッショウバンヤク
抗血清 コウケッセイ
硬結性紅斑 コウケツセイコウハン
抗血栓作用 コウケッセンサヨウ
抗血栓薬 コウケッセンヤク
抗血栓療法 コウケッセンリョウホウ
高血糖 コウケットウ
高血糖症 コウケットウショウ
抗血友病因子 コウケツユウビョウインシ
抗血友病グロブリン コウケツユウビョウグロブリン
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oral health care management
oral health support center
dental health center，
oral health center
oral moisturizer
dental model，dental cast
intraoral X-ray tube
ointment for oral use
tool steel
retroﬂexion
anticurare eﬀect
anti-rachitic factor
succedaneous tooth，
successive permanent tooth
successive permanent tooth germ
platysma
successional tooth
metaplasm
successional dental lamina，
successional tooth band
anticonvulsant
aggression
induration
hypertension
hypertension
hypertensive heart disease
hypertensive encephalopathy
hypertensive intracerebral
hemorrhage
classiﬁcation of hypertension
anticoagulant，blood coagulation
inhibitor
antituberculous drug
antiplatelet agent，
platelet aggregation inhibitor
antiserum
erythema induratum，erythema
induratum Bazin
antithrombotic action
antithrombotic drug
antithrombotic therapy
hyperglycemia
hyperglycemia
antihemophilic factor
antihemophilic globulin（AHG）

コウコウガイネ

高血流領域 コウケツリュウリョウイキ
鉤肩 コウケン
抗原 コウゲン
抗原価 コウゲンカ
膠原化 コウゲンカ
抗原過剰域 コウゲンカジョウイキ
抗原結合フラグメント コウゲンケツゴウフラグメント
抗原決定基 コウゲンケッテイキ
抗原抗体反応 コウゲンコウタイハンノウ
抗原抗体複合体 コウゲンコウタイフクゴウタイ
抗原受容体 コウゲンジュヨウタイ
抗原性 コウゲンセイ
抗原提示 コウゲンテイジ
抗原提示細胞 ➡ 樹状細胞 コウゲンテイジサイボウ
後見人 コウケンニン
抗原認識部位 コウゲンニンシキブイ
膠原病 コウゲンビョウ
膠原病性疾患 コウゲンビョウセイシッカン
咬合 コウゴウ
咬合圧 コウゴウアツ
咬合圧印象

コウゴウアツインショウ

咬合圧負担 コウゴウアツフタン
咬合圧負担域 コウゴウアツフタンイキ
咬合位 コウゴウイ
咬合異常 ➡ 不正咬合 コウゴウイジョウ
咬合違和感症候群 コウゴウイワカンショウコウグン
咬合印象 コウゴウインショウ
咬合 X 線写真

コウゴウエックスセンシャシン

咬合縁 コウゴウエン
咬合円錐 ➡ 歯冠円錐 コウゴウエンスイ
咬合音 コウゴウオン
咬合音検査 コウゴウオンケンサ
咬合音分析装置 コウゴウオンブンセキソウチ
硬口蓋 コウコウガイ
高口蓋 コウコウガイ
硬口蓋音 コウコウガイオン
硬口蓋癌 コウコウガイガン
硬口蓋骨異常 コウコウガイコツイジョウ
硬口蓋粘膜

コウコウガイネンマク

hypervascular area
clasp shoulder
antigen
antigen dilution titer
collagenization
antigen excess zone
antigen-binding fragment（Fab）
antigenic determinant
antigen-antibody reaction
antigen-antibody complex，
immune complex
antigen receptor
immunogenicity，antigenicity
antigen presentation
antigen-presenting cell（APC）
legal guardian
antigen-recognition site
collagen disease
collagen diseases
bite，occlusion，articulation
biting force，occlusal force，biting
pressure，occlusal pressure
bite pressure impression，occlusal
pressure impression
stress-bearing
denture bearing area
occlusal position
malocclusion
occlusal discomfort syndrome
bite impression，
occlusal impression
occlusal X-ray photograph，
occlusal X-ray ﬁlm
occlusal edge
occlusal cone
occlusal sound
occlusal sound test
occlusal sound analyzer
hard palate
high arched palate
palatal sound
carcinoma of hard palate
congenital malformation of hard
palate
hard palate mucosa
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コ

コウコウガイレ

硬口蓋裂 コウコウガイレツ
咬合学 コウゴウガク
咬合型 コウゴウガタ
咬合型フィルム コウゴウガタフィルム
咬合滑面板 コウゴウカツメンバン
咬合関係 コウゴウカンケイ
咬合干渉 コウゴウカンショウ
咬合管理 コウゴウカンリ
咬合器 コウゴウキ
咬合器再装着 コウゴウキサイソウチャク
咬合器装着 コウゴウキソウチャク
咬合機能回復処置 コウゴウキノウカイフクショチ
咬合挙上 コウゴウキョジョウ

コ

咬合挙上板

コウゴウキョジョウバン

咬合挙上副子 コウゴウキョジョウフクシ
咬合記録 コウゴウキロク
咬合均衡化 コウゴウキンコウカ
咬合検査 コウゴウケンサ
咬合高径 コウゴウコウケイ
咬合高径測定法 コウゴウコウケイソクテイホウ
咬合 5 要素 ➡ ハノーの咬合 5 辺形
硬膏剤 コウコウザイ
咬合採得 コウゴウサイトク
咬合撮影 コウゴウサツエイ
咬合撮影法 コウゴウサツエイホウ
咬合紙 コウゴウシ
咬合支持 コウゴウシジ
咬合支持域 コウゴウシジイキ
咬合斜面板 コウゴウシャメンバン
咬合床 コウゴウショウ
咬合障害 コウゴウショウガイ
抗甲状腺薬 コウコウジョウセンヤク
咬合床装置 コウゴウショウソウチ
咬合状態 コウゴウジョウタイ
咬合床副子 コウゴウショウフクシ
咬合小面 コウゴウショウメン
光合成 コウゴウセイ
咬合性外傷 コウゴウセイガイショウ
光合成細菌 コウゴウセイサイキン
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コウゴウゴヨウソ

cleft of hard palate
stomatology
denture pattern
occlusal ﬁlm
guide ﬂange
occlusal relationship
occlusal interference
occlusal management
articulator
remounting on articulator
articulator setting
rehabilitation of occlusal function
bite opening，bite raising，
vertical dimension increase
bite plate，
anterior bite plate
bite raising splint
interocclusal record
occlusal equilibration
occlusal examination
occlusal vertical dimension
measuring method of occlusal
vertical dimension
Hanau's Quint
plaster
maxillomandibular relationship
record，maxillomandibular
registration
occlusal projection
occlusal projection
articulating paper
occlusal support
occlusal-supporting area
jumping plate
record base with occlusion rim
occlusal disturbance，
occlusal disorders
antithyroid drug
occlusal appliance
occlusal condition
occlusal splint
occlusal facet
photosynthesis
occlusal trauma
photosynthetic bacteria

コウゴウリョク

咬合接触 コウゴウセッショク
咬合接触点 コウゴウセッショクテン
咬合線 コウゴウセン
咬合・咀嚼機能 コウゴウソシャクキノウ
咬合・咀嚼障害 コウゴウソシャクショウガイ
咬合調整

コウゴウチョウセイ

咬合跳躍法 コウゴウチョウヤクホウ
咬合痛 コウゴウツウ
咬合堤 コウゴウテイ
咬合の調和 コウゴウノチョウワ
咬合の 6 つの鍵【アンドリュースの】

occlusal contact
occlusal contact point
line of occlusion
occlusal and masticatory function
occlusal and masticatory
disturbance
occlusal adjustment，
occlusal equilibration
jumping bite method
occlusal pain，pain at bite，
bite pain
occlusion rim，record rim
occlusal harmony
six keys of occlusion

コウゴウノムッツノカギ（アンドリュースノ）

咬合負荷 コウゴウフカ
咬合不調和 コウゴウフチョウワ
咬合分析 コウゴウブンセキ
咬合平衡 コウゴウヘイコウ
咬合閉鎖路 コウゴウヘイサロ
咬合平面 コウゴウヘイメン
咬合平面角 コウゴウヘイメンカク
咬合平面設定板 コウゴウヘイメンセッテイバン
咬合平面板 コウゴウヘイメンバン
咬合法 ➡ 咬合撮影法 コウゴウホウ
咬合面 コウゴウメン
咬合面齲蝕 コウゴウメンウショク
咬合面間距離 コウゴウメンカンキョリ
咬合面形態 コウゴウメンケイタイ
咬合面溝 コウゴウメンコウ
咬合面再形成 コウゴウメンサイケイセイ
咬合面小窩 コウゴウメンショウカ
咬合面小窩裂溝 コウゴウメンショウカレッコウ
咬合面レスト コウゴウメンレスト
咬合誘導 コウゴウユウドウ
咬合要因【臨床判断における】

occlusal loading
occlusal disharmony
occlusal analysis
occlusal balance
path of closure
occlusal plane
occlusal plane angle
occlusal plane guide
occlusal plane table
occlusal radiography
occlusal surface
occlusal caries
interocclusal distance
occlusal form，occlusal pattern
occlusal groove
occlusal reconstruction
occlusal pit
occlusal pit and ﬁssure
occlusal rest
occlusal guidance
occlusal factor

コウゴウヨウイン（リンショウハンダンニオケル）

咬合様式 コウゴウヨウシキ
咬合力 コウゴウリョク
咬合力計 コウゴウリョクケイ
咬合力検査 コウゴウリョクケンサ
咬合力測定法 コウゴウリョクソクテイホウ

occlusal scheme
occlusal force，bite force
occlusal force meter
occlusal force test
maxillomandibular registration by
measuring maximal occlusal
force
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コ

コウゴウワンキ

咬合彎曲

コウゴウワンキョク

咬合彎曲の検査

コウゴウワンキョクノケンサ

交互嚥下 コウゴエンゲ
考古学 コウコガク
口呼吸 コウコキュウ
交互洗浄【根管の】 コウゴセンジョウ（コンカンノ）
向骨性元素 コウコツセイゲンソ
交互脈 コウゴミャク
抗コリンエステラーゼ コウコリンエステラーゼ
抗コリン作動薬 コウコリンサドウヤク

コ

抗コリン薬

コウコリンヤク

高コレステロール血症 コウコレステロールケッショウ
後根電位 コウコンデンイ
虹彩 コウサイ
交叉依存性 コウサイゾンセイ
咬座印象 コウザインショウ
交差汚染 コウサオセン
交叉過敏症 コウサカビンショウ
交差感染 コウサカンセン
交叉寛容 コウサカンヨウ
交叉咬合 コウサコウゴウ
交叉咬合排列 コウサコウゴウハイレツ
交叉咬合用臼歯 コウサコウゴウヨウキュウシ
交叉咬合用人工歯 コウサコウゴウヨウジンコウシ
交叉格子 コウサコウシ
交叉ゴム コウサゴム
交差試験法 コウサシケンホウ
交差性伸展反射 コウサセイシンテンハンシャ
交差性塞栓症 コウサセイソクセンショウ
交差耐性 コウサタイセイ
交差適合試験 コウサテキゴウシケン
抗酸化物質 コウサンカブッシツ
好酸球 コウサンキュウ
好酸球性筋膜炎 コウサンキュウセイキンマクエン
好酸球性血管リンパ球増殖症
コウサンキュウセイケッカンリンパキュウゾウショクショウ

好酸球増多症
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コウサンキュウゾウタショウ

curve of occlusion，
occulusal curvature
examination of the occlusal curvature
cyclic ingestion
archaeology
mouth breathing，oral respiration，
oral breathing
cyclic root canal irrigation
bone seeking element
pulsus alternans
anticholinesterase
anticholinergic agent，
anticholinergic drug
cholinergic blocking agent，
cholinolytic
hypercholesterolemia
dorsal root potential
iris
cross dependence
bite-seating impression
cross contamination
cross hypersensitivity
cross infection
cross tolerance
cross bite，reverse articulation
cross bite arrangement of artiﬁcial
tooth，arrangement of reverse
articulation
cross bite tooth
artiﬁcial tooth for cross bite occlusion，cross bite artiﬁcial tooth
cross grid
cross-elastics
cross-over study
crossed extensor reﬂex
crossed embolism
cross resistance
blood crossmatching
antioxidant
eosinophil，eosinophilic leukocyte
eosinophilic fasciitis
angiolymphoid hyperplasia with
eosinophilia（ALHE）
eosinophilia

コウシュウキョ

好酸球肉芽腫 コウサンキュウニクゲシュ
好酸菌 コウサンキン
抗酸菌 コウサンキン
好酸性癌 コウサンセイガン
好酸性腺腫 ➡ オンコサイトーマ コウサンセイセンシュ
好酸性沈着物 コウサンセイチンチャクブツ
好酸性リンパ節炎 コウサンセイリンパセツエン
抗酸染色 コウサンセンショク
抗酸染色法 コウサンセンショクホウ
高酸素血 コウサンソケツ
高酸素血症 コウサンソケッショウ
光散乱 コウサンラン
光子 コウシ
絞死 コウシ
高色素性貧血 コウシキソセイヒンケツ
光軸 コウジク
格子欠陥 コウシケッカン
高脂血症 コウシケッショウ
抗歯垢形成因子 コウシコウケイセイインシ
抗歯垢形成薬 コウシコウケイセイヤク
拘止効力 コウシコウリョク
後思春期成長 コウシシュンキセイチョウ
合指症 ゴウシショウ
合耳症 ゴウジショウ
高次条件づけ コウジジョウケンヅケ
格子定数 コウシジョウスウ
高次大脳機能障害 コウジダイノウキノウショウガイ
硬質金合金 コウシツキンゴウキン
硬質ゴム コウシツゴム
膠質浸透圧 コウシツシントウアツ
硬質石膏 コウシツセッコウ
硬質レジン ➡ コンポジットレジン
硬質レジン歯 コウシツレジンシ
高次脳機能 コウジノウキノウ
口臭 コウシュウ
公衆 コウシュウ
公衆衛生 コウシュウエイセイ
公衆衛生学 コウシュウエイセイガク
公衆衛生活動 コウシュウエイセイカツドウ
公衆衛生サービス コウシュウエイセイサービス
口臭恐怖症 コウシュウキョウフショウ

コウシツレジン

eosinophilic granuloma
acidophilic bacteria
acid-fast bacteria，mycobacteria
acidophilic carcinoma
eosinophilic adenoma
eosinophil deposit
eosinophilic lymphadenitis
acid-fast stain，acid-fast staining
acid-fast stain，acid-fast staining
hyperoxemia
hyperoxemia
light scattering
photon
death by strangulation
hyperchromic anemia
optical axis
crystalline defect，lattice defect
hyperlipemia，hyperlipidemia
antiplaque factor
antiplaque agent
clasping eﬀect
late adolescent growth
syndactylia
synotia
high-order conditioning
lattice constant
disturbance of higher cerebral
function
hard gold alloy
vulcanite
colloid osmotic pressure
dental stone
composite resin
composite resin tooth
higher brain function
foetor exore，mouth odorhalitosis，
oral malodor，halitosis
general public
public health，community health
public health
public health activity，
public health eﬀort
public health service
halitophobia
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コ

コウシュウシカ

公衆歯科衛生

コウシュウシカエイセイ

口臭症 コウシュウショウ
後縦靱帯骨化症 コウジュウジンタイコツカショウ
高周波 コウシュウハ
高周波遠心鋳造 コウシュウハエンシンチュウゾウ
高周波遠心鋳造機 コウシュウハエンシンチュウゾウキ

コ

高周波凝固法 コウシュウハギョウコホウ
高周波鋳造 コウシュウハチュウゾウ
高周波パルス コウシュウハパルス
高周波滅菌 コウシュウハメッキン
高周波滅菌法 コウシュウハメッキンホウ
高周波融解 コウシュウハユウカイ
高周波誘導加熱 コウシュウハユウドウカネツ
公衆被曝 コウシュウヒバク
抗重力筋 コウジュウリョクキン
拘縮 コウシュク
後出血 コウシュッケツ
高出力レーザー コウシュツリョクレーザー
抗腫瘍剤 コウシュヨウザイ
抗腫瘍免疫 コウシュヨウメンエキ
抗腫瘍薬 ➡ 抗悪性腫瘍薬 コウシュヨウヤク
咬傷 コウショウ
後上歯槽枝 コウジョウシソウシ
後上歯槽動脈 コウジョウシソウドウミャク
恒常性 コウジョウセイ
溝状舌 コウジョウゼツ
甲状舌管 コウジョウゼッカン
甲状舌管囊胞 コウジョウゼッカンノウホウ
甲状舌骨筋 コウジョウゼッコツキン
甲状舌瘻 コウジョウゼツロウ
甲状腺 コウジョウセン
甲状腺癌 コウジョウセンガン
甲状腺機能異常 コウジョウセンキノウイジョウ
甲状腺機能検査法 コウジョウセンキノウケンサホウ
甲状腺機能亢進 コウジョウセンキノウコウシン
甲状腺機能亢進症 コウジョウセンキノウコウシンショウ
甲状腺機能低下 コウジョウセンキノウテイカ
甲状腺機能低下症 コウジョウセンキノウテイカショウ
甲状腺刺激ホルモン コウジョウセンシゲキホルモン
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dental public health，
public dental health
halitosis，ozostomia
ossiﬁcation of posterior
longitudinal ligament（OPLL）
high frequency
high frequency centrifugal casting
high frequency centrifugal casting
machine
fulguration
high frequency induction casting
high frequency pulse
microwave sterilization
microwave sterilization
high frequency melting
high frequency induction heating
public exposure
antigravity muscle
contracture
posthemorrhage
high energy laser
antitumor agent，anticancer agent
antitumor immunity
antitumor agent
bite wound
posterior superior alveolar branches
posterior superior alveolar artery
homeostasis
ﬁssured tongue，plicated tongue，
scrotal tongue，furrowed tongue
thyroglossal duct
thyroglossal duct cyst，
median cervical cyst
thyrohyoid muscle
thyroglossal ﬁstula
thyroid gland
thyroid carcinoma
thyropathy
thyroid function test
hyperthyroidism
hyperthyroidism
hypothyroidism
hypothyroidism
thyroid stimulating hormone
（TSH）

コウシンヘイサ

甲状腺腫 コウジョウセンシュ
甲状腺シンチグラム コウジョウセンシンチグラム
甲状腺中毒症 コウジョウセンチュウドクショウ
甲状腺ホルモン コウジョウセンホルモン
甲状腺ホルモン不応症 コウジョウセンホルモンフオウショウ
後床突起【蝶形骨の】 コウショウトッキ（チョウケイコツノ）
甲状軟骨 コウジョウナンコツ
甲状軟骨舌骨窩 コウジョウナンコツゼッコツカ
甲状披裂筋 コウジョウヒレツキン
甲状披裂軟骨 コウジョウヒレツナンコツ
孔食 コウショク
抗食作用 コウショクサヨウ
抗食作用性 コウショクサヨウセイ
口唇 コウシン
咬唇 コウシン
口唇圧 コウシンアツ
口唇安静位 コウシンアンセイイ
口唇炎 コウシンエン
口唇音 ➡ 両唇音 コウシンオン
口唇癌 コウシンガン
口唇強着 コウシンキョウチャク
口唇強着症 コウシンキョウチャクショウ
抗真菌剤 コウシンキンザイ
抗真菌作用 コウシンキンサヨウ
抗真菌スペクトラム コウシンキンスペクトラム
抗真菌性抗生物質 コウシンキンセイコウセイブッシツ
抗真菌薬 コウシンキンヤク
口唇訓練 コウシンクンレン
口唇形成術 コウシンケイセイジュツ
口唇欠損症 コウシンケッソンショウ
口唇鉤 コウシンコウ
口唇修正 コウシンシュウセイ
口唇修正術 コウシンシュウセイジュツ
口唇小窩 コウシンショウカ
口唇小帯 コウシンショウタイ
口唇接合線 コウシンセツゴウセン
口唇腺 コウシンセン
口唇突出 コウシントッシュツ
口唇粘膜 コウシンネンマク
口唇反射 コウシンハンシャ
口唇浮腫 コウシンフシュ
紅唇部切除術 コウシンブセツジョジュツ
口唇閉鎖不全 コウシンヘイサフゼン

struma
thyroid gland scintigram
thyrotoxicosis
thyroid hormone
thyroid hormone refractoriness
posterior clinoid process
thyroid cartilage
thyrohyal space
thyroarytenoid muscle
thyroarytenoid cartilage
pitting，pitting corrosion
antiphagocytic
antiphagocytic
lip
lip biting
lip pressure
relaxed lip posture
cheilitis
bilabial
carcinoma of lip
ankylocheilia
ankylocheilia
antifungal agent，antifungal agent
antifungal activity，antimycotic
activity
antifungal spectrum
antifungal antibiotic
antifungal drug，antimycotic drug
lip exercises
cheiloplasty，reconstruction on lip
acheilia
lip retractor
reconstruction of lip
reconstruction of lip
pits of lip
labial frenum，labial frenulum
low lip line
labial gland
lip protrusion
labial mucosa
lip reﬂex
lip edema
vermillionectomy
interference of oral lip closure，
lip incompetence
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コウシンヘキ

口唇癖 コウシンヘキ
咬唇癖 コウシンヘキ
口唇ヘルペス コウシンヘルペス
口唇紋 コウシンモン
口唇裂 コウシンレツ
口唇裂・口蓋裂 コウシンレツコウガイレツ
口唇瘻 コウシンロウ
硬水 コウスイ
広髄歯 ➡ タウロドント コウズイシ
後睡眠 コウスイミン
抗ストレプトリジン O ➡ 閉塞性動脈硬化症

コ

lip habit
lip biting habit
herpes labialis，cold sore
lip print
cheiloschisis，cleft lip
cleft of lip，alveolus and palate，
cheilognathopalatoschisis，
cleft lip and palate
lip ﬁstula
hard water
taurodont
after-sleep
antistreptolysin O（ASO）

コウストレプトリジンオー

較正 コウセイ
更生医療 コウセイイリョウ
構成概念 コウセイガイネン
硬性癌 コウセイガン
合成吸収糸 ゴウセイキュウシュウシ
硬性下疳 コウセイゲカン
構成咬合 コウセイコウゴウ
構成咬合器 コウセイコウゴウキ
構成酵素 コウセイコウソ
合成酵素 ゴウセイコウソ
硬性再建 コウセイサイケン
合成写真 ゴウセイシャシン
合成写真術 ゴウセイシャシンジュツ
抗精神病薬 コウセイシンビョウヤク
向精神薬 コウセイシンヤク
硬性線維腫 コウセイセンイシュ
較正線源 コウセイセンゲン
合成着色料 ゴウセイチャクショクリョウ
合成培地

ゴウセイバイチ

厚生白書 コウセイハクショ
合成副腎皮質ホルモン ゴウセイフクジンヒシツホルモン
抗生物質 コウセイブッシツ
抗生物質耐性 コウセイブッシツタイセイ
抗生物質バイオアッセイ コウセイブッシツバイオアッセイ
構成要素 コウセイヨウソ
剛性率 ゴウセイリツ
厚生労働省 コウセイロウドウショウ
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calibration
medical care for rehabilitation
construct
scirrhus
synthetic absorbable thread
indurated chancre
construction bite
ﬁxer for construction bite
constitutive enzyme
synthetase
hard tissue reconstruction
montage
montage
antipsychotic drug，
antipsychotic agent
psychotropic drug
hard ﬁbroma
calibration source
synthetic dye，
synthetic coloring agent
chemically deﬁned media，
synthetic media
white paper on health and welfare
synthetic adrenocortical hormone
antibiotic
antibiotic resistance
antibiotic bioassay
component
modulus of rigidity
Ministry of Health，Labour and
Welfare

コウソクセイカ

咬舌 コウゼツ
厚舌症 コウゼツショウ
後舌腺 コウゼツセン
咬舌癖 コウゼツヘキ
抗セロトニン薬 コウセロトニンヤク
鉤尖 コウセン
光線過敏症 コウセンカビンショウ
鋼線牽引 コウセンケンイン
鋼線固定 コウセンコテイ
鋼線刺入 コウセンシニュウ
抗喘息薬 コウゼンソクヤク
光線追跡 コウセンツイセキ
後前方向撮影 コウゼンホウコウサツエイ
後前方向撮影法 コウゼンホウコウサツエイホウ
後前方向投影 コウゼンホウコウトウエイ
後前方向投影法 コウゼンホウコウトウエイホウ
鋼線誘導子 コウセンユウドウシ
高線量率照射 コウセンリョウリツショウシャ
高線量率照射法 コウセンリョウリツショウシャホウ
酵素 コウソ
咬爪 コウソウ
構造遺伝子 コウゾウイデンシ
考想化声 コウソウカセイ
高層寒天 コウソウカンテン
高層寒天培地 コウソウカンテンバイチ
後装塡法 コウソウテンホウ
構造糖タンパク質 コウゾウトウタンパクシツ
咬爪癖 コウソウヘキ
構造モトル コウゾウモトル
酵素活性 コウソカッセイ
酵素基質複合体 コウソキシツフクゴウタイ
光束 コウソク
拘束 コウソク
梗塞 コウソク
高速液体クロマトグラフィー法
コウソクエキタイクロマトグラフィーホウ

高速回転切削法 コウソクカイテンセッサクホウ
拘束型心筋症 コウソクガタシンキンショウ
高速グラディエントエコー コウソクグラディエントエコー
高速グラディエントエコー法

コウソクグラディエントエコーホウ

高速スピンエコー コウソクスピンエコー
拘束性換気障害 コウソクセイカンキショウガイ

tongue biting
pachyglossia
posterior lingual gland
tongue biting habit
serotonin antagonist，antiserotonin
clasp tip
photosensitivity
wire traction
pinning
pinning
antiasthmatic agent，
antiasthmatic drug
ray tracing
postero-anterior projection（PA）
postero-anterior projection（PA）
postero-anterior projection（PA）
postero-anterior projection（PA）
wire introducer
high dose rate irradiation
high dose rate irradiation
enzyme
nail biting
structural gene
thought echoing
stab agar medium
stab agar medium
afterloading technique
structural glycoprotein
nail biting habit
structure mottle
enzyme activity
enzyme-substrate complex
luminous ﬂux
restriction，conﬁnement
infarct，infarction
high performance liquid chromatography（HPLC）
high speed cutting method
restrictive cardiomyopathy（RCM）
fast gradient echo imaging
（fast GRE）
fast gradient echo imaging
（fast GRE）
fast spin echo（FSE）
restrictive ventilatory impairment
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コウソクセッサ

高速切削法
高速中性子
後側頭泉門

コウソクセッサクホウ
コウソクチュウセイシ
コウソクトウセンモン

高速フーリエ変換

コ

コウソクフーリエヘンカン

酵素抗体法 コウソコウタイホウ
硬組織 コウソシキ
硬組織
【歯の】 コウソシキ（ハノ）
硬組織欠損 コウソシキケッソン
硬組織疾患【歯の】 コウソシキシッカン（ハノ）
酵素阻害 コウソソガイ
酵素反応速度論 コウソハンノウソクドロン
酵素標識抗体 コウソヒョウシキコウタイ
酵素免疫測定法 コウソメンエキソクテイホウ
酵素誘導 コウソユウドウ
抗体 コウタイ
後退 コウタイ
鉤体 コウタイ
後退位 コウタイイ
抗体依存性細胞傷害
後退運動【下顎の】

コウタイイゾンセイサイボウショウガイ

コウタイウンドウ（カガクノ）

高体温 コウタイオン
抗体価 コウタイカ
抗体過剰域 コウタイカジョウイキ
抗体欠乏症候群 コウタイケツボウショウコウグン
抗体検査【歯周病原細菌の】

high speed cutting method
fast neutron
postero-lateral fontanelle，
mastoid fontanelle
fast Fourier transform（FFT），fast
Fourier transformation（FFT）
enzyme-linked immuno assay
hard tissue
dental hard tissue
hard tissue defect
hard tissue disease of tooth
enzyme inhibition
enzyme kinetics
enzyme-labeled antibody
enzyme-linked immunosorbent
assay（ELISA）
enzyme induction
antibody
retraction
clasp body
retruded position
antibody-dependent cell-mediated
cytotoxicity（ADCC）
retrusive movement of mandible，
retruded movement of mandible
hyperthermia，hyperpyrexia
antibody titer
antibody excess zone
antibody deﬁciency syndrome
antibody test

コウタイケンサ（シシュウビョウゲンサイキンノ）

抗体産生

コウタイサンセイ

抗体産生細胞

コウタイサンセイサイボウ

交代性片麻痺 コウタイセイカタマヒ
交代速度 コウタイソクド
抗体媒介過敏症 コウタイバイカイカビンショウ
光沢 コウタク
光沢度 コウタクド
高炭酸症 コウタンサンショウ
高タンパク血症 コウタンパクケッショウ
高窒素血 コウチッソケツ
高窒素血症 コウチッソケッショウ
巧緻能力障害 コウチノウリョクショウガイ
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antibody formation，
antibody production
antibody-forming cell（AFC），
antibody-producing cell（APC）
alternate hemiplegia
turnover rate
antibody-mediated hypersensitivity
gloss
glossiness
hypercapnia，hypercarbia
hyperproteinemia
azotemia，hyperazotemia
hyperazotemia
dexterity disability

コウテンセイヒ

合着 ゴウチャク
合着材 ゴウチャクザイ
合着用セメント ゴウチャクヨウセメント
合着力 ゴウチャクリョク
口中医 コウチュウイ
好中球 コウチュウキュウ
好中球アルカリホスファターゼ

cementation
cementing agent，luting agent，
luting material
luting cement
retention force with luting cement
stomatologist
neutrophil，neutrophilic leukocyte
neutrophil alkaline phosphatase

コウチュウキュウアルカリホスファターゼ

好中球減少症 コウチュウキュウゲンショウショウ
好中球増多症 コウチュウキュウゾウタショウ
好中球病変 ➡ 多型核白血球病変 コウチュウキュウビョウヘン
高張液 コウチョウエキ
高張性 コウチョウセイ
高張性脱水 コウチョウセイダッスイ
高調波 コウチョウハ
交通事故 コウツウジコ
抗痛風薬 コウツウフウヤク
口底 コウテイ
口蹄疫 コウテイエキ
口底炎 ➡ 口底蜂窩織炎 コウテイエン
口底癌 コウテイガン
公定書 コウテイショ
合釘除去器 ゴウテイジョキョキ
肯定的側面 コウテイテキソクメン
後堤法 コウテイホウ
口底蜂窩織炎 コウテイホウカシキエン
口底迷入歯 コウテイメイニュウシ
公的介護保険 コウテキカイゴホケン
公的社会福祉 コウテキシャカイフクシ
公的扶助 コウテキフジョ
抗てんかん薬 コウテンカンヤク
光電吸収 コウデンキュウシュウ
光電効果 コウデンコウカ
光電子 コウデンシ
光電子増倍管 コウデンシゾウバイカン
後転術 コウテンジュツ
後天性結合織疾患 コウテンセイケツゴウシキシッカン
後天性疾患 コウテンセイシッカン
後天性心疾患 コウテンセイシンシッカン
後天性赤芽球ろう コウテンセイセキガキュウロウ
後天性素因 コウテンセイソイン
後天性梅毒 コウテンセイバイドク
後天性表皮水疱症 コウテンセイヒョウヒスイホウショウ

neutropenia
neutrophilia
neutrophil lesion
hypertonic solution
hypertonicity
hypertonic dehydration
harmonics
traﬃc accident
gout suppressant，antigout agent
ﬂoor of mouth
foot and mouth disease
inﬂammation of oral ﬂoor
carcinoma of ﬂoor of mouth
oﬃcial compendium
dowel remover
positive aspect
post dam，posterior palatal seal
phlegmon in ﬂoor of mouth
erratic tooth migration into oral
ﬂoor
public insurance of the elderly care
public social welfare services
public assistance
anticonvulsant，antiepileptic drug
photoelectric absorption
photoelectric eﬀect
photoelectron
photomultiplier tube
recession
acquired desmosis
acquired disease
acquired heart disease
pure red cell anemia
acquired disposition
acquired syphilis
epidermolysis bullosa acquisita
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コウテンセイヘ

後天性変形

コウテンセイヘンケイ

後天性免疫不全症候群 ➡ AIDS
コウテンセイメンエキフゼンショウコウグン

後天的原因 コウテンテキゲンイン
光電ピーク コウデンピーク
光電分光光度計 コウデンブンコウコウドケイ
後塡法 コウテンホウ／ゴテンホウ

コ

光度 コウド
硬度 ➡ 硬さ コウド
咬頭 コウトウ
喉頭 コウトウ
行動異常 コウドウイジョウ
後頭・オトガイ下方向投影 コウトウオトガイカホウコウトウエイ
後頭・オトガイ下方向投影法

acquired malformation，
acquired deformity
acquired immunodeﬁciency
syndrome（AIDS）
acquired cause
photopeak
photoelectric spectrophotometer
afterloading technique，
after-loading technique
luminous intensity
hardness
cusp
larynx
behavioral abnormality
occipitosubmental projection
occipitosubmental projection

コウトウオトガイカホウコウトウエイホウ

後頭・オトガイ方向投影法 コウトウオトガイホウコウトウエイホウ
後頭顆 コウトウカ
喉頭蓋 コウトウガイ
喉頭蓋谷 コウトウガイコク
喉頭蓋谷食塊蓄積 コウトウガイコクショッカイチクセキ
後頭蓋底 コウトウガイテイ
喉頭蓋軟骨 コウトウガイナンコツ
喉頭蓋反転 コウトウガイハンテン
行動科学 コウドウカガク
行動学的要因 コウドウガクテキヨウイン
行動学的療法 コウドウガクテキリョウホウ
高銅型アマルガム合金 コウドウガタアマルガムゴウキン
喉頭癌 コウトウガン
咬頭間腔 コウトウカンクウ
咬頭嵌合 コウトウカンゴウ
咬頭嵌合位 コウトウカンゴウイ
咬頭干渉 コウトウカンショウ
喉頭気管分離術 コウトウキカンブンリジュツ
喉頭鏡 コウトウキョウ
喉頭鏡検査 コウトウキョウケンサ
喉頭挙上 コウトウキョジョウ
喉頭挙上術 コウトウキョジョウジュツ
咬頭傾斜 コウトウケイシャ
咬頭傾斜角 コウトウケイシャカク
咬頭形成 コウトウケイセイ
喉頭痙攣 コウトウケイレン
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occipito-mental projection
occipital condyle
epiglottis
epiglottic vallecula
vallecular aggregation
posterior cranial base
epiglottic cartilage
epiglottic inversion
behavioral science
behavioral factor
behavioral strategies
high-copper amalgam alloy
laryngeal cancer
intercuspal space
interdigitation，intercuspation
maximal intercuspal position
cuspal interference
diversion of the larynx and the
trachea
laryngoscope
laryngoscopy
laryngeal elevation
laryngeal suspension
cusp inclination
cusp angle
pointing of cusp
laryngeal spasm，laryngospasm，
laryagismus

コウナイキョウ

後頭骨 コウトウコツ
後頭骨内軟骨結合 コウトウコツナイナンコツケツゴウ
咬頭削合法 コウトウサクゴウホウ
行動主義 コウドウシュギ
行動障害 コウドウショウガイ
後頭神経痛 コウトウシンケイツウ
喉頭侵入 コウトウシンニュウ
喉頭前庭 コウトウゼンテイ
喉頭全摘出術 コウトウゼンテキシュツジュツ
後頭・前頭方向頭蓋偏心撮影
コウトウゼントウホウコウトウガイヘンシンサツエイ

後頭・前頭方向頭蓋偏心撮影法
コウトウゼントウホウコウトウガイヘンシンサツエイホウ

行動調整 コウドウチョウセイ
喉頭摘出術 コウトウテキシュツジュツ
咬頭展開角 コウトウテンカイカク
抗糖尿病薬 コウトウニョウビョウヤク
行動能力障害 コウドウノウリョクショウガイ
行動パターン障害 コウドウパターンショウガイ
喉頭反射 コウトウハンシャ
後頭部・オトガイ部固定装置 コウトウブオトガイブコテイソウチ
後頭部固定 コウトウブコテイ
喉頭浮腫 コウトウフシュ
喉頭閉鎖 コウトウヘイサ
喉頭閉鎖術 コウトウヘイサジュツ
喉頭弁機構 コウトウベンキコウ
行動変容 コウドウヘンヨウ
行動変容ステージ コウドウヘンヨウステージ
行動変容法 コウドウヘンヨウホウ
行動目標 コウドウモクヒョウ
喉頭隆起 コウトウリュウキ
行動療法 コウドウリョウホウ
行動連鎖 コウドウレンサ
高度可変領域【抗体の】 コウドカヘンリョウイキ（コウタイノ）
高度救命処置 コウドキュウメイショチ
抗毒素 コウドクソ
抗毒素免疫 コウドクソメンエキ
高トリグリセリド血症 コウトリグリセリドケッショウ
口内炎 コウナイエン
口内鏡 コウナイキョウ

occipital bone
inter-occipital synchondrosis
grinding of teeth in occlusal adjustment，grinding of tooth in
occlusal adjustment
behaviorism
behavioral disorder
occipital neuralgia
laryngeal penetration
laryngeal vestibule
total laryngectomy
postero-anterior cranial eccentric
projection
postero-anterior cranial eccentric
projection
behavior management
laryngectomy
angle between buccal and lingual
internal cusp slope
hypoglycemic drug
behavior disability，
behavioral disturbance
behavior pattern impairment
laryngeal reﬂex，cavity reﬂex
occipitomental anchorage（OMA）
occipital anchorage
laryngeal edema
laryngeal closure
laryngeal closure
laryngeal valve
behavioral modiﬁcation
behavioral modiﬁcation stage
behavioral modiﬁcation
speciﬁc behavioral objective
laryngeal prominence
behavior therapy，
behavioral therapy
behavioral chain
hypervariable region
advanced life support
antitoxin
antitoxic immunity
hypertriglyceridemia
stomatitis
stomatoscope
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コウナイゴシッ

口内ゴシックアーチ描記装置

intraoral gothic arch tracer

コウナイゴシックアーチビョウキソウチ

構内情報通信網 コウナイジョウホウツウシンモウ
口内線源 コウナイセンゲン
口内線源方式パノラマ X 線撮影
コウナイセンゲンホウシキパノラマエックスセンサツエイ

口内線源方式パノラマ X 線撮影装置
コウナイセンゲンホウシキパノラマエックスセンサツエイソウチ

口内線源方式パノラマ X 線撮影法
コウナイセンゲンホウシキパノラマエックスセンサツエイホウ

コ

口内洗剤 コウナイセンザイ
口内描記法 コウナイビョウキホウ
口内法 コウナイホウ
口内法
【X 線撮影】 コウナイホウ（エックスセンサツエイ）
口内法 X 線画像 コウナイホウエックスセンガゾウ
口内法デジタル X 線画像 コウナイホウデジタルエックスセンガゾウ
口内法デジタル X 線撮影 コウナイホウデジタルエックスセンサツエイ
口内法フィルム コウナイホウフィルム
硬軟口蓋境界部 コウナンコウガイキョウカイブ
高二酸化炭素 コウニサンカタンソ
高二酸化炭素症 コウニサンカタンソショウ
高尿酸血症 コウニョウサンケッショウ
光熱作用 コウネツサヨウ
更年期障害 コウネンキショウガイ
孔脳 コウノウ
効能 コウノウ
後脳 コウノウ
孔脳症 コウノウショウ
抗パーキンソン薬 コウパーキンソンヤク
高拍出量性心不全 コウハクシュツリョウセイシンフゼン
後発痛 コウハツツウ
後パラタルバー コウパラタルバー
紅斑 コウハン
広範囲顎骨支持型装置 コウハンイガッコツシジガタソウチ
広範囲歯科矯正治療 コウハンイシカキョウセイチリョウ
広汎型若年性歯周炎 コウハンガタジャクネンセイシシュウエン
咬反射 コウハンシャ
紅板症 コウバンショウ
広汎性 コウハンセイ
広範性齲蝕 コウハンセイウショク
紅斑性カンジダ症 コウハンセイカンジダショウ
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local area network（LAN）
intraoral source
intraoral source panoramic
radiography
intraoral source panoramic
machine，
intraoral source panoramic unit
intraoral source panoramic
radiography
mouth washes
intraoral tracing method
intraoral method
intraoral radiography
intraoral radiographic image，intraoral X-ray photographic image
intraoral digital radiographic image
intraoral digital radiography
intraoral ﬁlm，intraoral X-ray ﬁlm
border area of hard and soft palate
hypercapnia，hypercarbia
hypercapnia，hypercarbia
hyperuricemia
photothermal eﬀect
climacteric disturbance
porencephalia
eﬃcacy
notocephalon
porencephalia
antiparkinson drug，
antiparkinsonian
high-output heart failure
delayed pain
posterior palatal bar
erythema
bone anchored device for wide
edentulous area
extensive orthodontics
generalized juvenile periodontitis
biting reﬂex
erythroplakia
diﬀuse，generalized
extensive caries
erythematous candidiasis

コウフンシュウ

紅斑性口内炎 コウハンセイコウナイエン
紅斑性天疱瘡 コウハンセイテンポウソウ
広汎性発達障害 コウハンセイハッタツショウガイ
高反応率分化強化【心理】 コウハンノウリツブンカキョウカ（シンリ）
後鼻棘【セファロ分析の】 コウビキョク（セファロブンセキノ）
後鼻孔 コウビコウ
高比重液 コウヒジュウエキ
抗ヒスタミン薬 コウヒスタミンヤク
抗微生物薬圧力 コウビセイブツヤクアツリョク
抗ビタミン コウビタミン
抗ビタミン D くる病 コウビタミンディークルビョウ
公費負担医療 コウヒフタンイリョウ
口鼻膜 コウビマク
抗表皮細胞間抗体 コウヒョウヒサイボウカンコウタイ
高ビリルビン血症 コウビリルビンケッショウ
抗貧血因子 コウヒンケツインシ
高頻度ジェット換気 コウヒンドジェットカンキ
高頻度振動 コウヒンドシンドウ
高頻度陽圧換気 コウヒンドヨウアツカンキ
後部 コウブ
抗不安薬 コウフアンヤク
後負荷 コウフカ
高福祉・高負担

コウフクシコウフタン

降伏強さ コウフクツヨサ
降伏点 コウフクテン
抗不整脈作用 コウフセイミャクサヨウ
抗不整脈薬 コウフセイミャクヤク
抗プラスミン薬 コウプラスミンヤク
抗プリン薬 コウプリンヤク
興奮 コウフン
高分解能 CT コウブンカイノウシーティー
高分化型癌 コウブンカガタガン
興奮期 コウフンキ
高分子 コウブンシ
高分子化合物 コウブンシカゴウブツ
高分子材料 コウブンシザイリョウ
高分子電解質 コウブンシデンカイシツ
興奮収縮連関 コウフンシュウシュクレンカン

erythematous stomatitis
pemphigus erythematosus
pervasive developmental disorder
diﬀerential reinforcement of high
rate
posterior nasal spine（PNS）
posterior nasal aperture
hyperbaric solution
antihistamine drug，antihistaminic，histamine antagonist
antibiotic pressure
antivitamin
vitamin D resistant rickets
publicly-funded health care
oronasal membrane
anti intraepidermal cellular
antibody
hyperbilirubinemia
antianemic factor
high-frequency jet ventilation
（HFJV）
high-frequency oscillation（HFO）
high-frequency positive pressure
ventilation（HFPPV）
posterior part
anxiolytic agent，anxiolytics，
anti-anxiety agent
afterload
high level welfare by high level
cost
yield strength
yield point
antiarrhythmic action
antiarrhythmic agent
antiplasmin agent
antipurine drug
excitation，excitement
high resolution CT（HRCT）
well diﬀerentiated carcinoma
excitement stage
polymer，macromolecule
high-molecular compound
polymeric material
polyelectrolyte
excitation-contraction coupling
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コウブンシヨウ

高分子溶液 コウブンシヨウエキ
興奮性 コウフンセイ
興奮性シナプス コウフンセイシナプス
興奮性シナプス後電位 コウフンセイシナプスコウデンイ

コ

興奮性組織 コウフンセイソシキ
興奮性伝達物質 コウフンセイデンタツブッシツ
興奮性ニューロン コウフンセイニューロン
興奮薬 コウフンヤク
硬変症 コウヘンショウ
後方位 コウホウイ
後方移動【骨切りの】 コウホウイドウ（コツキリノ）
後方移動【歯の】 コウホウイドウ（ハノ）
後方運動 コウホウウンドウ
後方エコー コウホウエコー
後方滑膜間腔【関節腔の】 コウホウカツマクカンクウ（カンセツクウノ）
後方基準点 コウホウキジュンテン
後方腔
【関節腔の】 コウホウクウ（カンセツクウノ）
後方限界運動 コウホウゲンカイウンドウ
後方限界運動路
後方咬合位

コウホウゲンカイウンドウロ

コウホウコウゴウイ

後方咬合小面 コウホウコウゴウショウメン
後方散乱 コウホウサンラン
後方散乱係数 コウホウサンランケイスウ
硬膜液 コウマクエキ
硬膜外鎮痛 コウマクガイチンツウ
硬膜外麻酔 コウマクガイマスイ
硬膜下血腫 コウマクカケッシュ
硬膜剤
【X 線写真処理】 コウマクザイ（エックスセンシャシンショリ）
硬膜枝 コウマクシ
硬膜定着液 コウマクテイチャクエキ
高密度リポタンパク質 コウミツドリポタンパクシツ
後面像 コウメンゾウ
咬面部
【アクチバトールの】 コウメンブ（アクチバトールノ）
咬耗 コウモウ
咬耗歯 コウモウシ
肛門期 コウモンキ
絞扼 コウヤク
絞扼性神経障害 コウヤクセイシンケイショウガイ
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polymer solution
excitability
excitatory synapse
excitatory postsynaptic potential
（EPSP）
excitable tissue
excitatory transmitter
excitatory neuron
analeptic，analeptic agent
cirrhosis
retruded position
setback
retraction
backward movement
posterior echo
posterior synovial pouch，upper
posterior synovial pouch
posterior reference point
posterior compartment
retrusive border movement，
posterior border movement
retrusive border movement path，
posterior border movement path
retruded occlusal position，retruded
contact position
retrusive facet
back scatter，back scattering
back scatter factor，back scattering
coeﬃcient
hardening solution
epidural analgesia
epidural anesthesia
subdural hematoma
hardening agent，hardening
agents，hardener
meningeal branch
hardening ﬁxer
high density lipoprotein
posterior view
occlusal portion
attrition，occlusal wear
attrition tooth
anal phase
constriction，banding
entrapment neuropathy

コウレイシャシ

高融陶材 コウユウトウザイ
咬翼型フィルム コウヨクガタフィルム
咬翼法 コウヨクホウ
抗リウマチ作用 コウリウマチサヨウ
抗リウマチ薬 コウリウマチヤク
合理化 ゴウリカ
抗リケッチア抗生物質 コウリケッチアコウセイブッシツ
抗利尿 コウリニョウ
抗利尿ホルモン コウリニョウホルモン
抗利尿ホルモン分泌異常症候群
コウリニョウホルモンブンピイジョウショウコウグン

高リポタンパク血症 コウリポタンパクケッショウ
交流 コウリュウ
交流教育 コウリュウキョウイク
光量 コウリョウ
効力比 コウリョクヒ
口輪筋 コウリンキン
高リン酸塩血 コウリンサンエンケツ
高リン酸塩血症 コウリンサンエンケッショウ
高齢化 コウレイカ
高齢化社会 コウレイカシャカイ
高齢化率 コウレイカリツ

高齢者 ➡ 老年者
高齢者医療確保法
高齢者医療制度
高齢者医療費

コウレイシャ
コウレイシャイリョウカクホホウ

コウレイシャイリョウセイド

コウレイシャイリョウヒ

高齢社会 コウレイシャカイ
高齢社会対策基本法

コウレイシャカイタイサクキホンホウ

高齢者虐待 コウレイシャギャクタイ
高齢者虐待防止法 コウレイシャギャクタイボウシホウ

高齢者歯科

コウレイシャシカ

high fusing porcelain
bitewing ﬁlm
bitewing projection，bitewing radiography，bite wing method
antirheumatic action
antirheumatic drug
rationalization
antirickettsial antibiotic
antidiuresis
antidiuretic hormone（ADH）
syndrome of inappropriate
secretion of antidiuretic
hormone（SIADH）
hyperlipoproteinemia
alternating current（AC）
cooperated method education
quantity of light
potency ratio
orbicularis oris muscle
hyperphosphatemia
hyperphosphatemia
aging
aging society
proportion of people aged 65 and
over，proportion of those 65
years and older，ratio of the
elderly population
the elderly
Act on Assurance of Medical Care
for Elderly People
medical expense system for the
elderly
medical expenses fee of old aged，
medical expense payments of old
aged
aged society
Basic Act on Measures for the
Aging Sosiety
elder abuse
Act on the Prevention of Elder
Abuse，Support for Caregivers
of Elderly Persons and Other
Related Matters
geriatric dentistry，gerodontics，
dentistry for the aged
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コウレイシャシ

高齢者歯科医学 ➡ 老年歯科医学 コウレイシャシカイガク
高齢者歯科医療 ➡ 老年歯科医療 コウレイシャシカイリョウ
高齢者世帯 コウレイシャセタイ
高齢者総合的機能評価 コウレイシャソウゴウテキキノウヒョウカ
高齢者福祉 コウレイシャフクシ
高齢者保健福祉推進十か年戦略

gerodontology，geriatric dentistry
gerodontics，geriatric dentistry
household of the elderly
comprehensive geriatric assessment
（CGA）
social welfare for the elderly
senior citizen health service plan

コウレイシャホケンフクシスイシンジュッカネンセンリャク

コ

口裂 コウレツ
高レベル放射能域 コウレベルホウシャノウイキ
硬ろう コウロウ
硬ろう付け コウロウヅケ
口話 コウワ
鉤腕 コウワン
後彎症 コウワンショウ
声 コエ
声変わり コエガワリ
誤嚥 ゴエン
誤嚥喉頭侵入スケール ゴエンコウトウシンニュウスケール
誤嚥性肺炎 ゴエンセイハイエン
コーエン症候群 コーエンショウコウグン
ゴーシェ細胞 ゴーシェサイボウ
ゴーシェ病 ゴーシェビョウ
コースカットアマルガム合金 コースカットアマルガムゴウキン
ゴースト ゴースト
ゴーストイメージ ゴーストイメージ
コーティング コーティング
コーティング錠 コーティングジョウ
コードレスタイプ コードレスタイプ
ゴードンのプライヤー ゴードンノプライヤー
コーナーマトリックス コーナーマトリックス
コーヌス角 コーヌスカク
コーヌスクローネ コーヌスクローネ
コーヌステレスコープクラウン コーヌステレスコープクラウン
コーヌステレスコープデンチャー

aperture of mouth，rima oris
hot area
hard solder
hard soldering
lip speaking，oral method
clasp arm
kyphosis
voice
mutation，breaking of voice，voice
mutation
aspiration
penetration-aspiration scale
aspiration pneumonia，
inhalation pneumonia
Cohen syndrome
Gaucher cell
Gaucher disease
coarse-cut amalgam alloy
ghost
ghost image
coating
coated tablet
cordless type
Gordon pliers
corner matrix
cone angle，Konuswinkel（独）
cone crown，Konuskrone（独）
cone crown telescope，
telescopic crown，
Konuskronen Teleskop（独）
cone crown telescopic denture

コーヌステレスコープデンチャー

コーネル・メディカル・インデックス

Cornell Medical Index（CMI）

コーネルメディカルインデックス

ゴーハム病

ゴーハムビョウ

コーピング

コーピング
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Gorham disease，
Gorham syndrome
coping

コキベン

氷パック コオリパック
ゴーリン・ゴルツ症候群 ゴーリンゴルツショウコウグン
ゴーリン囊胞 ➡ 石灰化囊胞性歯原性腫瘍

ice pack
Gorlin-Goltz syndrome
Gorlin cyst

ゴーリンノウホウ

コール・エングマン症候群 ➡ 先天性角化異常症

Zinsser-Cole-Engman syndrome

コールエングマンショウコウグン

コール酸 コールサン
ゴールデンハー症候群 ゴールデンハーショウコウグン
コールドウェル像 コールドウェルゾウ
コールドウェル投影 コールドウェルトウエイ
コールドウェル投影法 コールドウェルトウエイホウ
コールドウェル・リューク法 コールドウェルリュークホウ
ゴールドグレイン ゴールドグレイン
ゴールドシリンダー ゴールドシリンダー
ゴールドスタンダード ゴールドスタンダード
ゴールドナイフ ゴールドナイフ
ゴールドプラン ➡ 高齢者保健福祉推進十か年戦略

cholic acid，dyskeratosis congenita
Goldenhar syndrome
Caldwell view
Caldwell projection，
Caldwell's projection
Caldwell projection
Caldwell-Luc method，
Caldwell method
gold grain
gold cylinder
gold standard
gold knife
gold plan

ゴールドプラン

ゴールドプラン 21 ゴールドプランニジュウイチ
コーン コーン
コーンカット コーンカット
コーンコブ コーンコブ
コーン症候群 コーンショウコウグン
コーンミール寒天 コーンミールカンテン
コーンミール寒天培地 コーンミールカンテンバイチ
語音明瞭度検査 ゴオンメイリョウドケンサ
コカイン塩酸塩 コカインエンサンエン
枯渇 コカツ
枯渇薬 コカツヤク
呼気 コキ
呼気延長 コキエンチョウ
呼気口 コキコウ
呼気後休止時間 コキゴキュウシジカン
呼気終末 コキシュウマツ
呼気終末陽圧 コキシュウマツヨウアツ
呼気相 コキソウ
子期待数 コキタイスウ
呼気中枢 コキチュウスウ
呼気鼻漏出 コキビロウシュツ
呼気吹き込み蘇生法 コキフキコミソセイホウ
呼気弁 コキベン

gold plan 21
cone
cone-cutting
corn-cob
Conn's syndrome
cornmeal agar
cornmeal agar media
articulation test in pronunciation，
speech intelligibility test
cocaine hydrochloride
depletion
depletor
expired air，exhalation，expiration
prolonged expiration
expiratory port
expiratory pause time
end tidal
positive end-expiratory pressure
（PEEP）
expiratory phase
child expectancy
expiratory center
nasal emission
expired air resuscitation
exhalation valve，expiratory valve
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コキュウ

呼吸 コキュウ
呼吸運動 コキュウウンドウ
5 級窩洞 ゴキュウカドウ
呼吸管 コキュウカン
呼吸管理 コキュウカンリ
呼吸器疾患 コキュウキシッカン
呼吸機能検査 コキュウキノウケンサ
呼吸休止期 コキュウキュウシキ
呼吸窮迫症候群 コキュウキュウハクショウコウグン

コ

呼吸曲線 コキュウキョクセン
呼吸気流計 コキュウキリュウケイ
呼吸筋 コキュウキン
呼吸興奮 コキュウコウフン
呼吸困難 コキュウコンナン
呼吸鎖 コキュウサ
呼吸死腔 コキュウシクウ
呼吸刺激薬 コキュウシゲキヤク
呼吸商 コキュウショウ
呼吸障害

コキュウショウガイ

呼吸障害性症候群 コキュウショウガイセイショウコウグン
呼吸数 コキュウスウ
呼吸性アシドーシス コキュウセイアシドーシス
呼吸性アルカローシス コキュウセイアルカローシス
呼吸性過代償 コキュウセイカダイショウ
呼吸性血圧動揺 コキュウセイケツアツドウヨウ
呼吸性代償 コキュウセイダイショウ
呼吸性不整脈 コキュウセイフセイミャク
呼吸中枢 コキュウチュウスウ
呼吸調節中枢 コキュウチョウセツチュウスウ
呼吸抵抗 コキュウテイコウ
呼吸停止 ➡ 無呼吸 コキュウテイシ
呼吸停止期 コキュウテイシキ
呼吸パターン コキュウパターン
呼吸バッグ コキュウバッグ
呼吸反射 コキュウハンシャ
呼吸不全 コキュウフゼン
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respiration，breathing，breath
respiratory movement
class 5 cavity
breathing tube
respiratory care，respiratory control
respiratory disease
pulmonary function test，
respiratory function test
respiratory pause
respiratory distress syndrome
（RDS）
pneumogram
pneumotachograph
respiratory muscle
respiratory stimulant
dyspnea，respiratory distress，
breathlessness，shortness of
breath
respiratory chain
respiratory dead space
respiratory stimulant
respiratory quotient（RQ），
respiratory exchange ratio
respiratory disease，respiration
disorder
respiratory obstruction syndrome
respiratory rate
respiratory acidosis
respiratory alkalosis
respiratory overshoot
respiratory ﬂuctuation of blood
pressure
respiratory compensation
respiratory arrhythmia
respiratory center
pneumotaxic center
respiratory resistance
respiratory arrest，apnea，
respiratory standstill
stage of respiratory arrest
respiratory pattern
breathing bag，reservoir bag
respiratory reﬂex
respiratory insuﬃciency，
respiratory failure

コクサイヒョウ

呼吸補助筋 コキュウホジョキン
呼吸ポンプ コキュウポンプ
呼吸容量 コキュウヨウリョウ
呼吸抑制 コキュウヨクセイ
呼吸流量計 コキュウリュウリョウケイ
呼吸量 コキュウリョウ
呼吸療法 コキュウリョウホウ
呼吸マスク コキュマスク
呼気予備量 コキヨビリョウ
国際医学物理機構 コクサイイガクブツリキコウ
国際家族年 コクサイカゾクネン
国際基本安全基準 コクサイキホンアンゼンキジュン

国際原子力機関
国際高齢者年

コクサイゲンシリョクキカン

コクサイコウレイシャネン

国際疾病分類 ➡ 疾病および関連保健問題の国際統計
分類 コクサイシッペイブンルイ
国際児童年 コクサイジドウネン
国際障害者歯科学会 コクサイショウガイシャシカガッカイ
国際障害者年

コクサイショウガイシャネン

国際障害分類

コクサイショウガイブンルイ

国際人権規約

コクサイジンケンキヤク

国際生活機能分類
国際対がん連合

コクサイセイカツキノウブンルイ

コクサイタイガンレンゴウ

国際単位系 コクサイタンイケイ
国際電気標準会議 コクサイデンキヒョウジュンカイギ
国際標準化機構 ➡ ISO

コクサイヒョウジュンカキコウ

respiratory accessory muscle
respiratory pump
breathing capacity，
respiratory capacity
respiratory depression
pneumotachograph
respiratory volume
respiratory therapy
breathing mask
expiratory reserve volume（ERV）
International Organization for
Medical Physics（IOMP）
International Year of the Family
International Basic Standards for
Protection against Ionizing
Radiation and for the Safety of
Radiation Sources（BSS）
International Atomic Energy
Agency（IAEA）
International Year of the Older
Persons
International Classiﬁcation of
Diseases（ICD）
International Year of the Child
International Association for Disability and Oral Health（IADH）
International Year of Disabled
Persons
International Classiﬁcation of
Impairments，Disabilities and
Handicaps（ICIDH）
International Covenants on Human
Rights
International Classiﬁcation of
Functioning，Disability and
Health（ICF）
Union for International Cancer
Control（UICC）
International System of Units（SI）
International Electrotechnical
Commission（IEC）
International Organization for
Standardization（ISO）
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コクサイホウシ

国際放射線単位測定委員会
コクサイホウシャセンタンイソクテイイインカイ

国際放射線防護委員会

コクサイホウシャセンボウゴイインカイ

国際保健協力 コクサイホケンキョウリョク
国際薬局方 コクサイヤッキョクホウ
コクサッキーウイルス コクサッキーウイルス
コクシジオイデス症 コクシジオイデスショウ
黒色癌 コクショクガン
黒色歯 コクショクシ
黒色色素産生性細菌 コクショクシキソサンセイセイサイキン
黒色色素産生性バクテロイデス

コ

International Commission on
Radiation Units and
Measurements（ICRU）
International Commission on
Radiological Protection（ICRP）
international health corporation
International Pharmacopoeia（IP）
Coxsackie virus
coccidioidomycosis
melanocarcinoma
melanodontis
black pigmented bacteria
black pigmented Bacteroides

コクショクシキソサンセイセイバクテロイデス

黒色腫 コクショクシュ
黒色神経外胚葉性腫瘍

コクショクシンケイガイハイヨウセイシュヨウ

黒色表皮腫 コクショクヒョウヒシュ
国勢調査 コクセイチョウサ
告知 コクチ
極超短波 ゴクチョウタンパ
黒皮症 コクヒショウ
国民医療費 コクミンイリョウヒ
国民皆保険 コクミンカイホケン
国民健康・栄養調査 コクミンケンコウエイヨウチョウサ
国民健康づくり対策 コクミンケンコウヅクリタイサク
国民健康保険 コクミンケンコウホケン
国民健康保険法 コクミンケンコウホケンホウ
国民生活基礎調査 コクミンセイカツキソチョウサ
国民年金 コクミンネンキン
黒毛舌 コクモウゼツ
国立長寿科学センター

コクリツチョウジュカガクセンター

国立療養所 コクリツリョウヨウジョ
固形癌 コケイガン
鼓形空隙 ➡ 歯間鼓形空隙 コケイクウゲキ
固形製剤 コケイセイザイ
固形培地 コケイバイチ
コケイン症候群 コケインショウコウグン
ココアバター ココアバター
糊剤 コザイ
糊剤根管充塡 コザイコンカンジュウテン
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melanoma
melanotic neuro-ectodermal tumor
of infancy
acanthosis nigricans
population census
notiﬁcation
ultrahigh frequency（UHF）
melanosis
national medical care expenditure
health insurance enrolling all
people
national health and nutrition survey
active 80 health plan
national health insurance
National Health Insurance Low
comprehensive survey of living
condition of the people on health
and welfare
national pension
black hairy tongue
National Institute for Longevity
Sciences
national sanatorium
solid carcinoma
embrasure
solid preparations
solid medium
Cockayne syndrome
cocoa butter
paste
root canal ﬁlling with paste

コジンセンリョ

糊剤根管充塡法 コザイコンカンジュウテンホウ
鼓索神経 コサクシンケイ
鼓室 コシツ
鼓室階 コシツカイ
ゴシックアーチ ゴシックアーチ
ゴシックアーチ描記装置 ゴシックアーチビョウキソウチ
ゴシックアーチ描記法 ゴシックアーチビョウキホウ
鼓室骨裂孔 コシツコツレッコウ
50 歳以上死亡割合 ➡ PMI ゴジッサイイジョウシボウワリアイ
鼓室神経 コシツシンケイ
鼓室神経痛 コシツシンケイツウ
50％感染量 ゴジッパーセントカンセンリョウ
50％致死量 ゴジッパーセントチシリョウ
50％有効量

ゴジッパーセントユウコウリョウ

鼓室板 コシツバン
鼓室部 コシツブ
5 疾病・5 事業

ゴシッペイゴジギョウ

鼓室鱗裂 コシツリンレツ
個歯トレー コシトレー
五十肩

ゴジュウカタ

固縮 コシュク
呼出ガス コシュツガス
個人因子 コジンインシ
個人差 コジンサ
個人歯科保健管理 コジンシカホケンカンリ
個人識別 コジンシキベツ
個人識別【歯による】 コジンシキベツ（ハニヨル）
個人情報取扱事業者 コジンジョウホウトリアツカイジギョウシャ
個人情報の安全管理

コジンジョウホウノアンゼンカンリ

個人情報の第三者提供
個人情報保護法

コジンジョウホウノダイサンシャテイキョウ

コジンジョウホウホゴホウ

個人正常咬合 コジンセイジョウコウゴウ
個人線量計 コジンセンリョウケイ
個人線量当量 コジンセンリョウトウリョウ

root canal ﬁlling with paste
chorda tympani nerve
tympanic cavity
scala tympani
gothic arch
gothic arch tracer
gothic arch tracing method
huschke foramen
proportional of mortality indicator
（PMI）
tympanic nerve
tympanic neuralgia
median infective dose（ID50）
lethal dose 50（LD50），median
lethal dose，half lethal dose
eﬀective dose 50（ED50），median
eﬀective dose
tympanic plate
tympanic part
ﬁve diseases and ﬁve healthcare
services
squamotympanic ﬁssure
individual tooth tray，individual
tray for abutment impression
frozen shoulder，scapulohumeral
periarthritis
rigidity
expired gas
personal factors
individual diﬀerence
personal dental health care
personal identiﬁcation
dental identiﬁcation
person handling personal
information
safety management of personal
information
third party provision of personal
information
Act on the Protection of Personal
Information
individual normal occlusion
personal dosimeter
personal dose equivalent，
individual dose equivalent
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コ

コジンテキソイ

個人的素因
個人トレー
個人モニタ

コジンテキソイン
コジントレー
コジンモニタ

個人モニタリング コジンモニタリング
個人用防護具 コジンヨウボウゴグ

コ

コステッカ法 ➡ 下顎枝水平骨切り術 コステッカホウ
コステン症候群 コステンショウコウグン
個性正常咬合 コセイセイジョウコウゴウ
個成長 コセイチョウ
弧線状辺縁 コセンジョウヘンエン
枯草菌 コソウキン
固相線 コソウセン
固相点 コソウテン
孤束 コソク
呼息筋 コソクキン
姑息的 コソクテキ
姑息的治療 コソクテキチリョウ
姑息的放射線治療 コソクテキホウシャセンチリョウ
固体検出器 コタイケンシュツキ
個体差 コタイサ
コチニン コチニン
固着性 コチャクセイ
骨 コツ
骨アルゴリズム コツアルゴリズム
骨異形成症 コツイケイセイショウ
骨萎縮 コツイシュク
骨移植 コツイショク
骨移植材 コツイショクザイ
骨移植術 コツイショクジュツ
骨移植片 コツイショクヘン
骨インプラント接触率 コツインプラントセッショクリツ
骨鋭匙 コツエイヒ
骨壊死 コツエシ
骨炎 コツエン
骨縁下欠損 コツエンカケッソン
骨縁下ポケット コツエンカポケット
骨塩含量 コツエンガンリョウ
骨縁上ポケット コツエンジョウポケット
骨延長法 コツエンチョウホウ
骨塩量 コツエンリョウ
骨化 コツカ
骨塊 コツカイ
骨外性石灰化 コツガイセイセッカイカ
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individual disposition
individual tray
personal monitor，
individual monitor
personal monitoring
personal protective equipment
（PPE）
Kostečka method
Costen syndrome
individual normal occlusion
individual growth
scalloped margin
Bacillus subtilis
solidus line
solidus point
solitary tract，solitary fasciculus
expiratory muscle
palliative
palliative therapy
palliative radiotherapy
solid state detector（SSD）
individual diﬀerence
cotinine
tenacity
bone
bone algorithm
ossieous dysplasia
bone atrophy
bone graft
bone graft material
bone transplantation
bone graft
bone to implant contact ratio
bone curette
osteonecrosis
ostitis
infrabony defect
infrabony pocket
content of bone mineral
suprabony pocket
distraction osteogenesis
bone mineral content（BMC）
ossiﬁcation
bone block
extraosseous calciﬁcation

コッカンタンイ

骨界面
骨化核

コツカイメン
コツカカク

骨格 コッカク
骨格型 コッカクガタ
骨格型不調和 コッカクガタフチョウワ
骨格筋 コッカクキン
骨格筋弛緩薬 コッカクキンシカンヤク
骨格性Ⅰ級不正咬合 コッカクセイイッキュウフセイコウゴウ
骨格性開咬 コッカクセイカイコウ
骨格性過蓋咬合 コッカクセイカガイコウゴウ
骨格性下顎前突 コッカクセイカガクゼントツ
骨格性交叉咬合 コッカクセイコウサコウゴウ
骨格性Ⅲ級不正咬合 コッカクセイサンキュウフセイコウゴウ
骨格性上下顎前突 コッカクセイジョウカガクゼントツ
骨格性上顎前突 コッカクセイジョウガクゼントツ
骨格性成長 コッカクセイセイチョウ
骨格性調和 コッカクセイチョウワ
骨格性Ⅱ級不正咬合 コッカクセイニキュウフセイコウゴウ
骨格性反対咬合 コッカクセイハンタイコウゴウ
骨格性不正咬合 コッカクセイフセイコウゴウ
国家検定 コッカケンテイ
骨芽細胞 コツガサイボウ
骨芽細胞腫 コツガサイボウシュ
骨火傷 ➡ 骨熱傷 コツカショウ
骨化中心 コツカチュウシン
黒化度 コッカド
黒化度曲線 コッカドキョクセン
国家標準 コッカヒョウジュン
骨幹 コッカン
骨幹異形成症 コッカンイケイセイショウ
骨環境 コツカンキョウ
骨鉗子 コツカンシ
骨関節移植 コツカンセツイショク
骨関節炎 コツカンセツエン
骨関節症 ➡ 変形性関節症 コツカンセツショウ
骨幹端異形成症 コッカンタンイケイセイショウ

bone interface，osseous interface
center of ossiﬁcation，
ossiﬁcation center
skeleton
skeletal pattern
skeletal discrepancy
skeletal muscle
skeletal muscle relaxant
skeletal class Ⅰ，skeletal class Ⅰ
malocclusion
skeletal open bite
skeletal deep bite
skeletal mandibular protrusion，
skeletal progenia，mandibular
prognathism
skeletal crossbite
skeletal class Ⅲ，skeletal class Ⅲ
malocclusion
skeletal bimaxillary protrusion
skeletal maxillary protrusion，
skeletal prognathism，maxillary
prognathism
skeletal growth
skeletal proportion
skeletal class Ⅱ，skeletal class Ⅱ
malocclusion
skeletal reversed occlusion
skeletal malocclusion
national approval
osteoblast
osteoblastoma
bone burning
ossiﬁcation center
optical density，blackness，
photographic density
characteristic curve
national standard
diaphysis
diaphyseal dysplasia
bony environment
rongeur forceps
osteoarticular graft
osteoarthritis
osteoarthrosis
metaphyseal dysplasia
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コ

コツカンツウイ

骨貫通インプラント コツカンツウインプラント
骨関連病変 コツカンレンビョウヘン
骨基質 コツキシツ
骨柩 コツキュウ
骨吸収 ➡ 歯槽骨吸収 コツキュウシュウ
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死
コツキュウシュウヨクセイヤクカンレンガッコツエシ

骨凝塊 コツギョウカイ
骨棘 コツキョク
骨巨細胞腫 コツキョサイボウシュ
骨切り術 コツキリジュツ
骨グラタンパク質 ➡ オステオカルシン

コ

transosteal implant
bone-related lesion
bone matrix
involucrum
bone resorption
antiresorptive agent-related osteonecrosis of the jaw（ARONJ）
osseous coagulum
osteophyte
giant cell tumor of bone，
osteoclastoma
osteotomy
bone Gla protein（BGP）

コツグラタンパクシツ

骨形成

コツケイセイ

骨形成異常 コツケイセイイジョウ
骨形成異常症 コツケイセイイジョウショウ
骨形成因子 コツケイセイインシ
骨形成術 コツケイセイジュツ
骨形成腫瘍 コツケイセイシュヨウ
骨形成性エプーリス コツケイセイセイエプーリス
骨形成性癌 コツケイセイセイガン
骨形成線維腫 コツケイセイセンイシュ
骨形成タンパク ➡ 骨誘導因子 コツケイセイタンパク
骨形成不全

コツケイセイフゼン

骨形成不全症

コツケイセイフゼンショウ

骨形態計測法 コツケイタイケイソクホウ
骨形態修正 コツケイタイシュウセイ
骨系統疾患 コツケイトウシッカン
骨結紮 コツケッサツ
骨結紮法 コツケッサツホウ
骨欠損 コツケッソン
骨欠損の分類 コツケッソンノブンルイ
骨減少症 コツゲンショウショウ
骨原性細胞 コツゲンセイサイボウ
骨硬化 コツコウカ
骨口蓋 コツコウガイ
骨硬化縁 コツコウカエン
骨硬化症 コツコウカショウ
骨硬化帯 コツコウカタイ
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osteoplasty，histogenesis of bone，
osteogenesis
bone dysplasia
bone dysplasia
bone morphogenetic factor
osteoplasty
bone forming tumor
osteoplastic epulis
osteoplastic carcinoma
ossifying ﬁbroma
bone morphogenetic protein
（BMP）
dysostosis，osteogenesis
imperfecta
osteogenesis imperfecta，
fragilitas ossium，
osteopsathyrosis，brittle bone
bone morphometry
osseous resection
systemic bone disease
interosseous wiring
interosseous wiring
bone loss，bone defect
classiﬁcation of bone defect
osteopenia
osteogenic cell
osteosclerosis
bony palate
sclerotic rim
osteosclerosis
sclerotic band

コツズイセンリ

骨好酸性肉芽腫 コツコウサンセイニクゲシュ
骨構造 コツコウゾウ
骨溝探針 コツコウタンシン
骨細管 コツサイカン
骨再形成 コツサイケイセイ
骨採取 コツサイシュ
骨再生 コツサイセイ
骨再生誘導法 コツサイセイユウドウホウ
骨再生用材料 コツサイセイヨウザイリョウ
骨細片 コツサイヘン
骨細胞 コツサイボウ
骨シアロタンパク質 コツシアロタンパクシツ
骨質 コツシツ
骨腫 コツシュ
骨修復材 コツシュウフクザイ
骨腫瘍 コツシュヨウ
骨障害 コツショウガイ
骨小腔 コツショウクウ
骨シンチグラフィー コツシンチグラフィ
骨シンチグラム コツシンチグラム
骨親和性同位元素 コツシンワセイドウイゲンソ
骨髄 コツズイ
骨髄異形成症候群 コツズイイケイセイショウコウグン
骨髄移植 コツズイイショク
骨髄炎 コツズイエン
骨髄芽球性白血病 コツズイガキュウセイハッケツビョウ
骨髄幹細胞 コツズイカンサイボウ
骨髄腔
骨髄死
骨髄腫

コツズイクウ
コツズイシ
コツズイシュ

骨髄腫細胞 コツズイシュサイボウ
骨髄腫腎 コツズイシュジン
骨髄腫腎症 コツズイシュジンショウ
骨髄腫瘍 コツズイシュヨウ
骨髄症候群 コツズイショウコウグン
骨髄浸潤 コツズイシンジュン
骨髄性白血病 コツズイセイハッケツビョウ
骨髄線維症 コツズイセンイショウ
骨髄穿刺 コツズイセンシ
骨髄線量 コツズイセンリョウ

eosinophilic granuloma of bone
bone structure
channel curette
bone canaliculus
remodeling of bone
bone harvest
bone regeneration
guided bone regeneration（GBR）
osteoanagenesis material
bone chip
osteocyte
bone sialoprotein
bone quality
osteoma
bone repairing material
bone tumor
osteopathy
bone cavity，bone lacuna
bone scintigraphy，bone scan，
bone scanning
bone scintigram
bone seeking isotope
bone marrow，medulla ossium
myelodysplastic syndrome（MDS）
bone marrow transplantation，
bone marrow transfusion
osteomyelitis
myeloblastic leukemia
myeloid stem cell，bone marrow
stem cell
marrow cavity，medullary cavity
bone marrow death
extramedullary plasmacytoma，
myeloma
myeloma cell
myeloma kidney
myeloma kidney
bone marrow tumor
bone marrow syndrome
bone marrow invasion
myelogenous leukemia
myeloﬁbrosis
bone marrow puncture
bone marrow dose，
bone marrow radiation dose
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コ

コツズイゾウシ

コ

骨髄増殖症候群 コツズイゾウショクショウコウグン
骨髄内 コツズイナイ
骨髄由来細胞 コツズイユライサイボウ
骨髄由来リンパ球 コツズイユライリンパキュウ
骨髄抑制 コツズイヨクセイ
骨髄リーマー コツズイリーマー
骨スウェージング コツスウェージング
骨性 コツセイ
骨性隔壁 コツセイカクヘキ
骨生検 コツセイケン
骨性獅子面 コツセイシシメン
骨性獅子面症 コツセイシシメンショウ
骨成熟 コツセイジュク
骨性瘢痕治癒 コツセイハンコンチユ
骨性癒着【インプラントの】 コツセイユチャク（インプラントノ）
骨性癒着【歯の】 コツセイユチャク（ハノ）
骨性癒着歯 コツセイユチャクシ
骨折 コッセツ
骨接合 コツセツゴウ
骨接合術 コツセツゴウジュツ
骨折手術台 コッセツシュジュツダイ
骨切除 コツセツジョ
骨切除術 コツセツジョジュツ
骨折線 コッセツセン
骨セメント コツセメント
骨線維腫 コツセンイシュ
骨前駆細胞 コツゼンクサイボウ
骨穿孔開窓法 コツセンコウカイソウホウ
骨穿刺 コツセンシ
骨穿刺術 コツセンシジュツ
骨穿通結紮 コツセンツウケッサツ
骨剪刀 コツセントウ
骨増殖症 コツゾウショクショウ
骨造成 コツゾウセイ
骨増生 ➡ 骨造成 コツゾウセイ
骨層板 コツソウバン
骨粗鬆症 コツソショウショウ
骨代謝回転 コツタイシャカイテン
骨端 コッタン
骨単位 コツタンイ
骨端核 コッタンカク
骨単鉤 コツタンコウ
骨端骨折 コッタンコッセツ
骨端固定 コッタンコテイ
骨端固定術 コッタンコテイジュツ
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myeloproliferative syndrome
intramedullary
bone marrow derived cell
bone marrow derived lymphocyte
bone marrow suppression
medullary reamer
bone swaging
osteogenic
bony septum
bone biopsy
leontiasis ossea
leontiasis ossea
skeletal maturity
healing with osteoid scar
osseous adhesion
osseous ankylosis
ankylosed tooth
bone fracture
osteosynthesis
osteosynthesis
fracture table
ostectomy
ostectomy
fracture line
bone cement
osteoﬁbroma
osteoprogenitor cell
artiﬁcial ﬁstulation，trephination
bone puncture
bone puncture
transosseous wiring
bone shears
hyperostosis，osteophytosis
bone augmentation
osteogenesis，bone formation
bone lamella
osteoporosis
bone turnover
apophysis，epiphysis
osteon
epiphyseal nucleus
bone hook
epiphyseal fracture
epiphyseodesis，epiphyseiodesis
epiphyseodesis，epiphyseiodesis

コツネッショウ

骨端症 コッタンショウ
骨端成長 コッタンセイチョウ
骨端線 コッタンセン
骨端軟骨 コッタンナンコツ
骨置換性吸収 ➡ 骨性癒着【歯の】 コツチカンセイキュウシュウ
骨緻密化【骨折治癒過程の】 コツチミツカ（コッセツチユカテイノ）
骨中心性血管腫 コツチュウシンセイケッカンシュ
骨痛 コツツウ
骨釘 コツテイ
骨釘固定法 コツテイコテイホウ
骨てこ コツテコ
骨添加 コツテンカ
骨添加成長 コツテンカセイチョウ
骨伝導 コツデンドウ
骨伝導性材料 コツデンドウセイザイリョウ
コッドマン三角 コッドマンサンカク
ゴットリーブの垂直法 ゴットリーブノスイチョクホウ
骨ドリル コツドリル
骨内インプラント コツナイインプラント
骨内期 コツナイキ
骨内固定 コツナイコテイ
骨内固定源 コツナイコテイゲン
骨内性骨増殖症 コツナイセイコツゾウショクショウ
骨内性骨肉腫 コツナイセイコツニクシュ
骨内膜 コツナイマク
骨内膜性 コツナイマクセイ
骨内膜性骨化 コツナイマクセイコツカ
骨内麻酔 コツナイマスイ
骨内類表皮囊胞 コツナイルイヒョウヒノウホウ
骨軟化 コツナンカ
骨軟化症 コツナンカショウ
骨軟骨異形成 コツナンコツイケイセイ
骨軟骨異形成症 コツナンコツイケイセイショウ
骨軟骨移植 コツナンコツイショク
骨軟骨炎 コツナンコツエン
骨軟骨骨折 コツナンコツコッセツ
骨軟骨腫 コツナンコツシュ
骨軟骨腫症 コツナンコツシュショウ
骨・軟骨腫瘍 コツナンコツシュヨウ
骨軟骨症 コツナンコツショウ
骨軟骨性外骨症 コツナンコツセイガイコツショウ
骨軟骨肉腫 コツナンコツニクシュ
骨肉腫 コツニクシュ
骨熱傷 コツネッショウ

epiphysitis，osteochondrosis
epiphyseal growth
epiphyseal line
epiphyseal cartilage
bone replacement resorption
consolidation
central hemangioma of bone
osteodynia
bone peg
skeletal pin ﬁxation
bone lever，bone skid
bone deposition，bone apposition
bone appositional growth
bone conduction
osteoconductive material
Codman triangle
Gottlieb method
bone drill
endosseous implant
intra-osteal stage
intraosseous anchorage
intraosseous anchorage
endosteal hyperostosis
central osteosarcoma，
medullary osteosarcoma
endosteum
endosteal
endosteal ossiﬁcation
intraosseous analgesia
intraosseous epidermoid cyst
osteomalacia
osteomalacia
osteochondrodysplasia
osteochondrodysplasia
osteochondral graft
osteochondritis
osteochondral fracture
osteochondroma
osteochondromatosis
bone and chondromatous tumor
osteochondrosis
osteocartilaginous exostosis
osteochondrosarcoma
osteosarcoma
bone overheating
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コ

コツネンレイ

骨年齢

コ

コツネンレイ

骨囊胞 コツノウホウ
骨鋸 コツノコギリ
骨ノミ コツノミ
骨 - バイオマテリアル界面 コツバイオマテリアルカイメン
骨破壊 コツハカイ
骨パジェット病 ➡ 変形性骨炎 コツパジェットビョウ
骨把持鉗子 コツハジカンシ
骨発育不全 コツハツイクフゼン
骨発育不全症 コツハツイクフゼンショウ
骨幅 コツハバ
骨皮質 コツヒシツ
骨皮質肥厚像 コツヒシツヒコウゾウ
骨表示画像 コツヒョウジガゾウ
骨フッ素症 コツフッソショウ
骨粉砕器 コツフンサイキ
コッヘル鉗子 コッヘルカンシ
骨片 コッペン
骨辺縁 コツヘンエン
骨変化 コツヘンカ
骨変形 コツヘンケイ
骨片収集器 コツヘンシュウシュウキ
骨片除去 コッペンジョキョ
骨縫合 コツホウゴウ
骨縫合術 コツホウゴウジュツ
骨縫合部成長 コツホウゴウブセイチョウ
骨膨隆 コツボウリュウ
骨ポケット コツポケット
骨補塡材 コツホテンザイ
骨膜 コツマク
骨膜炎 コツマクエン
骨膜下 コツマクカ
骨膜下インプラント コツマクカインプラント
骨膜下期 コツマクカキ
骨膜下骨吸収 コツマクカコツキュウシュウ
骨膜下骨新生 コツマクカコツシンセイ
骨膜下注射 コツマクカチュウシャ
骨膜下膿瘍 コツマクカノウヨウ
骨膜起子 コツマクキシ
骨膜症 コツマクショウ
骨膜上膿瘍 コツマクジョウノウヨウ
骨膜スリーブ コツマクスリーブ
骨膜性 コツマクセイ
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bone skeletal age，bone age，
skeletal age
bone cyst
bone saw
bone chisel
bone-biomaterial interface
bone destruction
Paget disease of bone
bone forceps，bone-holding forceps
hypostosis
hypostosis
bone width
bone cortex
eburnation
bone window image
osteoﬂuorosis，skeletal ﬂuorosis
bone mill
Kocher forceps
bone fragment
lipping
bony change
bony deformity
bone collector
ebonation
osteorrhaphy
osteorrhaphy
bone suture growth
bone expansion
bony pocket
material for bone defect replacement，bone substitute
periosteum
periostitis
subperiosteal
subperiosteal implant
subperiosteal stage
subperiosteal resorption
subperiosteal new bone formation
subperiosteal injection
subperiosteal abscess
periosteal elevator
periostosis
supraperiosteal abscess
periosteal sleeve
periosteal

コテイゲン

骨膜性骨化 ➡ 膜性骨化 コツマクセイコツカ
骨膜性骨新生 コツマクセイコツシンセイ
骨膜性骨肉腫 コツマクセイコツニクシュ
骨膜性軟骨肉腫 コツマクセイナンコツニクシュ
骨膜切開 コツマクセッカイ
骨膜切開術 コツマクセッカイジュツ
骨膜付き骨移植 コツマクツキコツイショク
骨膜刀 コツマクトウ
骨膜軟骨腫 コツマクナンコツシュ
骨膜剝離器 コツマクハクリキ
骨膜剝離子 コツマクハクリシ
骨膜反応 コツマクハンノウ
骨膜縫合 コツマクホウゴウ
骨窓 コツマド
骨密度 ➡ 骨塩量 コツミツド
骨ミネラル コツミネラル
骨モデリング コツモデリング
骨やすり コツヤスリ
骨誘導 コツユウドウ
骨誘導因子 コツユウドウインシ
骨誘導性材料 コツユウドウセイザイリョウ
骨癒合 コツユゴウ
骨癒合症 コツユゴウショウ
骨癒合不全 コツユゴウフゼン
骨由来成長因子 コツユライセイチョウインシ
骨溶解 コツヨウカイ
骨リモデリング コツリモデリング
骨瘤 コツリュウ
骨隆起 コツリュウキ
骨梁 コツリョウ
骨量 コツリョウ
骨レベル コツレベル
骨ろう コツロウ
固定 コテイ
固定
【矯正】 コテイ（キョウセイ）
固定液 コテイエキ
固定化 コテイカ
固定期間 コテイキカン
固定源 コテイゲン

periosteal ossiﬁcation
periosteal new bone formation
periosteal osteosarcoma
juxtracortical chondrosarcoma，
periosteal chondrosarcoma
periosteotomy
periosteotomy
osteoperiosteal graft
periostotome
periosteal chondroma
xyster，periosteal xyster
periosteum elevator，
periosteum raspatory
periosteal reaction
periosteal suture
bony window
bone density，bone mineral density
（BMD）
bone mineral
bone modeling
bone ﬁle
bone induction
osteoinductive factor，
osteoinductive material
bone inductive material
bone union
synostosis
nonunion
bone-derived growth factor
osteolysis
bone remodeling
bone protuberance，
bone prominence
bone torus
bone trabecula
bone quantity
bone level
bone wax
splint，ﬁxation
anchorage
hardening solution，ﬁxative solution，ﬁxing solution
immobilization
ﬁxation period，term for ﬁxation
anchorage，anchorage source
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コ

コテイコウカ

コ

固定効果 コテイコウカ
固定式矯正装置 コテイシキキョウセイソウチ
固定式舌側バー コテイシキゼッソクバー
固定式保定装置 コテイシキホテイソウチ
固定準備 コテイジュンビ
固定性ブリッジ コテイセイブリッジ
固定性補綴装置 コテイセイホテツソウチ
固定性連結 コテイセイレンケツ
固定装置 コテイソウチ
固定の喪失 コテイノソウシツ
固定ビーム コテイビーム
固定法 コテイホウ
固定法
【組織の】 コテイホウ（ソシキノ）
固定縫合 コテイホウゴウ
固定保隙装置 コテイホゲキソウチ
固定薬疹 コテイヤクシン
固定陽極 X 線管 コテイヨウキョクエックスセンカン
固定陽極管球 コテイヨウキョクカンキュウ
固定用副子 コテイヨウフクシ
固定用ワイヤー コテイヨウワイヤー
固定レート型ペースメーカー コテイレートガタペースメーカー
固定レートペースメーカー ➡ 固定レート型ペース
メーカー コテイレートペースメーカー
コデイン コデイン
古典散乱 コテンサンラン
コデンタルスタッフ コデンタルスタッフ
古典的感染症 コテンテキカンセンショウ
古典的血友病 コテンテキケツユウビョウ
古典的条件づけ コテンテキジョウケンヅケ
コドマン三角 コドマンサンカク
子供期待数 コドモキタイスウ
子供期待率 コドモキタイリツ
子どもの権利条約 コドモノケンリジョウヤク
コドン コドン
ゴニオン【セファロ分析の】 ゴニオン（セファロブンセキノ）
誤認防止 ゴニンボウシ
コネクタ コネクタ
五倍子 ゴバイシ
コバマミド コバマミド
コバラミン コバラミン
コバルトクロム合金 コバルトクロムゴウキン
コバルト 60 遠隔治療 コバルトロクジュウエンカクチリョウ
5p- 症候群 ゴピーマイナスショウコウグン
コヒーレント コヒーレント
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eﬀect of anchorage
ﬁxed orthodontic appliance
ﬁxed lingual bar
ﬁxed retainer
anchorage preparation
ﬁxed bridge
ﬁxed prosthesis
ﬁxed connection，rigid connection
ﬁxed appliance
anchorage loss
stationary beam
anchorage，ﬁxation，ﬁxing
ﬁxation procedure
anchor suture
ﬁxed space maintainer
ﬁxed drug eruption
stationary anode X-ray tube，
ﬁxed anode X-ray tube
ﬁxed anode X-ray tube
ﬁxation splint
ﬁxing wire
ﬁxed rate pacemaker
ﬁxed rate pacemaker
codeine，codeine phosphate
classical scattering
codental staﬀ
classical infection
classical hemophilia
classical conditioning
Codman triangle
child expectancy
child expectancy
convention on the right of the child
codon
Gonion（Go）
preventing false recognition
connector
gall
cobamamide
cobalamin
cobalt-chromium（Co-Cr）alloy
cobalt 60 teletherapy
5p-syndrome
coherent

コラーゲンスポ

コヒーレント散乱 コヒーレントサンラン
コフィンの拡大装置 コフィンノカクダイソウチ
コフィン・ローリー症候群 コフィンローリーショウコウグン
コプラ【舌の】 コプラ（ゼツノ）
コプリック斑 コプリックハン
4/5 冠 ゴブンノヨンカン
個別援助技術 コベツエンジョギジュツ
個別化 コベツカ
コベフリン コベフリン
コホート コホート
コホート研究 コホートケンキュウ
コホート調査 コホートチョウサ
コホート分析 コホートブンセキ
鼓膜 コマク
コミュニケーション コミュニケーション
コミュニケーション障害 コミュニケーションショウガイ
コミュニティー コミュニティー
ゴム質印象材 ゴムシツインショウザイ
ゴム腫 ゴムシュ
ゴム床義歯 ゴムショウギシ
ゴム弾性 ゴムダンセイ
ゴム手袋 ゴムテブクロ
ゴムリング ゴムリング
コメットサイン コメットサイン
コメディカルスタッフ コメディカルスタッフ
コモンリスクアプローチ コモンリスクアプローチ
誤薬 ゴヤク
固有感覚 コユウカンカク
固有口腔 コユウコウクウ
固有咬合面 コユウコウゴウメン
固有歯槽骨 コユウシソウコツ
固有受容 コユウジュヨウ
固有受容体 コユウジュヨウタイ
固有心筋 コユウシンキン
固有唾液 ➡ 非刺激唾液 コユウダエキ
固有フィルター コユウフィルター
固有濾過 コユウロカ
雇用者健康保険 コヨウシャケンコウホケン
誤用症候群 ゴヨウショウコウグン
固溶体 コヨウタイ
雇用保険 コヨウホケン
コラーゲン コラーゲン
コラーゲンスポンジ コラーゲンスポンジ

coherent scattering
Coﬃn expansion appliance
Coﬃn-Lowry syndrome
copula
Koplik spot
partial coverage crown，
four ﬁfth crown
casework
individualization
cobefrine
cohort
cohort study
cohort survey
cohort analysis
tympanic membrane
communication
communication disability，
communication disorder
community
rubber impression material
gumma
vulcanite plate denture
rubber elasticity
rubber glove
rubber rings
comet sign
comedical staﬀ
common risk approach
misadministration of drug
proprioceptive sensibility
oral cavity proper
occlusal surface proper
alveolar bone proper
proprioception
proprioceptor
ordinary cardiac muscle
proper saliva
inherent ﬁlter
inherent ﬁltration
employee's health insurance
misuse syndrome
solid solution
employment insurance
collagen
collagen sponge

コ
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コラーゲンセン

コラーゲン線維 コラーゲンセンイ
コラーゲンファミリー コラーゲンファミリー
コラーゲン膜 ➡ アテロコラーゲン膜 コラーゲンマク
コラゲナーゼ コラゲナーゼ
コラゲナーゼインヒビター コラゲナーゼインヒビター
コランダム コランダム
コランダムホイール コランダムホイール
コリ回路 コリカイロ
孤立性 コリツセイ
孤立性アフタ コリツセイアフタ
孤立性形質細胞腫 コリツセイケイシツサイボウシュ
孤立性骨髄腫 コリツセイコツズイシュ
孤立性線維性腫瘍 コリツセイセンイセイシュヨウ

コ

Corynebacterium matruchotii

collagen ﬁber
collagen family
collagen membrane
collagenase
collagenase inhibitor
corundum
corundum wheel
Cori cycle
solitary
solitary aphtha
solitary plasmacytoma
solitary myeloma
hemangiopericytoma，solitary
ﬁbrous tumor

コリネバクテリウムマトルショッティ

コリメーション コリメーション
コリメータ コリメータ
コリン コリン
コリンアセチラーゼ コリンアセチラーゼ
コリンエステラーゼ コリンエステラーゼ
コリンエステラーゼ阻害薬 コリンエステラーゼソガイヤク
コリン作動 コリンサドウ
コリン作動性遮断薬 コリンサドウセイシャダンヤク
コリン作動性神経 コリンサドウセイシンケイ
コリン作動性線維 コリンサドウセイセンイ
コリン作動薬 コリンサドウヤク
コリン性伝達 コリンセイデンタツ
コル
【歯間乳頭の】 コル（シカンニュウトウノ）
ゴルジ空胞 ゴルジクウホウ
ゴルジ・腱受容器 ゴルジケンジュヨウキ
ゴルジ細胞 ゴルジサイボウ
ゴルジ小胞 ゴルジショウホウ
ゴルジ槽 ゴルジソウ
ゴルジ装置 ゴルジソウチ
ゴルジ層板 ゴルジソウバン
ゴルジ体 ゴルジタイ
ゴルジ囊 ゴルジノウ
ゴルジ野 ゴルジヤ
コルセット コルセット
コルチコステロイド コルチコステロイド
コルチコトミー コルチコトミー
コルチゾン酢酸エステル コルチゾンサクサンエステル
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collimation
collimator
choline
choline acetylase
cholinesterase
cholinesterase inhibitor
cholinergic
cholinergic blocking drug
cholinergic nerve
cholinergic ﬁber
cholinergic drug
cholinergic transmission
col
Golgi vacuole
Golgi-tendon organ
Golgi cell
Golgi vesicle
Golgi cisterna
Golgi apparatus
Golgi lamella
Golgi body，Golgiosome
Golgi saccule
Golgi area
corset
corticosteroid，
adrenocorticosteroid
corticotomy，cortical osteotomy
cortisone acetate

コンカンケイセ

ゴルツ症候群

ゴルツショウコウグン

コルネリア・デ・ランゲ症候群 コルネリアデランゲショウコウグン
コルヒチン コルヒチン
コルフ線維 コルフセンイ
コルベン状形態【床縁の】 コルベンジョウケイタイ（ショウエンノ）
コレカルシフェロール コレカルシフェロール
コレシストキニン コレシストキニン
コレシストキニン・パンクレオチミン
コレシストキニンパンクレオチミン

コレステリン結晶 コレステリンケッショウ
コレステロール コレステロール
コレステロールエステル コレステロールエステル
コレステロール脂肪化 コレステロールシボウカ
コレステロール値 コレステロールチ
コロイダルシリカ コロイダルシリカ
コロイダルシリカ埋没材 コロイダルシリカマイボツザイ
コロイド コロイド
コロイド囊腫 コロイドノウシュ
コロイド変性 コロイドヘンセイ
コロイド様腺腫 コロイドヨウセンシュ
語聾 ゴロウ
コロジオン コロジオン
コロトコフ音 コロトコフオン
コロナ【超音波】 コロナ（チョウオンパ）
コロナルリーケージ コロナルリーケージ
コロニー コロニー
コロニー形成単位 コロニーケイセイタンイ
コロニー形成能 コロニーケイセイノウ
コロニー刺激因子 コロニーシゲキインシ
コロニーハイブリダイゼーション

Goltz's syndrome，
focal dermal hypoplasia
Cornelia de Lange syndrome
colchicine
Korﬀ ﬁber
Kolbenähnlich Form（独）
cholecalciferol
cholecystokinin
cholecystokinin-pancreozymin
（CCK-PZ）
cholesterin crystals
cholesterol
cholesterol ester
cholesterol fat degeneration
cholesterol level
colloidal silica
colloidal silica investment
colloid
colloidal cystoma
colloid degeneration
colloid adenoma
word deafness
collodion
Korotkov sounds
corona
coronal leakage
colony
colony forming unit（CFU）
clonogenicity，colony forming unit
colony stimulating factor（CSF）
colony hybridization

コロニーハイブリダイゼーション

コロニーハイブリダイゼーション法

colony hybridization

コロニーハイブリダイゼーションホウ

こわばり コワバリ
混液比 コンエキヒ
コンカナバリン A コンカナバリンエー
根管 コンカン
根管イスムス コンカンイスムス
根管拡大 コンカンカクダイ
根管狭窄 コンカンキョウサク
根管系 コンカンケイ
根管形成 コンカンケイセイ

stiﬀness，stiﬀning，rigidity
liquid-powder ratio
concanavalin A
root canal
root canal isthmus
root canal enlargement
obliteration of root canal，
stricture of root canal
root canal system
root canal preparation，
shaping of root canal
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コ

コンカンコウ

根管口 コンカンコウ
根管シーラー ➡ 根管用セメント
根管充塡 コンカンジュウテン

コ

根管充塡材

コンカンジュウテンザイ

根管充塡法

コンカンジュウテンホウ

コンカンシーラー

根管消毒 コンカンショウドク
根管消毒剤 コンカンショウドクザイ
根管処置 コンカンショチ
根完成歯 コンカンセイシ
根管清掃 コンカンセイソウ
根間線維 コンカンセンイ
根管洗浄 コンカンセンジョウ
根管側枝 コンカンソクシ
根間中隔 コンカンチュウカク
根管長 コンカンチョウ
根管長測定法 コンカンチョウソクテイホウ
根管貼薬 コンカンチョウヤク
根管通過法 コンカンツウカホウ
根管内細菌培養検査 コンカンナイサイキンバイヨウケンサ
根管プラガー コンカンプラガー
根管分岐 コンカンブンキ
根管閉鎖 コンカンヘイサ
根管壁吸収 コンカンヘキキュウシュウ
根管用セメント コンカンヨウセメント
根拠に基づく医療 ➡ EBM コンキョニモトヅクイリョウ
コンケイブ型顔形 ➡ 凹顔型 コンケイブガタガンケイ
混合栄養 コンゴウエイヨウ
混合型アマルガム合金 コンゴウガタアマルガムゴウキン
混合感染 コンゴウカンセン
混合凝集試験 コンゴウギョウシュウシケン
混合凝集反応 コンゴウギョウシュウハンノウ
混合結合織疾患 コンゴウケツゴウシキシッカン
混合結石 コンゴウケッセキ
混合研究法 コンゴウケンキュウホウ
混合修復 コンゴウシュウフク
混合腫瘍 ➡ 多形腺腫 コンゴウシュヨウ
混合静脈血 コンゴウジョウミャクケツ
混合歯列 コンゴウシレツ
混合歯列期 コンゴウシレツキ
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oriﬁce of root canal
root canal sealer
root canal ﬁlling，
root canal obturation
root canal ﬁlling material，root
canal obturating material
root canal ﬁlling method，root
canal obturating method
root canal disinfection
root canal disinfectant
root canal treatment
tooth with completed root
root canal cleaning
interradicular ﬁber
root canal irrigation
lateral canal，
lateral branch of root canal
interradicular septum
root canal length
measuring method of root canal
length
intracanal medication
root canal passage
bacteriological examination of root
canal
root canal plugger
ramiﬁcation of root canal
blockage of canal
resorption of root canal wall
root canal cement
evidence-based medicine（EBM）
concave face
mixed feeding
mixed type amalgam alloy
mixed infection
mixed agglutination test
mixed agglutination reaction
mixed connective tissue disease
combined stone
mixed methods research
mixed restoration
mixed tumor
mixed venous blood
mixed dentition
mixed dentition period

コンセンセイセ

混合歯列期咬合誘導

コンゴウシレツキコウゴウユウドウ

混合歯列弓 コンゴウシレツキュウ
混合歯列分析 コンゴウシレツブンセキ
混合スケジュール コンゴウスケジュール
混合性結合組織病 コンゴウセイケツゴウソシキビョウ
混合性歯原性腫瘍 コンゴウセイシゲンセイシュヨウ
混合性非歯原性腫瘍 コンゴウセイヒシゲンセイシュヨウ
混合腺 コンゴウセン
混合唾液 コンゴウダエキ
混合破壊 コンゴウハカイ
混合パターン コンゴウパターン
混汞比 コンコウヒ
混合物 コンゴウブツ
混合ポケット【歯肉の】 コンゴウポケット（シニクノ）
混合リンパ球反応 コンゴウリンパキュウハンノウ
昏睡 コンスイ
昏睡位 コンスイイ
混水比 コンスイヒ
コンスタントフォース コンスタントフォース
痕跡 コンセキ
痕跡歯 コンセキシ
痕跡条件づけ コンセキジョウケンヅケ
根尖 コンセン
根尖狭窄部 コンセンキョウサクブ
根尖孔 コンセンコウ
根尖歯周組織 コンセンシシュウソシキ
根尖周囲 コンセンシュウイ
根尖性化膿性歯周炎 コンセンセイカノウセイシシュウエン
根尖性感染 コンセンセイカンセン
根尖性骨性異形成症 ➡ セメント質骨性異形成症

occlusal guidance in mixed
dentition period
mixed dental arch
mixed dentition analysis
mixed schedule
mixed connective tissue disease
（MCTD）
mixed odontogenic tumor
mixed non-odontogenic tumor
mixed gland
mixed saliva
mixed failure
mixed pattern
mercury to alloy ratio
mixtures
compound pocket
mixed lymphocyte reaction
（MLR），mixed lymphocyte
culture reaction（MLCR）
coma
coma position
water powder ratio
constant force
remnant
rudimentary tooth
trace conditioning
root apex
apical constriction
apical foramen
periapical tissue
periapical，periapex
apical suppurative periodontitis
periapical infection
periapical osseous dysplasia

コンセンセイコツセイイケイセイショウ

根尖性骨線維症 コンセンセイコツセンイショウ
根尖性歯根囊胞 コンセンセイシコンノウホウ
根尖性歯周炎 コンセンセイシシュウエン
根尖性歯周疾患 コンセンセイシシュウシッカン
根尖性歯周組織炎 コンセンセイシシュウソシキエン
根尖性歯槽膿瘍 コンセンセイシソウノウヨウ
根尖性セメント質異形成症 ➡ セメント質骨性
異形成症 コンセンセイセメントシツイケイセイショウ
根尖性線維性異形成症 コンセンセイセンイセイイケイセイショウ

periapical osteoﬁbroma
apical radicular cyst
apical periodontitis
periapical diseases
periapical periodontitis
apical alveolar abscess
periapical cemental dysplasia
periapical ﬁbrous dysplasia
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コ

コンセンセツジ

根尖切除術

コンセンセツジョジュツ

根尖切除法

コンセンセツジョホウ

根尖線維【歯根膜の】 コンセンセンイ（シコンマクノ）
根尖搔爬法 コンセンソウハホウ
根尖投影咬合撮影法 コンセントウエイコウゴウサツエイホウ
根尖投影法 コンセントウエイホウ

コ

根尖肉芽腫 コンセンニクゲシュ
根尖膿瘍 コンセンノウヨウ
根尖瘢痕 コンセンハンコン
根尖病変 コンセンビョウヘン
根尖部 コンセンブ
根尖部 X 線透過像 コンセンブエックスセントウカゾウ
根尖部透過像 コンセンブトウカゾウ
根尖分岐 コンセンブンキ
根側性歯根囊胞 コンソクセイシコンノウホウ
根側肉芽腫 コンソクニクゲシュ
根側囊胞 コンソクノウホウ
根側膿瘍 コンソクノウヨウ
コンソリデーションアーチ コンソリデーションアーチ
コンダイラー型咬合器 コンダイラーガタコウゴウキ
コンダイラーロッド コンダイラーロッド
混濁腫脹 コンダクシュチョウ
混濁層 コンダクソウ
コンダクタータイプ【光照射器の】

root resection，apicoectomy，
root-end resection
root resection，apicoectomy，
root-end surgery
apical ﬁber
apicocurettage，periradicular
curettage，apical curettage，
periapical curettage
periapical occlusal radiography
periapical projection，
apical projection
apical granuloma
apical abscess
apical scar
apical lesion，periapical lesion，
periapical pathosis
apical region，apical portion
periapical radiolucency
radiolucency at the apex
apical ramiﬁcation，
canal branch of root apex
lateral radicular cyst
lateral granuloma
lateral periodontal cyst，lateral cyst
lateral abscess
consolidation arch
condylar type articulator
condylar rod
cloudy swelling
opaque layer
conductor type

コンダクタータイプ（ヒカリショウシャキノ）

コンダクタンス コンダクタンス
コンタクトエリア コンタクトエリア
コンタクトオステオジェネシス コンタクトオステオジェネシス
コンタクトキュア コンタクトキュア
コンタクトゲージ コンタクトゲージ
コンタクトチップ コンタクトチップ
コンタクトチップ【レーザーの】 コンタクトチップ（レーザーノ）
コンタクトポイント コンタクトポイント
コンタクトマイクロラジオクラフィー

conductance
contact area
contact osteogenesis
contact cure
contact gauge
contact chip
contact tip
interproximal contact，
occlusal contact
contact microradiography

コンタクトマイクロラジオグラフィー

コンタクトマイクロラジオグラム
コンタクトマイクロラジオグラム
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contact microradiogram

コンピテントサ

コンタクトマトリックス コンタクトマトリックス
献立アンケート コンダテアンケート
コンタミネーション コンタミネーション
コンタリングプライヤー コンタリングプライヤー
根治手術 コンチシュジュツ
根治的頸部郭清術 コンチテキケイブカクセイジュツ
根治的治療 コンチテキチリョウ
コンティニュアスアーチワイヤー

contact matrix
questionnaire on meal
contamination
contouring pliers
radical operation
radical neck dissection
radical treatment
continuous archwire

コンティニュアスアーチワイヤー

コンディリオン【セファロ分析の】

Condylion（Cd）

コンディリオン（セファロブンセキノ）

コンデンサ形電離箱 コンデンサガタデンリバコ
コンデンサ線量計 コンデンサセンリョウケイ
コンデンス コンデンス
コントラアングルハンドピース コントラアングルハンドピース
コントラアングルハンドピース用バー

condenser chamber
condenser dosimeter
condense
contra-angle handpiece
latch type bur

コ

コントラアングルハンドピースヨウバー

コントラクションギャップ コントラクションギャップ
コントラクションループ コントラクションループ
コントラスト コントラスト
コントラストエコー法 コントラストエコーホウ
コントラストエンハンスメント コントラストエンハンスメント
コントラスト増強 ➡ コントラストエンハンスメント

contraction gap
contraction loop
contrast
contrast echo method
contrast enhancement
contrast enhancement

コントラストゾウキョウ

コントラスト増強法 コントラストゾウキョウホウ
コントラストノイズ比 コントラストノイズヒ
コントラストハーモニックイメージング

contrast enhancement
contrast to noise ratio（CNR）
contrast harmonic imaging

コントラストハーモニックイメージング

コントラスト分解能 コントラストブンカイノウ
コンドロイチナーゼ コンドロイチナーゼ
コンドロイチン硫酸 コンドロイチンリュウサン
コントロール コントロール
コントロールドティッピング コントロールドティッピング
コンバージョンインスツルメント

contrast resolution
chondroitinase
chondroitin sulfate
control
controlled tipping
conversion instrument

コンバージョンインスツルメント

コンバータ コンバータ
コンバーティブルチューブ コンバーティブルチューブ
コンバーティブルブラケット コンバーティブルブラケット
コンパウンド圧子 コンパウンドアッシ
コンパウンドスキャン コンパウンドスキャン
コンパウンド走査 ➡ コンパウンドスキャン

converter
convertible tube
convertible bracket
compound presser
compound scan
compound scan

コンパウンドソウサ

コンパティビリティー コンパティビリティー
コンピテンシー コンピテンシー
コンピテント細胞 コンピテントサイボウ

compatibility
competency
competent cell
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コンビネーショ

コンビネーションクラスプ コンビネーションクラスプ
コンビネーションシンドローム コンビネーションシンドローム
コンビネーションバッカルチューブ

combination clasp
combination syndrome
combination buccal tube

コンビネーションバッカルチューブ

コンビネーションブラケット コンビネーションブラケット
コンビネーションブリーチ コンビネーションブリーチ
コンビネーションブリーチング コンビネーションブリーチング
コンビネーションヘッドギア
➡ ストレートプルヘッドギア コンビネーションヘッドギア
コンビネーションワイヤー コンビネーションワイヤー
コンピュータ X 線撮影 コンピュータエックスセンサツエイ
コンピュータ X 線撮影法

コ

コンピュータエックスセンサツエイホウ

コンピュータ骨造形 コンピュータコツゾウケイ
コンピュータ支援手術 コンピュータシエンシュジュツ
コンピュータ支援診断 コンピュータシエンシンダン
コンピュータ支援ナビゲーション手術

combination bracket
combination bleach
combination bleaching
combination headgear
combination wire
computed radiography（CR），
computerized radiography（CR）
computed radiography（CR），
computerized radiography（CR）
computer-generated bone modeling
computer-aided surgery（CAS）
computer-assisted diagnosis
（CAD）
，computer-aided diagnosis（CAD）
computer-aided navigation surgery

コンピュータシエンナビゲーションシュジュツ

コンピュータシミュレーション コンピュータシミュレーション
コンピュータ断層撮影 コンピュータダンソウサツエイ
コンピュータ断層撮影法

コンピュータダンソウサツエイホウ

コンピュータ頭部 X 線規格写真
コンピュータトウブエックスセンキカクシャシン

コンプトン吸収 コンプトンキュウシュウ
コンプトン効果 コンプトンコウカ
コンプトン散乱 コンプトンサンラン
コンプトン散乱光子 コンプトンサンランコウシ
コンプトン端 コンプトンタン
コンプトン電子 コンプトンデンシ
コンプライアンス コンプライアンス
根分岐部形態修正 ➡ ファーケーションプラスティ

computer simulation
computed tomography（CT），
computerized tomography（CT）
computed tomography（CT），
computerized tomography（CT）
computerized cephalometric
radiograph
Compton absorption
Compton eﬀect
Compton scattering
Compton scattered photon
Compton edge
Compton electron
compliance
furcation plasty，furcaplasty

コンブンキブケイタイシュウセイ

根分岐部病変 コンブンキブビョウヘン
コンベックス型顔形 ➡ 凸顔型 コンベックスガタガンケイ
コンベックス探触子 コンベックスタンショクシ
梱包療法 コンポウリョウホウ
コンホーメーション コンホーメーション
コンポジットレジン コンポジットレジン
コンポジットレジンインレー コンポジットレジンインレー
コンポジットレジン充塡 コンポジットレジンジュウテン
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furcation involvement
convex type face
convex array probe
multiple suture technique
conformation
composite resin，resin composite
composite resin inlay
composite resin ﬁlling

あ
コンポジットレジン修復 コンポジットレジンシュウフク
コンボリューション コンボリューション
根未完成歯 コンミカンセイシ
昏眠 コンミン
昏迷 コンメイ
根面アタッチメント コンメンアタッチメント
根面齲蝕 コンメンウショク
根面窩洞 コンメンカドウ
根面形成 コンメンケイセイ
根面形態 コンメンケイタイ
根面溝 コンメンコウ
根面板 コンメンバン
根面被覆術 コンメンヒフクジュツ
昏蒙 コンモウ
コンラディ・ヒューナーマン症候群
コンラディヒューナーマンショウコウグン

あ

あ

あ

混和 コンワ
根彎曲歯 コンワンキョクシ

サイアミーズブ

composite resin restoration
convolution
tooth with incomplete root，
immature apex of tooth，
tooth with immature root
sopor
stupor
stud attachment
root surface caries，root caries
root surface cavity
preparation of root
form of root surface
groove of the root
root cap
root coverage，
root coverage surgery
obnubilation
Conradi-Hunermann syndrome

サ

mixing
curved root tooth

サ
サーカムフェレンシャルタイプリテーナー

circumferential type retainer

サーカムフェレンシャルタイプリテーナー

サージカルガイドプレート サージカルガイドプレート
サージカルステント ➡ サージカルガイドプレート

surgical guide plate
surgical stent

サージカルステント

サージカルパック ➡ 歯周パック サージカルパック
サードオーダーベンド サードオーダーベンド
サービカルプルヘッドギア ➡ サービカルヘッドギア

surgical pack
third order bend
cervical pull headgear

サービカルプルヘッドギア

サービカルヘッドギア サービカルヘッドギア
サービカルマトリックス サービカルマトリックス
サービス付き高齢者向け住宅
サービスツキコウレイシャムケジュウタク

サーフェスコイル サーフェスコイル
サーベイランス サーベイランス
サーマルサイクリング サーマルサイクリング
サーモグラフィー サーモグラフィー
采 サイ
坐位 ザイ
サイアミーズブラケット サイアミーズブラケット

cervical headgear
cervical matrix
housing for the elderly with
home-care services
surface coil
surveillance
thermal cycling
thermography
ﬁmbriae
sitting position
siamese bracket
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サイガイキョテ

サ

災害拠点病院 サイガイキョテンビョウイン
再活性化 サイカッセイカ
鰓下隆起 サイカリュウキ
細管性腺腫 サイカンセイセンシュ
催奇形性 サイキケイセイ
再帰ファイリング サイキファイリング
鰓弓 サイキュウ
再吸収 サイキュウシュウ
鰓弓症候群 サイキュウショウコウグン
鰓弓性筋組織 サイキュウセイキンソシキ
細菌 サイキン
細菌感染 サイキンカンセン
細菌感染症 サイキンカンセンショウ
細菌感染層 サイキンカンセンソウ
細菌凝集 サイキンギョウシュウ
細菌検査 サイキンケンサ
細菌数算定 サイキンスウサンテイ
細菌性抗原 サイキンセイコウゲン
細菌性コラゲナーゼ サイキンセイコラゲナーゼ
細菌性歯髄炎 サイキンセイシズイエン
細菌性食中毒 サイキンセイショクチュウドク
細菌性ショック サイキンセイショック
細菌性物質【口臭の】 サイキンセイブッシツ（コウシュウノ）
細菌叢 サイキンソウ
細菌塞栓症 サイキンソクセンショウ
細菌多糖類 サイキンタトウルイ
細菌毒素 サイキンドクソ
細菌付着性 サイキンフチャクセイ
細菌薬剤耐性 サイキンヤクザイタイセイ
細菌濾過器 サイキンロカキ
細菌濾過法 サイキンロカホウ
再クラーレ化 サイクラーレカ
サイクリックアデノシン 3’,5’- 一リン酸
サイクリックアデノシンサンダッシュゴダッシュイチリンサン

サイクリックグアノシン 3’,5’- 一リン酸
サイクリックグアノシンサンダッシュゴダッシュイチリンサン

サイクリック AMP ➡ サイクリックアデノシン
3’
,5’- 一リン酸 サイクリックエーエムピー
サイクリック AMP 依存性プロテインキナーゼ

disaster medical hospital
reactivation
hypobranchial eminence
canalicular adenoma
teratogenesis
recapitulation
branchial arch
reabsorption
branchial arch syndrome
branchial musculature
bacteria
bacterial infection
microbism
bacterial infected layer
bacterial agglutination
bacterial test
bacterial cell count
bacterial antigen
bacterial collagenase
bacterial pulpitis
bacterial food poisoning
bacterial shock
bacterial substance
bacterial ﬂora
bacterial embolism
bacterial polysaccharide
bacterial toxin
bacterial adhesion
antimicrobial drug resistance
bacterial ﬁlter，ﬁlter for elimination of bacteria
bacterial ﬁltration
recurarization
cyclic adenosine 3',5'-monophosphate（cAMP）
cyclic guanosine 3',5'-monophosphate（cGMP）
cyclic AMP
cAMP dependent protein kinase

サイクリックエーエムピーイゾンセイプロテインキナーゼ

サイクリック AMP ホスホジエステラーゼ

cAMP phosphodiesterase

サイクリックエーエムピーホスホジエステラーゼ

サイクリック GMP ➡ サイクリックグアノシン
3’
,5’- 一リン酸 サイクリックジーエムピー
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cyclic GMP

サイショウカチ

サイクロセリン サイクロセリン
サイクロトロン サイクロトロン
剤形 ザイケイ
細径針生検 サイケイシンセイケン
再結晶 サイケッショウ
再結晶温度 サイケッショウオンド
再結晶組織 サイケッショウソシキ
採血法 サイケツホウ
再建外科 サイケンゲカ
再建手術 サイケンシュジュツ
再現性 サイゲンセイ
鰓原性癌 サイゲンセイガン
鰓原性瘻 サイゲンセイロウ
鰓溝 サイコウ
再興感染症 サイコウカンセンショウ
最高血圧 サイコウケツアツ
再構造化 サイコウゾウカ
再呼吸 サイコキュウ
砕骨鉗子 サイコツカンシ
砕骨術 サイコツジュツ
再骨折 サイコッセツ
ザイゴマインプラント ➡ 頰骨インプラント

cycloserine
cyclotron
dosage forms
ﬁne needle biopsy
recrystallization
recrystallization temperature
recrystallized microstructure
blood collection method
reconstructive surgery
reconstructive operation
reproducibility
branchiogenic carcinoma
cervical ﬁstula，branchiogenous
ﬁstula
branchial groove
re-emerging infectious disease
maximal blood pressure
restructurization
rebreathing
bone cutting forceps，
bone nibbler，osteophore
osteoclasis
refracture
zygomatic implant

ザイゴマインプラント

ザイゴマキシラーレ【セファロ分析の】

Zygomaxillare

ザイゴマキシラーレ（セファロブンセキノ）

再根管治療 サイコンカンチリョウ
歳差運動 サイサウンドウ
再撮影 サイサツエイ
再酸素化 サイサンソカ
最終印象 ➡ 精密印象 サイシュウインショウ
最終義歯 サイシュウギシ
最終強化 サイシュウキョウカ
最終産物 サイシュウサンブツ
最終スプリント サイシュウスプリント
再収束 サイシュウソク
再収束パルス サイシュウソクパルス
最終糖化産物 サイシュウトウカサンブツ
最重度精神遅滞 サイジュウドセイシンチタイ
最終補綴装置 サイシュウホテツソウチ
在住マクロファージ ザイジュウマクロファージ
再循環式 サイジュンカンシキ
最小栄養素培地 サイショウエイヨウソバイチ
最小可聴域 サイショウカチョウイキ

root canal retreatment
precession
retake
reoxygenation
ﬁnal impression
ﬁnal denture
terminal reinforcement
end product
ﬁnal splint
rephase，rephasing，refocusing
refocusing pulse
advanced glycation endproduct
profound mental retardation
deﬁnitive prosthesis
resident macrophage
recirculating system
minimum medium
minimal audible thresshold
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サ

サイショウケツ

最小血流速度 サイショウケツリュウソクド
最小検出レベル サイショウケンシュツレベル
再条件づけ サイジョウケンヅケ
最小殺菌濃度 サイショウサッキンノウド
最小二乗法 サイショウジジョウホウ
最小致死量 サイショウチシリョウ
最小中毒量 サイショウチュウドクリョウ
最小電流勾配 サイショウデンリュウコウバイ
最小の固定 サイショウノコテイ
最小肺胞濃度 サイショウハイホウノウド
最小発育阻止濃度

サ

サイショウハツイクソシノウド

最小発音空隙 サイショウハツオンクウゲキ
細静脈 サイジョウミャク
最小有効治療量 サイショウユウコウチリョウリョウ
最小有効量 サイショウユウコウリョウ
再植術 サイショクジュツ
再植法 サイショクホウ
細針吸引生検 サイシンキュウインセイケン
再生 サイセイ
再生医学 ➡ 再生医療 サイセイイガク
再生医療 サイセイイリョウ
再生医療新法 ➡ 再生医療の安全性の確保等に関する
法律 サイセイイリョウシンポウ
再生医療等安全性確保法 ➡ 再生医療の安全性の
確保等に関する法律 サイセイイリョウトウアンゼンセイカクホホウ
再生医療の安全性の確保等に関する法律
サイセイイリョウノアンゼンセイノカクホトウニカンスルホウリツ

再生治療 ➡ 再生療法 サイセイチリョウ
再生能力 サイセイノウリョク
再生不良性貧血 サイセイフリョウセイヒンケツ
再生抑制 サイセイヨクセイ
再生療法 サイセイリョウホウ
再石灰化 サイセッカイカ
再切断 サイセツダン
再接着 サイセッチャク
再接着術 サイセッチャクジュツ
細線維化 サイセンイカ
最前方咬合位 サイゼンポウコウゴウイ
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minimum ﬂow velocity
minimum detectable level（MDL）
restructurization
minimum bactericidal
concentration（MBC）
least squares method
minimum lethal dose
minimum toxic dose
liminal current gradient，
minimal current gradient
minimum anchorage
minimum alveolar concentration
（MAC）
minimum inhibitory concentration
（MIC）
closest speaking space
venule
minimal eﬀective therapeutic dose
minimal eﬀective dose（MED）
reimplantation，replantation
replantation
ﬁne needle aspiration biopsy
regeneration
tissue engineering
regenerative therapy，
regenerative medicine
Act on the Safety of Regenerative
Medicine
Act on the Safety of Regenerative
Medicine
Act on the Safety of Regenerative
Medicine
regeneration treatment
regenerative power
aplastic anemia
reproductive inhibition
tissue regeneration therapy
recalciﬁcation，remineralization
reamputation
reattachment
reattachment
ﬁbrillation
most anterior position，
most anterion occlusal position，
most protrusive occlusal position

サイダイチトウ

再増殖 サイゾウショク
最側方咬合位 サイソクホウコウゴウイ
再疎通 サイソツウ
最大開口位 サイダイカイコウイ
最大開口量 サイダイカイコウリョウ
最大拡張期電位 サイダイカクチョウキデンイ
最大換気量 サイダイカンキリョウ
在胎期間 ザイタイキカン
最大輝度投影法 サイダイキドトウエイホウ
最大吸気位 サイダイキュウキイ
最大強縮張力 サイダイキョウシュクチョウリョク
最大許容集積線量 サイダイキョヨウシュウセキセンリョウ
最大許容線量 サイダイキョヨウセンリョウ
最大許容線量当量 サイダイキョヨウセンリョウトウリョウ
臍帯結合体 サイタイケツゴウタイ
最大咬合力 サイダイコウゴウリョク
最大呼気位 サイダイコキイ
最大呼気速度 サイダイコキソクド
最大呼気中間流量 サイダイコキチュウカンリュウリョウ
最大呼気流量 ➡ 最大呼気速度

サイダイコキリュウリョウ

最大呼気流量率

サイダイコキリュウリョウリツ

最大酸素摂取量

サイダイサンソセッシュリョウ

最大酸素負債量 サイダイサンソフサイリョウ
最大信号強度投影法 サイダイシンゴウキョウドトウエイホウ
最大成長速度 サイダイセイチョウソクド
最大速度 サイダイソクド
最大代謝率 サイダイタイシャリツ
最大耐用線量 サイダイタイヨウセンリョウ
最大耐量 サイダイタイリョウ
最大短縮速度 サイダイタンシュクソクド
最大値投影

サイダイチトウエイ

repopulation
most lateral occlusal position
recanalization
maximum opening position，
maximum jaw-opening position
maximal mouth opening
maximum diastolic potential
maximal breathing capacity
（MBC），maximal voluntary
ventilation（MVV）
period of gestation
maximum intensity projection
（MIP）
maximal inspiratory level
maximum isometric tension
maximum permissible cumulation
dose
maximum permissible dose（MPD）
maximum permissible dose
equivalent（MPDE）
omphalopagus
maximum occlusal force
maximal expiratory position
peak expiratory ﬂow rate（PEFR）
maximal midexpiratory ﬂow
（MMF），forced expiratory ﬂow
25-75%（FEF25-75%）
maximal expiratory ﬂow（MEF），
peak expiratory ﬂow
maximum expiratory ﬂow rate
（MEFR）
maximum oxygen intake，
maximum oxygen uptake
maximum oxygen debt
maximum intensity projection
（MIP）
peak velocity of growth
maximum velocity（Vmax）
maximum metabolic rate（MMR）
maximum torelance dose
maximal tolerated dose
maximum shortening velocity
（Vmax）
maximum intensity projection
（MIP）
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サ

サイダイチトウ

最大値投影法

サイダイチトウエイホウ

最大張力 サイダイチョウリョク
最大努力呼吸 サイダイドリョクコキュウ
最大の固定 サイダイノコテイ
最大豊隆線 サイダイホウリュウセン
最大豊隆部 サイダイホウリュウブ
最大有効量 サイダイユウコウリョウ
最大流量 サイダイリュウリョウ
最大流量計 サイダイリュウリョウケイ
在宅医療 ザイタクイリョウ
在宅介護

サ

ザイタクカイゴ

在宅介護支援センター
在宅ケア ザイタクケア
在宅ケアサービス

ザイタクカイゴシエンセンター

ザイタクケアサービス

在宅歯科医療に関する調査
ザイタクシカイリョウニカンスルチョウサ

在宅障害者 ザイタクショウガイシャ
在宅要介護高齢者 ザイタクヨウカイゴコウレイシャ
在宅療養支援歯科診療所

maximum intensity projection
（MIP）
ultimate tensile strength
maximal voluntary ventilation
（MVV）
maximum anchorage
circumferential line
maximum convexity
maximal eﬀective dose
peak ﬂow rate
peak ﬂow meter
home treatment，domiciliary health
care，home health care
home help service，long-term care
service at home or home care
home care support center，
home help support center
home care
home care service，
domiciliary care service
survey for domiciliary dental health
care
homebound handicapped person
homebound elderly
dental clinic for home care support

ザイタクリョウヨウシエンシカシンリョウジョ

在宅療養支援診療所 ザイタクリョウヨウシエンシンリョウジョ
再置換 サイチカン
再置換術 サイチカンジュツ
最低血圧 サイテイケツアツ
最適化 サイテキカ
最適な矯正力 サイテキナキョウセイリョク
最適比 サイテキヒ
彩度 サイド
サイドインスツルメント サイドインスツルメント
細動 サイドウ
細動自発電位 サイドウジハツデンイ
細動脈 サイドウミャク
サイトカイン サイトカイン
サイトカイン療法 サイトカインリョウホウ
催吐作用 サイトサヨウ
サイドシフト サイドシフト
サイドスクリュー サイドスクリュー
催吐性 サイトセイ
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support clinic of home health care
reimplantation
reimplantation
minimal blood pressure
optimization
optimal orthodontic force，
optimum orthodontic force
optimum ratio
chroma
side instrument
ﬁbrillation
ﬁbrillation potential
arteriole
cytokine
cytokine therapy
emetic action
side shift
side screw
emetic

サイボウカンキ

サイトゾル サイトゾル
サイトメガロウイルス サイトメガロウイルス
催吐薬 サイトヤク
サイドローブ サイドローブ
サイドローブによるアーチファクト

cytosol
cytomegalovirus
emetic
side lobe
side lobe artifact

サイドローブニヨルアーチファクト

サイナスフロアエレベーション ➡ 上顎洞底挙上術

sinus ﬂoor elevation

サイナスフロアエレベーション

再認 サイニン
再燃 サイネン
鰓囊 サイノウ
鰓囊胞 サイノウホウ
サイバーナイフ サイバーナイフ
再発 サイハツ
再発
【歯周炎の】 サイハツ（シシュウエンノ）
再発齲蝕 サイハツウショク
再発性アフタ ➡ 慢性再発性アフタ サイハツセイアフタ
再発性アフタ性口内炎 ➡ 慢性再発性アフタ

recognition
relapse
branchial pouch
branchial cyst，lymphoepithelial
cyst，lateral cervical cyst
CyberKnife Ⓡ
relapse，recurrence
recurrent periodontitis
recurrent caries
recurrent aphtha
recurrent aphthous stomatitis

サイハツセイアフタセイコウナイエン

再発性壊死性粘液腺周囲炎
サイハツセイエシセイネンエキセンシュウイエン

再発性耳下腺炎 サイハツセイジカセンエン
再発性ヘルペス性口内炎 サイハツセイヘルペスセイコウナイエン
サイバネティクス サイバネティクス
採皮刀 ➡ デルマトーム サイヒトウ
再評価【歯周の】 サイヒョウカ（シシュウノ）
再評価【治療の】 サイヒョウカ（チリョウノ）
最頻値 サイヒンチ
細部再現性 サイブサイゲンセイ
再付着 サイフチャク
再分化 サイブンカ
再分極 サイブンキョク
再分布 サイブンプ
細片骨移植 サイヘンコツイショク
細片骨折 サイヘンコッセツ
細胞 サイボウ
細胞異型 サイボウイケイ
細胞応答 サイボウオウトウ
細胞外液 サイボウガイエキ
細胞外寄生体 サイボウガイキセイタイ
細胞外電極 サイボウガイデンキョク
細胞外マトリックス サイボウガイマトリックス
細胞株 サイボウカブ
細胞間基質 ➡ 細胞外マトリックス サイボウカンキシツ

periadenitis mucosa necrotica
recurrens
recurrent parotitis
recurrent herpetic stomatitis
cybernetics
dermatome
re-evaluation
post-treatment evaluation
mode
reproduction of oral detail
reattachment
rediﬀerentiation
repolarization
redistribution
particulate bone graft
chip fracture
cell
cellular atypism
cellular response
extracellular ﬂuid（ECF）
extracellular parasite
extracellular electrode
extracellular matrix
cell line，cell strain
intercellular matrix
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サ

サイボウカンキ

細胞間橋 サイボウカンキョウ
細胞間隙 サイボウカンゲキ
細胞間質 サイボウカンシツ
細胞期
【出生前の】 サイボウキ（シュッセイゼンノ）
細胞希薄層 サイボウキハクソウ

サ

細胞系譜 サイボウケイフ
細胞懸濁液 サイボウケンダクエキ
細胞構築 サイボウコウチク
細胞骨格 サイボウコッカク
細胞再生系 サイボウサイセイケイ
細胞死 サイボウシ
細胞シート サイボウシート
細胞シート工学 サイボウシートコウガク
細胞質 サイボウシツ
細胞質遺伝 サイボウシツイデン
細胞質基質 サイボウシツキシツ
細胞質内微小細管 サイボウシツナイビショウサイカン
細胞質フィラメント サイボウシツフィラメント
細胞質膜 サイボウシツマク
細胞周期 サイボウシュウキ
再萌出 サイホウシュツ
細胞寿命 サイボウジュミョウ
細胞傷害性 T リンパ球 サイボウショウガイセイティーリンパキュウ
細胞診 サイボウシン
細胞親和性抗体 サイボウシンワセイコウタイ
細胞性抗体 サイボウセイコウタイ
細胞性セメント質 サイボウセイセメントシツ
細胞成長因子 サイボウセイチョウインシ
細胞性免疫 サイボウセイメンエキ
細胞接着 サイボウセッチャク
細胞接着性 サイボウセッチャクセイ
細胞喪失因子 サイボウソウシツインシ
細胞増殖 サイボウゾウショク
細胞増殖因子 ➡ 成長因子 サイボウゾウショクインシ
細胞塞栓症 サイボウソクセンショウ
細胞稠密層 サイボウチュウミツソウ
細胞凍結法 サイボウトウケツホウ
細胞毒 サイボウドク
細胞毒性 サイボウドクセイ
細胞毒性因子 サイボウドクセイインシ
細胞毒性係数 サイボウドクセイケイスウ
細胞毒性試験 サイボウドクセイシケン
細胞内液 サイボウナイエキ
細胞内寄生体 サイボウナイキセイタイ
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intercellular bridge
intercellular space
intercellular substance
ovum stage
cell free-layer of Weil，
Weil cell-free layer
cell lineage
cell suspension
cytoarchitecture
cytoskeleton
cell renewal system
apoptosis
cell sheet
cell sheet engineering
cytoplasm
cytoplasmic inheritance
cytoplasmic matrix
cytoplasmic microtubule
cytoplasmic ﬁlament
cytoplasmic membrane
cell cycle
re-eruption
cellular life span
cytotoxic T lymphocyte（CTL）
cytodiagnosis
homocytophilic antibody
cellular antibody
cellular cementum
cell growth factor
cellular immunity
cell adhesion
cell adhesion
cell loss factor
cell proliferation
cell proliferation factor
cell embolism
cell rich layer，cell rich zone
cell cryopreservation
cytotoxin
cytotoxicity
cytotoxic factor
cytotoxic index
cytotoxicity test
intracellular ﬂuid（ICF）
intracellular parasite

サイモウナイヒ

細胞内消化 サイボウナイショウカ
細胞内小器官 サイボウナイショウキカン
細胞内情報伝達 サイボウナイジョウホウデンタツ
細胞内電極 サイボウナイデンキョク
細胞媒介過敏症 サイボウバイカイカビンショウ
細胞媒介細胞傷害 サイボウバイカイサイボウショウガイ
細胞媒介免疫 サイボウバイカイメンエキ
細胞培養 サイボウバイヨウ
細胞培養加工施設 サイボウバイヨウカコウシセツ
細胞バンク サイボウバンク
細胞表面抗原 サイボウヒョウメンコウゲン
細胞表面マーカー サイボウヒョウメンマーカー
細胞病理学 サイボウビョウリガク
細胞分化 サイボウブンカ
細胞分離装置 ➡ セルソーター サイボウブンリソウチ
細胞分離法 サイボウブンリホウ
細胞分裂 サイボウブンレツ
細胞分裂周期 サイボウブンレツシュウキ
細胞壁 サイボウヘキ
細胞壁合成阻害作用 サイボウヘキゴウセイソガイサヨウ
細胞変性効果

サイボウヘンセイコウカ

細胞膜機能障害作用
細胞膜透過性

サイボウマクキノウショウガイサヨウ

サイボウマクトウカセイ

細胞融合 サイボウユウゴウ
細胞溶解 サイボウヨウカイ
細胞老化 サイボウロウカ
最密六方格子 サイミツロッポウコウシ
催眠 サイミン
催眠分析 サイミンブンセキ
催眠法 サイミンホウ
催眠麻酔 サイミンマスイ
催眠無痛 サイミンムツウ
催眠薬 サイミンヤク
催眠療法 サイミンリョウホウ
財務諸表 ザイムショヒョウ
債務不履行 サイムフリコウ
細網症 サイモウショウ
細網線維 サイモウセンイ
細網内皮系 サイモウナイヒケイ
細網内皮症 サイモウナイヒショウ

intracellular digestion
cell organelle
intracellular signal transduction
intracellular electrode
cell-mediated hypersensitivity
cell-mediated cytotoxicity
cell-mediated immunity（CMI）
cell culture
cell processing center，
cell processing facility
cell bank
cell surface antigen
cell surface marker
cellular pathology
cell diﬀerentiation
cell sorter
cell isolation
cell division
cell mitosis cycle
cell wall
inhibitory action of cell wall
synthesis
cytopathic eﬀect，
cytopathogenic eﬀect
inhibitory action of cell membrane
function
cell permeability，
cell permeability theory
cell fusion
cytolysis
cellular senescence
close-packed hexagonal lattice
hypnosis
hypnoanalysis
mesmerism
hypnoanesthesia
hypnoanalgesia
hypnotic drug
hypnotherapy
ﬁnancial statements
default
reticulosis
reticular ﬁber
reticuloendothelial system（RES）
reticuloendotheliosis
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サ

ザイモサン

サ

ザイモサン ザイモサン
細粒剤 サイリュウザイ
材料試験機 ザイリョウシケンキ
材料力学 ザイリョウリキガク
鰓瘻 サイロウ
サイログロブリン サイログロブリン
サイロトロピン サイロトロピン
ザウエル線副子 ザウエルセンフクシ
先点火方式 サキテンカホウシキ
作業環境管理 サギョウカンキョウカンリ
作業管理 サギョウカンリ
作業咬合 サギョウコウゴウ
作業視野 サギョウシヤ
作業者モニタ サギョウシャモニタ
作業者モニタリング サギョウシャモニタリング
作業側 サギョウソク
作業側咬合小面 サギョウソクコウゴウショウメン
作業側側方顆路 サギョウソクソクホウカロ
作業長
【根管の】 サギョウチョウ（コンカンノ）
作業点 サギョウテン
作業用模型 サギョウヨウモケイ
作業療法 サギョウリョウホウ
作業療法士 サギョウリョウホウシ
索 サク
錯角化症 サクカクカショウ
削合 サクゴウ
削合
【人工歯の】 サクゴウ（ジンコウシノ）
酢酸 サクサン
酢酸アルミニウム液 サクサンアルミニウムエキ
錯視 サクシ
サクシニル CoA サクシニルコエー
サクシニルコリン サクシニルコリン
柵状配列 サクジョウハイレツ
サクセスフルエイジング サクセスフルエイジング
サクソン法 サクソンホウ
錯体 サクタイ
削片状アマルガム合金 サクヘンジョウアマルガムゴウキン
錯乱 サクラン
作話 サクワ
鎖骨上部 サコツジョウブ
鎖骨頭蓋異形成症 ➡ 鎖骨頭蓋異骨症
サコツトウガイイケイセイショウ

鎖骨頭蓋異骨症
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サコツトウガイイコツショウ

zymosan
ﬁne subtilaes
material testing machine
mechanics of material
branchial ﬁstula
thyroglobulin
thyrotropin
Sauer arch bar splint
preignition system
working environment control
work plactice management
working bite
working ﬁeld
personnel monitor
personnel monitoring
working side
working facet
lateral condyle path in working side
working length
working point
working cast，working mold，
master cast
occupational therapy
occupational therapist（OT）
band
parakeratosis
grinding，milling
occlusal reshaping of artiﬁcial teeth
acetic acid
aluminum acetate solution
optical illusion
succinyl coenzyme A（CoA）
succinylcholine chloride
palisade arrangement
successful aging
Saxon method
complex
lathe-cut amalgam alloy
confusion
confabulation
supraclavicular area
cleidocranial dysostosis，
cleidocranial dysplasia
cleidocranial dysostosis

サドウセイチョ

鎖骨頭蓋骨異形成症 ➡ 鎖骨頭蓋異骨症

cleidocranial dysostosis

サコツトウガイコツイケイセイショウ

鎖骨頭蓋骨異形成不全 ➡ 鎖骨頭蓋異骨症
サコツトウガイコツイケイセイフゼン

坐剤 ザザイ
サザンブロット法 サザンブロットホウ
砂腫 サシュ
鎖状構造 サジョウコウゾウ
刺すような痛み サスヨウナイタミ
嗄声 サセイ
挫創 ザソウ
痤瘡 ザソウ
痤瘡様発疹 ザソウヨウホッシン
サチュレーションパルス サチュレーションパルス
撮影角度 サツエイカクド
撮影条件 サツエイジョウケン
雑音 ザツオン
雑音等価量子数 ザツオントウカリョウシスウ
雑音比 ザツオンヒ
擦過傷 サッカショウ
サッカラーゼ サッカラーゼ
殺菌 サッキン
殺菌作用 サッキンサヨウ
殺菌灯 サッキントウ
殺菌薬 ➡ 消毒薬
サッケード運動

サッキンヤク

サッケードウンドウ

刷子縁 サッシエン
雑種 ザッシュ
雑種形成 ザッシュケイセイ
雑種細胞 ザッシュサイボウ
殺人 サツジン
殺真菌作用 サツシンキンサヨウ
サッスーニの分析 サッスーニノブンセキ
撮像時間 サツゾウジカン
刷掃指導 ➡ ブラッシング指導 サッソウシドウ
刷掃指導法 サッソウシドウホウ
撮像視野 サツゾウシヤ
サテライト DNA サテライトディーエヌエー
作動記憶 サドウキオク
差働矯正力 サドウキョウセイリョク
差働成長 サドウセイチョウ

cleidocranial dysostosis，
cleidocranial dysplasia
rectal administration，suppository
Southern blotting
psammoma
chain structure
pricking pain
hoarseness
contusion，bruise
acne
acne-like eruption
saturation pulse
exposure angle
exposure condition
noise
noise equivalent quanta（NEQ）
contrast to noise ratio（CNR）
excoriation
saccharase
germicidal
bactericidal action，
germicidal action
germicidal lamp
antiseptic，antiseptic drug，bactericide，disinfectant，germicide
saccadic movement，
saccadic eye movement
brush border
hybrid
hybridization
hybrid cell
murder，homicide
fungicidal action
Sassouni analysis
acquisition time，imaging time
tooth brushing instruction（TBI）
tooth brushing instruction（TBI）
method
ﬁeld of view（FOV）
satellite DNA
working memory
diﬀerential orthodontic force
diﬀerential growth
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サ

サトウセッシュ

砂糖摂取制限 サトウセッシュセイゲン
作動薬 サドウヤク
サドルグラフト サドルグラフト
サドルブロック サドルブロック
詐病 サビョウ
サファイアインプラント サファイアインプラント
SAPHO 症候群 サフォーショウコウグン
サブジンジバルカントゥア サブジンジバルカントゥア
サブスタンス P サブスタンスピー
サブストラクチャー サブストラクチャー
サブスピナーレ【セファロ分析の】

sugar control
agonist
saddle graft
saddle block
malingearing
sapphire implant
acquired hyperostosis syndrome，
SAPHO syndrome
subgingival contour
substance P
substructure
Subspinale（Ss）

サブスピナーレ（セファロブンセキノ）

サ

サブトラクション サブトラクション
サブトラクション X 線撮影法

subtraction
subtraction radiography

サブトラクションエックスセンサツエイホウ

サブトラクション像 サブトラクションゾウ
サブナザーレ【セファロ分析の】

subtraction image
Subnasale（Sn）

サブナザーレ（セファロブンセキノ）

サブベース サブベース
サブミクロンフィラー配合型コンポジットレジン

subbase
submicronparticle ﬁlled resin

サブミクロンフィラーハイゴウガタコンポジットレジン

サブユニット サブユニット
サプリメント ➡ 栄養補助食品 サプリメント
サブリンガルバー サブリンガルバー
サプレッサー サプレッサー
サプレッサー tRNA サプレッサーティーアールエヌエー
サプレッサー T 細胞 サプレッサーティーサイボウ
サプレッション サプレッション
サブロー・ブドウ糖寒天 サブローブドウトウカンテン
サブロー・ブドウ糖寒天培地 サブローブドウトウカンテンバイチ
差分 サブン
差分画像 サブンガゾウ
サベイメータ サベイメータ
サベイヤー サベイヤー
サベイライン サベイライン
サベイング サベイング
サポーティブペリオドンタルセラピー
サポーティブペリオドンタルセラピー

サマリウム・コバルト磁石 サマリウムコバルトジシャク
サムガード サムガード
挫滅組織片 ➡ デブリ ザメツソシキヘン
作用持続 サヨウジゾク
作用部位 サヨウブイ
皿状顔貌 サラジョウガンボウ
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subunit
nutritional supplementary food
sublingual bar
suppressor
suppressor tRNA
suppressor T cell
suppression
Sabouraud glucose agar
Sabouraud glucose agar medium
subtraction
subtraction image
survey meter
surveyor
survey line
surveying
supportive periodontal therapy
（SPT）
samarium cobalt magnet
thumb sucking guard
debris
duration of action
site of action
dished face

サンカカンゲン

皿状吸収 サラジョウキュウシュウ
皿状形成 サラジョウケイセイ
皿状形成術 サラジョウケイセイジュツ
皿状欠損 サラジョウケッソン
皿状骨吸収 サラジョウコツキュウシュウ
サラセミア サラセミア
皿ばかり サラバカリ
サリチル酸メチル サリチルサンメチル
サリチル酸誘導体 サリチルサンユウドウタイ
サリドマイド症候群 サリドマイドショウコウグン
サルコイド サルコイド
サルコイドーシス サルコイドーシス
サルコペニア サルコペニア
サルコペニア肥満 サルコペニアヒマン
ザルツェル手術 ザルツェルシュジュツ
ザルトプロフェン ザルトプロフェン
サルファ剤 サルファザイ
サルブタモール サルブタモール
サルベージ経路 サルベージケイロ
酸 サン
酸洗い サンアライ
316L ステンレス鋼 サンイチロクエルステンレスコウ
残遺囊胞 ザンイノウホウ
酸エッチング サンエッチング
酸エッチング法 サンエッチングホウ
酸塩基 サンエンキ
酸塩基平衡 サンエンキヘイコウ
酸塩基平衡異常

サンエンキヘイコウイジョウ

酸化 サンカ
酸化亜鉛 サンカアエン
酸化亜鉛グリセリン泥 サンカアエングリセリンデイ
酸化亜鉛デンプン サンカアエンデンプン
酸化亜鉛軟膏 サンカアエンナンコウ
酸化亜鉛ユージノール印象 サンカアエンユージノールインショウ
酸化亜鉛ユージノール印象材
サンカアエンユージノールインショウザイ

酸化亜鉛ユージノールセメント

saucer absorption
saucerization
saucerization
saucer-shaped defect
saucer-shaped resorption
thalassemia，thalassemia syndrome
counter scale with stabilized pans
methyl salicylate
salicylates
thalidomide syndrome
sarcoid
sarcoidosis
sarcopenia
sarcopenia obesity
Salzer operation
zaltoprofen
sulfa drug
salbutamol，salbutamol sulfate
salvage pathway
acid
pickling
316L stainless steel
residual cyst
acid etching
acid-etch technique，
acid etching technique
acid-base
acid-base balance，
acid-base equilibrium
acid-base balance disturbance，
acid-base imbalance
oxidation
zinc oxide
zinc oxide glycerin paste
zinc oxide starch powder
zinc oxide ointment
zinc oxide eugenol impression
zinc oxide eugenol impression
material
zinc oxide eugenol cement

サンカアエンユージノールセメント

酸化アルミニウム ➡ アルミナ
酸化還元系 サンカカンゲンケイ
酸化還元酵素 サンカカンゲンコウソ

サンカアルミニウム

aluminium oxide
oxidation-reduction system
oxidoreductase
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サ

サンカカンゲン

酸化還元電位

サ

サンカカンゲンデンイ

参加観察 サンカカンサツ
三角巾 サンカクキン
三角溝 サンカクコウ
三角ゴム サンカクゴム
三角弁法 サンカクベンホウ
三角隆線 サンカクリュウセン
酸化クロム サンカクロム
酸化酵素 サンカコウソ
酸化処理 サンカショリ
酸化セルロース サンカセルロース
酸化チタン サンカチタン
酸化的脱アミノ反応 サンカテキダツアミノハンノウ
酸化的脱炭酸 サンカテキダツタンサン
酸化的リン酸化反応 サンカテキリンサンカハンノウ
酸化被膜 サンカヒマク
酸化ヘモグロビン サンカヘモグロビン
酸化防止剤 サンカボウシザイ
酸化膜 サンカマク
暫間インプラント ザンカンインプラント
暫間インレー ザンカンインレー
残感覚 ザンカンカク
暫間義歯 ザンカンギシ
三環系抗うつ薬 サンカンケイコウウツヤク
暫間固定 ザンカンコテイ
暫間修復 ザンカンシュウフク
暫間的間接覆髄

ザンカンテキカンセツフクズイ

暫間的根管充塡 ザンカンテキコンカンジュウテン
暫間被覆冠 ➡ プロビジョナルクラウン

oxidation-reduction potential，
redox potential
participant observation
triangular bandage
triangular groove
triangular elastic
triangular ﬂap method
triangular ridge
chromium oxide
oxidase
oxidation treatment
oxidized cellulose
titanium dioxide
oxidative deamination
oxidative decarboxylation
oxidative phospholylation
oxide layer
oxygenated hemoglobin，
oxyhemoglobin
antioxidant，oxidation inhibitor
oxide ﬁlm
transitional implant
temporary inlay
after-sensation
temporary denture，
provisional denture
tricyclic antidepressant
temporary splinting
temporary restoration，
temporary ﬁlling
indirect pulp capping（IPC），
gross caries removal procedure
（GCRP）
temporary root canal ﬁlling
provisional crown

ザンカンヒフクカン

暫間ブリッジ ザンカンブリッジ
暫間補綴装置 ザンカンホテツソウチ
暫間裏装材 ザンカンリソウザイ
三脚骨折 サンキャクコッセツ
3 級アミン サンキュウアミン
3 級窩洞 サンキュウカドウ
Ⅲ級ゴム サンキュウゴム
Ⅲ級症候群
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サンキュウショウコウグン

temporary ﬁxed partial denture
temporary prosthesis
temporary relining material
tripod fracture
tertiary amine
class 3 cavity
class Ⅲ elastics，
class Ⅲ elastics ring
class Ⅲ syndrome

サンサシンケイ

Ⅲ級大臼歯関係 サンキュウダイキュウシカンケイ
Ⅲ級不正咬合 サンキュウフセイコウゴウ
産業医 サンギョウイ
産業医学 サンギョウイガク
産業災害 サンギョウサイガイ
産業歯科医 サンギョウシカイ
産業歯科保健 サンギョウシカホケン
産業歯科保健活動 サンギョウシカホケンカツドウ
酸凝集 サンギョウシュウ
産業廃棄物 サンギョウハイキブツ
産業保健 サンギョウホケン
残気量 ザンキリョウ
Ⅲ群線維 サングンセンイ
酸形成塩 サンケイセイエン
三結節説 サンケッセツセツ
三元系状態図 サンゲンケイジョウタイズ
塹壕足 ザンゴウソク
三咬頭頂平面 サンコウトウチョウヘイメン
参考レベル サンコウレベル
3,5- ジヨードチロシン サンゴジヨードチロシン
残根 ザンコン
残根歯 ザンコンシ
散剤 サンザイ
酸剤
【X 線写真処理】 サンザイ（エックスセンシャシンショリ）
3 歳児健康診査 サンサイジケンコウシンサ
三叉神経 サンサシンケイ
三叉神経運動核 サンサシンケイウンドウカク
三叉神経感覚核 サンサシンケイカンカクカク
三叉神経痙攣 サンサシンケイケイレン
三叉神経主知覚核
三叉神経脊髄路

サンサシンケイシュチカクカク

サンサシンケイセキズイロ

三叉神経脊髄路核

サンサシンケイセキズイロカク

三叉神経節 サンサシンケイセツ
三叉神経節ブロック サンサシンケイセツブロック

class Ⅲ molar relationship
class Ⅲ malocclusion
industrial physician
industrial medicine
industrial accident
industrial dentist
industrial dental health
industrial dental health practice
acid agglutination
industrial waste
occupational health
residual volume
group Ⅲ ﬁber
acid-forming salt
tritubercular theory
tertiary system phase diagram，
ternary phase diagram
immersion foot，trench foot
tricuspal plane
reference level
3,5-diiodotyrosine
remaining root
stump of tooth
powder
acidiﬁer
health examination for 3-year-old
children
trigeminal nerve
motor nucleus of trigeminal nerve，
trigeminal motor nucleus
trigeminal sensory nucleus
spasm of trigeminal nerve，
spasmus of trigeminal nerve
main trigeminal sensory nucleus，
principal trigeminal sensory
nucleus
spinal tract of trigeminal nerve，
spinal trigeminal tract，
trigeminal spinal tract
nucleus of spinal tract of trigeminal
nerve，spinal trigeminal nucleus，trigeminal spinal nucleus
trigeminal ganglion
trigeminal ganglion block
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サ

サンサシンケイ

三叉神経中脳路

サンサシンケイチュウノウロ

三叉神経中脳路核

サンサシンケイチュウノウロカク

三叉神経痛 サンサシンケイツウ
三叉神経麻痺 サンサシンケイマヒ
三叉神経路切開術 サンサシンケイロセッカイジュツ
酸産生菌 サンサンセイキン
酸産生能 サンサンセイノウ
3,3’
,5-L- トリヨードチロニン

mesencephalic root of trigeminal
nerve，
mesencephalic trigeminal tract，
trigeminal mesencephalic tract
nucleus of mesencephalic root of
trigeminal nerve，mesencephalic
trigeminal nucleus，trigeminal
mesencephalic nucleus
trigeminal neuralgia
paralysis of trigeminal nerve
trigeminal tractotomy
acidogenic bacteria
acid production ability
3,3',5-L-triiodothyronine

サンサンダッシュゴエルトリヨードチロニン

サ

3,3’
,5,5’-L- テトラヨードチロニン

3,3',5,5'-L-tetraiodothyronine

サンサンダッシュゴゴダッシュエルテトラヨードチロニン

三次医療 サンジイリョウ
三次医療機関 サンジイリョウキカン
三軸回転方式 サンジクカイテンホウシキ
三刺激値 サンシゲキチ
三次元画像処理 サンジゲンガゾウショリ
三次元再構築
三次元 CT 画像
三次元測定

サンジゲンサイコウチク

サンジゲンシーティーガゾウ

サンジゲンソクテイ

三次元超音波映像法 サンジゲンチョウオンパエイゾウホウ
三次元表示 サンジゲンヒョウジ
三次元フーリエ変換 サンジゲンフーリエヘンカン

三肢麻痺 サンシマヒ
31P-NMR サンジュウイチピーエヌエムアール
三重水素 サンジュウスイソ
三重反応【皮膚の】 サンジュウハンノウ（ヒフノ）
三種混合ワクチン サンシュコンゴウワクチン
参照フィルム サンショウフィルム
残食 ザンショク
産褥子宮内膜炎 サンジョクシキュウナイマクエン
酸蝕症
【歯の】 サンショクショウ（ハノ）
三次予防 サンジヨボウ
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tertiary medical care
tertiary medical center
rotational three axis method
tristimulus values
three-dimensional image
processing
three-dimensional reconstruction，
three-dimensional reformation
three-dimensional CT image
（3D CT image）
three-dimensional measurement，
coordinate measuring
three-dimensional ultrasonography
three-dimensional display
three-dimensional Fourier transform（3DFT），
three-dimensional Fourier
transformation（3DFT）
triplegia
31P-nuclear magnetic resonance
tritium
triple response
triple vaccine
reference ﬁlm
remnants of meal
puerperal endometritis
dental erosion，tooth erosion
tertiary prevention

サンソマスク

残髄 ザンズイ
三錐歯 サンスイシ
酸性雨 サンセイウ
酸性度 サンセイド
酸性非ステロイド性抗炎症薬
サンセイヒステロイドセイコウエンショウヤク

酸性ホスファターゼ サンセイホスファターゼ
酸性ムコ多糖 サンセイムコタトウ
三尖弁 サンセンベン
三尖弁閉鎖症 サンセンベンヘイサショウ
酸素 サンソ
残像 ザンゾウ
酸素運搬 サンソウンパン
酸素化 サンソカ
酸素解離曲線 サンソカイリキョクセン
酸素含量 サンソガンリョウ
酸素吸入器 サンソキュウニュウキ
酸素供給 サンソキョウキュウ
酸素結合能 サンソケツゴウノウ
酸素欠乏 サンソケツボウ
酸素効果 サンソコウカ
酸素効果比 サンソコウカヒ
酸素消費量 サンソショウヒリョウ
酸素親和性 サンソシンワセイ
酸素正常状態 サンソセイジョウジョウタイ
酸素性無呼吸 サンソセイムコキュウ
酸素摂取量 サンソセッシュリョウ
酸素増感比 サンソゾウカンヒ
酸素タンク サンソタンク
酸素中毒 サンソチュウドク
酸素電極 サンソデンキョク
酸素テント サンソテント
酸素毒性 サンソドクセイ
酸素濃度計 サンソノウドケイ
酸素必要量 サンソヒツヨウリョウ
酸素負債 サンソフサイ
酸素不足 サンソブソク
酸素フラッシュ弁 サンソフラッシュベン
酸素平衡曲線 サンソヘイコウキョクセン
酸素飽和度 サンソホウワド
酸素飽和度計 サンソホウワドケイ
酸素飽和度測定 サンソホウワドソクテイ
酸素ボンベ サンソボンベ
酸素マスク サンソマスク

pulp remnant，residual pulp
triconodont
acid rain
acidity
acid nonsteroidal antiinﬂammatory
drug
acid phosphatase
acid mucopolysaccharide
tricuspid valve
tricuspid atresia（TA）
oxygen
after-image
oxygen transport
oxygenation
oxygen dissociation curve（ODC）
oxygen content
oxygen inhaler，oxygenator
oxygen supply
oxygen capacity
anoxia，oxygen depletion，oxygen
deprivation，oxygen lack
oxygen eﬀect
oxygen gain factor（OGF）
oxygen consumption
oxygen aﬃnity
normoxia
oxygen apnea
oxygen intake，oxygen uptake
oxygen enhancement ratio（OER）
oxygen tank
oxygen intoxication
oxygen electrode
oxygen tent
oxygen toxicity，oxygen poisoning
oxigen meter
oxygen demand
oxygen debt
oxygen deﬁciency
oxygen ﬂush valve
oxygen equilibrium curve
oxygen saturation
oximeter
oximetry
oxygen cylinder
oxygen mask
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サンソマニホル

酸素マニホルド サンソマニホルド
酸素メータ サンソメータ
酸素要求量 サンソヨウキュウリョウ
酸素予備 サンソヨビ
酸素予備量 サンソヨビリョウ
酸素利用 サンソリヨウ
酸素療法 サンソリョウホウ
残存 ザンゾン
残存顎堤 ザンゾンガクテイ
残存歯 ザンゾンシ
残存歯槽堤 ザンゾンシソウテイ
残存囊胞 ザンゾンノウホウ
酸脱灰説 サンダッカイセツ
3’
- ホスホアデノシン 5’- ホスホ硫酸
サンダッシュホスホアデノシンゴダッシュホスホリュウサン

サ

三段脈 サンダンミャク
酸中和剤 サンチュウワザイ
サンデーバイト サンデーバイト
3- デヒドロレチノール サンデヒドロレチノール
3 電子生成 サンデンシセイセイ
三点曲げ試験 サンテンマゲシケン
サンドイッチ型 サンドイッチガタ
サンドイッチ咬合撮影法 サンドイッチコウゴウサツエイホウ
サンドイッチテクニック サンドイッチテクニック
サンドウィス平滑舌 サンドウィスヘイカツゼツ
散瞳薬 サンドウヤク
サンドブラスト サンドブラスト
サンドブラストエッチング サンドブラストエッチング
サンドペーパー サンドペーパー
サンドペーパーコーン サンドペーパーコーン
サンドペーパーディスク サンドペーパーディスク
三内式線副子 サンナイシキセンフクシ
酸敗 サンパイ
三胚葉性混合腫瘍 サンハイヨウセイコンゴウシュヨウ
散発性疾患 サンパツセイシッカン
散発痛 サンパツツウ
散布図 サンプズ
サンプルサイズ サンプルサイズ
酸分泌細胞 サンブンピサイボウ
三壁性欠損 サンペキセイケッソン
304L ステンレス鋼 サンマルヨンエルステンレスコウ
酸味 サンミ
酸無水物 サンムスイブツ
残余窒素 ザンヨチッソ
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oxygen manifold
oxygen meter
oxygen requirement
oxygen reserve
oxygen reserve
oxygen utilization
oxygen therapy
persistence
residual ridge
remaining tooth
residual alveolar ridge
residual cyst
acid-decalciﬁcation theory
3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate（PAPS）
trigeminy，trigeminal pulse
alkalizing agent
Sunday bite
3-dehydroretinol
triplet production
three-point bending test
sandwich type
sandwich occlusal technique
sandwich technique
Sandwith bald tongue
mydriatic
sand blast，
airborne-particle abrasion
sandblast etching
sand paper
sand paper cone
sand paper disc
Sannai arch bar splint
rancidity
tridermal mixed tumors
sporadic disease
episodic pain
scatter diagram
sample size
oxyntic cell
three wall infrabony defect
304L stainless steel
sourness
acid anhydride
residual nitrogen

シーエフアイ

3,4- ジヒドロキシフェニルアラニン
サンヨンジヒドロキシフェニルアラニン

散乱 サンラン
散乱角 サンランカク
散乱線 サンランセン
残留応力 ザンリュウオウリョク
残留感染 ザンリュウカンセン
残留囊胞 ザンリュウノウホウ

あ

あ

残留ハイポ試験法
残留ひずみ ザンリュウヒズミ
残留放射線 ザンリュウホウシャセン
残留放射能 ザンリュウホウシャノウ
残留モノマー ザンリュウモノマー

ザンリュウハイポシケンホウ

あ

三裂舌 サンレツゼツ
三連構造 サンレンコウゾウ
三腕二頭体 サンワンニトウタイ

3,4-dihydroxyphenylalanine
（DOPA）
scattering
scattering angle
scattered radiation
residual stress
residual infection
residual cyst，
residual radicular cyst
residual thiosulfate test
residual strain
residual radiation
residual radioactivity
unpolymerized monomer，
residual monomer
lingua triﬁda
triad
dicephalus tribrachius

シ

シ
死 シ
次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサンナトリウム
次亜塩素酸ナトリウム液 ジアエンソサンナトリウムエキ
仕上げ研磨 シアゲケンマ
仕上げ研磨用ストリップ シアゲケンマヨウストリップ
ジアスターゼ ジアスターゼ
ジアゼパム ジアゼパム
ジアテルミー ジアテルミー
シアノアクリレート シアノアクリレート
シアノコバラミン シアノコバラミン
ジアミノピメリン酸 ジアミノピメリンサン
シアリダーゼ シアリダーゼ
シアル酸 シアルサン
シアン中毒 シアンチュウドク
C アーム シーアーム
CIE L ＊ a ＊ b ＊空間 ➡ L ＊ a ＊ b ＊表色系

death
sodium hypochlorite
hypochlorite
ﬁnishing，ﬁnishing and polishing
polishing strip
diastase
diazepam
diathermy
cyanoacrylate
cyanocobalamin
diaminopimelic acid（DAP）
sialidase
sialic acid
cyanide poisoning
C-arm
CIE Lab color spaces

シーアイイーエルスターエースタービースタークウカン

G- アクチン ジーアクチン
CES-D ➡ うつ病自己評価尺度
GNAS ジーエヌエーエス
CN 比 シーエヌヒ
CFI シーエフアイ

シーイーエスディー

G-actin
center for epidemiologic studies
depression scale
guanine nucleotide binding protein
contrast to noise ratio（CNR）
community ﬂuorosis index
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ジーエフピー

GFP ➡ 緑色蛍光タンパク質
GM 計数管 ジーエムケイスウカン

ジーエフピー

Gm 血清型 ジーエムケッセイガタ
GM サベイメータ ジーエムサベイメータ
GMP ➡ グアノシン 5’- 一リン酸
CO ➡ 要観察歯 シーオー

ジーエムピー

CO2 ナルコーシス シーオーツーナルコーシス
COPD ➡ 慢性閉塞性肺疾患 シーオーピーディー

シ

C 型肝炎 シーガタカンエン
G 型肝炎 ジーガタカンエン
C 型肝炎ウイルス シーガタカンエンウイルス
シークエンシャルオーダー シークエンシャルオーダー
CGA ➡ 高齢者総合的機能評価 シージーエー
CGF シージーエフ
GC 含量 ジーシーガンリョウ
Gc 血清型 ジーシーケッセイガタ
【細胞分裂の】 ジーゼロキ（サイボウブンレツノ）
G0 期
C 線維 シーセンイ
シーソー運動 シーソーウンドウ
θ波 シータハ
G タンパク質 ジータンパクシツ
【細胞分裂の】 ジーツーキ（サイボウブンレツノ）
G2 期
CT ➡ コンピュータ断層撮影法 シーティー
CDR シーディーアール
GTR ➡ 組織再生誘導 ジーティーアール
GTR 膜 ジーティーアールマク
GDS ジーディーエス
cDNA ライブラリー シーディーエヌエーライブラリー
CT ガイド下生検 シーティーガイドカセイケン
CT シミュレーター シーティーシミュレーター
CT 線量指数 シーティーセンリョウシスウ
CT 像 シーティーゾウ
C-D ダイアグラム シーディーダイアグラム
CT 値 シーティーチ
GTP ➡ グアノシン 5’- 三リン酸
GDP ➡ グアノシン 5’- 二リン酸
GTP アーゼ ジーティーピーアーゼ
シートワックス
シーネ ➡ 副子
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シートワックス
シーネ

ジーティーピー
ジーディーピー

green ﬂuorescent protein
Geiger-Müller（G-M）counter，
Geiger-Müller（G-M）counter
tube
Gm serum group
Geiger-Müller（G-M）survey meter
guanosine monophosphate
questionable caries under
observation
carbon dioxide narcosis
chronic obstructive pulmonary
disease
hepatitis C（HC）
hepatitis G（HG）
hepatitis C virus（HCV）
sequential order
comprehensive geriatric assessment
concentrated growth factor
GC content
Gc serum group
G0 phase
C ﬁber
seesaw movement
θ-wave
G protein
G2 phase
computerized tomography
clinical dementia rating
guided tissue regeneration
GTR membrane，barrier membrane
geriatric depression scale
cDNA library
CT-guided biopsy
CT simulator
computed tomography dose index
（CTDI）
CT image
contrast-detail diagram
CT number
guanosine 5'-triphosphate
guanosine 5'-diphosphate
guanosine 5'-triphosphate-tase
（GTPase）
sheet wax
splint

シェラック

シーバートの分類 シーバートノブンルイ
C 反応性タンパク シーハンノウセイタンパク
GP ➡ 一般医 ジーピー
CPF ➡ 細胞培養加工施設 シーピーエフ
CBFA シービーエフエー
CPC ➡ 細胞培養加工施設 シーピーシー
GPT ➡ アラニンアミノトランスフェラーゼ

Seibert classiﬁcation
C-reactive protein（CRP）
general practitioner
cell processing facility
core-binding factor A
cell processing center
glutamic-pyruvic transaminase

ジーピーティー

C ファクター シーファクター
CVP ➡ 中心静脈圧 シーブイピー
シーベルト シーベルト
シーマ シーマ
C 末端アミノ酸残基 シーマッタンアミノサンザンキ
シーマ率 シーマリツ
シームレスバンド シームレスバンド
シールド室 シールドシツ
【細胞分裂の】 ジーワンキ（サイボウブンレツノ）
G1 期
子音 シイン
死因 シイン
ジーンターゲティング ジーンターゲティング
シェアード・ディシジョン・メイキング

C-factor
central venous pressure
sievert（Sv）
cema
C-terminal amino acid residue
cema rate
seamless band
shield room
G1 phase
consonants
cause of death
gene targeting
shared decision making（SDM）

シェアードディシジョンメイキング

シェイ症候群 シェイショウコウグン
シェイピング シェイピング
JPEG ジェイペグ
シェーグレン症候群 シェーグレンショウコウグン
J 鎖 ジェーサ
シェードガイド シェードガイド
シェードテイキング シェードテイキング
シェービング シェービング
J フック【ヘッドギアの】 ジェーフック（ヘッドギアノ）
シェーンライン・ヘノッホ紫斑病

Scheie syndrome
shaping
joint photographic experts group
Sjögren syndrome（SS）
J chain
shade guide
shade taking
shaving，skiving
J-hook
Schönlein-Henoch purpura

シェーンラインヘノッホシハンビョウ

歯液 シエキ
試液 シエキ
ジエチルエーテル ジエチルエーテル
ジエチレントリアミン五酢酸

ジエチレントリアミンゴサクサン

ジェット換気 ジェットカンキ
ジェット注射 ジェットチュウシャ
ジェットネブライザー ジェットネブライザー
シェディアック・東症候群 シェディアックヒガシショウコウグン
ジェネレーター ジェネレーター
シェフィールドテスト シェフィールドテスト
シェラック シェラック

dentinal ﬂuid，dental ﬂuid
test solution
diethyl ether
diethylenetriamine pentaacetic acid
（DTPA）
jet ventilation
jet injection
jet nebulizer
Chédiak-Higashi syndrome
generator
Sheﬃeld test
shellac
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シ

ジオキシゲナー

ジオキシゲナーゼ ジオキシゲナーゼ
塩コショウ像 シオコショウゾウ
ジオプトリー ジオプトリー
歯音 シオン
歯音・歯茎音 シオンシケイオン
磁化 ジカ
哆開 シカイ
耳介 ジカイ
歯科医院 ➡ 歯科診療所 シカイイン
歯科医院管理 シカイインカンリ
耳介エピテーゼ ジカイエピテーゼ
歯科医学 シカイガク
歯科医学史 シカイガクシ
紫外可視吸収スペクトル

シ

シガイカシキュウシュウスペクトル

紫外吸収 シガイキュウシュウ
歯科医業 シカイギョウ
歯牙異形成症 シガイケイセイショウ
歯科医行為 シカイコウイ
歯科医師 シカイシ
歯科医史学 シカイシガク
歯科医師国家試験 シカイシコッカシケン
歯科医事紛争 シカイジフンソウ
歯科医師法 シカイシホウ
自家移植 ジカイショク
自家移植材
自家移植術
自家移植片

ジカイショクザイ
ジカイショクジュツ
ジカイショクヘン

自家移植法 ジカイショクホウ
歯科医籍 シカイセキ
紫外線 シガイセン
耳介線 ジカイセン
紫外線検査 シガイセンケンサ
紫外線顕微鏡 シガイセンケンビキョウ
紫外線滅菌 シガイセンメッキン
紫外線滅菌法

シガイセンメッキンホウ

耳介側頭神経 ジカイソクトウシンケイ
耳介側頭神経痛 ジカイソクトウシンケイツウ
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dioxygenase
salt and pepper appearance
diopter
dental consonant
dental-alveolars
magnetization
wound dehiscence
auricle
dental oﬃce，dental clinic
dental oﬃce management
auricular prosthesis
dental medicine，dental surgery，
dental science，
dentistry，odontology
dental history
ultraviolet and visible absorption
spectrum
ultraviolet absorption
dental practice，dental service
odontodysplasia
dental practice
dentist，dental surgeon
history of dentistry
national dental practitioners
examination
dental lawsuit
Dentist Law
autograft，autotransplantation，
autotransplant
autograft
autografting
autograft，autotransplantation，
autotransplant
autografting
register of dental practitioners
ultraviolet light
auricular line
ultraviolet ray test
ultraviolet microscope
sterilization by ultraviolet
irradiation
sterilization by ultraviolet
irradiation
auriculotemporal nerve
auriculotemporal neuralgia

シカクアナログ

磁化移動コントラスト

ジカイドウコントラスト

歯科医療 シカイリョウ
歯科医療管理学 シカイリョウカンリガク
歯科医療経済学 シカイリョウケイザイガク
歯科医療事故 シカイリョウジコ
歯科医療施設 シカイリョウシセツ
歯科医療従事者 シカイリョウジュウジシャ
歯科医療費 シカイリョウヒ
歯科インプラント シカインプラント
歯科インプラント学 シカインプラントガク
歯科衛生教育 シカエイセイキョウイク
歯科衛生士 シカエイセイシ
歯科衛生士業務記録 シカエイセイシギョウムキロク
歯科衛生士法 シカエイセイシホウ
自家栄養菌 ジカエイヨウキン
歯科 X 線撮影法 シカエックスセンサツエイホウ
歯牙エナメル上皮腫 シガエナメルジョウヒシュ
歯科往診車 ➡ 歯科診療車 シカオウシンシャ
自家海綿骨細片移植

ジカカイメンコツサイヘンイショク

歯科カルテ シカカルテ
鹿皮ホイール シカガワホイール
歯科患者管理 シカカンジャカンリ
歯科既往歴 シカキオウレキ
歯科器械 シカキカイ
歯科技工 シカギコウ
歯科技工学 シカギコウガク
歯科技工士 シカギコウシ
歯科技工指示書 シカギコウシジショ
歯科技工室 シカギコウシツ
歯科技工士法 シカギコウシホウ
歯科教育 シカキョウイク
歯科矯正学 シカキョウセイガク
歯科矯正診断 シカキョウセイシンダン
歯科矯正用アンカースクリュー

magnetization transfer contrast
（MTC）
dental practice，dental service
dental practice administration
dental economics
dental accident
dental institution
dental personnel
dental expense
dental implant
implant dentistry，
dental implantology
dental hygiene education
dental hygienist
service record of dental hygienist
Dental Hygienist Law
autotroph
dental radiography
odontoameloblastoma
mobile dental clinic，
mobile dental van
particulate cancellous bone and
marrow（PCBM）graft，autogenous particulate cancellous bone
and marrow graft
dental chart
chamois wheel
dental management
past dental history
dental equipment and instrument
dental laboratory technique
dental technology
dental technician
dental laboratory procedure
authorizations
dental laboratory
Dental Technicians Law
dental education
orthodontics
orthodontic diagnosis
orthodontic anchor screw

シカキョウセイヨウアンカースクリュー

歯科矯正用アンカープレート シカキョウセイヨウアンカープレート
歯科矯正用材料 シカキョウセイヨウザイリョウ
視覚アナログ尺度 シカクアナログシャクド

orthodontic anchor plate
orthodontic materials
visual analog scale（VAS）
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シ

シガクガンメン

歯・顎・顔面形態 シガクガンメンケイタイ
歯・顎・顔面領域 シガクガンメンリョウイキ
視覚訓練 シカククンレン
四角ゴム シカクゴム
視覚障害 シカクショウガイ
視覚的治療目標 シカクテキチリョウモクヒョウ
視覚疼痛スコア シカクトウツウスコア
四角弁法 シカクベンホウ
歯科外科学 シカゲカガク
歯科健康教育 シカケンコウキョウイク
歯科健康診査 シカケンコウシンサ
歯科健康相談 シカケンコウソウダン
歯科健診 ➡ 歯科健康診査 シカケンシン
歯科検診 シカケンシン
歯科口腔保健支援事業 シカコウクウホケンシエンジギョウ

シ

歯科口腔保健の推進に関する法律
シカコウクウホケンノスイシンニカンスルホウリツ

歯科口腔保健法 ➡ 歯科口腔保健の推進に関する法律
シカコウクウホケンホウ

自家骨 ジカコツ
自家骨移植 ジカコツイショク
歯科材料 シカザイリョウ
歯科材料学 シカザイリョウガク
自家歯牙移植 ジカシガイショク
歯科疾患実態調査 シカシッカンジッタイチョウサ
歯牙腫 シガシュ
歯科集団検診 シカシュウダンケンシン
歯科助手 シカジョシュ
歯科心身症 シカシンシンショウ
歯科診療 シカシンリョウ
歯科診療車 シカシンリョウシャ
歯科診療所 シカシンリョウジョ
歯科診療特別対応加算 シカシンリョウトクベツタイオウカサン
自家製アタッチメント ジカセイアタッチメント
歯科生体材料 シカセイタイザイリョウ
歯科精密鋳造 シカセイミツチュウゾウ
耳下腺 ジカセン
耳下腺炎 ジカセンエン
耳下腺管 ➡ ステノン管 ジカセンカン
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dentomaxillofacial morphology
dentomaxillofacial area
visual training
square elastics
visual disturbance
visual treatment objective（VTO）
visual pain score（VPS）
square ﬂap method
dental surgery
dental health education
dental health examination
dental health consultation
dental health examination
dental examination
community support projects for
dental and oral health
Act Concerning the Promotion of
Dental and Oral Health，Dental
and Oral Health Promotion Law
Act Concerning the Promotion of
Dental and Oral Health
antologous bone，autogenous bone
antologous bone graft，
autogenous bone graft
dental material
dental materials science
autotransplantation of tooth，
dental autotransplantation
survey of dental diseases
odontoma
mass dental examination
dental assistant
dental psychosomatic desease
dental service
mobile dental clinic，
mobile dental van
dental clinic
supplemenary payments to special
management for dental practice
laboratory fabricational attachment
dental biomaterial
dental accurate casting
parotid gland
parasynanche，parotitis
parotid duct

シカヤクザイ

耳下腺癌 ジカセンガン
耳下腺気腫 ジカセンキシュ
耳下腺筋膜 ジカセンキンマク
耳下腺隙 ジカセンゲキ
耳下腺神経叢 ジカセンシンケイソウ
耳下腺深葉切除 ジカセンシンヨウセツジョ
耳下腺浅葉切除 ジカセンセンヨウセツジョ
耳下腺唾石 ジカセンダセキ
耳下腺摘出 ジカセンテキシュツ
耳下腺摘出術 ジカセンテキシュツジュツ
耳下腺乳頭 ジカセンニュウトウ
耳下腺囊胞 ジカセンノウホウ
歯科鋳造 シカチュウゾウ
自家中毒 ジカチュウドク
歯科治療 シカチリョウ
歯科治療恐怖症 シカチリョウキョウフショウ
歯科的障害者 シカテキショウガイシャ
歯牙年齢 シガネンレイ
歯科微生物学 シカビセイブツガク
歯科放射線医 シカホウシャセンイ
歯科放射線学 シカホウシャセンガク
歯科放射線被曝 シカホウシャセンヒバク
歯科訪問診療 シカホウモンシンリョウ
歯科保健医療
歯科保健活動

シカホケンイリョウ
シカホケンカツドウ

歯科保健管理 シカホケンカンリ
歯科保健教育 シカホケンキョウイク
歯科保健行動 シカホケンコウドウ
歯科保健事業 シカホケンジギョウ
歯科保健指導 シカホケンシドウ
歯科保健指標 シカホケンシヒョウ
歯科保健センター シカホケンセンター
歯科保健戦略 シカホケンセンリャク
歯科保健相談 シカホケンソウダン
歯科保健目標 シカホケンモクヒョウ
歯科保存学 シカホゾンガク
歯科補綴学 シカホテツガク
歯科麻酔 シカマスイ
歯科麻酔科医 シカマスイカイ
歯科麻酔学 シカマスイガク
歯科薬剤 シカヤクザイ

parotid gland cancer
pneumoparotitis
parotid fascia
parotid gland space，parotid space
parotid plexus
removal of deep lobe of parotid
gland
superﬁcial parotid lobectomy
parotid calculus
parotidectomy
parotidectomy
parotid papilla
parotid gland cyst
dental casting
auto-intoxication
dental treatment
dental phobia，odontophobia
dentally disabilities
dental age
dental microbiology
oral radiologist
dental radiology
dental radiation exposure
homebound dentistry，
home visit dental treatment，
dental home visit treatment
dental health and dental service
dental health activity，dental health
practice，dental health service
dental health care management
dental health education
dental health behavior
dental health project
dental health guidance
dental care index
dental health center
dental care strategy
dental health counseling
dental health target
conservative dentistry
prosthetic dentistry，prosthodontics
dental anesthesia
dental anesthesiologist
dental anesthesiology
dental pharmacological material
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シ

ジカユケツホウ

シ

自家輸血法 ジカユケツホウ
歯科用アマルガム シカヨウアマルガム
歯科用 X 線撮影装置 シカヨウエックスセンサツエイソウチ
歯科用 X 線写真 シカヨウエックスセンシャシン
歯科用 X 線フィルム シカヨウエックスセンフィルム
歯科用器械 シカヨウキカイ
歯科用機械 シカヨウキカイ
歯科用機器 シカヨウキキ
歯科用器具 シカヨウキグ
歯科用キャビネット シカヨウキャビネット
歯科用コーンビーム CT シカヨウコーンビームシーティー
歯科用実体顕微鏡 シカヨウジッタイケンビキョウ
歯科用製品 シカヨウセイヒン
歯科用石膏 シカヨウセッコウ
歯科用セメント シカヨウセメント
歯科用探針 シカヨウタンシン
歯科用治療椅子 シカヨウチリョウイス
歯科用デジタル X 線画像診断システム
シカヨウデジタルエックスセンガゾウシンダンシステム

歯科用デジタル X 線撮影システム

reinfusion
dental amalgam
dental X-ray apparatus
dental radiograph
dental X-ray ﬁlm
dental device
dental machine
dental equipment
dental instrument
dental cabinet
dental cone-beam CT（CBCT）
dental operating microscope
dental product
dental plaster
dental cement
dental explorer
dental chair
dental digital radiographic diagnostic system，digital dental
radiographic diagnosis system
dental digital radiography

シカヨウデジタルエックスセンサツエイシステム

歯科用デジタル X 線写真

シカヨウデジタルエックスセンシャシン

歯科用電気エンジン シカヨウデンキエンジン
歯科用トリオジンクパスタ シカヨウトリオジンクパスタ
歯科用ピンセット シカヨウピンセット
歯科用マイクロスコープ ➡ 歯科用実体顕微鏡

dental digital radiograph，dental
digital X-ray photograph
dental electric engine
dental triozinc paste
dental tweezers
dental microscope

シカヨウマイクロスコープ

歯科用埋没材 シカヨウマイボツザイ
歯科用ミラー シカヨウミラー
歯科用ユニット シカヨウユニット
歯科用ヨードグリセリン シカヨウヨードグリセリン
歯科用ワックス シカヨウワックス
歯科予防処置 シカヨボウショチ
歯科理工学

シカリコウガク

磁化率 ジカリツ
磁化率アーチファクト
磁化率効果 ジカリツコウカ
歯冠 シカン
耳管 ジカン
歯間圧 シカンアツ
歯冠移動 シカンイドウ
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ジカリツアーチファクト

dental investing material
dental mirror
dental unit
dental iodine glycerin
dental wax
dental preventive treatment，
dental prophylactic treatment
dental material science and
technology
magnetic susceptibility
susceptibility artifact
susceptibility eﬀect
tooth crown
auditory tube，eustachian tube
interdental pressure
crown movement

シカンセイ

時間因子 ジカンインシ
耳管咽頭口 ジカンイントウコウ
歯冠円錐 シカンエンスイ
歯冠外アタッチメント シカンガイアタッチメント
歯冠外形 シカンガイケイ
歯冠外磁性アタッチメント シカンガイジセイアタッチメント
時間加重平均 ジカンカジュウヘイキン
歯冠型クラスプ シカンガタクラスプ
時間 - γ曲線 ジカンガンマキョクセン
時間強度曲線 ジカンキョウドキョクセン
歯間距離 シカンキョリ
歯冠亀裂 シカンキレツ
歯冠近遠心幅径 シカンキンエンシンフクケイ
歯冠近遠心幅径総和 シカンキンエンシンフクケイソウワ
歯間腔 シカンクウ
歯間空隙 シカンクウゲキ
歯冠形態修正 シカンケイタイシュウセイ
歯間鼓形空隙 シカンコケイクウゲキ
歯間骨切り術 シカンコツキリジュツ
時間差分法 ジカンサブンホウ
歯冠軸

シカンジク

歯間刺激子 シカンシゲキシ
歯冠歯根破折 シカンシコンハセツ
歯冠歯根比 シカンシコンヒ
歯冠歯髄 シカンシズイ
歯冠周囲 シカンシュウイ
歯冠周囲 X 線透過像 シカンシュウイエックスセントウカゾウ
歯冠周囲炎 シカンシュウイエン
歯冠周囲感染 シカンシュウイカンセン
歯冠周囲腔 シカンシュウイクウ
歯冠周囲膿瘍 シカンシュウイノウヨウ
歯冠修復 シカンシュウフク
歯冠修復材料 シカンシュウフクザイリョウ
歯冠修復物 シカンシュウフクブツ
歯冠修復用レジン シカンシュウフクヨウレジン
時間条件反射 ジカンジョウケンハンシャ
歯冠色材料 シカンショクザイリョウ
歯間水平線維 シカンスイヘイセンイ
弛緩性 シカンセイ

time factor
pharyngeal oriﬁce of auditory tube
occlusal cone
extracoronal attachment
contour of crown
extracoronal magnetic attachment
time-weighted average
concentration
suprabulge clasp
time-γ-curve
time-intensity curve
interproximal distance
crown infraction，
cracking of tooth crown
mesio-distal width of tooth crown
sum of tooth size
interproximal space
interdental space
odontoplasty，coronoplasty
embrasure
interdental osteotomy
temporal subtraction，
time subtraction
axis of tooth crown，
coronal axis of tooth
interdental stimulator
crown-root fracture，
coronal root fracture
crown-root ratio
coronal pulp
pericoronal
pericoronal radiolucency
pericoronitis
pericoronal infection
pericoronal space
pericoronal abscess
crown restoration，
coronal restoration
crown restoration materials
coronal restoration
resin-based restorative material
temporal conditioned reﬂex
tooth-colored material
transseptal ﬁber
laxity
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シ

シカンセイソウ

歯間清掃用具 シカンセイソウヨウグ
弛緩性麻痺 シカンセイマヒ
歯冠セメント質 シカンセメントシツ
歯冠セメント質肥大 シカンセメントシツヒダイ
時間線量分割因子 ジカンセンリョウブンカツインシ
歯冠側破折片

シカンソクハセツヘン

時間帯分化強化

シ

ジカンタイブンカキョウカ

歯冠脱臼 シカンダッキュウ
歯冠長 シカンチョウ
歯冠長延長術 シカンチョウエンチョウジュツ
時間的因子 ジカンテキインシ
時間的加重 ジカンテキカジュウ
歯冠内アタッチメント シカンナイアタッチメント
歯間乳頭 シカンニュウトウ
歯間乳頭再建法 シカンニュウトウサイケンホウ
歯間乳頭歯肉 ➡ 歯間乳頭 シカンニュウトウシニク
歯間乳頭切開 シカンニュウトウセッカイ
歯間乳頭線維 シカンニュウトウセンイ
歯間乳頭保存術
➡ パピラプリザベーションフラップ手術

devices for proximal cleansing
ﬂaccid paralysis
coronal cementum
coronal hypercementosis
time，dose and fractionation
（TDF）factor
coronal fragment，
fracture piece of coronal side
diﬀerential reinforcement of paced
responding
crown luxation
crown length
crown lengthening procedure
time factor
temporal summation
intracoronal attachment
interdental papilla
reconstruction of interdental papilla
interdental papillary gingiva
interpapillary incision
interpapillary ﬁber
papilla preservation ﬂap surgery

シカンニュウトウホゾンジュツ

時間肺活量 ジカンハイカツリョウ
歯冠破折 シカンハセツ
歯冠部齲蝕 シカンブウショク
歯冠幅径 シカンフクケイ
歯間ブラシ シカンブラシ
時間分解能 ジカンブンカイノウ
歯間分離 シカンブンリ
歯間分離器
歯間分離法

シカンブンリキ
シカンブンリホウ

歯間分離用エラスティック シカンブンリヨウエラスティック
歯間分離用スプリング シカンブンリヨウスプリング
時間平均最高血流速度 ジカンヘイキンサイコウケツリュウソクド
時間平均速度 ジカンヘイキンソクド
弛緩法 シカンホウ
歯間縫合 シカンホウゴウ
時間放射能曲線 ジカンホウシャノウキョクセン
歯冠豊隆形態 ➡ カントゥア シカンホウリュウケイタイ
歯冠補綴 シカンホテツ
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timed vital capacity（TVC）
tooth crown fracture
crown caries
crown width
interdental brush
temporal resolution
separation of teeth，
teeth separation
separator
separation of teeth，
teeth separation
separating elastic
separating spring
time-averaged maximum ﬂow
velocity
mean temporal velocity
relaxation technique
interdental suture
time-activity curve（TAC）
contour
crown prosthesis

シキソセッカイ

歯冠補綴装置 シカンホテツソウチ
歯冠用硬質レジン シカンヨウコウシツレジン
歯間離開度 シカンリカイド
歯間離開度検査 シカンリカイドケンサ
弛緩療法 シカンリョウホウ
歯冠漏洩 ➡ コロナルリーケージ

crown restoration
resin for crown and bridge
interdental separation
examination of interdental
separation
relaxation therapy
coronal leakage

シカンロウエイ

色安定性 シキアンテイセイ
色覚異常 シキカクイジョウ
色覚検査 シキカクケンサ
色覚障害 シキカクショウガイ
磁気共鳴 ジキキョウメイ
磁気共鳴イメージング
磁気共鳴画像撮像法
磁気共鳴血管撮影

ジキキョウメイイメージング

ジキキョウメイガゾウサツゾウホウ

ジキキョウメイケッカンサツエイ

磁気共鳴血管撮影法

ジキキョウメイケッカンサツエイホウ

磁気共鳴スペクトロスコピー

ジキキョウメイスペクトロスコピー

色差 シキサ
磁気シールド ジキシールド
色質融解 シキシツユウカイ
磁気遮蔽 ジキシャヘイ
色素 シキソ
色素異常 シキソイジョウ
色相 シキソウ
磁気双極子 ジキソウキョクシ
磁気双極子モーメント ジキソウキョクシモーメント
色素顆粒細胞 シキソカリュウサイボウ
色素希釈試験 シキソキシャクシケン
色素剤 シキソザイ
色素失調症 ➡ ブロッホ・ズルツベルガー症侯群
シキソシッチョウショウ

色素性乾皮症 シキソセイカンピショウ
色素性絨毛結節性滑膜炎
シキソセイジュウモウケッセツセイカツマクエン

色素性沈着物 シキソセイチンチャクブツ
色素性病変 シキソセイビョウヘン
色素性母斑 シキソセイボハン
色素石灰石

シキソセッカイセキ

color stability
anomalous color vision
color vision test
dyschromatopsia
magnetic resonance（MR）
magnetic resonance imaging
（MRI）
magnetic resonance imaging
（MRI）
magnetic resonance angiography
（MRA）
magnetic resonance angiography
（MRA）
magnetic resonance spectroscopy
（MRS）
color diﬀerence
magnetic shield
chromatolysis
magnetic shield
pigment
dyschromatosis
hue
magnetic dipole
magnetic dipole moment
pigment granule cell
dye dilution test
dye
incontinence of pigment，
incontinentia pigmenti
xeroderma pigmentosum
villonodular synovitis，pigmented
villonodular synovitis
stains
pigmented lesions
naevus pigmentosus，
pigmented nevus
pigment calcium stone
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シ

シキソタイ

シ

色素体 シキソタイ
色素沈着 シキソチンチャク
色素排泄試験 シキソハイセツシケン
色素変性 シキソヘンセイ
ジギタリス ジギタリス
色調 シキチョウ
色調選択 シキチョウセンタク
色度 シキド
磁気特性 ジキトクセイ
色度図 シキドズ
識別閾 シキベツイキ
識別限界 シキベツゲンカイ
磁気モーメント ジキモーメント
刺鍼術 シキュウジュツ
糸球体腎炎 シキュウタイジンエン
糸球体濾過量 シキュウタイロカリョウ
死菌ワクチン シキンワクチン
ジグ ジグ
軸位断像 ➡ アキシャル像 ジクイダンゾウ
軸位頭部 X 線規格撮影法

plastid
pigmentation
dye excretion test
pigment degeneration
digitalis
tone of color
shade selection
chromaticity
magnetic property
chromaticity diagram
discrimination threshold
limit for identiﬁably
magnetic moment
acupuncture
glomerulonephritis
glomerular ﬁltration rate（GFR）
killled vaccine
jig
axial image，axial section image
axial cephalometric projection

ジクイトウブエックスセンキカクサツエイホウ

軸位頭部 X 線規格写真

ジクイトウブエックスセンキカクシャシン

軸位補正側面 X 線断層撮影法
ジクイホセイソクメンエックスセンダンソウサツエイホウ

死腔 シクウ
死腔効果 シクウコウカ
軸学説
【ギージーの】 ジクガクセツ（ギージーノ）
軸眼窩平面 ジクガンカヘイメン
軸索 ジクサク
ジグザグゴム ジグザグゴム
軸索細胞体間シナプス ジクサクサイボウタイカンシナプス
軸索軸索間シナプス ジクサクジクサクカンシナプス
軸索樹状突起間シナプス

axial roentgenographic
cephalogram
axially corrected lateral
tomography
dead space
dead space eﬀect
axis theory by Gysi
axis orbital plane
axon
zig-zag elastics
axo-somatic synapse
axo-axonic synapse
axo-dendritic synapse

ジクサクジュジョウトッキカンシナプス

軸索小丘 ジクサクショウキュウ
軸索突起 ジクサクトッキ
軸索反射 ジクサクハンシャ
軸索流 ジクサクリュウ
軸糸 ジクシ
軸側壁 ジクソクヘキ
シグナル伝達 シグナルデンタツ
軸捻転 ジクネンテン
軸方向撮影 ジクホウコウサツエイ
軸方向撮影法 ジクホウコウサツエイホウ
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axon hillock
axon neurite
axon reﬂex
axonal ﬂow，axoplasmic ﬂow
axial ﬁlament
axial wall
signal transduction
axis rotation
axial projection
axial projection

シケイブバーン

軸方向像 ジクホウコウゾウ
軸方向投影 ジクホウコウトウエイ
軸方向投影法 ジクホウコウトウヘイホウ
軸方向分解能 ジクホウコウブンカイノウ
軸方向分解能法 ジクホウコウブンカイノウホウ
シグマ因子 シグマインシ
軸面 ジクメン
軸面形成 ジクメンケイセイ
シグモイド曲線 シグモイドキョクセン
シグモンディパーマー法 シグモンディパーマーホウ
ジグリセリド ジグリセリド
ジグリング ジグリング
ジグリングフォース ジグリングフォース
シクロオキシゲナーゼ シクロオキシゲナーゼ
シクロスポリン A シクロスポリンエー
シクロスポリン歯肉増殖症 シクロスポリンシニクゾウショクショウ
ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクナトリウム
シクロプロパン シクロプロパン
シクロヘキシミド シクロヘキシミド
シクロホスファミド水和物 シクロホスファミドスイワブツ
歯群 シグン
歯形 シケイ
歯型 シケイ
歯頸 シケイ
歯茎音 シケイオン
歯型可撤式模型 シケイカテツシキモケイ
歯茎硬口蓋音 シケイコウコウガイオン
歯型固着式模型 シケイコチャクシキモケイ
歯頸骨膜線維 シケイコツマクセンイ
歯型材 シケイザイ
歯型採得 シケイサイトク
歯頸歯肉線維 シケイシニクセンイ
歯型図 シケイズ
歯頸線 シケイセン
歯頸側壁 シケイソクヘキ
歯頸部 シケイブ
歯頸部齲蝕 シケイブウショク
歯頸部色 シケイブショク
歯頸部知覚過敏 シケイブチカクカビン
歯頸部投影法 シケイブトウエイホウ
歯頸部バーンアウト シケイブバーンアウト
歯頸部バーンアウト効果 シケイブバーンアウトコウカ

axial view
axial projection
axial projection
axial resolution
axial resolution
sigma factor
axial surface
axial reduction for tooth
preparation
sigmoid curve
Zsigmondy/Palmer system
diglyceride
jiggling
jiggling force
cyclooxygenase（COX）
cyclosporin A
cyclosporin-induced gingival
hyperplasia
diclofenac sodium
cyclopropane
cycloheximide
cyclophosphamide hydrate
dentition，individual set of teeth
tooth shape
die
tooth neck
alveolar
working cast with removable die
alveopalatal
alveolar-palatal
ﬁxed die type working model
dentoperiosteal ﬁber
die material
remounting record marking
dentogingival ﬁber
odontogram
cervical line
cervical wall
cervix
cervical caries
cervical color
cervical hypersensitivity
cervical projection
cervical burn out
cervical burn out eﬀect

263

シ

シケイブヘンエ

シ

歯頸部辺縁 シケイブヘンエン
歯頸部辺縁形態 シケイブヘンエンケイタイ
歯頸部豊隆 シケイブホウリュウ
歯頸部用クランプ シケイブヨウクランプ
歯型分割式模型 シケイブンカツシキモケイ
歯系補償 シケイホショウ
時系列 ジケイレツ
刺激 シゲキ
刺激原 シゲキゲン
刺激作用 シゲキサヨウ
刺激性線維腫 シゲキセイセンイシュ
刺激層 シゲキソウ
刺激象牙質 シゲキゾウゲシツ
刺激装置 シゲキソウチ
刺激唾液 シゲキダエキ
刺激唾液分泌量 シゲキダエキブンピリョウ
刺激伝導系 シゲキデンドウケイ
刺激汎化 シゲキハンカ
刺激物 シゲキブツ
刺激物質 シゲキブッシツ
刺激分泌連関 シゲキブンピレンカン
刺激薬 シゲキヤク
止血 シケツ
止血鉗子 シケツカンシ
止血機能 シケツキノウ
止血機能検査 シケツキノウケンサ
止血剤 シケツザイ
止血帯 シケツタイ
止血帯麻痺 シケツタイマヒ
止血法 シケツホウ
止血薬 シケツヤク
止血ろう シケツロウ
歯鍵 シケン
試験管内 シケンカンナイ
試験室 シケンシツ
歯原性外胚葉性間葉 シゲンセイガイハイヨウセイカンヨウ
歯原性角化囊胞 シゲンセイカクカノウホウ
歯原性癌腫 シゲンセイガンシュ
歯原性癌肉腫 シゲンセイガンニクシュ
歯原性混合腫瘍 シゲンセイコンゴウシュヨウ
歯原性歯痛 シゲンセイシツウ
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cervical margin
cervical margin form
cervical contour
cervical clamp
separated die type working model
dental decompensation
time series
stimulus
irritant
stimulant action
irritation ﬁbroma
zone of irritation
irritative dentin，stimulated dentin
stimulator
stimulated saliva
stimulated salivary ﬂow rate
impulse conducting system，
excitation conducting system，
impulse conduction system
stimulus generalization
irritant
stimulack
stimulation secretion coupling
irritant，stimulant，stimulator
arrest of hemorrhage，hemostasis
hemostat，hemostatic clamp，
hemostatic clamp forceps
hemostasis function
hemostasis function test
hemostatic agent
tourniquet
tourniquet paralysis
arrest of hemorrhage，hemostasis
hemostatic
aseptic surgical wax
dental key
in vitro
testing laboratory
odontogenic ectomesenchyme
odontogenic keratocyst
odontogenic carcinoma
odontogenic carcinosarcoma
odontogenic mixed tumor
odontogenic toothache

ジココウゲン

歯原性歯肉上皮過誤腫

シゲンセイシニクジョウヒカゴシュ

歯原性腫瘍 シゲンセイシュヨウ
歯原性上皮 シゲンセイジョウヒ
歯原性上皮性腫瘍 シゲンセイジョウヒセイシュヨウ
歯原性線維腫 シゲンセイセンイシュ
歯原性肉腫 シゲンセイニクシュ
歯原性粘液腫 シゲンセイネンエキシュ
歯原性粘液線維腫 シゲンセイネンエキセンイシュ
歯原性囊胞 シゲンセイノウホウ
試験的投与 シケンテキトウヨ
自己愛 ジコアイ
自己暗示法 ジコアンジホウ
自己移植術 ジコイショクジュツ
自己移植法 ジコイショクホウ
思考 シコウ
自咬 ジコウ
耳口蓋指趾症候群 ➡ 耳口蓋指症候群

odontogenic gingival epithelial
hamartoma
odontogenic tumor
odontogenic epithelium
odontogenic epithelial tumor
odontogenic ﬁbroma
odontogenic sarcoma
odontogenic myxoma
odontogenic myxoﬁbroma
odontogenic cyst
probationary administration
narcissism
autosuggestion
autografting
autografting
thinking
self bite
otopalatodigital syndrome

シ

ジコウガイシシショウコウグン

耳口蓋指症候群 ジコウガイシショウコウグン
歯垢形成 シコウケイセイ
歯垢形成能 シコウケイセイノウ
時効硬化 ジコウコウカ
時効硬化性合金 ジコウコウカセイゴウキン
歯垢指数 ➡ プラーク指数 シコウシスウ
思考障害 シコウショウガイ
嗜好性 シコウセイ
歯垢性疾患 シコウセイシッカン
持効性製剤 ジコウセイセイザイ
歯垢染め出し シコウソメダシ
嗜好比 シコウヒ
歯垢付着抑制処置 ➡ プラークコントロール

otopalatodigital syndrome
dental plaque formation
dental plaque-forming ability
age hardening
age-hardenable alloy
debris index，plaque index（PlI）
impairment of thinking
hedonic aspect
dental plaque induced disease
prolonged action preparation
disclosing
preference ratio
dental plaque control

シコウフチャクヨクセイショチ

自己概念 ジコガイネン
自己管理行動 ジコカンリコウドウ
自己吸収 ジコキュウシュウ
死後凝血 シゴギョウケツ
自己血 ジコケツ
自己決定 ジコケッテイ
自己決定権 ジコケッテイケン
自己血輸血 ジコケツユケツ
自己血輸血法
自己抗原

ジコケツユケツホウ

ジココウゲン

self-concept
self-care activity
self-absorption
postmortem coagulation
autologous blood
self-decision，self-determination
self-determination right
autologous transfusion，
autotransfusion
autologous transfusion，
autotransfusion
autoantigen，self-antigen
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ジココウタイ

シ

自己抗体 ジココウタイ
死後硬直 シゴコウチョク
自己受容反射 ジコジュヨウハンシャ
自己消化 ジコショウカ
自己触媒反応 ジコショクバイハンノウ
死後所見 シゴショケン
自己整流 ジコセイリュウ
自己整流型 X 線管 ジコセイリュウガタエックスセンカン
自己像 ジコゾウ
事後措置 ジゴソチ
自己尊厳 ➡ 自尊心 ジコソンゲン
死後損傷 シゴソンショウ
シコチアミン シコチアミン
自己知覚 ジコチカク
自己中心性 ジコチュウシンセイ
自己調節 ジコチョウセツ
篩骨 シコツ
篩骨洞 シコツドウ
自己洞察 ジコドウサツ
自己統制 ジコトウセイ
自己統制法 ジコトウセイホウ
仕事肥大 シゴトヒダイ
自己評価式抑うつ性尺度 ジコヒョウカシキヨクウツセイシャクド
自己複製能 ジコフクセイノウ
死後変化 シゴヘンカ
自己免疫 ジコメンエキ
自己免疫現象 ジコメンエキゲンショウ
自己免疫疾患 ジコメンエキシッカン
自己免疫性肝炎 ジコメンエキセイカンエン
自己免疫性水疱症 ジコメンエキセイスイホウショウ
自己免疫性溶血性貧血 ジコメンエキセイヨウケツセイヒンケツ
自己融解 ジコユウカイ
歯根 シコン
歯痕 シコン
歯根外部吸収 シコンガイブキュウシュウ
歯根型インプラント シコンガタインプラント
歯根吸収 シコンキュウシュウ
歯根強直 ➡ 歯根癒着 シコンキョウチョク
歯根近接 ➡ ルートプロキシミティ シコンキンセツ
歯根形成 シコンケイセイ
歯根形成障害 シコンケイセイショウガイ
歯根軸 シコンジク
歯根歯髄 シコンシズイ
歯根周囲崩壊 シコンシュウイホウカイ
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autoantibody
postmortem stiﬀness
proprioceptive reﬂex
autodigestion
autocatalytic reaction
postmortem ﬁnding
self-rectiﬁcation
self-rectifying X-ray tube
self-image
aftercare
self-esteem
postmortem injury
cycotiamine
self-perception
self-centrism，egocentricity
autoregulation
ethmoid bone
ethmoidal sinus
self-insight
self-control
self-control
work hypertrophy
self-rating depression scale（SDS）
self-renewal
postmortem change，
change after death
autoimmunity
autoimmune phenomenon
autoimmune disease
autoimmune hepatitis
autoimmune bullous dermatosis
autoimmune hemolytic anemia
autolysis
tooth root
tooth mark
external root resorption
root form implant
root resorption
root ankylosis
root proximity
root formation
anomaly of root formation
axis of tooth root
radicular pulp
perirhizoclasia

シコンマクシュ

歯根振盪 シコンシントウ
歯根切除 シコンセツジョ
歯根切除術 シコンセツジョジュツ
歯根切除法 シコンセツジョホウ
歯根舌側トルク シコンゼッソクトルク
歯根切断法 ➡ 歯根切除法 シコンセツダンホウ
歯根セメント質 シコンセメントシツ
歯根穿孔法 シコンセンコウホウ
歯根尖切除術 シコンセンセツジョジュツ
歯根尖切除法 シコンセンセツジョホウ
歯根側囊胞 シコンソクノウホウ
歯根側破折片 シコンソクハセツヘン
歯根長 シコンチョウ
歯根徴 シコンチョウ
歯根肉芽腫 ➡ 根尖肉芽腫

シコンニクゲシュ

歯根の異常 シコンノイジョウ
歯根囊胞 シコンノウホウ
歯根の平行性 シコンノヘイコウセイ
歯根破折 シコンハセツ
歯根抜去器 シコンバッキョキ
歯根肥大 シコンヒダイ
歯根表面積 シコンヒョウメンセキ
歯根分割抜去 シコンブンカツバッキョ
歯根分離 シコンブンリ
歯根分離法 シコンブンリホウ
歯根膜 シコンマク
歯根膜炎 シコンマクエン
歯根膜感覚 シコンマクカンカク
歯根膜期 シコンマクキ
歯根膜腔 シコンマククウ
歯根膜腔内注射 シコンマククウナイチュウシャ
歯根膜腔内注射法

シコンマククウナイチュウシャホウ

歯根膜腔の拡大 シコンマククウノカクダイ
歯根膜咬筋反射 シコンマクコウキンハンシャ
歯根膜細胞 シコンマクサイボウ
歯根膜主線維 シコンマクシュセンイ

root concussion
root resection，root amputation
radiectomy
root amputation，root resection
root lingual torque
root amputation，root resection
root cementum
rhizodontrypy
root-end resection，apicoectomy
root-end resection，apicoectomy
periradicular cyst
apical fragment，
fracture piece of root side
root length
root symbol
periapical granuloma，
radicular granuloma
anomaly of tooth root
radicular cyst，periradicular cyst，
periapical cyst
root parallelism
root fracture
rhizagra
root hypertrophy
root surface area
hemisection
root separation
root separation
periodontal ligament，
periodontal membrane
periodontitis
sensation of periodontal ligament，
periodontal sensation
periodontal stage
periodontal ligament space
intraperiodontal injection，
intraligamental injection
intraperiodontal injection，
intraligamental injection
widening of periodontal ligament
periodontal-masseteric reﬂex
periodontal ligament cell
principal ﬁbers of periodontal
ligament
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シコンマクセン

歯根膜線維

シ

シコンマクセンイ

歯根膜粘膜負担 シコンマクネンマクフタン
歯根膜粘膜負担義歯 シコンマクネンマクフタンギシ
歯根膜負担 シコンマクフタン
歯根膜負担義歯 シコンマクフタンギシ
歯根癒着 シコンユチャク
歯根離開 シコンリカイ
歯根離開度 シコンリカイド
歯根露出 シコンロシュツ
歯根彎曲 シコンワンキョク
視差 シサ
自在開創器 ジザイカイソウキ
自在ろう着 ジザイロウチャク
自在ろう付け ➡ 自在ろう着 ジザイロウヅケ
自殺 ジサツ
歯擦音 シサツオン
死産 シザン
耳酸素飽和度計 ジサンソホウワドケイ
支持 シジ
示指 ジシ
支持域 シジイキ
指示嚥下 シジエンゲ
歯式 シシキ
歯軸 シジク
歯軸方向撮影 シジクホウコウサツエイ
歯軸方向撮影法 シジクホウコウサツエイホウ
歯軸方向投影 シジクホウコウトウエイ
歯軸面窩洞 シジクメンカドウ
支持咬頭 ➡ 機能咬頭 シジコウトウ
支持歯槽骨 シジシソウコツ
支持組織 シジソシキ
脂質 シシツ
歯質 シシツ
脂質異常症 シシツイジョウショウ
歯質強化剤 シシツキョウカザイ
歯質欠損 シシツケッソン
歯質接着法 シシツセッチャクホウ
歯質耐酸性 シシツタイサンセイ
歯質耐酸性試験 シシツタイサンセイシケン
脂質代謝 シシツタイシャ
脂質沈着 シシツチンチャク
指示的療法【心理】 シジテキリョウホウ（シンリ）
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periodontal ﬁber，
periodontal ligament ﬁber
tooth and tissue-support
tooth and tissue-supported denture
tooth-support
tooth borne type denture
root concrescence
divergent root
divergence of roots
exposure of tooth root
dilaceration
parallax
self-retaining retractor
free hand soldering
free hand soldering
suicide
sibilant
stillbirth
ear oximeter
support
index，index ﬁnger
supporting area
swallowing on command
dental formula
tooth axis
tooth axial projection
tooth axial projection
axial projection，
axial occlusal projection
tooth axis surface cavity
supporting cusps
supporting alveolar bone
supporting tissue
lipid
tooth substance
dyslipidemia
tooth fortiﬁer
defect of tooth substance
adhesion technique to tooth
structure
acid resistance of tooth
acid resistance test of tooth
lipometabolism
deposit of lipid
directive therapy

シシュウバイオ

支持粘膜 シジネンマク
支持能力 シジノウリョク
四肢麻痺 シシマヒ
指示薬 シジヤク
磁石矯正装置 ジシャクキョウセイソウチ
磁石構造体 ジシャクコウゾウタイ
止瀉薬 シシャヤク
耳珠 ジジュ
歯周医学 ➡ ペリオドンタルメディシン
歯周炎 シシュウエン
歯周基本検査 シシュウキホンケンサ
歯周基本治療 シシュウキホンチリョウ
歯周 - 矯正治療
歯周形成手術
歯周外科治療

シシュウイガク

シシュウキョウセイチリョウ

シシュウケイセイシュジュツ
シシュウゲカチリョウ

歯周疾患 ➡ 歯周病 シシュウシッカン
歯周疾患指数 シシュウシッカンシスウ
歯周疾患治療薬 シシュウシッカンチリョウヤク
歯周疾患予防 シシュウシッカンヨボウ
歯周歯内病変 ➡ 歯内歯周病変 シシュウシナイビョウヘン
歯周症 シシュウショウ
自臭症 ジシュウショウ
歯周靱帯 ➡ 歯根膜 シシュウジンタイ
歯周精密検査 シシュウセイミツケンサ
歯周組織 シシュウソシキ
歯周組織炎 シシュウソシキエン
歯周組織検査 シシュウソシキケンサ
歯周組織再生療法 シシュウソシキサイセイリョウホウ
歯周組織崩壊 シシュウソシキホウカイ
歯周治療 シシュウチリョウ
歯周治療学 シシュウチリョウガク
歯周治療必要度指数 シシュウチリョウヒツヨウドシスウ
歯周治療必要度歯数

シシュウチリョウヒツヨウドシスウ

歯周肉芽腫 シシュウニクゲシュ
歯周囊胞 シシュウノウホウ
歯周膿瘍 シシュウノウヨウ
歯周バイオタイプ シシュウバイオタイプ

supporting mucosa
supporting ability
quadriplegia
indicator
magnetic orthodontic appliance
magnetic assembly
antidiarrheal drug，antidiarrhoeica
tragus
periodontal medicine
periodontitis，paradentitis
periodontal initial examination
initial preparation，
initial periodontal therapy
perio-orthodontic treatment，
perio-orthodontics
periodontal plastic surgery
surgical periodontal treatment，
periodontal surgical therapy
periodontal disease
periodontal disease index（PDI）
agents for periodontal disease
prevention of periodontal disease
combined periodontic-endodontic
lesions
paradontosis
self-halitosis
periodontal ligament
periodontal precise examination
periodontal tissue，periodontium
parodontitis，periodontitis
periodontal tissue examination
periodontal tissue regeneration
therapy
periodontoclasia
periodontal therapy
periodontics
community periodontal index of
treatment needs（CPITN）
community periodontal index
（CPI）
paradental granuloma
paradental cyst
periodontal abscess
periodontal biotype
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シ

シシュウパック

歯周パック

シシュウパック

歯周病 シシュウビョウ
歯周病学 シシュウビョウガク
歯周病活動性 シシュウビョウカツドウセイ
歯周病感受性 シシュウビョウカンジュセイ
歯周病原菌 ➡ 歯周病原細菌 シシュウビョウゲンキン
歯周病原細菌 シシュウビョウゲンサイキン
歯周病検診 シシュウビョウケンシン
歯周プローブ シシュウプローブ
歯周包帯 ➡ 歯周パック シシュウホウタイ
歯周ポケット シシュウポケット
歯周ポケット深度指数 シシュウポケットシンドシスウ
歯周ポケット搔爬 シシュウポケットソウハ

シ

歯周ポケット搔爬術

シシュウポケットソウハジュツ

歯周ポケット内細菌叢 シシュウポケットナイサイキンソウ
歯周ポケット内洗浄 シシュウポケットナイセンジョウ
歯周補綴 シシュウホテツ
歯種鑑別 シシュカンベツ
思春期 シシュンキ
思春期性歯肉炎 シシュンキセイシニクエン
思春期性成長スパート シシュンキセイセイチョウスパート
思春期前歯周炎 ➡ 前思春期性歯周炎

periodontal pack，
periodontal dressing
periodontal disease
periodontology
periodontal disease activity
susceptibility of periodontal
diseases
periodontopathic bacteria
periodontopathic bacterium
periodontal examination
periodontal probe
periodontal dressing
periodontal pocket
periodontal pocket depth index
periodontal curettage，
periodontal pocket curettage，
subgingival curettage
periodontal curettage，
periodontal pocket curettage，
subgingival curettage
bacterial ﬂora in periodontal pocket
subgingival pocket irrigation
periodontal prosthetics
diﬀerentiation of tooth
adolescence，puberty
puberty gingivitis
adolescent growth spurt，
pubertal growth spurt
pubertal periodontitis

シシュンキゼンシシュウエン

思春期早発症 シシュンキソウハツショウ
思春期保健 シシュンキホケン
自助 ジジョ
自傷 ➡ 自傷行為 ジショウ
自浄域 ジジョウイキ
自浄可能部位 ジジョウカノウブイ
視床下部性調節因子 シショウカブセイチョウセツインシ
矢状顆路 シジョウカロ
矢状顆路傾斜角 シジョウカロケイシャカク
矢状クリステンセン現象 シジョウクリステンセンゲンショウ
自傷行為 ジショウコウイ
指示用コーン シジヨウコーン
自浄作用 ジジョウサヨウ
矢状推進現象 シジョウスイシンゲンショウ
矢状切歯路 シジョウセッシロ
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precocious puberty
adolescent health
self-help
self-mutilation
self-cleansing area
self-cleansible area
hypothalamic regulatory factor
sagittal condylar path
sagittal condylar inclination
sagittal Christensen phenomenon
self-injurious behavior
pointed cone
self-cleansing action
sagittal sliding phenomenon
sagittal incisal path

シズイセイカツ

矢状切歯路傾斜角 シジョウセッシロケイシャカク
紙状胎児 シジョウタイジ
矢状断像 シジョウダンゾウ
糸状乳頭 シジョウニュウトウ
茸状乳頭 ジジョウニュウトウ
歯小囊 シショウノウ
歯小皮 シショウヒ
矢状方向 シジョウホウコウ
矢状縫合 シジョウホウゴウ
矢状方向像 シジョウホウコウゾウ
矢状方向投影 シジョウホウコウトウエイ
矢状方向投影法 シジョウホウコウトウエイホウ
視床味覚野 シショウミカクヤ
矢状面 シジョウメン
矢状面対向関係 シジョウメンタイコウカンケイ
矢状面投影像 シジョウメントウエイゾウ
自助具 ジジョグ
自所色素 ジショシキソ
支持療法 シジリョウホウ
視診 シシン
視診型検診【歯科検診】 シシンガタケンシン（シカケンシン）
持針器 ジシンキ
耳神経節 ジシンケイセツ
歯髄 シズイ
歯髄壊死 シズイエシ
歯髄壊疽 シズイエソ
歯髄炎 シズイエン
歯髄温存療法 ➡ 非侵襲性歯髄覆髄 シズイオンゾンリョウホウ
歯髄腔 シズイクウ
歯髄腔の狭窄 シズイクウノキョウサク
歯髄結石 ➡ 象牙粒 シズイケッセキ
歯髄血流 シズイケツリュウ
歯髄検査 シズイケンサ
歯髄再生療法 シズイサイセイリョウホウ
歯髄細胞 シズイサイボウ
歯髄失活薬 シズイシッカツヤク
歯髄疾患 シズイシッカン
歯髄充血 シズイジュウケツ
歯髄除去療法 シズイジョキョリョウホウ
歯髄診断器 シズイシンダンキ
歯髄振盪 シズイシントウ
歯髄生活反応テスト シズイセイカツハンノウテスト

sagittal incisal inclination
papyraceous fetus
sagittal section image
ﬁliform papilla
fungiform papilla
dental sac
dental cuticle
sagittal direction
sagittal suture
sagittal view
sagittal projection
sagittal projection
thalamic taste area
sagittal plane
sagittal opposing relationship
sagittal projection
self-help device
autochthonous pigment
supportive therapy
inspection
visual examination
needle holder
otic ganglion
dental pulp
pulp necrosis
pulp gangrene
pulpitis
atraumatic indirect pulp capping
（AIPC）
pulp cavity
narrowing of pulp cavity，
constriction of pulp cavity
pulp stone
pulpal blood ﬂow
pulp examination，pulp test
regenerative endodontics
pulp cell
pulp devitalizing agent
pulp disease
pulp hyperemia
pulpectomy
pulp tester
dental pulp concussion
vitality test of pulp
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シ

シズイセッカイ

歯髄石灰化

シズイセッカイカ

歯髄切断法 ➡ 断髄法 シズイセツダンホウ
歯髄息肉 ➡ 慢性増殖性歯髄炎 シズイソクニク
歯髄鎮静薬 シズイチンセイヤク
歯髄鎮痛消炎療法 シズイチンツウショウエンリョウホウ
歯髄電気診 シズイデンキシン
歯髄電気診断器 シズイデンキシンダンキ
歯髄電気診断法 シズイデンキシンダンホウ
歯髄保存療法 シズイホゾンリョウホウ
歯髄ポリープ ➡ 慢性増殖性歯髄炎

pulpal calciﬁcation，
calciﬁcation of dental pulp
pulpotomy，pulp amputation
pulp polyp
pulp sedative
sedative treatment of pulpitis
electric pulp test
electric pulp tester
electrodiagnosis of pulp
vital pulp therapy
pulp polyp

シズイポリープ

指数 シスウ
歯数異常 シスウイジョウ
歯数過剰

シ

歯数過剰症

シスウカジョウ

シスウカジョウショウ

歯数不足 シスウフソク
歯数不足症 シスウフソクショウ
ジスキネジア ジスキネジア
シスチン シスチン
シスチン結石 シスチンケッセキ
シスチン症 シスチンショウ
システイン システイン
システマティックレビュー システマティックレビュー
システムアナリスト システムアナリスト
システム感度 システムカンド
システム分解能 システムブンカイノウ
ジストニア ジストニア
シストランク法 シストランクホウ
シス・トランス異性 シストランスイセイ
シストロン シストロン
シスプラチン シスプラチン
ジスルフィド架橋 ジスルフィドカキョウ
死生 シセイ
姿勢 シセイ
磁性アタッチメント ジセイアタッチメント
歯性開咬 シセイカイコウ
歯性過蓋咬合 シセイカガイコウゴウ
歯性下顎前突 シセイカガクゼントツ
死生学 シセイガク
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index，quotient
abnormalies in number of teeth，
anomaly in tooth number
supernumerary of tooth，
hyperdontia，polyodontia
supernumerary of tooth，
hyperdontia，polyodontia
hypodontia
hypodontia
dyskinesia
cystine
cystine stone
cystine disease
cysteine，cysteine hydrochloride
hydrate，L cysteine，L cysteine
hydrochloride hydrate
systematic review
system analyst
system sensitivity
system resolution
dystonia
Sistrunk method
cis-trans isomerism
cistron
cisplatin
disulﬁde bridge
necrobiosis
posture
magnetic attachment
dental open bite
dental deep bite
dental mandibular protrusion
thanatology

シゼンドクショ

歯性顎炎 シセイガクエン
歯性幹細胞 ➡ 歯由来幹細胞 シセイカンサイボウ
歯性感染 シセイカンセン
歯性感染症 シセイカンセンショウ
姿勢緊張調整パターン シセイキンチョウチョウセイパターン
磁性合金 ➡ 磁性材料 ジセイゴウキン
歯性交叉咬合 シセイコウサコウゴウ
歯性後退 シセイコウタイ
磁性材料 ジセイザイリョウ
示性式 シセイシキ
歯性耳痛 シセイジツウ
歯性重症感染症 シセイジュウショウカンセンショウ
歯性上下顎前突 シセイジョウカガクゼントツ
歯性上顎前突 シセイジョウガクゼントツ
歯性上顎洞炎 ➡ 上顎洞炎 シセイジョウガクドウエン
磁性ステンレス鋼 ジセイステンレスコウ
歯性全身感染症 シセイゼンシンカンセンショウ
歯性前突 シセイゼントツ
自生体 ジセイタイ
歯性反対咬合 シセイハンタイコウゴウ
歯性病巣感染 シセイビョウソウカンセン
歯性扁桃周囲炎 シセイヘントウシュウイエン
歯性扁桃周囲膿瘍 シセイヘントウシュウイノウヨウ
歯石 シセキ
歯石指数 シセキシスウ
歯石除去 シセキジョキョ
歯石沈着症 シセキチンチャクショウ
施設 シセツ
施設サービス シセツサービス
施設病 シセツビョウ
施設利用者 シセツリヨウシャ
自然回復 シゼンカイフク
脂腺癌 シセンガン
自然抗体 シゼンコウタイ
自然死 シゼンシ
脂腺腫 シセンシュ
耳前切開 ジゼンセッカイ
耳前側頭皮膚切開 ジゼンソクトウヒフセッカイ
自然治癒 シゼンチユ
自然的観察 シゼンテキカンサツ
自然保定 シゼンホテイ
自然電極電位 シゼンデンキョクデンイ
自然頭位 シゼントウイ
自然毒食中毒 シゼンドクショクチュウドク

odontogenic maxillitis
dental stem cell
odontogenic infection
odontogenic infection
Bobath reﬂex inhibiting posture
magnetic alloy
dental crossbite
dental retrusion
magnetic material
rational formula
otalgia dentalis
severe odontogenic infection
dental bimaxillary protrusion
dental maxillary protrusion
odontogenic maxillary sinusitis
magnetic stainless steel
odontogenic systemic disease
dental protrusion
autosite
dental anterior crossbite
dental focal infection，
odontogenic focal infection
odontogenic peritonsillitis
odontogenic peritonsillar abscess
dental calculus，tartar
calculus index
scaling
calculus deposition
institution
institutional service
institutionalism
user of facility
spontaneous recovery
sebaceous carcinoma
natural antibody
natural death
sebaceous adenoma
preauricular incision
preauricular temporal skin incision
natural healing
naturalistic observation
free retention，natural retention
spontaneous electrode potential
natural head position
natural toxin food poisoning
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シ

シゼンハッセイ

自然発生 シゼンハッセイ
耳前部皮膚切開 ➡ 耳前切開

spontaneous generation
preauricular incision

ジゼンブヒフセッカイ

自然分類 シゼンブンルイ
自然放射性核種 シゼンホウシャセイカクシュ
自然放射性元素 シゼンホウシャセイゲンソ
自然放射性同位元素 シゼンホウシャセイドウイゲンソ
自然放射性物質 シゼンホウシャセイブッシツ
自然放射線 シゼンホウシャセン
自然放射能 シゼンホウシャノウ
指尖脈波 シセンミャクハ
自然免疫 シゼンメンエキ
刺創 シソウ

シ

歯槽 シソウ
歯槽窩 シソウカ
歯槽型 シソウガタ
歯槽管 シソウカン
歯槽基底弓 シソウキテイキュウ
歯槽基底弓長径 シソウキテイキュウチョウケイ
歯槽基底弓幅径 シソウキテイキュウフクケイ
歯槽基底部 シソウキテイブ
歯槽基底論 シソウキテイロン
歯槽弓 シソウキュウ
歯槽孔 シソウコウ
歯槽硬線 シソウコウセン
歯槽骨 シソウコツ
歯槽骨炎 シソウコツエン
歯槽骨吸収 シソウコツキュウシュウ
歯槽骨切り シソウコツキリ
歯槽骨切り術 シソウコツキリジュツ
歯槽骨骨折 シソウコツコッセツ
歯槽骨整形

シソウコツセイケイ

歯槽骨整形術

シソウコツセイケイジュツ

歯槽骨折 シソウコッセツ
歯槽骨切除術 シソウコツセツジョジュツ
歯槽骨頂切開 シソウコッチョウセッカイ
歯槽骨通過線維 シソウコツツウカセンイ
歯槽歯肉線維 シソウシニクセンイ
歯槽出血 シソウシュッケツ
歯槽性移動 シソウセイイドウ
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natural classiﬁcation
natural radioactive nuclide
natural radioactive element
natural radioactive isotope
naturally occurring radioactive
material（NORM）
natural radiation
natural radioactivity
plethysmogram of ﬁnger
innate immunity
puncture wound，punctured
wound，stab wound，stab
dental alveoli
alveolar fossa
denture pattern
alveolar canal
basal arch
basal arch length
basal arch width
apical base
apical base theory
alveolar arch
alveolar foramen
lamina dura，alveoloplasty
alveolar bone
alveolar ostitis
alveolar bone resorption
alveolar osteotomy
alveolar osteotomy
alveolar bone fracture，
fracture of alveolar bone
orthopedic surgery of alveolar
ridge，alveolar hard line
orthopedic surgery of alveolar
ridge，alveolar hard line
alveolar fracture
alveloplasty
alveolar crestal incision
transalveolar ﬁber
alveologingival ﬁber
phatnorrhagia
alveolar movement

ジゾクセキズイ

歯槽性の補償 シソウセイノホショウ
歯槽頂 シソウチョウ
歯槽頂縁 シソウチョウエン
歯槽頂間線 シソウチョウカンセン
歯槽頂切開 ➡ 歯槽骨頂切開

dentoalveolar compensation
alveolar crest
alveolar ridge
interalveolar crest line
alveolar crestal incision

シソウチョウセッカイ

歯槽頂線 シソウチョウセン
歯槽頂線維 シソウチョウセンイ
歯槽頂投影 シソウチョウトウエイ
歯槽頂投影法 シソウチョウトウエイホウ
歯槽堤萎縮 シソウテイイシュク
歯槽堤萎縮症 シソウテイイシュクショウ
歯槽堤拡大 ➡ 骨造成

alveolar crest line
alveolar crest ﬁber，
alveolar ridge ﬁber
peripheral projection
peripheral projection
atrophy of alveolar process
atrophy of alveolar process
ridge expansion

シソウテイカクダイ

歯槽堤拡大術
歯槽堤形成術
歯槽堤整形術

シソウテイカクダイジュツ
シソウテイケイセイジュツ

シソウテイセイケイジュツ

歯槽堤幅径 シソウテイフクケイ
歯槽突起 シソウトッキ
歯槽突起後方裂 シソウトッキコウホウレツ
歯槽突起骨折 ➡ 歯槽骨骨折

ridge expansion
alveolar ridge plasty，alveolar ridge
plastics，alveoplasty
surgical remodeling of alveolar
crest，alveoplasty，
alveolar ridge plastics
alveolar ridge width
alveolar process
postalveolar process cleft
fracture of alveolar process

シソウトッキコッセツ

歯槽粘膜 シソウネンマク
歯槽膿瘍 シソウノウヨウ
歯槽部 シソウブ
歯槽壁 シソウヘキ
歯槽隆起 シソウリュウキ
歯槽裂 シソウレツ
磁束 ジソク
持続感染 ジゾクカンセン
持続気道陽圧 ジゾクキドウヨウアツ
持続牽引 ジゾクケンイン
持続硬膜外麻酔 ジゾクコウマクガイマスイ
歯足骨 シソクコツ
持続性吸息 ジゾクセイキュウソク
持続性吸息中枢 ジゾクセイキュウソクチュウスウ
持続性作用 ジゾクセイサヨウ
持続性神経筋単位 ジゾクセイシンケイキンタンイ
持続性神経痛 ジゾクセイシンケイツウ
持続脊髄くも膜下麻酔 ジゾクセキズイクモマクカマスイ

alveolar mucosa
alveolar abscess
alveolar part
alveolar wall
alveolar tubercle
alveolar cleft
magnetic ﬂux
persistent infection
continuous positive airway pressure
（CPAP）
continuous traction
continuous epidural anesthesia
pedicle
apneusis
apneustic center
prolonged action
tonic neuromuscular unit
continuous neuralgia
continuous spinal anesthesia
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ジゾクツウ

持続痛 ジゾクツウ
持続的な力 ジゾクテキナチカラ
持続腹膜灌流 ジゾクフクマクカンリュウ
磁束密度 ジソクミツド
持続陽圧 ジゾクヨウアツ
持続陽圧呼吸 ジゾクヨウアツコキュウ
自尊心 ジソンシン
死体 シタイ
死帯
【象牙質の】 シタイ（ゾウゲシツノ）
歯帯 シタイ
支台 シダイ
歯体移動 シタイイドウ
死体解剖 シタイカイボウ
肢帯型筋ジストロフィー シタイガタキンジストロフィー

シ

肢帯型筋ジストロフィー症

シタイガタキンジストロフィーショウ

支台歯 シダイシ
支台歯印象 シダイシインショウ
支台歯間線 シダイシカンセン
支台歯形成 シダイシケイセイ
支台歯形態 シダイシケイタイ
支台歯数 シダイシスウ
支台装置 シダイソウチ
支台築造 シダイチクゾウ
支台築造材 シダイチクゾウザイ
肢体不自由 シタイフジユウ
肢体不自由児 シタイフジユウジ
支台連結装置 シダイレンケツソウチ
下引層 シタビキソウ
シタラビン シタラビン
肢端巨大 シタンキョダイ
時値 ジチ
シチジル酸 シチジルサン
シチジン シチジン
シチジン 5’- 一リン酸 シチジンゴダッシュイチリンサン
シチジン 5’- 三リン酸 シチジンゴダッシュサンリンサン
シチジン 5’- 二リン酸 シチジンゴダッシュニリンサン
支柱線 シチュウセン
市町村保健センター シチョウソンホケンセンター
弛張熱 シチョウネツ
実 ジツ
刺痛 シツウ
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continuous pain
continuous force
tonic peritoneum dialysis
magnetic ﬂux density
continuous positive pressure
continuous positive pressure
breathing
self-esteem，ego，pride
cadaver
dead tract
cingulum
abutment
bodily movement
postmortem examination，autopsy
limb-girdle type of muscular
dystrophy
limb-girdle type of muscular
dystrophy
abutment tooth
impression of abutment tooth
fulcrum line
preparation of abutment tooth
form of abutment tooth
number of abutment tooth
retainer
foundation restoration
core construction material
cripple
physically disabled child
abutment and connector
adhesive subcoating layer
cytarabine
acromegaly
chronaxie，chronaxy
cytidylic acid
cytidine
cytidine 5'-monophosphate（CMP）
cytidine 5'-triphosphate（CTP）
cytidine 5'-diphosphate（CDP）
stem radiation
municipal health center，
community health center
remittent fever
excess
prick pain

シッシン

歯痛 シツウ
耳痛 ジツウ
歯痛錯誤 シツウサクゴ
膝蓋腱反射 シツガイケンハンシャ
失外套症候群 シツガイトウショウコウグン
失活歯 シッカツシ
失活断髄法 シッカツダンズイホウ
失活抜髄法 ➡ 間接抜髄法

シッカツバツズイホウ

実感温度 ジッカンオンド
シックル型スケーラー シックルガタスケーラー
しつけ シツケ
失血 シッケツ
実験疫学 ジッケンエキガク
実験的消去【心理】 ジッケンテキショウキョ（シンリ）
実験動物 ジッケンドウブツ
実験病理学 ジッケンビョウリガク
失語 シツゴ
失行 シッコウ
実効エネルギー ジッコウエネルギー
実効原子番号 ジッコウゲンシバンゴウ
実効焦点 ジッコウショウテン
実効線量 ジッコウセンリョウ
実効線量当量 ジッコウセンリョウトウリョウ
実効線量当量限度 ジッコウセンリョウトウリョウゲンド
実効 TR ジッコウティーアール
実効 TE ジッコウティーイー
実効電圧 ジッコウデンアツ
実効波長 ジッコウハチョウ
失語症 シツゴショウ
実時間システム ジツジカンシステム
実時間表示 ジツジカンヒョウジ
湿式流量計 シッシキリュウリョウケイ
実質欠損【歯の】 ジッシツケッソン（ハノ）
実質性炎 ジッシツセイエン
実質性出血 ジッシツセイシュッケツ
実質変性 ジッシツヘンセイ
湿潤剤 シツジュンザイ
実焦点 ジツショウテン
湿食 シッショク
失神 シッシン
湿疹

シッシン

dental pain，odontalgia，toothache
ear pain，otalgia
poor localization of toothache
knee jerk
apallic syndrome
nonvital tooth
mortal pulp amputation，
devitalized pulpotomy
mortal pulpectomy，
pulp devitalization
eﬀective temperature
sickle type scaler
discipline，breeding
blood loss
experimental epidemiology
experimental extinction
experimental animal
experimental pathology
aphasia
apraxia
eﬀective energy
eﬀective atomic number
eﬀective focal spot
eﬀective dose
eﬀective dose equivalent
eﬀective dose equivalent limits
eﬀective TR（TReﬀ）
eﬀective TE（TEeﬀ）
eﬀective voltage
eﬀective wavelength
aphasia
real-time system
real-time display
wet ﬂowmeter
tooth defect，
tooth substantial defect
parenchymatous inﬂammation
parenchymatous hemorrhage
parenchymatous degeneration
wetting agent
actual focus
wet corrosion
faint，fainting，syncope，
syncopal attack
eczema
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シッシンガタヤ

シ

湿疹型薬疹 シッシンガタヤクシン
膝神経節 シツシンケイセツ
湿声 シッセイ
湿性壊疽 シッセイエソ
湿性嗄声 シッセイサセイ
実像 ジツゾウ
実地訓練 ジッチクンレン
失調型
【脳性麻痺】 シッチョウガタ（ノウセイマヒ）
質的形質 シツテキケイシツ
湿度計 シツドケイ
失認 シツニン
湿熱重合 シツネツジュウゴウ
執筆状把持 シッピツジョウハジ
湿布 シップ
シッフ塩基 シッフエンキ
湿布剤 シップザイ
シップル症候群 シップルショウコウグン
疾病 シッペイ
疾病および関連保健問題の国際統計分類
シッペイオヨビカンレンホケンモンダイノコクサイトウケイブンルイ

疾病活動性 ➡ 歯周病活動性
疾病感受性 ➡ 歯周病感受性
疾病恐怖 シッペイキョウフ
疾病恐怖症 シッペイキョウフショウ
疾病逃避 シッペイトウヒ
疾病利得 シッペイリトク
失明 シツメイ
質問法 シツモンホウ
質量エネルギー吸収係数

シッペイカツドウセイ
シッペイカンジュセイ

eczematoid drug eruption
geniculate ganglion
wet voice
moist gangrene
wet hoarseness
actual image
on-the-job training
ataxic type
qualitative character
psychrometer
agnosia，agnea
wet heat-curing
pen grasp
compress，pack，poultice
Schiﬀ base
fomentations
Sipple syndrome
disease
international statistical classiﬁcation of diseases and related
health problems
disease activity
disease susceptibility
nosophobia，pathophobia
nosophobia，pathophobia
ﬂight into disease
gain from illness
blindness，loss of sight
questioning method
mass energy absorption coeﬃcient

シツリョウエネルギーキュウシュウケイスウ

質量エネルギー転移係数 シツリョウエネルギーテンイケイスウ
質量減弱係数 シツリョウゲンジャクケイスウ
質量分析計 シツリョウブンセキケイ
質量分析法 シツリョウブンセキホウ
歯堤 シテイ
指定医薬品 シテイイヤクヒン
時定数 ジテイスウ
試適 シテキ
至適温度 シテキオンド
至適矯正力 ➡ 最適な矯正力 シテキキョウセイリョク
至適フッ化物濃度 シテキフッカブツノウド
至適 pH シテキペーハー
シデロゾーム シデロゾーム
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mass energy transfer coeﬃcient
mass attenuation coeﬃcient
mass spectrometer
mass spectrometry
dental lamina，tooth band
designated drug
time constant
trial ﬁtting，try-in
optimum temperature
optimal orthodontic force，
optimum orthodontic force
optimal ﬂuoride concentration
optimum pH
siderosome

シナイシシュウ

シデロフィリン シデロフィリン
支点 シテン
自動運動 ジドウウンドウ
指頭型電離箱 シトウガタデンリバコ
歯導管 シドウカン
児童期 ジドウキ
自動輝度調節 ジドウキドチョウセツ
児童虐待 ジドウギャクタイ
指導計画 シドウケイカク
児童憲章 ジドウケンショウ
自動現像 ジドウゲンゾウ
自動現像機 ジドウゲンゾウキ
自動削合 ジドウサクゴウ
自動酸化 ジドウサンカ
耳頭症 ジトウショウ
児童自立支援施設 ジドウジリツシエンシセツ
自動診断 ジドウシンダン
児童心理学 ジドウシンリガク
自動制御 ジドウセイギョ
自動制御麻酔 ジドウセイギョマスイ
児童相談 ジドウソウダン
児童相談所 ジドウソウダンジョ
歯導帯 シドウタイ
自動体外式除細動器 ジドウタイガイシキジョサイドウキ
自動注入器 ジドウチュウニュウキ
児童の権利宣言 ジドウノケンリセンゲン
児童福祉法 ジドウフクシホウ
自動露出制御 ジドウロシュツセイギョ
自動露出装置 ジドウロシュツソウチ
シトクロム シトクロム
シトクロム C オキシダーゼ シトクロムシーオキシダーゼ
シトクロム C レダクターゼ シトクロムシーレダクターゼ
シトクロム P-450 シトクロムピーヨンゴーゼロ
シトシン シトシン
シドニー宣言 シドニーセンゲン
ジドブジン ジドブジン
シトルリン シトルリン
シトロボラム因子 シトロボラムインシ
歯内骨内インプラント シナイコツナイインプラント
歯内 - 歯周疾患 シナイシシュウシッカン
歯内 - 歯周病変 シナイシシュウビョウヘン

siderophilin
fulcrum
active exercise，active movement
thimble ionization chamber
gubernacular canal
childhood
automatic brightness control
（ABC）
child abuse
guidance plan
Children's Charter
automatic processing
automatic processor
milling in
autoxidation
otocephaly
facilities for development of
self-sustaining capacity
automatic diagnosis
child psychology
automatic control
servo anesthesia
child guidance
child guidance center
gubernacular cord
automated external deﬁbrillator
（AED）
automatic injector
Declaration of the Right of the
Child
Child Welfare Law
automatic exposure control（AEC）
phototimer
cytochrome
cytochrome C oxidase
cytochrome C reductase
cytochrome P-450
cytosine
Declaration of Sydney
zidovudine
citrulline
citrovorum factor
endodontic endosseous implant
endodontic-periodontic lesion
endodontic and periodontal disease
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歯内療法 シナイリョウホウ
歯内療法学 シナイリョウホウガク
歯内療法探針 シナイリョウホウタンシン
シナジーコイル シナジーコイル
シナプス シナプス
シナプス下膜 シナプスカマク
シナプス間隙 シナプスカンゲキ
シナプス後電位 シナプスコウデンイ
シナプス後膜 シナプスコウマク
シナプス後抑制 シナプスコウヨクセイ
シナプス小胞 シナプスショウホウ
シナプス前膜 シナプスゼンマク
シナプス前抑制 シナプスゼンヨクセイ
シナプス遅延 シナプスチエン
シナプス電位 シナプスデンイ
シナプス伝達 シナプスデンタツ
シナプス電流 シナプスデンリュウ
歯肉 シニク
歯肉圧排 シニクアッパイ
歯肉圧排法 シニクアッパイホウ
歯肉圧排用綿糸 シニクアッパイヨウメンシ
歯肉アメーバ シニクアメーバ
歯肉移植 シニクイショク
歯肉炎 シニクエン
歯肉縁 シニクエン
歯肉縁下イリゲーション ➡ 歯周ポケット内洗浄

endodontic therapy
endodontics，endodontology
endodontic explorer
synergy coil
synapse
subsynaptic membrane
synaptic cleft
postsynaptic potential
postsynaptic membrane
postsynaptic inhibition
synaptic vesicle
presynaptic membrane
presynaptic inhibition
synaptic delay
synaptic potential
synaptic transmission
synaptic current
gingiva
gingival retraction
gum retraction，gum displacement
gingival retractive cord，
gum retraction cord
Entamoeba gingivalis
gingival graft
gingivitis
gingival margin
subgingival irrigation

シニクエンカイリゲーション

歯肉縁下歯石 シニクエンカシセキ
歯肉縁下スケーリング シニクエンカスケーリング
歯肉縁下プラーク シニクエンカプラーク
歯肉縁下プラークコントロール

subgingival calculus
subgingival scaling
subgingival plaque
subgingival plaque control

シニクエンカプラークコントロール

歯肉縁下マージン シニクエンカマージン
歯肉炎指数 シニクエンシスウ
歯肉縁上歯石 シニクエンジョウシセキ
歯肉縁上スケーリング シニクエンジョウスケーリング
歯肉縁上プラーク シニクエンジョウプラーク
歯肉縁上プラークコントロール

subgingival margin
gingival index（GI）
supragingival calculus
supragingival scaling
supragingival plaque
supragingival plaque control

シニクエンジョウプラークコントロール

歯肉縁上マージン シニクエンジョウマージン
歯肉円錐 シニクエンスイ
歯肉潰瘍 シニクカイヨウ
歯肉型クラスプ シニクガタクラスプ
歯肉癌 シニクガン
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supragingival margin
gingival cone
gingival ulcer
infrabulge clasp
carcinoma of gingiva

シニクゾウダイ

歯肉間線維 シニクカンセンイ
歯肉頰移行部 シニクキョウイコウブ
歯肉クレフト シニククレフト
歯肉形成 シニクケイセイ
歯肉結合組織移植術 ➡ 結合組織移植術

intergingival ﬁber
mucobuccal fold，
gingivobuccal fold
gingival cleft
gum festooning，gum forming
gingival connective tissue graft

シニクケツゴウソシキイショクジュツ

歯肉溝 シニクコウ
歯肉鉤 シニクコウ
歯肉溝上皮 シニクコウジョウヒ
歯肉溝滲出液 シニクコウシンシュツエキ
歯肉溝切開 ➡ 歯肉溝内切開
歯肉口内炎 シニクコウナイエン
歯肉溝内切開 シニクコウナイセッカイ

シニクコウセッカイ

歯肉溝微生物叢 シニクコウビセイブツソウ
歯肉骨膜弁閉鎖法 シニクコツマクベンヘイサホウ
歯肉固有層 シニクコユウソウ
歯肉コル シニクコル
歯肉歯槽粘膜境 シニクシソウネンマクキョウ
歯肉歯槽粘膜形成 シニクシソウネンマクケイセイ
歯肉歯槽粘膜形成外科 シニクシソウネンマクケイセイゲカ
歯肉歯槽粘膜形成術 ➡ 歯周形成手術

gingival sulcus
gingival clasp
gingival sulcular epithelium
gingival crevicular ﬂuid（GCF），
gingival crevicular exudate
crestal incision
gingivostomatitis
intracrevicular incision，
intrasulcular incision
gingival crevicular ﬂora
plastic closure method by
gingivo-periosteal ﬂap
gingival lamina propria
gingival col
mucogingival junction
mucogingival surgery
mucogingival plastic surgery
mucogingival surgery

シニクシソウネンマクケイセイジュツ

歯肉収縮 シニクシュウシュク
歯肉出血 シニクシュッケツ
歯肉出血インデックス シニクシュッケツインデックス
歯肉症 シニクショウ
歯肉上皮 シニクジョウヒ
歯肉色 シニクショク
歯肉唇移行部 シニクシンイコウブ
歯肉靱帯 シニクジンタイ
歯肉整形 シニクセイケイ
歯肉整形術 シニクセイケイジュツ
歯肉切除 シニクセツジョ
歯肉切除術 シニクセツジョジュツ
歯肉切除用メス シニクセツジョヨウメス
歯肉線維 シニクセンイ
歯肉線維腫症 シニクセンイシュショウ
歯肉穿孔 シニクセンコウ
歯肉増殖 ➡ 歯肉増殖症 シニクゾウショク
歯肉増殖症 シニクゾウショクショウ
歯肉増大術 シニクゾウダイジュツ

gingival shrinkage
gingival bleeding，oulorrhagia
gingival bleeding index
gingivosis
gingival epithelium
gingiva color
gingivolabial fold，mucolabial fold
gingival ligament
gingivoplasty
gingivoplasty
gingivectomy
gingivectomy
gingivectomy knife
gingival ﬁber
gingival ﬁbromatosis
gingival perforation
gingival hyperplasia
gingival hyperplasia
gingival augmentation
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シ

シニクゾウヒシ

歯肉象皮症 ➡ 歯肉線維腫症 シニクゾウヒショウ
歯肉象皮病 ➡ 歯肉線維腫症 シニクゾウヒビョウ
歯肉息肉 シニクソクニク
歯肉組織 シニクソシキ
歯肉退縮 シニクタイシュク
歯肉刀 シニクトウ
歯肉乳頭 シニクニュウトウ
歯肉囊 シニクノウ
歯肉囊胞 シニクノウホウ
歯肉膿瘍 シニクノウヨウ
歯肉の適合 シニクノテキゴウ
歯肉排除 ➡ 歯肉圧排 シニクハイジョ
歯肉排除法 ➡ 歯肉圧排法 シニクハイジョホウ
歯肉排除用綿糸 ➡ 歯肉圧排用綿系 シニクハイジョヨウメンシ

シ

歯肉剝離 シニクハクリ
歯肉剝離子 シニクハクリシ
歯肉剝離搔爬術 ➡ フラップ手術
歯肉鋏 シニクバサミ
歯肉肥大 ➡ 歯肉増殖症 シニクヒダイ
歯肉肥大症 ➡ 歯肉増殖症

シニクハクリソウハジュツ

シニクヒダイショウ

歯肉病変 シニクビョウヘン
歯肉付着 シニクフチャク
歯肉付着部 シニクフチャクブ
歯肉弁 シニクベン
歯肉弁移動術 シニクベンイドウジュツ
歯肉弁形成 シニクベンケイセイ
歯肉弁形成術 シニクベンケイセイジュツ
歯肉弁根尖側移動術 シニクベンコンセンソクイドウジュツ
歯肉弁歯冠側移動術 シニクベンシカンソクイドウジュツ
歯肉弁切除 シニクベンセツジョ
歯肉弁切除術 シニクベンセツジョジュツ
歯肉弁側方移動 シニクベンソクホウイドウ
歯肉弁側方移動術

シニクベンソクホウイドウジュツ

歯肉ポケット シニクポケット
歯肉マッサージ シニクマッサージ
歯肉瘻 シニクロウ
歯乳頭 シニュウトウ
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gingival ﬁbromatosis
gingival ﬁbromatosis
gingival polyp
gingival tissue
gingival recession
gingival knife
gingival papilla
gingival crevice
gingival cyst
gingival abscess
gingival adaptation
gingival retraction
gingival retraction
gingival retractive cord，
gum retraction cord
ﬂap reﬂection
gingival raspatory
ﬂap operation，ﬂap surgery
surgical scissors
gingival enlargement，
gingival hypertrophy
gingival enlargement，
gingival hypertrophy
gingival lesions
gingival attachment
gingival attachment
gingival ﬂap
positioned ﬂap operation
gingival ﬂap formation
gingival ﬂap formation
apically positioned ﬂap operation，
apically repositioned ﬂap
operation
coronally positioned ﬂap operation
operculectomy
operculectomy
laterally positioned ﬂap，
laterally repositioned ﬂap
laterally positioned ﬂap operation，
laterally repositioned ﬂap
operation
gingival pocket
gum massage
gingival ﬁstula
dental papilla

ジヘイショウ

シネア・アッシャー症候群 シネアアッシャーショウコウグン
シネ MRI シネエムアールアイ
シネモード シネモード
子囊菌類 シノウキンルイ
子囊胞子 シノウホウシ
歯胚 シハイ
歯胚摘出術 シハイテキシュツジュツ
歯胚洞 シハイドウ
磁場強度 ジバキョウド
磁場強度変化率 ジバキョウドヘンカリツ
磁場傾斜 ジバケイシャ
自発呼吸 ジハツコキュウ
自発性微生物遷移 ジハツセイビセイブツセンイ
自発痛 ジハツツウ
自発放電 ジハツホウデン
死斑 シハン
紫斑 シハン
紫斑型薬疹 シハンガタヤクシン
市販後調査 シハンゴチョウサ
紫斑病 シハンビョウ
紫斑病性腎炎 シハンビョウセイジンエン
自費診療 ジヒシンリョウ
ジヒドロコデインリン酸塩 ジヒドロコデインリンサンエン
耳鼻用液剤 ジビヨウエキザイ
歯表面 シヒョウメン
しびれ感 シビレカン
ジフェンヒドラミン塩酸塩

ジフェンヒドラミンエンサンエン

ジブカイン塩酸塩 ジブカインエンサンエン
視物質 シブッシツ
ジフテリア ジフテリア
ジフテリア菌 ジフテリアキン
ジフテリア性口内炎 ジフテリアセイコウナイエン
ジフルニサル ジフルニサル
シプロフロキサシン塩酸塩 シプロフロキサシンエンサンエン
シプロヘプタジン塩酸塩水和物
シプロヘプタジンエンサンエンスイワブツ

篩分法【咀嚼能率の】

シブンホウ（ソシャクノウリツノ）

自閉 ジヘイ
自閉症 ➡ 自閉スペクトラム症

ジヘイショウ

Senear-Usher syndrome
cine MRI
cine mode
ascomycetes
ascospore
tooth germ，tooth bud
tooth germ enucleation
dental crypt
magnetic ﬁeld strength
change rate of magnetic ﬁeld
strength
magnetic ﬁeld gradient
spontaneous respiration
autogenic microbial succession
spontaneous pain
spontaneous discharge
death spot，postmortem lividity
purpura
purpuric drug eruption
postmarketing surveillance（PMS）
purpura
purpura nephritis
self-expense medical care
dihydrocodeine，
dihydrocodeine phosphate
agents for oto-rhinologic use
surface of tooth
numbness
diphenhydramine，
diphenhydramine hydrochloride
dibucaine，dibucaine hydrochloride
visual pigment
diphtheria
Corynebacterium diphtheriae
diphtheritic stomatitis
diﬂunisal
ciproﬂoxacin，ciproﬂoxacin
hydrochloride
cyproheptadine，cyproheptadine
hydrochloride，cyproheptadine
hydrochloride hydrate
sieving test of masticatory
eﬃciency
autism
autism
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ジヘイショウジ

シ

自閉症児 ジヘイショウジ
自閉スペクトラム症 ジヘイスペクトラムショウ
自閉性障害 ジヘイセイショウガイ
ジベカシン硫酸塩 ジベカシンリュウサンエン
嗜癖 シヘキ
ジペプチダーゼ ジペプチダーゼ
脂肪 シボウ
司法解剖 シホウカイボウ
脂肪顆粒細胞 シボウカリュウサイボウ
脂肪肝 シボウカン
脂肪幹細胞 シボウカンサイボウ
脂肪酸 シボウサン
脂肪腫 シボウシュ
脂肪腫症 シボウシュショウ
脂肪食細胞 シボウショクサイボウ
脂肪浸潤 シボウシンジュン
死亡診断書 シボウシンダンショ
脂肪髄 ➡ 黄色骨髄 シボウズイ
司法精神医学 シホウセイシンイガク
脂肪性軟骨ジストロフィー シボウセイナンコツジストロフィー
脂肪塞栓 シボウソクセン
脂肪組織 シボウソシキ
脂肪沈着 シボウチンチャク
脂肪貪食 シボウドンショク
脂肪肉腫 シボウニクシュ
脂肪変性 シボウヘンセイ
脂肪変態 シボウヘンタイ
脂肪抑制 シボウヨクセイ
死亡率 シボウリツ
絞り シボリ
歯磨剤 シマザイ
しみ シミ
シミュレーション シミュレーション
シミュレーションソフトウェア シミュレーションソフトウェア
嗜眠 シミン
シミング シミング
嗜眠状態 シミンジョウタイ
シムコイル シムコイル
耳鳴 ジメイ
ジメタクリレート ジメタクリレート
シメチジン シメチジン
ジメチルサルファイド ジメチルサルファイド
ジメチルパラトルイジン ジメチルパラトルイジン
死滅期 シメツキ
シメトリド・無水カフェイン シメトリドムスイカフェイン
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autistic child
autism spectrum disorder
autistic disorder
dibekacin sulfate
addiction
dipeptidase
fat
medicolegal autopsy
fatty granular cell
fatty liver
adipose stem cell
fatty acid
lipoma
lipomatosis
lipophage
fatty inﬁltration
death certiﬁcate
fatty marrow
medicolegal psychiatry
lipochondrodystrophy
fat embolism，fat embolus
adipose tissue
fatty deposition
fat phagocytosis
liposarcoma
fatty degeneration
fatty metamorphosis
fat suppression
mortality
diaphragm
dentifrice，toothpaste
chloasma
simulation
simulation software
lethargy
shimming
drowsiness
shim coil
ear noises
dimethacrylate
cimetidine
dimethyl sulﬁde
dimethyl-p-toluidine
death phase
simetride-anhydrous caﬀeine

シャカイホショ

歯面 シメン
歯面研磨 シメンケンマ
歯面処理剤 シメンショリザイ
歯面接触 シメンセッショク
歯面徴 シメンチョウ
シモナルトバンド シモナルトバンド
指紋 シモン
指文字 シモンジ
シモンズ病 シモンズビョウ
ジモンの顎態診断法 ジモンノガクタイシンダンホウ
ジモンの三平面 ジモンノサンヘイメン
視野 シヤ
シャーピー線維 シャーピーセンイ
シャープニング シャープニング
斜位 X 線撮影 シャイエックスセンサツエイ
斜位 X 線撮影法 シャイエックスセンサツエイホウ
斜位像 シャイゾウ
斜位頭部 X 線規格写真 シャイトウブエックスセンキカクシャシン
シャイ・ドレーガー症候群 シャイドレーガーショウコウグン
社会医学 シャカイイガク
社会参加 シャカイサンカ
社会歯科学 シャカイシカガク
社会資源 シャカイシゲン
社会調査 シャカイチョウサ
社会適応 シャカイテキオウ
社会適応性 シャカイテキオウセイ
社会的強化 シャカイテキキョウカ
社会的計測 シャカイテキケイソク
社会的成熟 シャカイテキセイジュク
社会的適応 シャカイテキテキオウ
社会的動機づけ シャカイテキドウキヅケ
社会的不適応 シャカイテキフテキオウ
社会的不利 シャカイテキフリ
社会福祉 シャカイフクシ
社会福祉協議会 シャカイフクシキョウギカイ
社会福祉士 シャカイフクシシ
社会福祉事業 シャカイフクシジギョウ
社会福祉主事 シャカイフクシシュジ
社会福祉審議会 シャカイフクシシンギカイ
社会福祉法 シャカイフクシホウ
社会福祉法人 シャカイフクシホウジン
社会保険
社会保障

シャカイホケン
シャカイホショウ

tooth surface
polishing of tooth surface
tooth conditioner，
tooth surface medicament
tooth surface contact
surface symbol
Simonart band
ﬁnger print
ﬁngerspelling
Simmonds disease
Simon's gnathostatic diagnosis
Simon's three planes
visual ﬁeld
Sharpey's ﬁber
sharpening
oblique projection
oblique projection
oblique view
oblique cephalometric radiography
Shy-Drager syndrome（SDS）
social medicine
social participation
social dentistry
social resource
social research
social adjustment
social adaptability
social reinforcement
sociometry
social maturity
social adjustment
social motivation
social maladaptation
handicap
social welfare
council of social corporation
certiﬁed social worker
statutory social welfare service
social welfare oﬃcer
committee for social service
Social Welfare Act
social welfare corporation，social
welfare juridical person
social insurance
social security
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社会保障制度 シャカイホショウセイド
社会モデル シャカイモデル
斜角筋切除術 シャカクキンセツジョジュツ
斜角筋リンパ節生検 シャカクキンリンパセツセイケン
斜顔裂 シャガンレツ
シャキア法 シャキアホウ
試薬 シヤク
弱視 ジャクシ
尺側偏位 シャクソクヘンイ
ジャクソン症候群 ジャクソンショウコウグン
ジャクソンてんかん ジャクソンテンカン
ジャクソン・リース法 ジャクソンリースホウ
尺度 シャクド
弱毒化 ジャクドクカ
弱毒化ワクチン ジャクドクカワクチン
灼熱感 シャクネツカン
若年性 ジャクネンセイ
若年性関節リウマチ ジャクネンセイカンセツリウマチ
若年性黒色腫 ジャクネンセイコクショクシュ
若年性砂粒腫状骨形成線維腫
ジャクネンセイサリュウシュジョウコツケイセイセンイシュ

若年性歯周炎 ジャクネンセイシシュウエン
若年性認知症 ジャクネンセイニンチショウ
若年性梁状骨形成線維腫
ジャクネンセイリョウジョウコツケイセイセンイシュ

嚼面圧印金冠 シャクメンアツインキンカン
嚼面充実金冠 シャクメンジュウジツキンカン
嚼面鋳造金冠 シャクメンチュウゾウキンカン
弱彎針 ジャクワンシン
斜頸 シャケイ
瀉血 シャケツ
ジャケットクラウン ジャケットクラウン
瀉下薬 シャゲヤク
遮光 シャコウ
遮光容器 シャコウヨウキ
斜視 シャシ
射出成形 シャシュツセイケイ
斜状骨切り術 シャジョウコツキリジュツ
写真感度 シャシンカンド
写真コントラスト シャシンコントラスト
写真処理 シャシンショリ
写真測光 シャシンソッコウ
写真乳剤 シャシンニュウザイ
写真濃度 シャシンノウド
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social security system
social model
scalenectomy
scalene node biopsy
oblique facial cleft
Shaker exercise
reagent
amblyopia
ulnar deviation
Jackson syndrome
Jacksonian epilepsy
Jackson-Rees technique
scale
attenuation
attenuated vaccine
burning sensation
juvenile
juvenile rheumatoid arthritis（JRA）
juvenile melanoma
juvenile psammomatoid ossifying
ﬁbroma
juvenile periodontitis
premature dementia
juvenile trabecular ossifying
ﬁbroma
gold crown with swaged cusp
gold crown with solid cusp
gold crown with cast cusp
curved needle
torticollis，wryneck
bloodletting，hemospasia
jacket crown
cathartic，purgative
prevention of light-transmittance
light-resistant container
strabismus
injection molding
oblique osteotomy
photographic sensitivity，
photographic speed
photographic contrast
ﬁlm processing
photographic photometry
photographic emulsion
optical density

ジュウイオンセ

写真濃度計 シャシンノウドケイ
ジャスパージャンパー ジャスパージャンパー
斜切開法 シャセッカイホウ
斜切痕 シャセッコン
斜線
【下顎骨の】 シャセン（カガクコツノ）
射創 シャソウ
斜走線維【歯根膜の】 シャソウセンイ（シコンマクノ）
斜走隆起 シャソウリュウキ
斜走隆線 シャソウリュウセン
斜断面 シャダンメン
遮断薬 シャダンヤク
ジャックナイフ位 ジャックナイフイ
ジャックナイフ現象 ジャックナイフゲンショウ
しゃっくり シャックリ
ジャパン・コーマ・スケール ジャパンコーマスケール
煮沸消毒 シャフツショウドク
遮蔽 シャヘイ
遮蔽計算 シャヘイケイサン
遮蔽格子 シャヘイコウシ
遮蔽設計 シャヘイセッケイ
遮蔽物質 シャヘイブッシツ
遮蔽ブロック シャヘイブロック
シャベル型切歯 シャベルガタセッシ
斜面隅角 シャメングウカク
ジャラバックのプライヤー
ジャラバック法 ジャラバックホウ

ジャラバックノプライヤー

シャルピー衝撃試験 シャルピーショウゲキシケン
シャルピー衝撃試験機 シャルピーショウゲキシケンキ
シャンク シャンク
ジャンケルソンの分類 ジャンケルソンノブンルイ
シャント シャント
シャント効果 シャントコウカ
シャントビリルビン シャントビリルビン
シャンファー シャンファー
シャンファー型 シャンファーガタ
ジャンプサイン ジャンプサイン
手圧印象 シュアツインショウ
主因子法 シュインシホウ
従圧式人工呼吸器 ジュウアツシキジンコウコキュウキ
重イオン ジュウイオン
重イオン線 ジュウイオンセン

photographic densitometer
Jasper jumper
bevel incision
linguogingival ﬁssure
oblique line
bullet wound，
ballistic missile injury
oblique ﬁber
oblique protuberance
oblique ridge
oblique section
blocker，blocking drug
jack-knife position
jack-knife phenomenon
hiccough，hiccup，singultus
Japan coma scale
disinfection by boiling
shield
shielding calculation
screen grid，shield grid
shielding design
shielding material
shielding block
shovel shaped incisor，
shovel shaped tooth
bevel angle
Jarabak pliers
Jarabak technique，
Jarabak orthodontic technique
Charpy impact test
Charpy impact testing machine
shank
Jankelson's classiﬁcation
shunt
shunt eﬀect
shunt bilirubin
chamfer
chamfer
jump sign
ﬁnger pressure impression
principal factor analysis
pressure-limited ventilator，
pressure-preset ventilator
heavy ion
heavy ion beam
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シュウイシンジ

周囲浸潤麻酔 シュウイシンジュンマスイ
順位相関係数 ジュウイソウカンケイスウ
自由運動【下顎の】 ジユウウンドウ（カガクノ）
自由運動咬合器 ジユウウンドウコウゴウキ
充盈欠損 ➡ 陰影欠損 ジュウエイケッソン
自由エネルギー ジユウエネルギー
周縁閉鎖印象 シュウエンヘイサインショウ
自由オペラント手続き【心理】

ﬁeld block
rank correlation coeﬃcient
free movement of mandible
free joint articulator
ﬁlling defect
free energy
periphery impression
free operant procedure

ジユウオペラントテツヅキ（シンリ）

重回帰分析 ジュウカイキブンセキ
自由開業制度 ジユウカイギョウセイド
自由回答質問法 ジユウカイトウシツモンホウ
臭化銀 シュウカギン
縦隔 ジュウカク
縦隔移動 ジュウカクイドウ
縦隔気腫 ジュウカクキシュ

シ

重拡散濃度 ジュウカクサンノウド
集学的治療 シュウガクテキチリョウ
縦隔動揺 ジュウカクドウヨウ
縦隔弁 ジュウカクベン
就学免除 シュウガクメンジョ
就学猶予 シュウガクユウヨ
重荷電粒子 ジュウカデンリュウシ
重荷電粒子線 ジュウカデンリュウシセン
習慣運動【下顎の】 シュウカンウンドウ（カガクノ）
習慣作用 シュウカンサヨウ
習慣性医薬品 シュウカンセイイヤクヒン
習慣性開閉口運動 シュウカンセイカイヘイコウウンドウ
習慣性開閉口運動路利用法 ➡ タッピング法

multiple regression analysis
free medical practitioner system
open-ended questionnaire
silver bromide
mediastinum
mediastinal shift
mediastinal emphysema，
pneumomediastinum
doubly diﬀuse density
multi disciplinary treatment
mediastinal ﬂutter
mediastinal ﬂap
exemption of enrollment at school
temporary exemption from
enrollment at school
heavy charged particle
heavy charged particle beam
habitual movement of mandible
habituation
addiction-forming drug
habitual opening and closing
movement，habitual opening and
closing movement path
tapping method

シュウカンセイカイヘイコウウンドウロリヨウホウ

習慣性顎関節亜脱臼 シュウカンセイガクカンセツアダッキュウ
習慣性顎関節脱臼 シュウカンセイガクカンセツダッキュウ
習慣性咬合 シュウカンセイコウゴウ
習慣性咬合位 シュウカンセイコウゴウイ
習慣性口呼吸 シュウカンセイコウコキュウ
習慣性歯摩耗症 シュウカンセイシマモウショウ
習慣性咀嚼側 シュウカンセイソシャクソク
習慣性脱臼 シュウカンセイダッキュウ
習慣性摩耗
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シュウカンセイマモウ

habitual subluxation of TMJ
habitual dislocation of TMJ
habitual occlusion
habitual occlusal position
habitual mouth breathing，
habitual oral respiration
habitual tooth abrasion
habitual masticatory side
habitual dislocation，
habitual luxation
habitual abrasion

シュウサンショ

習慣性薬物 シュウカンセイヤクブツ
重感染 ジュウカンセン
臭気 シュウキ
終期
【細胞分裂の】 シュウキ（サイボウブンレツノ）
周期性 ACTH 症候群 シュウキセイエーシーティーエイチショウコウグン
周期性好中球減少症 シュウキセイコウチュウキュウゲンショウショウ
周期性呼吸 シュウキセイコキュウ
19F-NMR ジュウキュウエフエヌエムアール
就業障害 シュウギョウショウガイ
周期律表 シュウキリツヒョウ
重金属 ジュウキンゾク
重金属拮抗薬 ジュウキンゾクキッコウヤク
重金属中毒 ジュウキンゾクチュウドク
重金属沈着 ジュウキンゾクチンチャク
私有空間 シユウクウカン
自由空気電離箱 ジユウクウキデンリバコ
醜形恐怖 シュウケイキョウフ
醜形恐怖症 シュウケイキョウフショウ
充血 ジュウケツ
縦溝 ジュウコウ
重合 ジュウゴウ
重合開始剤 ジュウゴウカイシザイ
重合起媒方式 ジュウゴウキバイホウシキ
重合禁止剤 ジュウゴウキンシザイ
重合収縮 ジュウゴウシュウシュク
集光照射法 シュウコウショウシャホウ
集合性歯牙腫 シュウゴウセイシガシュ
重合促進剤 ジュウゴウソクシンザイ
重合度 ジュウゴウド
重合深さ ジュウゴウフカサ
集光放射線治療 シュウコウホウシャセンチリョウ
集光放射線治療法 シュウコウホウシャセンチリョウホウ
重合抑制剤 ➡ 重合禁止剤 ジュウゴウヨクセイザイ
重合率 ジュウゴウリツ
縦骨折 ジュウコッセツ
収差 シュウサ
シュウ酸塩 シュウサンエン
シュウ酸塩石 シュウサンエンセキ
周産期 シュウサンキ
周産期異常 シュウサンキイジョウ
周産期医療 シュウサンキイリョウ
周産期障害 シュウサンキショウガイ
シュウ酸症 シュウサンショウ

habit-forming drug
superinfection
odor，smell
telophase
periodic ACTH syndrome
cyclic neutropenia
periodic breathing
19F-nuclear magnetic resonance
occupational disability
periodic table
heavy metal
heavy metal antagonist
heavy metal poisoning
heavy metal pigmentation
personal space
free air ionization chamber
dysmorphophobia
dysmorphophobia
hyperemia
longitudinal channel，
longitudinal groove
polymerization
initiator，polymerization initiator
activating system of plymerization
polymerization inhibitor
curing shrinkage，polymerization
shrinkage
convergent irradiation
compound odontoma
polymerization accelerator
degree of polymerization
depth of polymerization
convergent radiotherapy
convergent radiotherapy
inhibitor of polymerization
degree of conversion
longitudinal fracture
aberration
oxalate
oxalate stone
perinatal period
perinatal abnormality
perinatal medical service
perinatal injury
oxalosis
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シュウシ

シ

終枝
【象牙細管の】 シュウシ（ゾウゲサイカンノ）
十字鉤型窩洞 ジュウジコウガタカドウ
終止コドン シュウシコドン
17- ケトステロイド ジュウシチケトステロイド
充実性エナメル上皮腫 ジュウジツセイエナメルジョウヒシュ
充実性腫瘤 ジュウジツセイシュリュウ
充実性パターン ジュウジツセイパターン
収集時間 シュウシュウジカン
収集マトリックス シュウシュウマトリックス
収縮 シュウシュク
収縮応力 シュウシュクオウリョク
収縮期拡張期比 シュウシュクキカクチョウキヒ
収縮期血圧 シュウシュクキケツアツ
収縮期最大血流速度 シュウシュクキサイダイケツリュウソクド
収縮孔 ➡ 引け巣 シュウシュクコウ
収縮タンパク シュウシュクタンパク
収縮補償 シュウシュクホショウ
周術期 シュウジュツキ
周術期感染 シュウジュツキカンセン
周術期感染症 シュウジュツキカンセンショウ
周術期管理 シュウジュツキカンリ
周術期口腔管理 シュウジュツキコウクウカンリ
重症黄疸 ジュウショウオウダン
重症急性膵炎 ジュウショウキュウセイスイエン
重症筋無力症 ジュウショウキンムリョクショウ
重症心身障害 ジュウショウシンシンショウガイ
重症心身障害児

ジュウショウシンシンショウガイジ

重畳積分法 ジュウジョウセキブンホウ
重症複合免疫不全 ジュウショウフクゴウメンエキフゼン
重症複合免疫不全症
修飾 シュウショク
自由神経終末

ジユウシンケイシュウマツ

周生期 ➡ 周産期
修正大血管転位症

シュウセイキ
シュウセイダイケッカンテンイショウ

集積 シュウセキ
重積効果 ジュウセキコウカ
重積歯 ジュウセキシ
銃創 ジュウソウ
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ジュウショウフクゴウメンエキフゼンショウ

terminal branch
cross clasp type cavity
termination codon
17-ketosteroid
solid ameloblastoma
solid mass
solid pattern
acquisition time
acquisition matrix
contraction，shrinkage
contraction stress，shrinkage stress
systolic diastolic ratio
systolic blood pressure
peak systolic ﬂow velocity
shrinkage hole
contractile protein
compensation of shrinkage
perioperative
surgical site infection
surgical site infection
perioperative management
perioperative oral management
severe jaundice，severe icterus
severe acute pancreatitis
myasthenia gravis
severe retardation，severe mental
and physical disability
severely retarded children，severely
mentally and physically disabled
children
convolution integral method
severe combined immunodeﬁciency disease（SCID）
severe combined immunodeﬁciency disease（SCID）
modiﬁcation
free nerve ending，
free nerve-ending
perinatal period
corrected transposition of great
arteries（CTGA）
accumulation
summation eﬀect
dens invaginatus，dens in dente
bullet wound

シュウハジョウ

重層試験 ジュウソウシケン
重曹水 ジュウソウスイ
重層扁平上皮 ジュウソウヘンペイジョウヒ
収束 シュウソク
周速 シュウソク
従属栄養菌 ジュウゾクエイヨウキン
集束電極 シュウソクデンキョク
縦断研究 ジュウダンケンキュウ
集団健診 シュウダンケンシン
重炭酸イオン ジュウタンサンイオン
重炭酸塩 ジュウタンサンエン
重炭酸緩衝系 ジュウタンサンカンショウケイ
重炭酸ナトリウム ➡ 炭酸水素ナトリウム

ring test
sodium bicarbonate solution
stratiﬁed squamous epithelium
convergence
peripheral speed
heterotrophic bacterium
focusing electrode
longitudinal study
mass examination
bicarbonate ion
bicarbonate
bicarbonate buﬀer system
sodium bicarbonate

ジュウタンサンナトリウム

集団実効線量

シュウダンジッコウセンリョウ

集団実効線量当量

シュウダンジッコウセンリョウトウリョウ

集団指導 シュウダンシドウ
集団線量 シュウダンセンリョウ
集団線量当量 シュウダンセンリョウトウリョウ
縦断調査 ジュウダンチョウサ
集団等価線量 シュウダントウカセンリョウ
集団被曝 シュウダンヒバク
執着性 シュウチャクセイ
集中治療 シュウチュウチリョウ
集中治療室 ➡ ICU シュウチュウチリョウシツ
充塡 ジュウテン
充塡
【窩洞の】 ジュウテン（カドウノ）
充塡圧 ジュウテンアツ
充塡材 ジュウテンザイ
自由電子 ジユウデンシ
自由電子レーザー ジユウデンシレーザー
充塡用レジン ジュウテンヨウレジン
自由度 ジユウド
終動脈 シュウドウミャク
重度歯周炎 ジュウドシシュウエン
重度障害者 ジュウドショウガイシャ
重度精神遅滞 ジュウドセイシンチタイ
Pseudomonas 属 シュードモナスゾク
十二指腸潰瘍 ジュウニシチョウカイヨウ
周波条 シュウハジョウ

collective eﬀective dose，
population eﬀective dose
collective eﬀective dose equivalent，population eﬀective dose
equivalent
group guidance
collective dose
collective dose equivalent，
population dose equivalent
longitudinal study
collective equivalent dose，
population equivalent dose
population exposure
immodithymia
intensive care
intensive care unit（ICU）
ﬁlling
cavity ﬁlling
condensation pressure
ﬁlling material
free electron
free electron laser（FEL）
ﬁlling resin
degrees of freedom
end artery
severe periodontitis
severely disabled person
severe mental retardation
Pseudomonas
duodenal ulcer
perikymata
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シュウハスウ

周波数 シュウハスウ
周波数依存減衰 シュウハスウイゾンゲンスイ
周波数エンコーディング シュウハスウエンコーディング
周波数帯域 シュウハスウタイイキ
18 トリソミー ジュウハチトリソミー
18 トリソミー症候群 ➡ エドワーズ症候群
ジュウハチトリソミーショウコウグン

シ

18-8 ステンレス鋼 ジュウハチハチステンレスコウ
シューハルト骨切り術 シューハルトコツキリジュツ
終板 シュウバン
終板電位 シュウバンデンイ
終板電流 シュウバンデンリュウ
重付加 ジュウフカ
修復 シュウフク
重複癌 ジュウフクガン
修復歯科学 シュウフクシカガク
重複障害 ジュウフクショウガイ
重複障害児 ジュウフクショウガイジ
重複障害者 ジュウフクショウガイシャ
重複照射法 ジュウフクショウシャホウ
修復性肉芽腫 シュウフクセイニクゲシュ
修復象牙質 シュウフクゾウゲシツ
修復物 シュウフクブツ
修復法 シュウフクホウ
修復用材料 シュウフクヨウザイリョウ
修復用セメント シュウフクヨウセメント
修復用レジン ➡ 歯冠修復用レジン シュウフクヨウレジン
1/10 価層 ジュウブンノイチカソウ
習癖 シュウヘキ
習癖除去装置

シュウヘキジョキョソウチ

周辺 シュウヘン
周辺細管 シュウヘンサイカン
周辺性エナメル上皮腫 ➡ エナメル上皮腫
シュウヘンセイエナメルジョウヒシュ

周辺性エナメル上皮線維腫

frequency
frequency-dependent attenuation
frequency encoding
frequency band width
trisomy 18
trisomy 18 syndrome，
Edwards syndrome
18-8 stainless steel
Schuchardt osteotomy
end plate
end plate potential（EPP）
end plate current
polyaddition
restoration，repair
double cancer
restorative dentistry
multiple handicap
child with multiple disabilities
person with multiple disabilities
ﬁeld within a ﬁeld technique
reparative granuloma
reparative dentin
restoration
restoration
restorative material
restorative cement
restorative resin
tenth value layer，
tenth value thickness
habit
habit breaker，
habit breaking appliance
periphery
peripheral tubule
peripheral ameloblastoma，
extraosseous ameloblastoma
peripheral ameloblastic ﬁbroma

シュウヘンセイエナメルジョウヒセンイシュ

周辺性骨腫 シュウヘンセイコツシュ
周辺性歯原性線維腫 シュウヘンセイシゲンセイセンイシュ
周辺性線維肉腫 シュウヘンセイセンイニクシュ
周辺線量当量 シュウヘンセンリョウトウリョウ
終末開口クリッキング シュウマツカイコウクリッキング
終末期 シュウマツキ
終末期医療 ➡ ターミナルケア シュウマツキイリョウ
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peripheral osteoma
peripheral odontogenic ﬁbroma
peripheral ﬁbrosarcoma
ambient dose equivalent
terminal opening clicking
terminal stage
terminal medicine

シュクシュイン

終末期介護 ➡ ターミナルケア シュウマツキカイゴ
終末呼気陽圧呼吸 シュウマツコキヨウアツコキュウ
終末消化 シュウマツショウカ
終末蝶番位 シュウマツチョウバンイ
終末蝶番運動 シュウマツチョウバンウンドウ
終末蝶番軸 シュウマツチョウバンジク
終末蝶番軸点 シュウマツチョウバンジクテン
終末蝶番点 シュウマツチョウバンテン
終末閉口クリッキング シュウマツヘイコウクリッキング
充満胃 ジュウマンイ
自由誘導減衰 ジユウユウドウゲンスイ
従来型グラスアイオノマーセメント

terminal care
positive end-expiratory pressure
（PEEP），
positive pressure respiration
terminal digestion
terminal hinge position
terminal hinge movement
terminal hinge axis
terminal hinge axis point
terminal hinge point
terminal closing clicking
full stomach
free induction decay（FID）
conventional glass ionomer cement

ジュウライガタグラスアイオノマーセメント

集落抽出法 シュウラクチュウシュツホウ
修理 シュウリ
重粒子 ジュウリュウシ
重粒子線 ジュウリュウシセン
重粒子線治療 ジュウリュウシセンチリョウ
従量式人工呼吸器 ジュウリョウシキジンコウコキュウキ
重量モル浸透圧濃度 ジュウリョウモルシントウアツノウド
重量モル濃度 ジュウリョウモルノウド
重力受容器 ジュウリョクジュヨウキ
ジュール ジュール
ジュール熱作用 ジュールネツサヨウ
縦列スケジュール ジュウレツスケジュール
収斂作用 シュウレンサヨウ
収斂止血薬 シュウレンシケツヤク
収斂薬 シュウレンヤク
受益者 ジュエキシャ
シュガーマンファイル シュガーマンファイル
主観的健康感 シュカンテキケンコウカン
主観的健康度 シュカンテキケンコウド
縮合型シリコーンゴム印象
シュクゴウガタシリコーンゴムインショウ

縮合型シリコーンゴム印象材
シュクゴウガタシリコーンゴムインショウザイ

縮合重合 シュクゴウジュウゴウ
宿主 シュクシュ
宿主因子 シュクシュインシ

cluster sampling
repair
heavy particle
heavy particle beam
heavy particle radiotherapy
volume-limited ventilator，
volume-preset ventilator，
volume-sensitive ventilator
osmolality
molality
gravireceptor
joule（J）
Joule heat
tandem schedule
astringent action
astringent styptics
astringent
beneﬁciary
Sugarman's bone ﬁle
subjective health status
self-rated health，self-reported
health，self-assessed health，
self-perceived health
condensation silicone rubber
impression
condensation silicone rubber
impression material
condensation polymerization
host
host factor
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シ

シュクシュガワ

宿主側防御機構 シュクシュガワボウギョキコウ
宿主関連因子【歯周疾患の】

mechanism of host defense
host related factor

シュクシュカンレンインシ（シシュウシッカンノ）

宿主・寄生体関係

シュクシュキセイタイカンケイ

宿主要因【齲蝕の】 シュクシュヨウイン（ウショクノ）
粥状硬化 ジュクジョウコウカ
熟達
【心理】 ジュクタツ（シンリ）
縮瞳 シュクドウ
縮瞳薬 シュクドウヤク
主溝 シュコウ
主根管 シュコンカン
手根骨 シュコンコツ
手根骨 X 線写真 シュコンコツエックスセンシャシン

シ

種差 シュサ
主作用 シュサヨウ
主治医 シュジイ
主治医意見書 シュジイイケンショ
種子入れ シュシイレ
樹脂含浸層 ジュシガンシンソウ
樹脂含浸象牙質 ➡ 樹脂含浸層
手式 シュシキ
手指吸引癖 シュシキュウインヘキ

ジュシガンシンゾウゲシツ

樹枝状結晶 ジュシジョウケッショウ
樹枝状像 ジュシジョウゾウ
樹枝状マクロファージ ジュシジョウマクロファージ
手指法 シュシホウ
手術 シュジュツ
手術期 シュジュツキ
手術危険度 シュジュツキケンド
手術室 シュジュツシツ
手術室汚染 シュジュツシツオセン
手術ショック シュジュツショック
手術侵襲 シュジュツシンシュウ
手術創感染 シュジュツソウカンセン
手術体位 シュジュツタイイ
手術的照射 シュジュツテキショウシャ
手術的清掃法 シュジュツテキセイソウホウ
手術部位感染 シュジュツブイカンセン
手術部位感染症 シュジュツブイカンセンショウ
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host-parasite relation，
host-parasite relationship
host factor
atherosclerosis
skillfulness
miosis
miotic，miotic drug
main groove
main root canal
carpal bone，wrist bone
hand-wrist X-rays，
hand-wrist radiograph，
hand and wrist radiography
species diﬀerence
principal action
attending physician
primary doctor judgement on
long-term care
seeding
hybrid layer，
resin-impregnated layer
hybridized dentin
hand formula
digit-sucking habit，
ﬁnger-sucking habit
dendrite
arborescent image
dendritic macrophage
manual method
operation
stage of surgical anesthesia
operative risk
operating room，operating theater
operating room pollution
surgical shock
operative stress
surgical wound infection
operative position
radiosurgery
operative cleaning
surgical site infection
surgical site infection

ジュツゴセイジ

手術野 シュジュツヤ
手術用顕微鏡 ➡ 歯科用実体顕微鏡

operating ﬁeld
surgical microscope

シュジュツヨウケンビキョウ

樹状細胞 ジュジョウサイボウ
手掌線維腫症 シュショウセンイシュショウ
樹状突起 ジュジョウトッキ
受信コイル ジュシンコイル
受精 ジュセイ
主成分分析法 シュセイブンブンセキホウ
酒石酸 シュセキサン
主線 シュセン
主線維【歯根膜の】 シュセンイ（シコンマクノ）
主訴 シュソ
受像器 ジュゾウキ
手段的日常生活動作 シュダンテキニチジョウセイカツドウサ
腫脹 シュチョウ
主張訓練 シュチョウクンレン
出芽 シュツガ
出血 シュッケツ
出血時間 シュッケツジカン
出血性炎 シュッケツセイエン
出血性梗塞 シュッケツセイコウソク
出血性ショック シュッケツセイショック
出血性素因 シュッケツセイソイン
出血性貧血 シュッケツセイヒンケツ
出血素因者 シュッケツソインシャ
術後 X 線写真 ジュツゴエックスセンシャシン
術後回診 ジュツゴカイシン
術後感染 ジュツゴカンセン
術後感染症 ジュツゴカンセンショウ
術後感染予防 ジュツゴカンセンヨボウ
術後管理 ジュツゴカンリ
術後矯正治療 ジュツゴキョウセイチリョウ
術後耳下線炎 ジュツゴジカセンエン
術後出血 ジュツゴシュッケツ
術後照射 ジュツゴショウシャ
術後ショック ジュツゴショック
術後神経痛 ジュツゴシンケイツウ
術後性耳下腺炎 ジュツゴセイジカセンエン
術後性上顎囊胞 ジュツゴセイジョウガクノウホウ

dendritic cell
palmar ﬁbromatosis
dendrite
receiver coil
fertilization
principal component analysis
tartaric acid
main archwire
principal ﬁber
chief complaint
image receptor
instrumental activities of daily
living（IADL）
swelling
assertive training，assertiveness
training，assertion training
budding
bleeding，hemorrhage
bleeding time
hemorrhagic inﬂammation
hemorrhagic infarct
hemorrhagic shock
bleeding tendency
hemorrhagic anemia
bleeder
postoperative treatment radiograph
postoperative round
postoperative infection
postoperative infection
postoperative infection prophylaxis
postsurgical management，
postoperative management
postsurgical orthodontic treatment
postoperative parotitis
postoperative bleeding
postoperative irradiation
postoperative shock
postoperative neulargia
postoperative parotitis
postoperative maxillary cyst，
postoperative buccal cyst，
postoperative maxillary cast
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シ

ジュツゴチンツ

術後鎮痛

ジュツゴチンツウ

術後鎮痛法

ジュツゴチンツウホウ

術後痛 ジュツゴツウ
術後肺炎 ジュツゴハイエン
術後肺合併症 ジュツゴハイガッペイショウ

シ

術後瘢痕組織 ジュツゴハンコンソシキ
出産歯 シュッサンシ
術者可撤性 ジュツシャカテツセイ
術者の位置 ジュツシャノイチ
術者用椅子 ジュツシャヨウイス
出生 シュッセイ
出生歯 シュッセイシ
出生順序 シュッセイジュンジョ
出生前期 シュッセイゼンキ
出生体重 シュッセイタイジュウ
術前 X 線写真 ジュツゼンエックスセンシャシン
術前回診 ジュツゼンカイシン
術前化学療法 ジュツゼンカガクリョウホウ
術前管理 ジュツゼンカンリ
術前矯正治療 ジュツゼンキョウセイチリョウ
術前検査 ジュツゼンケンサ
術前照射 ジュツゼンショウシャ
術前の処置 ジュツゼンノショチ
術前評価 ジュツゼンヒョウカ
術中合併症 ジュツチュウガッペイショウ
術中照射 ジュツチュウショウシャ
術中照射法

ジュツチュウショウシャホウ

術野感染 ジュツヤカンセン
出力 シュツリョク
種痘 シュトウ
授動 ジュドウ
受動・依存性格 ジュドウイゾンセイカク
受動拡散 ジュドウカクサン
受動喫煙 ジュドウキツエン
主動筋 シュドウキン
受動・攻撃性格 ジュドウコウゲキセイカク
授動手術 ジュドウシュジュツ
受動的咬合誘導 ジュドウテキコウゴウユウドウ
受動免疫 ジュドウメンエキ
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postanesthetic analgesia，
postoperative analgesia
postanesthetic analgesia，
postoperative analgesia
postoperative pain
postoperative pneumonia
postoperative pulmonary
complication
postoperative scar tissue
congenital tooth
ﬁxed-removable，retrievable
operating position
operating stool
live birth
natal tooth
birth order
prenatal period
birth weight
preoperative radiograph
preoperative round
preoperative chemotherapy
preoperative care
presurgical orthodontic treatment
preoperative examination
preoperative irradiation
presurgical preparation
preoperative evaluation
intraoperative complication
intraoperative radiation therapy
（IORT）
intraoperative radiation therapy
（IORT）
surgical site infection（SSI）
output，power
vaccination
mobilization
passive-dependent character
passive diﬀusion
passive smoking
agonist
passive-aggressive character
mobilized operation
passive occlusal guidance
passive immunity，passive immunization

シュヨウハブラ

受動輸送 ジュドウユソウ
シュナイダーテスト シュナイダーテスト
ジュネーブ宣言 ジュネーブセンゲン
シュハード法 シュハードホウ
守秘義務 シュヒギム
シュミット症候群 シュミットショウコウグン
寿命短縮 ジュミョウタンシュク
寿命調査 ジュミョウチョウサ
主薬 シュヤク
腫瘍 シュヨウ
受容 ジュヨウ
腫瘍遺伝子 シュヨウイデンシ
腫瘍ウイルス シュヨウウイルス
腫瘍壊死因子 シュヨウエシインシ
腫瘍学 シュヨウガク
受容器 ジュヨウキ
受容器電位 ジュヨウキデンイ
腫瘍原性化学物質 シュヨウゲンセイカガクブッシツ
腫瘍減量術 シュヨウゲンリョウジュツ
腫瘍コード シュヨウコード
腫瘍再増殖 シュヨウサイゾウショク
腫瘍細胞 シュヨウサイボウ
腫瘍シンチグラフィー シュヨウシンチグラフィー
腫瘍シンチグラム シュヨウシンチグラム
手用スケーラー シュヨウスケーラー
腫瘍性エプーリス シュヨウセイエプーリス
腫瘍性巨舌症 シュヨウセイキョゼツショウ
腫瘍制御線量 シュヨウセイギョセンリョウ
腫瘍成長曲線 シュヨウセイチョウキョクセン
手用切削具 シュヨウセッサクグ
受容側 ➡ レシピエントサイト ジュヨウソク
主要組織適合遺伝子複合体
シュヨウソシキテキゴウイデンシフクゴウタイ

主要組織適合抗原 シュヨウソシキテキゴウコウゲン
主要組織適合抗原系 シュヨウソシキテキゴウコウゲンケイ
受容体 ジュヨウタイ
手用槌 シュヨウツチ
腫瘍摘出術 シュヨウテキシュツジュツ
腫瘍特異抗原 シュヨウトクイコウゲン
腫瘍特異的移植抗原 シュヨウトクイテキイショクコウゲン
腫瘍内注射 シュヨウナイチュウシャ
受容能力 ジュヨウノウリョク
手用バーニッシャー シュヨウバーニッシャー
手用歯ブラシ シュヨウハブラシ

passive transport
Snyder test
Declaration of Geneva
Schuchardt method
conﬁdentiality
Schmidt arch syndrome
life shortening
life span study（LSS）
principal agent
tumor
acceptance
oncogene
oncovirus
tumor necrosis factor（TNF）
oncology
receptor
receptor potential
oncogenic chemical
reductional operation of tumor
tumor cord
tumor regrowth
tumor cell
tumor scintigraphy
tumor scintigram
hand scaler
neoplastic epulis，tumorous epulis
tumoral macroglossia
tumor control dose
tumor growth curve
hand cutting instrument
receptive site，recipient site
major histocompatibility complex
（MHC）
major histocompatibility antigen
major histocompatibility system
receptor
hand mallet
tumor extirpation
tumor-speciﬁc antigen（TSA）
tumor-speciﬁc transplantation
antigen（TSTA）
intratumoral injection
competence
hand burnisher
manual toothbrush
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シ

シュヨウファイ

シ

手用ファイル シュヨウファイル
腫瘍マーカー シュヨウマーカー
手用マレット シュヨウマレット
腫瘍免疫 シュヨウメンエキ
受容野 ジュヨウヤ
腫瘍容積 シュヨウヨウセキ
腫瘍類似疾患 シュヨウルイジシッカン
手用練和 シュヨウレンワ
シュラー撮影 シュラーサツエイ
シュラー撮影法 シュラーサツエイホウ
シュラー変法 シュラーヘンポウ
腫瘤 シュリュウ
受療行動調査 ジュリョウコウドウチョウサ
受療率 ジュリョウリツ
シュルツ症候群 シュルツショウコウグン
シュルツ法 シュルツホウ
シュレーダー骨釘 シュレーダーコツテイ
手話 シュワ
シュワルツクラスプ シュワルツクラスプ
シュワルツマン反応 シュワルツマンハンノウ
シュワン細胞 シュワンサイボウ
準安定 ジュンアンテイ
準安定状態 ジュンアンテイジョウタイ
純音 ジュンオン
順化 ジュンカ
潤滑剤 ジュンカツザイ
馴化培地 ジュンカバイチ
循環 ジュンカン
循環過負荷 ジュンカンカフカ
循環管理 ジュンカンカンリ
循環器疾患 ジュンカンキシッカン
循環吸収式 ジュンカンキュウシュウシキ
循環虚脱 ジュンカンキョダツ
循環系 ジュンカンケイ
循環血液量 ジュンカンケツエキリョウ
循環血液量過多 ジュンカンケツエキリョウカタ
循環血液量過多症 ジュンカンケツエキリョウカタショウ
循環血液量減少 ジュンカンケツエキリョウゲンショウ
循環血液量減少性ショック

hand ﬁle
tumor marker
hand mallet
tumor immunity
receptive ﬁeld
tumor volume
tumor-like disease
hand mixing
Schüller projection
Schüller projection
modiﬁed Schüller projection
tumor
patient's behavior survey
consultation rate
Schultz syndrome
Schultz method
Schröder pin
manual language，sign language
Schwarz clasp
Schwartzman reaction
Schwann cell
metastable
metastable state
pure tone
acclimation，acclimatization
lubricant
conditioned medium
circulation
circulatory overload
medical care of circulatory system
circulatory diseases
circle absorption system
circulatory collapse，
circulatory collapse
circulatory system
circulating blood volume
hypervolemia
hypervolemia，plethora
hypovolemia
hypovolemic shock

ジュンカンケツエキリョウゲンショウセイショック

循環時間 ジュンカンジカン
循環式 ジュンカンシキ
循環障害 ジュンカンショウガイ
循環不全 ジュンカンフゼン
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circulation time
circuit system
circulatory disturbance
circulatory failure

ショウカ

循環法 ジュンカンホウ
順行促進 ジュンコウソクシン
順行抑制 ジュンコウヨクセイ
順序効果 ジュンジョコウカ
順序尺度 ジュンジョシャクド
純粋唾液 ジュンスイダエキ
純チタン ジュンチタン
準動態検査 ジュンドウタイケンサ
順応 ジュンノウ
純培養 ジュンバイヨウ
準備期 ジュンビキ
準備固定 ジュンビコテイ
準備パルス ジュンビパルス
順方向性インパルス ジュンホウコウセイインパルス
ショア硬さ ショアカタサ
除圧 ジョアツ
傷 ショウ
掌握状把持 ショウアクジョウハジ
昇圧剤 ショウアツザイ
小アフタ型アフタ ショウアフタガタアフタ
上衣芽細胞 ジョウイガサイボウ
上衣芽細胞腫 ジョウイガサイボウシュ
上咽頭 ジョウイントウ
上咽頭収縮筋 ジョウイントウシュウシュクキン
漿液細胞 ショウエキサイボウ
漿液性炎 ショウエキセイエン
漿液性根尖性歯周炎 ➡ 単純性根尖性歯周炎

circle method
proactive facilitation
proactive inhibition
order eﬀect
ordinal scale
pure saliva
pure titanium
pseudo-dynamic study
adaptation
pure culture
preparatory stage
prepared anchorage
preparation pulse
orthodromic impulse
Shore hardness
decompression
maim
palm and thumb grasp
vasopressor drug，vasopressor
minor recurrent aphthae
ependymoblast
ependymoblastoma
epipharynx
superior pharyngeal constrictor
serous cell
serous inﬂammation
serous apical periodontitis

シ

ショウエキセイコンセンセイシシュウエン

漿液性歯髄炎 ➡ 単純性歯髄炎
漿液性唾液 ショウエキセイダエキ
漿液性囊腺腫 ショウエキセイノウセンシュ
漿液半月 ショウエキハンゲツ
床縁 ショウエン
消炎酵素剤 ショウエンコウソザイ

ショウエキセイシズイエン

消炎手術 ショウエンシュジュツ
消炎鎮痛薬 ショウエンチンツウヤク
消炎薬 ショウエンヤク
消炎療法 ショウエンリョウホウ
小オトガイ症 ショウオトガイショウ
常温重合 ジョウオンジュウゴウ
常温重合レジン ジョウオンジュウゴウレジン
小窩
昇華

ショウカ
ショウカ

serous pulpitis
serous saliva
serous cystoma
serous demilune
denture border
anti-inﬂammatory enzyme
preparation
drainage operation
anti-inﬂammatory analgesic drug
anti-inﬂammatory drug
antiphlogistic therapy
microgenia
cold-curing，self-curing
room temperature curing resin，
self-curing resin
pit
sublimation
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ショウカ

消化
照会
障害

ショウカ
ショウカイ
ショウガイ

障害陰影【パノラマ X 線写真の】

digestion
reference
disturbance，disorder，handicap，
impairment，disability
obstructive shadow

ショウガイインエイ（パノラマエックスセンシャシンノ）

床外形線 ショウガイケイセン
障害児 ショウガイジ
障害児教育
障害児施設
障害者

ショウガイジキョウイク
ショウガイジシセツ

ショウガイシャ

障害者基本法

シ

ショウガイシャキホンホウ

障害者虐待防止法

ショウガイシャギャクタイボウシホウ

障害者更生援護施設
障害者更生相談所
障害者作業所
障害者歯科

ショウガイシャコウセイエンゴシセツ

ショウガイシャコウセイソウダンジョ

ショウガイシャサギョウジョ

ショウガイシャシカ

障害者歯科保健 ショウガイシャシカホケン
障害者施設 ショウガイシャシセツ
障害者職業訓練施設 ショウガイシャショクギョウクンレンシセツ
障害者職業センター

ショウガイシャショクギョウセンター

障害者自立支援法

ショウガイシャジリツシエンホウ

障害者総合支援法

ショウガイシャソウゴウシエンホウ

障害者地域作業所

ショウガイシャチイキサギョウジョ

障害者の権利宣言

ショウガイシャノケンリセンゲン

障害者福祉 ショウガイシャフクシ
障害者福祉制度 ショウガイシャフクシセイド
障害者福祉相談員
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ショウガイシャフクシソウダンイン

denture base outline
disabled child，
child with a disability
education for disabled child
facilities for mentally and
physically disabled children
handicapped person，disabled person，person with a disability，
person with special needs
Basic Act for Persons with
Disabilities
Act on the Prevention of Abuse for
Persons with Disabilities
rehabilitation facilities for
physically disabled persons
rehabilitation consultation center
for the disabled
community workshop for disabled
persons
dentistry for the disabled，
dental care for the disabled
dental health to handicapped person
facilities for the disabled
vocational training center for
disabled persons
vocational center for disabled
persons
Services and Supports for Persons
with Disabilities Act
Comprehensive Supports for
Persons with Disabilities Act
community workshop for disabled
persons
Declaration of the Rights of
Disabled Persons
welfare for the disabled
system for welfare of persons with
disabilities
welfare consultant for disabled

ジョウガクコツ

障害者保健 ショウガイシャホケン
障害受容 ショウガイジュヨウ
障害手当 ショウガイテアテ
障害等級 ショウガイトウキュウ
障害認定 ショウガイニンテイ
障害年金 ショウガイネンキン
生涯発達心理学 ショウガイハッタツシンリガク
生涯リスク ショウガイリスク
消化液 ショウカエキ
上下顎移動術 ジョウカガクイドウジュツ
上下顎関節腔造影法 ジョウカガクカンセツクウゾウエイホウ
上下顎形成不全 ジョウカガクケイセイフゼン
小下顎症 ショウカガクショウ
上下顎前突 ジョウカガクゼントツ
上下顎中切歯歯軸傾斜角

health care to handicapped person
acceptance of disability
disability allowance
handicap classiﬁcation
recognition of disability
disability pension
life span developmental psychology
lifetime risk
digestive juice
bimaxillary surgery，
two-jaw surgery
dual space arthrography
maxillomandibular dysplasia
micrognathia，
mandibular micrognathia
bimaxillary protrusion
interincisal angle

ジョウカガクチュウセッシシジクケイシャカク

消化管 ショウカカン
消化管吸収 ショウカカンキュウシュウ
消化管ホルモン ショウカカンホルモン
消化器疾患 ショウカキシッカン
消化器障害 ショウカキショウガイ
消化器症候 ショウカキショウコウ
上顎 ジョウガク
上顎癌 ジョウガクガン
上顎臼歯部歯槽骨切り術 ジョウガクキュウシブシソウコツキリジュツ
上顎結節 ジョウガクケッセツ
上顎結節形成術 ジョウガクケッセツケイセイジュツ
上顎後退 ジョウガクコウタイ
上顎後方骨切り術 ジョウガクコウホウコツキリジュツ
上顎骨 ジョウガクコツ
上顎骨横骨折 ジョウガクコツオウコッセツ
上顎骨拡大全摘出 ジョウガクコツカクダイゼンテキシュツ
上顎骨下方移動術 ジョウガクコツカホウイドウジュツ
上顎骨頰骨突起 ジョウガクコツキョウコツトッキ
上顎骨切り術 ジョウガクコツキリジュツ
上顎骨骨炎 ジョウガクコツコツエン
上顎骨骨髄炎 ジョウガクコツコツズイエン
上顎骨骨折 ジョウガクコツコッセツ
上顎骨骨膜炎
上顎骨縦骨折

ジョウガクコツコツマクエン
ジョウガクコツジュウコッセツ

gastrointestinal tract
gastrointestinal absorption
gastrointestinal hormone
gastrointestinal diseases
gastrointestinal disorder
gastrointestinal symptom
upper jaw
carcinoma of maxilla
posterior maxillary alveolar
osteotomy
maxillary tuberosity
tuber plasty
maxillary retrusion，
maxillary retrognathism
posterior maxillary osteotomy
maxilla
transverse maxillary fracture
extended maxillectomy
maxillary downgraft
zygomatic process of maxilla
maxillary osteotomy
maxillary ostitis
maxillary osteomyelitis
fracture of maxilla，
maxillary fracture
maxillary periostitis
longitudinal maxillary fracture
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ジョウガクコツ

上顎骨上方移動術 ジョウガクコツジョウホウイドウジュツ
上顎骨水平骨折 ジョウガクコツスイヘイコッセツ
上顎骨前方移動術 ジョウガクコツゼンポウイドウジュツ
上顎骨体 ジョウガクコツタイ
上顎骨劣成長 ジョウガクコツレツセイチョウ
上顎歯列弓 ジョウガクシレツキュウ
上顎神経 ジョウガクシンケイ
上顎神経ブロック ジョウガクシンケイブロック
上顎唇側誘導線 ジョウガクシンソクユウドウセン
上顎正中前歯槽裂 ジョウガクセイチュウゼンシソウレツ
上顎切除 ジョウガクセツジョ
上顎切除術 ジョウガクセツジョジュツ
上顎前歯部歯槽骨骨切り ジョウガクゼンシブシソウコツコツキリ
上顎前歯部歯槽骨骨切り術

シ

ジョウガクゼンシブシソウコツコツキリジュツ

上顎全摘 ジョウガクゼンテキ
上顎全摘術 ジョウガクゼンテキジュツ
上顎前突 ジョウガクゼントツ
上顎前突手術

ジョウガクゼントツシュジュツ

上顎前方牽引 ジョウガクゼンポウケンイン
上顎前方牽引装置 ジョウガクゼンポウケンインソウチ
上顎前方骨切り術 ジョウガクゼンポウコツキリジュツ
上顎体 ジョウガクタイ
上顎洞 ジョウガクドウ
上顎洞炎 ジョウガクドウエン
上顎洞外側縁 ジョウガクドウガイソクエン
上顎洞開洞術 ジョウガクドウカイドウジュツ
上顎洞隔壁 ジョウガクドウカクヘキ
上顎洞癌 ジョウガクドウガン
上顎洞後縁

ジョウガクドウコウエン

上顎洞口腔瘻 ジョウガクドウコウクウロウ
上顎洞根治術 ジョウガクドウコンチジュツ
上顎洞撮影法 ジョウガクドウサツエイホウ
上顎洞前縁 ジョウガクドウゼンエン
上顎洞穿孔 ジョウガクドウセンコウ
上顎洞穿孔閉鎖術 ジョウガクドウセンコウヘイサジュツ
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maxillary impaction
horizontal fracture of maxilla
maxillary advancement
corpus maxilla，body of maxilla
maxillary inadequacy
maxillary arch，upper dental arch
maxillary nerve
maxillary nerve block
upper labial arch
median maxillary anterior alveolar
cleft
resection of maxilla
resection of maxilla
anterior maxillary alveolar
osteotomy
anterior maxillary alveolar
osteotomy
total maxillectomy
total maxillectomy
maxillary protrusion，prognathia，
maxillary prognathism
surgical correction of maxillary
protrusion
maxillary protraction
maxillary protractive appliance
anterior maxillary osteotomy
body of maxilla，epignathus
maxillary sinus
maxillary sinusitis
lateral border of the maxillary sinus
marsupialization of maxillary sinus
maxillary sinus septum
carcinoma of maxillary sinus，
maxillary carcinoma of antral
origin
posterior border of the maxillary
sinus
maxillary sinus-oral cavity ﬁstula
maxillary sinusectomy
maxillary sinus radiography
anterior border of the maxillary
sinus
perforation of maxillary sinus
plastic closure of oroantral
perforation

ジョウガンメン

上顎洞造影 ジョウガクドウゾウエイ
上顎洞造影法 ジョウガクドウゾウエイホウ
上顎洞蓄膿症 ジョウガクドウチクノウショウ
上顎洞底 ジョウガクドウテイ
上顎洞底挙上 ジョウガクドウテイキョジョウ
上顎洞底挙上術

ジョウガクドウテイキョジョウジュツ

上顎洞内血腫 ジョウガクドウナイケッシュ
上顎洞内視鏡 ジョウガクドウナイシキョウ
上顎洞粘液貯留囊胞 ジョウガクドウネンエキチョリュウノウホウ
上顎洞粘液囊胞 ジョウガクドウネンエキノウホウ
上顎洞粘膜 ジョウガクドウネンマク
上顎洞迷入 ジョウガクドウメイニュウ
上顎洞裂孔 ➡ 半月裂孔 ジョウガクドウレッコウ
上顎突起 ジョウガクトッキ
上顎突出度 ジョウガクトッシュツド
上顎皮質骨切り術 ジョウガクヒシツコツキリジュツ
上顎部分切除術 ジョウガクブブンセツジョジュツ
上顎フレーム ジョウガクフレーム
上顎劣成長 ジョウガクレツセイチョウ
消化酵素 ショウカコウソ
消化性潰瘍 ショウカセイカイヨウ
松果体腫 ショウカタイシュ
消化薬 ショウカヤク
小窩裂溝 ショウカレッコウ
小窩裂溝齲蝕 ショウカレッコウウショク
小窩裂溝塡塞材 ショウカレッコウテンソクザイ
小窩裂溝予防塡塞 ショウカレッコウヨボウテンソク
上眼窩裂 ジョウガンカレツ
焼還器 ショウカンキ
焼還皿 ショウカンザラ
上関節腔 ジョウカンセツクウ
上関節腔造影 ジョウカンセツクウゾウエイ
上関節腔造影法

ジョウカンセツクウゾウエイホウ

上関節面 ジョウカンセツメン
上顔面 ジョウガンメン

antrography of the maxillary sinus
antrography of the maxillary sinus
empyema of maxillary sinus
maxillary sinus ﬂoor
sinus ﬂoor elevation，sinus lift，
sinus lifting
sinus ﬂoor elevation，sinus lift，
sinus lifting
maxillary antral hematoma
sinuscopy
maxillary sinus mucocele
maxillary sinus mucocele，
mucocele of maxillary sinus
maxillary sinus mucous membrane
abberation into the maxillary sinus
maxillary hiatus
maxillary prominence，maxillary
process
angle of convexity
maxillary corticotomy
partial maxillectomy
maxillary frame
maxillary deﬁciency
digestive enzyme
peptic ulcer
pinealoma
digestive
pit and ﬁssure
pit and ﬁssure caries
prophylactic sealant，pit and ﬁssure
sealant
preventive sealing
superior orbital ﬁssure
annealer
annealing tray
superior articular cavity
arthrography of the upper joint
space，arthrography of the
superior articular cavity
arthrography of the upper joint
space，arthrography of the superior articular cavity，superior
joint compartment arthrography
superior articular surface
upper face
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ジョウガンメン

上顔面高 ジョウガンメンコウ
笑気 ➡ 亜酸化窒素 ショウキ
蒸気圧 ジョウキアツ
蒸気圧圧迫鋳造機 ジョウキアツアッパクチュウゾウキ
蒸気加湿器 ジョウキカシツキ
笑気吸入鎮静法 ショウキキュウニュウチンセイホウ

シ

使用期限 シヨウキゲン
上気道 ジョウキドウ
上気道感染 ジョウキドウカンセン
焼却滅菌 ショウキャクメッキン
上弓
【咬合器の】 ジョウキュウ（コウゴウキノ）
小臼歯 ショウキュウシ
小臼歯化 ショウキュウシカ
消去
【心理】 ショウキョ（シンリ）
小頰骨筋 ショウキョウコツキン
床矯正装置 ショウキョウセイソウチ
笑筋 ショウキン
症型 ショウケイ
上頸部郭清術 ジョウケイブカクセイジュツ
症型分類 ショウケイブンルイ
症型分類【補綴治療における】
ショウケイブンルイ（ホテツチリョウニオケル）

上下関節腔造影 ジョウゲカンセツクウゾウエイ
上下関節腔造影法 ジョウゲカンセツクウゾウエイホウ
衝撃試験 ショウゲキシケン
衝撃値 ➡ 衝撃強さ ショウゲキチ
衝撃強さ ショウゲキツヨサ
衝撃破壊 ショウゲキハカイ
衝撃破壊試験 ショウゲキハカイシケン
焼結 ショウケツ
焼結アパタイト ショウケツアパタイト
小結節形成 ショウケッセツケイセイ
上下的発育 ジョウゲテキハツイク
上下方向撮影 ジョウゲホウコウサツエイ
上下方向撮影法 ジョウゲホウコウサツエイホウ
条件刺激【心理】 ジョウケンシゲキ（シンリ）
条件性制止【心理】 ジョウケンセイセイシ（シンリ）
条件づけ ジョウケンヅケ
条件反射 ジョウケンハンシャ
条件反射療法 ジョウケンハンシャリョウホウ
条件反応 ジョウケンハンノウ
症候 ショウコウ
上行咽頭動脈 ジョウコウイントウドウミャク
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upper facial height
nitrous oxide，laughing gas，N2O
vapor pressure
steam pressure compress type
casting machine
vaporizing humidiﬁer
nitrous oxide and oxygen inhalation
sedation
expiration date for use
upper airway
upper respiratory infection
incinerate sterilization
upper bow of articulator
premolar
premolarization
extinction
zygomaticus minor muscle
active plate，orthodontic plate
risorius muscle
diagnostic categories
upper neck dissection
subtype classiﬁcation
classiﬁcation system for
prosthodontic treatment
dual space arthrography
dual space arthrography
impact test
value of impact energy
impact strength
impact fracture
impact fracture test
sintering
sintered apatite
nodularity
vertical growth
supero-inferior projection
supero-inferior projection
conditioned stimulus（CS）
conditioned inhibition
conditioning
conditioned reﬂex
conditioned reﬂex therapy
conditioned response
symptom
ascending palatine artery

ジョウジセイゾ

床後縁 ショウコウエン
小口蓋孔 ショウコウガイコウ
小口蓋神経 ショウコウガイシンケイ
小口蓋動脈 ショウコウガイドウミャク
症候群 ショウコウグン
小口症 ショウコウショウ
症候性血小板減少性紫斑病
ショウコウセイケッショウバンゲンショウセイシハンビョウ

症候性三叉神経痛 ➡ 仮性三叉神経痛

posterior border
lesser palatine foramina
lesser palatine nerve
lesser palatine artery
syndrome
microstomia
symptomatic thrombocytopenic
purpura
symptomatic trigeminal neuralgia

ショウコウセイサンサシンケイツウ

上行性歯髄炎

ジョウコウセイシズイエン

症候性歯肉炎 ショウコウセイシニクエン
症候性舌咽神経痛 ショウコウセイゼツインシンケイツウ
症候性てんかん ショウコウセイテンカン
上行性網様体賦活系 ジョウコウセイモウヨウタイフカツケイ
上喉頭神経 ジョウコウトウシンケイ
猩紅熱 ショウコウネツ
猩紅熱性口内炎 ショウコウネツセイコウナイエン
上降伏強さ ジョウコウフクツヨサ
床固定 ショウコテイ
錠剤 ジョウザイ
常在細菌 ジョウザイサイキン
常在細菌叢 ジョウザイサイキンソウ
常在微生物叢 ジョウザイビセイブツソウ
錠剤粉砕機 ジョウザイフンサイキ
小細胞癌 ショウサイボウガン
硝酸 ショウサン
蒸散 ジョウサン
硝酸アンモニウム ショウサンアンモニウム
硝酸化合物 ショウサンカゴウブツ
硝酸フェニール水銀 ショウサンフェニールスイギン
焼死 ショウシ
少子高齢社会 ショウシコウレイシャカイ
小歯症 ショウシショウ
小耳症 ショウジショウ
常磁性 ジョウジセイ
常磁性造影剤 ジョウジセイゾウエイザイ

pulpitis ascendens，ascending
pulpitis
symptomatic gingivitis
symptomatic glossopharyngeal
neuralgia
symptomatic epilepsy
ascending reticular activating
system
superior laryngeal nerve
scarlet fever
scarlet stomatitis
upper yield strength
denture splint
tablet
indigenous bacterium
normal bacterial ﬂora
normal bacterial ﬂora
tablet grinder
small cell carcinoma
nitric acid
ablation，vaporization
ammonium nitrate
nitrates
phenylmercuric nitrate
death by ﬁre
aged society with fewer children，
aged society with a falling
birthrate
microdontia
microtia
paramagnetism
paramagnetic contrast agent，
paramagnetic contrast medium，
paramagnetic contrast media
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常磁性体
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ジョウジセイタイ

上歯槽神経 ジョウシソウシンケイ
晶質 ショウシツ
硝子軟骨 ショウシナンコツ
照射 ショウシャ
照射距離 ショウシャキョリ
焼灼 ショウシャク
焼灼器 ショウシャクキ
焼灼器剤 ショウシャクキザイ
焼灼法 ショウシャクホウ
照射時間 ショウシャジカン
照射条件 ショウシャジョウケン
照射性線維腫症 ショウシャセイセンイシュショウ
照射線量 ショウシャセンリョウ
照射線量率 ショウシャセンリョウリツ
照射線量率定数 ショウシャセンリョウリツテイスウ
照射体積 ショウシャタイセキ
照射筒 ショウシャトウ
照射野 ショウシャヤ
照射野サイズ ショウシャヤサイズ
照射野縮小法 ショウシャヤシュクショウホウ
照射録 ショウシャロク
上縦舌筋 ジョウジュウゼツキン
小手術 ショウシュジュツ
小上顎症 ショウジョウガクショウ
鐘状期
【歯胚の】 ショウジョウキ（シハイノ）
掌衝把持 ショウショウハジ
掌衝把持法 ショウショウハジホウ
硝子様変性 ショウシヨウヘンセイ
常食 ジョウショク
上食道括約筋 ジョウショクドウカツヤクキン
上唇 ジョウシン
上唇挙筋 ジョウシンキョキン
上唇結節 ジョウシンケッセツ
小人症 ショウジンショウ
上唇小帯 ジョウシンショウタイ
上唇小帯異常
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ジョウシンショウタイイジョウ

paramagnetic substance，paramagnetic material，paramagnet
superior alveolar nerve
crystalloid
hyaline cartilage
irradiation，exposure
irradiation distance
cauterization
cautery
cautery
cautery
exposure time，irradiation time
exposure factor
irradiation ﬁbromatosis
exposure dose
exposure rate
exposure rate constant
irradiated volume
cone，localizing cone
exposure ﬁeld，irradiation ﬁeld
exposure ﬁeld size，
irradiation ﬁeld size
shrinking ﬁeld technique
irradiation record
superior longitudinal muscle of
tongue
minor operation
maxillary micrognathia
bell stage
palm and thrust grasp
palm and thrust grasp
hyaline degeneration
ordinary diet，normal diet
upper esophageal sphincter
upper lip
levator labii superioris muscle
tubercle of upper lip
dwarﬁsm
superior labial frenum，superior
labial frenulum，upper labial
frenum，upper labial frenulum
abnormal superior labial frenum，
abnormal superior labial
frenulum

ショウタイセツ

上唇小帯切除術

ジョウシンショウタイセツジョジュツ

上唇線 ジョウシンセン
上唇腺 ジョウシンセン
上唇動脈 ジョウシンドウミャク
上唇鼻翼挙筋 ジョウシンビヨクキョキン
常水 ジョウスイ
上水道フッ化物添加 ジョウスイドウフッカブツテンカ
上水道フッ化物添加地区 ジョウスイドウフッカブツテンカチク
小水疱 ショウスイホウ
浄水法 ジョウスイホウ
焼成 ショウセイ
脂溶性 シヨウセイ
焼成温度 ショウセイオンド
焼成骨 ショウセイコツ
焼成収縮 ショウセイシュウシュク
脂溶性造影剤 シヨウセイゾウエイザイ
脂溶性ビタミン シヨウセイビタミン
焼成法 ショウセイホウ
掌蹠角化症 ショウセキカクカショウ
掌蹠膿疱症 ショウセキノウホウショウ
小舌下腺管 ショウゼッカセンカン
小舌症 ショウゼツショウ
笑線 ショウセン
小線源治療 ショウセンゲンチリョウ
小線源保持装置 ショウセンゲンホジソウチ
常染色体 ジョウセンショクタイ
常染色体遺伝 ジョウセンショクタイイデン
常染色体性 ジョウセンショクタイセイ
常染色体優性遺伝 ジョウセンショクタイユウセイイデン
常染色体劣性遺伝 ジョウセンショクタイレッセイイデン
小泉門 ショウセンモン
情操 ジョウソウ
小帯 ショウタイ
小帯異常 ショウタイイジョウ
小帯延長術 ➡ 小帯切除術
状態図 ジョウタイズ
小帯切除 ショウタイセツジョ
小帯切除術 ショウタイセツジョジュツ
小帯切断 ショウタイセツダン
小帯切断術 ショウタイセツダンジュツ

ショウタイエンチョウジュツ

frenectomy of the upper labial
frenulum
high lip line，upper lip line
labial gland
superior labial artery
levator labii superioris alaeque nasi
muscle
water
tap water ﬂuoridation
ﬂuoridated area
phlyctenula，vesicle
water puriﬁcation
ﬁring
lipid solubility
ﬁring temperature
sintered bone
ﬁring shrinkage
fat-soluble contrast medium
fat-soluble vitamin，
liposoluble vitamin
ﬁring method
palmoplantar hyperkeratosis
palmoplantar pustulosis
lesser sublingual duct
microglossia
smile line
brachytherapy
carrier，carrier mold
autosome
autosomal inheritance
autosomal
autosomal dominant inheritance
autosomal recessive inheritance
posterior fontanelle
sentiment
frenum，frenulum
malformation of frenum，
malformation of frenulum
elongation of frenum，
elongation of frenulum
phase diagram
frenectomy
frenectomy
frenotomy
frenotomy
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ショウタイフチ

小帯付着異常 ショウタイフチャクイジョウ
小帯付着部移動 ショウタイフチャクブイドウ
小帯付着部移動術
小唾液腺

ショウダエキセン

小唾液腺悪性腫瘍

シ

ショウタイフチャクブイドウジュツ

ショウダエキセンアクセイシュヨウ

小唾液腺癌 ショウダエキセンガン
指様弾線 シヨウダンセン
小柱 ショウチュウ
小柱間質 ショウチュウカンシツ
小柱鞘 ショウチュウショウ
小柱体部 ショウチュウタイブ
象徴機能 ショウチョウキノウ
小腸機能障害 ショウチョウキノウショウガイ
情緒障害 ジョウチョショウガイ
焦点 ショウテン
焦点外 X 線 ショウテンガイエックスセン
焦点外放射線 ショウテンガイホウシャセン
焦点距離 ショウテンキョリ
焦点収束法 ショウテンシュウソクホウ
焦点深度 ショウテンシンド
常伝導磁石 ジョウデンドウジシャク
焦点被写体間距離 ショウテンヒシャタイカンキョリ
焦点皮膚間距離 ショウテンヒフカンキョリ
焦点表面間距離 ショウテンヒョウメンカンキョリ
焦点フィルム間距離 ショウテンフィルムカンキョリ
焦点ボケ ショウテンボケ
焦点発作 ショウテンホッサ
焦点面 ショウテンメン
照度 ショウド
情動 ジョウドウ
衝動
【心理】 ショウドウ（シンリ）
情動安定性 ジョウドウアンテイセイ
常同行動 ジョウドウコウドウ
情動失禁 ジョウドウシッキン
小頭症 ショウトウショウ
常同症 ジョウドウショウ
常同性 ジョウドウセイ
情動調節障害 ジョウドウチョウセツショウガイ
情動発達 ジョウドウハッタツ
情動不安定性 ジョウドウフアンテイセイ
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malformation of frenum
reposition of frenum，
reposition of frenulum
reposition of frenum，
reposition of frenulum
small salivary gland，
minor salivary gland
malignant tumor of the minor
salivary gland
minor salivary gland cancer
ﬁnger spring
rod
interprismatic substance
prism sheath
prism core
symbolic function
malfunction of small intestine
emotional disorders，
emotional disturbance
focal spot
oﬀ-focus X-ray
extrafocal radiation
focal length
dynamic focusing
depth of ﬁeld
resistive magnet
focus-object distance（FOD）
focus-skin distance（FSD）
focus-surface distance（FSD）
focus-ﬁlm distance（FFD）
blooming
focus seizure
focal plane
illuminance
emotion
instinct，impulse，drive
emotional stability
stereotyped behavior
emotional incontinence
microcephalia，microcephaly
stereotypy
stereotype
pseudobulbar aﬀect
emotional development
emotional instability

ジョウヒキンジ

消毒 ショウドク
消毒作用 ショウドクサヨウ
消毒法 ショウドクホウ
消毒・滅菌 ショウドクメッキン
消毒・滅菌法 ショウドクメッキンホウ
消毒薬 ショウドクヤク
消毒用エタノール ショウドクヨウエタノール
照度計 ショウドケイ
衝突 ショウトツ
衝突癌 ショウトツガン
小児 ショウニ
小児齲蝕 ショウニウショク
小児嚥下障害 ショウニエンゲショウガイ
小児科学 ショウニカガク
小児期 ショウニキ
小児義歯 ショウニギシ
小児期崩壊性障害 ショウニキホウカイセイショウガイ
小児歯科学 ショウニシカガク
小児歯科三角 ショウニシカサンカク
小児歯科保健 ショウニシカホケン
小児循環回路 ショウニジュンカンカイロ
小児蕁麻疹様苔癬 ショウニジンマシンヨウタイセン
小児反復性耳下腺炎 ショウニハンプクセイジカセンエン
小児保健 ショウニホケン
小児麻酔 ショウニマスイ
小児薬用量 ショウニヤクヨウリョウ
漿尿膜接種 ショウニョウマクセッシュ
漿粘液細胞 ショウネンエキサイボウ
小脳 ショウノウ
小脳橋角腫瘍 ショウノウキョウカクシュヨウ
小脳失調症 ショウノウシッチョウショウ
小脳腫瘍 ショウノウシュヨウ
小囊胞状パターン ショウノウホウジョウパターン
蒸発 ジョウハツ
上皮芽 ➡ 上皮蕾 ジョウヒガ
上皮隔膜 ジョウヒカクマク
上皮下結合組織移植術 ➡ 結合組織移植術

disinfection，antisepsis
disinfectant action
disinfection，antisepsis
disinfection and sterilization
disinfection and sterilization
antiseptic，antiseptic drug，bactericide，disinfectant，germicide
ethanol for disinfection
illuminometer
impingement，collision
collision tumor
child
dental caries in child
pediatric dysphagia
pediatrics
childhood
denture for deciduous teeth，
pediatric denture
childhood disintegrative disorder
pediatric dentistry，pedodontics
pediatric triangle
child dental health
infant circle
strophulus infantum，
lichen urticatus infantum
recurrent parotitis of children
children health care
pediatric anesthesia
dose for children，child dose
chorioallantoic inoculation，chorioallantoic membrane inoculation
seromucous cell
cerebellum
cerebellopontine angle tumor
cerebellar ataxia
cerebellar tumor
multiple vesicular pattern
evaporation，vaporization
epithelial bud
epithelial diaphragm
subepithelial connective tissue graft

ジョウヒカケツゴウソシキイショクジュツ

上皮間葉相互作用 ジョウヒカンヨウソウゴサヨウ
消費期限 ショウヒキゲン
上皮筋上皮癌 ジョウヒキンジョウヒガン

epithelial-mesenchymal interaction
expiration date，expiry date
epithelial-myoepithelial carcinoma
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ジョウヒキンジ

上皮筋上皮島 ジョウヒキンジョウヒトウ
上鼻甲介 ジョウビコウカイ
上皮根間突起 ジョウヒコンカントッキ
上皮腫 ジョウヒシュ
上皮真珠 ジョウヒシンジュ
消費税 ショウヒゼイ
上皮性異形成 ジョウヒセイイケイセイ
消費性凝固障害 ➡ 播種性血管内凝固症候群

epimyoepithelial island
superior nasal concha
interradicular epithelial process
epithelioma
epithelial pearl
consumption tax
epithelial dysplasia
consumption coagulopathy

ショウヒセイギョウコショウガイ

シ

上皮性歯原性腫瘍 ジョウヒセイシゲンセイシュヨウ
上皮性腫瘍 ジョウヒセイシュヨウ
上皮成長因子 ジョウヒセイチョウインシ
上皮性付着 ジョウヒセイフチャク
上皮組織 ジョウヒソシキ
上鼻道 ジョウビドウ
上皮内癌 ジョウヒナイガン
上皮内腺 ジョウヒナイセン
上皮蕾 ジョウヒライ
床副子 ショウフクシ
上部構造 ジョウブコウゾウ
障壁 ショウヘキ
上方移動【骨切りの】 ジョウホウイドウ（コツキリノ）
情報活動 ジョウホウカツドウ
小胞体 ショウホウタイ
小胞体腔 ショウホウタイクウ
消泡薬 ショウホウヤク
小発作 ショウホッサ
賞味期限 ショウミキゲン
静脈 ジョウミャク
静脈圧 ジョウミャクアツ
静脈還流 ジョウミャクカンリュウ
静脈血栓症 ジョウミャクケッセンショウ
静脈石 ジョウミャクセキ
静脈切開術 ジョウミャクセッカイジュツ
静脈穿刺 ジョウミャクセンシ
静脈塞栓症 ジョウミャクソクセンショウ
静脈内カテーテル ジョウミャクナイカテーテル
静脈内急速注入 ジョウミャクナイキュウソクチュウニュウ
静脈内持続点滴 ジョウミャクナイジゾクテンテキ
静脈内注射 ジョウミャクナイチュウシャ
静脈内鎮静法 ジョウミャクナイチンセイホウ
静脈内点滴注入 ジョウミャクナイテンテキチュウニュウ
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epithelial odontogenic tumor
epithelial tumor
epidermal growth factor（EGF）
epithelial attachment
epithelium
superior nasal meatus
carcinoma in situ
intraepithelial gland
epithelial bud
occlusal device
superstructure
barrier
superior repositioning
information activity
endoplasmic reticulum
cistern
antifoaming agent
petit mal，petit mal seizure
best-by date，best-before date
vein
venous pressure
venous return
phlebothrombosis，
venous thrombosis
phlebolith
venesection，venetomy，
venous cutdown
venipuncture
venous embolism
intravenous catheter
intravenous bolus injection，
bolus injection intravenously
intravenou drip
intravenous injection（IV）
intravenous sedation
intravenous instillation

ショカイリョウ

静脈内投与 ジョウミャクナイトウヨ
静脈波 ジョウミャクハ
静脈麻酔 ジョウミャクマスイ
静脈麻酔法 ジョウミャクマスイホウ
静脈麻酔薬 ジョウミャクマスイヤク
静脈瘤 ジョウミャクリュウ
静脈路確保 ジョウミャクロカクホ
照明 ショウメイ
消滅放射線 ショウメツホウシャセン
消滅放射線同時検出 ショウメツホウシャセンドウジケンシュツ
消滅放射線同時検出法

ショウメツホウシャセンドウジケンシュツホウ

正面頭部 X 線規格写真

ショウメントウブエックスセンキカクシャシン

消耗 ショウモウ
睫毛下皮膚切開 ショウモウカヒフセッカイ
消耗性欠損窩洞 ショウモウセイケッソンカドウ
睫毛反射 ショウモウハンシャ
掌紋 ショウモン
生薬 ショウヤク
小葉間結合組織 ショウヨウカンケツゴウソシキ
商用純チタン ショウヨウジュンチタン
床用人工歯 ショウヨウジンコウシ
常用量 ジョウヨウリョウ
床翼 ショウヨク
将来推計人口 ショウライスイケイジンコウ
蒸留器 ジョウリュウキ
蒸留水 ジョウリュウスイ
症例分析 ショウレイブンセキ
小連結子 ショウレンケツシ
蒸和缶 ジョウワカン
上腕動脈 ジョウワンドウミャク
ショートインプラント ショートインプラント
ショートコーン ショートコーン
ショートコーン法 ショートコーンホウ
ショートシャンクバー ショートシャンクバー
ショートステイ ショートステイ
ショートネックバー ショートネックバー
ショートピン陶歯 ショートピントウシ
ジョーンズジグ ジョーンズジグ
除外基準 ジョガイキジュン
初回通過効果 ショカイツウカコウカ
初回量 ショカイリョウ

intravenous administration
venous pulse
intravenous anesthesia
intravenous anesthesia
intravenous anesthetics
varix，varicose，varicose vein
intravenous route
illumination
annihilation radiation
annihilation coincidence detection
（ACD）
annihilation coincidence detection
（ACD）
postero-anterior（P-A）
cephalogram
consumption
subcilial incision
cavity on abraded surface
eyelash reﬂex
palm print
crude drug
interlobular connective tissue
commercially pure titanium（CPTi）
artiﬁcial tooth for denture
usual dose
denture ﬂange
population prospects
distillatory
distilled water
case analysis
minor connector
vulcanizer
brachial artery
short implant
short cone
short cone technique
short shank bur
short stay，respite care unit，
respite care
short neck bur
short-pin porcelain tooth
Jones jig
exclusion criteria
ﬁrst pass eﬀect
initial dose
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ジョカンサ

除感作 ジョカンサ
初期齲蝕 ショキウショク
初期エナメル質齲蝕 ショキエナメルシツウショク
初期救急 ショキキュウキュウ
初期硬結【梅毒の】 ショキコウケツ（バイドクノ）
初期固定 ショキコテイ

シ

初期タンパク ショキタンパク
初期治療 ショキチリョウ
初期変化群 ショキヘンカグン
除去トルク値 ジョキョトルクチ
食育基本法 ショクイクキホンホウ
処遇記録 ショグウキロク
処遇計画 ショグウケイカク
職業性歯科疾患 ショクギョウセイシカシッカン
職業性疾患 ショクギョウセイシッカン
職業性中毒 ショクギョウセイチュウドク
職業性曝露 ショクギョウセイバクロ
職業性歯酸蝕症 ショクギョウセイハサンショクショウ
職業性放射線被曝 ショクギョウセイホウシャセンヒバク
職業性摩耗 ショクギョウセイマモウ
職業被曝 ショクギョウヒバク
職業病 ショクギョウビョウ
食形態 ショクケイタイ
食行動 ショクコウドウ
食行動障害および摂食障害群

desensitization
incipient caries，initial caries
incipient enamel caries
primary aid，ﬁrst aid
initial sclerosis
initial stabilization，
primary stabilization
early protein
early treatment
primary complex
removal torque value
Basic Act on Food Education
case record
treatment plan，service program
occupational dental disease
occupational disease
occupational poisoning
occupatonal exposure
occupational tooth erosion
occupational radiation exposure
occupational abrasion，
professional abrasion
occupational exposure
industrial disease，occupational
disease，professional disease
food style，food type
feeding behavior
feeding and eating disorders

ショクコウドウショウガイオヨビセッショクショウガイグン

食細胞 ショクサイボウ
食渣停滞 ショクサテイタイ
食作用 ショクサヨウ
食事介助 ショクジカイジョ
食事・間食指導 ショクジカンショクシドウ
食事記録
食事指導

ショクジキロク
ショクジシドウ

食事性高血糖 ショクジセイコウケットウ
食事性糖尿 ショクジセイトウニョウ
食事摂取基準 ショクジセッシュキジュン
食事箋 ショクジセン
食事調査 ショクジチョウサ
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phagocyte
debris retention
phagocytosis
feeding assistance，help for eating
dietary and between meal eating
guidance
dietary record，diet record
dietary counseling，
dietary guidance
alimentary hyperglycemia
alimentary glycosuria
dietary reference intakes for Japanese
dietary recipe
dietary survey

ショクヒンテン

食事動作自助具

ショクジドウサジジョグ

食事バランスガイド ショクジバランスガイド
食習慣 ショクシュウカン
触受容器 ショクジュヨウキ
食事療法 ショクジリョウホウ
食餌療法 ショクジリョウホウ
触診 ショクシン
触診法 ショクシンホウ
食生活 ショクセイカツ
食生活管理 ショクセイカツカンリ
食生活指針 ショクセイカツシシン
食生活指導 ショクセイカツシドウ
褥瘡 ジョクソウ
褥瘡ケア ジョクソウケア
褥瘡性潰瘍 ジョクソウセイカイヨウ
触打診 ショクダシン
食中枢 ショクチュウスウ
食中毒 ショクチュウドク
触点 ショクテン
食道 ショクドウ
食道音声 ショクドウオンセイ
食道期 ショクドウキ
食道逆流 ショクドウギャクリュウ
食道静脈瘤 ショクドウジョウミャクリュウ
食道聴診器 ショクドウチョウシンキ
食道通過時間 ショクドウツウカジカン
食道内異物 ショクドウナイイブツ
食道入口部 ショクドウニュウコウブ
食道閉鎖式エアウェイ ショクドウヘイサシキエアウェイ
食道閉鎖式チューブ ショクドウヘイサシキチューブ
食道瘻 ショクドウロウ
触媒 ショクバイ
触媒部位 ショクバイブイ
食品衛生 ショクヒンエイセイ
食品衛生法 ショクヒンエイセイホウ
食品交換表 ショクヒンコウカンヒョウ
食品構成 ショクヒンコウセイ
食品成分表 ショクヒンセイブンヒョウ
食品添加物 ショクヒンテンカブツ

self-help aid for feeding，
self-help device for feeding，
self-help aid for eating，
self-help device for eating
food guide pyramid
dietary habit，food habit
touch receptor
dietary care，dietetic treatment
diet therapy
palpation，palpation test
palpation，palpation test
dietary life
food intake regulation
dietary guideline
food intake guidance
decubitus
care for decubitus
decubital ulcer，pressure ulcer
palpatopercussion
feeding center
food poisoning
touch spot
esophagus
esophageal speech
esophageal stage
esophageal regurgitation，
gastivic regurgitation
esophageal varix
esophageal stethoscope
esophageal transit time
esophageal foreign body
pharyngoesophageal segment
esophageal obturator airway
esophageal obturator tube
esophageal ﬁstula
catalyst
catalytic site
food hygiene，food sanitation
Food Hygiene Law
food substitution table，
list of food exchange
dietary composition
food composition table
food additive
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ショクヒンテン

食品添加物残留濃度
食品表示基準

ショクヒンテンカブツザンリュウノウド

ショクヒンヒョウジキジュン

食品表示法 ショクヒンヒョウジホウ
食品保存剤 ショクヒンホゾンザイ
植物状態 ショクブツジョウタイ
植物性アルカロイド ショクブツセイアルカロイド
植物性凝集素 ショクブツセイギョウシュウソ
植物性収斂薬 ショクブツセイシュウレンヤク
食片圧入 ショクヘンアツニュウ
食物・液体の交互嚥下 ショクモツエキタイノコウゴエンゲ

シ

食物形態 ショクモツケイタイ
食物残渣 ショクモツザンサ
食物繊維 ショクモツセンイ
食物粉砕度 ショクモツフンサイド
食用色素 ショクヨウシキソ
食欲 ショクヨク
食欲異常 ショクヨクイジョウ
食欲増進薬 ショクヨクゾウシンヤク
食欲不振 ショクヨクフシン
植立状態 ショクリツジョウタイ
書痙 ショケイ
所見 ショケン
徐硬化アマルガム合金 ジョコウカアマルガムゴウキン
鋤骨 ジョコツ
除細動 ジョサイドウ
除細動器 ジョサイドウキ
ジョサマイシン ジョサマイシン
書誌学 ショシガク
除脂肪体重 ジョシボウタイジュウ
助触媒 ジョショクバイ
除神経 ジョシンケイ
所属リンパ節 ショゾクリンパセツ
所属リンパ節転移 ショゾクリンパセツテンイ
初代培養 ショダイバイヨウ
処置 ショチ
処置勧告【健康診断後の】 ショチカンコク（ケンコウシンダンゴノ）
処置歯 ショチシ
処置歯率 ショチシリツ
除痛法 ジョツウホウ
食塊 ショッカイ
食塊移送 ショッカイイソウ
食塊クリアランス ショッカイクリアランス
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residual concentration of food
additive
dietary reference intakes for
Japanese
Food Labeling Act
food preservative
vegetative state
plant alkaloid
phytoagglutinin
vegetable astringent
food impaction
alternating food and liquid
swallows
food style
food debris
dietary ﬁber
degree of food pulverization
food coloring agent
appetite
disturbance of appetite
appetizer
anorexia
present status of tooth
dystomic disorder
ﬁndings
slow setting amalgam alloy
vomer
deﬁbrillation
deﬁbrillator
josamycin，josamycin propionate
bibliography
lean body mass（LBM）
promoter
denervation
regional lymph node
regional lymph node metastasis
primary culture
treatment
treatment recommendation
treated tooth
ﬁlled tooth rate，treated tooth rate
desensitization of dentin
bolus
food bolus transport
bolus clearance

シリケートセメ

食塊形成 ショッカイケイセイ
食塊滞留時間 ショッカイタイリュウジカン
食塊通過 ショッカイツウカ
触覚 ショッカク
触覚異常 ショッカクイジョウ
触覚過敏 ショッカクカビン
触覚検査 ショッカクケンサ
ショック ショック
ショック腎 ショックジン
ショック肺 ショックハイ
ショ糖 ショトウ
初頭効果【心理】 ショトウコウカ（シンリ）
ショ糖摂取制限 ショトウセッシュセイゲン
所得税 ショトクゼイ
除脳硬直 ジョノウコウチョク
徐波 ジョハ
初発 ショハツ
初発因子 ショハツインシ
初発病巣 ショハツビョウソウ
除反応 ジョハンノウ
鋤鼻器 ジョビキ
処方 ショホウ
徐放性薬剤 ジョホウセイヤクザイ
処方箋 ショホウセン
処方箋医薬品 ショホウセンイヤクヒン
徐脈 ジョミャク
ジョリー反応 ジョリーハンノウ
ジョリッフ症候群 ジョリッフショウコウグン
処理法【現像】 ショリホウ（ゲンゾウ）
書類検査 ショルイケンサ
ショルダー ショルダー
ショルダー型 ショルダーガタ
初老期認知症 ショロウキニンチショウ
初老性 ショロウセイ
シラー試験 シラーシケン
しらくも シラクモ
シラン シラン
シランカップリング ➡ シラン処理 シランカップリング
シランカップリング剤 シランカップリングザイ
シラン処理 シランショリ
シリカ シリカ
シリカゲル系埋没材 シリカゲルケイマイボツザイ
シリカゾル系埋没材 シリカゾルケイマイボツザイ
シリケートセメント シリケートセメント

bolus formation
dwell time
bolus propulsion
sense of touch，tactile sensation，
touch sensation，tactile sense
dysesthesia
hyperaphia
tactile sensibility test
shock
shock kidney
shock lung
sucrose
primary eﬀect
sugar control
income tax
decerebrate rigidity
slow wave
primary
initiator
primary focus，primary lesion
abreaction
vomeronasal organ
recipe，prescription，fomula
slow-release drug
prescription
prescription medication
bradycardia
Jolly reaction，myasthenic reaction
Jolliﬀe syndrome
processing procedure
document examination
shoulder
shoulder type
presenile dementia
presenile
Schiller test
trichophytosis capitis
silane
silane coupling
silane coupling agent
silane treatment
silica
silica gel bonded investment
silica sol bonded investment
silicate cement
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シリコーンゴム

シリコーンゴム シリコーンゴム
シリコーンゴム印象 シリコーンゴムインショウ
シリコーンゴム印象材 シリコーンゴムインショウザイ
シリコーンポイント シリコーンポイント
自立 ジリツ
自律訓練 ジリツクンレン
自律訓練法 ジリツクンレンホウ
自立支援 ジリツシエン
自律神経 ジリツシンケイ
自律神経系 ジリツシンケイケイ
自律神経失調 ジリツシンケイシッチョウ
自律神経失調症
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ジリツシンケイシッチョウショウ

自律神経性運動失調 ジリツシンケイセイウンドウシッチョウ
自律神経性運動失調症 ジリツシンケイセイウンドウシッチョウショウ
自律神経節 ジリツシンケイセツ
自律神経反射 ジリツシンケイハンシャ
自律性 ジリツセイ
自立生活 ジリツセイカツ
自律性増殖 ジリツセイゾウショク
自律性体温調節 ジリツセイタイオンチョウセツ
糸粒体基質 シリュウタイキシツ
試料調製 シリョウチョウセイ
磁力 ジリョク
視力検査 シリョクケンサ
視力障害 シリョクショウガイ
シリング試験 シリングシケン
シリンダー型インプラント シリンダーガタインプラント
ジルコニア ジルコニア
ジルコニアアルミナ複合体 ジルコニアアルミナフクゴウタイ
ジルコニア強化アルミナ ジルコニアキョウカアルミナ
ジルコニアブロック ジルコニアブロック
ジルチアゼム塩酸塩 ジルチアゼムエンサンエン
シルバーサービス シルバーサービス
シルバー・ラッセル症候群 シルバーラッセルショウコウグン
シルマー試験 シルマーシケン
死冷 シレイ
歯齢 シレイ
指令説
【抗体産生の】 シレイセツ（コウタイサンセイノ）
歯列 シレツ
歯列弓 シレツキュウ
歯列弓形態 シレツキュウケイタイ
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silicone rubber
silicone rubber impression
silicone rubber impression material
silicone point
autonomy，self-help
autogenic training
autogenic training
supporting independence，
self-reliance support
autonomic nerve
autonomic nervous system
autonomic imbalance，
vegetative dystonia
autonomic imbalance，
vegetative dystonia
autonomic ataxia
autonomic ataxia
autonomic ganglion
autonomic reﬂex
autonomy
independent living
autonomic growth
autonomic temperature regulation
mitochondrial matrix
sample preparation
magnetic force
visual acuity test
visual disorder，vision disorder
Schilling test
cylinder implant
zirconia
zirconium aluminum complex
zirconia-reinforced alumina
zirconia block
diltiazem，diltiazem hydrochloride
silver service
Silver-Russell syndrome
Schirmer test
cadaverous cold
dental age
instructive theory of antibody
production
dentition，dental arch
dental arch
arch form

シンガイジュヨ

歯列弓形態異常 シレツキュウケイタイイジョウ
歯列弓周長 シレツキュウシュウチョウ
歯列弓長径 シレツキュウチョウケイ
歯列弓幅径 シレツキュウフクケイ
歯列矯正用咬合誘導装置
シレツキョウセイヨウコウゴウユウドウソウチ

歯列欠損 シレツケッソン
歯列直交断像【CT 再構成画像】

abnormal dental arch form
dental arch circumference，
dental arch perimeter
dental arch length
dental arch width
orthodontic occlusal guidance
appliance
dedentition
cross-sectional image

シレツチョッコウダンゾウ（シーティーサイコウセイガゾウ）

歯列不正 シレツフセイ
歯列平行矢状断像【CT 再構成画像】

malalignment
parasaggital sectional image

シレツヘイコウシジョウダンゾウ（シーティーサイコウセイガゾウ）

歯列模型 シレツモケイ
死蝋 シロウ
歯瘻 シロウ
シロップ剤 シロップザイ
腎移植 ジンイショク
真陰性 シンインセイ
心因性疾患 シンインセイシッカン
心因性多飲症 シンインセイタインショウ
心因性疼痛 シンインセイトウツウ
心因性病態 シンインセイビョウタイ
真陰性率 シンインセイリツ
深咽頭腔症 シンイントウクウショウ
心因反応 シンインハンノウ
腎盃腎炎 ジンウジンエン
心エコー検査 シンエコーケンサ
伸延 シンエン
腎炎 ジンエン
伸延法 シンエンホウ
新オレンジプラン シンオレンジプラン
心音 シンオン
心音計 シンオンケイ
進化 シンカ
塵芥 ジンカイ
侵害刺激 シンガイシゲキ
侵害受容 シンガイジュヨウ
侵害受容器 シンガイジュヨウキ
侵害受容求心線維 シンガイジュヨウキュウシンセンイ
侵害受容性疼痛 シンガイジュヨウセイトウツウ
侵害受容反射 シンガイジュヨウハンシャ
侵害受容反応 シンガイジュヨウハンノウ

dental cast
adipocere
dental ﬁstula
medicated syrup
renal transplantation
true negative
psychogenic disease
polydipsia，pollakidipsia，
psychogenic polydipsia
psychogenic pain
psychogenic disease
true negative rate
deep pharynx
psychogenic reaction
pyelonephritis
echocardiography
distraction
nephritis
distraction
new orange plan
cardiac sound，heart sound
phonocardiograph
evolution
refuse，sludge
noxious stimulus，
nocuous stimulus
nociception
noci receptor，nociceptor
nociceptor aﬀerent ﬁbers
nociceptive pain
nociceptive reﬂex
nociceptive reaction
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ジンカク

人格 ジンカク
真核原生生物 シンカクゲンセイセイブツ
唇顎口蓋裂 シンガクコウガイレツ
真核細胞 シンカクサイボウ
人格特性 ジンカクトクセイ
唇顎裂 シンガクレツ
心奇形
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シンキケイ

心気症 シンキショウ
心気症状 シンキショウジョウ
心気的な シンキテキナ
心機能検査 シンキノウケンサ
腎機能検査 ジンキノウケンサ
新規の合成 シンキノゴウセイ
心胸郭比 シンキョウカクヒ
心筋 シンキン
真菌 シンキン
真菌感染 シンキンカンセン
心筋梗塞 シンキンコウソク
心筋症 シンキンショウ
真菌症 シンキンショウ
心筋抑制因子

シンキンヨクセイインシ

心筋抑制薬 シンキンヨクセイヤク
真空焼成 シンクウショウセイ
真空焼成用陶材 シンクウショウセイヨウトウザイ
真空鋳造 シンクウチュウゾウ
心腔内ぺースメーカー シンクウナイペースメーカー
真空埋没 シンクウマイボツ
真空融解 シンクウユウカイ
真空練和 シンクウレンワ
シングルフォトンエミッション CT ➡ 単光子放出型
コンピュータ断層撮影 シングルフォトンエミッションシーティー
シングルブラケット シングルブラケット
シンクロトロン シンクロトロン
シンクロトロン放射 シンクロトロンホウシャ
シンクロトロン放射光 シンクロトロンホウシャコウ
神経 シンケイ
神経圧迫 シンケイアッパク
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personality
eukaryotic protist
cleft of lip，alveolus and palate，
cheilognathopalatoschisis
eukaryotic cell
personality characteristic
cleft of lip and alveolus，
cheilognathoschisis
cardiac anomaly，
malformation of the heart
hypochondria，hypochondriasis
hypochondriacal symptoms
hypochondriacal，hypochondriac
test of cardiac function
test of renal function
de novo synthesis
cardio-thoracic ratio（CTR），
cardiothoracic ratio（CTR）
cardiac muscle
fungus
fungal infection
myocardial infarction
cardiomyopathy（CM）
mycosis，fungus infection，
fungus disease
myocardial depressant factor
（MDF）
myocardial depressant
vacuum ﬁring method
dental porcelain for vacuum ﬁring
vacuum casting
intracardiac pacemaker
vacuum investing
vacuum melting
vacuum mixing
single photon emission computed
tomography（SPECT）
single bracket
synchrotron
synchrotron radiation（SR）
synchrotron radiation（SR）
nerve
compression of nerve，
nerve compression

シンケイシュ

神経圧迫症

シンケイアッパクショウ

神経安定薬 シンケイアンテイヤク
神経移植 シンケイイショク
神経移動術 シンケイイドウジュツ
神経炎 シンケイエン
神経回路網 シンケイカイロモウ
神経芽細胞腫 シンケイガサイボウシュ
神経下垂体 シンケイカスイタイ
神経可塑性 シンケイカソセイ
神経型【スキャモンの臓器別発育曲線の】

compression of nerve，
nerve compression
antipsychotic drug，neuroleptic
nerve transplantation
nerve transpositioning，
nerve translocation
neuritis
neural network
neuroblastoma
neurohypophysis
neuroplasticity
neural type

シンケイガタ（スキャモンノゾウキベツハツイクキョクセンノ）

神経幹 シンケイカン
神経管 シンケイカン
神経幹細胞 シンケイカンサイボウ
神経筋機構 シンケイキンキコウ
神経筋遮断 シンケイキンシャダン
神経筋遮断薬 シンケイキンシャダンヤク
神経筋接合部 シンケイキンセツゴウブ
神経筋接合部遮断薬 シンケイキンセツゴウブシャダンヤク
神経筋単位 ➡ 運動単位 シンケイキンタンイ
神経筋伝達 シンケイキンデンタツ
神経系 シンケイケイ
神経血管束 シンケイケッカンソク
神経原性 シンケイゲンセイ
神経原性炎症 シンケイゲンセイエンショウ
神経原性腫瘍 シンケイゲンセイシュヨウ
神経原性ショック シンケイゲンセイショック
神経原性疼痛 シンケイゲンセイトウツウ
神経原線維 シンケイゲンセンイ
神経鉤 シンケイコウ
神経膠腫 シンケイコウシュ
神経絞扼 シンケイコウヤク
神経根 シンケイコン
神経根痛 シンケイコンツウ
神経細胞腫 シンケイサイボウシュ
神経枝 シンケイシ
神経刺激装置 シンケイシゲキソウチ
神経疾患 シンケイシッカン
神経支配 シンケイシハイ
神経支配比 シンケイシハイヒ
神経遮断薬 シンケイシャダンヤク
神経腫 シンケイシュ

nerve trunk
neural tube
neural stem cell
neuromuscular system
neuromuscular blockade
neuromuscular blocking agent
neuromuscular junction
neuromuscular junction blocking
drug
neuromuscular unit（NMU）
neuromuscular transmission
nervous system
neurovascular bundle
neurogenous，neurogenic
neurogenic inﬂammation
neurogenic tumor
neurogenic shock，neural shock
neurogenic pain
neuroﬁbril
nerve hook
glioma，neuroglioma
nerve entrapment
nerve root
root pain，radiculalgia
neurocytoma
nerve branch
nerve stimulator
neuropathy
innervation
innervation ratio
neuroplegic，neuroleptic
neuroma
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シンケイシュウ

神経周囲炎 シンケイシュウイエン
神経終末 シンケイシュウマツ
神経症 シンケイショウ
神経障害 シンケイショウガイ
神経障害性疼痛 シンケイショウガイセイトウツウ
神経鞘腫 シンケイショウシュ
神経症的傾向 シンケイショウテキケイコウ
神経鞘粘液腫 シンケイショウネンエキシュ
神経上皮腫 シンケイジョウヒシュ
心係数 シンケイスウ
新形成 シンケイセイ
神経性嘔吐症 シンケイセイオウトショウ
神経性悪心・嘔吐 シンケイセイオシンオウト
神経性痙攣 シンケイセイケイレン
神経性口腔異常 シンケイセイコウクウイジョウ
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神経性大食症 シンケイセイタイショクショウ
神経成長因子 シンケイセイチョウインシ
神経性無食欲症 シンケイセイムショクヨクショウ
神経節 シンケイセツ
神経節興奮薬 シンケイセツコウフンヤク
神経節後線維
神経節細胞腫
神経節遮断薬

シンケイセツゴセンイ
シンケイセツサイボウシュ
シンケイセツシャダンヤク

神経節神経腫 シンケイセツシンケイシュ
神経節前線維 シンケイセツゼンセンイ
神経線維 シンケイセンイ
神経線維腫 シンケイセンイシュ
神経線維腫症 シンケイセンイシュショウ
神経線維腫症 1 型 ➡ フォン・レックリングハウゼ
ン病 シンケイセンイシュショウイチガタ
神経線維腫症 2 型 シンケイセンイシュショウニガタ
神経線維路追跡 シンケイセンイロツイセキ
神経叢ブロック シンケイソウブロック
神経組織 シンケイソシキ
神経損傷 シンケイソンショウ
神経痛 シンケイツウ
神経堤 シンケイテイ
神経堤細胞 シンケイテイサイボウ
神経伝達物質 シンケイデンタツブッシツ
神経伝導 シンケイデンドウ

320

perineuritis
nerve ending
neurosis
neuropathic，neuropathy
neuropathic pain
neurilemmoma，neurinoma，
schwannoma
neurotic tendency
nerve sheath myxoma
neuroepithelioma
cardiac index
neoplasia
nervous vomiting
nervous nausea-vomiting
neurospasm
neurogenic abnormal sensation
syndrome
bulimia nervosa
nerve growth factor（NGF）
anorexia nervosa
ganglion
ganglionic stimulating drug，
ganglionic stimulating agent
postganglionic ﬁber
ganglio cytoma
ganglionic blocker，ganglion
blocker，ganglionic blocking
drug，ganglionic blocking agent
ganglio neuloma
preganglionic ﬁber
nerve ﬁber
neuroﬁbroma
neuroﬁbromatosis
neuroﬁbromatosis type 1（NF1），
von Recklinghausen disease
neuroﬁbromatosis type 2（NF2）
ﬁber tracking
plexus block
nervous tissue
nerve injury，nerve damage
neuralgia
neural crest
neural crest cell
neurotransmitter
neural conduction

ジンコウコツ

神経毒 シンケイドク
神経毒性 シンケイドクセイ
神経内分泌 シンケイナイブンピ
神経捻除 シンケイネンジョ
神経捻除術 シンケイネンジョジュツ
神経梅毒 シンケイバイドク
神経破壊ブロック シンケイハカイブロック
神経破壊薬 シンケイハカイヤク
神経発達障害群 シンケイハッタツショウガイグン
神経フィラメント シンケイフィラメント
神経ブロック シンケイブロック
神経吻合 シンケイフンゴウ
神経吻合術 シンケイフンゴウジュツ
神経分泌顆粒 シンケイブンピカリュウ
神経ペプチド シンケイペプチド
神経縫合 シンケイホウゴウ
神経縫合術 シンケイホウゴウジュツ
神経麻痺 シンケイマヒ
神経麻痺性角膜炎 シンケイマヒセイカクマクエン
神経抑制薬 シンケイヨクセイヤク
深頸リンパ節 シンケイリンパセツ
心血管虚脱 シンケッカンキョダツ
心血管系 シンケッカンケイ
腎血管性高血圧症 ジンケッカンセイコウケツアツショウ
腎血流 ジンケツリュウ
腎血流量 ジンケツリュウリョウ
心原性ショック シンゲンセイショック
心原性浮腫 シンゲンセイフシュ
人工栄養 ジンコウエイヨウ
人工換気 ➡ 人工呼吸 ジンコウカンキ
人工関節 ジンコウカンセツ
人工関節置換 ジンコウカンセツチカン
人工関節置換術

ジンコウカンセツチカンジュツ

新興感染症 シンコウカンセンショウ
人工器官 ジンコウキカン
人工気道 ジンコウキドウ
信号強度 シンゴウキョウド
人口構成 ジンコウコウセイ
人工肛門 ジンコウコウモン
人工呼吸 ジンコウコキュウ
人工呼吸器 ジンコウコキュウキ
人工骨 ジンコウコツ

neurotoxin
neurotoxicity
neuroendocrine system
nerve avulsion
nerve avulsion
neurosyphilis
neurolytic block
neurolytic
neurodevelopmental disorders
neuroﬁlament
nerve block
nerveastomosis
nerveastomosis
neurosecretory granule
neuropeptide
nerve suture
nerve suture
neuroparalysis
neuroparalytic keratitis
neuroleptic
deep cervical lymph nodes
cardiovascular collapse
cardiovascular system
renovascular hypertension
renal blood ﬂow（RBF）
renal blood ﬂow（RBF）
cardiogenic shock
cardiogenic edema
artiﬁcial feeding，bottle feeding
artiﬁcial ventilation，
mechanical ventilation
prosthesis，artiﬁcial joint
implant arthroplasty，
alloarthroplasty
implant arthroplasty，
alloarthroplasty
emerging infectious disease
prosthesis
artiﬁcial airway
signal intensity
structure of population
artiﬁcial anus
artiﬁcial ventilation
respirator，mechanical ventilator
artiﬁcial bone
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シンゴウザツオ

信号雑音比 シンゴウザツオンヒ
人工サファイア ジンコウサファイア
人工歯 ジンコウシ
人工歯肉 ジンコウシニク
人工歯肉付模型 ジンコウシニクツキモケイ
人工歯排列 ジンコウシハイレツ
人工循環 ジンコウジュンカン
人工靱帯 ジンコウジンタイ
人工心肺 ジンコウシンパイ
進行性下顎頭吸収
進行性核上性麻痺

シ

シンコウセイカガクトウキュウシュウ
シンコウセイカクジョウセイマヒ

進行性顔面半側萎縮 シンコウセイガンメンハンソクイシュク
進行性顔面半側萎縮症 シンコウセイガンメンハンソクイシュクショウ
進行性筋萎縮症 シンコウセイキンイシュクショウ
進行性筋ジストロフィー ➡ 筋ジストロフィー

signal-to-noise ratio（S/N，SNR）
synthetic sapphire
artiﬁcial tooth
artiﬁcial gum
working cast with artiﬁcial gum
tooth arrangement
artiﬁcial circulation
synthetic ligament
artiﬁcial heart-lung machine，
artiﬁcial heart-lung apparatus，
artiﬁcial heart and lung apparatus
progressive condylar resorption
progressive supranuclear palsy
（PSP）
progressive facial hemiatrophy
progressive facial hemiatrophy
progressive muscular atrophy
progressive muscular dystrophy

シンコウセイキンジストロフィー

進行性骨空洞 シンコウセイコツクウドウ
進行性全身性強皮症 シンコウセイゼンシンセイキョウヒショウ
人口静態統計 ジンコウセイタイトウケイ
進行性多巣性白質脳症 シンコウセイタソウセイハクシツノウショウ
進行性置換吸収【歯根の】 シンコウセイチカンキュウシュウ（シコンノ）
進行性鼻壊疽 シンコウセイビエソ
進行性病変 シンコウセイビョウヘン
人工舌 ジンコウゼツ
人工舌床 ジンコウゼツショウ
人工臓器 ジンコウゾウキ
深行増殖【上皮の】 シンコウゾウショク（ジョウヒノ）
人工塞栓術 ジンコウソクセンジュツ
人工唾液 ジンコウダエキ
人工乳首 ジンコウチクビ
人口調査 ジンコウチョウサ
唇溝堤 シンコウテイ
人工低体温 ジンコウテイタイオン
人工的清掃法 ジンコウテキセイソウホウ
人口統計 ジンコウトウケイ
人工透析 ジンコウトウセキ
人口動態統計 ジンコウドウタイトウケイ

322

progressive bone cavity
progressive systemic scleroderma，
progressive systemic sclerosis
static statistics of population
progressive multifocal leukoencephalopathy（PML）
progressive replacement resorption
progressive gangrenous rhinitis，
non-healing granuloma of nose
progressive change
artiﬁcial tongue
lingual augmentation prosthesis
artiﬁcial organ
down growth
artiﬁcial embolization
artiﬁcial saliva
artiﬁcial nipple
census
lip-furrow band，vestibular lamina
controled hypothermia，
induced hypothermia，
therapeutic hypothermia
artiﬁcial cleaning
population statistics
hemodialysis
vital statistics

シンシュウセイ

人工冬眠 ジンコウトウミン
人工冬眠法 ジンコウトウミンホウ
新効能医薬品 シンコウノウイヤクヒン
人工鼻 ジンコウバナ
人工弁 ジンコウベン
人工膀胱 ジンコウボウコウ
人工放射線 ジンコウホウシャセン
人口・保健統計 ジンコウホケントウケイ
唇交連 シンコウレン
人工瘻孔造設術 ジンコウロウコウゾウセツジュツ
深呼吸 シンコキュウ
シンコンフォーメーション シンコンフォーメーション
新剤形医薬品 シンザイケイイヤクヒン
深在性齲蝕 シンザイセイウショク
深在性真菌症 シンザイセイシンキンショウ
診察 シンサツ
診察法 シンサツホウ
新産環 シンサンカン
新産線 シンサンセン
真歯 シンシ
唇歯音 シンシオン
浸漬試験 シンシシケン
シンシチウム シンシチウム
心室 シンシツ
心室拡張終期圧 シンシツカクチョウシュウキアツ
心室拡張終期容積 シンシツカクチョウシュウキヨウセキ
心疾患 シンシッカン
腎疾患 ジンシッカン
心室機能曲線 シンシツキノウキョクセン
心室コンプライアンス シンシツコンプライアンス
心室細動 シンシツサイドウ
心室収縮期容積 シンシツシュウシュクキヨウセキ
心室性期外収縮 シンシツセイキガイシュウシュク
心室中隔欠損 シンシツチュウカクケッソン
心室中隔欠損症 シンシツチュウカクケッソンショウ
心室頻拍 シンシツヒンパク
心室頻拍症 シンシツヒンパクショウ
ジンジパイン ジンジパイン
ジンジバルマージントリマー ジンジバルマージントリマー
侵襲 シンシュウ
人獣鑑別 ジンジュウカンベツ
心周期 シンシュウキ
侵襲性 シンシュウセイ

artiﬁcial hibernation
artiﬁcial hibernation
drug with new indications
artiﬁcial nose，heat moisture exchanger（HME）
artiﬁcial valve
artiﬁcial bladder
artiﬁcial radiation
health and population statistics
labial commissure
artiﬁcial ﬁstulation
deep breathing
synconformation
drug with new dosage forms
deep seated caries
deep mycosis，deep-seated mycosis
consultation，examination
clinical examination method
neonatal ring
neonatal line
true tooth
labiodental sound
dipping test
syncytium
ventricle
ventricular end-diastolic pressure
ventricular end-diastolic volume
heart disease
kidney disease
ventricular function curve
ventricular compliance
ventricular ﬁbrillation
ventricular end-systolic volume
premature ventricular contraction
（PVC）
ventricular septum defect（VSD）
ventricular septum defect（VSD）
ventricular tachycardia
ventricular tachycardia
gingipain
gingival margin trimmer
invasion
species discrimination
cardiac cycle
invasiveness
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シ

シンシュウセイ

侵襲性歯周炎 シンシュウセイシシュウエン
侵襲性線維腫症 シンシュウセイセンイシュショウ
人種鑑別 ジンシュカンベツ

シ

真珠腫 シンジュシュ
滲出 シンシュツ
滲出液 シンシュツエキ
滲出細胞 シンシュツサイボウ
滲出性胸膜炎 シンシュツセイキョウマクエン
滲出性体質 シンシュツセイタイシツ
滲出性中耳炎 シンシュツセイチュウジエン
滲出物 シンシュツブツ
滲出マクロファージ シンシュツマクロファージ
浸潤 シンジュン
浸潤型
【X 線像】 シンジュンガタ（エックスセンゾウ）
腎循環 ジンジュンカン
浸潤麻酔 シンジュンマスイ
浸潤麻酔法 シンジュンマスイホウ
腎昇圧物質 ジンショウアツブッシツ
腎障害 ジンショウガイ
針状骨 シンジョウコツ
尋常性乾癬 ジンジョウセイカンセン
尋常性天疱瘡 ジンジョウセイテンポウソウ
尋常性白斑 ジンジョウセイハクハン
尋常性疣贅 ジンジョウセイユウゼイ
尋常性狼瘡 ジンジョウセイロウソウ
腎小体 ジンショウタイ
侵食 シンショク
侵蝕症
【歯の】 ➡ 酸蝕症【歯の】
心身医学 シンシンイガク
心身機能 シンシンキノウ
心身交互作用 シンシンコウゴサヨウ
心身症 シンシンショウ

シンショクショウ（ハノ）

心身障害児 ➡ 障害児 シンシンショウガイジ
心身相関 シンシンソウカン
親水性 シンスイセイ
浸水埋没法 シンスイマイボツホウ
靱性 ジンセイ
真性下顎前突 シンセイカガクゼントツ
新生骨 シンセイコツ
腎性骨異栄養症 ジンセイコツイエイヨウショウ
真性コリンエステラーゼ シンセイコリンエステラーゼ

324

aggressive periodontitis
aggressive ﬁbromatosis
diﬀerentiation of race，
race determination
pearl tumor
exudation
exudate，eﬀusion
exudate cells
exudative pleurisy
exudative constitution
exudative otitis media
exudate
exudate macrophage
inﬁltration
permeated type
renal circulation
inﬁltration anesthesia
inﬁltration anesthesia
renal pressor substance
kidney injury
spicula
psoriasis vulgaris
pemphigus vulgaris
vitiligo vulgaris
common wart，verruca vulgaris
lupus vulgaris
renal corpuscle，
malpighian corpuscle
erosion
dental erosion，tooth erosion
psychosomatic medicine
body function
psychosomatic interaction
psychosomatic disorder，
psychosomatic disease
handicapped child
psychosomatic correlation
hydrophilicity
water bath technique for investing
toughness
true mandibular prognathism
newly formed bone
renal rickets，renal osteodystrophy
acetylcholinesterase，
true cholinesterase

シンゾウヨクセ

心静止 シンセイシ
新生児 シンセイジ
新生児エプーリス シンセイジエプーリス
新生児黄疸 シンセイジオウダン
新生児仮死 シンセイジカシ
新生児期 シンセイジキ
新生児紅斑 シンセイジコウハン
新生児歯 シンセイジシ
新生児重症黄疸 シンセイジジュウショウオウダン
新生児上顎炎 シンセイジジョウガクエン
新生児メレナ シンセイジメレナ
真性神経痛 シンセイシンケイツウ
新生セメント質 シンセイセメントシツ
真性セメント質腫 シンセイセメントシツシュ
真正象牙質 シンセイゾウゲシツ
賢性代償 ジンセイダイショウ
真性多血症 シンセイタケツショウ
腎性尿崩症 ジンセイニョウホウショウ
真性囊胞 シンセイノウホウ
腎性浮腫 ジンセイフシュ
新生物 シンセイブツ
真性ポケット ➡ 歯周ポケット シンセイポケット
人生満足度スケール ジンセイマンゾクドスケール
腎性無尿 ジンセイムニョウ
唇舌側弧線装置 シンゼツソクコセンソウチ
振戦 シンセン
唇線 シンセン
震戦 シンセン
新鮮外傷 シンセンガイショウ
新鮮血 シンセンケツ
新鮮骨折 シンセンコッセツ
新鮮自家骨髄移植術 シンセンジカコツズイイショクジュツ
新鮮脱臼 シンセンダッキュウ
新鮮凍結血漿 シンセントウケツケッショウ
心像 シンゾウ
心臓 シンゾウ
腎臓 ジンゾウ
心臓移植 シンゾウイショク
心臓血管系疾患 シンゾウケッカンケイシッカン
心臓死 シンゾウシ
心臓神経症 シンゾウシンケイショウ
心臓性浮腫 シンゾウセイフシュ
心臓促進中枢 シンゾウソクシンチュウスウ
心臓弁膜症 シンゾウベンマクショウ
心臓抑制中枢 シンゾウヨクセイチュウスウ

asystole
neonate，newborn
epulis of newborn
neonatal jaundice
neonatal asphyxia
neonatal period，newborn period
erythema neonatorum
neonatal tooth
icterus gravis neonatorum
neonatal maxillitis
melena neonatorum
true neuralgia
newly formed cementum
true cementoma
orthodentin
renal compensation
polycythemia vera
nephrogenic diabetes insipidus
periapical true cyst
renal edema
neoplasm
true pocket
life satisfaction index（LSI）
renal anuria
labio-lingual arch appliance
trembling，tremor，shivering
lip line
tremor
fresh injury
fresh blood
fresh fracture
fresh autologous bone marrow graft
fresh dislocation
fresh frozen plasma
image，mental image
heart
kidney
heart transplantation
cardiovascular disease
cardiac death
cardiac neurosis
cardiogenic edema
cardioaccelerator center
valvular heart disease
cardio-inhibitory center

325

シ

シンソクイドウ

唇側移動 シンソクイドウ
唇側傾斜 シンソクケイシャ
迅速現像処理 ジンソクゲンゾウショリ
迅速現像薬 ジンソクゲンゾウヤク
唇側弧線 シンソクコセン
唇側弧線装置 シンソクコセンソウチ
唇側歯冠トルク シンソクシカントルク
唇側歯根トルク シンソクシコントルク
唇側歯槽部弧線装置 シンソクシソウブコセンソウチ

シ

心促進神経 シンソクシンシンケイ
唇側装置 シンソクソウチ
唇側転位 シンソクテンイ
深側頭静脈 シンソクトウジョウミャク
深側頭神経 シンソクトウシンケイ
深側頭動脈 シンソクトウドウミャク
迅速導入【全身麻酔】 ジンソクドウニュウ（ゼンシンマスイ）
唇側面 シンソクメン
靱帯 ジンタイ
腎体位 ジンタイイ
靱帯位 ジンタイイ
身体違和感 シンタイイワカン
身体化 シンタイカ
身体介護 シンタイカイゴ
身体化障害 シンタイカショウガイ
身体活動レベル シンタイカツドウレベル
身体虚弱 シンタイキョジャク
身体計測 シンタイケイソク
身体言語 シンタイゲンゴ
身体構造 シンタイコウゾウ
身体拘束 シンタイコウソク
身体シェーマスキーム シンタイシェーマスキーム
身体障害 シンタイショウガイ
身体障害者

シンタイショウガイシャ

身体障害者手帳

シンタイショウガイシャテチョウ

身体障害者福祉法

シンタイショウガイシャフクシホウ

身体症状および関連症群
シンタイショウジョウオヨビカンレンショウグン

身体像 シンタイゾウ
身体的依存 シンタイテキイゾン
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labial movement
labial tipping
rapid development
rapid acting developer
labial arch
labial arch appliance
labial crown torque
labial root torque
high labial arch，high labial arch
appliance
cardioaccelerator
labial appliance
labioversion
deep temporal vein
deep temporal nerves
deep temporal artery
rapid sequence induction
labial surface
band，cord，ligament
kidney position
ligamentous position
dysphoria
somatization
care of disabled
somatization disorder
physical activity level（PAL）
physical weakness
somatometry
body language
body structure
physical restraint
body schema scheme
physical disability，
physical handicap
physically handicapped person，
disabled
physically disabled person's
certiﬁcate，physically disabled
person's handbook
Law for the Welfare of Physically
Disabled Persons
somatic symptom and related
disorders
body image
physical dependence

ジンツウ

身体的影響 シンタイテキエイキョウ
身体的社会条件 シンタイテキシャカイジョウケン
身体的特徴 シンタイテキトクチョウ
身体的発育 シンタイテキハツイク
身体表現性障害 シンタイヒョウゲンセイショウガイ
人体ファントム ジンタイファントム
靱帯縫合 ジンタイホウゴウ
靱帯縫合術 ジンタイホウゴウジュツ
人体模型 ジンタイモケイ
身体抑制 シンタイヨクセイ
診断 シンダン
診断基準 シンダンキジュン
診断限界【画像検査の】 シンダンゲンカイ（ガゾウケンサノ）
診断参考レベル シンダンサンコウレベル
診断書 シンダンショ
診断的手術 シンダンテキシュジュツ
診断的有効度 シンダンテキユウコウド
心タンポナーデ シンタンポナーデ
診断薬 シンダンヤク
診断用義歯 シンダンヨウギシ
診断用ステント シンダンヨウステント
診断用スプリント シンダンヨウスプリント
診断用セットアップ シンダンヨウセットアップ
診断用麻酔 シンダンヨウマスイ
診断用ワックスアップ シンダンヨウワックスアップ
シンチカメラ シンチカメラ
人畜共通感染症 ジンチクキョウツウカンセンショウ
シンチグラフィー シンチグラフィー
シンチグラム シンチグラム
シンチスキャナ シンチスキャナ
シンチバック シンチバック
シンチバックベンド シンチバックベンド
身長 シンチョウ
伸張受容器 シンチョウジュヨウキ
シンチレーションカウンタ シンチレーションカウンタ
シンチレーションカメラ シンチレーションカメラ
シンチレーション計数器 シンチレーションケイスウキ
シンチレーション式サベイメータ

somatic eﬀect
physical social conditions
physical characteristics
physical development
somatoform disorder，somatoform
disorders
human body pahantom
syndesmorrhaphy
syndesmorrhaphy
human phantom
physical restraint
diagnosis
diagnostic criterion，
diagnostic criteria
detection limit
diagnostic reference level（DRL）
medical certiﬁcate
diagnostic surgery
diagnostic eﬀectiveness
cardiac tamponade
diagnostic drug
diagnostic denture
diagnostic stent
diagnostic splint
diagnostic set-up
diagnostic anesthesia
diagnostic waxing
scinticamera
zoonosis
scintigraphy
scintigram
scintiscanner
cinching，cinchi back
cinching bends，cinchi back
bends，distal-end bends
body height
stretch receptor
scintillation counter
scintillation camera
scintillation counter
scintillation survey meter

シンチレーションシキサベイメータ

シンチレーションスキャニング
シンチレータ シンチレータ
陣痛 ジンツウ

シンチレーションスキャニング

scintillation scanning
scintillator
birth pains
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シ

ジンテイケイセ

腎低形成 ジンテイケイセイ
心停止 シンテイシ
シンデカン シンデカン
心的エネルギー シンテキエネルギー
心的外傷 シンテキガイショウ
心的外傷およびストレス因関連障害群
シンテキガイショウオヨビストレスインカンレンショウガイグン

心的外傷後ストレス障害 ➡ 外傷性神経症
シンテキガイショウゴストレスショウガイ

心的飽和【心理】

シ

シンテキホウワ（シンリ）

伸展
【関節運動の】 シンテン（カンセツウンドウノ）
心電計 シンデンケイ
心電図 シンデンズ
伸展性 シンテンセイ
伸展反射 シンテンハンシャ
伸展皮弁 シンテンヒベン
伸展翻転弁法 シンテンホンテンベンホウ
伸展四フッ化エチレン樹脂膜 ➡ ePTFE 膜
シンテンヨンフッカエチレンジュシマク

振盪 シントウ
浸透 シントウ
振動 シンドウ
浸透圧 シントウアツ
浸透圧計 シントウアツケイ
浸透圧受容器 シントウアツジュヨウキ
浸透圧調節 シントウアツチョウセツ
浸透圧濃度 シントウアツノウド
浸透圧利尿 シントウアツリニョウ
浸透圧利尿薬 シントウアツリニョウヤク
振動感覚 シンドウカンカク
振動子
【超音波】
振動周波数分析

シンドウシ（チョウオンパ）
シンドウシュウハスウブンセキ

振動数 シンドウスウ
浸透性 シントウセイ
腎透析患者 ジントウセキカンジャ
腎透析療法 ジントウセキリョウホウ
浸透度 シントウド
新投与経路医薬品 シントウヨケイロイヤクヒン
腎毒性 ジンドクセイ
深度ゲージ ➡ デプスゲージ
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シンドゲージ

renal hypoplasia
asystole，cardiac arrest，asystole，
cardiac standstill
syndecan
psychic energy
psychic trauma
trauma-and stressor-related
disorders
post traumatic stress disorder
（PTSD）
psychological satiation，
psychological mental satiation
extension
electrocardiograph
electrocardiogram（ECG）
distensibility，extensibility
extension reﬂex
advancement ﬂap
rotation advancement method
expanded polytetraﬂuoroethylene
membrane
concussion
penetration
vibration
osmotic pressure
osmometer
osmoreceptor
osmoregulation
osmotic concentration
osmotic diuresis
osmotic diuretic
pallesthesia，palmesthesia，
vibratory sensation
transducer
resonance frequency analysis
（RFA）
frequency
permeability
kidney dialysis patient
hemodialytic therapy
penetrance
drug with new administration
routes
nephrotoxicity
depth gauge

シンブオン

心内注射 シンナイチュウシャ
心内膜炎 シンナイマクエン
侵入 シンニュウ
侵入型固溶体 シンニュウガタコヨウタイ
針入度試験 シンニュウドシケン
侵入法 シンニュウホウ
侵入路 シンニュウロ
腎尿細管性アシドーシス ジンニョウサイカンセイアシドーシス
新ねたきり老人ゼロ作戦 シンネタキリロウジンゼロサクセン
信念
【心理】
塵肺 ジンパイ
心肺蘇生法

シンネン（シンリ）

シンパイソセイホウ

心拍 シンパク
心拍計 シンパクケイ
心拍出量 シンハクシュツリョウ
心拍数 シンパクスウ
心拍測定 シンパクソクテイ
新版 S-M 社会生活能力検査

intracardiac injection
endocarditis
invasive route，surgical approach，
penetration
interstitial solid solution
penetration test
surgical approach
invasive route
renal tubular acidosis（RTA）
new strategy for zero bedridden
elderly
belief
pneumoconiosis
cardiopulmonary resuscitation
（CPR）
heart beat，cardiac beat
heart rate meter
cardiac output
heart rate，cardiac rate
cardiotachometry
social maturity scale

シンパンエスエムシャカイセイカツノウリョクケンサ

新版 K 式発達検査

シンパンケーシキハッタツケンサ

真皮アレルギー シンピアレルギー
審美歯周外科治療 シンビシシュウゲカチリョウ
新皮質 シンヒシツ
新皮質系 シンヒシツケイ
審美修復 シンビシュウフク
審美障害

シンビショウガイ

審美性 シンビセイ
心肥大 シンヒダイ
審美的形態【義歯の】 シンビテキケイタイ（ギシノ）
審美的補綴 シンビテキホテツ
審美的要件【補綴装置の】 シンビテキヨウケン（ホテツソウチノ）
審美的要素【補綴装置の】 シンビテキヨウソ（ホテツソウチノ）
真皮内母斑 シンピナイボハン
審美ブラケット シンビブラケット
深部 シンブ
シンフィシス シンフィシス
深部温 シンブオン

Kyoto scale of psychological
development
dermis allergy
esthetic periodontal surgery
neocortex
neocortical system
esthetic restoration，
aesthetic restoration
esthetic dissatisfaction，
cosmetic disturbance
cosmetics，esthetics，aesthetics
hypercardia，cardiac hypertrophy
cosmetic feature
esthetic prostheses，
aesthetic prostheses
cosmetic requirement
cosmetic factor
intradermal nevus
clear bracket，esthetic bracket，
aesthetic bracket
deep part
symphysis
core temperature

329

シ

シンブカンカク

深部感覚 シンブカンカク
振幅 シンプク
深部静脈血栓症 シンブジョウミャクケッセンショウ
心不全 シンフゼン
腎不全 ジンフゼン
深部線量 シンブセンリョウ
深部線量曲線 シンブセンリョウキョクセン
深部線量百分率 シンブセンリョウヒャクブンリツ
深部線量分布 シンブセンリョウブンプ
深部体性痛 シンブタイセイツウ
新付着 シンフチャク
新付着術 シンフチャクジュツ

シ

深部痛 シンブツウ
深部反射 シンブハンシャ
シンプルセパレーター シンプルセパレーター
シンプレックスウイルス属 シンプレックスウイルスゾク
心ぺースメーカー シンペースメーカー
唇弁反転法 シンベンハンテンホウ
心房 シンボウ
心房圧 シンボウアツ
心房細動 シンボウサイドウ
心房性 シンボウセイ
心房性期外収縮 シンボウセイキガイシュウシュク
心房性頻拍 シンボウセイヒンパク
心房性不整脈 シンボウセイフセイミャク
心房粗動 シンボウソドウ
心房中隔欠損 シンボウチュウカクケッソン
心房中隔欠損症 シンボウチュウカクケッソンショウ
心房内伝導 シンボウナイデンドウ
蕁麻疹 ジンマシン
蕁麻疹様薬疹 ジンマシンヨウヤクシン
心マッサージ シンマッサージ
唇面窩洞 シンメンカドウ
新薬 シンヤク
新薬申請 シンヤクシンセイ
真陽性 シンヨウセイ
真陽性率 シンヨウセイリツ
新用量医薬品 シンヨウリョウイヤクヒン
心予備力 シンヨビリョク
信頼区間 シンライクカン
信頼係数 シンライケイスウ
信頼性 シンライセイ
信頼度 シンライド
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deep sensation
amplitude
deep vein thrombosis
cardiac failure，heart failure
renal insuﬃciency，renal failure
depth dose
depth dose curve
percentage depth dose（PDD）
depth dose distribution
deep somatic pain
new attachment
excisional new attachment
procedure（ENAP）
deep pain
deep reﬂex
simple separator
simplexvirus
cardiac pacemaker
labial rotation ﬂap
atrium
atrial pressure
atrial ﬁbrillation
atrial
premature atrial contraction（PAC）
atrial tachycardia
atrial arrhythmia
atrial ﬂutter，auricular ﬂutter
atrial septal defect
atrial septal defect
intra-atrial conduction，
intra-auricular conduction
urticaria
urticarial drug eruption
cardiac massage，heart massage
labial cavity
new drug
new drug application
true positive
true positive rate
drug with new doses
cardiac reserve
conﬁdence interval
reliability coeﬃcient
reliability
reliability

スイガイキンセ

心理学 シンリガク
心理学的障害 シンリガクテキショウガイ
心理学的脱感作 シンリガクテキダツカンサ
心理学的評価 シンリガクテキヒョウカ
心理劇 シンリゲキ
心理検査 シンリケンサ
心理社会的 シンリシャカイテキ
心理社会的疼痛検査 シンリシャカイテキトウツウケンサ
心理測定 シンリソクテイ
心理的ストレス シンリテキストレス
心理的特徴 シンリテキトクチョウ
心理テスト シンリテスト
心理物理色 シンリブツリショク
診療記録 シンリョウキロク
診療姿勢 シンリョウシセイ
診療室 シンリョウシツ
診療所 シンリョウジョ
診療情報 シンリョウジョウホウ
診療情報開示 シンリョウジョウホウカイジ
診療情報提供書 シンリョウジョウホウテイキョウショ

あ

あ

あ

診療設備 シンリョウセツビ
診療放射線技師 シンリョウホウシャセンギシ
診療報酬明細書 シンリョウホウシュウメイサイショ
診療補助行為 シンリョウホジョコウイ
診療録 シンリョウロク
診療録開示 シンリョウロクカイジ
心理療法 シンリリョウホウ
人類学 ジンルイガク
人類学的基準線 ジンルイガクテキキジュンセン
人類学的計測法 ジンルイガクテキケイソクホウ

あ

あ

psychology
psychological impairment
psychological desensitization
psychologic assessment
psychodrama
psychological test
psychosocial
psychosocial pain inventory
psychometry
psychological stress
psychological characteristics
psychological test
psychophysical color
protocol
working posture
examination room
clinic
clinical information
clinical information disclosure
clinical information provided
certiﬁcate
clinical equipment
radiological technologist，
radiology technician，
medical radiographer
health insurance claim
medical assisting
medical record
disclosure of medical record
psychotherapy
anthropology
anthropological base line
anthropometric method

ス

ス
水 スイ
随意運動 ズイイウンドウ
随意筋 ズイイキン
随意収縮 ズイイシュウシュク
髄液 ズイエキ
錘外筋線維 スイガイキンセンイ

ﬂuid
volitional movement
volitional muscle，
voluntary muscle
voluntary contraction
cerebrospinal ﬂuid（CSF）
extrafusal ﬁber，
extrafusal muscle ﬁber
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スイカイユソウ

水解輸送 スイカイユソウ
髄角 ズイカク
髄芽腫 ズイガシュ
髄下壁
【窩洞の】 ズイカヘキ（カドウノ）
髄管 ズイカン
水胸症 スイキョウショウ
水銀 スイギン
水銀縁 スイギンエン
水銀計量器 スイギンケイリョウキ
水銀合金比 スイギンゴウキンヒ
水銀蒸気 スイギンジョウキ
水銀性歯肉炎 スイギンセイシニクエン
水銀中毒 スイギンチュウドク
水銀中毒症

ス

スイギンチュウドクショウ

水銀中毒性口内炎 スイギンチュウドクセイコウナイエン
水銀補力 スイギンホリョク
水銀ランプ スイギンランプ
髄腔内注射法 ズイクウナイチュウシャホウ
水系感染 スイケイカンセン
水系感染病 スイケイカンセンビョウ
水硬性仮封材 スイコウセイカフウザイ
水硬性セメント スイコウセイセメント
水剤 スイザイ
水酸化カリウム スイサンカカリウム
水酸化カルシウム スイサンカカルシウム
水酸化カルシウム歯髄切断法

hydrolysis-related transport（HRT）
pulp horn
medulloblastoma
subpulpal wall
canalis radicis，medullary tube，
medullary canal
hydrothorax
mercury
mercury line
mercury dispenser
mercury-alloy ratio
mercury vapor
mercurial gingivitis
hydrargyria，hydrargyrism，
mercurialism，mercury intoxication，mercury poisoning
hydrargyria，hydrargyrism，
mercurialism，mercury intoxication，mercury poisoning
mercurial stomatitis
mercury intensify
mercury lamp
intrapulpal injection
water-borne infection
water-borne infection
hydraulic temporary sealing
material
water settable cement
solution
potassium hydroxide
calcium hydroxide
calcium hydroxide pulpotomy

スイサンカカルシウムシズイセツダンホウ

水酸化カルシウムセメント スイサンカカルシウムセメント
水酸化酵素 スイサンカコウソ
水酸化ナトリウム スイサンカナトリウム
水質 スイシツ
髄室 ズイシツ
水質汚濁 スイシツオダク
髄質化 ズイシツカ
髄室蓋 ➡ 天蓋 ズイシツガイ
髄室開拡 ズイシツカイカク
水質基準
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スイシツキジュン

calcium hydroxide cement
hydroxylase
sodium hydroxide
water quality
pulp chamber
water pollution
medullarization，medullation
roof of pulp chamber
access opening，
opening of pulp chamber，
access cavity preparation
water quality criteria

スイチョクカク

髄室穿孔 ズイシツセンコウ
髄室保持 ズイシツホジ
衰弱 スイジャク
水腫 ➡ 浮腫 スイシュ
水銃 スイジュウ
髄周象牙質 ズイシュウゾウゲシツ
水腫肺 スイシュハイ
水準化【心理】 スイジュンカ（シンリ）
水蒸気圧迫鋳造 スイジョウキアッパクチュウゾウ
水晶体後方線維増殖 スイショウタイコウホウセンイゾウショク
水晶体後方線維増殖症 スイショウタイコウホウセンイゾウショクショウ
髄床底 ズイショウテイ
髄床底穿孔 ズイショウテイセンコウ
髄上皮腫 ズイジョウヒシュ
推奨量【栄養素の】 スイショウリョウ（エイヨウソノ）
推進現象 スイシンゲンショウ
推進現象【義歯の】 スイシンゲンショウ（ギシノ）
水腎症 スイジンショウ
水性造影剤 スイセイゾウエイザイ
膵石 スイセキ
水洗完了試験 スイセンカンリョウシケン
水素イオン指数 スイソイオンシスウ
水素イオン濃度 スイソイオンノウド
膵臓 スイゾウ
吹送法 スイソウホウ
水素化 スイソカ
髄側軸側線角 ズイソクジクソクセンカク
髄側壁 ズイソクヘキ
水素結合 スイソケツゴウ
水滞 スイタイ
錐体外路系症状 スイタイガイロケイショウジョウ
錐体鼓室裂 スイタイコシツレツ
錐体細胞 スイタイサイボウ
錐体状骨折 スイタイジョウコッセツ
錐体鱗裂 スイタイリンレツ
垂直位 スイチョクイ
垂直 L 型滑動骨切り術 スイチョクエルガタカツドウコツキリジュツ
垂直加圧根管充塡法 スイチョクカアツコンカンジュウテンホウ
垂直角度

スイチョクカクド

perforation into pulp chamber
pulp chamber retention
weakness
edema
water syringe
circumpulpal dentin
wet lung
leveling
steam pressure casting
retrolenthal ﬁbroplasia（RLF）
retrolenthal ﬁbroplasia（RLF）
ﬂoor of pulp chamber，pulpal ﬂoor
perforation at pulp chamber ﬂoor
medulloepithelioma
recommended dietary allowance
（RDA）
sliding phenomenon
denture propulsion
hydronephrosis
water-soluble contrast agent，
water-soluble contrast medium，
water-soluble contrast media
pancreatic calculus
test for washing
hydrogen ion exponent，
power of hydrogen，
potential of hydrogen（pH）
hydrogen ion concentration
pancreas
insuﬄation
hydrogenation
pulpo-axial line angle
pulpal wall
hydrogen bond
ﬂuid retention，retained ﬂuid
extrapyramidal symptom
petrotympanic ﬁssure
pyramidal cell
pyramidal fracture
petrosquamosal ﬁssure
vertical position
vertical L sliding osteotomy
vertical condensation technique of
root canal ﬁlling
vertical angulation
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ス

スイチョクガタ

垂直型
【ターミナルプレーンの】

vertical plane type

スイチョクガタ（ターミナルプレーンノ）

垂直感染
垂直交換
垂直ゴム

スイチョクカンセン
スイチョクコウカン
スイチョクゴム

垂直歯槽骨延長術 スイチョクシソウコツエンチョウジュツ
垂直性骨吸収 ➡ 骨縁下欠損 スイチョクセイコツキュウシュウ
垂直性食片圧入 スイチョクセイショクヘンアツニュウ
垂直舌筋 スイチョクゼッキン
垂直的顎位 スイチョクテキガクイ
垂直的顎間関係 スイチョクテキガクカンカンケイ
垂直的角度【口内法】 スイチョクテキカクド（コウナイホウ）
垂直的過成長 スイチョクテキカセイチョウ
垂直的関係 スイチョクテキカンケイ

ス

垂直的コントロール スイチョクテキコントロール
垂直的上顎過成長 スイチョクテキジョウガクカセイチョウ
垂直的上顎高径 スイチョクテキジョウガクコウケイ
垂直的上顎劣成長 スイチョクテキジョウガクレツセイチョウ
垂直的ずれ スイチョクテキズレ
垂直的成長 スイチョクテキセイチョウ
垂直的成長パターン スイチョクテキセイチョウパターン
垂直的不全 スイチョクテキフゼン
垂直的プロービング スイチョクテキプロービング
垂直的問題点 スイチョクテキモンダイテン
垂直破折 スイチョクハセツ
垂直弁 スイチョクベン
垂直法
【ブラッシングの】 スイチョクホウ（ブラッシングノ）
垂直方向牽引型チンキャップ

vertical infection
vertical mode of replacement
vertical elastics，up-and-down
elastics，up-down elastics
vertical alveolar distraction
vertical bone resorption，angular
bone defect，vertical bone defect
vertical food impaction
vertical muscle of tongue
vertical mandibular position
vertical dimension of occlusion
vertical angle
vertical excess
vertical relationship，
vertical dimension
vertical control
vertical maxillary excess
vertical maxillary height
vertical maxillary deﬁciency
vertical deviation
vertical growth
vertical growth pattern
vertical deﬁciency
vertical probing
vertical problems
vertical fracture
vertical ﬂap
vertical brushing method
vertical chincap

スイチョクホウコウケンインガタチンキャップ

垂直埋伏智歯 スイチョクマイフクチシ
垂直マットレス縫合 スイチョクマットレスホウゴウ
推定 スイテイ
推定エネルギー必要量 スイテイエネルギーヒツヨウリョウ
推定平均必要量【栄養素】
スイテイヘイキンヒツヨウリョウ（エイヨウソ）

水痘 スイトウ
水頭症 スイトウショウ
スイドウスイ
水道水
水道水フッ化物濃度調整 ➡ 水道水フロリデーション

vertical impacted wisdom tooth
vertical mattress suture
estimation
estimated energy requirement
（EER）
estimated average requirement
（EAR）
chickenpox，varicella
hydrocephalus，hydrocephaly
tap water
water ﬂuoridation

スイドウスイフッカブツノウドチョウセイ

水道水フロリデーション
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スイドウスイフロリデーション

water ﬂuoridation

スイヘイヒガイ

水痘・帯状疱疹 スイトウタイジョウホウシン
水痘・帯状疱疹ウイルス スイトウタイジョウホウシンウイルス
水道法 スイドウホウ
水毒 スイドク
錘内筋線維 スイナイキンセンイ
随伴症状 ズイハンショウジョウ
水分過剰 スイブンカジョウ
水分枯渇 スイブンコカツ
水分出納 スイブンスイトウ
水分摂取 スイブンセッシュ
水分摂取量 スイブンセッシュリョウ
水分喪失 スイブンソウシツ
水分損失 スイブンソンシツ
水分貯留 スイブンチョリュウ
水分必要量 スイブンヒツヨウリョウ
水分平衡 スイブンヘイコウ
水分補給 スイブンホキュウ
水分補給過多 スイブンホキュウカタ
水平位 スイヘイイ
水平感染 スイヘイカンセン
水平基準軸 スイヘイキジュンジク
水平基準面 スイヘイキジュンメン
水平骨折 スイヘイコッセツ
水平歯槽骨延長術 スイヘイシソウコツエンチョウジュツ
水平性骨吸収

スイヘイセイコツキュウシュウ

水平性食片圧入 スイヘイセイショクヘンアツニュウ
水平線維【歯根膜の】 スイヘイセンイ（シコンマクノ）
水平智歯 スイヘイチシ
水平的顎位 スイヘイテキガクイ
水平的顎間関係 スイヘイテキガクカンカンケイ
水平的拡大【アーチの】 スイヘイテキカクダイ（アーチノ）
水平的角度【口内法】 スイヘイテキカクド（コウナイホウ）
水平的関係 スイヘイテキカンケイ
水平的傾斜 スイヘイテキケイシャ
水平的口蓋幅径 スイヘイテキコウガイフクケイ
水平的不調和 スイヘイテキフチョウワ
水平的プロービング スイヘイテキプロービング
水平的偏位 スイヘイテキヘンイ
水平的問題 スイヘイテキモンダイ
水平伝播 スイヘイデンパ
水平破折 スイヘイハセツ
水平被蓋 ➡ オーバージェット スイヘイヒガイ

varicella-zoster
varicella-zoster virus（VZV）
Water Supply Law
ﬂuid disturbance
intrafusal ﬁber，
intrafusal muscle ﬁber
accessory symptom
overhydration
water depletion
water balance
ﬂuid intake，water intake
ﬂuid intake，water intake
water depletion，water loss
water loss
water retention
water requirement
water balance
hydration
overhydration
horizontal position
horizontal infection
transverse horizontal axis
horizontal plane of reference
horizontal fracture
horizontal alveolar distraction
osteogenesis
horizontal bone resorption，
horizontal bone defect
horizontal food impaction
horizontal ﬁber
horizontal wisdom tooth
horizontal mandibular position
maxillomandibular relationship
transverse expansion of arch
horizontal angle
transverse relationship
transverse cant
transpalatal width
transverse discrepancies
horizontal probing
transverse deviation
transverse problems
horizontal transmission
horizontal fracture
horizontal overlap，overjet

ス

335

スイヘイホウ

水平法
【ブラッシングの】
水平埋伏智歯

スイヘイホウ（ブラッシングノ）

スイヘイマイフクチシ

水平マットレス縫合 スイヘイマットレスホウゴウ
水平マットレス縫合法 スイヘイマットレスホウゴウホウ
水平面 スイヘイメン

ス

水平面投影像 スイヘイメントウエイゾウ
水疱 スイホウ
水疱性口内炎 スイホウセイコウナイエン
水疱性鼓膜炎 スイホウセイコマクエン
水疱性発疹 スイホウセイホッシン
髄膜 ズイマク
髄膜炎 ズイマクエン
髄膜炎菌 ズイマクエンキン
髄膜刺激徴候 ズイマクシゲキチョウコウ
睡眠関連呼吸障害 スイミンカンレンコキュウショウガイ
睡眠指針 スイミンシシン
睡眠時随伴症 スイミンジズイハンショウ
睡眠時無呼吸症候群 スイミンジムコキュウショウコウグン
睡眠障害 スイミンショウガイ
睡眠障害国際分類 スイミンショウガイコクサイブンルイ
睡眠ペプチド スイミンペプチド
髄様癌 ズイヨウガン
髄様骨腫 ズイヨウコツシュ
髄様腫脹 ズイヨウシュチョウ
水溶性グルカン スイヨウセイグルカン
水溶性造影剤 スイヨウセイゾウエイザイ
水溶性モノマー スイヨウセイモノマー
水力タービンエンジン スイリョクタービンエンジン
水和 スイワ
水和殻 スイワカク
水和水 スイワスイ
水和物 スイワブツ
スウィベラーゼ スウィベラーゼ
スウェーディッシュバナナ ➡ ポッセルトの図形

back-and-forth stroke brushing
method，
horizontal brushing method
horizontally impacted wisdom
tooth
horizontal mattress suture
horizontal mattress suture
horizontal plane，
horizontal reference plane
horizontal projection
bulla
vesicular stomatitis
bullous myringitis
bullous rash
meninges
meningitis
Neisseria meningitidis
meningeal sign，
meningeal irritation sign
sleep related breathing disorders
guide for healthy sleep
parasomnia
sleep apnea syndrome（SAS）
sleep disorders
international classiﬁcation of sleep
disorders（ICSD）
sleep peptide
medullary carcinoma
osteoma medullare
medullary swelling
water-soluble glucan
water-soluble contrast agent，
water-soluble contrast medium，
water-soluble contrast media
water-soluble monomer
water turbine engine
hydration
hydration shell
hydrated water，hydration water
hydrate
swivelase
swedish banana

スウェーディッシュバナナ

皺線 スウセン
数値化スケール
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スウチカスケール

wrinkle line
numeric rating scale（NRS）

スクリューコテ

数値分類 スウチブンルイ
スーパーインポーズ法 ➡ 重ね合わせ

numerical classiﬁcation
superimposition，superiposing

スーパーインポーズホウ

スーパーオキシドジスムターゼ

superoxide dismutase

スーパーオキシドジスムターゼ

スーパー抗原 スーパーコウゲン
スーパーパルス スーパーパルス
スープラバルジクラスプ ➡ 歯冠型クラスプ

superantigen
super pulse
suprabulge clasp

スープラバルジクラスプ

皺壁象牙質 スウヘキゾウゲシツ
SCSI スカジー
スカトール スカトール
スキサメトニウム塩化物水和物
スキサメトニウムエンカブツスイワブツ

ズキズキ痛 ズキズキツウ
隙間腐食 スキマフショク
スキャナー スキャナー
スキャフォールド スキャフォールド
スキャモンの臓器別発育曲線
スキャモンノゾウキベツハツイクキョクセン

スキャロップインプラント スキャロップインプラント
スキャロップ状切開 スキャロップジョウセッカイ
スキャン スキャン
スキャン時間 スキャンジカン
スキャンマトリックス スキャンマトリックス
すくい角 スクイカク
スクーグ法 スクーグホウ
スクエアワイヤー スクエアワイヤー
スクラーゼ スクラーゼ
スクラビング法【ブラッシングの】

plicidentin
small computer system interface
skatole
succinylcholine，succinylcholine
chloride，succinylcholine chloride hydrate，suxamethonium，
suxamethonium chloride
throbbing pain
crevice corrosion
scanner
scaﬀold
Scammon growth curves，Scammon organic growth curves
scalloped implant
scallop shaped incision
scanning，scan
scan time
scan matrix
rake angle
Skoog method
square wire
sucrase
scrubbing method

スクラビングホウ（ブラッシングノ）

スクリーニング スクリーニング
スクリーニング検査 スクリーニングケンサ
スクリーニングレベル【健康診断の】

screening
screening test
screening-level

スクリーニングレベル（ケンコウシンダンノ）

スクリーングリッド スクリーングリッド
スクリーン・フィルム系 スクリーンフィルムケイ
スクリーンモトル スクリーンモトル
スクリュー型インプラント スクリューガタインプラント
スクリュー固定式 スクリューコテイシキ
スクリュー固定式上部構造 スクリューコテイシキジョウブコウゾウ
スクリュー固定法

スクリューコテイホウ

screen grid
screen ﬁlm system
screen mottle
screw type implant
screw-retained
ﬁxed screw type implant
superstructure
screw ﬁxation
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ス

スクリュータッ

スクリュータップ スクリュータップ
スクリューピン スクリューピン
すくわれ【鋳造欠陥の】 スクワレ（チュウゾウケッカンノ）
スケーラー スケーラー
スケーリング・ルートプレーニング

screw tap
screwed pin
scab，investment breakdown
scaler
scaling and root planing（SRP）

スケーリングルートプレーニング

スケルトン スケルトン
スケルトンタイプスクリュー スケルトンタイプスクリュー
スケレタルアンカレッジ スケレタルアンカレッジ
スコポラミン臭化水素酸塩水和物
スコポラミンシュウカスイソサンエンスイワブツ

すこやか親子 21
頭重感 ズジュウカン

ス

スコヤカオヤコニジュウイチ

鈴木・ビネー式知能検査 スズキビネーシキチノウケンサ
スズ箔 スズハク
スズメッキ スズメッキ
すすり込み ススリコミ
スタージ・ウェーバー症候群 スタージウェーバーショウコウグン
スターダー副子 スターダーフクシ
スターリングの心臓の法則 スターリングノシンゾウノホウソク
スタイナー分析 スタイナーブンセキ
スタイレット スタイレット
スタインハルト徴候 スタインハルトチョウコウ
スタインマン牽引釘 スタインマンケンインテイ
スタティックパラトグラフィー スタティックパラトグラフィー
スタティックマーク スタティックマーク
スタディモデル ➡ 研究用模型 スタディモデル
スタテリン スタテリン
スタビライジングアーチワイヤー

skeleton
skeleton type screw
skeletal anchorage system
scopolamine，scopolamine
hydrobromide hydrate
Healthy Child and Parent 21
heavy-headed feeling，
dull headache
Suzuki-Binet test
tin foil
tin plating
sipping
Sturge-Weber syndrome
Stadar splint
Starling law of heart
Steiner analysis，
Steiner cephalometric analysis
stilet
Steinhardt sign
Steinmann pin
static palatography
static mark
study cast，study model，
diagnostic cast
statherin
stabilizing archwire

スタビライジングアーチワイヤー

スタビライジングプレート スタビライジングプレート
スタビライズドブレードインプラント

stabilizing plate
stabilized blade implant

スタビライズドブレードインプラント

スタビライゼーションスプリント

stabilization sprint

スタビライゼーションスプリント

スタフネ腔 スタフネクウ
スタンダードエッジワイズ装置 スタンダードエッジワイズソウチ
スタンダードブラケット スタンダードブラケット
スタンダードプリコーション スタンダードプリコーション
スタンダードプレコーション ➡ スタンダード
プリコーション スタンダードプレコーション
スタンプバー スタンプバー
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Stafne cavity
standard edgewise appliance
standard bracket
standard precautions
standard precautions
stump bur

ストリップ

スチールストリップ スチールストリップ
スチールバー スチールバー
スチューデントの t 検定 スチューデントノティーケンテイ
頭痛 ズツウ
ステアリン酸 ステアリンサン
スティーブンス・ジョンソン症候群

steel strip
steel bur
Student's t-test
headache，cephalgia
stearic acid
Stevens-Johnson syndrome

スティーブンスジョンソンショウコウグン

スティグマ【心理】 スティグマ（シンリ）
スティッキーフィッシャー スティッキーフィッシャー
スティッキーワックス スティッキーワックス
スティックラー症候群 スティックラーショウコウグン
スティップリング スティップリング
スティルマン改良法【ブラッシングの】

stigma
sticky ﬁssure
sticky wax
Stickler syndrome
stippling
modiﬁed Stillman method

スティルマンカイリョウホウ（ブラッシングノ）

スティルマンのクレフト スティルマンノクレフト
スティルマン法【ブラッシングの】

Stillman's cleft
Stillman method

スティルマンホウ（ブラッシングノ）

ステイン【陶材・レジンの】 ステイン（トウザイレジンノ）
ステークホルダー ステークホルダー
ステージ 2 移送 ステージツーイソウ
ステージドアプローチ ステージドアプローチ
ステージ 1 移送 ステージワンイソウ
ステージング ステージング
ステップウェッジ ステップウェッジ
ステップ関数 ステップカンスウ
ステップタブレット ステップタブレット
ステップバック形成法 ステップバックケイセイホウ
ステップベンド ステップベンド
ステノン管 ステノンカン
ステファン曲線 ステファンキョクセン
ステロイドカバー ステロイドカバー
ステロイド糖尿 ステロイドトウニョウ
ステロイド糖尿病 ステロイドトウニョウビョウ
ステロイドホルモン ステロイドホルモン
ステント ステント
ステンレス鋼 ステンレスコウ
ステンレスワイヤー ステンレスワイヤー
ストッパー【根管器具の】 ストッパー（コンカンキグノ）
ストップベンド ストップベンド
ストミオン【セファロ分析の】 ストミオン（セファロブンセキノ）
ストラップ ストラップ
ストリークアーチファクト ストリークアーチファクト
ストリッピング ストリッピング
ストリッピングフィルム ストリッピングフィルム
ストリップ ストリップ

stain，stain for porcelain or resin
stakeholders
stage 2 transport
staged approach
stage 1 transport
staging
step wedge
step function
step tablet
step-back preparation technique
step bend
Stenon duct
Stephan curve
steroid cover
steroid diabetes
steroid diabetes
steroid hormone
stent
stainless steel
stainless steel wire
stopper
stop bend
Stomion（Sto）
strap
streak artifact
stripping
stripping ﬁlm
strip
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ス

ストリップパー

ストリップパーフォレーション【根管の】

strip perforation

ストリップパーフォレーション（コンカンノ）

ストレインゲージ ストレインゲージ
ストレートドームドクロスカットバー

strain gauge
straight domed crosscut bur

ストレートドームドクロスカットバー

ストレートハンドピース ストレートハンドピース
ストレートフィッシャーバー ストレートフィッシャーバー
ストレートプルヘッドギア ストレートプルヘッドギア
ストレートベベル ストレートベベル
ストレートワイヤーブラケット ストレートワイヤーブラケット
ストレートワイヤー法 ストレートワイヤーホウ

ス

ストレス ストレス
ストレスチェック ストレスチェック
ストレスマーク ストレスマーク
ストレッチャー ストレッチャー
ストレッチング ストレッチング
ストレッチングプライヤー ストレッチングプライヤー
ストレプトキナーゼ ストレプトキナーゼ
Streptococcus salivarius ストレプトコッカスサリバリウス
Streptococcus sanguinis ストレプトコッカスサングイニス
Streptococcus sobrinus ストレプトコッカスソブリナス
Streptococcus mutans ストレプトコッカスミュータンス
ストレプトゾトシン ストレプトゾトシン
ストレプトマイシン ストレプトマイシン
ストレプトリジン S ストレプトリジンエス
ストレプトリジン O ストレプトリジンオー
ストロメリシン ストロメリシン
ストロンチウム ストロンチウム
スナイダーテスト スナイダーテスト
スナップ印象 ➡ 概形印象 スナップインショウ
スナブノーズプライヤー スナブノーズプライヤー
スニップ ➡ 一塩基多型 スニップ
スパー スパー
スパークチェンバー スパークチェンバー
スパイク電位 スパイクデンイ
スパイラルインプラント スパイラルインプラント
スパイラル CT スパイラルシーティー
スパイラルドリル スパイラルドリル
スパイラルワイヤー スパイラルワイヤー
スパイログラム スパイログラム
スパズム スパズム
スパチュラ スパチュラ
スパッタリング法 スパッタリングホウ
スパルフロキサシン スパルフロキサシン
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straight handpiece
straight ﬁssure bur
straight-pull headgear
straight bevel
straight wire bracket
straight wire appliance，
straight wire technique
stress
stress check test
stress mark
stretcher
stretching
streching pliers
streptokinase

streptozocin，streptozotocin
streptomycin，streptomycin sulfate
streptolysin S
streptolysin O
stromelysin
strontium
Snyder test
snap impression
snub-nosed pliers
single nucleotide polymorphism
spur
spark chamber
spike potential
spiral impant
spiral CT
spiral drill
spiral wire
spirogram
myospasm，spasm
spatula
sputtering method
sparﬂoxacin

スペクチノマイ

スピアマン順位相関 スピアマンジュンイソウカン
スピーキングバルブ スピーキングバルブ
スピーチエイド スピーチエイド
スピー彎曲 スピーワンキョク
スピクラ スピクラ
スピットン スピットン
スピラマイシン スピラマイシン
スピルウェイ スピルウェイ
スピロノラクトン スピロノラクトン
スピロヘータ スピロヘータ
スピン スピン
スピンエコー スピンエコー
スピン角運動量 スピンカクウンドウリョウ
スピン - 格子緩和時間 スピンコウシカンワジカン
スピン - スピン緩和時間

スピンスピンカンワジカン

スフィンゴ脂質 スフィンゴシシツ
スフィンゴシン スフィンゴシン
スフィンゴミエリン スフィンゴミエリン
スフィンゴリピドーシス スフィンゴリピドーシス
スプーンエキスカベーター スプーンエキスカベーター
スプーンデンチャー スプーンデンチャー
スフェロプラスト スフェロプラスト
スプライシング スプライシング
スプライス部位 スプライスブイ
スプリットキャスト スプリットキャスト
スプリットキャスト法 スプリットキャストホウ
スプリットクレスト スプリットクレスト
スプリットクレスト法 スプリットクレストホウ
スプリットバー スプリットバー
スプリングエイト スプリングエイト
スプリングリテーナー スプリングリテーナー
スプリンティング スプリンティング
スプリント スプリント
スプリント療法 スプリントリョウホウ
スプルー線 スプルーセン
スプレッダー スプレッダー
スぺーサー スペーサー
スペース分析 スペースブンセキ
スペースメーキング スペースメーキング
スペースリゲーナー スペースリゲーナー
スペクチノマイシン塩酸塩水和物
スペクチノマイシンエンサンエンスイワブツ

Spearman rank correlation
speaking valve
speech aid
Spee curve，curve of Spee
spicula
spittoon
spiramycin，spiramycin acetate
spillway
spironolactone
spirochetes
spin
spin echo（SE）
spin angular momentum
longitudinal relaxation time，
spin-lattice relaxation time
transverse relaxation time，
spin-spin relaxation time，T2
sphingolipid
sphingosine
sphingomyelin
sphingolipidosis
spoon excavator
spoon denture
spheroplast
splicing
splice site
split cast
split cast method
split crest
split crest technique
split bar
spring-8
spring retainer
splinting
splint
splint therapy
sprue former，sprue pin
spreader
spacer
space analysis
space making
space regainer
spectinomycin，spectinomycin
hydrochloride，spectinomycin
hydrochloride hydrate
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スペクトル

スペクトル スペクトル
スペクトロスコピー スペクトロスコピー
スベドベリ単位【沈降係数】 スベドベリタンイ（チンコウケイスウ）
滑り運動 スベリウンドウ
スペルミジン スペルミジン
スペルミン スペルミン
スポイラーグラディエント スポイラーグラディエント
スポイラーパルス スポイラーパルス
スポーツ外傷 スポーツガイショウ
スポットウェルダー スポットウェルダー
スポットサイズ スポットサイズ
スポンジブラシ スポンジブラシ
スマッシュ スマッシュ

ス

スミス・ベル法 スミスベルホウ
スミヤー層 スミヤーソウ
スミヤープラグ スミヤープラグ
スムージング スムージング
素焼き スヤキ
スライス厚 スライスアツ
スライスカット スライスカット
スライス間隔 スライスカンカク
スライス面 スライスメン
スライディングキャリパス スライディングキャリパス
スライディングジグ スライディングジグ
スライディングフック スライディングフック
スライディングプレート スライディングプレート
スライディングメカニクス スライディングメカニクス
スライディングヨーク スライディングヨーク
スラブ スラブ
スリーインサイザー スリーインサイザー
スリーウェイシリンジ スリーウェイシリンジ
スリージョープライヤー スリージョープライヤー
スリーステップ接着システム スリーステップセッチャクシステム
3D イメージング スリーディーイメージング
3DS スリーディーエス
3DFT ➡ 三次元フーリエ変換 スリーディーエフティー
3D 化学シフトイメージング
スリーディーカガクシフトイメージング

3D ケミカルシフトイメージング ➡ 3D 化学シフト
イメージング スリーディーケミカルシフトイメージング
3D 高速グラディエントエコー
スリーディーコウソクグラディエントエコー
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spectrum
spectroscopy
Svedberg unit
gliding movement
spermidine
spermine
spoiler gradient
spoiler pulse
sports injury，athletic injury
spot welder
spot size
sponge brush
simultaneous acquisition of spatial
harmonics（SMASH）
Smith-Bell method
smear layer
smear plug
smoothing
biscuit
slice thickness
slice-cut
slice interval，slice spacing
slice surface
sliding calipers
sliding jig
sliding hook
sliding plate，posterior bite plate
sliding mechanics
sliding yoke
slab
three incisors
three-way syringe
three jaw pliers
three-step bonding system
3D imaging
dental drug delivery system
three-dimensional Fourier transform，three-dimensional Fourier
transformation
3D chemical shift imaging（3D
CSI）
3D chemical shift imaging（3D
CSI）
3D fast gradient echo（3D FGRE）

あ
3D 高速スピンエコー スリーディーコウソクスピンエコー
3D 撮像法 スリーディーサツゾウホウ
3D 投影再構成法 スリーディートウエイサイコウセイホウ
3D プリンター スリーディープリンター
スリーピング スリーピング
スリーブ スリーブ
スリープスプリント ® スリープスプリント
3MIX スリーミックス
すりガラス像 スリガラスゾウ
すりガラス様像 スリガラスヨウゾウ
刷り込み スリコミ
スリット スリット
スリップジョイント スリップジョイント
スルーダー症候群 スルーダーショウコウグン
スルーレート スルーレート
スルタミシリン スルタミシリン
鋭い痛み スルドイイタミ
スルピリン水和物 スルピリンスイワブツ
スルファターゼ スルファターゼ
スルファチド スルファチド
スルフィン酸起媒方式【レジンの】
スルフィンサンキバイホウシキ（レジンノ）

あ

あ

あ

あ

スルフヘモグロビン血症 スルフヘモグロビンケッショウ
スルホンアミド スルホンアミド
すれ違い咬合 スレチガイコウゴウ
スレッドインプラント スレッドインプラント
スロット【ブラケットの】 スロット（ブラケットノ）
スロットサイズ【ブラケットの】 スロットサイズ（ブラケットノ）
スワブテスト スワブテスト
スワン・ガンツ・カテーテル スワンガンツカテーテル
スワンネック変形 スワンネックヘンケイ
寸法安定性 スンポウアンテイセイ
寸法精度 スンポウセイド

あ

セイカガクテキ

3D fast spin echo（3D FSE）
3D imaging
3D projection reconstruction
method
3D printer
sleeping
sleeve
Sleep Splint®
three mix
ground glass appearance
ground glass like appearance
imprinting
slit
slip joint
Sluder syndrome
slew rate
sultamicillin，
sultamicillin tosylate，
sultamicillin tosylate hydrate
sharp pain
sulpyrine，sulpyrine hydrate
sulfatase
sulfatide
sulﬁnic acid activating system

セ

sulfhemoglobinemia
sulfonamide
non-vertical stop occlusion
threaded implant
slot
slot size
swab test
Swan-Ganz catheter
swanneck deformity
dimensional stability
dimensional accuracy

セ
聖アポロニア セイアポロニア
正位移植 セイイイショク
正円孔 セイエンコウ
生化学的過程 セイカガクテキカテイ
生化学的拮抗 セイカガクテキキッコウ

St. Apollonia
orthotopic transplantation
foramen rotundum
biochemical process
biochemical antagonism
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セイカガクテキ

生化学的酸素要求量

セイカガクテキサンソヨウキュウリョウ

性格
【心理】 セイカク（シンリ）
性格因子 セイカクインシ
正確確率検定 セイカクカクリツケンテイ
性格障害 セイカクショウガイ
正確度 セイカクド
星芽腫 セイガシュ
生活援助 セイカツエンジョ
生活活動強度 セイカツカツドウキョウド
生活関連活動 セイカツカンレンカツドウ
生活機能 セイカツキノウ
生活歯 セイカツシ
生活指導【歯科疾患予防の】
生活歯漂白 セイカツシヒョウハク

セ

セイカツシドウ（シカシッカンヨボウノ）

生活習慣 セイカツシュウカン
生活習慣指導 セイカツシュウカンシドウ
生活習慣病 セイカツシュウカンビョウ
生活周期 セイカツシュウキ
生活断髄法 セイカツダンズイホウ
生活年齢 セイカツネンレイ
生活の質 ➡ QOL セイカツノシツ
生活反応 セイカツハンノウ
生活反応層 セイカツハンノウソウ
生活不活発病 ➡ 廃用症候群 セイカツフカッパツビョウ
生活保護 セイカツホゴ
生活保護法 セイカツホゴホウ
生活リズム セイカツリズム
生活領域 セイカツリョウイキ
生活力薄弱 セイカツリョクハクジャク
生活歴 セイカツレキ
性感染症 セイカンセンショウ
性器出血 セイキシュッケツ
正規性 セイキセイ
正規分布 セイキブンプ
正球性貧血 セイキュウセイヒンケツ
静菌作用 セイキンサヨウ
生菌数 セイキンスウ
生菌数算定 セイキンスウサンテイ
成形歯冠修復材料 セイケイシカンシュウフクザイリョウ
成形修復 セイケイシュウフク
成形築造 セイケイチクゾウ
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biochemical oxygen demand
（BOD）
character
character factor
exact test
character disorder
accuracy，diagnostic accuracy
astroblastoma
life support
level of physical activity
activities parallel to daily living
（APDL）
living function
vital tooth
medical control of life
vital tooth bleaching，vital tooth
whitening
life style，life habit
medical control of life-style
life style related disease
life cycle
vital pulp amputation，
vital pulpotomy
career age
quality of life（QOL）
vital reaction
zone of vital reaction
disuse syndrome
livelihood protection
Daily Life Security Law
rhythm of life
life areas
debilitas vitae
life history，history of life
sexually transmitted disease（STD）
genital bleeding
normality
normal distribution
normocytic anemia
bacteriostatic action
viable cell count
viable cell count
plastic restoration material
plastic ﬁlling
plastic build up

セイジョウサイ

正経路【補体活性化の】
生検 セイケン
制限 セイゲン
制限検査 セイゲンケンサ
制限酵素 セイゲンコウソ

セイケイロ（ホタイカッセイカノ）

生検針 セイケンシン
正弦波チャート セイゲンハチャート
生合成 セイゴウセイ
性差
【基準値の】 セイサ（キジュンチノ）
製剤 セイザイ
製剤室 セイザイシツ
製剤設計 セイザイセッケイ
生細胞数 セイサイボウスウ
生細胞数算定 セイサイボウスウサンテイ
製剤見本 セイザイミホン
制酸薬 セイサンヤク
生歯 ➡ 萌出 セイシ
静止期【細胞増殖の】 セイシキ（サイボウゾウショクノ）
清拭剤 セイシキザイ
正色素性正球性貧血 セイシキソセイセイキュウセイヒンケツ
正色素性貧血 セイシキソセイヒンケツ
生歯困難 セイシコンナン
静止質量エネルギー セイシシツリョウエネルギー
静止性骨空洞 セイシセイコツクウドウ
静止軟骨細胞層 セイシナンコツサイボウソウ
生歯熱 ➡ 萌出熱 セイシネツ
静磁場 セイジバ
静止膜電位 セイシマクデンイ
脆弱 X 症候群 ゼイジャクエックスショウコウグン
脆弱骨 ゼイジャクコツ
制臭作用 セイシュウサヨウ
成熟 セイジュク
成熟型嚥下 セイジュクガタエンゲ
正常圧水頭症

セイジョウアツスイトウショウ

正常血液量 セイジョウケツエキリョウ
正常血液量性ショック セイジョウケツエキリョウセイショック
正常咬合 セイジョウコウゴウ
正常呼吸 セイジョウコキュウ
正常細菌叢 セイジョウサイキンソウ
星状細胞 セイジョウサイボウ
星状細胞腫 セイジョウサイボウシュ

classical pathway
biopsy
restriction
limited examination
restriction endonuclease，
restriction enzyme
biopsy needle
sine wave chart
biosynthesis
sexual diﬀerence，gender
pharmaceutical
manufacturing laboratory
dosage form design，drug design
viable cell count
viable cell count
preparation examples
antacid
dentition
stationary phase
cleaning agent
normochromic normocytic anemia
normochromic anemia
diﬃcult eruption
rest mass energy
static bone cavity
zone of resting chondrocyte
teething fever
static magnetic ﬁeld，Bo
resting potential，
resting membrane potential
fragile X syndrome
brittle bone
deodorant action
maturation
mature swallowing，
adult-type swallowing
normal pressure hydrocephalus
（NPH）
normovolemia
normovolemic shock
normal occlusion
eupnea
normal ﬂora
stellate cell
astrocytoma
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セ

セイジョウシキ

正常色覚 セイジョウシキカク
正常歯髄 セイジョウシズイ
正常歯肉 セイジョウシニク
星状神経節ブロック セイジョウシンケイセツブロック
星状体 セイジョウタイ
正常値 セイジョウチ
青少年 セイショウネン
正常発育 セイジョウハツイク
星状網
【エナメル器の】 セイジョウモウ（エナメルキノ）
生殖 セイショク
生殖器型【スキャモンの臓器別発育曲線の】

normal color vision
normal pulp，intact pulp
normal gingiva
stellate ganglion block
asteroid body
normal value
young adult
normal development
stellate reticulum
reproduction
genital type

セイショクキガタ（スキャモンノゾウキベツハツイクキョクセンノ）

セ

生殖菌糸 セイショクキンシ
青色細胞 セイショクサイボウ
青色歯 セイショクシ
整色性
【感光材料の】 セイショクセイ（カンコウザイリョウノ）
生殖腺 セイショクセン
生殖腺線量 セイショクセンセンリョウ
生殖腺被曝 セイショクセンヒバク
青色母斑 セイショクボハン
精神 セイシン
成人 セイジン
精神医学 セイシンイガク
精神医学的条件 セイシンイガクテキジョウケン
精神異常発現薬 セイシンイジョウハツゲンヤク
精神運動発作 セイシンウンドウホッサ
精神衛生 セイシンエイセイ
成人型嚥下 ➡ 成熟型嚥下 セイジンガタエンゲ
精神鑑定 セイシンカンテイ
成人期 セイジンキ
精神機能検査 セイシンキノウケンサ
静真菌薬 セイシンキンヤク
精神健康度 セイシンケンコウド
精神交互作用 セイシンコウゴサヨウ
成人呼吸促迫症候群 セイジンコキュウソクハクショウコウグン
精神作用薬 セイシンサヨウヤク
成人歯科保健 セイジンシカホケン
精神障害 セイシンショウガイ
精神障害者 セイシンショウガイシャ
精神障害者保健福祉手帳
セイシンショウガイシャホケンフクシテチョウ
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reproductive hypha
blue cell
blue tooth
orthochromatism
gonad
gonadal dose
gonadal exposure
blue nevus
mind
adult
psychiatry，psychological medicine
psychiatric conditions
psychedelic drug，
psychotomimetic drug
psychomotor seizure
mental hygiene
adult-type swallowing
psychiatric evidence
adulthood
examination of mental function
fungistatic
mental sanity
psychic interaction
adult respiratory distress syndrome
（ARDS）
psychomimetic agent
adult dental health
mental disorder
mentally disabled person，
mentally challenged person
mentally disabled person's certiﬁcate，mentally disabled person's
handbook

セイセンショク

精神状態 セイシンジョウタイ
精神神経学的疾患 セイシンシンケイガクテキシッカン
精神神経症 セイシンシンケイショウ
精神身体歯科学 セイシンシンタイシカガク
成人性歯周炎 セイジンセイシシュウエン
成人性歯肉囊胞 セイジンセイシニクノウホウ
精神性発汗 セイシンセイハッカン
精神遅滞 セイシンチタイ
精神鎮静法 セイシンチンセイホウ
成人 T 細胞白血病 セイジンティーサイボウハッケツビョウ
成人 T 細胞リンパ腫 セイジンティーサイボウリンパシュ
精神的依存 セイシンテキイゾン
精神的ケア セイシンテキケア
精神的発育 セイシンテキハツイク
精神電流反射 セイシンデンリュウハンシャ
精神年齢 セイシンネンレイ
精神発達 セイシンハッタツ
精神病 セイシンビョウ
成人病 セイジンビョウ
精神病質 セイシンビョウシツ
精神賦活薬 セイシンフカツヤク
精神保健 セイシンホケン
成人保健 セイジンホケン
成人保健事業 セイジンホケンジギョウ
精神保健対策 セイシンホケンタイサク
精神保健福祉士 セイシンホケンフクシシ
正診率 セイシンリツ
成人量 セイジンリョウ
精神療法 セイシンリョウホウ
成人・老人歯科保健 セイジンロウジンシカホケン
成人・老人保健 セイジンロウジンホケン
脆性 ゼイセイ
脆性材料 ゼイセイザイリョウ
精製水 セイセイスイ
精製ツベルクリンタンパク質 セイセイツベルクリンタンパクシツ
脆性破壊 ゼイセイハカイ
生成物阻害 セイセイブツソガイ
性腺機能低下 セイセンキノウテイカ
性腺機能低下症 セイセンキノウテイカショウ
性腺刺激ホルモン セイセンシゲキホルモン
性染色質 セイセンショクシツ
正染色質 セイセンショクシツ
性染色体 セイセンショクタイ

psychological condition
psychoneurological disease
psychoneurosis
psychosomatic dentistry
adult periodontitis
gingival cyst of adults
mental sweating
mental retardation
psychosedation
adult T-cell leukemia（ATL）
adult T-cell lymphoma
psychological dependence
psychological care
psychological development
galvanic skin reﬂex（GSR）
mental age
mental development
psychosis
adult disease
psychopathy
psychostimulant，psychoanaleptic
mental health
adult health care
adult health project
mental health measure
psychiatric social worker（PSW）
diagnostic accuracy
adult dose
psychotherapy
dental health care for adult and the
elderly
health care for adult and the elderly
brittleness
brittle material
puriﬁed water
puriﬁed protein derivative（PPD）
of tuberculin
brittle fracture
product inhibition
hypogonadism
hypogonadism
gonadotropic hormone
sex chromatin
euchromatin
sex chromosome
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セ

セイセンモウ

性線毛 セイセンモウ
製造承認 セイゾウショウニン
製造承認基準 セイゾウショウニンキジュン
清掃性食品 セイソウセイショクヒン
清掃不能部位 セイソウフノウブイ
生存曲線 セイゾンキョクセン
生存権 セイゾンケン
生存率 セイゾンリツ
声帯 セイタイ
生体安全性 セイタイアンゼンセイ
生態学 セイタイガク
生態学的研究 セイタイガクテキケンキュウ
生体活性 セイタイカッセイ
生体活性ガラス セイタイカッセイガラス
成体幹細胞 ➡ 体性幹細胞 セイタイカンサイボウ
生体観察 セイタイカンサツ
生体機能検査 セイタイキノウケンサ
生体吸収性 ➡ 生分解性 セイタイキュウシュウセイ

セ

生体吸収性材料

セイタイキュウシュウセイザイリョウ

生体許容性 セイタイキョヨウセイ
生態系 セイタイケイ
生体計測 セイタイケイソク
生体高分子材料 セイタイコウブンシザイリョウ
生体材料 セイタイザイリョウ
生体色素 セイタイシキソ
生体情報モニタ セイタイジョウホウモニタ
生体触媒 セイタイショクバイ
声帯振動 セイタイシンドウ
生体成分 セイタイセイブン
生体染色 セイタイセンショク
静態像 セイタイゾウ
生体相互作用 セイタイソウゴサヨウ
生体組織工学 ➡ 組織工学 セイタイソシキコウガク
生体適合性 セイタイテキゴウセイ
生体内 セイタイナイ
生体内活性材料 セイタイナイカッセイザイリョウ
生体内許容性材料 セイタイナイキョヨウセイザイリョウ
声帯内転 セイタイナイテン
生体内非活性材料 セイタイナイヒカッセイザイリョウ
生体内分解性材料 セイタイナイブンカイセイザイリョウ
生体不活性 セイタイフカッセイ
生体防御機構 セイタイボウギョキコウ
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sex pili
manufacturing approval
manufacturing licence standards
cleansing foods，detersive foods
uncleansable area
survival curve
right to life，right to live，
fundamental right to live
survival rate
vocal cord
biosafety
ecology
ecological study
bioactivity
bioactive glass
adult stem cell
somatoscopy
biofunction test
biological absorbable，
bioabsorbable
bioabsorbable material，
bioresorbable material
biotolerance
ecosystem
biometry
biopolymeric material
biomaterial
endogenous pigment
patient monitor，medical monitor
biocatalysators
vocal cord vibration
biocomponent
vital stain
static image
tissue interaction
tissue engineering
biocompatibility
in vivo
bioactive material
biotolerant material
vocal-fold adduction
bioinert material
biodegradable material
bioinert
biophylactic mechanism

セイチョウバン

生体膜 セイタイマク
声帯麻痺 セイタイマヒ
生体力学 セイタイリキガク
正中下顎囊胞 セイチュウカガクノウホウ
正中下顎裂 ➡ 下顎正中裂 セイチュウカガクレツ
正中過剰歯 セイチュウカジョウシ
正中下唇裂 セイチュウカシンレツ
正中頸囊胞 セイチュウケイノウホウ
正中頸瘻 セイチュウケイロウ
正中溝 セイチュウコウ
正中口蓋囊胞 セイチュウコウガイノウホウ
正中口蓋縫合 セイチュウコウガイホウゴウ
正中歯 セイチュウシ
正中矢状面 セイチュウシジョウメン
正中歯槽囊胞 セイチュウシソウノウホウ
正中上顎囊胞 セイチュウジョウガクノウホウ
正中上唇裂 セイチュウジョウシンレツ
正中唇裂 セイチュウシンレツ
正中線 セイチュウセン
正中線偏位 セイチュウセンヘンイ
正中パラタルバー セイチュウパラタルバー
正中鼻裂 セイチュウビレツ
正中不一致 セイチュウフイッチ
正中縫合不全症候群 セイチュウホウゴウフゼンショウコウグン
正中埋伏過剰歯 セイチュウマイフクカジョウシ
正中面 セイチュウメン
正中離開 セイチュウリカイ
正中菱形舌炎 セイチュウリョウケイゼツエン
成長 セイチョウ
成長因子 セイチョウインシ
成長期【歯胚の】 セイチョウキ（シハイノ）
成長曲線 セイチョウキョクセン
成長増加曲線 セイチョウゾウカキョクセン
成長速度曲線 セイチョウソクドキョクセン
成長遅延 セイチョウチエン
成長中心 セイチョウチュウシン
成長能 セイチョウノウ
成長の場 セイチョウノバ
成長パターン セイチョウパターン
成長発育 セイチョウハツイク
成長発育評価 セイチョウハツイクヒョウカ
成長板【長管骨の】 セイチョウバン（チョウカンコツノ）

biomembrane
vocal cord paralysis，
vocal-fold paralysis
biomechanics
median mandibular cyst
median cleft of mandible
supernumerary mesiodens
median cleft of lower lip
thyroglossal duct cyst，
median cervical cyst
median cervical ﬁstula
midline furrow
median palatal cyst
median palatine suture
mesiodens
median midsagittal plane，
median sagittal plane
median alveolar cyst
median maxillary cyst
median cleft of upper lip
median cleft lip
median line，midline
midline shift，midline deviation
median palatal bar
cleft nose
midline discrepancy
status dysraphicus
supernumerary impacted mesiodens
median plane
diastema，median diastema
median rhomboid glossitis
growth
growth factor
growth stage
growth curve
growth incremental curve
growth velocity curve
delayed growth
growth center
growth potentiality
growth site
growth pattern
growth and development
growth analysis
growth plate
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セ

セイチョウブイ

成長部位 セイチョウブイ
成長分析 セイチョウブンセキ
成長方向 セイチョウホウコウ
成長ホルモン セイチョウホルモン
成長ホルモン過剰 セイチョウホルモンカジョウ
成長ホルモン過剰症 セイチョウホルモンカジョウショウ
成長ホルモン分泌不全性低身長症
セイチョウホルモンブンピフゼンセイテイシンチョウショウ

成長ホルモン放出因子 セイチョウホルモンホウシュツインシ
成長ホルモン放出抑制因子
セイチョウホルモンホウシュツヨクセイインシ

成長ホルモン放出抑制ホルモン
セイチョウホルモンホウシュツヨクセイホルモン

セ

成長予測 セイチョウヨソク
成長率 セイチョウリツ
成長量 セイチョウリョウ
整直 ➡ アップライティング セイチョク
静的運動 セイテキウンドウ
静的荷重 セイテキカジュウ
静的咬合誘導 ➡ 受動的咬合誘導 セイテキコウゴウユウドウ
静的コンプライアンス セイテキコンプライアンス
静電結合 セイデンケツゴウ
声道 セイドウ
正当化 セイトウカ
正透過率 セイトウカリツ
制動放射 セイドウホウシャ
制動放射線 セイドウホウシャセン
精度管理 セイドカンリ
制度尊重主義 セイドソンチョウシュギ
制吐薬 セイトヤク
正二十面体配列 セイニジュウメンタイハイレツ
青年期 セイネンキ
成年後見制度 セイネンコウケンセイド
正の強化【オペラント条件づけ】

growth site
growth analysis
growth direction
growth hormone
hypersomatotropism
hypersomatotropism
growth hormone deﬁcient short
statue
growth hormone releasing factor
growth hormone release-inhibiting
factor
growth hormone inhibiting
hormone（GIH）
growth prediction
growth rate
growth amount
upright
static exercise
static load
static occlusal guidance
static compliance
electrostatic coupling
vocal tract
justiﬁcation
regular transmittance
Bremsstrahlung（独）
bremsstrahlung radiation，
Bremsstrahlung（独）
，
braking radiation
quality control
institutionalism
antiemetic，antiemetic agent
icosahedral arrangement
adolescence
adult guardianship system
positive reinforcement

セイノキョウカ（オペラントジョウケンヅケ）

正反射率 セイハンシャリツ
整復 セイフク
整復法 セイフクホウ
生物インジケーター セイブツインジケーター
生物学的安全性試験 セイブツガクテキアンゼンセイシケン
生物学的安定性 セイブツガクテキアンテイセイ
生物学的因子【放射線効果の】
セイブツガクテキインシ（ホウシャセンコウカノ）
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regular reﬂectance
reduction，reposition
reduction，reposition
biological indicator
biological safety test
biological safety
biological factor

セイモンオン

生物学的応答調節物質

セイブツガクテキオウトウチョウセツブッシツ

生物学的過程 セイブツガクテキカテイ
生物学的機械的形成 セイブツガクテキキカイテキケイセイ
生物学的偽陽性 セイブツガクテキギヨウセイ
生物学的効果比

セイブツガクテキコウカヒ

生物学的製剤基準 セイブツガクテキセイザイキジュン
生物学的性質 セイブツガクテキセイシツ
生物学的年齢 セイブツガクテキネンレイ
生物学的半減期 セイブツガクテキハンゲンキ
生物学的評価 セイブツガクテキヒョウカ
生物学的封鎖 セイブツガクテキフウサ
生物学的幅径 セイブツガクテキフクケイ
生物学的要件【補綴装置の】

biological response modiﬁers
（BRM）
biological process
biomechanical preparation
biological false positive（BFP），
biological false positive reaction
（BFP）
relative biological eﬀectiveness
（RBE）
biological products standards
biological property
biological age
biological half-life
biological evaluation
biological seal
biological width
biological requirement

セイブツガクテキヨウケン（ホテツソウチノ）

生物学的利用能 セイブツガクテキリヨウノウ
生物工学 ➡ バイオエンジニアリング

セイブツコウガク

生物的封じ込め セイブツテキフウジコメ
生物電気 セイブツデンキ
生物時計 セイブツトケイ
成分栄養
生分解性

セイブンエイヨウ
セイブンカイセイ

成分輸血 セイブンユケツ
性別検査 セイベツケンサ
性別判定 セイベツハンテイ
正貌 セイボウ
正放線投影 セイホウセントウエイ
正放線投影法 セイホウセントウエイホウ
性ホルモン セイホルモン
精密印象 セイミツインショウ
精密型アタッチメント セイミツガタアタッチメント
精密鋳造 セイミツチュウゾウ
生命徴候 ➡ バイタルサイン セイメイチョウコウ
生命表 セイメイヒョウ
生命倫理 セイメイリンリ
声門 セイモン
声紋 セイモン
声門音 セイモンオン

bioavailability
bioengineering，
biomedical engineering
biological containment
bioelectricity
biological clock，
physiological clock
elemental diet（ED）
biological degradable，
biodegradable
component transfusion
sex identiﬁcation
sex determination
frontal view
orthoradial projection
orthoradial projection
sex hormone
precise impression
precision attachment
precision casting
vital sign
life table
biomedical ethics，bioethics
glottis
voice pattern，voice print
glottal

セ
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セイモンカフシ

声門下浮腫

セイモンカフシュ

声門痙攣 セイモンケイレン
声門破裂音 セイモンハレツオン
声門浮腫 セイモンフシュ
声門閉鎖 セイモンヘイサ
声門閉鎖術 セイモンヘイサジュツ
精油 セイユ
整容 セイヨウ
整容動作 セイヨウドウサ
生理学的拮抗 セイリガクテキキッコウ
生理学的根尖孔 セイリガクテキコンセンコウ
生理学的死腔 セイリガクテキシクウ
生理活性物質 セイリカッセイブッシツ
生理機能発達 セイリキノウハッタツ

セ

生理食塩水 セイリショクエンスイ
生理的安静位 セイリテキアンセイイ
生理的萎縮 セイリテキイシュク
生理的下顎安静位 セイリテキカガクアンセイイ
生理的咬合 セイリテキコウゴウ
生理的歯間空隙 セイリテキシカンクウゲキ
生理的素因 セイリテキソイン
生理的体重減少 セイリテキタイジュウゲンショウ
生理的年齢 セイリテキネンレイ
生理的歯の移動 セイリテキハノイドウ
生理的負荷 セイリテキフカ
生理的変動【基準値の】 セイリテキヘンドウ（キジュンチノ）
整流 セイリュウ
整流管 セイリュウカン
整流器 セイリュウキ
整流方式 セイリュウホウシキ
清涼剤 セイリョウザイ
清涼味 セイリョウミ
青緑色細菌 セイリョクショクサイキン
世界人権宣言 セカイジンケンセンゲン
世界保健機関

セカイホケンキカン

セカンドオーダーベンド セカンドオーダーベンド
セカンドオピニオン セカンドオピニオン
セカンドメッセンジャー セカンドメッセンジャー

352

subglottic edema，
subglottic subglottal laryngitis
glottic spasm，glottic spasmus
glottal stop
glottis edema
glottal closure
glottal closure
essential oil
grooming
personal appearance activity
physiological antagonism
physiologic apical foramen
physiological dead space
physiologically active substance
development of physiological
function
physiological saline
physiological rest position
physiological atrophy
physiologic mandibular rest
position
physiological occlusion
physiological space，
physiological interdental space
physiological disposition
physiological decrease of body
weight
physiological age，biological age
physiological tooth movement
physiological load
physiological variation
rectiﬁcation
rectiﬁer tube
rectiﬁer
rectiﬁcation system
refrigerant
cooling taste
cyanobacteria
Universal Declaration of Human
Rights
World Health Organization
（WHO）
second order bend
second opinion
second messenger

セキチュウ

咳 セキ
石英 ➡ シリカ セキエイ
石英ガラス【光学用の】 セキエイガラス（コウガクヨウノ）
石英系光ファイバー セキエイケイヒカリファイバー
石英埋没材 セキエイマイボツザイ
赤外吸収スペクトル セキガイキュウシュウスペクトル
赤外吸収スペクトル分析法

cough，coughing
quartz
vitreous silica，quartz glass
silica glass optical ﬁber
quartz investing material，
quartz investment
infrared absorption spectrum
infrared absorption spectrometry

セキガイキュウシュウスペクトルブンセキホウ

赤外線 セキガイセン
赤外線療法 セキガイセンリョウホウ
赤外線ろう付け セキガイセンロウヅケ
赤外二色性 セキガイニショクセイ
赤外分光光度計 セキガイブンコウコウドケイ
赤芽球 セキガキュウ
赤芽球症 セキガキュウショウ
赤芽球癆 セキガキュウロウ
脊索 セキサク
脊索腫 セキサクシュ
石児 セキジ
析出硬化 セキシュツコウカ
赤色血栓 セキショクケッセン
赤色髄 セキショクズイ
赤唇縁 セキシンエン
脊髄 セキズイ
脊髄炎 セキズイエン
脊髄空洞症 セキズイクウドウショウ
脊髄くも膜下鎮痛 セキズイクモマクカチンツウ
脊髄くも膜下麻酔 セキズイクモマクカマスイ
脊髄腫瘍 セキズイシュヨウ
脊髄小脳変性症 セキズイショウノウヘンセイショウ
脊髄ショック セキズイショック
脊髄神経 セキズイシンケイ
脊髄神経節 セキズイシンケイセツ
脊髄髄膜瘤 セキズイズイマクリュウ
脊髄性筋萎縮症 セキズイセイキンイシュクショウ
脊髄性小児麻痺 セキズイセイショウニマヒ
脊髄損傷 セキズイソンショウ
脊髄反射 セキズイハンシャ
脊髄瘤 セキズイリュウ
積層印象法 セキソウインショウホウ
積層塡塞 セキソウテンソク
石炭酸 ➡ フェノール セキタンサン
脊柱 セキチュウ

infrared ray
infrared therapy
infrared soldering
infrared dichroism
infrared spectrophotometer
erythroblast
erythroblastosis
pure red cell aplasia
notochord
chordoma
lithopedion
precipitation hardening
red thrombus
red bone marrow
vermillion border
spinal cord
myelitis
syringomyelia
spinal analgesia
spinal anesthesia
spinal cord tumor
spinocerebellar degeneration
（SCD）
spinal shock
spinal nerves
spinal ganglion
myelomeningocele
spinal muscular atrophy
infantile paralysis
spinal cord injury
spinal reﬂex
myelocele
laminated impression technique
incremental ﬁlling
phenol，carbolic acid
vertebral column
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セキチュウカン

セ

脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ
脊柱後側彎症 セキチュウコウソクワンショウ
脊柱側彎症 セキチュウソクワンショウ
赤沈 セキチン
脊椎披裂 セキツイヒレツ
赤道板 セキドウバン
責任能力 セキニンノウリョク
赤白血病 セキハッケツビョウ
咳反射 セキハンシャ
積分球 セキブンキュウ
積分吸収線量 セキブンキュウシュウセンリョウ
積分線量 セキブンセンリョウ
赤痢 セキリ
赤痢菌 セキリキン
セクショナルアーチワイヤー セクショナルアーチワイヤー
セクスタント セクスタント
セクタ セクタ
セクタスキャン セクタスキャン
セクタ走査 ➡ セクタスキャン セクタソウサ
セグメンテッドアーチワイヤー セグメンテッドアーチワイヤー
セグメントタイプ セグメントタイプ
セクレチン セクレチン
セコバルビタールナトリウム セコバルビタールナトリウム
セザリー細胞 セザリーサイボウ
セザリー症候群 セザリーショウコウグン
世代時間 セダイジカン
セチルピリジニウム セチルピリジニウム
癤 セツ
舌 ゼツ
舌圧 ゼツアツ
舌圧痕 ゼツアッコン
舌圧子 ゼツアッシ
舌圧測定器 ゼツアツソクテイキ
舌位 ゼツイ
舌咽神経 ゼツインシンケイ
舌咽神経痛 ゼツインシンケイツウ
舌咽神経ブロック ゼツインシンケイブロック
舌咽神経麻痺 ゼツインシンケイマヒ
舌運動 ゼツウンドウ
切縁 セツエン
舌炎 ゼツエン
舌縁 ゼツエン
切縁結節 セツエンケッセツ
切縁溝 セツエンコウ
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spinal canal stenosis
kyphoscoliosis
scoliosis
erythrocytic sedimentation rate
rachischisis
equatorial plate
doli capax
erythroleukemia
cough reﬂex
integrating sphere，Ulbricht sphere
integral absorbed dose
integral dose
dysentery
Shigella，dysentery bacillus
sectional archwire
sextant
sector
sector scan
sector scan
segmented archwire
segment type
secretin
secobarbital sodium
Sézary cell
Sézary syndrome
generation time
cetylpyridinium
furuncle
tongue
tongue pressure
indentation of tongue
tongue depressor
tongue pressure measuring device
tongue posture
glossopharyngeal nerve
glossopharyngeal neuralgia
glossopharyngeal nerve block
paralysis of glossopharyngeal nerve
tongue movement
incisal edge，incisal margin，
cutting edge
glossitis
lateral edge of tongue
mamelon of incisal edge
incisal groove

ゼッカセンカ

切縁歯 セツエンシ
絶縁性伝導 ゼツエンセイデンドウ
切縁破折 セツエンハセツ
切縁保持 セツエンホジ
切縁レスト セツエンレスト
舌下 ゼッカ
切開 セッカイ
石灰化 セッカイカ
石灰化期【歯胚の】 セッカイカキ（シハイノ）
石灰化球 セッカイカキュウ
石灰化条 セッカイカジョウ
石灰化上皮性歯原性腫瘍
石灰化前線
石灰化沈着

セッカイカジョウヒセイシゲンセイシュヨウ

セッカイカゼンセン
セッカイカチンチャク

石灰化軟骨細胞層 セッカイカナンコツサイボウソウ
石灰化囊胞性歯原性腫瘍 セッカイカノウホウセイシゲンセイシュヨウ
石灰化不全 セッカイカフゼン
石灰化物 セッカイカブツ
切開術 セッカイジュツ
石灰症 セッカイショウ
切開生検 セッカイセイケン
切開・穿孔法 セッカイセンコウホウ
石灰沈着 セッカイチンチャク
石灰沈着症 セッカイチンチャクショウ
切開排膿手術 セッカイハイノウシュジュツ
石灰変性 セッカイヘンセイ
石灰変性【歯髄の】 セッカイヘンセイ（シズイノ）
切開法 セッカイホウ
舌下・顎下型ガマ腫 ゼッカガッカガタガマシュ
舌下隙 ゼッカゲキ
舌下隙膿瘍 ゼッカゲキノウヨウ
舌下錠 ゼッカジョウ
舌下小丘 ゼッカショウキュウ
舌下神経 ゼッカシンケイ
舌下神経痙攣 ゼッカシンケイケイレン
舌下神経麻痺 ゼッカシンケイマヒ
舌下腺 ゼッカセン
舌下腺炎 ゼッカセンエン
舌下腺窩 ゼッカセンカ

secodont
isolated conduction
incisal edge fracture
incisal retention
incisal rest
sublingual
incision，incisure
calciﬁcation，mineralization
calciﬁcation stage
calcospherite
calciﬁcation striae，
linear calciﬁcation
calcifying epithelial odontogenic
tumor
mineralization front
calcium deposit，
calcareous deposition
zone of calcifying chondrocyte
calcifying cystic odontogenic tumor
hypocalciﬁcation
calciﬁed body
incision，incisure
calcinosis
incisional biopsy
incision and puncture
calcium deposit，
calcareous deposition
calcinosis
incision and drainage
calcareous degeneration，
calciﬁc metamorphosis，
calciﬁc degeneration
pulpal calciﬁcation
incision
plunging ranula
sublingual space
sublingual space abscess
sublingual tablet
sublingual caruncle
hypoglossal nerve
spasm of hypoglossal nerve
paralysis of hypoglossal nerve
sublingual gland
sublingual sialoadenitis
sublingual fovea
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ゼッカセンテキ

舌下腺摘出 ゼッカセンテキシュツ
舌下適用 ゼッカテキヨウ
舌下動脈 ゼッカドウミャク
舌下膿瘍 ゼッカノウヨウ
舌下ひだ ゼッカヒダ
舌咬み ゼツカミ
舌下面 ゼッカメン
舌下面粘膜 ゼッカメンネンマク
舌癌 ゼツガン
舌鉗子

ゼツカンシ

舌機能 ゼツキノウ
舌筋 ゼッキン
赤筋線維 セッキンセンイ
舌訓練 ゼツクンレン
舌訓練法 ゼツクンレンホウ
赤血球 セッケッキュウ

セ

赤血球減少 セッケッキュウゲンショウ
赤血球減少症 セッケッキュウゲンショウショウ
赤血球酵素異常症 セッケッキュウコウソイジョウショウ
赤血球指数 セッケッキュウシスウ
赤血球増加症 セッケッキュウゾウカショウ
赤血病 セッケツビョウ
石鹸泡状透過像 セッケンアワジョウトウカゾウ
石膏 セッコウ
舌孔 ゼツコウ
接合
【材料の】 セツゴウ（ザイリョウノ）
接合
【生物の】 セツゴウ（セイブツノ）
石膏印象 セッコウインショウ
接合菌類 セツゴウキンルイ
石膏系埋没材 セッコウケイマイボツザイ
石膏コア
接合修復
舌甲状腺
接合上皮

セッコウコア
セツゴウシュウフク

ゼツコウジョウセン
セツゴウジョウヒ

接合性プラスミド セツゴウセイプラスミド
接合体 セツゴウタイ
接合強さ セツゴウツヨサ
石膏ノコギリ セッコウノコギリ
接合部母斑 セツゴウブボハン
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extirpation of sublingual gland
sublingual administration
sublingual artery
sublingual abscess
sublingual fold
odaxesmus
inferior lingual surface
inferior lingual mucous membrane
tongue cancer，carcinoma of
tongue，cancer of tongue
tongue forceps，
tongue holding forceps
tongue function
muscle of tongue
red muscle ﬁber
tongue exercise
tongue training
red blood cell，red blood corpuscle，erythrocyte
hypoglobulia
hypoglobulia
red blood cell enzyme defect
corpuscular indices
polycythemia
erythremia
soap-bubble appearance
gypsum，dental plaster，plaster
lingual foramen
joint
conjugation
plaster impression
zygomycetes
gypsum-bonded investment，gupsum-bonded investing material
plaster core
combination ﬁlling，
combination restoration
lingual thyroid
junctional epithelium，
attachment epithelium
conjugative plasmid
zygote
joint strength
plaster saw
junctional nevus

セッシショウ

石膏分割鉗子 セッコウブンカツカンシ
接合胞子 セツゴウホウシ
石膏模型 セッコウモケイ
石膏用スパチュラ セッコウヨウスパチュラ
舌骨 ゼッコツ
舌骨下筋群 ゼッコツカキングン
舌骨弓 ゼッコツキュウ
舌骨挙上 ゼッコツキョジョウ
舌骨筋 ゼッコツキン
舌骨喉頭挙上 ゼッコツコウトウキョジョウ
舌骨喉頭挙上法 ゼッコツコウトウキョジョウホウ
舌骨上筋群 ゼッコツジョウキングン
舌骨上筋切離術 ゼッコツジョウキンセツリジュツ
舌骨上頸部郭清術 ゼッコツジョウケイブカクセイジュツ
舌骨舌筋 ゼッコツゼッキン
舌骨体 ゼッコツタイ
節後ニューロン セツゴニューロン
舌根 ゼッコン
舌根癌 ゼッコンガン
舌根腺 ゼッコンセン
舌根の送り込み運動 ゼッコンノオクリコミウンドウ
舌根部 ゼッコンブ
舌根部狭窄 ゼッコンブキョウサク
切削 セッサク
切削加工 セッサクカコウ
切削器具 セッサクキグ
切削診 セッサクシン
切削装置 セッサクソウチ
切削トルク セッサクトルク
切削能率 セッサクノウリツ
切削被害 セッサクヒガイ
切歯 セッシ
切歯化 セッシカ
切歯窩 セッシカ
切歯管 セッシカン
切歯管側壁 セッシカンソクヘキ
切歯管囊胞 セッシカンノウホウ
切歯結節 セッシケッセツ
切歯孔 セッシコウ
切歯指導 セッシシドウ
切歯指導釘 セッシシドウテイ
切歯指導板 セッシシドウバン
切歯斜面板 セッシシャメンバン
窃視症 セッシショウ

plaster separating pliers
zygospore
plaster model
plaster spatula
hyoid bone
infrahyoid muscles
hyoid arch
hyoid elevation
hyoid muscle
hyolaryngeal elevation
hyolaryngeal elevation
suprahyoid muscles
suprahyoid myotomy
suprahyoid neck dissection
hyoglossus muscle
body of hyoid bone
postganglionic neuron
root of tongue
carcinoma of root of tongue
lingual root gland
base of tongue propulsive
movement
tongue base
subglottic stenosis
cutting
machining
cutting instrument
test cavity，mechanical pulp test
cutting apparatus
cutting torque
cutting eﬃciency
pulpal injury by cutting
incisor
incisivization
incisive fossa
incisive canal
lateral border of incisive canal
incisive canal cyst
incisive tubercle，talon cusp
incisive foramen
incisal guidance
anterior guide pin
anterior guide table
inclined plane
voyeurism
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セッシテン

切歯点 セッシテン
切歯乳頭 セッシニュウトウ
切歯縫合 セッシホウゴウ
摂取 セッシュ
舌周囲炎 ゼツシュウイエン
舌習癖 ➡ 弄舌癖 ゼツシュウヘキ
摂取許容 1 日量 セッシュキョヨウイチニチリョウ
舌縮小術 ゼツシュクショウジュツ
切除 セツジョ
舌小帯 ゼツショウタイ
舌小帯切開 ゼツショウタイセッカイ
舌小帯切除術 ゼツショウタイセツジョジュツ
舌小帯短縮症 ゼツショウタイタンシュクショウ
舌小胞 ゼツショウホウ
摂食 セッショク

セ

絶食 ゼッショク
接触アレルギー セッショクアレルギー
摂食意欲 セッショクイヨク
摂食嚥下 セッショクエンゲ
摂食嚥下機能 セッショクエンゲキノウ
摂食嚥下訓練指導 セッショクエンゲクンレンシドウ
摂食嚥下障害 セッショクエンゲショウガイ
摂食嚥下リハビリテーション セッショクエンゲリハビリテーション
接触角 セッショクカク
接触過敏症 セッショクカビンショウ
接触感染
摂食機能

セッショクカンセン
セッショクキノウ

摂食機能障害 セッショクキノウショウガイ
摂食機能療法 セッショクキノウリョウホウ
摂食訓練 セッショククンレン
摂食障害 セッショクショウガイ
接触性口唇炎 セッショクセイコウシンエン
接触性口内炎 セッショクセイコウナイエン
接触阻止 セッショクソシ
摂食中枢 セッショクチュウスウ
接触転移【腫瘍の】 セッショクテンイ（シュヨウノ）
接触伝染 セッショクデンセン
接触皮膚炎 セッショクヒフエン
接触抑制 セッショクヨクセイ
切除手術 セツジョシュジュツ
切除生検 セツジョセイケン
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incisal point
incisive papilla
incisive suture
intake
periglossitis
tongue habit
acceptable daily intake（ADI）
tongue reduction
excision，resection，amputation
lingual frenum，lingual frenulum
frenotomy of the lingual frenulum
lingual frenotomy
ankyloglossia
lingual follicle
eating，feeding，food ingestion，
food intake
fasting
contact allergy
will of eating
eating and swallowing
swallowing function
swallowing training and guidance
dysphagia，swallowing disorder
dysphagia rehabilitation，
swallowing rehabilitation
contact angle
contact hypersensitivity，
contact skin hypersensitivity
contact infection
eating function，
food intake function
disability of food intake function
dysphagia rehabilitation
eating training
eating disorder
contact cheilitis
contact stomatitis
contact inhibition
feeding center
contact metastasis
contact infection
contact dermatitis
contact inhibition
excisional surgery，ablative surgery
excisional biopsy

ゼッタイテキキ

切歯路 セッシロ
切歯路調節機構 セッシロチョウセツキコウ
舌神経 ゼツシンケイ
舌神経ブロック ゼツシンケイブロック
舌神経麻痺 ゼツシンケイマヒ
舌図 ゼツズ
舌性構音障害 ゼツセイコウオンショウガイ
舌清掃 ゼツセイソウ
舌正中溝 ゼツセイチュウコウ
切石位 セッセキイ
舌切除 ゼツセツジョ
舌接触補助床 ゼツセッショクホジョショウ
舌尖 ゼッセン
舌腺 ゼッセン
接線効果 セッセンコウカ
接線照射 セッセンショウシャ
舌全切除 ➡ 舌全摘出 ゼツゼンセツジョ
接線則 セッセンソク
舌全摘出 ゼツゼンテキシュツ
節前ニューロン セツゼンニューロン
接線振子照射 セッセンフリコショウシャ
接線放射線治療 セッセンホウシャセンチリョウ
切創 セッソウ
舌側移動 ゼッソクイドウ
舌側縁 ゼッソクエン
舌側傾斜 ゼッソクケイシャ
舌側咬頭 ゼッソクコウトウ
舌側弧線装置 ➡ リンガルアーチ ゼッソクコセンソウチ
舌側歯冠トルク ゼッソクシカントルク
舌側歯根トルク ゼッソクシコントルク
舌側中間副結節 ゼッソクチュウカンフクケッセツ
舌側転位 ゼッソクテンイ
舌側面 ゼッソクメン
舌側面窩 ゼッソクメンカ
舌側面歯頸隆線 ゼッソクメンシケイリュウセン
舌側面歯頸裂溝 ゼッソクメンシケイレッコウ
舌側隆起 ゼッソクリュウキ
舌側隆線 ゼッソクリュウセン
舌体 ゼッタイ
舌苔 ゼッタイ
絶対温度 ゼッタイオンド
絶対湿度 ゼッタイシツド
絶対成長 ゼッタイセイチョウ
絶対的禁忌 ゼッタイテキキンキ

incisal path
adjustable anterior guidance
lingual nerve
lingual nerve block
paralysis of lingual nerve
linguogram
dyslalia lingualis
cleaning of tongue
median sulcus of tongue
lithotomy position
glossectomy
palatal augmentation prosthesis
（PAP）
apex of tongue
lingual gland
tangential eﬀect
tangential irradiation
total glossectomy
tangential law
total glossectomy
preganglionic neuron
tangential pendulum irradiation
tangential radiotherapy
incised wound
lingual movement
lateral margin of tongue
lingual tipping，retroclination
lingual cusp
lingual arch，lingual arch appliance
lingual crown torque
lingual root torque
median lingual accessory cusp
linguoversion
lingual surface
lingual fossa
linguogingival ridge
linguogingival ﬁssure
lingual torus
lingual ridge
body of tongue
tongue coating，tongue plaque
absolute temperature
absolute humidity
absolute growth
absolute contraindication

359

セ

ゼッタイテキシ

絶対的歯槽堤形成術 ゼッタイテキシソウテイケイセイジュツ
絶対不整脈 ゼッタイフセイミャク
切端咬合 セッタンコウゴウ

セ

切端咬合位 セッタンコウゴウイ
切端色
【陶材の】 セッタンショク（トウザイノ）
切断神経腫 ➡ 外傷性神経腫 セツダンシンケイシュ
切端破折 セッタンハセツ
接着 セッチャク
接着
【修復物の】 セッチャク（シュウフクブツノ）
接着因子 セッチャクインシ
接着技法 セッチャクギホウ
接着性 セッチャクセイ
接着性修復材 セッチャクセイシュウフクザイ
接着性舌側リテーナー セッチャクセイゼッソクリテーナー
接着性モノマー セッチャクセイモノマー
接着性レジン セッチャクセイレジン
接着性レジン固定 セッチャクセイレジンコテイ
接着性レジン修復 セッチャクセイレジンシュウフク
接着性レジンセメント ➡ レジンセメント

absolute alveoplasty
absolute arrhythmia
edge to edge bite，
edge to edge occlusion
edge to edge occlusal position
incisal color of porcelain
amputation neuroma
incisal edge fracture
adhesion
bonding of restoration
adhesion factor
adhesion technique
adhesive
adhesive restorative material
bonded lingual retainer
adhesive monomer
adhesive resin
adhesive resin splint
adhesive resin restoration
adhesive resin cement

セッチャクセイレジンセメント

接着装置【上皮の】 セッチャクソウチ（ジョウヒノ）
接着帯 セッチャクタイ
接着強さ セッチャクツヨサ
接着ブリッジ

セッチャクブリッジ

接着分子 セッチャクブンシ
接着法 セッチャクホウ
舌中隔 ゼツチュウカク
舌沈下 ゼツチンカ
舌痛 ゼッツウ
舌痛症 ゼッツウショウ
舌低形成 ゼツテイケイセイ
セットアップモデル セットアップモデル
舌動脈 ゼツドウミャク
説得療法 セットクリョウホウ
Z 形成術 ゼットケイセイジュツ
Z 帯 ゼットタイ
舌突出 ゼツトッシュツ
舌突出癖 ゼツトッシュツヘキ
舌乳頭 ゼツニュウトウ
舌乳頭萎縮 ゼツニュウトウイシュク
舌粘膜 ゼツネンマク
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adhesion apparatus
intermediate junction
bond strength，bonding strength，
adhesive strength
adhesion bridge，
resin-bonded bridge
adhesion molecule
bonding technique
lingual septum
glossoptosis
glossalgia，glossodynia，
painful tongue
glossodynia
hypoplasia of tongue
set up model
lingual artery
persuation therapy
Z-plasty
Z band
tongue thrusting
tongue thrusting habit
lingual papillae
atrophy of lingual papillae
lingual mucosa

セフォテタンナ

舌の清掃 ゼツノセイソウ
舌背 ゼッパイ
舌半側切除 ゼツハンソクセツジョ
舌表面微生物叢 ゼツヒョウメンビセイブツソウ
舌ブラシ ゼツブラシ
舌分界溝 ゼツブンカイコウ
舌癖防止装置 ゼツヘキボウシソウチ
舌弁 ゼツベン
舌扁桃 ゼツヘントウ
舌扁桃肥大 ゼツヘントウヒダイ
舌房 ゼツボウ
舌麻痺 ゼツマヒ
説明義務違反 セツメイギムイハン
舌面形成 ゼツメンケイセイ
舌面小窩 ゼツメンショウカ
舌面抽出インレー ゼツメンチュウシュツインレー
舌面板 - 接着性レジン固定

cleaning of tongue
dorsum of tongue
hemiglossectomy
microﬂora of tongue
tongue brush
terminal sulcus of tongue
tongue guard
tongue ﬂap
lingual tonsil
hypertrophy of lingual tonsil
tongue space
paralysis of tongue
accountability violation
preparation of lingual wall
lingual pit
lingual approaching inlay
lingual plate-adhesive resin splint

ゼツメンバンセッチャクセイレジンコテイ

舌面レスト ゼツメンレスト
舌盲孔 ゼツモウコウ
舌癒着 ゼツユチャク
セツルメント【社会福祉事業】

lingual rest
lingual foramen，
foramen cecum of tongue
ankyloglossia
settlement

セ

セツルメント（シャカイフクシジギョウ）

舌裂 ゼツレツ
セパレーション セパレーション
セファクロル セファクロル
セファゾリンナトリウム セファゾリンナトリウム
セファリン セファリン
セファレキシン セファレキシン
セファログラフィー セファログラフィー
セファログラム ➡ 頭部 X 線規格写真 セファログラム
セファロスポリン セファロスポリン
セファロチンナトリウム セファロチンナトリウム
セファロ分析法 ➡ 頭部 X 線規格写真分析法
セファロブンセキホウ

セファロメトリックプレディクション

cleft tongue
separation
cefaclor
cefazolin，sodium cefazolin
cephalin
cefalexin
cephalography
cephalogram，
cephalometric radiograph
cephalosporin
cefalothin，cefalothin sodium
cephalo-analysis，
cephalometric analysis
cephalometric prediction

セファロメトリックプレディクション

セフェピム塩酸塩水和物

セフェピムエンサンエンスイワブツ

セフェム系 セフェムケイ
セフォジジムナトリウム セフォジジムナトリウム
セフォタキシムナトリウム セフォタキシムナトリウム
セフォテタンナトリウム セフォテタンナトリウム

cefepim，cefepim hydrochloride，
cefepim dihydrochloride hydrate
cefem（CEP）
cefodizim，sodium cefodizim
cefotaxime，sodium cefotaxime
cefotetan，sodium cefotetan

361

セフォペラゾン

セフォペラゾンナトリウム

セフォペラゾンナトリウム

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物
セフカペンピボキシルエンサンエンスイワブツ

セフジトレンピボキシル セフジトレンピボキシル
セフジニル セフジニル
セフスロジンナトリウム セフスロジンナトリウム
セフチゾキシムナトリウム セフチゾキシムナトリウム
セフテラムピボキシル セフテラムピボキシル
セプトトミー セプトトミー
セフトリアキソンナトリウム水和物
セフトリアキソンナトリウムスイワブツ

セフピラミドナトリウム セフピラミドナトリウム
セフピロム硫酸塩 セフピロムリュウサンエン
セフブペラゾンナトリウム セフブペラゾンナトリウム

セ

セフポドキシムプロキセチル セフポドキシムプロキセチル
セフメタゾールナトリウム セフメタゾールナトリウム
セフロキシムアキセチル セフロキシムアキセチル
セフロキシムナトリウム セフロキシムナトリウム
セボフルラン セボフルラン
セミアルカリプロテイナーゼ セミアルカリプロテイナーゼ
セメント セメント
セメント - エナメル境 セメントエナメルキョウ
セメント芽細胞 セメントガサイボウ
セメント芽細胞腫 セメントガサイボウシュ
セメント合着 セメントゴウチャク
セメント固定式 セメントコテイシキ
セメント固定式上部構造 セメントコテイシキジョウブコウゾウ
セメント細管 セメントサイカン
セメント細胞 セメントサイボウ
セメント質 セメントシツ
セメント質異形成症 セメントシツイケイセイショウ
セメント質齲蝕 セメントシツウショク
セメント質形成 セメントシツケイセイ
セメント質形成線維腫 セメントシツケイセイセンイシュ
セメント質形成不全 セメントシツケイセイフゼン
セメント質骨性異形成 セメントシツコツセイイケイセイ
セメント質骨性異形成症 セメントシツコツセイイケイセイショウ
セメント質腫 セメントシツシュ
セメント質増殖 セメントシツゾウショク
セメント質増殖症 セメントシツゾウショクショウ
セメント質添加 セメントシツテンカ
セメント質の肥厚 セメントシツノヒコウ
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cefoperazone，
sodium cefoperazone
cefcapene pivoxil，cefcapene pivoxil hydrochloride，cefcapene
pivoxil hydrochloride hydrate
cefditoren pivoxil
cefdinir
cefsulodin，sodium cefsulodin
ceftizoxime，sodium ceftizoxime
cefteram pivoxil
septotomy
ceftriaxone，ceftriaxone sodium
hydrate
cefpiramide，sodium cefpiramide
cefpirom，cefpirom sulfate
cefbuperazone，
sodium cefbuperazone
cefpodoxime proxetil
cefmetazole，sodium cefmetazole
cefuroxime axetil
cefuroxime，sodium cefuroxime
sevoﬂurane
semi-alkaline proteinase
cement
cemento-enamel junction
cementoblast
cementoblastoma
cementation
cement-retained
ﬁxed cement implant superstructure
cementum canaliculus
cementocyte
cementum
cementous dysplasia
cementum caries
cementogenesis
cementifying ﬁbroma
hypoplasia of cementum
cemento-osseous dysplasia
cemento-osseous dysplasia
cementoma
cementum hyperplasia
hypercementosis
cementum apposition
cement hyperplasia

セルフアドヒー

セメント質肥大 セメントシツヒダイ
セメント歯肉線維 セメントシニクセンイ
セメント修復 セメントシュウフク
セメント小腔 セメントショウクウ
セメント小体 セメントショウタイ
セメント小皮 セメントショウヒ
セメント真珠 セメントシンジュ
セメントスパチュラ セメントスパチュラ
セメント舌 セメントゼツ
セメント前質 セメントゼンシツ
セメント築造 セメントチクゾウ
セメント被膜 セメントヒマク
セメントライン セメントライン
セメント裏層 セメントリソウ
セメント粒 セメントリュウ
セメント練板 セメントレンバン
セメント練和 セメントレンワ
セラ
【セファロ分析の】 セラ（セファロブンセキノ）
ゼラチナーゼ ゼラチナーゼ
ゼラチン ゼラチン
セラピスト セラピスト
セラペプターゼ セラペプターゼ
セラミックアバットメント セラミックアバットメント
セラミックインプラント セラミックインプラント
セラミックインレー セラミックインレー
セラミックインレー修復 セラミックインレーシュウフク
セラミッククラウン セラミッククラウン
セラミック系歯冠修復材料

hypercementosis
cementogingival ﬁber
cement ﬁlling
cement restoration，cement ﬁlling
cementum corpuscle
cementum cuticle
cementum pearl
cement spatula
cementum spur
precementum
building up with dental cement
cement ﬁlm
cement line
cement base，cement lining
cementicle
cement mixing slab
cement mixing
Sella（S）
gelatinase
gelatin
therapist
serrapeptase
ceramic abutment
ceramic implant
ceramic inlay
ceramic inlay restoration
ceramic crown
ceramic crown restoration materials

セラミックケイシカンシュウフクザイリョウ

セラミックコーティング セラミックコーティング
セラミック材料 セラミックザイリョウ
セラミック修復 セラミックシュウフク
セラミックス セラミックス
セラミック鋳造法 セラミックチュウゾウホウ
セラミックブラケット セラミックブラケット
セラミド セラミド
セラモメタルクラウン ➡ 陶材焼付冠 セラモメタルクラウン
セリグマン症候群 セリグマンショウコウグン
セリン セリン
セリンプロテアーゼ セリンプロテアーゼ
セルウィン粒状性 セルウィンリュウジョウセイ
セルソーター セルソーター
セルバンク セルバンク
セルフアドヒーシブセメント セルフアドヒーシブセメント

ceramic coating
ceramic materials
ceramic restoration
ceramics
casting of ceramics
ceramic bracket
ceramide
ceramometal crown
Seligmann disease，
Seligmann syndrome
serine，L-serine
serine protease
Selwyn granularity
cell sorter
cell bank
self-adhesive cement
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セルフエスティ

セルフエスティーム ➡ 自尊心 セルフエスティーム
セルフエッチングプライマー セルフエッチングプライマー
セルフエッチングプライマー法 セルフエッチングプライマーホウ
セルフケア セルフケア
セルフケアプラン セルフケアプラン
セルフタッピング セルフタッピング
セルフタッピングインプラント セルフタッピングインプラント
セルフドリリング セルフドリリング
セルフプライミングアドヒーシブ法
【ウエットボンディング法】

self-esteem
self-etching primer
self-etching primer system
self-care
self-care plan
self-tapping
self-tapping implant
self-drilling
self-priming adhesive technique

セルフプライミングアドヒーシブホウ（ウエットボンディングホウ）

セルフライゲーティングブラケット

self-ligating bracket

セルフライゲーティングブラケット

セ

セルフリミティング セルフリミティング
セルライン セルライン
セルロース セルロース
セルロプラスミン セルロプラスミン
Selenomonas sputigena セレノモナススピュチゲナ
セレブロシド セレブロシド
セロイド症 セロイドショウ
セロイド蓄積症 セロイドチクセキショウ
ゼロ次反応 ゼロジハンノウ
セロトニン セロトニン
セロトニン拮抗薬 セロトニンキッコウヤク
ゼロラジオグラフィー ゼロラジオグラフィー
腺 セン
線維化 センイカ
線維芽細胞 センイガサイボウ
線維芽細胞腫瘍 センイガサイボウシュヨウ
線維芽細胞成長因子 ➡ 線維芽細胞増殖因子

self-limiting
cell line
cellulose
ceruloplasmin
cerebroside
ceroidosis
ceroid storage
zero-order reaction
serotonin
serotonin antagonist
xeroradiography
gland
ﬁbrosis
ﬁbroblast
ﬁbroblastic tumors
ﬁbroblast growth factor（FGF）

センイガサイボウセイチョウインシ

線維芽細胞増殖因子 センイガサイボウゾウショクインシ
線維筋腫 センイキンシュ
線維形成性エナメル上皮腫

ﬁbroblast growth factor（FGF）
ﬁbromyoma
desmoplastic ameloblastoma

センイケイセイセイエナメルジョウヒシュ

線維形成肉腫 センイケイセイニクシュ
線維結合 センイケツゴウ
線維骨腫 センイコツシュ
線維・骨性病変 センイコツセイビョウヘン
線維細胞 センイサイボウ
線維脂肪腫 センイシボウシュ
線維腫 センイシュ
線維腫症 センイシュショウ
線維腫性エプーリス センイシュセイエプーリス
線維症 センイショウ
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ﬁbroplastic sarcoma
ﬁbrous attachment
ﬁbro-osteoma
ﬁbro-osseous lesion
ﬁbrocyte
ﬁbrolipoma
ﬁbroma
ﬁbromatosis
ﬁbromatous epulis
ﬁbrosis

センカク

遷移状態 センイジョウタイ
線維上皮性ポリープ センイジョウヒセイポリープ
線維性異形成症 センイセイイケイセイショウ
線維性エプーリス センイセイエプーリス
線維性強直 センイセイキョウチョク
線維性強直症 センイセイキョウチョクショウ
線維性筋拘縮 センイセイキンコウシュク
線維性骨 センイセイコツ
線維性骨異形成症 センイセイコツイケイセイショウ
線維性骨炎 センイセイコツエン
線維性歯肉増殖症 センイセイシニクゾウショクショウ
線維性セメント質 センイセイセメントシツ
線維性組織球腫 センイセイソシキキュウシュ
線維性タンパク質 センイセイタンパクシツ
線維性被包 センイセイヒホウ
線維性付着 センイセイフチャク
線維性ポリープ センイセイポリープ
線維性癒着 センイセイユチャク
線維腺腫 センイセンシュ
線維素 センイソ
線維束 センイソク
線維束収縮 センイソクシュウシュク
線維素性炎 センイソセイエン
線維素溶解 センイソヨウカイ
線維素溶解作用 センイソヨウカイサヨウ
線維素溶解性紫斑病 センイソヨウカイセイシハンビョウ
線維軟骨 センイナンコツ
線維肉腫 センイニクシュ
全運動【下顎の】 ゼンウンドウ（カガクノ）
全運動軸 ゼンウンドウジク
尖鋭恐怖症 センエイキョウフショウ
鮮鋭度 センエイド
線エネルギー吸収係数 センエネルギーキュウシュウケイスウ
線エネルギー付与 センエネルギーフヨ
遷延性曝露 センエンセイバクロ
遷延性無呼吸 センエンセイムコキュウ
前円板ひだ ゼンエンバンヒダ
穿下 ➡ アンダーカット センカ
全介助 ゼンカイジョ
前下顎角切痕 ゼンカガクカクセッコン
線角 センカク

transition state
ﬁbroepithelial polyp
ﬁbrous dysplasia
ﬁbrous epulis
ﬁbrous ankylosis
ﬁbrous ankylosis
myoﬁbrotic contracture
ﬁbrous bone
ﬁbrous dysplasia，
ﬁbrous osteodysplasty
ostitis ﬁbrosa
ﬁbrous gingival hyperplasia，
ﬁbrous gingival overgrowth
ﬁbrous cementum
ﬁbrous histiocytoma
ﬁbrous protein
ﬁbrous encapsulation
ﬁbrous attachment
ﬁbrous polyp
ﬁbrous adhesion
ﬁbroadenoma
ﬁbrin
ﬁbrous bundle
fascicular contraction
ﬁbrinous inﬂammation
ﬁbrinolysis
ﬁbrinolytic action
ﬁbrinolytic purpura
ﬁbrous cartilage
ﬁbrosarcoma
full movement of mandible
kinematic axis
aichmophobia
sharpness
linear energy absorption coeﬃcient
linear energy transfer（LET）
prolonged exposure
prolonged apnea
anterior discal folds
undercut
total helping
antegonial notch
line angle
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ゼンガクエック

全顎 X 線検査

ゼンガクエックスセンケンサ

全顎撮影

ゼンガクサツエイ

前額断像

ゼンガクダンゾウ

前額皮弁 ゼンガクヒベン
穿下形態 センカケイタイ
腺下垂体 センカスイタイ
穿下性齲蝕 センカセイウショク
穿下性骨吸収 センカセイコツキュウシュウ

セ

前滑膜部 ゼンカツマクブ
全か無かの法則 ゼンカムカノホウソク
腺癌 センガン
洗眼剤 センガンザイ
前癌状態 ゼンガンジョウタイ
善管注意義務 ゼンカンチュウイギム
潜函病 センカンビョウ
前癌病変 ゼンガンビョウヘン
全顔面高 ゼンガンメンコウ
前顔面高 ゼンガンメンコウ
前期
【細胞分裂の】 ゼンキ（サイボウブンレツノ）
前期学齢期 ゼンキガクレイキ
前期高齢者 ゼンキコウレイシャ
前期思春期 ゼンキシシュンキ
前臼歯 ➡ 小臼歯 ゼンキュウシ
線吸収係数 センキュウシュウケイスウ
腺筋腫 センキンシュ
腺腔 センクウ
先駆菌層 センクキンソウ
前駆細胞 ゼンクサイボウ
線屈曲 センクッキョク
前駆放射線症候群 ゼンクホウシャセンショウコウグン
線形加速器 ➡ リニアック センケイカソクキ
尖圭コンジローム センケイコンジローム
線形性 センケイセイ
扇形走査 センケイソウサ
線形走査 センケイソウサ
線計測 センケイソク
線形二次曲線モデル センケイニジキョクセンモデル
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complete mouth radiographic
examination，full-mouth radiographic examination
full-mouth radiographic examination，full-mouth survey
frontal image，frontal section image
forehead ﬂap
undercut form
adenohypophysis
undermining caries
undermining resorption，
undermining bone resorption，
indirect bone resorption
anterior synovial portion
all-or-none law，all-or-nothing law
adenocarcinoma
eye washes，collyria
precancerous state
duty of diligence
caisson disease
precancerous lesion
total facial height
anterior facial height
prophase
preschool age
the former-stage elderly，young old
early adolescence
premolar
linear absorption coeﬃcient
adenomyoma
glandular cavity
carious dentinal layer with a minimal amount of bacterial invasion，zone of pioneer bacteria
progenitor cell，precursor cell
wire bending
prodromal radiation syndrome
linear accelerator，linac
condyloma acuminatum
linearity
sector scan
linear scan
linear measurement
linear quadratic（LQ）model

センコウザイ

全頸部郭清術 ➡ 根治的頸部郭清術

total neck dissection

ゼンケイブカクセイジュツ

浅頸リンパ節 センケイリンパセツ
潜血 センケツ
全血 ゼンケツ
全血液量 ゼンケツエキリョウ
全血管抵抗 ゼンケッカンテイコウ
線結紮 センケッサツ
全血漿量 ゼンケッショウリョウ
潜血反応 センケツハンノウ
線源 センゲン
漸減 ゼンゲン
線源アイソセンタ間距離

センゲンアイソセンタカンキョリ

線源回転軸間距離

センゲンカイテンジクカンキョリ

線源検出器間距離

センゲンケンシュツキカンキョリ

線源コリメータ間距離
線源絞り間距離

センゲンコリメータカンキョリ

センゲンシボリカンキョリ

線減弱係数 センゲンジャクケイスウ
線源腫瘍間距離 センゲンシュヨウカンキョリ
線源チャンバ間距離 センゲンチャンバカンキョリ
線源皮膚間距離

センゲンヒフカンキョリ

線源標的間距離

センゲンヒョウテキカンキョリ

線源表面間距離

センゲンヒョウメンカンキョリ

線源フィルム間距離

センゲンフィルムカンキョリ

全健忘 ゼンケンボウ
線源保持装置 センゲンホジソウチ
洗口 センコウ
穿孔 センコウ
旋光 センコウ
線鉤 センコウ
洗口液 センコウエキ
先行期
洗口剤

センコウキ
センコウザイ

superﬁcial cervical lymph node
occult blood
whole blood
total blood volume
total vascular resistance
wire ligature
total plasma volume
reaction of occult blood，
occult blood test
source
tapering
source isocenter distance，
source to isocenter distance
source axis distance，
source to axis distance（SAD）
source detector distance，source to
detector distance（SDD）
source collimator distance，source
to collimator distance（SCD）
source diaphragm distance，source
to diaphragm distance（SDD）
linear attenuation coeﬃcient
source tumor distance（STD）
source chamber distance，source to
chamber distance（SCD）
source skin distance，source to skin
distance（SSD）
source target distance，source to
target distance（STD）
source surface distance，source to
surface distance（SSD）
source ﬁlm distance，source to ﬁlm
distance（SFD）
total amnesia
carriar，carriar mold
mouth wash
boring，drilling，perforation
optical rotation
wire clasp，wrought wire clasp
mouth rinse solution，
mouth wash solution
anticipatory stage
rinsing agent
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セ

センコウシ

先行歯 センコウシ
穿孔術 センコウジュツ
前向性健忘 ゼンコウセイケンボウ
旋光度測定法 センコウドソクテイホウ
先行乳歯 センコウニュウシ
先行パルス センコウパルス
旋光分散 センコウブンサン
穿孔ポリープ センコウポリープ
前後咬合彎曲 ゼンゴコウゴウワンキョク
前後調節彎曲 ゼンゴチョウセツワンキョク
前骨芽細胞 ゼンコツガサイボウ
線骨保持 センコツホジ
線固定 センコテイ
前後的関係 ゼンゴテキカンケイ
前後的歯列彎曲 ゼンゴテキシレツワンキョク
前後頭部 X 線規格写真

セ

ゼンゴトウブエックスセンキカクシャシン

前後方向撮影 ゼンゴホウコウサツエイ
前後方向撮影法 ゼンゴホウコウサツエイホウ
前後方向投影 ゼンゴホウコウトウエイ
前後方向投影法 ゼンゴホウコウトウエイホウ
前後方向の ゼンゴホウコウノ
潜在性 センザイセイ
潜在性悪性腫瘍 センザイセイアクセイシュヨウ
潜在性黄疸 センザイセイオウダン
潜在性癌 センザイセイガン
潜在性致死損傷 センザイセイチシソンショウ
潜在脱灰能 センザイダッカイノウ
潜在致死損傷 センザイチシソンショウ
潜在的医療事故 センザイテキイリョウジコ
潜在倍加時間 センザイバイカジカン
潜在被曝 センザイヒバク
潜在プラスミド センザイプラスミド
潜在変数 センザイヘンスウ
前三叉神経痛 ゼンサンサシンケイツウ
穿刺 センシ
潜時 センジ
前歯 ゼンシ
穿刺液 センシエキ
穿刺吸引 センシキュウイン
穿刺吸引細胞診 センシキュウインサイボウシン
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predecessor tooth
boring，drilling，trephination
anterograde amnesia
measurement of optical rotation
deciduous precessor
preparation pulse
optical rotatory dispersion
perforation polyp
antero-posterior curve
antero-posterior compensating
curve
preosteoblast
wire skeleton retention
wiring ﬁxation
antero-posterior relationship
antero-posterior curve，
antero-posterior occlusal curve
antero-posterior roentgenographic
cephalogram
antero-posterior projection
antero-posterior projection
antero-posterior projection
antero-posterior projection
anterior-posterior
latent，potential
potentially malignant tumor
latent jaundice
latent carcinoma
potentially lethal damage（PLD）
potential decalciﬁcation eﬃciency
potentially lethal damage
latent medical mishaps，
potential malpractice
potential doubling time
potential exposure
cryptic plasmid
latent variable
pretrigeminal neuralgia
paracentesis，puncture
latency
front teeth，anterior teeth
punctate
ﬁne needle aspiration（FNA）
aspiration cytology，
ﬁne needle aspiration cytology

センショクタイ

穿刺細胞診 ➡ 穿刺吸引細胞診 センシサイボウシン
穿刺術 センシジュツ
前思春期性歯周炎 ゼンシシュンキセイシシュウエン
穿刺診 ➡ 穿刺吸引細胞診 センシシン
前歯舌側移動 ゼンシゼッソクイドウ
線質 センシツ
線質依存性 センシツイゾンセイ
線質係数 センシツケイスウ
線質硬化 センシツコウカ
センシトメトリー センシトメトリー
穿刺培養 センシバイヨウ
前歯部過蓋咬合 ゼンシブカガイコウゴウ
前斜角筋切開術 ゼンシャカクキンセッカイジュツ
腺腫 センシュ
腺周囲炎 センシュウイエン
線収縮 センシュウシュク
前縦靱帯骨化症 ゼンジュウジンタイコッカショウ
全周ファイリング ゼンシュウファイリング
前準備 ゼンジュンビ
洗浄 センジョウ
線状アーチファクト センジョウアーチファクト
前上行枝 ゼンジョウコウシ
洗浄剤 センジョウザイ
栓状歯 センジョウシ
前上歯槽枝 ゼンジョウシソウシ
前上歯槽動脈 ゼンジョウシソウドウミャク
線状接触 センジョウセッショク
線条体黒質変性症 センジョウタイコクシツヘンセイショウ
穿刺用探触子 センシヨウタンショクシ
前床突起 ゼンショウトッキ
前歯用バンド ゼンシヨウバンド
線状微生物 センジョウビセイブツ
線条部 センジョウブ
染色質 センショクシツ
染色質フィラメント センショクシツフィラメント
染色体 センショクタイ
染色体異常 センショクタイイジョウ
染色体異常症候群 センショクタイイジョウショウコウグン
染色体外遺伝因子 センショクタイガイイデンインシ
染色体欠失症候群 センショクタイケッシツショウコウグン
染色体切断症候群 センショクタイセツダンショウコウグン
染色体複製 センショクタイフクセイ
染色体不分離 センショクタイフブンリ

aspiration cytology
paracentesis，puncture
prepubertal periodontitis
ﬁne needle aspiration biopsy
anterior retraction
radiation quality
energy dependence
quality factor
beam hardening
sensitometry
stab culture
anterior deep bite
scalenotomy
adenoma
periadenitis
linear shrinkage
ossiﬁcation of anterior longitudinal
ligament（OALL）
circumferential ﬁling
preparation
lavage，irrigation
streak artifact
anterior ascending ramus
detergent，wash
peg-shaped tooth
anterior superior alveolar branches
anterior superior alveolar artery
linear contact
striatonigral degeneration（SND）
puncture probe
anterior clinoid process
anterior band
ﬁlamentous microorganism
striated duct
chromatin
chromatin ﬁlament
chromosome
chromosome aberration
chromosome aberration syndrome
extrachromosomal genetic element
chromosomal deletion syndrome
chromosomal breakage syndrome
chromosome replication
nondisjunction of chromosome
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センショクホウ

染色法

センショクホウ

前処置 ゼンショチ
全身感染 ゼンシンカンセン
全身管理 ゼンシンカンリ
全身計数装置

ゼンシンケイスウソウチ

全身検査 ゼンシンケンサ
全身倦怠感 ゼンシンケンタイカン
全身作用 ゼンシンサヨウ
全身死 ゼンシンシ
全身疾患関連性歯周炎 ゼンシンシッカンカンレンセイシシュウエン
全身照射 ゼンシンショウシャ
全身状態 ゼンシンジョウタイ
全身状態評価 ゼンシンジョウタイヒョウカ
全身性アミロイド症 ゼンシンセイアミロイドショウ

セ

全身性うっ血 ゼンシンセイウッケツ
全身性エリテマトーデス ゼンシンセイエリテマトーデス
全身性炎症反応症候群

ゼンシンセイエンショウハンノウショウコウグン

全身性強皮症 ゼンシンセイキョウヒショウ
全身性疾患 ゼンシンセイシッカン
全身性修飾因子【歯周病の】

staining techniques，
staining procedures
preliminary treatment
systemic infection
care of general condition，
general management
human counter，
whole body counter
general examination
general lassitude
systemic action
somatic death
periodontitis associated with
systemic diseases
total body irradiation
physical status
evaluation of general status
generalized amyloidosis，
systemic amyloidosis
systemic venous congestion
systemic lupus erythematosus
（SLE）
systemic inﬂammatory response
syndrome（SIRS）
systemic scleroderma
systemic disease
systemic modiﬁer

ゼンシンセイシュウショクインシ（シシュウビョウノ）

全身性障害 ゼンシンセイショウガイ
全新鮮空気方式 ゼンシンセンクウキホウシキ
全身線量 ゼンシンセンリョウ
前靱帯 ゼンジンタイ
全身低体温 ゼンシンテイタイオン
全身的偶発症 ゼンシンテキグウハツショウ
全身的原因 ゼンシンテキゲンイン
全人的治療 ゼンジンテキチリョウ
全身的フッ化物応用法 ゼンシンテキフッカブツオウヨウホウ
全身的防御反応 ゼンシンテキボウギョハンノウ
尖刃刀 センジントウ
全身被曝 ゼンシンヒバク
全身評価 ゼンシンヒョウカ
全身麻酔 ゼンシンマスイ
全身麻酔下集中治療法 ゼンシンマスイカシュウチュウチリョウホウ
全身麻酔薬
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ゼンシンマスイヤク

systemic disorder
all fresh air system
whole body dose
anterior ligament
general hypothermia
systemic complications
general cause
holistic treatment
systemic ﬂuoride application
general defensive reaction
sharp point knife
whole body exposure
general assessment
general anesthesia
comprehensive treatment under
general anesthesia
general anesthetics

センソクブ

全身用シンチレーションカメラ

whole body scintillation camera

ゼンシンヨウシンチレーションカメラ

全身用スキャナ ゼンシンヨウスキャナ
全身療法【歯周病の】 ゼンシンリョウホウ（シシュウビョウノ）
SENSE

センス

全数調査 ゼンスウチョウサ
線スキャン センスキャン
線スペクトル センスペクトル
腺性口唇炎 センセイコウシンエン
腺性歯原性囊胞

センセイシゲンセイノウホウ

全生存率 ゼンセイゾンリツ
先制鎮痛 センセイチンツウ
線積分線量 センセキブンセンリョウ
前舌腺 ゼンゼツセン
前舌腺囊胞 ゼンゼツセンノウホウ
全前脳胞症 ゼンゼンノウホウショウ
潜像 センゾウ
漸増 ゼンゾウ
潜像核 センゾウカク
前装冠 ゼンソウカン
線像強度分布関数 センゾウキョウドブンプカンスウ
全層植皮 ゼンソウショクヒ
潜像退行 センゾウタイコウ
前装鋳造冠 ゼンソウチュウゾウカン
前装陶歯 ゼンソウトウシ
潜像濃度分布 センゾウノウドブンプ
潜像分布 センゾウブンプ
全層弁 ➡ 粘膜骨膜弁 ゼンソウベン
先祖返り センゾガエリ
尖足 センソク
線束 センソク
喘息 ゼンソク
栓塞子 センソクシ
栓塞子型鼻咽腔補綴装置 センソクシガタビインクウホテツソウチ
浅側頭静脈 センソクトウジョウミャク
前側頭泉門 ゼンソクトウセンモン
浅側頭動脈 センソクトウドウミャク
浅側頭動脈カニュレーション
センソクトウドウミャクカニュレーション

栓塞部

センソクブ

whole body scanner
systemic therapy of periodontal
disease
sensitivity encoding parallel
imaging
complete survey
linear scan
line spectrum
cheilitis glandularis，
glandular cheilitis
sialo-odontogenic cyst，
glandular odontogenic cyst
overall survival rate
preemptive analgia
dose length product（DLP）
anterior lingual gland
anterior lingual gland cyst
holoprosencephaly
latent image
waxing
latent image speck
facing crown
line spread function（LSF）
full thickness skin graft
fading of latent image
facing cast crown
porcelain facing tooth
line density distribution
latent image distribution
full thickness ﬂap
atavism
talipes equinus，foot drop
beam
asthma
obturator，obturator appliance
soft palate obturator（SPO）
superﬁcial temporal vein
sphenoidal fontanelle
superﬁcial temporal artery
superﬁcial temporal artery
canulation
obturator

セ
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センソクブジュ

栓塞部充実型顎義歯

センソクブジュウジツガタガクギシ

栓塞部中空型顎義歯

センソクブチュウクウガタガクギシ

栓塞部天蓋開放型顎義歯
腺体内唾石

センソクブテンガイカイホウガタガクギシ

センタイナイダセキ

全唾液 ゼンダエキ
選択基準【X 線検査】 センタクキジュン（エックスセンケンサ）
選択削合 センタクサクゴウ
選択式レーザー焼結積層法
センタクシキレーザーショウケツセキソウホウ

選択式レーザー溶融積層法
センタクシキレーザーヨウユウセキソウホウ

セ

選択照射 センタクショウシャ
選択スケジュール センタクスケジュール
選択的加圧印象 センタクテキカアツインショウ
選択的頸部郭清術 センタクテキケイブカクセイジュツ
選択的咬合調整 ➡ 選択削合 センタクテキコウゴウチョウセイ
選択的作用 センタクテキサヨウ
選択的側面 X 線断層撮影法

maxillaryprosthesis with a solid
obturator
maxillaryprosthesis with a hollow
obturator
maxillaryprosthesis with a buccal
ﬂange obturator
calculus in salivary gland parenchyma，salivary gland calculus
whole saliva
selection criteria
selective grinding
selective laser sintering technique
（SLS）
selective laser melting technique
（SLM）
selective irradiation
alternative schedule
selective pressure impression
selective neck dissection
occlusal adjustment，
selective grinding
selective action
selective lateral tomography

センタクテキソクメンエックスセンダンソウサツエイホウ

選択的断層撮影法 センタクテキダンソウサツエイホウ
選択毒性 センタクドクセイ
選択培地 センタクバイチ
せん断応力 センダンオウリョク
先端巨大 センタンキョダイ
先端巨大症 センタンキョダイショウ
先端硬化症 センタンコウカショウ
せん断接着強さ センダンセッチャクツヨサ
せん断弾性係数 ➡ 剛性率 センダンダンセイケイスウ
せん断強さ センダンツヨサ
先端疼痛症 センタントウツウショウ
センチネルリンパ節 センチネルリンパセツ
全調節性咬合器 ゼンチョウセツセイコウゴウキ
仙痛 センツウ
穿通 センツウ
穿通性齲蝕 センツウセイウショク
穿通創 センツウソウ
選定医療 センテイイリョウ
前庭機能障害 ゼンテイキノウショウガイ
前庭面 ゼンテイメン
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selective tomography
selective toxicity
selective medium
shear stress，shearing stress
acromegaly
acromegaly
acrosclerosis
shear bond strength
modulus of rigidity，
shearing modulus
shear strength
acrodynia
sentinel lymph node
fully adjustable articulator
colicky pain
penetration
penetrating caries
penetrating wound
selected medical care
vestibular dysfunction
vestibular surface

センテンセイタ

先天異常

センテンイジョウ

先天奇形

センテンキケイ

先天歯 センテンシ
先天性エプーリス センテンセイエプーリス
先天性外胚葉異形成症 センテンセイガイハイヨウイケイセイショウ
先天性外胚葉形成不全 ➡ 先天性外胚葉異形成症

birth defect，congenital anomaly，
congenital abnormality
congenital anomaly，
congenital malformation
congenital tooth
congenital epulis
congenital ectodermal dysplasia
congenital ectodermal dysplasia

センテンセイガイハイヨウケイセイフゼン

先天性顎変形 センテンセイガクヘンケイ
先天性顎癒合症 センテンセイガクユゴウショウ
先天性下唇瘻 センテンセイカシンロウ
先天性角化異常症 センテンセイカッカイジョウショウ
先天性ガマ腫 センテンセイガマシュ
先天性巨舌症 センテンセイキョゼツショウ
先天性魚鱗癬 センテンセイギョリンセン
先天性亀裂舌 センテンセイキレツゼツ
先天性筋緊張症 センテンセイキンキンチョウショウ
先天性筋ジストロフィー センテンセイキンジストロフィー
先天性欠如 センテンセイケツジョ
先天性欠如歯

センテンセイケツジョシ

先天性欠損 センテンセイケッソン
先天性口角小窩 センテンセイコウカクショウカ
先天性口角瘻 センテンセイコウカクロウ
先天性甲状腺機能低下症

congenital jaw deformity
congenital syngnathia
congenital ﬁstula of lower lip
dyskeratosis congenita
congenital ranula
congenital macroglossia
ichthyosis
congenital ﬁssured tongue
myotonia congenita
congenital muscular dystrophy
congenital missing，
congenitally missing
congenitally missing tooth，
congenital missing of tooth
congenital defect
congenital commissural lip pit
congenital ﬁstula of mouth angle
congenital hypothyroidism

センテンセイコウジョウセンキノウテイカショウ

先天性口唇小窩 センテンセイコウシンショウカ
先天性口唇瘻 センテンセイコウシンロウ
先天性骨髄性ポルフィリン症

congenital lip pit
congenital lip ﬁstula
congenital erythropoietic porphyria

センテンセイコツズイセイポルフィリンショウ

先天性歯 ➡ 先天歯 センテンセイシ
先天性色素失調 ➡ ブロッホ・ズルツベルガー症候群
センテンセイシキソシッチョウ

先天性障害 センテンセイショウガイ
先天性小顎症 センテンセイショウガクショウ
先天性掌蹠角化症 センテンセイショウセキカッカショウ
先天性腎奇形 センテンセイジンキケイ
先天性心疾患 センテンセイシンシッカン
先天性素因 センテンセイソイン
先天性代謝異常 センテンセイタイシャイジョウ

prenatal dentition
incontinentia pigmenti，
incontinence of pigment，
Bloch-Sulzberger syndrome
congenital disease
congenital micrognathia
hereditary palmoplantar keratosis，congenital palmoplantar
keratosis
congenital renal anomaly
congenital heart disease
congenital predisposition
inborn metabolism error
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セ

センテンセイダ

先天性第Ⅺ因子欠乏症 ➡ 血友病 C

congenital factor Ⅺ deﬁciency

センテンセイダイジュウイチインシケツボウショウ

先天性第Ⅷ因子欠乏症 ➡ 血友病 A

congenital factor Ⅷ deﬁciency

センテンセイダイハチインシケツボウショウ

先天性唾液腺瘻 センテンセイダエキセンロウ
先天性多発性関節拘縮 センテンセイタハツセイカンセツコウシュク
先天性多発性関節拘縮症

congenital salivary ﬁstula
arthrogryposis multiplex congenita
arthrogryposis multiplex congenita

センテンセイタハツセイカンセツコウシュクショウ

先天性中枢性低換気症候群
センテンセイチュウスウセイテイカンキショウコウグン

先天性低フィブリノーゲン血症

congenital central hypoventilation
syndrome
congenital hypoﬁbrinogenemia

センテンセイテイフィブリノーゲンケッショウ

先天性二重下顎頭 センテンセイニジュウカガクトウ
先天性囊胞 センテンセイノウホウ
先天性梅毒 センテンセイバイドク
先天性鼻咽腔閉鎖不全症 センテンセイビインクウヘイサフゼンショウ
先天性表皮水疱症

セ

センテンセイヒョウヒスイホウショウ

先天性風疹症候群 センテンセイフウシンショウコウグン
先天性副腎過形成症 センテンセイフクジンカケイセイショウ
先天性副腎低形成症 センテンセイフクジンテイケイセイショウ
先天性副腎皮質過形成症
センテンセイフクジンヒシツカケイセイショウ

先天性部分性無歯症 センテンセイブブンセイムシショウ
先天性ミオパチー センテンセイミオパチー
先天性無歯症 センテンセイムシショウ
先天性無痛無汗症 センテンセイムツウムカンショウ
先天性免疫不全症候群

センテンセイメンエキフゼンショウコウグン

先天的原因 センテンテキゲンイン
尖度 センド
蠕動 ゼンドウ
前頭蓋底 ゼントウガイテイ
全頭蓋裂 ゼントウガイレツ
尖頭合指症 ➡ アペール症候群 セントウゴウシショウ
前頭骨 ゼントウコツ
前頭篩骨縫合 ゼントウシコツホウゴウ
尖頭症 セントウショウ
前頭上顎縫合 ゼントウジョウガクホウゴウ
前頭神経 ゼントウシンケイ
前頭側頭葉変性症 ゼントウソクトウヨウヘンセイショウ
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congenital biﬁd condyle
congenital cyst
congenital syphilis
congenital velopharyngeal
incompetence
epidermolysis bullosa，epidermolysis bullosa hereditaria，hereditary bullous epidermolysis
congenital rubella syndrome
congenital adrenal hyperplasia
congenital adrenal hypoplasia
congenital adrenocortical
hyperplasia
hypodontia，oligodontia
congenital myopathy
congenital anodontia
congenital insensitivity to pain with
anhidrosis（CIPA）
congenital immunodeﬁciency
syndrome
congenital cause
kurtosis
peristalsis
anterior cranial base
cranioschisis totalis
acrocephalosyndactyly
frontal bone
frontoethmoidal suture
acrocephaly，oxycephaly
frontomaxillary suture
frontal nerve
frontotemporal lobar degeneration

センプクジカン

前頭断像

ゼントウダンゾウ

前頭洞 ゼントウドウ
前頭突起 ゼントウトッキ
蠕動波 ゼンドウハ
前頭鼻骨縫合 ゼントウビコツホウゴウ
前頭縫合 ゼントウホウゴウ
前頭方向撮影 ゼントウホウコウサツエイ
前頭方向撮影法 ゼントウホウコウサツエイホウ
前頭方向投影 ゼントウホウコウトウエイ
前頭方向投影法 ゼントウホウコウトウエイホウ
前頭面 ゼントウメン
前頭面断層撮影法 ゼントウメンダンソウサツエイホウ
前頭面投影像 ゼントウメントウエイゾウ
前投薬 ➡ 麻酔前投薬 ゼントウヤク
前頭隆起 ゼントウリュウキ
セントラルドグマ セントラルドグマ
セントラルベアリングスクリュー

frontal image，
frontal section image
frontal sinus
frontal process
peristaltic wave
frontonasal suture
frontal suture
frontal projection
frontal projection
frontal projection
frontal projection
frontal plane，coronal plane
frontal tomography
frontal image
premedication
frontal prominence
central dogma
central bearing screw

セントラルベアリングスクリュー

セントラルベアリングプレート

central bearing plate

セ

セントラルベアリングプレート

セントリックオーダー セントリックオーダー
セントリックストップ セントリックストップ
腺肉腫 センニクシュ
潜入型ツーピースインプラント

centric order
centric stop
adenosarcoma
submergible type implant

センニュウガタツーピースインプラント

腺熱 センネツ
全能性 ゼンノウセイ
全肺気量 ゼンハイキリョウ
前白板症 ゼンハクバンショウ
全波整流 ゼンパセイリュウ
前パラタルバー ゼンパラタルバー
全般発作 ゼンパンホッサ
前鼻棘【セファロ分析の】 ゼンビキョク（セファロブンセキノ）
洗鼻薬 センビヤク
腺病 センビョウ
線ひろがり関数 センヒロガリカンスウ
浅部 センブ
前部 ゼンブ
前負荷 ゼンフカ
全部金属冠 ゼンブキンゾクカン
潜伏感染 センプクカンセン
潜伏期 センプクキ
線副子 ➡ 副子 センフクシ
潜伏時間 センプクジカン

glandular fever
totipotency
total lung capacity
preleukoplakia
full-wave rectiﬁcation
anterior palatal bar
generalized seizure
anterior nasal spine（ANS）
nasal douches，nose wash
scrofula
line spread function（LSF）
superﬁcial part
anterior part
preload
complete metal crown
latent infection
incubation period，latent period
arch bar splint，wire splint
latent time
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ゼンブケッソン

全部欠損 ゼンブケッソン
全部床義歯 ゼンブショウギシ
全部床義歯補綴学 ゼンブショウギシホテツガク
全部鋳造冠 ゼンブチュウゾウカン
全部被覆冠 ゼンブヒフクカン

セ

腺ペスト センペスト
選別 センベツ
腺扁平上皮癌 センヘンペイジョウヒガン
腺房 センボウ
前方位
【下顎の】 ゼンポウイ（カガクノ）
前方位記録 ゼンポウイキロク
前方移動 ゼンポウイドウ
前方運動【下顎の】 ゼンポウウンドウ（カガクノ）
前方拡大 ゼンポウカクダイ
前方滑走運動 ゼンポウカッソウウンドウ
前方滑膜間腔 ゼンポウカツマクカンクウ
前方滑膜部 ゼンポウカツマクブ
前方顆路 ゼンポウカロ
前方顆路傾斜角 ゼンポウカロケイシャカク
前方基準点 ゼンポウキジュンテン
前方腔 ゼンポウクウ
前方限界運動 ゼンポウゲンカイウンドウ
前方限界運動路

ゼンポウゲンカイウンドウロ

前方咬合位 ゼンポウコウゴウイ
前方咬合小面 ゼンポウコウゴウショウメン
腺房細胞癌 センボウサイボウガン
前方成長 ゼンポウセイチョウ
前方切歯路 ゼンポウセッシロ
線膨脹 センボウチョウ
線膨脹係数

センボウチョウケイスウ

全末梢抵抗 ゼンマッショウテイコウ
喘鳴 ゼンメイ／ゼイメイ
鮮明度 センメイド
せん妄 センモウ
線毛 センモウ
全盲 ゼンモウ
線毛運動 センモウウンドウ
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total tooth loss
complete denture，
full denture
complete denture prosthodontics
full cast crown
full coverage crown，
full veneer crown
bubonic plague
selectivism
adenosquamous carcinoma
glandular acinus
protrusive jaw relation
protrusive interocclusal record
advancement
protrusive movement of mandible
anterior expansion
protrusive sliding movement
upper anterior synovial pouch
anterior synovial portion
protrusive condylar path
inclination of protrusive condylar
angle
anterior reference point
anterior compartment
anterior border movement，
protrusive border movement
anterior border movement path，
protrusive border movement path
protrusive jaw relation
protrusive facet，
occlusal facet of protrusion
acinic cell carcinoma
forward growth
protrusive incisal path
linear expansion，
linear thermal expansion
linear expansion，
linear thermal expansion
total peripheral resistance（TPR）
stridor，wheeze，wheezing
visibility
delirium
ﬁmbrria，pilus
total blind
ciliary movement

ゼンワンヒベン

線毛細胞 センモウサイボウ
線毛上皮 センモウジョウヒ
繊毛虫類 センモウチュウルイ
専門医 センモンイ
専門的口腔ケア センモンテキコウクウケア
線溶系 センヨウケイ
線溶系異常 センヨウケイイジョウ
腺様歯原性腫瘍 センヨウシゲンセイシュヨウ
腺様囊胞癌 センヨウノウホウガン
腺様扁平上皮癌 センヨウヘンペイジョウヒガン
全率固溶体 ゼンリツコヨウタイ
前立腺肥大症 ゼンリツセンヒダイショウ
全流量 ゼンリュウリョウ
線量 センリョウ
線量依存性 センリョウイゾンセイ
線量記録 センリョウキロク
線量計 センリョウケイ
線量限度 センリョウゲンド
線量効果関係 センリョウコウカカンケイ
線量拘束値 センリョウコウソクチ
線量制限 センリョウセイゲン
線量制限体系 センリョウセイゲンタイケイ
線量生存率曲線 センリョウセイゾンリツキョクセン
線量・線量率効果係数 センリョウセンリョウリツコウカケイスウ
線量測定 センリョウソクテイ
線量単位 センリョウタンイ
線量当量 センリョウトウリョウ
線量当量限度 センリョウトウリョウゲンド
線量当量指標 センリョウトウリョウシヒョウ
線量反応関係 センリョウハンノウカンケイ
線量ビーム センリョウビーム
線量ビーム幅積 センリョウビームハバセキ
線量分割 センリョウブンカツ
線量分布 センリョウブンプ
線量預託 センリョウヨタク
線量率 センリョウリツ
線量率効果 センリョウリツコウカ
前臨床試験 ゼンリンショウシケン
全リンパ節照射 ゼンリンパセツショウシャ
全リンパ節照射法 ゼンリンパセツショウシャホウ
腺類癌 センルイガン
前腕皮弁 ゼンワンヒベン

ciliated cell
ciliated epithelium
ciliata
medical specialist
professional oral care
ﬁbrinolytic system
abnormality of ﬁbrinolytic system
adenomatoid odontogenic tumor
adenoid cystic carcinoma
adenoid squamous cell carcinoma
complete solid solution，
all proportional solid solution
benign prostatic hyperplasia
total ﬂow
dose，dosage
dose dependency
dose record
dose meter，dosimeter
dose limits
dose-eﬀect relationship
dose constraint
dose limitation
dose limitation system，
system of dose limitation
dose-survival rate curve
dose and dose rate eﬀect factor
dosimetry
dose unit
dose equivalent
dose equivalent limit
dose equivalent index
dose-response relationship
dose proﬁle
dose width product（DWP）
dose fractionation
dose distribution
dose commitment
dose rate
dose rate eﬀect
preclinical test，preclinical study
total nodal irradiation
total nodal irradiation
adenoacanthoma
forearm ﬂap
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セ

あ
ソイン

ソ
素因 ソイン
創 ソウ
叢 ソウ
像 ゾウ
増悪因子 ゾウアクインシ
躁うつ病 ➡ 双極性障害 ソウウツビョウ
造影 ゾウエイ
造影 MRI ゾウエイエムアールアイ
造影 MR アンジオグラフィー

disposition，predisposition
wound
plexus
image
exacerbating factor
manic depressive psychosis
contrast radiography
contrast MRI
contrast-enhanced MR angiography

ゾウエイエムアールアンジオグラフィー

ソ

造影欠損 ゾウエイケッソン
造影検査 ゾウエイケンサ
造影剤 ゾウエイザイ
造影剤増強 ゾウエイザイゾウキョウ
造影剤増強法 ゾウエイザイゾウキョウホウ
造影撮影 ゾウエイサツエイ
造影撮影法 ゾウエイサツエイホウ
造影 CT ゾウエイシーティー
造影性 ゾウエイセイ
造影増強 ゾウエイゾウキョウ
造影増強法 ゾウエイゾウキョウホウ
造影断層撮影法 ゾウエイダンソウサツエイホウ
造影超音波検査 ゾウエイチョウオンパケンサ
造影法 ゾウエイホウ
騒音 ソウオン
騒音性難聴 ソウオンセイナンチョウ
騒音レベル ソウオンレベル
相加効果 ソウカコウカ
相加作用 ソウカサヨウ
走化性 ソウカセイ
走化性因子 ソウカセイインシ
総括的評価 ソウカツテキヒョウカ
相加リスク予測モデル ソウカリスクヨソクモデル
相関 ソウカン
挿管 ソウカン
相関係数 ソウカンケイスウ
増感剤 ゾウカンザイ
増感紙 ゾウカンシ
増感紙・フィルム系 ゾウカンシフィルムケイ
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ﬁlling defect
contrast examination
contrast medium
contrast enhancement
contrast enhancement method
contrast radiography
contrast radiography
contrast CT
opaciﬁcation
contrast enhancement
contrast enhancement method
contrast tomography
contrast-enhanced ultrasonography
contrast radiography
undesired noise
noise-induced hearing loss，
noise deafness，
noise-induced deafness
noise sound level
additive eﬀect
addition，additive action
chemotaxis
chemotactic factor
summative evaluation
additive risk projection model
correlation
intubation
correlation coeﬃcient
sensitizer
intensifying screen
screen ﬁlm system

ゾウキョウサヨ

槽間中隔 ソウカンチュウカク
槽間中隔内注射 ソウカンチュウカクナイチュウシャ
槽間中隔内注射法 ソウカンチュウカクナイチュウシャホウ
槽間中隔内麻酔 ソウカンチュウカクナイマスイ
増感比【併用療法】 ゾウカンヒ（ヘイヨウリョウホウ）
増感率 ゾウカンリツ
臓器移植 ゾウキイショク
早期咽頭流入 ソウキイントウリュウニュウ
早期影響【放射線の】 ソウキエイキョウ（ホウシャセンノ）
早期開口クリック ソウキカイコウクリック
早期癌 ソウキガン
臓器感覚 ゾウキカンカク
早期効果 ソウキコウカ
早期抗原 ソウキコウゲン
臓器残基 ゾウキザンキ
早期産児 ソウキサンジ
早期失敗 ソウキシッパイ
早期浸潤癌 ソウキシンジュンガン
早期診断 ソウキシンダン
早期生歯 ソウキセイシ
早期接触

ソウキセッショク

臓器線量 ゾウキセンリョウ
早期喪失【乳歯の】 ソウキソウシツ（ニュウシノ）
早期脱落【乳歯の】 ソウキダツラク（ニュウシノ）
早期治療 ソウキチリョウ
早期低体重児出産 ソウキテイタイジュウジシュッサン
臓器毒性 ゾウキドクセイ
臓器梅毒 ゾウキバイドク
早期破水 ソウキハスイ
臓器発育曲線 ➡ スキャモンの臓器別発育曲線

interalveolar septum
intraseptal injection
intraseptal injection
intraseptal anesthesia
enhancement ratio
sensitizing factor
organ transplantation
premature spillage
early eﬀect
early opening click
early cancer
organic sensation
early eﬀect
early antigen（EA）
rest of organ
preterm infant
early failure
early-stage invasive cancer
early diagnosis
early odontosis，
premature dentition
occlusal premature，initial
contact，premature contact，
initial occlusal contact
organ dose
premature loss，early loss
premature exfoliation
early treatment
preterm low weight birth
organ toxicity
organ syphilis，visceral syphilis
premature rupture of membrane
organic growth curve

ゾウキハツイクキョクセン

早期発見 ソウキハッケン
早期発症型歯周炎 ソウキハッショウガタシシュウエン
早期負荷 ソウキフカ
臓器不全 ゾウキフゼン
早期閉口クリック ソウキヘイコウクリック
早期萌出 ソウキホウシュツ
早期埋入 ソウキマイニュウ
臓器模倣 ゾウキモホウ
増強効果比【造影剤増強】

early detection
early-onset periodontitis
early loading
organ failure
early closing click
early eruption，premature eruption
early implant placement
organ mimicry
enhancement ratio

ゾウキョウコウカヒ（ゾウエイザイゾウキョウ）

増強作用

ゾウキョウサヨウ

enhancement

379

ソ

ソウキヨウジジ

ソ

早期幼児自閉症 ソウキヨウジジヘイショウ
双極子・双極子相互作用 ソウキョクシソウキョクシソウゴサヨウ
双極性障害 ソウキョクセイショウガイ
双極電気凝固装置 ソウキョクデンキギョウコソウチ
双極導出 ソウキョクドウシュツ
早期離床療法 ソウキリショウリョウホウ
藻菌症 ソウキンショウ
増菌培養 ゾウキンバイヨウ
装具 ソウグ
象牙仮骨 ゾウゲカコツ
象牙芽細胞 ゾウゲガサイボウ
象牙芽細胞下神経叢 ゾウゲガサイボウカシンケイソウ
象牙芽細胞腫 ゾウゲガサイボウシュ
象牙芽細胞突起 ゾウゲガサイボウトッキ
象牙基質 ゾウゲキシツ
象牙細管 ゾウゲサイカン
象牙 - 歯髄境 ゾウゲシズイキョウ
象牙質 ゾウゲシツ
象牙質齲蝕 ゾウゲシツウショク
象牙質形成 ゾウゲシツケイセイ
象牙質形成性幻影細胞腫

early infantile autism
dipole-dipole interaction
bipolar disorder
bipolar electrocoagulator
bipolar lead
stir up regimen
phycomycosis
enrichment culture
device
dentin callus
odontoblast
subodontoblastic nerve plexus
odontoblastoma
odontoblastic process
dentin matrix
dentinal tubule
dentino-pulpal junction
dentin
dentin caries
dentinogenesis
dentinogenic ghost cell tumor

ゾウゲシツケイセイセイゲンエイサイボウシュ

象牙質形成不全 ゾウゲシツケイセイフゼン
象牙質形成不全症 ゾウゲシツケイセイフゼンショウ
象牙質欠損 ゾウゲシツケッソン
象牙質・歯髄複合体 ゾウゲシツシズイフクゴウタイ
象牙質腫 ゾウゲシツシュ
象牙質知覚過敏 ゾウゲシツチカクカビン
象牙質知覚鈍麻剤 ゾウゲシツチカクドンマザイ
象牙質壁 ゾウゲシツヘキ
象牙質紋理 ゾウゲシツモンリ
象牙質粒 ➡ 象牙粒 ゾウゲシツリュウ
象牙 - セメント境 ゾウゲセメントキョウ
象牙前質 ゾウゲゼンシツ
造血幹細胞 ゾウケツカンサイボウ
総血管抵抗 ソウケッカンテイコウ
造血器官 ゾウケツキカン
造血器系症候群【放射線被曝による】

dentinogenesis imperfecta
dentinal dysplasia，
dentinogenesis imperfecta
dentin niche
dentin-pulp complex
dentinoma
dentin hypersensitivity
desensitizing agent of
hypersensitive dentin
dentin wall
dentin ripple
denticle
dentino-cement junction，
cemento-dentinal junction
predentin
hematopoietic stem cell
total vascular resistance
blood-forming organ
hematopoietic system syndrome

ゾウケツキケイショウコウグン（ホウシャセンヒバクニヨル）

造血能 ゾウケツノウ
造血薬 ゾウケツヤク
象牙様化 ゾウゲヨウカ
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hematopoiesis
hematopoietics
eburnation

ゾウショクキョ

象牙様骨腫 ゾウゲヨウコツシュ
象牙粒 ゾウゲリュウ
総合管理 ソウゴウカンリ
総合したデトリメント ソウゴウシタデトリメント
総合治療 ソウゴウチリョウ
総合的老年医学的機能評価 ➡ 高齢者総合的機能評価
ソウゴウテキロウネンイガクテキキノウヒョウカ

総合リハビリテーション ソウゴウリハビリテーション
相互作用 ソウゴサヨウ
造骨性病変 ゾウコツセイビョウヘン
走査 ソウサ
操作時間 ソウサジカン
走査電子顕微鏡 ソウサデンシケンビキョウ
早産 ソウザン
早産児 ソウザンジ
増歯 ゾウシ
双子鉤 ソウシコウ
喪失 ソウシツ
喪失歯 ソウシツシ
桑実状臼歯 ➡ フルニエ歯 ソウジツジョウキュウシ
桑実状歯 ➡ フルニエ歯 ソウジツジョウシ
喪失歯率 ソウシツシリツ
双手診 ソウシュシン
創傷 ソウショウ
叢状型 ソウジョウガタ
叢状型エナメル上皮腫 ソウジョウガタエナメルジョウヒシュ
創傷感染症 ソウショウカンセンショウ
巣状硬化 ソウジョウコウカ
相乗効果 ソウジョウコウカ
相乗作用 ソウジョウサヨウ
巣状上皮性過形成 ソウジョウジョウヒセイカケイセイ
創傷処置 ソウショウショチ
叢状神経線維腫 ソウジョウシンケイセンイシュ
叢状単囊胞性エナメル上皮腫

osteoma eburneum
denticle
general management
aggregated detriment
comprehensive therapy
comprehensive geriatric assessment
（CGA）
comprehensive rehabilitation
interaction
osteoblastic lesion
scan，scanning
working time
scanning electron microscope
（SEM）
premature delivery
premature infant
replacement of a broken or lost
prosthetic tooth
double akers clasp
depletion
missing tooth
mulberry molar
mulberry tooth
missing tooth rate
bimanual palpation
wound
plexiform
plexiform ameloblastoma
wound infection
focal sclerosis
synergistic eﬀect
synergism，supraaddition
focal epithelial hyperplasia
wound treatment
plexiform neuroﬁbroma
plexiform unicystic ameloblastoma

ソウジョウタンノウホウセイエナメルジョウヒシュ

創傷治癒 ソウショウチユ
創傷痛 ソウショウツウ
創傷被覆材 ソウショウヒフクザイ
相乗リスク予測モデル ソウジョウリスクヨソクモデル
増殖 ゾウショク
増殖因子 ➡ 成長因子 ゾウショクインシ
増殖期【歯胚の】 ゾウショクキ（シハイノ）
増殖曲線 ゾウショクキョクセン

wound healing
wound pain
wound dressing material
multiplicative risk projection model
proliferation
growth factor
proliferation stage
growth curve
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ソ

ゾウショクシ

増殖死 ゾウショクシ
増殖性炎 ゾウショクセイエン
増殖性歯肉炎 ゾウショクセイシニクエン
増殖性天疱瘡 ゾウショクセイテンポウソウ
増殖阻止試験 ゾウショクソシシケン
増殖軟骨細胞層 ゾウショクナンコツサイボウソウ
送信コイル ソウシンコイル
双心子 ソウシンシ
叢生 ソウセイ
双性イオン ソウセイイオン
双生歯 ソウセイシ
槽生歯 ソウセイシ
双生児 ソウセイジ
双生児法 ソウセイジホウ
双線弧線装置 ソウセンコセンソウチ
総線量 ソウセンリョウ
相対成長 ソウタイセイチョウ
相対的エネルギー代謝率 ソウタイテキエネルギータイシャリツ
相対的歯槽堤形成術 ソウタイテキシソウテイケイセイジュツ
相対不応期 ソウタイフオウキ

ソ

相対リスク ソウタイリスク
総炭酸 ソウタンサン
装置 ソウチ
装着 ソウチャク
総鉄結合能 ソウテツケツゴウノウ
相転移 ソウテンイ
双頭歯 ソウトウシ
相同染色体 ソウドウセンショクタイ
槽内中隔切除術 ソウナイチュウカクセツジョジュツ
挿入 ソウニュウ
挿入器具 ソウニュウキグ
挿入術 ソウニュウジュツ
挿入配列 ソウニュウハイレツ
挿入物 ソウニュウブツ
挿入埋没法 ソウニュウマイボツホウ
壮年 ソウネン
搔爬 ソウハ
増倍管 ゾウバイカン
総肺静脈還流異常症 ソウハイジョウミャクカンリュウイジョウショウ
早発思春期 ソウハツシシュンキ
早発反応 ソウハツハンノウ
相反移動 ソウハンイドウ
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reproductive death
productive inﬂammation
hyperplastic gingivitis
pemphigus vegetans
growth inhibition（GI）test
zone of proliferating chondrocyte
transmitter coil
diplosome
crowding
zwitterion
geminated tooth
thecodont
twin
twin study
twin wire appliance
total dose
allometry，relative growth
relative metabolic rate
relative alveoplasty
relative refractory phase，
relative refractory period
relative risk
total carbon dioxide
device，apparatus，equipment
setting，placement
total iron binding capacity（TIBC）
phase transition
bicuspid
homologous chromosomes
intraseptal alveolectomy
implantation
seating instrument
implantation
insertion sequence（IS）
implant
insert-investing technique
maturity
curettage
intensiﬁer
total anomalous pulmonary venous
connection
precocious puberty
antedating response
reciprocal movement

ソキュウテキケ

層板顆粒

ソウバンカリュウ

層板間層 ソウバンカンソウ
層板骨 ソウバンコツ
相反固定 ソウハンコテイ
相反神経支配 ソウハンシンケイシハイ
相反性クリッキング ソウハンセイクリッキング
相反則 ソウハンソク
相反トルク ソウハントルク
相反力 ソウハンリョク
象皮病 ゾウヒビョウ
相変異 ソウヘンイ
僧帽筋 ソウボウキン
僧帽筋皮弁 ソウボウキンヒベン
双方向型授業 ソウホウコウガタジュギョウ
総膨脹 ソウボウチョウ
僧帽弁 ソウボウベン
僧帽弁狭窄症 ソウボウベンキョウサクショウ
僧帽弁閉鎖不全症 ソウボウベンヘイサフゼンショウ
相補下顎位

ソウホカガクイ

相補下顎運動

ソウホカガクウンドウ

相補的 DNA ソウホテキディーエヌエー
相補テスト ソウホテスト
創面収縮 ソウメンシュウシュク
搔痒 ソウヨウ
相律 ソウリツ
層流 ソウリュウ
総流量 ソウリュウリョウ
藻類 ソウルイ
早老 ソウロウ
早老症 ソウロウショウ
総濾過 ソウロカ
ソーシャルキャピタル ソーシャルキャピタル
ソーシャルサポート ソーシャルサポート
ソーシャルネットワーク ソーシャルネットワーク
ソーシャルワーカー ソーシャルワーカー
ソーダライム ソーダライム
阻害因子【環境因子の評価】

lamellar granule，
membrane coating granule
interlamellar layer
lamellated bone，lamellar bone
reciprocal anchorage
reciprocal innervation
reciprocal clicking
reciprocity law
reciprocal root torque
reciprocal force
elephantiasis
phase variation
trapezius，trapezius muscle
trapezius musculocutaneous ﬂap
two-way class
total expansion
mitral valve
mitral stenosis（MS）
mitral incompetence，
mitral insuﬃciency
complementary mandibular
position
complementary mandibular
movement
complementary DNA
complementation test
wound contraction
itch
phase rule
laminar ﬂow
total ﬂow
algae
progeria
progeria
total ﬁltration
social capital
social support
social network
social worker
soda lime
barrier

ソガイインシ（カンキョウインシノヒョウカ）

阻害剤 ソガイザイ
阻害薬 ソガイヤク
遡及的研究 ソキュウテキケンキュウ

inhibitor
inhibitor
retrospective study
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ソ

ソク

束 ソク
属 ゾク
側咽頭隙 ソクイントウゲキ
側咽頭部感染 ソクイントウブカンセン
速栄養組織 ソクエイヨウソシキ
側音化構音 ソクオンカコウオン
側臥位 ソクガイ
側頸囊胞 ソクケイノウホウ
側頸瘻 ソクケイロウ
側鎖説 ソクサセツ
側枝 ソクシ
即時インプラント ソクジインプラント
即時顎義歯 ソクジガクギシ
即時荷重 ソクジカジュウ
即時型アレルギー ソクジガタアレルギー
即時型過敏症 ソクジガタカビンショウ

ソ

即時型歯牙再植 ソクジガタシガサイショク
即時義歯 ソクジギシ
即時根管充塡 ソクジコンカンジュウテン
即時再建法 ソクジサイケンホウ
即時歯間分離 ソクジシカンブンリ
即時歯肉排除 ソクジシニクハイジョ
即時重合レジン ➡ 常温重合レジン ソクジジュウゴウレジン
即時修復 ソクジシュウフク
即時栓塞子 ソクジセンソクシ
側斜位経咽頭撮影 ソクシャイケイイントウサツエイ
側斜位経咽頭撮影法
側斜位経咽頭投影

ソクシャイケイイントウトウエイ

側斜位経咽頭投影法
側斜位経頭蓋撮影
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ソクシャイケイイントウトウエイホウ

ソクシャイケイトウガイサツエイ

側斜位経頭蓋撮影法
側斜位経頭蓋投影

ソクシャイケイイントウサツエイホウ

ソクシャイケイトウガイサツエイホウ

ソクシャイケイトウガイトウエイ

bundle
genus
parapharyngeal space
infection of lateral pharyngeal
region
tachytrophic tissue
lateral misarticulation
lateral recumbent position，
side lying
lateral cervical cyst
lateral cervical ﬁstula
side chain theory
lateral branch，collateral branch，
collateral
immediate implant
immediate maxillary prosthesis
immediate loading
immediate type allergy
immediate hypersensitivity，
immediate type hypersensitivity
immediate tooth replantation
immediate denture，
immediate insertion denture
immediate root canal ﬁlling
immediate reconstruction
immediate separation of tooth
immediate gum displacement
self-curing resin，self-cured resin
immediate restoration
immediate surgical obturator
lateral oblique transpharyngeal
projection
lateral oblique transpharyngeal
projection
lateral oblique transpharyngeal
projection
lateral oblique transpharyngeal
projection
lateral oblique transcranial
projection
lateral oblique transcranial
projection
lateral oblique transcranial
projection

ゾクハツショウ

側斜位経頭蓋投影法
束状型 ソクジョウガタ
束状骨 ソクジョウコツ
測色 ソクショク
測色法【歯冠色の】

ソクシャイケイトウガイトウエイホウ

ソクショクホウ（シカンショクノ）

促進因子【環境因子の評価】

lateral oblique transcranial
projection
bundle type
bundle bone
colorimetry
method of color measurement of
tooth color
facilitator

ソクシンインシ（カンキョウインシノヒョウカ）

促進剤 ソクシンザイ
促進剤【X 線写真処理】

ソクシンザイ（エックスセンシャシンショリ）

促進性急性拒絶反応 ソクシンセイキュウセイキョゼツハンノウ
即製隔壁 ソクセイカクヘキ
速成耐性 ソクセイタイセイ
足蹠線維腫症 ソクセキセンイシュショウ
足蹠紋 ソクセキモン
側切歯 ソクセッシ
塞栓 ソクセン
塞栓術 ソクセンジュツ
塞栓症 ソクセンショウ
塞栓療法 ソクセンリョウホウ
速中性子 ソクチュウセイシ
促通 ソクツウ
促通拡散 ソクツウカクサン
側頭窩 ソクトウカ
側頭下窩 ソクトウカカ
側頭下面 ソクトウカメン
側頭下稜 ソクトウカリョウ
側頭筋 ソクトウキン
側頭筋隙 ソクトウキンゲキ
側頭筋把握法 ソクトウキンハアクホウ
側頭筋膜 ソクトウキンマク
側頭腱膜炎 ソクトウケンマクエン
側頭骨 ソクトウコツ
速動性神経筋単位 ソクドウセイシンケイキンタンイ
側頭線 ソクトウセン
側頭泉門 ソクトウセンモン
側頭動脈炎 ソクトウドウミャクエン
側頭部切開 ソクトウブセッカイ
側頭面 ソクトウメン
速度式 ソクドシキ
速度モード ソクドモード
足背皮弁 ソクハイヒベン
続発症 ゾクハツショウ

accelerator，promoter
accelerating agent，accelerator，
activator
accelerated acute rejection
immediate matrix
tachyphylaxis
plantar ﬁbromatosis
sole print
lateral incisor
embolus
embolization
embolism
embolization therapy
fast neutron
facilitation
facilitated diﬀusion
temporal fossa
infratemporal fossa
infratemporal surface
infratemporal crest
temporal muscle
temporal muscle tissue space
temporal muscle palpating method
temporal fascia
temporal aponeurositis
temporal bone
kinetic neuromuscular unit
temporal line
lateral fontanel
temporal arteritis
temporal incision
temporal surface
rate equation
velocity mode
dorsalis pedis ﬂap
secondary disease
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ソ

ゾクハツセイア

続発性アミロイドーシス ゾクハツセイアミロイドーシス
続発性血小板減少性紫斑病
ゾクハツセイケッショウバンゲンショウセイシハンビョウ

続発性三叉神経痛 ➡ 仮性三叉神経痛

secondary amyloidosis
secondary thrombocytopenic
purpura
secondary trigeminal neuralgia

ゾクハツセイサンサシンケイツウ

続発性出血性素因 ゾクハツセイシュッケツセイソイン
続発性上皮小体機能亢進症

secondary hemorrhagic diathesis
secondary hyperparathyroidism

ゾクハツセイジョウヒショウタイキノウコウシンショウ

続発性貧血

ゾクハツセイヒンケツ

続発性副甲状腺機能亢進症

secondary anemia，
symptomatic anemia
secondary hyperparathyroidism

ゾクハツセイフクコウジョウセンキノウコウシンショウ

続発性免疫不全症候群

ソ

ゾクハツセイメンエキフゼンショウコウグン

側副循環 ソクフクジュンカン
側副靱帯 ソクフクジンタイ
側副路 ソクフクロ
側壁 ソクヘキ
側貌 ソクボウ
側方位
【下顎の】 ソクホウイ（カガクノ）
側方移動 ソクホウイドウ
側方陰影 ソクホウインエイ
側方運動【下顎の】 ソクホウウンドウ（カガクノ）
側方応力 ソクホウオウリョク
側方加圧根管充塡法 ソクホウカアツコンカンジュウテンホウ
側方開窓術 ソクホウカイソウジュツ
側方拡大 ソクホウカクダイ
側方拡大装置 ソクホウカクダイソウチ
側方滑走運動 ソクホウカッソウウンドウ
側方顆路 ソクホウカロ
側方顆路角 ソクホウカロカク
側貌記録 ソクボウキロク
側方クリステンセン現象 ソクホウクリステンセンゲンショウ
側方限界運動路 ソクホウゲンカイウンドウロ
側方咬合彎曲 ➡ ウィルソン彎曲 ソクホウコウゴウワンキョク
側方向撮影 ソクホウコウサツエイ
側方向撮影法 ソクホウコウサツエイホウ
側方向投影 ソクホウコウトウエイ
側方向投影法 ソクホウコウトウエイホウ
側方歯群 ソクホウシグン
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secondary immunodeﬁciency
syndrome
collateral circulation
collateral ligament
collateral pathway，bypass
side wall
facial proﬁle
lateral position of mandible
transverse movement
lateral shadow
lateral movement of mandible，
lateral jaw excursion
lateral stress
lateral condensation technique of
root canal ﬁlling
lateral window technique
maxillary expansion，lateral expansion，transverse expansion
lateral expander
lateral sliding movement
lateral condyle path
angle of lateral condyle path
proﬁle record
lateral Christensen phenomenon
path of lateral border movement
lateral occlusal curve
lateral projection
lateral view，lateral radiography
lateral projection
lateral projection
lateral teeth，buccal teeth，lateral
segment，lateral dentition

ソシキゲキ

側方歯萌出期

ソクホウシホウシュツキ

側方唇裂 ソクホウシンレツ
側方推進現象 ソクホウスイシンゲンショウ
側方性歯周囊胞 ソクホウセイシシュウノウホウ
側方切歯路 ソクホウセッシロ
側方切歯路角 ソクホウセッシロカク
側貌線 ソクボウセン
側貌タイプ ソクボウタイプ
側方脱臼 ソクホウダッキュウ
側方チェックバイト ソクホウチェックバイト
側方調節彎曲 ソクホウチョウセツワンキョク
側方転位 ソクホウテンイ
側方パラタルバー ソクホウパラタルバー
側方部開咬 ソクホウブカイコウ
側方抑制 ソクホウヨクセイ
側方彎曲基準板 ソクホウワンキョクキジュンバン
側面エコー ソクメンエコー
側面断層撮影法 ソクメンダンソウサツエイホウ
側面頭蓋像 ソクメントウガイゾウ
側面頭部 X 線規格写真 ソクメントウブエックスセンキカクシャシン
側面法 ソクメンホウ
粟粒結核 ゾクリュウケッカク
側彎症 ソクワンショウ
ソケットプリザベーション ソケットプリザベーション
ソケットリフト ソケットリフト
ソシオグラム ソシオグラム
組織 ソシキ
組織液 ソシキエキ
組織荷重係数 ソシキカジュウケイスウ
組織活動【学校歯科保健活動の】

eruption of the lateral segments of
permanent dentition
lateral cleft lip
latero propulsion
lateral periodontal cyst
lateral incisal path
angle of lateral incisal path
proﬁle line，facial proﬁle line
proﬁle type
lateral luxation
lateral check bite
mediolateral curving
lateral displacement
lateral palatal bar
lateral open bite
lateral inhibition
orientation plate for compensating
curve
lateral wall echo
lateral tomography
lateral view of skull
lateral cephalogram，lateral radiographic cephalogram，lateral
roentgenographic cephalogram
lateral approach
miliary tuberculosis
scoliosis
extraction socket preservation
socket lift，socket lifting
sociogram
tissue
tissue ﬂuid
tissue weighting factor
organizational activity

ソシキカツドウ（ガッコウシカホケンカツドウノ）

組織間液 ソシキカンエキ
組織幹細胞 ➡ 体性幹細胞 ソシキカンサイボウ
組織寛容性 ソシキカンヨウセイ
組織奇形 ソシキキケイ
組織球 ソシキキュウ
組織球腫 ソシキキュウシュ
組織球増殖症 X ソシキキュウゾウショクショウエックス
組織空中線量比 ソシキクウチュウセンリョウヒ
組織形態計測 ソシキケイタイケイソク
組織隙 ソシキゲキ

interstitial ﬂuid（ISF）
tissue stem cell
tissue tolerance
tissue malformation
histiocyte
histiocytoma
histiocytosis X
tissue-air ratio（TAR）
histomorphometry
tissue space
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ソ

ソシキコウガク

組織工学 ソシキコウガク
組織硬化剤注入法 ソシキコウカザイチュウニュウホウ
組織呼吸 ソシキコキュウ
組織黒変症 ソシキコクヘンショウ
組織再生誘導 ソシキサイセイユウドウ

ソ

組織刺激 ソシキシゲキ
組織遮蔽装置 ソシキシャヘイソウチ
組織侵害性 ソシキシンガイセイ
組織親和性 ソシキシンワセイ
組織線量 ソシキセンリョウ
組織中毒性低酸素 ソシキチュウドクセイテイサンソ
組織中毒性低酸素症 ソシキチュウドクセイテイサンソショウ
組織適合抗原 ソシキテキゴウコウゲン
組織適合性 ソシキテキゴウセイ
組織適合テスト ソシキテキゴウテスト
組織等価ファントム ソシキトウカファントム
組織等価物質 ソシキトウカブッシツ
組織内結紮固定 ソシキナイケッサツコテイ
組織内結紮固定法 ソシキナイケッサツコテイホウ
組織内刺入 ソシキナイシニュウ
組織内照射 ソシキナイショウシャ
組織内照射法 ソシキナイショウシャホウ
組織内小線源治療 ソシキナイショウセンゲンチリョウ
組織内副子 ソシキナイフクシ
組織排除装置 ソシキハイジョソウチ
組織培養 ソシキバイヨウ
組織発生 ソシキハッセイ
組織反応【材料との】 ソシキハンノウ（ザイリョウトノ）
組織付着療法 ソシキフチャクリョウホウ
組織分化期【歯胚の】 ソシキブンカキ（シハイノ）
組織変化 ソシキヘンカ
組織マクロファージ ソシキマクロファージ
組織モデル ソシキモデル
阻止試験 ソシシケン
素質 ソシツ
阻止能 ソシノウ
咀嚼 ソシャク
咀嚼圧 ソシャクアツ
咀嚼運動 ソシャクウンドウ
咀嚼運動路 ソシャクウンドウロ
咀嚼・嚥下障害 ソシャクエンゲショウガイ
咀嚼期 ソシャクキ
咀嚼機能 ソシャクキノウ

388

tissue engineering
sclerotherapy
tissue respiration
ochronosis
guided tissue regeneration，guided
tissue regeneration method
tissue irritation
shield
tissue infringement
tissue aﬃnity
tissue dose
histotoxic hypoxia
histotoxic hypoxia
histocompatibility antigen
histocompatibility
histocompatibility test
tissue equivalent phantom
tissue equivalent material
internal wiring ﬁxation
internal wiring ﬁxation
interstitial implant
interstitial irradiation
interstitial irradiation
interstitial brachytherapy
contact splint，bone plate
protector
tissue culture
histogenesis
tissue reaction
tissue attachment therapy
histodiﬀerentiation stage
tissue change
tissue macrophage
tissue model
inhibition test
trait
stopping power
mastication，chewing
masticatory pressure
masticatory movement
path of masticatory movement
masticatory and swallowing
dysfunction
masticatory stage
masticatory function

ソショウセイコ

咀嚼機能検査

ソシャクキノウケンサ

咀嚼機能判定 ➡ 咀嚼機能評価
咀嚼機能評価

ソシャクキノウハンテイ

ソシャクキノウヒョウカ

咀嚼筋 ソシャクキン
咀嚼筋痙攣 ソシャクキンケイレン
咀嚼筋隙 ソシャクキンゲキ
咀嚼筋障害 ソシャクキンショウガイ
咀嚼筋痛 ソシャクキンツウ
咀嚼筋麻痺 ソシャクキンマヒ
咀嚼訓練 ソシャククンレン
咀嚼系 ソシャクケイ
咀嚼係数 ソシャクケイスウ
咀嚼経路 ソシャクケイロ
咀嚼効率 ➡ 咀嚼能率 ソシャクコウリツ
咀嚼困難 ソシャクコンナン
咀嚼サイクル ➡ 咀嚼周期 ソシャクサイクル
咀嚼時間 ソシャクジカン
咀嚼時痛 ソシャクジツウ
咀嚼習慣 ソシャクシュウカン
咀嚼周期 ソシャクシュウキ
咀嚼錠 ソシャクジョウ
咀嚼障害 ソシャクショウガイ
咀嚼側 ソシャクソク
咀嚼値 ソシャクチ
咀嚼粘膜 ソシャクネンマク
咀嚼能率 ソシャクノウリツ
咀嚼能率測定
咀嚼能力

ソシャクノウリツソクテイ

ソシャクノウリョク

咀嚼パターン ソシャクパターン
咀嚼不全 ソシャクフゼン
咀嚼面 ソシャクメン
咀嚼リズム ソシャクリズム
咀嚼力 ソシャクリョク
訴訟 ソショウ
素錠 ソジョウ
粗鬆性骨炎 ソショウセイコツエン

test for chewing ability，
mastication performance test
measurement of masticatory
function
examination of masticatory
function
masticatory muscle
masticatory muscle convulsion
masticator space
masticatory muscle disorders
masticatory muscle pain
masticatory muscle paralysis
training of masticatory function，
masticatory training
masticatory system
chewing coeﬃcient
chewing path
masticatory eﬃciency
diﬃculty of mastication
chewing cycle
chewing time，masticatory time
masticatory pain
chewing habit
chewing cycle，masticatory cycle
chewable tablet
masticatory disorder，masticatory
disturbance，dysmasesis
masticatory side
chewing performance
masticatory mucous membrane
chewing eﬃciency，
masticatory performance，
masticatory eﬃciency
determination of masticatory
eﬃciency
masticatory ability，
ability of mastication
chewing pattern
masticatory dysfunction
masticatory surface
masticatory rhythm
masticatory force
litigation
uncoated tablet
rarefying osteitis
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ソ

ソスイケツゴウ

ソ

疎水結合 ソスイケツゴウ
疎水性 ソスイセイ
蘇生 ソセイ
塑性 ➡ 可塑性 ソセイ
塑性加工 ソセイカコウ
蘇生器 ソセイキ
疎性結合組織 ソセイケツゴウソシキ
塑性ひずみ ➡ 永久ひずみ ソセイヒズミ
塑性変形 ソセイヘンケイ
蘇生法 ソセイホウ
蘇生薬 ソセイヤク
蘇生用カート ソセイヨウカート
粗造性骨変化 ソゾウセイコツヘンカ
速筋線維 ソッキンセンイ
速効 ソッコウ
測光 ソッコウ
速効性作用 ソッコウセイサヨウ
ソトス症候群 ソトスショウコウグン
外開き形【窩洞の】 ソトビラキケイ（カドウノ）
ソナグラフ ソナグラフ
ゾノグラフィー ゾノグラフィー
そばかす ソバカス
ソフトティッシュマネジメント ソフトティッシュマネジメント
ソフトレーザー ➡ 低出力レーザー ソフトレーザー
ソマトスタチン ソマトスタチン
ソマトトロピン ソマトトロピン
ソマトメジン ソマトメジン
染め出し液 ソメダシエキ
染め出し剤 ソメダシザイ
粗面 ソメン
粗面小胞体

ソメンショウホウタイ

ソラックス灯 ソラックストウ
ソラリゼーション ソラリゼーション
ゾル ゾル
ソルビトール ソルビトール
ソレノイドコイル ソレノイドコイル
ゾロ新 ゾロシン
損益計算書 ソンエキケイサンショ
損益分岐点分析 ソンエキブンギテンブンセキ
尊厳 ソンゲン
尊厳死 ソンゲンシ
損傷 ソンショウ
損傷電位 ソンショウデンイ
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hydrophobic bond
hydrophobicity
resuscitation
plasticity
plastic working
resuscitator
areolar tissue
plastic strain
plastic deformation
resuscitation
analeptic，analeptic agent
resuscitation cart
abrasive bony change
fast twitch ﬁber
immediate eﬀect
photometry
immediate action
Sotos syndrome
tapered form
sonagraph
zonography
ephelides，freckle
soft tissue management
soft laser
somatostatin
somatotropin
somatomedin
disclosing solution
disclosing agent
ridge tuberosity，tuberosity，
rough surface
rough-surfaced endoplasmic reticulum（rER）
solux lamp
solarization
sol
sorbitol，D-sorbitol
solenoid coil
me-too drug
proﬁt and loss statement
break-even point analysis
dignity
death with dignity
injury，damage
injury potential

あ
損傷電流 ソンショウデンリュウ
ゾンデ ゾンデ

タイエキセイメ

injury current
probe，bougie，conductor

タ
ターナー歯 ターナーシ
ターナー症候群 ターナーショウコウグン
ターニケットショック ターニケットショック
ターボスピンエコー ターボスピンエコー
ターミナルケア ターミナルケア
ターミナルステージ ➡ 終末期 ターミナルステージ
ターミナルプレーン ターミナルプレーン
ターンアンドプル【根管形成の】

Turner tooth，Turner's tooth
Turner syndrome
tourniquet shock
turbo spin echo（TSE）
terminal care
terminal stage
terminal plane
turn and pull

ターンアンドプル（コンカンケイセイノ）

ダイアグラム ダイアグラム
大アフタ ダイアフタ
ダイアメトラル圧縮試験 ダイアメトラルアッシュクシケン
ダイアメトラル引張強さ ダイアメトラルヒッパリツヨサ
体位 タイイ
胎位 タイイ
帯域幅 タイイキハバ
体位性低血圧 タイイセイテイケツアツ
第Ⅰ因子 ダイイチインシ
第一交換期 ダイイチコウカンキ
第一鰓弓症候群 ➡ ゴールデンハー症候群
ダイイチサイキュウショウコウグン

第一小臼歯 ダイイチショウキュウシ
第一生歯 ダイイチセイシ
第Ⅰ相試験 ダイイチソウシケン
第一大臼歯 ダイイチダイキュウシ
第一大臼歯・切歯萌出期 ダイイチダイキュウシセッシホウシュツキ
第一・第二鰓弓症候群

ダイイチダイニサイキュウショウコウグン

第一半価層 ダイイチハンカソウ
第一評価点 ダイイチヒョウカテン
第一種の誤り ダイイッシュノアヤマリ
退院 タイイン
タイイングプライヤー【スタイナーの】

diagram
major aphthae
diametral compression test
diametral tensile strength
position，postural
fetus presentation
bandwidth
postural hypotension
factor Ⅰ
ﬁrst transitional period
ﬁrst branchial arch syndrome，
ﬁrst arch syndrome
ﬁrst premolar tooth
ﬁrst dentition
phase Ⅰ study
ﬁrst molar tooth
eruption time of ﬁrst molar and
incisor
ﬁrst and second branchial arch
syndrome
ﬁrst half value layer
ﬁrst qualiﬁer
type Ⅰ error，error of the ﬁrst kind
discharge
Steiner ligature-tying pliers

タイイングプライヤー（スタイナーノ）

タイウィング タイウィング
大うつ病性障害 ダイウツビョウセイショウガイ
体液 タイエキ
体液性免疫 タイエキセイメンエキ

tie-wings
major depressive disorder
body ﬂuid
humoral immunity

391

タ

タイエキハン

体液斑 タイエキハン
体液平衡 タイエキヘイコウ
ダイオキシン ダイオキシン
体温 タイオン
体温調節 タイオンチョウセツ
体温調節中枢

タイオンチョウセツチュウスウ

体温調節ブランケット
退化 タイカ
体外循環 タイガイジュンカン

タイオンチョウセツブランケット

体外人工呼吸器 タイガイジンコウコキュウキ
体外心マッサージ タイガイシンマッサージ
体外培養 タイガイバイヨウ
体外ペースメーカ タイガイペースメーカ
体外放射線 タイガイホウシャセン
体格 タイカク
対角ゴム タイカクゴム
体格指数 タイカクシスウ
大学病院医療情報ネットワーク

タ

ダイガクビョウインイリョウジョウホウネットワーク

対角隆線 タイカクリュウセン
耐火材 タイカザイ
胎芽腫 タイガシュ
耐火性 タイカセイ
胎芽病 タイガビョウ
耐火模型 タイカモケイ
耐火模型材 タイカモケイザイ
体感異常 タイカンイジョウ
体感異常症 タイカンイジョウショウ
帯環金属冠 タイカンキンゾクカン
大気圧 タイキアツ
大気汚染 タイキオセン
待機荷重 タイキカジュウ
大気焼成 タイキショウセイ
耐気性嫌気性菌 タイキセイケンキセイキン
大気性低酸素 タイキセイテイサンソ
大気性低酸素症 タイキセイテイサンソショウ
待期的手術 タイキテキシュジュツ
待機的診断 タイキテキシンダン
待機的診断法 タイキテキシンダンホウ
大気標準状態 タイキヒョウジュンジョウタイ
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body ﬂuid stain
ﬂuid balance，water balance
dioxin
body temperature
temperature regulation，
thermoregulation
temperature center，temperature
regulatory center
temperature blanket
degeneration，regression
extracorporeal circulation，
extracorporeal cardiopulmonary
bypass
external body ventilator
external cardiac massage（ECM）
ex vivo culture
external pacemaker
external radiation
body size
diagonal elastics
body mass index（BMI）
University Hospital Medical
Information Network（UMIN）
diagonal ridge
refractory material
embryoma
refractoriness
embryopathy
refractory cast，refractory model
refractory model material
cenesthopathy
cenesthopathy
band crown
atmospheric pressure
air pollution
delayed loading
atmospheric ﬁring
aerotolerant anaerobe
atmospheric hypoxia
atmospheric hypoxia
elective operation
expectative diagnosis
expectative diagnosis
atmospheric temperature and
pressure

ダイコム

第Ⅸ因子 ダイキュウインシ
第Ⅸ因子欠乏症 ➡ 血友病 B ダイキュウインシケツボウショウ
大臼歯 ダイキュウシ
耐久性【歯科材料の】 タイキュウセイ（シカザイリョウノ）
大球性貧血 ダイキュウセイヒンケツ
大胸筋皮弁 ダイキョウキンヒベン
大頰骨筋 ダイキョウコツキン
体腔管 タイクウカン
体型 タイケイ
台形骨切除術 ダイケイコツセツジョジュツ
退形成 タイケイセイ
退形成性癌 タイケイセイセイガン
体血圧 タイケツアツ
第Ⅴ因子 ダイゴインシ
第Ⅴ因子欠乏症 ➡ パラ血友病 ダイゴインシケツボウショウ
退行 タイコウ
大口蓋管 ダイコウガイカン
大口蓋孔 ダイコウガイコウ
大口蓋神経 ダイコウガイシンケイ
大口蓋動脈 ダイコウガイドウミャク
対向関係【顎堤の】 タイコウカンケイ（ガクテイノ）
対合関係 タイゴウカンケイ
対咬歯 タイコウシ
対合歯 タイゴウシ
対向刺激薬 タイコウシゲキヤク
退行性 タイコウセイ
退行性関節疾患 タイコウセイカンセツシッカン
退行性病変 タイコウセイビョウヘン
大後頭三叉神経症候群 ダイコウトウサンサシンケイショウコウグン
大後頭神経ブロック ダイコウトウシンケイブロック
対向二門照射 タイコウニモンショウシャ

対向二門照射法
対光反射
対向輸送
第五咬頭
タイコ酸
ダイコム

タイコウニモンショウシャホウ

タイコウハンシャ
タイコウユソウ
ダイゴコウトウ
タイコサン
ダイコム

factor Ⅸ
factor Ⅸ deﬁciency
molar
durability
macrocytic anemia
pectoral major musculo-cutaneous
（PMMC）ﬂap
zygomaticus major muscle
hollow anode X-ray tube
somato type
trapezoid ostectomy
anaplasia
anaplastic carcinoma
systemic blood pressure
factor Ⅴ
factor Ⅴ deﬁciency
regression
greater palatine canal
greater palatine foramen
greater palatine nerve
greater palatine artery
maxillomandibular residual ridge
relationship
interocclusal relation
antagonistic tooth
antagonist，dental antagonist
counterirritant
regressive
osteoarthritis，degenerative arthritis，degenerative joint disease
regressive change
great occipital trigeminal syndrome
greater occipital nerve block
parallel opposing portals，opposing bilateral portal irradiation，
opposing portal irradiation，
bilateral portal irradiation
opposing portal irradiation，
bilateral portal irradiation
light reaction，light reﬂex
countertransport
ﬁfth cusp
teichoic acid
digital imaging and communications in medicine（DICOM）
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タ

ダイサイボウガ

大細胞型リンパ腫 ダイサイボウガタリンパシュ
第Ⅲ因子 ダイサンインシ
第 3 級アミン ダイサンキュウアミン
耐酸菌 タイサンキン
第三種の過誤 ダイサンシュノカゴ
第三次予防 ➡ 三次予防 ダイサンジヨボウ
耐酸性 タイサンセイ
第三生歯 ダイサンセイシ
耐酸性試験 タイサンセイシケン
第三象牙質 ➡ 修復象牙質 ダイサンゾウゲシツ
第Ⅲ相試験 ダイサンソウシケン
第三大臼歯 ダイサンダイキュウシ
第三・第四鰓囊症候群 ダイサンダイシサイノウショウコウグン

タ

胎児 タイジ
待時荷重 タイジカジュウ
胎児型横紋筋肉腫 タイジガタオウモンキンニクシュ
胎児期障害 タイジキショウガイ
体軸横断断層撮影法 タイジクオウダンダンソウサツエイホウ
胎児死亡 タイジシボウ
大肢症 ダイシショウ
胎児性疾患 タイジセイシッカン
胎児赤芽球症 タイジセキガキュウショウ
体質 タイシツ
体質性黄疸 タイシツセイオウダン
胎児毒性 タイジドクセイ
胎児病 タイジビョウ
胎児病理学 タイジビョウリガク
胎児ヘモグロビン タイジヘモグロビン
待時埋入 タイジマイニュウ
代謝 タイシャ
代謝異常 タイシャイジョウ
代謝回転 タイシャカイテン
代謝回転数 タイシャカイテンスウ
代謝管理 タイシャカンリ
代謝拮抗 タイシャキッコウ
代謝拮抗剤 タイシャキッコウザイ
代謝拮抗作用 タイシャキッコウサヨウ
代謝拮抗物質 タイシャキッコウブッシツ
代謝拮抗薬 タイシャキッコウヤク
貸借対照表 タイシャクタイショウヒョウ
代謝産物 タイシャサンブツ
代謝性アシドーシス タイシャセイアシドーシス
代謝性アルカローシス タイシャセイアルカローシス
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large cell lymphoma
factor Ⅲ
tertiary amine
aciduric bacteria
type Ⅲ error
tertiary prevention
acid resistance
third dentition
acid resistance test
tertiary dentin
phase Ⅲ study
third molar
third and fourth pharyngeal pouch
syndrome，DiGeorge syndrome
fetus
conventional loading
embryonal rhabdomyosarcoma
embryopathy
axial transverse tomography（ATT）
fetal death
macromelia
embryonic disease
fetal erythroblastosis
diathesis
constitutional jaundice
embryotoxicity，fetal toxicity
fetopathy
fetal pathology
fetal hemoglobin（HbF）
delayed implant placement
metabolism
metabolic disorder
metabolic turnover
turnover number
control of metabolism
antimetabolism，
metabolic antagonism
antimetabolite
antimetabolic action
antimetabolite
antimetabolite
balance sheet
metabolite
metabolic acidosis
metabolic alkalosis

ダイシンショウ

代謝性骨疾患 タイシャセイコツシッカン
代謝性疾患 タイシャセイシッカン
代謝調節 タイシャチョウセツ
代謝・内分泌疾患 タイシャナイブンピシッカン
代謝率 タイシャリツ
体重 タイジュウ
第Ⅺ因子 ダイジュウイチインシ
第Ⅺ因子欠乏症 ダイジュウイチインシケツボウショウ
第Ⅹ因子 ダイジュウインシ
第Ⅹ因子欠乏症 ダイジュウインシケツボウショウ
第ⅩⅢ因子 ダイジュウサンインシ
第Ⅻ因子 ダイジュウニインシ
退縮 タイシュク
退縮エナメル上皮 タイシュクエナメルジョウヒ
大手術 ダイシュジュツ
体循環 タイジュンカン
対称 タイショウ
代償 ダイショウ
耐衝撃性 タイショウゲキセイ
代償構音 ダイショウコウオン
台状根 ダイジョウコン
対照試験 タイショウシケン
対称性 タイショウセイ
代償性アシドーシス ダイショウセイアシドーシス
代償性アルカローシス ダイショウセイアルカローシス
代償性休止期 ダイショウセイキュウシキ
代償性肥大 ダイショウセイヒダイ
帯状痛 タイジョウツウ
代償的方法 ダイショウテキホウホウ
対称捻転 タイショウネンテン
対称分裂 タイショウブンレツ
帯状疱疹 タイジョウホウシン
帯状疱疹ウイルス タイジョウホウシンウイルス
帯状疱疹後三叉神経痛 タイジョウホウシンゴサンサシンケイツウ
帯状疱疹後神経痛 タイジョウホウシンゴシンケイツウ
対症療法 タイショウリョウホウ
退色 タイショク
耐食性 タイショクセイ
対診 タイシン
対人関係 タイジンカンケイ
対人恐怖症 タイジンキョウフショウ
体神経系 タイシンケイケイ
大唇症 ダイシンショウ

metabolic bone disease
metabolic disease
metabolic control
metabolic and endocrine disease
metabolic rate
body weight
factor Ⅺ
factor Ⅺ deﬁciency
factor Ⅹ
factor Ⅹ deﬁciency
factor ⅩⅢ
factor Ⅻ
recession
reduced enamel epithelium
major operation
systemic circulation，
greater circulation
symmetry
compensation
impact resistance
compensatory articulation
prism-shaped root
control test
symmetric，symmetrical
compensated acidosis
compensated alkalosis
compensatory pause
compensatory hypertrophy
girdle pain
compensatory strategy
winging，symmetrical torsion
symmetric cell division
herpes zoster
herpes zoster virus
postherpetic trigeminal neuralgia
postherpetic neuralgia
symptomatic treatment，
symptomatic therapy
discoloration，fading
corrosion resistance
consultation
interpersonal relationship
anthropophobia
somatic nervous system
macrocheilia
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タ

タイジンニンチ

対人認知 タイジンニンチ
対人福祉サービス タイジンフクシサービス
対人保健 タイジンホケン
体心立方格子 タイシンリッポウコウシ
耐水研磨紙 タイスイケンマシ
耐水性 タイスイセイ
対数正規分布 タイスウセイキブンプ
対数増殖期 タイスウゾウショクキ

タ

対数変換 タイスウヘンカン
耐性 タイセイ
耐性獲得機序 タイセイカクトクキジョ
体性感覚 タイセイカンカク
体性感覚野 タイセイカンカクヤ
体性幹細胞 タイセイカンサイボウ
体性機能 タイセイキノウ
耐性菌 タイセイキン
代生歯堤 ダイセイシテイ
代生歯胚 ダイセイシハイ
体性自律神経反射 タイセイジリツシンケイハンシャ
体性痛 タイセイツウ
耐性伝達因子 タイセイデンタツインシ
体性内臓反射 タイセイナイゾウハンシャ
耐性プラスミド タイセイプラスミド
体積荷重 CT 線量指数 タイセキカジュウシーティーセンリョウシスウ
体積収縮率 タイセキシュウシュクリツ
体積線量 タイセキセンリョウ
体積膨張係数 タイセキボウチョウケイスウ
体積レンダリング ➡ ボリュームレンダリング

interpersonal cognition
personal social service
personal hygiene
body-centered cubic lattice
waterproof abrasive paper sheet
hydrolytic stability
log-normal distribution
logarithmic phase，logarithmic
growth phase，log growth phase
logarithmic transformation
tolerance，fastness，resistance
acquisition system of resistance
somatic sensation
somatosensory area
somatic stem cell
somatic function
resistant bacteria
successional tooth band
successional tooth germ
somato-automatic reﬂex
somatic pain
resistance transfer factor
somato-visceral reﬂex
resistance plasmid（R plasmid）
volume weighted CT dose index
（CTDI vol）
percentage of cubical shrinkage
volume dose
coeﬃcient of cubical expansion
volume rendering

タイセキレンダリング

大舌下腺管 ダイゼッカセンカン
大舌症 ➡ 巨大舌 ダイゼツショウ
大泉門 ダイセンモン
苔癬様病変 タイセンヨウビョウヘン
対側性の タイソクセイノ
大腿骨頭壊死 ダイタイコットウエシ
大唾液腺 ダイダエキセン
大唾液腺炎

ダイダエキセンエン

大唾液腺囊胞 ダイダエキセンノウホウ
大腸菌 ダイチョウキン
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greater sublingual duct
macroglossia
anterior fontanelle，
large anterior fontanelle
lichenoid lesion
contralateral
femur head necrosis
large salivary gland，
major salivary gland
major salivary gland sialadenitis，
major salivary gland sialoadenitis
major salivary gland cyst
Escherichia coli

ダイニダイキュ

大腸メラノーシス ダイチョウメラノーシス
耐糖能障害 タイトウノウショウガイ
大動脈弓圧受容体 ダイドウミャクキュウアツジュヨウタイ
大動脈弓症候群 ダイドウミャクキュウショウコウグン
大動脈体化学受容体

melanosis coli
glucose intolerance，
impaired glucose tolerance
aortic arch baroreceptor
aortic arch syndrome
aortic body chemoreceptor

ダイドウミャクタイカガクジュヨウタイ

大動脈洞

ダイドウミャクドウ

大動脈洞圧受容体 ダイドウミャクドウアツジュヨウタイ
大動脈反射 ダイドウミャクハンシャ
大動脈弁 ダイドウミャクベン
大動脈弁弁膜症 ダイドウミャクベンベンマクショウ
大動脈瘤 ダイドウミャクリュウ
タイト結合 タイトケツゴウ
体内吸収線量 タイナイキュウシュウセンリョウ
体内照射 タイナイショウシャ
体内照射法 タイナイショウシャホウ
体内総水分量 タイナイソウスイブンリョウ
体内培養 タイナイバイヨウ
体内被曝 タイナイヒバク
胎内被曝 タイナイヒバク
体内ぺースメーカー タイナイペースメーカー
第Ⅶ因子 ダイナナインシ
第Ⅶ因子欠乏症 ダイナナインシケツボウショウ
第七咬頭 ダイナナコウトウ
ダイナミック印象 ダイナミックインショウ
ダイナミック MRI ダイナミックエムアールアイ
ダイナミック CT ダイナミックシーティー
ダイナミックスキャン ダイナミックスキャン
ダイナミックフォーカス ダイナミックフォーカス
ダイナミックフォーカス法 ダイナミックフォーカスホウ
ダイナミックポジショナー ダイナミックポジショナー
ダイナミックレンジ ダイナミックレンジ
第Ⅱ因子 ダイニインシ
第二現像 ダイニゲンゾウ
第二種の誤り ダイニシュノアヤマリ
第二小臼歯 ダイニショウキュウシ
第二生歯 ダイニセイシ
第二セメント質 ダイニセメントシツ
第二象牙質 ダイニゾウゲシツ
第Ⅱ相試験 ダイニソウシケン
第二大臼歯 ダイニダイキュウシ
第二大臼歯萌出期 ダイニダイキュウシホウシュツキ

Valsalva's sinus，aortic sinus，
sinus of Valsalva
aortic sinus baroreceptor
aortic reﬂex
aortic valve
aortic valve disease
aortic aneurysm
tight junction
internal absorbed dose
internal irradiation
internal irradiation
total body water，total body ﬂuid
in vivo culture
internal exposure
exposure in womb
internal pacemaker
factor Ⅶ
factor Ⅶ deﬁciency
seventh cusp
dynamic impression
dynamic MRI
dynamic CT
dynamic scan
dynamic focusing
dynamic focusing
dynamic positioner
dynamic range
factor Ⅱ
second development
type Ⅱ error，
error of the second kind
second premolar tooth
secondary dentition
secondary cementum
secondary dentin
phase Ⅱ study
second molar tooth
eruption time of second molar
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タ

ダイニハンカソ

タ

第二半価層 ダイニハンカソウ
第二露光 ダイニロコウ
大脳髄質 ダイノウズイシツ
大脳髄症 ダイノウズイショウ
大脳半球優位性 ダイノウハンキュウユウイセイ
大脳辺縁系 ダイノウヘンエンケイ
第Ⅷ因子 ダイハチインシ
第Ⅷ因子欠乏症 ➡ 血友病 A ダイハチインシケツボウショウ
タイバック タイバック
タイバックフック タイバックフック
タイバックループ タイバックループ
胎盤関門 タイバンカンモン
代表値 ダイヒョウチ
体表面積 タイヒョウメンセキ
タイプ 1 金合金 タイプイチキンゴウキン
タイプ 3 金合金 タイプサンキンゴウキン
タイプ 2 金合金 タイプニキンゴウキン
タイプ別金合金 タイプベツキンゴウキン
タイプ 4 金合金 タイプヨンキンゴウキン
胎便吸引症候群 タイベンキュウインショウコウグン
大発作てんかん ダイホッサテンカン
タイポドント タイポドント
耐摩耗性 タイマモウセイ
タイムアウト法 タイムアウトホウ
タイムオブフライト タイムオブフライト
タイムオブフライト MRA タイムオブフライトエムアールエー
タイムオブフライト法 タイムオブフライトホウ
ダイヤモンド切削具 ダイヤモンドセッサクグ
ダイヤモンドディスク ダイヤモンドディスク
ダイヤモンドペースト ダイヤモンドペースト
ダイヤモンドホイール ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドポイント ダイヤモンドポイント
代用液 ダイヨウエキ
代用甘味料 ダイヨウカンミリョウ
代用血液 ダイヨウケツエキ
代用血漿 ダイヨウケッショウ
代用骨 ➡ 人工骨 ダイヨウコツ
耐用上限量 タイヨウジョウゲンリョウ
太陽性口唇炎 タイヨウセイコウシンエン
耐容線量 タイヨウセンリョウ
代用唾液 ➡ 人工唾液 ダイヨウダエキ
代用糖 ダイヨウトウ
大翼 ダイヨク
第Ⅳ因子 ダイヨンインシ
第四根管 ダイヨンコンカン
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second half value layer
second exposure
cerebral medullary substance
macroencephalia
cerebral dominance
limbic system
factor Ⅷ
factor Ⅷ diﬁciency
tie back
tie back hook
tie back loop
placental barrier
measure of central tendency
body surface area
type 1 gold alloy
type 3 gold alloy
type 2 gold alloy
gold alloy classiﬁed by type
type 4 gold alloy
meconium aspiration syndrome
grand mal epilepsy
typodont
wear resistance
time-out method
time-of-ﬂight（TOF）
time-of-ﬂight MRA
time-of-ﬂight（TOF）
diamond cutting instrument
diamond disc
diamond paste
diamond wheel
diamond point
substitutive solution
sweetener substitutes
blood substitute
artiﬁcial plasma extender
bone substitute
tolerable upper intake level（UL）
solar cheilitis
tolerance dose
saliva substitute
alternate sugar，sugar substitute
greater wing
factor Ⅳ
fourth canal

ダエキカンカク

第Ⅳ相試験
第四大臼歯
大理石骨病

ダイヨンソウシケン
ダイヨンダイキュウシ
ダイリセキコツビョウ

対立遺伝子 タイリツイデンシ
対立仮説 タイリツカセツ
滞留 タイリュウ
大流行 ダイリュウコウ
大量災害死 タイリョウサイガイシ
大量出血 タイリョウシュッケツ
耐力 タイリョク
ダイレクトボンディング ダイレクトボンディング
ダイレクトボンディングシステム

phase Ⅳ study
fourth molar
osteopetrosis ivory bones，
marble bone disease
allelic gene
alternative hypothesis
congestion
pandemy
mass disaster
massive bleeding
proof stress
direct bonding
direct bonding system

ダイレクトボンディングシステム

ダイレクトボンディングシステム固定

direct bonding system splint

ダイレクトボンディングシステムコテイ

ダイレクトボンディング法 ダイレクトボンディングホウ
大連結子 ダイレンケツシ
第六咬頭 ダイロクコウトウ
ダイロックトレー ダイロックトレー
多因子閾説 タインシイキセツ
多因子遺伝 タインシイデン
多因子遺伝形質 タインシイデンケイシツ
多因子性 タインシセイ
多因子性疾患 タインシセイシッカン
ダウエルピン ダウエルピン
ダウノルビシン塩酸塩 ダウノルビシンエンサンエン
タウリン タウリン
タウロドント タウロドント
ダウン症候群 ダウンショウコウグン
タウンズ法 タウンズホウ
ダウンズ法 ダウンズホウ
タウン投影 タウントウエイ
タウン投影法 タウントウエイホウ
ダウンフラクチャー ダウンフラクチャー
ダウンレギュレーション ダウンレギュレーション
唾液 ダエキ
唾液アミラーゼ ダエキアミラーゼ
唾液核 ダエキカク
唾液過少症 ダエキカショウショウ
唾液管炎 ダエキカンエン
唾液管拡張 ダエキカンカクチョウ
唾液管拡張術 ダエキカンカクチョウジュツ
唾液管拡張症 ダエキカンカクチョウショウ

direct bonding method
major connector
sixth cusp
di-lok model tray
multifactorial threshold model
multifactorial inheritance
multifactorial inheritance trait
multifactorial
multifactorial disease
dowel pin
daunomycin，daunomycin
hydrochloride
taurine
taurodont
Down syndrome
Towne radiography
Downs cephalometric analysis
Towne's projection
Towne's projection
down-fracture
down-regulation
saliva
salivary amylase
salivatory nucleus
oligoptyalism，oligosialia
sialodochitis
sialoangiectasis
ptyalectasis
sialoangiectasis

タ
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ダエキカンキョ

唾液管狭窄 ダエキカンキョウサク
唾液管形成術 ダエキカンケイセイジュツ
唾液緩衝能試験 ダエキカンショウノウシケン
唾液管末端拡張 ダエキカンマッタンカクチョウ
唾液管末端拡張症 ダエキカンマッタンカクチョウショウ
唾液検査 ダエキケンサ
唾液減少症 ➡ 口腔乾燥症 ダエキゲンショウショウ
唾液採集器 ダエキサイシュウキ
唾液腺 ダエキセン
唾液腺萎縮 ダエキセンイシュク
唾液腺炎 ダエキセンエン
唾液腺癌 ダエキセンガン
唾液腺管移動術 ダエキセンカンイドウジュツ
唾液腺管閉塞 ダエキセンカンヘイソク
唾液腺気腫

タ

ダエキセンキシュ

唾液潜血反応 ダエキセンケツハンノウ
唾液腺混合腫瘍 ➡ 多形腺腫 ダエキセンコンゴウシュヨウ
唾液腺歯原性囊胞 ダエキセンシゲンセイノウホウ
唾液腺腫 ダエキセンシュ
唾液腺腫瘍 ダエキセンシュヨウ
唾液腺症 ダエキセンショウ
唾液腺シンチグラフィー ダエキセンシンチグラフィー
唾液腺シンチグラム ダエキセンシンチグラム
唾液腺切除術 ダエキセンセツジョジュツ
唾液腺造影 ダエキセンゾウエイ
唾液腺造影法 ダエキセンゾウエイホウ
唾液腺貯留囊胞 ダエキセンチョリュウノウホウ
唾液仙痛 ダエキセンツウ
唾液腺摘出術 ダエキセンテキシュツジュツ
唾液腺導管癌 ダエキセンドウカンガン
唾液腺導管囊胞 ダエキセンドウカンノウホウ
唾液腺内分泌 ダエキセンナイブンピ
唾液腺囊胞 ダエキセンノウホウ
唾液腺肥大 ダエキセンヒダイ
唾液腺ホルモン ダエキセンホルモン
唾液腺ヨウ素摂取率曲線 ダエキセンヨウソセッシュリツキョクセン
唾液タンパク質 ダエキタンパクシツ
唾液内乳酸菌菌数 ダエキナイニュウサンキンキンスウ
唾液粘着 ダエキネンチャク
唾液粘着症 ダエキネンチャクショウ
唾液粘稠度 ダエキネンチョウド
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sialostenosis
sialodochoplasty
salivary buﬀering capacity test
ectasia of end of salivary duct
ectasia of end of salivary duct
saliva test
oligoptyalism，oligosialia
saliva collector
salivary gland
atrophy of salivary gland
sialadenitis，sialoadenitis
carcinoma of salivary gland，
salivary gland cancer
salivary duct reposition
obstruction of salivary duct，
sialostenosis
emphysema of salivary gland，
pneumatocele of salivary gland
salivary occult blood test
mixed tumor of salivary gland
sialo-odontogenic cyst
salivary adenoma
salivary gland tumor
sialoadenosis，sialosis
salivary gland scintigraphy
salivary gland scintigram
sialoadenectomy
sialography
sialography
retention cyst of salivary gland
salivary colic
sialoadenectomy
salivary duct carcinoma
salivary duct cyst
internal secretion of salivary gland
sialocele
hypertrophy of salivary gland
salivary gland hormone
intake rate curve of iodine by
salivary gland
salivary protein
salivary lactobacillus counts
salivary viscoidosis
salivary viscoidosis
viscosity of saliva

タグバック

唾液斑 ダエキハン
唾液微生物叢 ダエキビセイブツソウ
唾液分泌 ダエキブンピ
唾液分泌異常 ダエキブンピイジョウ
唾液分泌過多症 ダエキブンピカタショウ
唾液分泌減退 ダエキブンピゲンタイ
唾液分泌障害 ダエキブンピショウガイ
唾液分泌促進効果 ダエキブンピソクシンコウカ
唾液分泌促進剤 ダエキブンピソクシンザイ
唾液分泌低下

ダエキブンピテイカ

唾液分泌反射 ダエキブンピハンシャ
唾液分泌不全 ダエキブンピフゼン
唾液分泌抑制薬 ダエキブンピヨクセイヤク
唾液分泌量増加 ダエキブンピリョウゾウカ
唾液流出試験

ダエキリュウシュツシケン

唾液瘻 ダエキロウ
他家移植 タカイショク
他家移植片 タカイショクヘン
多顎 タガク
多顎症 タガクショウ
他家骨移植 タカコツイショク
高安動脈炎

タカヤスドウミャクエン

蛇管 ダカン
多官能性メタクリレートモノマー
タカンノウセイメタクリレートモノマー

多官能モノマー

タカンノウモノマー

多軌道断層撮影

タキドウダンソウサツエイ

多軌道断層撮影法

タキドウダンソウサツエイホウ

タキフィラキシー タキフィラキシー
タギング タギング
多菌層 タキンソウ
タグバック【根管充塡の】 タグバック（コンカンジュウテンノ）

saliva stain
salivary microbial ﬂora
salivation，salivary secretion
abnormal salivation
hypersialosis，hyperptyalism，
hypersalivation，ptyalism，
ptyalorrhea，sialism
hyposalivation
disturbance of saliva secretion
sialogogic eﬀect，sialagogic eﬀect
sialogogue，saliva stimulating
agent
hyposalivation，sialaporia，
hypoptyalism
salivary reﬂex
hypoptyalism
antisialagogue，antisialic
hyperptyalism，hypersalivation，
ptyalism，ptyalorrhea，sialism，
hypersialosis
salivary ﬂow test，salivary ﬂow
rate test，salivary secretion test，
salivary secretion rate test
salivary ﬁstula，sialosyrinx
heterogeneous transplantation
heterograft
polygnathia
polygnathia
heterogeneous bone transplantation，heterogeneous bone graft
aortitis syndrome，
Takayasu's arteritis
corrugated tube
polyfunctional methacrylate
monomer
polyfunctional monomer，
multi-functional monomer
multidirectional tomography，
pluridirectional tomography
multidirectional tomography，
pluridirectional tomography
tachyphylaxis
tagging
zone of microbial mass
tug-back
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タクローンセイ

多クローン性γグロブリン血症
タクローンセイガンマグロブリンケッショウ

多クローン性抗体
多型 タケイ
多型核白血球病変
多型核白血球

タクローンセイコウタイ

タケイカクハッケッキュウビョウヘン

タケイカクハッケッキュウ

多形型横紋筋肉腫 タケイガタオウモンキンニクシュ
多型膠芽細胞腫 タケイコウガサイボウシュ
多型滲出性紅斑 タケイシンシュツセイコウハン
多型滲出性紅斑様薬疹

タケイシンシュツセイコウハンヨウヤクシン

多型性 タケイセイ
多型性紅斑 タケイセイコウハン
多形腺腫 タケイセンシュ
多形腺腫内癌腫 タケイセンシュナイガンシュ
多形腺腫由来癌 タケイセンシュユライガン
多型低悪性度腺癌

タ

タケイテイアクセイドセンガン

多系統萎縮症 タケイトウイシュクショウ
多結晶体 タケッショウタイ
多血小板血漿 タケッショウバンケッショウ
多検出器列 CT タケンシュツキレツシーティー
多検出器列ヘリカル CT タケンシュツキレツヘリカルシーティー
多幸感 タコウカン
多合指症 タゴウシショウ
多孔質 タコウシツ
多孔質材料 タコウシツザイリョウ
多孔質ハイドロキシアパタイト

polyclonal γ-globulinemia，
polyclonal gammopathy
polyclonal antibody
polymorphism
polymorphonuclear leukocyte
lesion
polymorphonuclear leukocyte
（PMN）
pleomorphic rhabdomyosarcoma
glioblastoma multiforme
erythema multiforme，erythema
exudativum multiforme
erythema exudativum-like drug
eruption
polymorphism，pleomorphism
erythema multiforme
pleomorphic adenoma
carcinoma in pleomorphic adenoma
carcinoma ex pleomorphic
adenoma
polymorphous low-grade
adenocarcinoma
multiple system atrophy
polycrystal
platelet-rich plasma（PRP）
multidetector-row CT（MDCT）
multidetector-row helical CT
euphoria
polysyndactyly
porous
porous material
hydroxyapatite porous body

タコウシツハイドロキシアパタイト

多幸症 タコウショウ
多酵素複合体 タコウソフクゴウタイ
多孔体 タコウタイ
多咬頭歯 タコウトウシ
多呼吸 タコキュウ
タコグラフ タコグラフ
多骨性線維性異形成症 タコツセイセンイセイイケイセイショウ
多根歯 タコンシ
多剤耐性 タザイタイセイ
多剤投与 タザイトウヨ
多剤併用 タザイヘイヨウ
多剤併用療法 タザイヘイヨウリョウホウ
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euphoria
multi-enzyme complex
porous body
multitubercular tooth
polypnea
tachograph
polyostotic ﬁbrous dysplasia
multirooted tooth
multidrug resistance
polypharmacy
multiple combination
combination drug therapy

ダッカイトウケ

多指症 タシショウ
多施設試験 タシセツシケン
多施設臨床研究 タシセツリンショウケンキュウ
多シナプス反射 タシナプスハンシャ
多重処理 タジュウショリ
多愁訴 タシュウソ
多重反射エコー タジュウハンシャエコー
多重比較 タジュウヒカク
多重らせん CT タジュウラセンシーティー
多職種チーム タショクシュチーム
多職種連携 タショクシュレンケイ
打診 ダシン
打診音 ダシンオン
打診痛 ダシンツウ
打診つち ダシンツチ
打診反応 ダシンハンノウ
打診法 ダシンホウ
多数歯欠如 タスウシケツジョ
ダストコレクター ダストコレクター
多生歯性 タセイシセイ
唾石 ダセキ
唾石症 ダセキショウ
唾石摘出 ダセキテキシュツ
唾石摘出術 ダセキテキシュツジュツ
多専門共同医療チーム タセンモンキョウドウイリョウチーム
多臓器不全 タゾウキフゼン
多相合金 タソウゴウキン
多層断層撮影 タソウダンソウサツエイ
多層断層撮影法

タソウダンソウサツエイホウ

多段抽出法 タダンチュウシュツホウ
多断面再構成画像 タダンメンサイコウセイガゾウ
脱アミノ反応 ダツアミノハンノウ
脱灰 ダッカイ
脱灰骨 ダッカイコツ
脱灰・再石灰化平衡 ダッカイサイセッカイカヘイコウ
脱灰層 ダッカイソウ
脱灰凍結乾燥骨

ダッカイトウケツカンソウコツ

polydactyly
multicenter study
multicenter clinical trial
multisynaptic reﬂex，
polysynaptic reﬂex
multiprocessing
multicomplaint
multiple reﬂection，
multiple echo reﬂection
multiple comparison
multislice helical CT
multidisciplinary team
interprofessional work，cooperation of multidisciplinary team
tap，percussion，percussion test
percussion tone
percussion pain
percussion hammer
percussion reaction
tap，percussion，percussion test
oligodontia
dust collector
polyphyodont，polyphyodonty
salivary stone，sialolith
ptyalolithiasis，salivolithiasis
ptyalolithotomy，sialolithotomy
ptyalolithotomy，sialolithotomy
interdisciplinary health team
multiple organ failure（MOF）
multiphase alloy
simultaneous tomography，simultaneous multilayer tomography
simultaneous tomography，simultaneous multilayer tomography
multistage sampling
multiplanar reconstruction（MPR）
deamination
decalciﬁcation，demineralization
decalciﬁed bone
decalciﬁcation-recalciﬁcation equilibrium，demineralization-remineralization equilibrium
zone of decalciﬁcation
demineralized freeze-dried bone
（DFDB）
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ダッカイトウケ

脱灰凍結乾燥同種骨移植
ダッカイトウケツカンソウドウシュコツイショク

脱灰凍結乾燥同種骨移植片
ダッカイトウケツカンソウドウシュコツイショクヘン

脱灰斑 ダッカイハン
脱灰標本 ダッカイヒョウホン
脱感作 ダツカンサ
脱臼 ダッキュウ
脱臼骨折 ダッキュウコッセツ
脱臼歯 ダッキュウシ
脱臼歯整復固定術 ダッキュウシセイフクコテイジュツ

タ

脱共役剤 ダツキョウヤクザイ
脱酸剤 ダツサンザイ
脱施設化 ダツシセツカ
脱脂綿 ダッシメン
脱神経 ダツシンケイ
脱水 ダッスイ
脱水症 ダッスイショウ
脱水素酵素 ダッスイソコウソ
脱促通 ダツソクツウ
脱炭酸酵素 ダツタンサンコウソ
脱窒素 ダツチッソ
ダッチャー小体 ダッチャーショウタイ
タッピング タッピング
タッピング運動 タッピングウンドウ
タッピングポイント タッピングポイント
タッピングポイント収束位 タッピングポイントシュウソクイ
タッピング法 タッピングホウ
タップ タップ
脱分化 ダツブンカ
脱分極 ダツブンキョク
脱分極性筋弛緩薬 ダツブンキョクセイキンシカンヤク
脱分極ブロック ダツブンキョクブロック
脱分極薬 ダツブンキョクヤク
ダッペングラス ダッペングラス
脱毛 ダツモウ
脱毛線量 ダツモウセンリョウ
脱抑制 ダツヨクセイ
脱落
【外傷歯の】 ダツラク（ガイショウシノ）
脱落
【乳歯の】 ダツラク（ニュウシノ）
脱落因子 ダツラクインシ
脱落歯
【外傷による】 ダツラクシ（ガイショウニヨル）

404

dimineralized freeze-dried bone
allogous（DFDBA）
dimineralized freeze-dried bone
allogous transplant，
dimineralized freeze-dried
bone allogous grafting
white spot lesion
decalciﬁed section
desensitization
dislocation，luxation
dislocation fracture
luxated tooth
reduction and ﬁxation of luxated
tooth
uncoupler
deoxidizer
deinstitutionalization
absorbent cotton
denervation
dehydration，water deprivation
dehydration，water deprivation
dehydrogenase
disfacilitation
decarboxylase
denitrogenation
Dutcher body
tapping
tapping movement
tapping point
tapping point convergence position
tapping method
tap
dediﬀerentiation
depolarization
depolarizing muscle relaxant
depolarization block
depolarizing agent
dappen dish，dappen glass
epilation
epilation dose
disinhibition
avulsion
shedding
dislodging factor
avulsed tooth

ダブリューアー

脱落時期 ダツラクジキ
脱落性外傷【歯の】 ダツラクセイガイショウ（ハノ）
脱離
【修復材の】 ダツリ（シュウフクザイノ）
縦緩和 タテカンワ
縦緩和時間 タテカンワジカン
縦緩和速度 タテカンワソクド
縦磁化 タテジカ
縦磨き法【ブラッシングの】 タテミガキホウ（ブラッシングノ）
多糖 タトウ
多動 タドウ
他動運動 タドウウンドウ
多動症候群 ➡ 注意欠陥多動障害 タドウショウコウグン
田中・ビネー知能検査 タナカビネーチノウケンサ
タニケット タニケット
多尿 タニョウ
多尿症 タニョウショウ
種晶 タネショウ
Tannerella forsythia タネレラフォーサイシア
多能性 タノウセイ
たばこ規制枠組み条約 タバコキセイワクグミジョウヤク
タバコモザイク病 タバコモザイクビョウ
多発奇形 タハツキケイ
多発性顎囊胞 タハツセイガクノウホウ
多発性癌 タハツセイガン
多発性関節炎 タハツセイカンセツエン
多発性筋炎 タハツセイキンエン
多発性硬化症 タハツセイコウカショウ
多発性骨髄腫 タハツセイコツズイシュ
多発性骨折 タハツセイコッセツ
多発性骨端異形成 タハツセイコッタンイケイセイ
多発性骨端異形成症 タハツセイコッタンイケイセイショウ
多発性歯肉膿瘍 タハツセイシニクノウヨウ
多発性神経線維腫 タハツセイシンケイセンイシュ
多発性動脈炎 タハツセイドウミャクエン
多発性粘膜神経腫 タハツセイネンマクシンケイシュ
多発性脳梗塞 タハツセイノウコウソク
多発性囊胞 タハツセイノウホウ
多発性囊胞腎 タハツセイノウホウジン
多ヒット生存曲線 タヒットセイゾンキョクセン
多標的多ヒットモデル タヒョウテキタヒットモデル
多標的単一ヒットモデル タヒョウテキタンイツヒットモデル
タフトブラシ タフトブラシ
W アーチ ダブリューアーチ

time of falling out，shedding time
avulsion
detachment
longitudinal relaxation
spin-lattice relaxation time（T1），
longitudinal relaxation time（T1）
longitudinal relaxation rate
longitudinal magnetization
vertical method
glycan，polysaccharide
hyperactivity
passive movement
hyperkinetic syndrome
Tanaka-Binet test
tourniquet
polyuria
polyuria
seed crystal
pluripotency
framework convention on tobacco
control（FCTC）
tobacco mosaic disease
multiple abnormality
multiple jaw cyst
multiple carcinoma
polyarthritis
polymyositis
multiple sclerosis
multiple myeloma
multiple fracture
multiple epiphyseal dysplasia
multiple epiphyseal dysplasia
multiple gingival abscess
multiple neuroﬁbromatosis
polyarteritis
multiple mucosal neuroma
multiple cerebral infarction
multiple cyst
polycystic kidney
multi-hit survival curve
multitarget multi hit model
multitarget single hit model
tuft brush
W-arch
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ダブリューアー

W アーチ装置 ダブリューアーチソウチ
WAB 失語症検査 ダブリューエービーシツゴショウケンサ
W 値 ダブリューチ
WPW 症候群 ダブリューピーダブリューショウコウグン
ダブル IR ダブルアイアール
ダブル IR 法 ダブルアイアールホウ
WHO ➡ 世界保健機関 ダブルエイチオー
ダブルバッカルチューブ ダブルバッカルチューブ
ダブルレイヤー縫合 ダブルレイヤーホウゴウ
タブロイド タブロイド
多分割コリメータ タブンカツコリメータ
多分化能 タブンカノウ
多平面再構成 タヘイメンサイコウセイ
多平面再構成法 タヘイメンサイコウセイホウ
多変量解析 タヘンリョウカイセキ
多変量解析法 タヘンリョウカイセキホウ

タ

多胞性 タホウセイ
多房性 ➡ 多胞性 タボウセイ
多胞性透過像 タホウセイトウカゾウ
多房性透過像 ➡ 多胞性透過像
打撲 ダボク
打撲症 ダボクショウ
タマネギの皮像 タマネギノカワゾウ

タボウセイトウカゾウ

ため息 タメイキ
多面的疼痛質問票 タメンテキトウツウシツモンヒョウ
多面的評価法 タメンテキヒョウカホウ
多面発現 タメンハツゲン
多門照射 タモンショウシャ
多門照射法 タモンショウシャホウ
多門照射放射線治療 タモンショウシャホウシャセンチリョウ
ダリエ病 ダリエビョウ
樽状歯 タルジョウシ
ダルトン ダルトン
タレット タレット
タロニッド タロニッド
タロン タロン
たわみ タワミ
単位格子 タンイコウシ
単一遺伝子異常 タンイツイデンシイジョウ
単一印象 タンイツインショウ
単一エネルギー放射線 タンイツエネルギーホウシャセン
単一刺激 タンイツシゲキ
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W-arch appliance
western aphasia battery
W value
Wolﬀ-Parkinson-White（WPW）
syndrome
double inversion recovery（IR）
double inversion recovery（IR）
World Health Organization
double buccal tube
double layere suture
tabloid
multileaf collimater
multidiﬀerentiation
multiplanar reconstruction（MPR）
multiplanar reconstruction（MPR）
multivariable anlysis
multivariate analysis，multivariate
analysis technique
multilocular
multilocular
multilocular radiolucent lesion
multilocular radiolucent lesion
contusion
contusion
onion peel appearance，
onion peel pattern
sigh
multidimensional pain inventory
multidimensional scaling
pleiotropism
multiﬁeld irradiation
multiﬁeld irradiation
multiﬁeld radiotherapy
Darier disease
barrel-shaped tooth
dalton
turret
talonid
talon
ﬂexibility，deﬂection
unit cell
monogenic disorder
single impression
monoenergetic radiation
single shock

タングスラスト

単一修復 タンイツシュウフク
単一造影法 タンイツゾウエイホウ
単一ヒット タンイツヒット
単一標的多ヒットモデル タンイツヒョウテキタヒットモデル
単一標的単一ヒットモデル

single ﬁlling
single contrast arthrography，
single contrast method
single hit
single target multi hit model
single target single hit model

タンイツヒョウテキタンイツヒットモデル

単一ポイント根管充塡法

タンイツポイントコンカンジュウテンホウ

単位膜 タンイマク
単位量包装 タンイリョウホウソウ
炭化 タンカ
単回帰分析法 タンカイキブンセキホウ
段階的負荷 ダンカイテキフカ
単核食細胞系統 タンカクショクサイボウケイトウ
炭化ケイ素 タンカケイソ
炭化水素系麻酔薬 タンカスイソケイマスイヤク
炭化物 タンカブツ
短顔型 タンガンガタ
短冠歯 タンカンシ
単眼症 タンガンショウ
単関節炎 タンカンセツエン
担癌体 タンガンタイ
単眼体 タンガンタイ
単官能モノマー タンカンノウモノマー
短期記憶 タンキキオク
短期入所 ➡ ショートステイ タンキニュウショ
短期入所生活介護 ➡ ショートステイ
タンキニュウショセイカツカイゴ

短期入所療養介護 ➡ ショートステイ
タンキニュウショリョウヨウカイゴ

単球 タンキュウ
単球性白血病 タンキュウセイハッケツビョウ
単球増加因子 タンキュウゾウカインシ
タングガード タングガード
タングクリブ タングクリブ
タンク現像 タンクゲンゾウ
タングステン タングステン
タングステンカーバイド タングステンカーバイド
タングステンカーバイドバー タングステンカーバイドバー
タングスパイク タングスパイク
タングスラスト型嚥下 タングスラストガタエンゲ

single cone technique of root canal
ﬁlling
unit membrane
unit dose package
carbonization
simple regression analysis，
linear regression analysis
progressive loading
mononuclear phagocyte system
（MPS）
silicone carbide
hydrocarbon anesthetics
carbide
short face type，
brachyfacial pattern
brachyodont
cyclopia
monoarthritis
tumor bearer
cyclops
monofunctional monomer
short-term memory
short stay，respite care unit
short-term admission for daily life
long-term care
short-term admission for
recuperation
monocyte
monocytic leukemia
factor increasing monocytopoiesis
tongue guard
tongue crib
tank development
tungsten
tungsten carbide
tungsten carbide bur
tongue spike
tongue-thrust swallow
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タンクローンセ

単クローン性γグロブリン血症
タンクローンセイガンマグロブリンケッショウ

単形腺腫 タンケイセンシュ
単結晶 タンケッショウ
胆血症 タンケツショウ
単結晶体 タンケッショウタイ
断行訓練 ダンコウクンレン
単光子放出型コンピュータ断層撮影
タンコウシホウシュツガタコンピュータダンソウサツエイ

単光子放出型コンピュータ断層撮影法
タンコウシホウシュツガタコンピュータダンソウサツエイホウ

タ

単語失語 タンゴシツゴ
単骨性線維性異形成症 タンコツセイセンイセイイケイセイショウ
単根 タンコン
単根管 タンコンカン
単根歯 タンコンシ
探索的データ解析 タンサクテキデータカイセキ
探索反射 タンサクハンシャ
単鎖切断 タンサセツダン
炭酸アパタイト タンサンアパタイト
炭酸塩石 タンサンエンセキ
炭酸ガス タンサンガス
炭酸ガス吸収式 タンサンガスキュウシュウシキ
炭酸ガスレーザー タンサンガスレーザー
炭酸カリウム タンサンカリウム
炭酸カルシウム タンサンカルシウム
炭酸水素ナトリウム タンサンスイソナトリウム
炭酸正常状態 タンサンセイジョウジョウタイ
炭酸脱水酵素 タンサンダッスイコウソ
炭酸脱水酵素阻害薬 タンサンダッスイコウソソガイヤク
炭酸ナトリウム タンサンナトリウム
タンジール病 タンジールビョウ
単式弾線 タンシキダンセン
担子菌類 タンシキンルイ
単シナプス反射 タンシナプスハンシャ
担子胞子 タンシホウシ
胆汁 タンジュウ
胆汁酸 タンジュウサン
胆汁色素 タンジュウシキソ
単収縮 タンシュウシュク
胆汁性肝硬変 タンジュウセイカンコウヘン
短縮 タンシュク
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monoclonal γ-globulinemia，
monoclonal gammopathy
monomorphic adenoma
single crystal
cholemia
monocrystalline
assertive training，assertiveness
training，assertion training
single photon emission computed
tomography（SPECT）
single photon emission computed
tomography（SPECT）
verbal aphasia
monoostotic ﬁbrous dysplasia
single root
single rooted canal
single rooted tooth
exploratory data analysis
rooting response
single-strand break
carbonate apatite
carbonate stone
carbon dioxide
carbon dioxide absorption
technique
carbone dioxide laser，CO2 laser
potassium carbonate
calcium carbonate
sodium hydrogencarbonate
normocapnia
carbonic anhydrase，
carbonate dehydratase
carbonic anhydrase inhibitor
sodium carbonate
Tangier disease
single spring，simple spring
basidiomycetes
monosynaptic reﬂex
basidiospore
bile
bile acid
bile pigment
twitch，muscle twitch
biliary cirrhosis of liver
shortening

ダンセイインシ

短縮化【X 線の】 タンシュクカ（エックスセンノ）
短縮術 タンシュクジュツ
短縮歯列 タンシュクシレツ
単純拡散 タンジュンカクサン
単純窩洞 タンジュンカドウ
単純癌 ➡ 未分化癌 タンジュンガン
単純結節縫合 タンジュンケッセツホウゴウ
単純鉤 タンジュンコウ
単純合釘継続歯 タンジュンゴウテイケイゾクシ
単純骨折 ➡ 非開放性骨折 タンジュンコッセツ
単純固定 タンジュンコテイ
単純歯牙結紮法 ダンジュンシガケッサツホウ
単純性萎縮 タンジュンセイイシュク
単純性齲蝕 タンジュンセイウショク
単純性顎関節炎 タンジュンセイガクカンセツエン
単純性口内炎 タンジュンセイコウナイエン
単純性骨囊胞 タンジュンセイコツノウホウ
単純性根尖性歯周炎 タンジュンセイコンセンセイシシュウエン
単純性歯冠歯根破折 タンジュンセイシカンシコンハセツ
単純性歯冠破折 タンジュンセイシカンハセツ
単純性歯髄炎 タンジュンセイシズイエン
単純性歯肉炎 タンジュンセイシニクエン
単純性紫斑病 タンジュンセイシハンビョウ
単純性破折【歯の】 タンジュンセイハセツ（ハノ）
単純性リンパ管腫 タンジュンセイリンパカンシュ
単純対試験法 タンジュンツイシケンホウ
単純ヘルペス タンジュンヘルペス
単純ヘルペスウイルス タンジュンヘルペスウイルス
単純縫合 タンジュンホウゴウ
単純ポケット タンジュンポケット
単純無作為試験法 タンジュンムサクイシケンホウ
単純無作為抽出法 タンジュンムサクイチュウシュツホウ
単純盲検法 タンジュンモウケンホウ
探触子 タンショクシ
単色放射線 タンショクホウシャセン
探針 タンシン
単心室 タンシンシツ
炭水化物 タンスイカブツ
単錐歯 タンスイシ
断髄法 ダンズイホウ
弾性 ダンセイ
弾性域 ダンセイイキ
弾性イメージング ダンセイイメージング
弾性印象材 ダンセイインショウザイ

foreshortening
shortening
shortened dental arch
simple diﬀusion
simple cavity
carcinoma simplex
simple interrupted suture
single arm clasp，simple clasp
simple dowel crown
simple fracture
simple anchorage
simple ligature of the teeth
simple atrophy
ordinary caries
simple arthritis of TMJ
simple stomatitis
simple bone cyst
simple apical periodontitis
uncomplicated crown-root fracture
uncomplicated crown fracture
simple pulpitis
simple gingivitis
purpura simplex
uncomplicated tooth fracture
simple lymphangioma
simple-pair test
herpes simplex
herpes simplex virus（HSV）
simple suture
simple pocket
simple randomized test
simple random sampling
simple blind test
probe
monochromatic radiation
explorer
single ventricle
carbohydrate
haplodont
pulpotomy，pulp amputation
elasticity
elastic range
elastography
elastic impression material，elastomeric impression material
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タ

ダンセイエネル

弾性エネルギー ダンセイエネルギー
弾性回復 ダンセイカイフク
弾性強度 ダンセイキョウド
弾性係数 ダンセイケイスウ
弾性限 ダンセイゲン
弾性材料 ダンセイザイリョウ
端生歯 タンセイシ
弾性線維 ダンセイセンイ
弾性軟骨 ダンセイナンコツ
弾性変形 ダンセイヘンケイ

タ

弾性裏層材 ダンセイリソウザイ
胆石 タンセキ
胆栓 タンセン
弾線 ダンセン
断層厚 ダンソウアツ
断層厚さ ダンソウアツサ
断層域 ダンソウイキ
断層 X 線図 ダンソウエックスセンズ
断層軌道 ダンソウキドウ
断層撮影 ダンソウサツエイ
断層撮影法 ダンソウサツエイホウ
単層培養 タンソウバイヨウ
断層振角 ダンソウフリカク
断層面 ダンソウメン
炭疽菌 タンソキン
断続的な力 ダンゾクテキナチカラ
端側吻合 タンソクフンゴウ
断続縫合 ➡ 単純縫合 ダンゾクホウゴウ
炭素鋼 タンソコウ
炭素繊維 タンソセンイ
担体 タンタイ
担体輸送 タンタイユソウ
端端吻合 タンタンフンゴウ
端端吻合術 タンタンフンゴウジュツ
端端縫合 タンタンホウゴウ
端端縫合術 タンタンホウゴウジュツ
ダンディー・ウォーカー症候群

resilience，elastic strain energy
elastic recovery
elastic strength
elastic modulus
elastic limit
elastic material
acrodont
elastic ﬁber
elastic cartilage
elastic distortion，
elastic deformation
resilient lining material
gallstone
bile thrombus
spring，spring wire，elastic wire
layer thickness
focal trough，slice thickness
tomographic layer
laminagram
tomographic movement
tomography
tomography
monolayer culture
tomographic angle
objective plane
Bacillus anthracis
interrupted force
end-to-side anastomosis
interrupted suture
carbon steel
carbon ﬁber
carrier
carrier-mediated transport
end-to-end anastomosis
end-to-end anastomosis
end-to-end suture
end-to-end suture
Dandy-Walker syndrome

ダンディーウォーカーショウコウグン

坦鉄赤血球 タンテツセッケッキュウ
単糖 タントウ
単頭
【インスツルメントの】
短頭型 タントウケイ
短頭型頭蓋 タントウケイトウガイ
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タントウ（インスツルメントノ）

siderocyte
monosaccharide
single end
brachycephaly
brachycephaly

タンラクハンノ

短頭合指症Ⅰ型 ➡ アペール症候群

acrocephalosyndactyly type Ⅰ

タントウゴウシショウイチガタ

短頭症 タントウショウ
単頭帯 タントウタイ
胆道閉鎖症 タンドウヘイサショウ
丹毒 タンドク
単独歯インプラント タンドクシインプラント
単独歯型式模型 タンドクシケイシキモケイ
単独植立 タンドクショクリツ
タンニン酸 タンニンサン
タンニン酸ジフェンヒドラミン タンニンサンジフェンヒドラミン
断熱裏層 ➡ セメント裏層 ダンネツリソウ
胆囊 タンノウ
単囊胞性エナメル上皮腫 タンノウホウセイエナメルジョウヒシュ
短波 タンパ
タンパク異化ホルモン タンパクイカホルモン
タンパク・エネルギー栄養不足 タンパクエネルギーエイヨウブソク
タンパク結合率 タンパクケツゴウリツ
タンパク合成阻害作用 タンパクゴウセイソガイサヨウ
タンパク合成阻害薬 タンパクゴウセイソガイヤク
タンパク質 タンパクシツ
タンパク質吸着 タンパクシツキュウチャク
タンパク質分解酵素 ➡ プロテアーゼ

brachycephaly
monocapital bandage
biliary atresia
erysipelas
single-tooth implant
single die
single standing
tannic acid
diphenhydramine，
diphenhydramine tannate
insulating base
gallbladder
unicystic ameloblastoma
high frequency（HF），short wave
catabolic hormone
protein-energy malnutrition
protein binding rate
inhibitory action of protein
synthesis
protein synthesis inhibitor
protein
protein adsorption
protease，proteolytic enzyme

タンパクシツブンカイコウソ

タンパク同化ステロイド タンパクドウカステロイド
タンパク同化ホルモン タンパクドウカホルモン
タンパク尿 タンパクニョウ
タンパク変性 タンパクヘンセイ
タンパク溶解説 タンパクヨウカイセツ
炭粉沈着症 タンプンチンチャクショウ
単胞性 タンホウセイ
単房性 ➡ 単胞性 タンボウセイ
単胞性透過像 タンホウセイトウカゾウ
単房性透過像 ➡ 単胞性透過像 タンボウセイトウカゾウ
単房性囊腫 タンボウセイノウシュ
タンポン タンポン
タンポン挿入 タンポンソウニュウ
ダンマー ダンマー
単麻痺 タンマヒ
タンマンの作用限 タンマンノサヨウゲン
淡明層 タンメイソウ
断面 ダンメン
短絡反応 タンラクハンノウ

anabolic steroid
anabolic hormone
proteinuria
albuminous degeneration
proteolytic theory
anthracosis
unilocular
unilocular
unilocular radiolucency
unilocular radiolucency
unilocular cystoma
tampon
tamponade
dammar
monoplegia
Tamman's law of reaction limit
stratum lucidum
section，cross-section
short circuit reaction
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タ

タンリョウタイ

単量体 タンリョウタイ
弾力過剰性皮膚 ダンリョクカジョウセイヒフ
弾力性 ダンリョクセイ
断裂 ダンレツ

あ

monomer
cutis hyperplastica
elasticity
laceration，rupture，tear

チ
チアノーゼ チアノーゼ
チアプロフェン酸 チアプロフェンサン
チアミラールナトリウム チアミラールナトリウム
チアミン チアミン
チアミンピロリン酸

チアミンピロリンサン

地域 チイキ
地域医療 チイキイリョウ
地域医療介護総合確保基金
チイキイリョウカイゴソウゴウカクホキキン

地域医療構想

チイキイリョウコウソウ

地域医療支援病院

チ

チイキイリョウシエンビョウイン

地域医療連携システム

チイキイリョウレンケイシステム

地域完結型医療 チイキカンケツガタイリョウ
地域共同体 チイキキョウドウタイ
地域口腔保健センター チイキコウクウホケンセンター
地域支援事業 チイキシエンジギョウ
地域歯科医療 チイキシカイリョウ
地域歯科学 チイキシカガク
地域歯科保健 チイキシカホケン
地域歯科保健活動 チイキシカホケンカツドウ
地域診断 チイキシンダン
地域包括ケアシステム チイキホウカツケアシステム
地域包括ケア病棟 チイキホウカツケアビョウトウ
地域包括支援センター
地域保健
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チイキホケン

チイキホウカツシエンセンター

cyanosis，cyanotic
tiaprofenic acid
thiamylal sodium
thiamin，thiamin hydrochloride，
thiamin chloride hydrochloride
thiamine pyrophosphate，thiamine
pyrophosphate diphosphoric acid
community，area，region
community medicine，
community health care
regional medical nursing care
integrated fund
community health care vision，
regional medical concept
community health care support
hospital，regional health care
supporting hospital
regional medical cooperation
system
regional conclusion medical
community
local community oral health center
community support projects
community dentistry，
community dental care
community dentistry
community dental health
community dental health activity
community diagnosis
integrated community care system
hospital ward for integrated
community care system
community health and care support
center for aged，regional comprehensive support center
community health，community
health service

チエンハンノウ

地域保健医療 チイキホケンイリョウ
地域保健医療計画 チイキホケンイリョウケイカク
地域保健活動 チイキホケンカツドウ
地域保健・健康増進事業報告
チイキホケンケンコウゾウシンジギョウホウコク

地域保健法 チイキホケンホウ
地域密着型介護老人福祉施設
チイキミッチャクガタカイゴロウジンフクシシセツ

地域密着型サービス チイキミッチャクガタサービス
地域連携クリティカルパス チイキレンケイクリティカルパス
チーム医療 チームイリョウ
チーム基盤型学修 チームキバンガタガクシュウ
チーム診療 チームシンリョウ
チームワーク診療 チームワークシンリョウ
チール・ネルゼン染色 チールネルゼンセンショク
チール・ネルゼン染色法

チールネルゼンセンショクホウ

チェアタイム チェアタイム
チェーン・ストークス呼吸
チェシンスキーの第一斜位
チェシンスキーの第三斜位
チェシンスキーの第二斜位

チェーンストークスコキュウ

チェシンスキーノダイイチシャイ
チェシンスキーノダイサンシャイ

チェシンスキーノダイニシャイ

CHESS ➡ 化学シフト選択 チェス
CHESS 法 ➡ 化学シフト選択法 チェスホウ
チェッカーボード法 チェッカーボードホウ
チェックバイト チェックバイト
チェックバイト法 チェックバイトホウ
チェレンコフ検出器 チェレンコフケンシュツキ
遅延荷重 ➡ 待時荷重 チエンカジュウ
遅延型過敏症 チエンガタカビンショウ
遅延型歯牙再植 チエンガタシガサイショク
遅延強化【心理】 チエンキョウカ（シンリ）
遅延作用 チエンサヨウ
遅延弾性 チエンダンセイ
遅延反応 チエンハンノウ

community health and medicine
regional health care planning，
community health plan
community health activity
report on regional public health
services and health promotion
services
Community Health Act
nursing welfare facility for the
elderly in the community
community based care survice
community cooperation clinical
path，community cooperation
clitical path
team medical care
team-based learning
team care
dental team work
Ziehl-Neelsen stain，
Ziehl-Neelsen staining
Ziehl-Neelsen stain，
Ziehl-Neelsen staining
chair time
Cheyne-Stokes respiration，
Cheyne-Stokes breathing
Cieszynski's ﬁrst oblique projection
Cieszynski's third oblique
projection
Cieszynski's second oblique
projection
chemical shift selective
chemical shift selective
checkerboard titration method
check bite
check bite method
Cerenkov detector
delayed loading
delayed allergy，delayed-type
allergy，delayed-type
hypersensitivity（DTH）
retarded tooth replantation
delayed reinforcement
delayed action
delayed elasticity
late reaction
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チ

チオールプロテ

チオールプロテアーゼ チオールプロテアーゼ
チオグリコール酸培地 チオグリコールサンバイチ
チオシアン酸 チオシアンサン
チオペンタール チオペンタール
チオラーゼ チオラーゼ
チオリダジン塩酸塩 チオリダジンエンサンエン
チオ硫酸ナトリウム チオリュウサンナトリウム
チオ硫酸ナトリウム水和物 チオリュウサンナトリウムスイワブツ
知覚 チカク
知覚異常 ➡ 感覚障害 チカクイジョウ
知覚異常症 チカクイジョウショウ
知覚運動検査 チカクウンドウケンサ
知覚過敏 チカクカビン
知覚訓練 チカククンレン
知覚根 チカクコン
知覚障害 チカクショウガイ
知覚神経 チカクシンケイ
知覚鈍麻 チカクドンマ

チ

知覚鈍麻法 チカクドンマホウ
知覚麻痺 チカクマヒ
力の大きさ チカラノオオキサ
力の作用期間 チカラノサヨウキカン
力の作用方向 チカラノサヨウホウコウ
力の分布 チカラノブンプ
置換 チカン
置換
【構音の】 チカン（コウオンノ）
置換術 チカンジュツ
置換性歯根吸収 チカンセイシコンキュウシュウ
地球温暖化 チキュウオンダンカ
遅筋線維 チキンセンイ
逐時検定法 チクジケンテイホウ
築盛
【陶材の】 チクセイ（トウザイノ）
蓄積 チクセキ
蓄積吸収線量 チクセキキュウシュウセンリョウ
蓄積効果 チクセキコウカ
蓄積症 チクセキショウ
蓄積線量 チクセキセンリョウ
築造修復 チクゾウシュウフク
チクソトロピー チクソトロピー
蓄膿 チクノウ
治験計画届出書 チケンケイカクトドケデショ
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thiol protease
thioglycollate medium
thiocyanic acid
thiopental
thiolase
thioridazine，
thioridazine hydrochloride
sodium thiosulfate
sodium thiosulfate hydrate
perception，perceptual
paresthesia，dysesthesia
paresthesia，dysesthesia
sensory-motor examination
hyperesthesia，hypersensitivity
perceptual training
sensory root
sensory disturbance
sensory nerve
desensitization，hypesthesia，
hypoesthesia
desensitization
sensory paralysis
degree of force
duration of force
direction of force
distribution of force
replacement，displacement
substitution
replacement
replacement root resorption
global warming
slow twitch muscle ﬁber
sequential test
building up
accumulation
cumulative absorbed dose
cumulation，cumulative eﬀect
storage disease
accumulative dose，
cumulative dose
constructive restoration
thixotropy
empyema
notiﬁcation of clinical trial plan

チテキショウガ

治験コーディネーター

チケンコーディネーター

治験薬 チケンヤク
遅効 チコウ
智歯 チシ
智歯周囲炎 チシシュウイエン
致死性家族性不眠症 チシセイカゾクセイフミンショウ
致死線量 チシセンリョウ
致死損傷 チシソンショウ
智歯難生 チシナンセイ
致死量 チシリョウ
地図状舌 チズジョウゼツ
遅滞期 チタイキ
地帯現象 チタイゲンショウ
チタニア チタニア
チタン チタン
チタンインプラント チタンインプラント
チタン合金 チタンゴウキン
チタンジルコニウム合金 チタンジルコニウムゴウキン
チタンスクリュー チタンスクリュー
チタン鋳造 チタンチュウゾウ
チタンニッケル合金 チタンニッケルゴウキン
チタンニッケルワイヤー チタンニッケルワイヤー
チタンの腐食 チタンノフショク
チタンブラケット チタンブラケット
チタンプラズマ溶射インプラント
チタンプラズマヨウシャインプラント

チタンブレード チタンブレード
チタンメッシュ チタンメッシュ
チタンモリブデン合金 チタンモリブデンゴウキン
チタン溶射 チタンヨウシャ
チタン用埋没材 チタンヨウマイボツザイ
Ti-6Al-4V 合金

clinical research coordinator
（CRC）
investigational drug
delayed eﬀect
wisdom tooth
pericoronitis of wisdom tooth
fatal familial insomnia（FFI）
lethal dose
lethal damage
diﬃcult dentition of wisdom tooth
fatal dose，lethal dose
geographic tongue
lag phase
zone phenomenon
titania
titanium
titanium implant
titanium alloy
titanium-zirconium alloy
titanium screw
titanium casting
titanium-nickel alloy
titanium-nickel wire
corrosion of titanium
titanium bracket
titanium plasma sprayed（TPS）
implant
titanium blade
titanium mesh
titanium-molybdenum alloy
titanium ﬂame spray
investment for titanium casting
Ti-6Al-4V alloy

チタンロクアルミニウムヨンバナジウムゴウキン

チック症 チックショウ
窒素 チッソ
窒息 チッソク
窒素酸化物 チッソサンカブツ
窒素塞栓症 チッソソクセンショウ
窒素平衡 チッソヘイコウ
膣トリコモナス チツトリコモナス
膣トリコモナス症 チツトリコモナスショウ
知的財産権 チテキザイサンケン
知的障害児 チテキショウガイジ

tic
nitrogen
suﬀocation，asphyxia
nitrogen oxide
nitrogen embolism
nitrogen balance
Trichomonas vaginalis
Trichomonas vaginalis
intellectual property right
mentally handicapped children
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チ

チテキショウガ

知的障害者援護施設

チ

チテキショウガイシャエンゴシセツ

知的障害者授産所

チテキショウガイシャジュサンジョ

知的障害者福祉法

チテキショウガイシャフクシホウ

知能検査 チノウケンサ
知能指数 チノウシスウ
知能障害 チノウショウガイ
チノリジン チノリジン
遅発効果 チハツコウカ
遅発思春期 チハツシシュンキ
遅発性筋痛 チハツセイキンツウ
遅発性口腔ジスキネジア チハツセイコウクウジスキネジア
遅発性ジスキネジア チハツセイジスキネジア
遅発痛 チハツツウ
遅発膨張【アマルガムの】 チハツボウチョウ（アマルガムノ）
チフス菌 チフスキン
チミジル酸 チミジルサン
チミジン チミジン
緻密骨 ➡ 皮質骨 チミツコツ
緻密骨腫 チミツコツシュ
チミン チミン
致命傷 チメイショウ
チメロサール チメロサール
チモーゲン チモーゲン
チモーゲン顆粒 チモーゲンカリュウ
チモール チモール
チャージ症候群 チャージショウコウグン
チャーターズ法【ブラッシングの】

residential care facilities for
intellectually disabled people
sheltered workshop for
intellectually disabled people
Law for the Welfare of Intellectual
Disabled Persons
intelligence test
intelligence quotient（IQ）
intellectual disturbance
tinoridine
delayed eﬀect
delayed puberty
delayed onset pain
tardive oral dyskinesia
tardive dyskinesia
delayed pain
delayed expansion
Salmonella typhi
thymidylic acid
thymidine
compact bone
compact osteoma
thymine
death wound，fatal wound，
mortal wound
thimerosal
zymogen
zymogen granule
thymol
CHARGE syndrome
Charters method

チャーターズホウ（ブラッシングノ）

CHART

チャート

着香料 チャクコウリョウ
着床前期 チャクショウゼンキ
着色 チャクショク
着色
【歯の】 チャクショク（ハノ）
着色エナメル質 チャクショクエナメルシツ
着色剤 チャクショクザイ
着色歯 チャクショクシ
着色性沈着物 チャクショクセイチンチャクブツ
着脱方向 チャクダツホウコウ
チャネル
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チャネル

continuous hyperfractionated
accelerated radiotherapy
ﬂavoring agent
preimplantation stage
pigmentation
discoloration of tooth
pigmented enamel
coloring agent
stained tooth
stains
path of insertion，
path of placement
channel

チュウジ

チャネルショルダーピン チャネルショルダーピン
チャネルスライス式 チャネルスライスシキ
チャネルブラケット チャネルブラケット
治癒 チユ
中医学 チュウイガク
注意欠陥障害 チュウイケッカンショウガイ
注意欠陥多動障害 チュウイケッカンタドウショウガイ
中咽頭 チュウイントウ
中咽頭癌 チュウイントウガン
中咽頭収縮筋 チュウイントウシュウシュクキン
チューイン法 チューインホウ
中央社会保険医療協議会
チュウオウシャカイホケンイリョウキョウギカイ

中央値 チュウオウチ
中央配管システム チュウオウハイカンシステム
中温菌 チュウオンキン
中温焼成陶材 チュウオンショウセイトウザイ
中隔後鼻枝 チュウカクコウビシ
中顔型 チュウガンガタ
中間義歯 チュウカンギシ
中間欠損 チュウカンケッソン
中間構造【インプラントの】 チュウカンコウゾウ（インプラントノ）
中間構造体【インプラントの】

channel shoulder pin
channel-slice preparation
channel bracket
healing
Chinese medicine
attention diﬁcit disorder
attention deﬁcit hyperactivity
disorder（ADHD）
oropharynx
cancer of mesopharynx，
oropharyngeal cancer
middle pharyngeal constrictor
chew-in technique
Central Social Insurance Medical
Council
median
central piping system
mesophilic bacteria
medium-fusing porcelain
posterior septal nasal branches
mesiofacial pattern
bounded saddle denture
bounded missing，intermediate
missing，intermediary defect
mesostructure
mesostructure

チュウカンコウゾウタイ（インプラントノ）

中間産物 チュウカンサンブツ
中間セメント質 チュウカンセメントシツ
中間線維 チュウカンセンイ
中間層【エナメル器の】 チュウカンソウ（エナメルキノ）
中間叢【歯根膜の】 チュウカンソウ（シコンマクノ）
中間層植皮 チュウカンソウショクヒ
中間挿入移植 チュウカンソウニュウイショク
中間挿入物 チュウカンソウニュウブツ
中間物挿入関節形成 チュウカンブツソウニュウカンセツケイセイ
中間物挿入関節形成術

intermediate product
intermediate cementum，
intermediate layer
intermediate ﬁber
stratum intermedium
intermediate plexus
split thickness skin graft
intercalary graft
interposition
interpositional arthroplasty
interpositional arthroplasty

チュウカンブツソウニュウカンセツケイセイジュツ

中顔面骨折 チュウガンメンコッセツ
中期
【細胞分裂の】 チュウキ（サイボウブンレツノ）
中空円柱状インプラント チュウクウエンチュウジョウインプラント
中空型栓塞子
中耳 チュウジ

チュウクウガタセンソクシ

mid-third facial fracture
metaphase
hollow cylinder implant，implant
basket，inverted basket implant
hollow obturator
middle ear
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チュウジエン

中耳炎 チュウジエン
注射 チュウシャ
注射液 チュウシャエキ
注射器 チュウシャキ
注射剤混合 チュウシャザイコンゴウ
注射針 チュウシャシン
注射法 チュウシャホウ
抽出 チュウシュツ
柱状結晶 チュウジョウケッショウ
中上歯槽枝 チュウジョウシソウシ
中心位
【下顎の】 チュウシンイ（カガクノ）

チ

中心壊死 チュウシンエシ
中心窩 チュウシンカ
中心結節 チュウシンケッセツ
中心溝 チュウシンコウ
中心咬合 チュウシンコウゴウ
中心咬合位 チュウシンコウゴウイ
中心咬合面隆線 チュウシンコウゴウメンリュウセン
中心細管 チュウシンサイカン
中心子 チュウシンシ
中心軸深部線量 チュウシンジクシンブセンリョウ
中心周波数 チュウシンシュウハスウ
中心小体 チュウシンショウタイ
中心静脈圧 チュウシンジョウミャクアツ
中心垂直投影 チュウシンスイチョクトウエイ
中心垂直投影法 チュウシンスイチョクトウエイホウ
中心性癌 チュウシンセイガン
中心性巨細胞肉芽腫 チュウシンセイキョサイボウニクゲシュ
中心性血管腫 チュウシンセイケッカンシュ
中心性骨腫 チュウシンセイコツシュ
中心線
【X 線の】 チュウシンセン（エックスセンノ）
注水冷却 チュウスイレイキャク
中枢興奮薬 チュウスウコウフンヤク
中枢作用 チュウスウサヨウ
中枢死 チュウスウシ
中枢神経系 チュウスウシンケイケイ
中枢神経系症候群【急性放射線被曝による】

medial otitis
injection
parenteral solution
syringe
intravenous additive service
needle
injection
extraction
columnar crystal，
columnar crystal grain
middle superior alveolar branch
centric mandibular position，
centric relation（CR）
central necrosis
central fossa
central tubercle
central groove
centric occlusion
centric occlusion（CO）
central occlusal ridge
central tubules
centriole
central axis depth dose
center frequency
central body，centrosome
central venous pressure（CVP）
centric vertical projection
centric vertical projection
central carcinoma
central giant cell lesion，
central giant cell granuloma
central hemangioma
central osteoma
central ray
water coolant
central nervous stimulant，
central nervous system stimulant
central action
central death
central nervous system
central nervous system syndrome

チュウスウシンケイケイショウコウグン（キュウセイホウシャセンヒバクニヨル）

中枢神経作用薬 チュウスウシンケイサヨウヤク
中枢神経死 チュウスウシンケイシ
中枢神経障害 チュウスウシンケイショウガイ
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central nervous system acting drug
central nervous system death
central nervous system damage

チュウトウケイ

中枢性顔面神経麻痺 チュウスウセイガンメンシンケイマヒ
中枢性筋弛緩薬 チュウスウセイキンシカンヤク
中枢痛 チュウスウツウ
中枢抑制薬 チュウスウヨクセイヤク
中枢リンパ系器官 チュウスウリンパケイキカン
中性紅溶液 チュウセイコウヨウエキ
中性子 チュウセイシ
中性刺激【心理】 チュウセイシゲキ（シンリ）
中性子治療 チュウセイシチリョウ
中性脂肪 チュウセイシボウ
中性子放射線治療 チュウセイシホウシャセンチリョウ
中性子捕捉療法 チュウセイシホソクリョウホウ
鋳接 チュウセツ
中切歯 チュウセッシ
鋳接法 チュウセツホウ
鋳造 チュウゾウ
鋳造圧 チュウゾウアツ
鋳造インレー チュウゾウインレー
鋳造冠 チュウゾウカン
鋳造機 チュウゾウキ
鋳造欠陥 チュウゾウケッカン
鋳造コア チュウゾウコア
鋳造鉤 チュウゾウコウ
鋳造収縮 チュウゾウシュウシュク
鋳造収縮補償 チュウゾウシュウシュクホショウ
鋳造収縮率 チュウゾウシュウシュクリツ
鋳造修復 チュウゾウシュウフク
鋳造床 チュウゾウショウ
鋳造床義歯 チュウゾウショウギシ
鋳造性 チュウゾウセイ
鋳造精度 チュウゾウセイド
鋳造組織 チュウゾウソシキ
鋳造体 チュウゾウタイ
鋳造バー チュウゾウバー
鋳造法 チュウゾウホウ
鋳造用合金 チュウゾウヨウゴウキン
鋳造用フラックス チュウゾウヨウフラックス
鋳造用埋没材 チュウゾウヨウマイボツザイ
鋳造用リング チュウゾウヨウリング
中程度の力 チュウテイドノチカラ
中頭型 チュウトウケイ
中頭型頭蓋 チュウトウケイトウガイ

central facial paralysis
centrally muscle relaxant，
centrally acting muscle relaxant
central pain
central nervous system depressant
central lymphoid organ
neutral red solution
neutron
neutral stimulus
neutron therapy
neutral fat
neutron therapy
neutron capture therapy
cast joining，
casting of embedded alloy
central incisor
cast-soldering method
casting
casting pressure
cast inlay
cast crown
casting apparatus，casting machine
casting defect
cast core
cast clasp
casting shrinkage
casting shrinkage compensation
percentage of casting shrinkage
cast restoration
cast plate
cast plate denture
castability
casting accuracy
cast microstructure
casting
cast bar
casting，casting method
casting alloy
ﬂux for casting
casting investment，
casting investing material
casting ring
moderate force
mesocephaly
mesocephaly
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チュウトウドシ

チ

中等度歯周炎 チュウトウドシシュウエン
中等度精神遅滞 チュウトウドセイシンチタイ
中等度の固定 チュウトウドノコテイ
中毒 チュウドク
中毒性表皮壊死症 チュウドクセイヒョウヒエシショウ
中毒反応 チュウドクハンノウ
中毒量 チュウドクリョウ
注入 チュウニュウ
中胚葉 チュウハイヨウ
中胚葉型 チュウハイヨウガタ
中胚葉性混合腫瘍 チュウハイヨウセイコンゴウシュヨウ
中パラタルバー チュウパラタルバー
中皮 チュウヒ
中鼻甲介 チュウビコウカイ
中鼻道 チュウビドウ
チューブ チューブ
チューブ陶歯 チューブトウシ
チューブリン チューブリン
中和反応 チュウワハンノウ
治癒線量 チユセンリョウ
超遠心機 チョウエンシンキ
腸炎ビブリオ チョウエンビブリオ
超音波ガイド下穿刺術 チョウオンパガイドカセンシジュツ
超音波画像 チョウオンパガゾウ
超音波カプラ チョウオンパカプラ
超音波検査 チョウオンパケンサ
超音波検査法 チョウオンパケンサホウ
超音波診断 チョウオンパシンダン
超音波診断装置 チョウオンパシンダンソウチ
超音波診断法 チョウオンパシンダンホウ
超音波スケーラー チョウオンパスケーラー
超音波スタンドオフ チョウオンパスタンドオフ
超音波洗浄 チョウオンパセンジョウ
超音波像 チョウオンパゾウ
超音波造影剤 チョウオンパゾウエイザイ
超音波ドプラ法 チョウオンパドプラホウ
超音波ネブライザー チョウオンパネブライザー
超音波歯ブラシ チョウオンパハブラシ
超音波パルス法 チョウオンパパルスホウ
超音波療法 チョウオンパリョウホウ
頂窩
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チョウカ

moderate periodontitis
moderate mental retardation
moderate anchorage
intoxication，poisoning
toxic epidermal necrolysis（TEN）
toxic reaction
toxic dose
infusion
mesoderm
mesomorph
mesodermal mixed tumor
middle palatal bar
mesothelium
middle nasal concha
middle nasal meatus
molar tube
tube tooth
tubulin
neutralization
curative dose
ultracentrifuge
Vibrio parahaemolyticus
ultrasonically guided puncture
ultrasonic image，ultrasonogram
acoustic coupler
ultrasonography（US）
ultrasonography（US）
ultrasonography（US），
ultrasonic echography
ultrasonic diagnostic equipment
ultrasonography（US），
ultrasonic echography
ultrasonic scaler
acoustic stand-oﬀ
ultrasonic cleaning，
ultrasonic irrigation
ultrasonogram
ultrasound contrast medium
ultrasonic Doppler method
ultrasonic nebulizer
ultrasonic toothbrush
ultrasonic pulse method
ultrasonic therapy，
ultrasound therapy
crestal pit

チョウコウレイ

潮解 チョウカイ
蝶下顎靱帯 チョウカガクジンタイ
聴覚 チョウカク
聴覚印象評価 チョウカクインショウヒョウカ
聴覚検査 チョウカクケンサ
聴覚障害 チョウカクショウガイ
聴覚性鎮痛 チョウカクセイチンツウ
聴覚性鎮痛法 チョウカクセイチンツウホウ
聴覚的判断 チョウカクテキハンダン
聴覚判定 チョウカクハンテイ
聴覚野 チョウカクヤ
長顔型 チョウガンガタ
長冠歯 チョウカンシ
腸管死 チョウカンシ
腸肝循環 チョウカンジュンカン
腸管病原性大腸菌 チョウカンビョウゲンセイダイチョウキン
長期記憶 チョウキキオク
聴器毒性 チョウキドクセイ
長期曝露 チョウキバクロ
超急性拒絶反応 チョウキュウセイキョゼツハンノウ
長期療養型病床群 ➡ 療養病床

deliquescence
sphenomandibular ligament
audition，auditory sensation，
hearing
hearing impression evaluation
audiometry，hearing test
auditory disorder，
hearing disorder，
auditory perceptual disorder
audioanalgesia
audioanalgesia
hearing test
perceptual judgments
auditory area
long face type，
dolichofacial pattern
hypsodont
intestinal death
enterohepatic circulation
enteropathogenic Escherichia coli
（EPEC）
long-term memory
ototoxicity
prolonged exposure
hyperacute rejection
long-stay bed，long-term care bed

チョウキリョウヨウガタビョウショウグン

蝶形後頭軟骨結合 チョウケイコウトウナンコツケツゴウ
蝶形紅斑 チョウケイコウハン
蝶形骨 チョウケイコツ
蝶形骨間軟骨結合 チョウケイコツカンナンコツケツゴウ
蝶形骨洞 チョウケイコツドウ
蝶形篩骨軟骨結合 チョウケイシコツナンコツケツゴウ
長経路フィードバック チョウケイロフィードバック
張原線維 チョウゲンセンイ
徴候 チョウコウ
潮紅 チョウコウ
超高圧放射線治療 チョウコウアツホウシャセンチリョウ
蝶口蓋孔 チョウコウガイコウ
蝶口蓋動脈 チョウコウガイドウミャク
超硬質金合金 チョウコウシツキンゴウキン
超硬質石膏 チョウコウシツセッコウ
超高齢者

チョウコウレイシャ

spheno-occipital synchondrosis
butterﬂy rash
sphenoid bone
intra-sphenoid synchondrosis
sphenoidal sinus
spheno-ethmoidal synchondrosis
long feedback，long-loop feedback
tonoﬁbril，tonoﬁlament
sign
ﬂushing
supervoltage radiation therapy，
supervoltage X-ray therapy
sphenopalatine foramen
sphenopalatine artery
extra hard gold alloy
high-strength dental stone，
improved stone
oldest old
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チョウコウレイ

超高齢社会 チョウコウレイシャカイ
腸骨移植 チョウコツイショク
長根歯 チョウコンシ
調剤 チョウザイ
チョウジ油 チョウジユ
長寿化 チョウジュカ
長寿科学振興財団 チョウジュカガクシンコウザイダン
長寿社会開発センター
超常磁性酸化鉄

チョウジュシャカイカイハツセンター

チョウジョウジセイサンカテツ

重畳積分 チョウジョウセキブン
調色 チョウショク
調色法 チョウショクホウ
聴診 チョウシン
聴診器 チョウシンキ
聴神経腫 チョウシンケイシュ
聴神経鞘腫 チョウシンケイショウシュ

チ

聴診法 チョウシンホウ
調整 チョウセイ
調整現像 チョウセイゲンゾウ
調整現像法 チョウセイゲンゾウホウ
調整コイル チョウセイコイル
調整スケジュール チョウセイスケジュール
調製法 チョウセイホウ
長石 チョウセキ
長石系陶材 チョウセキケイトウザイ
調節
【眼の】 チョウセツ（メノ）
調節遺伝子 チョウセツイデンシ
調節換気 チョウセツカンキ
調節酵素 チョウセツコウソ
調節呼吸 チョウセツコキュウ
調節剤 チョウセツザイ
調節式圧制御弁 チョウセツシキアツセイギョベン
調節性咬合器 チョウセツセイコウゴウキ
調節弁 チョウセツベン
調節彎曲 チョウセツワンキョク
超塑性 チョウソセイ
超塑性合金 チョウソセイゴウキン
超多分割照射 チョウタブンカツショウシャ
超多分割照射法 チョウタブンカツショウシャホウ
超弾性 チョウダンセイ
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super-aged society
iliac bone graft
long rooted tooth
compounding，dispensing
clove oil
longevity
Japan Foundation for Aging and
Health
Foundation of Social Development
for Senior Citizens
superparamagnetic iron oxide
（SPIO）
convolution integral
toning
toning
auscultation
stethoscope
acoustic neuroma
acoustic neurinoma，
acoustic schwannoma
auscultation
shimming
compensating developer
compensating developer
shim coil
adjusting schedule
subscription
feldspar
feldspar porcelain
accommodation
regulator gene，regulatory gene
controlled ventilation
regulator enzyme，
regulatory enzyme
controlled mechanical ventilation
regulator
adjustable pressure limiting valve
adjustable articulator
control valve
compensating curve
super plasticity
superplastic alloy
hyperfractionation
hyperfractionation therapy
superelasticity

チョウリョクナ

超弾性合金 チョウダンセイゴウキン
超弾性ワイヤー チョウダンセイワイヤー
超短頭型 チョウタントウケイ
超短波 チョウタンパ
調停 チョウテイ
超低体温 チョウテイタイオン
超低密度リポタンパク質 チョウテイミツドリポタンパクシツ
超伝導 チョウデンドウ
超伝導磁石 チョウデンドウジシャク
超伝導物質 チョウデンドウブッシツ
稠度 チョウド
長頭型 チョウトウケイ
長頭型頭蓋 チョウトウケイトウガイ
長胴歯 ➡ タウロドント チョウドウシ
長頭症 チョウトウショウ
腸内細菌科 チョウナイサイキンカ
長波 チョウハ
蝶番運動【下顎の】 チョウバンウンドウ（カガクノ）
蝶番型人工関節 チョウバンガタジンコウカンセツ
蝶番滑動関節 チョウバンカツドウカンセツ
蝶番関節 チョウバンカンセツ
蝶番咬合器 チョウバンコウゴウキ
蝶番軸【下顎運動の】 チョウバンジク（カガクウンドウノ）
蝶番軸点 チョウバンジクテン
超微構造 チョウビコウゾウ
超微粒子型コンポジットレジン
➡ マイクロフィラー型コンポジットレジン

superelastic alloy
superelastic wire
hyperbrachycephaly
super short wave，
very high frequency（VHF）
arbitration
deep hypothermia
very low density lipoprotein
superconductivity
superconducting magnet
superconductor
consistency
dolichocephaly
dolichocephaly
taurodont
dolichocephaly，dolichocephalia
Enterobacteriaceae
long wave，low-frequency wave
（LF）
hinge movement of mandible
hinged prosthesis
amphidiarthroidal joint，
amphidiarthrosis
hinge joint
hinge articulator
hinge axis of mandibular movement
hinge axis point
ultrastructure
microparticle ﬁlled resin（MFR）

チョウビリュウシガタコンポジットレジン

超微粒子ダイヤモンドポイント

superﬁne diamond point

チョウビリュウシダイヤモンドポイント

鳥貌 チョウボウ
長方形のコリメーション チョウホウケイノコリメーション
聴野 チョウヤ
貼薬 チョウヤク
跳躍伝導 チョウヤクデンドウ
腸溶コーティング チョウヨウコーティング
腸溶錠 チョウヨウザイ
聴力 チョウリョク
張力受容器 チョウリョクジュヨウキ
聴力損失 チョウリョクソンシツ
聴力低下 チョウリョクテイカ
張力 - 長さ曲線 チョウリョクナガサキョクセン

bird face
rectangular collimation
audible area
medication，dressing
saltatory conduction
enteric coating
enteric tablet，enteric-coated tablet
audibility
tension receptor
hearing loss
hypacusis，hypacusia
tension-length curve
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チ

チョウリョクナ

張力 - 長さ図 チョウリョクナガサズ
調和平均 チョウワヘイキン
直針 チョクシン
直接火炎滅菌 チョクセツカエンメッキン
直接型ビリルビン チョクセツガタビリルビン
直接間接法【修復法の】 チョクセツカンセツホウ（シュウフクホウノ）
直接金修復 チョクセツキンシュウフク
直接訓練 チョクセツクンレン
直接撮影 チョクセツサツエイ
直接撮影法 チョクセツサツエイホウ
直接作用 チョクセツサヨウ
直接死因 チョクセツシイン
直接支台装置 チョクセツシダイソウチ
直接性骨吸収 チョクセツセイコツキュウシュウ
直接脱灰能 チョクセツダッカイノウ

チ

直接電離放射線 チョクセツデンリホウシャセン
直接覆髄 チョクセツフクズイ
直接覆髄法 チョクセツフクズイホウ
直接法
【修復法の】 チョクセツホウ（シュウフクホウノ）
直接法用インレーワックス チョクセツホウヨウインレーワックス
直線加速器 ➡ リニアック チョクセンカソクキ
直線軌道断層撮影法 チョクセンキドウダンソウサツエイホウ
直線グリッド集束型 チョクセングリッドシュウソクガタ
直線状隔壁 チョクセンジョウカクヘキ
直線性 チョクセンセイ
直線二次曲線モデル ➡ 線形二次曲線モデル

tension-length diagram
harmonic mean
straight needle
direct ﬂame sterilization
direct bilirubin
direct-indirect method
direct gold restoration
direct therapy
direct radiography
direct radiography
direct action
direct cause of death
direct retainer
direct bone resorption
direct decalcifying ability，
direct demineralizing ability
directly ionizing radiation
direct pulp capping
direct pulp capping
direct method
inlay wax for direct method
linear accelerator
linear tomography
liner-centering grid
straight septa
linearity
linear quadratic（LQ）model

チョクセンニジキョクセンモデル

直線閉鎖法 チョクセンヘイサホウ
直線モデル チョクセンモデル
直達骨折 チョクタツコッセツ
直腸 チョクチョウ
直腸温 チョクチョウオン
直腸内投与 チョクチョウナイトウヨ
直腸内麻酔法 チョクチョウナイマスイホウ
直腸麻酔 チョクチョウマスイ
直流 チョクリュウ
直腕挺子 チョクワンテイシ
チョコレート寒天培地 チョコレートカンテンバイチ
貯蔵方法 チョゾウホウホウ
直行照射 チョッコウショウシャ
貯法 チョホウ
貯留 チョリュウ
貯留囊胞 チョリュウノウホウ
地理病理学 チリビョウリガク

424

straight line closure
linear model
direct fracture
rectum
rectal temperature
intrarectal administration
rectal anesthesia
rectal anesthesia
direct current（DC）
straight shank elevator
chocolate agar
storage condition
orthogonal irradiation
preservation
retention
retention cyst
geographical pathology

チンチャクショ

治療 チリョウ
治療環境 チリョウカンキョウ
治療恐怖症 チリョウキョウフショウ
治療経過 チリョウケイカ
治療計画 チリョウケイカク
治療係数 チリョウケイスウ
治療効果 チリョウコウカ
治療効果比 チリョウコウカヒ
治療効率【装置】 チリョウコウリツ（ソウチ）
治療時期 チリョウジキ
治療指数 チリョウシスウ
治療姿勢 チリョウシセイ
治療成績 チリョウセイセキ
治療線量 チリョウセンリョウ
治療体積 チリョウタイセキ
治療的診断法 チリョウテキシンダンホウ
治療方針 チリョウホウシン
治療目標 チリョウモクヒョウ
治療薬 チリョウヤク
治療薬血中濃度モニター チリョウヤクケッチュウノウドモニター
治療薬量 チリョウヤクリョウ
治療用義歯 チリョウヨウギシ
チロカルシトニン チロカルシトニン
チロキシン チロキシン
チロシン チロシン
鎮咳効果 チンガイコウカ
鎮咳作用 チンガイサヨウ
鎮咳薬 チンガイヤク
チンキャップ チンキャップ
陳旧性外傷 チンキュウセイガイショウ
陳旧性下顎骨骨折 チンキュウセイカガクコツコッセツ
陳旧性骨折 チンキュウセイコッセツ
陳旧性脱臼 チンキュウセイダッキュウ
鎮痙薬 チンケイヤク
沈降原 チンコウゲン
沈降素 チンコウソ
沈降速度 チンコウソクド
沈降反応 チンコウハンノウ
鎮静 チンセイ
鎮静作用 チンセイサヨウ
鎮静法 チンセイホウ
鎮静薬 チンセイヤク
沈着 チンチャク
沈着症 チンチャクショウ

therapy，treatment，cure
therapeutic environment
cure phobia
treatment progress
treatment planning
therapeutic ratio（TR）
curative eﬀect
therapeutic gain
patient throughput
treatment timing
therapeutic index
operating posture
treatment outcome
therapeutic dose
treated volume（TV）
diagnosis ex juvantibus
treatment plan
treatment objective
remedy，therapeutics
therapeutic drug monitoring
（TDM）
therapeutic dose
treatment denture
thyrocalcitonin
thyroxine
tyrosine
antitussive eﬀect
antitussive action
antitussive drug
chin cap appliance，chin cap
old trauma
old mandibular fracture
prolonged fracture
prolonged dislocation
antispasmodic agent，spasmolytic
precipinogen
precipitin
sedimentation velocity
precipitation
sedation
sedative eﬀect
sedation
sedative drug，sedative，calmative
deposition
deposition
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チ

あ
チンチャクブツ

沈着物 チンチャクブツ
鎮痛効果 チンツウコウカ
鎮痛剤 チンツウザイ
鎮痛作用 チンツウサヨウ
鎮痛療法 チンツウリョウホウ
沈殿 チンデン
鎮痒薬 チンヨウヤク

あ

deposit
analgesic eﬀect
analgesic
analgesic action
analgesic therapy
precipitate
antipruritic drug

ツ
ツァペック・ドックス寒天培地 ツァペックドックスカンテンバイチ
ツァンク細胞 ツァンクサイボウ
ツイード三角 ツイードサンカク
ツイードのアーチベンディングプライヤー

Czapek-Dox agar
Tzanck cell
Tweed's triangle
Tweed arch bending pliers

ツイードノアーチベンディングプライヤー

ツイードの分析

ツイードノブンセキ

ツイードのループフォーミングプライヤー

Tweed analysis，Tweed cephalometric analysis
Tweed loop-forming pliers

ツイードノループフォーミングプライヤー

ツイード法
対孔 ツイコウ

ツ

ツイードホウ

ツイスター ツイスター
ツイストドリル ツイストドリル
ツイストワイヤー ツイストワイヤー
追跡研究 ツイセキケンキュウ
追跡子 ツイセキシ
槌打 ツイダ
槌打圧接 ツイダアッセツ
対麻痺 ツイマヒ
ツインステージ咬合器 ツインステージコウゴウキ
ツインブラケット ツインブラケット
ツインブロック装置 ツインブロックソウチ
通院困難者 ツウインコンナンシャ
通院者率 ツウインシャリツ
通院の ツウインノ
痛覚 ツウカク
痛覚閾値 ツウカクイキチ
痛覚過敏 ツウカクカビン
痛覚過敏帯 ツウカクカビンタイ
痛覚計 ツウカクケイ
痛覚検査 ツウカクケンサ
痛覚消失 ツウカクショウシツ
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Tweed technique
counter opening，nasoantral
window
twister
twist drill
twisted wire
follow-up survey，follow-up study
tracer
malleting
malleting condensation
paraplegia
twin-stage articulator
twin bracket
twin block appliance
patients having a condition that it is
diﬃcult to visit to the clinic
outpatient rate
ambulatory
pain sensation，pain sense
pain threshold，pain sense
hyperpathia，hyperalgesia
hyperalgesic zone
algometer，dolorimeter
pain sensation test
analgesia

あ
テイアルブミン

痛覚測定 ツウカクソクテイ
痛覚伝導路 ツウカクデンドウロ
痛覚鈍麻 ツウカクドンマ
通気性 ツウキセイ
通常体重 ツウジョウタイジュウ
通所介護 ツウショカイゴ
通所介護事業所 ツウショカイゴジギョウショ
通所サービス ツウショサービス
通所施設 ツウショシセツ
通所リハビリテーション ツウショリハビリテーション
ツーステップ接着システム ツーステップセッチャクシステム
通性嫌気性菌 ツウセイケンキセイキン
2DFT ➡ 二次元フーリエ変換 ツーディーエフティー

あ

あ

ツー・デジット法【歯式の】 ツーデジットホウ（シシキノ）
痛点 ツウテン
ツートン型巨細胞 ツートンガタキョサイボウ
2 × 4 装置 ツーバイフォーソウチ
ツーピースインプラント ツーピースインプラント
痛風 ツウフウ
痛風結節 ツウフウケッセツ
痛風性顎関節炎 ツウフウセイガクカンセツエン
痛風性関節炎 ツウフウセイカンセツエン
付添者 ツキソイシャ
つつが虫病 ツツガムシビョウ
ツベルクリン ツベルクリン
ツベルクリン反応 ツベルクリンハンノウ
つま楊枝 ツマヨウジ
爪 ツメ
爪肥厚症 ツメヒコウショウ
つや出し ツヤダシ
強さ - 時間曲線 ツヨサジカンキョクセン

あ

あ

あ

algesimetry
path of pain
hypalgesia，hypoalgesia
gas permeability
usual weight
day service
day service center
outpatient services
day care center
day care
two-step bonding system
facultative anaerobe
two-dimensional Fourier transform，two-dimensional Fourier
transformation
two-digit system
pain spot
Touton giant cell
two-by-four appliance
two-part implant
gout
tophus
gouty temporomandibular arthritis
gouty arthritis
attendant，sitter
tsutsugamushi fever
tuberculin
tuberculin reaction
toothpick
nail
pachyonychia，nail thickning
glazing，polishing
intensity-duration curve，
strength-duration curve

テ
手足口病 テアシクチビョウ
手足症候群 テアシショウコウグン
低圧漏れ試験 テイアツモレシケン
ディアドコキネシス ディアドコキネシス
ティアドロップループ ティアドロップループ
低アルブミン血症 テイアルブミンケッショウ

hand，foot and mouth disease
hand-foot syndrome（HFS）
low-pressure leak test
diadochokinesis，
oral diadochokinesis
teardrop loop
hypoalbuminemia
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テ

テイイ

定位

テイイ

低位
【歯の】 テイイ（ハノ）
TR ➡ 繰り返し時間【磁気共鳴撮像法の】 ティーアール
TR ➡ 治療係数 ティーアール
tRNA ティーアールエヌエー
TI ➡ 温熱指数 ティーアイ
TI ➡ 反転時間 ティーアイ
TIA ➡ 一過性脳虚血発作 ティーアイエー
TIMP ティーアイエムピー
DI 窩洞 ディーアイカドウ
TE ➡ エコー時間 ティーイー
def 指数 ディーイーエフシスウ
TA 細胞 ➡ 前駆細胞 ティーエーサイボウ
D/A 変換器 ➡ デジタル・アナログ変換器
ディーエーヘンカンキ

TSE ➡ ターボスピンエコー ティーエスイー
TSD 法 ➡ Tell Show Do 法 ティーエスディーホウ
DXA ディーエックスエー
DNA ➡ デオキシリボ核酸 ディーエヌエー
DNA 型ウイルス ディーエヌエーガタウイルス
DNA 合成 ディーエヌエーゴウセイ
DNA 合成期 ディーエヌエーゴウセイキ

テ

DNA 修復 ディーエヌエーシュウフク
DNA シンテターゼ ディーエヌエーシンテターゼ
DNA 切断 ディーエヌエーセツダン
DNA 相同性 ディーエヌエーソウドウセイ
DNA 損傷 ディーエヌエーソンショウ
DNA 複製 ディーエヌエーフクセイ
DNA リガーゼ ディーエヌエーリガーゼ
TNM 分類 ティーエヌエムブンルイ
df 指数 ディーエフシスウ
DFDB ➡ 脱灰凍結乾燥骨 ディーエフディービー
DFDBA ➡ 脱灰凍結乾燥同種骨移植
ディーエフディービーエー

DMFS 指数 ディーエムエフエスシスウ
DMF 歯 ディーエムエフシ
DMF 指数 ディーエムエフシスウ
DMF 歯数 ディーエムエフシスウ
DMF 歯面数

ディーエムエフシメンスウ

DMF 歯面率

ディーエムエフシメンリツ
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orientation，localization，
normal position
infraversion
repetition time
therapeutic ratio
transfer RNA
thermal index
inversion time
transient ischemic attack
tissue inhibitor of metalloproteinase
disto-incisal cavity
echo time
def index
transit amplifying（TA）cell
digital analog converter，digital to
analog converter（DAC）
turbo spin echo
Tell Show Do technique
dual energy X-ray absorptiometry
deoxyribonucleic acid
DNA virus
DNA synthesis
DNA synthesis phase，
DNA synthetic phase
DNA repair
DNA synthetase
DNA break
DNA homology
DNA damage
DNA replication
DNA ligase
TNM classiﬁcation
df index
demineralized freeze-dried bone
demineralized freeze-dried bone
allograft
DMF tooth surface index
DMF teeth
DMF index
mean number of DMFT，
average number of DMFT
mean number of DMFS，
average number of DMFS
DMF tooth surface rate

ティーピース

DMF 者率

ディーエムエフシャリツ

DMF 歯率

ディーエムエフシリツ

DMFT 指数 ディーエムエフティーシスウ
TMJ スケール ティーエムジェースケール
TM 線 ティーエムセン
DL 窩洞 ディーエルカドウ
DO 窩洞 ディーオーカドウ
D 型肝炎 ディーガタカンエン
D 窩洞 ディーカドウ
t 検定 ティーケンテイ
低位咬合 テイイコウゴウ
T 細胞 ティーサイボウ
T 細胞受容体 ティーサイボウジュヨウタイ
T 細胞病変 ティーサイボウビョウヘン
TCA 回路 ➡ クレブス回路 ティーシーエーカイロ
T-CLAC ティーシーエルエーシー
DC 電位 ディーシーデンイ
低位舌 テイイゼツ
TEACCH ティーチ
ティーチプログラム

ティーチプログラム

T2 強調画像 ティーツーキョウチョウガゾウ
T2 シャインスルー ティーツーシャインスルー
T2 スター ティーツースター
T2 短縮効果 ティーツータンシュクコウカ
T2 値 ティーツーチ
d ツボクラリン ディーツボクラリン
TDF 因子 ティーディーエフインシ
低位乳歯

テイイニュウシ

TBI ➡ ブラッシング指導 ティービーアイ
TPS コーティング ティーピーエスコーティング
DB 窩洞 ディービーカドウ
DP 窩洞 ディーピーカドウ
T ピース【麻酔回路の】 ティーピース（マスイカイロノ）

percentage of person with one or
more DMF teeth
decayed missing ﬁlled（DMF）
tooth rate
DMF tooth index
TMJ scale
tubular-maxillar（TM）line
disto-lingual cavity
disto-occlusal cavity
hepatitis D，delta hepatitis
distal cavity
t-test
overclosure，infraocclusion
T-cell
T-cell receptor（TCR）
T-cell lesion
Krebs cycle，tricarboxylic acid
（TCA）cycle
T check list for autistic child
DC potential
low tongue，low set of tongue
treatment and education of autistic and related communication
handicapped children
treatment and education of autistic
and related communication handicapped children（TEACCH）
program
T2 weighted image（T2WI）
T2 shine-through
T2-star（T2*）
T2 shortening eﬀect
T2 value
tubocurarine，d-tubocurarine
time，dose and fractionation
（TDF）factor
submerged primary tooth，submerged deciduous tooth，
infraocclusal primary tooth，
infraocclusal deciduous tooth
tooth brushing instruction
titan plasma spray（TPS）coating
disto-buccal cavity
disto-palatal cavity
T-piece
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テ

ディービーディ

dB/dt ➡ 磁場強度変化率 ディービーディーティー
DP 皮弁 ディーピーヒベン
ディーフェンバッハ法 ディーフェンバッハホウ
低位放射線治療 テイイホウシャセンチリョウ
DMAT ディーマット
T リンパ球 ティーリンパキュウ
ティーループ ティーループ
T1 強調画像 ティーワンキョウチョウガゾウ
T1 短縮効果 ティーワンタンシュクコウカ
T1 値 ティーワンチ
低インスリン血症 テイインスリンケッショウ
低齲蝕原性甘味料 テイウショクゲンセイカンミリョウ
低齲蝕性糖質 テイウショクセイトウシツ
低栄養 テイエイヨウ

テ

低エコー域 テイエコーイキ
低 LET 放射線 テイエルイーティーホウシャセン
低温菌 テイオンキン
低温殺菌 テイオンサッキン
低温殺菌法 テイオンサッキンホウ
低温焼成陶材 テイオンショウセイトウザイ
低可動性 テイカドウセイ
低カラット金合金 テイカラットキンゴウキン
低カリウム血 テイカリウムケツ
低カリウム血症 テイカリウムケッショウ
低カルシウム血 テイカルシウムケツ
低カルシウム血症 テイカルシウムケッショウ
低カルシウム尿症 テイカルシウムニョウショウ
低換気 テイカンキ
低換気性低酸素症 テイカンキセイテイサンソショウ
低換気性無酸素症 テイカンキセイムサンソショウ
低γグロブリン血症 テイガンマグロブリンケッショウ
定期健康診査 テイキケンコウシンサ
定期検査 テイキケンサ
定期的歯科予防処置

テイキテキシカヨボウショチ

ディギャッシング ディギャッシング
低吸収域 テイキュウシュウイキ
ディクソン法 ディクソンホウ
低クロール性アルカローシス テイクロールセイアルカローシス
デイケア ➡ 通所リハビリテーション デイケア
低形成 テイケイセイ
低血圧 テイケツアツ

430

dB/dt
deltopectoral（DP）ﬂap
Dieﬀenbach method
stereotactic radiotherapy（SRT）
disaster medical assistance team
T-lymphocyte
T-loop
T1 weighted image（T1WI）
T1 shortening eﬀect
T1 value
hypoinsulinemia，hypoinsulinism
low cariogenic sweetener
low cariogenic glucide
undernutrition，nutritional deﬁciency，underfeeding
hypoechoic area
low LET radiation
psychrophilic bacteria
pasteurization
pasteurization
low-fusing porcelain
hypomobility
low-karat gold alloy
hypokalemia，hypopotassemia
hypokalemia，hypopotassemia
hypocalcemia
hypocalcemia
hypocalciuria
hypoventilation
hypoventilation hypoxia
hypoventilation anoxia
hypo-γ-globulinemia
periodic examination，
periodical examination，
regular examination
periodical examination
periodic prophylactic dental treatment
degassing
low density area
Dixon method
hypochloremic alkalosis
day care
hypoplasia
hypotension

テイジョウジョ

低血圧症
低血圧法

テイケツアツショウ
テイケツアツホウ

低血圧麻酔 テイケツアツマスイ
低血圧麻酔法 テイケツアツマスイホウ
低血糖 テイケットウ
低血糖症 テイケットウショウ
低血糖性昏睡 テイケットウセイコンスイ
低血糖性ショック テイケットウセイショック
抵抗形態 ➡ アピカルシート テイコウケイタイ
抵抗血管 テイコウケッカン
抵抗指数 テイコウシスウ
抵抗中心 テイコウチュウシン
低コレステロール血症 テイコレステロールケッショウ
低コントラスト分解能 テイコントラストブンカイノウ
ディコンペンセーション ディコンペンセーション
デイサービス ➡ 通所介護 デイサービス
低酸素 テイサンソ
低酸素血 テイサンソケツ
低酸素血症 テイサンソケッショウ
低酸素細胞 テイサンソサイボウ
低酸素症 テイサンソショウ
低酸素性細胞増感剤 テイサンソセイサイボウゾウカンザイ
低酸素性腫瘍細胞 テイサンソセイシュヨウサイボウ
低酸素性低酸素症 テイサンソセイテイサンソショウ
低酸素脳症 テイサンソノウショウ
挺子 テイシ
停止液【X 線写真処理】 テイシエキ（エックスセンシャシンリョリ）
定時隔強化【心理】 テイジカクキョウカ（シンリ）
低色素性小球性貧血 テイシキソセイショウキュウセイヒンケツ
低色素性貧血 テイシキソセイヒンケツ
低脂血症 テイシケッショウ
定時手術 テイジシュジュツ
停止性齲蝕 テイシセイウショク
停止反応 テイシハンノウ
定住細菌叢 テイジュウサイキンソウ
挺出 テイシュツ
挺出歯 テイシュツシ
低出生体重児 テイシュッセイタイジュウジ
挺出性脱臼 テイシュツセイダッキュウ
低出力レーザー テイシュツリョクレーザー
定常状態 テイジョウジョウタイ

hypotension
controlled hypotension，
induced hypotension
controlled hypotension
controlled hypotension
hypoglycemia
hypoglycemia
hypoglycemic coma
hypoglycemia shock
resistance form
resistance vessel
resistance index
center of resistance
hypocholesteremia
low contrast resolution
decompensation
day service
hypoxia
anoxemia
anoxemia
hypoxic cell
hypoxia
hypoxic cell sensitizer
hypoxic tumor cell
hypoxic hypoxia
brain hypoxia，anoxic encephalopathy，anoxic brain damage
elevator
stop bath，stop solution
ﬁxed interval reinforcement
hypochromatic microcytic anemia，
hypochromic microcytic anemia
hypochromic anemia
hypolipemia
elective operation
arrested caries
termination reaction
resident ﬂora
extrusion，elongation
extruded tooth，elongated tooth，
extrusion tooth
low birth weight infant
extrusive luxation
low energy laser
steady state
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テイジョウジョ

定常状態グラディエントエコー

steady state coherant GRE

テイジョウジョウタイグラディエントエコー

定常状態グラディエントエコー法

steady state coherant GRE

テイジョウジョウタイグラディエントエコーホウ

定常状態自由歳差運動 テイジョウジョウタイジユウサイサウンドウ
定常部
【抗体の】 テイジョウブ（コウタイノ）
堤状隆起 テイジョウリュウキ
釘植 テイショク
停止浴 テイシヨク
呈色反応 テイショクハンノウ
低身長症 テイシンチョウショウ
ディスインテグレーション ディスインテグレーション
ディスキング ➡ ストリッピング ディスキング
ディスク ディスク
ディスク電気泳動 ディスクデンキエイドウ
ディスクプロテクター ディスクプロテクター
ディスクルージョン ➡ 臼歯離開咬合 ディスクルージョン
ディスクレパンシー ディスクレパンシー
ディスクロージングワックス ディスクロージングワックス
ディスコイド ディスコイド
ディスタルウェッジ法 ディスタルウェッジホウ
ディスタルエンドカッター ディスタルエンドカッター
ディスタルエンドストップ ディスタルエンドストップ
ディスタルエンドベンド ディスタルエンドベンド
ディスタルシュー保隙装置 ディスタルシューホゲキソウチ

テ

ディスタルドリフト ディスタルドリフト
ディスタントオステオジェネシス

steady state free precession（SSFP）
constant（C）region
tension ridge
gomphosis
stop bath
color reaction
dwarﬁsm，nanism
disintegration
disking
disc
disc electrophoresis
disc protector
disclusion
discrepancy
disclosing wax
discoid
distal wedge operation，
distal wedge surgery
distal-end cutter
distal-end stops
distal-end bends
distal shoe，
distal shoe space maintainer
distal drift
distant osteogenesis

ディスタントオステオジェネシス

ディスポーザブル注射針 ディスポーザブルチュウシャシン
低成長 テイセイチョウ
定性分析 テイセイブンセキ
低石灰化 テイセッカイカ
低線量 テイセンリョウ
低線量率照射 テイセンリョウリツショウシャ
低線量率照射法 テイセンリョウリツショウシャホウ
低速切削装置 テイソクセッサクソウチ
低速切削用電気エンジン テイソクセッサクヨウデンキエンジン
低速用ハンドピース テイソクヨウハンドピース
低体温 テイタイオン
低体温症 テイタイオンショウ
低体温装置 テイタイオンソウチ
低体温法 テイタイオンホウ
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disposable needle
undergrowth，hypogrowth
qualitative analysis
hypocalciﬁcation
low dose
low dose rate irradiation
low dose rate irradiation
low speed cutting apparatus
low speed electric engine
low speed handpiece
hypothermia
hypothermia
hypothermia unit
hypothermia，hypothermic method，controlled hypothermia

テイユウギンゴ

停滞型【粘液囊胞の】 テイタイガタ（ネンエキノウホウノ）
低炭酸ガス血症 テイタンサンガスケッショウ
低タンパク血症 テイタンパクケッショウ
定着 テイチャク
定着液 テイチャクエキ
定着主薬 テイチャクシュヤク
定着むら テイチャクムラ
低張 テイチョウ
低張液 テイチョウエキ
低張性脱水 テイチョウセイダッスイ
ディック毒素 ディックドクソ
ティッシュエンジニアリング ➡ 組織工学

retention type
hypocapnia
hypoproteinemia
ﬁxation
ﬁxer
ﬁxing agent
ﬁxing mark
hypotonic，hypotonicity
hypotonic solution
hypotonic dehydration
Dick toxin
tissue engineering

ティッシュエンジニアリング

ティッシュコンディショナー ティッシュコンディショナー
ティッシュストッパー ティッシュストッパー
ティッシュストップ ティッシュストップ
ティッシュハーモニックイメージング

tissue conditioner
tissue stopper
tissue stop
tissue harmonic imaging

ティッシュハーモニックイメージング

ティッシュパンチ ティッシュパンチ
ディッピング法 ディッピングホウ
ティップバックベンド ティップバックベンド
ティップフォワードベンド ティップフォワードベンド
ディテイリング ディテイリング
程度
【障害】 テイド（ショウガイ）
低銅型アマルガム用合金

tissue punch
dipping wax method
tip back bend
tip forward bend
detailing
degree，grade，severity
low-copper amalgam alloy

テイドウガタアマルガムヨウゴウキン

ティナージョイント ティナージョイント
低ナトリウム血 テイナトリウムケツ
低ナトリウム血症 テイナトリウムケッショウ
ティネル徴候 ティネルチョウコウ
低比重液 テイヒジュウエキ
ディファレンシャルディスプレイ

Tinner joint，Tinner's joint
hyponatremia
hyponatremia
Tinnel sign
hypobaric solution
diﬀerential display

テ

ディファレンシャルディスプレイ

低フィブリノゲン血症 テイフィブリノゲンケッショウ
低フェニールアラニン食 テイフェニールアラニンショク
低プロトロンビン血症 テイプロトロンビンケッショウ
低分化腺癌 テイブンカセンガン
低βリポタンパク血症 テイベータリポタンパクケッショウ
低ホスファターゼ症 テイホスファターゼショウ
ディボンディング ディボンディング
低密度リポタンパク質 テイミツドリポタンパクシツ
呈味物質 テイミブッシツ
底面エコー テイメンエコー
低融銀合金 テイユウギンゴウキン

hypoﬁbrinogenemia
low phenylalanine diet
hypoprothrombinemia
poorly diﬀerentiated
adenocarcinoma
hypo-β-lipoproteinemia
hypophosphatasia
debonding
low density lipoprotein
taste substance
bottom echo
low-fusing silver alloy
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テイリョウチン

定量沈降反応 テイリョウチンコウハンノウ
定量的可視光励起蛍光法 テイリョウテキカシコウレイキケイコウホウ
定量的コンピュータ断層撮影
テイリョウテキコンピュータダンソウサツエイ

定量的コンピュータ断層撮影法
テイリョウテキコンピュータダンソウサツエイホウ

定量分析 テイリョウブンセキ
低リン血性ビタミン D 抵抗性くる病
テイリンケツセイビタミンディーテイコウセイクルビョウ

テ

低リン酸血症 テイリンサンケッショウ
ディレクショナルフォース法 ディレクショナルフォースホウ
ディレクター ディレクター
ディローテーション【臼歯の】 ディローテーション（キュウシノ）
ティンカー 3/4 冠 ティンカーヨンブンノサンカン
ディングマン法 ディングマンホウ
ディンプル ディンプル
データフォーマット データフォーマット
テーパー テーパー
テーパージョイント テーパージョイント
テーパーツール テーパーツール
テーパードインプラント テーパードインプラント
テーパードフィッシャーバー テーパードフィッシャーバー
テーパリング テーパリング
デービス窩洞 デービスカドウ
デービス陶歯冠 デービストウシカン
テーラーメイド医療 ➡ オーダーメイド医療

quantitative precipitin reaction
quantitative light-induced
ﬂuorescence（QLF）
quantitative computed tomograpy
（QCT）
quantitative computed tomograpy
（QCT）
quantitative analysis
hypophosphatemic vitamin D
resistant rickets
hypophosphatemia
directional force technique
director
molar derotation
Tinker three-quarter crown
Dingman method
dimple
data format
taper
tapered joint
taper tool
tapered implant
tapered ﬁssure bur
tapering
Davis cavity
Davis porcelain crown
tailor-made medicine

テーラーメイドイリョウ

テーラーメイド治療 テーラーメイドチリョウ
デオキシアデニル酸 デオキシアデニルサン
デオキシアデノシン デオキシアデノシン
デオキシアデノシン 5’- 一リン酸
デオキシアデノシンゴダッシュイチリンサン

デオキシアデノシン 5’- 三リン酸
デオキシアデノシンゴダッシュサンリンサン

デオキシアデノシン 5’- 二リン酸
デオキシアデノシンゴダッシュニリンサン

デオキシグアニル酸 デオキシグアニルサン
デオキシグアノシン 5’- 一リン酸
デオキシグアノシンゴダッシュイチリンサン

デオキシグアノシン 5’- 三リン酸
デオキシグアノシンゴダッシュサンリンサン

デオキシグアノシン 5’- 二リン酸
デオキシグアノシンゴダッシュニリンサン

デオキシコール酸
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デオキシコールサン

tailor-made treatment
deoxyadenylic acid
deoxyadenosine
deoxyadenosine 5'-monophosphate
（dAMP）
deoxyadenosine 5'-triphosphate
（dATP）
deoxyadenosine 5'-diphosphate
（dADP）
deoxyguanylic acid
deoxyguanosine 5'-monophosphate
（dGMP）
deoxyguanosine 5'-triphosphate
（dGTP）
deoxyguanosine 5'-diphosphate
（dGDP）
deoxycholic acid

テクスチャー

デオキシシチジル酸 デオキシシチジルサン
デオキシシチジン 5’- 一リン酸
デオキシシチジンゴダッシュイチリンサン

デオキシシチジン 5’- 三リン酸
デオキシシチジンゴダッシュサンリンサン

デオキシシチジン 5’- 二リン酸
デオキシシチジンゴダッシュニリンサン

デオキシチミジン 5’- 一リン酸
デオキシチミジンゴダッシュイチリンサン

デオキシチミジン 5’- 三リン酸
デオキシチミジンゴダッシュサンリンサン

デオキシチミジン 5’- 二リン酸
デオキシチミジンゴダッシュニリンサン

デオキシリボース デオキシリボース
デオキシリボ核酸 デオキシリボカクサン
デオキシリボヌクレアーゼ デオキシリボヌクレアーゼ
テガフール テガフール
適応 テキオウ
適応
【膜の】 テキオウ（マクノ）
適応機構 テキオウキコウ
適応行動 テキオウコウドウ
適応行動尺度 テキオウコウドウシャクド
適応症 テキオウショウ
適応障害 テキオウショウガイ
剔刮 テキカツ
適合検査材

テキゴウケンサザイ

適合試験 テキゴウシケン
適合性 テキゴウセイ
デキサメタゾン デキサメタゾン
溺死 デキシ
摘出 テキシュツ
摘出術 テキシュツジュツ
溺水 デキスイ
滴数 テキスウ
デキストラナーゼ デキストラナーゼ
デキストラン デキストラン
デキストランスクラーゼ デキストランスクラーゼ
デキストリン デキストリン
滴定酸 テキテイサン
適用 テキヨウ
テクスチャー テクスチャー

deoxycytidylic acid
deoxycytidine 5'-monophosphate
（dCMP）
deoxycytidine 5'-triphosphate
（dCTP）
deoxycytidine 5'-diphosphate
（dCDP）
deoxythymidine 5'-monophosphate
（dTMP）
deoxythymidine 5'-triphosphate
（dTTP）
deoxythymidine 5'-diphosphate
（dTDP）
deoxyribose
deoxyribonucleic acid（DNA）
deoxyribonuclease
tegaful
adaptation，adjustment，indication
accommodation
adaptation mechanism
adaptive behavior
adaptive behavior scale（ABS）
indication
maladjustment，
adjustment disorder
excavation
ﬁtness test material，
contact indicating material
ﬁtness test
compatibility
dexamethasone，dexamethasone
sodium phosphate
drowning
enucleation，extirpation
enucleation，extirpation
near drowning
drop number
dextranase
dextran
dextran sucrase
dextrin
titratable acid
application
texture
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テクスチャーカ

テクスチャー解析 テクスチャーカイセキ
テクネチウム テクネチウム
99m
TcO4- ➡ 過テクネチウム酸

texture analysis
technetium
99m
Tc-pertechnetate

テクネチウムキュウジュウクエムパーテクネイト

Tc 標識リン酸化合物 テクネチウムヒョウシキリンサンカゴウブツ
手現像 テゲンゾウ
デコリン デコリン
デシジョンツリー ➡ 決定樹 デシジョンツリー
デジタイザ デジタイザ
デジタル・アナログ変換器 デジタルアナログヘンカンキ
デジタル印象採得装置 デジタルインショウサイトクソウチ
デジタル X 線画像システム デジタルエックスセンガゾウシステム
デジタル X 線撮影 デジタルエックスセンサツエイ
デジタル X 線撮影法 デジタルエックスセンサツエイホウ
デジタル画像 デジタルガゾウ
デジタル口内法 X 線画像システム
デジタルコウナイホウエックスセンガゾウシステム

デジタル口内法 X 線撮影 デジタルコウナイホウエックスセンサツエイ
デジタルサブトラクション血管造影
デジタルサブトラクションケッカンゾウエイ

デジタルサブトラクション血管造影法
デジタルサブトラクションケッカンゾウエイホウ

デジタルパノラマ X 線画像システム
デジタルパノラマエックスセンガゾウシステム

テ

デジタルパノラマ X 線撮影 デジタルパノラマエックスセンサツエイ
デジタルフルオログラフィー デジタルフルオログラフィー
デシベル デシベル
テストステロン テストステロン
テストチャート テストチャート
デスメチルイミプラミン デスメチルイミプラミン
デスモイド デスモイド
デスモシン デスモシン
デスモゾーム デスモゾーム
テスラ テスラ
テタニー テタニー
テタニー性攣縮 テタニーセイレンシュク
テタヌス刺激 テタヌスシゲキ
テタヌス刺激後増強 テタヌスシゲキゴゾウキョウ
テタヌス刺激後促通 テタヌスシゲキゴソクツウ
鉄芽球 テツガキュウ
鉄芽球性貧血 テツガキュウセイヒンケツ
鉄欠乏性貧血 テツケツボウセイヒンケツ
鉄剤 テツザイ
鉄沈着症 テツチンチャクショウ
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Tc-labeled phosphonate
manual processing
decorin
decision tree
digitizer
digital analog converter，digital to
analog converter（DAC）
digital impression devices
digital radiographic imaging system
digital radiography（DR）
digital radiography（DR）
digital image
digital intraoral radiographic
imaging system
digital intraoral radiography
digital subtraction angiography
（DSA）
digital subtraction angiography
（DSA）
digital panoramic radiographic
imaging system
digital panoramic radiography
digital ﬂuorography（DF）
decibel
testosterone
test chart
desmethylimipramine
desmoid
desmosine
desmosome
tesla（T）
tetany
tetanic contraction
tetanic stimulation
post-tetanic potentiation
post-tetanic facilitation
sideroblast
sideroblastic anemia
iron-deﬁciency anemia
iron preparation
siderosis

テレメディシン

デッドマン型【X 線照射時間】

dead-man type

デッドマンガタ（エックスセンショウシャジカン）

デッドマンスイッチ デッドマンスイッチ
テトラカイン塩酸塩 テトラカインエンサンエン
テトラサイクリン塩酸塩 テトラサイクリンエンサンエン
テトラサイクリン系抗菌薬 テトラサイクリンケイコウキンヤク
テトラサイクリン変色歯 テトラサイクリンヘンショクシ
デトリメント デトリメント
テニスラケット状 テニスラケットジョウ
テニソン法 テニソンホウ
テネイシン テネイシン
テノキシカム テノキシカム
手の巧緻動作 テノコウチドウサ
デヒドロ酢酸ナトリウム デヒドロサクサンナトリウム
デプスゲージ デプスゲージ
デブリ デブリ
デブリードマン デブリードマン
デブリエコー デブリエコー
デマンド型ペースメーカ デマンドガタペースメーカ
デュアルエコー法 デュアルエコーホウ
デュアルエナジーイメージング デュアルエナジーイメージング
デュアルキュア デュアルキュア
デュアルキュア型レジン デュアルキュアガタレジン
デュアルブリーチング デュアルブリーチング
デューク法 デュークホウ
デュエン・ハントの法則 デュエンハントノホウソク
デュシャンジュの指数 デュシャンジュノシスウ
デュシェンヌ型筋ジストロフィー

dead-man switch
tetracaine，tetracaine hydrochloride
tetracycline，tetracycline
hydrochloride
tetracycline antibiotic
tetracycline stained tooth
detriment
tennis racket appearance
Tennison method
tenascin
tenoxicam
miscellaneous hand activity
sodium dehydroacetate
depth gauge
debris
debridement
debris echo
demand pacemaker
dual echo
dual energy imaging
dual cure
dual-cured resin
dual bleaching system
Duke method
Duane-Hunt law
Duchange index，Duchange's index
Duchenne muscular dystrophy

デュシャンヌガタキンジストロフィー

デュビン・ジョンソン症候群 デュビンジョンソンショウコウグン
テラ テラ
デランゲ症候群 デランゲショウコウグン
Tell Show Do 法 テルショウドゥホウ
デルタクラスプ デルタクラスプ
δ波 デルタハ
δリズム デルタリズム
デルタループ デルタループ
デルマタン硫酸 デルマタンリュウサン
デルマトーム デルマトーム
テレスコーピングバイト テレスコーピングバイト
テレスコープ テレスコープ
テレスコープクラウン テレスコープクラウン
テレメーター テレメーター
テレメディシン テレメディシン

Dubin-Johnson syndrome
tela（T）
de Lange syndrome
Tell Show Do technique
delta clasp
δ-wave
δ-rhythm
delta loop
dermatan sulfate
dermatome
telescoping bite
telescope
telescope crown
telemeter
telemedicine
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テ

テンイ

転位

テンイ

転移 テンイ
電位依存性チャネル

デンイイゾンセイチャネル

転位因子 テンイインシ
転位歯 テンイシ
転移性 テンイセイ
転移性エナメル上皮腫 テンイセイエナメルジョウヒシュ
転移性癌 テンイセイガン
転移性腫瘍 テンイセイシュヨウ
転移性石灰化 テンイセイセッカイカ
転移リンパ節 テンイリンパセツ
展延性 テンエンセイ
添窩
【窩洞の】 テンカ（カドウノ）
デンカー法 デンカーホウ
天蓋 テンガイ
天蓋開放型栓塞子 テンガイカイホウガタセンソクシ
電解機能水 デンカイキノウスイ
電解研磨 デンカイケンマ

テ

電解研磨器 デンカイケンマキ
天蓋視症 テンガイシショウ
電解質 デンカイシツ
電解質欠乏症候群 デンカイシツケツボウショウコウグン
電解質コルチコイド デンカイシツコルチコイド
電解質障害 デンカイシツショウガイ
電解質平衡 デンカイシツヘイコウ
電解質平衡障害 デンカイシツヘイコウショウガイ
電解質溶液 デンカイシツヨウエキ
天蓋除去 テンガイジョキョ
添加期
【歯胚の】 テンカキ（シハイノ）
点角 テンカク
電荷結合素子 デンカケツゴウソシ
添加元素 テンカゲンソ
添加性成長 テンカセイセイチョウ
添加物 テンカブツ
点火方式 テンカホウシキ
てんかん テンカン
転換
【精神】 テンカン（セイシン）
点眼液 テンガンエキ
てんかん重積状態 テンカンジュウセキジョウタイ
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displacement，translocation，
transposition，dislocation
metastasis
voltage dependent channel，
voltage-gated channel
transposable element
displaced tooth，malposed tooth，
malpositioned tooth
metastatic
metastasizing ameloblastoma
metastatic carcinoma
metastatic tumor
metastatic calciﬁcation
metastatic lymph node
ductility
undercut，undercut of cavity
Denker method
roof of pulp chamber，
ceiling of pulp chamber
buccal ﬂange obturator
electrolized functioning water
electrolytic polishing，
electropolishing
electrolytic polisher
uranocopia
electrolyte
electrolyte deﬁciency syndrome
mineralocorticoid
electrolyte disturbance
electrolyte balance
electrolyte imbalance
electrolyte solution
removal of pulp chamber ceiling，
removal of pulp chamber roof
apposition stage
point angle
charge-coupled device（CCD）
additive element
appositional growth
additive
ignition system
epilepsy
conversion
ophthalmic solution
status epilepticus

デンキワックス

てんかん性異常脳波

テンカンセイイジョウノウハ

転換性障害 テンカンセイショウガイ
転換反応 テンカンハンノウ
転換ヒステリー テンカンヒステリー
てんかん発作 テンカンホッサ
電気泳動 デンキエイドウ
電気泳動分析 デンキエイドウブンセキ
電気エンジン【歯科用】 デンキエンジン（シカヨウ）
電気化学的腐食 デンキカガクテキフショク
電気化学ポテンシャル デンキカガクポテンシャル
電気凝固 デンキギョウコ
電気凝固法 デンキギョウコホウ
電気緊張性波及 デンキキンチョウセイハキュウ
電気血圧計 デンキケツアツケイ
電気呼吸流速計 デンキコキュウリュウソクケイ
電気軸 デンキジク
電気刺激装置 デンキシゲキソウチ
電気シナプス デンキシナプス
電気焼灼 デンキショウシャク
電気診断法 デンキシンダンホウ
電気性味覚 デンキセイミカク
電気性味覚計 デンキセイミカクケイ
電気切開 デンキセッカイ
電気体温計 デンキタイオンケイ
電気抵抗値 ➡ インピーダンス デンキテイコウチ
電気抵抗値測定 デンキテイコウチソクテイ
電気的根管長測定器 デンキテキコンカンチョウソクテイキ
電気的根管長測定法 デンキテキコンカンチョウソクテイホウ
電気的除細動 デンキテキジョサイドウ
電気伝導度 デンキデンドウド
電気二重層模型 デンキニジュウソウモケイ
電気熱傷 デンキネッショウ
電気分解 デンキブンカイ
電気麻酔 デンキマスイ
電気味覚法 デンキミカクホウ
電気メス デンキメス
電気めっき デンキメッキ
電気めっき歯型 デンキメッキシケイ
電極 デンキョク
電極電位 デンキョクデンイ
電気炉 デンキロ
電気ワックス溶融器 デンキワックスヨウユウキ

epileptic abnormal
electroencephalogram
conversion disorder
conversion reaction
conversion hysteria
epileptic seizure
electrophoresis
electrophoretic analysis
electric engine，electric dental
engine
electrochemical corrosion
electrochemical potential
electrocoagulation
electrocoagulation
electrotonic spread
electromanometer
electropneumotachograph
electrical axis
electrostimulator
electrical synapse
electrocautery
electrodiagnostics
electric taste
electrogustometer
acusection
electrothermometer
electrical resistance
impedance test
apex locator
electric measuring method of root
canal length
electric deﬁbrillation
electroconductivity
electrical double layer model
electrical burn
electrolysis
electronarcosis，electric anesthesia
electrogustometry
electric knife，electrome
electroplating
electroplated die
electrode
electrode potential
electric furnace
electric wax melting apparatus
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テ

テンケイセイジ

典型正常咬合 テンケイセイジョウコウゴウ
電撃 デンゲキ
電撃傷 デンゲキショウ
電撃痛 デンゲキツウ
電撃熱傷 デンゲキネッショウ
転座
【染色体】 テンザ（センショクタイ）
点字 テンジ
電子 デンシ
電子移動 デンシイドウ
電子 X 線写真 デンシエックスセンシャシン
電子 X 線写真法 デンシエックスセンシャシンホウ
電子管タイマー デンシカンタイマー
電子顕微鏡 デンシケンビキョウ
電子集束 デンシシュウソク
電子スピン共鳴 デンシスピンキョウメイ
電子遷移 デンシセンイ
電子線治療 デンシセンチリョウ
電子走査 デンシソウサ
電子対消滅 デンシツイショウメツ
電子対生成 デンシツイセイセイ
電子伝達系 デンシデンタツケイ
電子伝達フラビンタンパク質 デンシデンタツフラビンタンパクシツ
デンシトメーター デンシトメーター
電磁波 デンジハ
電磁場 デンジバ
点字ブロック テンジブロック

テ

電子捕獲 デンシホカク
電子ボルト デンシボルト
電子密度 デンシミツド
転写 テンシャ
転写調節 テンシャチョウセツ
点状陰影 テンジョウインエイ
天使様顔貌 テンシヨウガンボウ
点状出血 テンジョウシュッケツ
テンションゲージ テンションゲージ
電磁流量計 デンジリュウリョウケイ
展性 テンセイ
点接触 テンセッショク
点線源 テンセンゲン
伝染性単核症 デンセンセイタンカクショウ
伝染性軟属腫 デンセンセイナンゾクシュ
伝染病 デンセンビョウ
点像強度分布関数 テンゾウキョウドブンプカンスウ
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typical normal occlusion
electric shock
electric injury
fulminant pain
electrical burn
translocation
braille
electron
electron transfer
xeroradiography
xeroradiography
electron tube timer
electron microscope
electronic focusing
electron spin resonance（ESR）
electron transition
electron beam therapy
electronic scan
pair annihilation
electron pair creation
electron transport system
electron transferring ﬂavoprotein
densitometer
electromagnetic wave
electromagnetic ﬁeld
bumpy ﬁles for the blind，textured
paving block，studded paving
block，braille ﬁle
electron capture（EC）
electron volt
electron density
transcription
transcriptional control
speckled radiopaque appearance
cherubic face
petechia
tension gauge
electromagnetic ﬂowmeter
malleability
point contact
point source
infectious mononucleosis
molluscum contagiosum
communicable disease
point spread function（PSF）

デンドウハブラ

塡塞 テンソク
テンダー・ラビング・ケア テンダーラビングケア
伝達 デンタツ
伝達性プラスミド デンタツセイプラスミド
伝達媒質 デンタツバイシツ
伝達物質 デンタツブッシツ
伝達麻酔 デンタツマスイ
伝達麻酔法 デンタツマスイホウ
デンタル IQ デンタルアイキュー
デンタルインプラント デンタルインプラント
デンタル X 線画像 デンタルエックスセンガゾウ
デンタルカラースペース デンタルカラースペース
デンタルコーン デンタルコーン
デンタルコンペンセーション デンタルコンペンセーション
デンタルナンバリングシステム デンタルナンバリングシステム
デンタルフロス デンタルフロス
デンタルリンス ➡ 洗口液 デンタルリンス
テンチの間隙 テンチノカンゲキ
テンチのコア テンチノコア
デンチャースペース デンチャースペース
デンチャープラーク デンチャープラーク
デンチャープラークコントロール

condensation，ﬁlling
tender loving care（TLC）
transfer
transferable plasmid
coupling medium
transmitter
conduction anesthesia
conduction anesthesia，
block anesthesia
dental IQ
dental implant
intraoral radiographic image，intraoral X-ray photographic image
dental color space
dental cone
dental compensation
dental numbering system
dental ﬂoss
dental rinse
Tench's space
Tench's core
denture space
denture plaque
denture plaque control

デンチャープラークコントロール

デンチャーマーキング デンチャーマーキング
電鋳 デンチュウ
デンチュリスト デンチュリスト
デンテイトバー デンテイトバー
デンテイトラウンドバー デンテイトラウンドバー
デンティナルプラグ デンティナルプラグ
デンティン色 デンティンショク
デンティン陶材 デンティントウザイ
デンティンブリッジ デンティンブリッジ
点滴静注 テンテキジョウチュウ
点滴注入 テンテキチュウニュウ
転倒 テントウ
伝導 デンドウ
電動車椅子 デンドウクルマイス
電動骨鋸 デンドウコツキョ
伝導床 デンドウショウ
伝導速度 デンドウソクド
点頭てんかん テントウテンカン
電動歯ブラシ デンドウハブラシ

denture marking
electroforming
denturist
dentate bur
dentate round bur
dentinal plug
dentin color
dentin ceramic，
dental dentin ceramic
dentin bridge
intravenous drip
drip infusion
accidental falls，drop
conduction
electric wheelchair
electric bone saw
conductive ﬂoor
conduction velocity
infantile spasm，West syndrome
electric tooth brush

441

テ

あ
デンドウリツ

伝導率 デンドウリツ
伝導路 デンドウロ
テントくい法 テントクイホウ
点突然変異 テントツゼンヘンイ
デンドログラム デンドログラム
天然歯 テンネンシ
天然歯色 テンネンシショク
伝搬速度 デンパンソクド
点鼻液 テンビエキ
点広がり関数 テンヒロガリカンスウ
癜風 デンプウ
転覆試験 テンプクシケン
添付文書 テンプブンショ
テンプレート テンプレート
テンプレート分析 テンプレートブンセキ
デンプン デンプン
電文体 デンブンタイ
デンプン様小体 デンプンヨウショウタイ
テンペレートファージ テンペレートファージ
天疱瘡 テンポウソウ
天疱瘡抗体 テンポウソウコウタイ
テンポラリーアバットメント テンポラリーアバットメント
テンポラリークラウン ➡ プロビジョナルクラウン

あ

あ

あ

テンポラリークラウン

ト

あ

テンポラリーストッピング テンポラリーストッピング
点訳 テンヤク
点溶接 テンヨウセツ
転落 テンラク
電離 デンリ
電離則 デンリソク
電離箱 デンリバコ
電離箱式サベイメータ デンリバコシキサベイメータ

あ

電離放射線

デンリホウシャセン

conductivity
tract
tent peg method
point mutation
dendrogram
natural tooth
natural tooth color
propagation velocity
nasal drops
point spread function（PSF）
pityriasis versicolor
tilting test
package insert
template
template analysis
starch
telegram style
corpora amylacea
temperate phage
pemphigus
pemphigus antibody
temporary abutment
temporary crown
temporary stopping
translation into braille
spot welding
fall
electrolytic dissociation，ionization
ionizing radiation ordinance
ionization chamber
ionization chamber type survey
meter
ionizing radiation

ト
樋状根 トイジョウコン
樋状根管 トイジョウコンカン
糖 トウ
糖衣 トウイ
頭位 トウイ
同位移植 ドウイイショク
同位元素 ドウイゲンソ
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gutter shaped root
C-shaped root canal
sugar
glycocalyx，sugar coat
head posture，head position
isotopic transplantation
isotope

トウガイナイア

糖衣錠 トウイジョウ
同位体 ドウイタイ
同一性障害 ドウイツセイショウガイ
同一反応 ドウイツハンノウ
トゥイン トゥイン
動因
【心理】 ➡ 衝動【心理】 ドウイン（シンリ）
トゥインベンド トゥインベンド
トゥースウェア トゥースウェア
トゥースサイズディスクレパンシー

sugar coating tablet
isotope
identity disorder
reaction of identity
toe in
drive
toe in bends
tooth wear
tooth size discrepancy

トゥースサイズディスクレパンシー

トゥースサイズレイシオ トゥースサイズレイシオ
トゥースポジショナー トゥースポジショナー
等運動性収縮 トウウンドウセイシュウシュク
投影 トウエイ
投影角度 トウエイカクド
投影データ トウエイデータ
投影プロファイル トウエイプロファイル
投影法 トウエイホウ
投影面【歯列の】 トウエイメン（シレツノ）
等エコー域 トウエコーイキ
同化 ドウカ
等価厚 トウカアツ
頭蓋 トウガイ
頭蓋咽頭腫 トウガイイントウシュ
頭蓋インプラント トウガイインプラント
頭蓋冠 ➡ 脳頭蓋 トウガイカン
頭蓋顔面異骨症 ➡ クルーゾン症候群
トウガイガンメンイコツショウ

頭蓋顔面分離骨折 トウガイガンメンブンリコッセツ
頭蓋顔面変形 トウガイガンメンヘンケイ
頭蓋顔面領域 トウガイガンメンリョウイキ
頭蓋顔面裂 トウガイガンメンレツ
頭蓋基準線 トウガイキジュンセン
頭蓋計測 トウガイケイソク
頭蓋計測点 トウガイケイソクテン
頭蓋骨 トウガイコツ
頭蓋骨骨幹異形成症 トウガイコツコッカンイケイセイショウ
頭蓋骨骨幹端異形成症 トウガイコツコッカンタンイケイセイショウ
頭蓋泉門 トウガイセンモン
頭蓋底 トウガイテイ
頭蓋底角 トウガイテイカク
頭蓋底骨折 トウガイテイコッセツ
頭蓋内圧

トウガイナイアツ

tooth size ratio
tooth positioner
isokinetic contraction
projection
projection angle
projection data
projection proﬁle
projection
projection plane
isoechoic area
anabolism
equivalent thickness
skull
craniopharyngioma
cranial implant
calvaria
Crouzon syndrome，
Crouzon disease
craniofacial dysjunction fracture
craniofacial deformity
craniofacial region
craniofacial cleft
cranial base line
cephalometry，craniometry
craniometric point，craniometric
landmark
cranial bone，bone of skull
craniodiaphyseal dysplasia
craniometaphyseal dysplasia
cranial fontanelles
cranial base，base of skull
saddle angle，cranial base angle
cranial base fracture，
skull base fracture
intracranial pressure
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ト

トウガイナイア

頭蓋内圧亢進 トウガイナイアツコウシン
頭蓋内疾患 トウガイナイシッカン
頭蓋内損傷 トウガイナイソンショウ
頭蓋縫合 トウガイホウゴウ
頭蓋縫合早期癒合症 トウガイホウゴウソウキユゴウショウ
透過型電子顕微鏡 トウカガタデンシケンビキョウ
透過係数 トウカケイスウ
透過光診断 トウカコウシンダン
透過酵素 トウカコウソ
透過スキャン トウカスキャン
透過性 トウカセイ
等価線量 トウカセンリョウ
動画像 ドウガゾウ
十日則 トウカソク
透過度 トウカド
透過濃度 トウカノウド
糖化ヘモグロビン ➡ グリコヘモグロビン

intracranial hypertension
intracranial disease
intracranial injury
cranial suture
craniosynostosis，craniostosis
transmission electron microscopy
（TEM）
coeﬃcient of transmission
diagnosis using ﬁber-optic
transillumination
permease
transmission scan
permeability
equivalent dose
dynamic image，motion image
10 day-rule
transmittance
transmission density
glycated hemoglobin

トウカヘモグロビン

等加補力 トウカホリョク
動画モード ドウガモード
透過率 トウカリツ

ト

導管 ドウカン
動眼神経 ドウガンシンケイ
導管内唾石 ドウカンナイダセキ
導管内乳頭腫 ドウカンナイニュウトウシュ
導管乳頭腫 ドウカンニュウトウシュ
動悸 ドウキ
同義遺伝子 ドウギイデンシ
頭胸結合体 トウキョウケツゴウタイ
道具的条件づけ【心理】 ➡ オペラント条件づけ

additive intensiﬁcation
cine mode
permeability，transmittance，
transmissivity
excretory duct
oculomotor nerve
intraductal stone
intraductal papilloma
ductal papilloma
palpitation
polymeric genes
cephalothoracopagus
instrumental conditioning

ドウグテキジョウケンヅケ（シンリ）

同系移植

ドウケイイショク

統計学 トウケイガク
統計学的検定 トウケイガクテキケンテイ
同形歯性 ドウケイシセイ
頭頸部癌 トウケイブガン
凍結乾燥異種骨移植

トウケツカンソウイシュコツイショク

凍結乾燥骨 トウケツカンソウコツ
凍結乾燥骨移植 トウケツカンソウコツイショク
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isograft，syngraft，
syngeneic graft
statistics
statistical test
homodont，homodonty
head and nech cancer，carcinoma
of head and neck region
freeze-dried bone xenograft
（FDBX）
freeze-dried bone（FDB）
freeze-dried genic bone graft

トウシスウ

凍結乾燥同種骨移植 ➡ 凍結乾燥骨移植

freeze-dried bone graft

トウケツカンソウドウシュコツイショク

凍結乾燥同種骨移植片

トウケツカンソウドウシュコツイショクヘン

凍結保存 トウケツホゾン
凍結療法 トウケツリョウホウ
糖原病 トウゲンビョウ
等効果曲線 トウコウカキョクセン
等効果線量 トウコウカセンリョウ
瞳孔括約筋 ドウコウカツヤクキン
瞳孔間線 ドウコウカンセン
統合教育 トウゴウキョウイク
銅合金 ドウゴウキン
瞳孔散大 ドウコウサンダイ
統合失調症 トウゴウシッチョウショウ
瞳孔線 ドウコウセン
統合デジタル通信網

トウゴウデジタルツウシンモウ

等高点 トウコウテン
瞳孔反射 ドウコウハンシャ
橈骨・尺骨遠位端 トウコツシャッコツエンイタン
橈骨動脈 トウコツドウミャク
陶材 トウザイ
陶材インレー ➡ ポーセレンインレー トウザイインレー
陶材焼成 トウザイショウセイ
陶材焼成法 トウザイショウセイホウ
陶材焼成炉 トウザイショウセイロ
陶材築盛法 トウザイチクセイホウ
陶材焼付 トウザイヤキツケ
陶材焼付冠 トウザイヤキツケカン
陶材焼付金属冠 ➡ 陶材焼付冠 トウザイヤキツケキンゾクカン
陶材焼付合金 ➡ 陶材焼付用合金 トウザイヤキツケゴウキン
陶材焼付鋳造冠 ➡ 陶材焼付冠 トウザイヤキツケチュウゾウカン
陶材焼付用合金 トウザイヤキツケヨウゴウキン
洞察療法 ドウサツリョウホウ
凍死 トウシ
陶歯 トウシ
闘士型【クレッチマー】 トウシガタ（クレッチマー）
等軸晶 トウジクショウ
同時形質導入 ドウジケイシツドウニュウ
透視撮影法 トウシサツエイホウ
糖脂質 トウシシツ
同時条件づけ ドウジジョウケンヅケ
頭指数 トウシスウ

freeze-dried bone allograft
（FDBA）
cryopreservation
cryotherapy
glycogen storage disease
isoeﬀfect curve
isoeﬀective dose
sphincter pupillae
interpupillary line
integrated education，integration
copper alloy
mydriasis
schizophrenia，
schizophrenic disorder
bipupillar line
integrated services digital network
（ISDN）
tripod marking
pupillary reﬂex，pupillary reaction
distal epiphyses of radius and ulna
radial artery
porcelain
porcelain inlay
porcelain ﬁring，porcelain baking
porcelain ﬁring method
porcelain furnace
porcelain build-up method
porcelain fused to metal
pordelain fused to metal crown
pordelain fused to metal crown
metal for porcelain bonding
porcelain fused to metal crown
alloy for metal-ceramics
insight therapy
death from cold
porcelain tooth
athletic type
isomeric crystal
cotransduction
ﬂuoroscopic radiography
glycolipid
simultaneous conditioning
cephalic index
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トウシゼンソウ

陶歯前装冠 トウシゼンソウカン
同時多層断層撮影 ドウジタソウダンソウサツエイ
同時多層断層撮影法

ドウジタソウダンソウサツエイホウ

糖質 トウシツ
同質強化 ドウシツキョウカ
糖質コルチコイド トウシツコルチコイド
同時点火方式 ドウジテンカホウシキ
透視法 トウシホウ
等尺性筋運動 トウシャクセイキンウンドウ
等尺性訓練 トウシャクセイクンレン
等尺性収縮 トウシャクセイシュウシュク
等尺性収縮期 トウシャクセイシュウシュクキ
投射痛 トウシャツウ
同種異系微生物遷移 ドウシュイケイビセイブツセンイ
同種移植 ドウシュイショク
洞周囲炎 ドウシュウイエン
同重核 ドウジュウカク
同重体 ドウジュウタイ
同種骨移植 ドウシュコツイショク

ト

凍傷 トウショウ
豆状骨 トウジョウコツ
透照診 トウショウシン
動静脈奇形 ドウジョウミャクキケイ
動静脈血酸素較差 ドウジョウミャクケツサンソカクサ
動静脈シャント ドウジョウミャクシャント
動静脈性血管腫 ドウジョウミャクセイケッカンシュ
動静脈瘤 ドウジョウミャクリュウ
動静脈瘻 ドウジョウミャクロウ
糖新生 トウシンセイ
同心針電極 ドウシンハリデンキョク
動水力学説 ドウスイリキガクセツ
洞性徐脈 ドウセイジョミャク
洞性頻脈 ドウセイヒンミャク
洞性不整脈 ドウセイフセイミャク
透析 トウセキ
透析性骨異栄養症 トウセキセイコツイエイヨウショウ
銅セメント ドウセメント
洞穿刺 ドウセンシ
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porcelain faced cast crown
simultaneous multilayer
tomography
simultaneous multilayer tomography，simultaneous multisection
tomography
carbohydrate
homogenous reinforcement
glucocorticoid
simultaneous ignition system
ﬂuoroscopy
isometric exercise
isometric training
isometric contraction
isometric contraction phase
refered pain
allogenic microbial succession
homologous transplantation，
allogenic transplantation，
allograft，homograft
perisinusitis
isobar
isobar
homologous bone graft，
allogeneic bone graft
frostbite
pisiform bone
transillumination test
arteriovenous malformation
（AVM）
arteriovenous oxygen diﬀerence
arteriovenous shunt（AV shunt）
arteriovenous hemangioma
arteriovenous aneurysm
arteriovenous ﬁstula
gluconeogenesis
concentric needle electrode
hydrodynamic theory
sinus bradycardia
sinus tachycardia
sinus arrhythmia
dialysis
dialytic osteodystrophy
copper cement
antral puncture

ドウテキコンプ

等線量曲線 トウセンリョウキョクセン
凍瘡 トウソウ
痘瘡 トウソウ
頭側 トウソク
同側性 ドウソクセイ
動態解析 ドウタイカイセキ
動態記録【撮影法】 ドウタイキロク（サツエイホウ）
動態検査 ドウタイケンサ
糖代謝 トウタイシャ
動態像 ドウタイゾウ
糖タンパク質 トウタンパクシツ
動注化学療法 ドウチュウカガクリョウホウ
動注療法 ドウチュウリョウホウ
等長 トウチョウ
等張液 トウチョウエキ
頭頂オトガイ方向撮影 トウチョウオトガイホウコウサツエイ
頭頂オトガイ方向撮影法 トウチョウオトガイホウコウサツエイホウ
等張化 トウチョウカ
等張化剤 トウチョウカザイ
頭頂骨 トウチョウコツ
等張性 トウチョウセイ
等張性筋運動 トウチョウセイキンウンドウ
等張性訓練 トウチョウセイクンレン
等張性収縮 トウチョウセイシュウシュク
等張性脱水 トウチョウセイダッスイ
等張性脱水症 トウチョウセイダッスイショウ
等長法 ➡ 二等分法 トウチョウホウ
等長法則【X 線写真の】 トウチョウホウソク（エックスセンシャシンノ）
疼痛外来 ➡ ペインクリニック トウツウガイライ
疼痛寛解 トウツウカンカイ
疼痛管理 トウツウカンリ
疼痛緩和 トウツウカンワ
疼痛恐怖症 トウツウキョウフショウ
疼痛行動 トウツウコウドウ
疼痛性チック トウツウセイチック
疼痛性熱感 トウツウセイネッカン
疼痛耐性レベル トウツウタイセイレベル
疼痛誘発テスト トウツウユウハツテスト
同定 ドウテイ
洞底線【上顎洞】 ドウテイセン（ジョウガクドウ）
動的荷重 ドウテキカジュウ
動的家族描画法 ドウテキカゾクビョウガホウ
動的咬合誘導 ➡ 能動的咬合誘導 ドウテキコウゴウユウドウ
動的コンプライアンス ドウテキコンプライアンス

isodose curve
chilblain
smallpox，variola
cephalad，cranial
ipsilateral
kinetic analysis
kymograph，kymography
dynamic study
saccharometabolism
dynamic image
glycoprotein
intra-arterial chemotherapy
arterial infusion therapy
isometry
isotonic solution
vertex-menton projection
vertex-menton projection
isotonization
tonicity agent
parietal bone
isotonicity
isotonic exercise
isotonic training
isotonic contraction
isotonic dehydration
isotonic dehydration
isometry
isometrical law
pain clinic
pain relief
pain control
pain palliation
algophobia
pain behavior
tic douloureux
thermalgia
pain tolerance level
symptom provoking test
identiﬁcation
inferior border of the maxillary
sinus
dynamic load
kinetic family drawing
dynamic occlusal guidance
dynamic compliance

ト
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ドウテキチリョ

動的治療 ドウテキチリョウ
等電点 トウデンテン
陶土 ➡ カオリン トウド
同等性試験 ドウトウセイシケン
洞内異物摘出術 ドウナイイブツテキシュツジュツ
洞内迷入歯

ドウナイメイニュウシ

導入
【麻酔の】
導入化学療法

ト

ドウニュウ（マスイノ）
ドウニュウカガクリョウホウ

導入面接 ドウニュウメンセツ
糖尿 トウニョウ
導尿 ドウニョウ
糖尿病 トウニョウビョウ
糖尿病性アシドーシス トウニョウビョウセイアシドーシス
糖尿病性昏睡 トウニョウビョウセイコンスイ
糖尿病性細小血管症 トウニョウビョウセイサイショウケッカンショウ
糖尿病性糸球体硬化症 トウニョウビョウセイシキュウタイコウカショウ
糖尿病性歯周炎 トウニョウビョウセイシシュウエン
糖尿病性歯肉炎 トウニョウビョウセイシニクエン
糖尿病性神経障害 トウニョウビョウセイシンケイショウガイ
糖尿病性腎症 トウニョウビョウセイジンショウ
糖尿病性網膜症 トウニョウビョウセイモウマクショウ
等比重液 トウヒジュウエキ
頭皮弁 トウヒベン
頭尾方向撮影 トウビホウコウサツエイ
頭尾方向撮影法 トウビホウコウサツエイホウ
頭部 X 線規格写真 トウブエックスセンキカクシャシン
頭部 X 線規格写真撮影法

active treatment
isoelectric point
china clay
equivalence trials
removal of foreign body from
maxillary sinus
erratically migrated tooth into
maxillary sinus
induction
induction chemotherapy，
neo-adjuvant chemotherapy
intake interview
glycosuria
urethral catheterization
diabetes mellitus
diabetic acidosis
diabetic coma
diabetic microangiopathy
diabetic glomerulosclerosis
diabetic periodontitis
diabetic gingivitis
diabetic neuropathy
diabetic nephropathy
diabetic retinopathy
isobaric solution
scalp ﬂap
craniocaudal projection
craniocaudal projection
cephalometric radiograph，
cephalogram
roentgenographic cephalography

トウプエックスセンキカクシャシンサツエイホウ

頭部 X 線規格写真診断法

cephalometric diagnosis

トウブエックスセンキカクシャシンシンダンホウ

頭部 X 線規格写真透写図

cephalometric tracing

トウブエックスセンキカクシャシントウシャズ

頭部 X 線規格写真分析法
トウブエックスセンキカクシャシンブンセキホウ

頭部 X 線撮影 トウブエックスセンサツエイ
頭部 X 線撮影法 トウブエックスセンサツエイホウ
頭部 X 線単純撮影 トウブエックスセンタンジュンサツエイ
糖負荷試験 トウフカシケン
頭部後屈 トウブコウクツ
頭部後傾法 トウブコウケイホウ
洞不整脈 ドウフセイミャク
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roentgenographic cephalometric
analysis
skull radiography
skull radiography
plain radiography of head
glucose tolerance test
head tilt
head tilt method of vertical relation
sinus arrhythmia

ドウヨウカンセ

頭部損傷 トウブソンショウ
動物歯痕 ドウブツシコン
動物流行性口内炎 ドウブツリュウコウセイコウナイエン
洞房結節 ドウボウケッセツ
等方性 トウホウセイ
等方性拡散強調画像 トウホウセイカクサンキョウチョウガゾウ
洞房ブロック ドウボウブロック
動脈 ドウミャク
動脈圧 ドウミャクアツ
動脈カテーテル法 ドウミャクカテーテルホウ
動脈管開存症 ドウミャクカンカイゾンショウ
動脈鉗子 ドウミャクカンシ
動脈血酸素分圧 ドウミャクケツサンソブンアツ
動脈血酸素飽和度 ドウミャクケツサンソホウワド
動脈血炭酸ガス分圧 ドウミャクケツタンサンガスブンアツ
動脈血中酸素分圧

ドウミャクケッチュウサンソブンアツ

動脈血 - 肺胞二酸化炭素分圧較差
ドウミャクケツハイホウニサンカタンソブンアツカクサ

動脈硬化 ドウミャクコウカ
動脈硬化症 ドウミャクコウカショウ
動脈スピンラベル法 ドウミャクスピンラベルホウ
動脈性出血 ドウミャクセイシュッケツ
動脈塞栓症 ドウミャクソクセンショウ
動脈内注入療法 ドウミャクナイチュウニュウリョウホウ
動脈内投与 ドウミャクナイトウヨ
動脈瘤 ドウミャクリュウ
冬眠 トウミン
DUML の法則 ドゥムルノホウソク
同名歯 ドウメイシ
透明時間【X 線写真処理】

head injury
animal bite
epizootic stomatitis
sinoatrial node
isotropic
isotropic diﬀusion weighted image
（DWI）
auricular block，sinoatrial block
artery
arterial pressure
artery catheterization
patent ductus arteriosus（PDA）
artery forceps
partial pressure of oxygen in
arterial blood
arterial blood oxygen saturation
partial pressure of carbon dioxide
in arterial blood（PaCO2）
partial pressure of oxygen in
arterial blood（PaO2）
arterial-alveolar carbon dioxide
tension diﬀerence（a-ADCO2）
arteriosclerosis
arteriosclerosis
arterial spin labeling（ASL）
arterial bleeding
arterial embolism
intra-arterial infusion therapy
intra-arterial administration
aneurysm
hibernation
DUML rule
corresponding tooth
clearing time

トウメイジカン（エックスセンシャシンショリ）

透明性 トウメイセイ
透明層 トウメイソウ
透明象牙質 トウメイゾウゲシツ
銅めっき歯型 ドウメッキシケイ
投薬 トウヤク
投薬法 トウヤクホウ
投与
【薬の】 トウヨ（クスリノ）
動揺
【歯の】 ドウヨウ（ハノ）
東洋医学 トウヨウイガク
動揺関節 ドウヨウカンセツ

transparency
transparent layer，transparent zone
transparent dentin
copper plated die
medication，administration of drug
medication，administration of drug
drug administration，medication
mobility
oriental medicine
ﬂail joint，loose joint
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ドウヨウシ

動揺歯

ドウヨウシ

動揺度
【歯の】 ドウヨウド（ハノ）
動揺度検査【歯の】 ドウヨウドケンサ（ハノ）
動揺病 ドウヨウビョウ
投与計画 トウヨケイカク
投与経路 トウヨケイロ
動力学的性質 ドウリキガクテキセイシツ
等量域 トウリョウイキ
糖利用テスト トウリヨウテスト
等量点 トウリョウテン
冬緑油 トウリョクユ
糖類 トウルイ
トゥルーのセパレーター トゥルーノセパレーター
トゥループ トゥループ
トゥルーフィスプ トゥルーフィスプ
トウレット症候群

トウレットショウコウグン

トーキングエイド ➡ 携帯用会話補助装置

tooth loosening，tooth mobility，
mobility tooth
tooth mobility
tooth mobility test
motion sickness
dosage regimen，dosage schedule
route of administration
dynamic mechanical property
equivalence zone
sugar assimilation test
equivalence point
oil of wintergreen
saccharide
True separator
toe loop
true fast imaging with steady-state
procession（FISP）
Tourette disorder，
Tourette syndrome
talking aid

トーキングエイド

トータルクロスバイト トータルクロスバイト
トータルスペース分析 トータルスペースブンセキ
トータルディスクレパンシー トータルディスクレパンシー
トータルデンティションスペース分析

total crossbite
total space analysis
total discrepancy
total dentition space analysis

トータルデンティションスペースブンセキ

トータルヘルスプロモーション トータルヘルスプロモーション
DOPA ➡ 3,4- ジヒドロキシフェニルアラニン

ト

total health promotion
3,4-dihydroxyphenylalanine

ドーパ

ドーパミン ドーパミン
ドーパミン受容体 ドーパミンジュヨウタイ
ドーマン法 ドーマンホウ
ドーム状陰影 ドームジョウインエイ
トームス顆粒層 トームスカリュウソウ
トームス線維 トームスセンイ
トームス突起 トームストッキ
ドーランス法 ドーランスホウ
ドキサプラム塩酸塩水和物 ドキサプラムエンサンエンスイワブツ
ドキシサイクリン塩酸塩水和物
ドキシサイクリンエンサンエンスイワブツ

トキソイド トキソイド
トキソプラズマ トキソプラズマ
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dopamine
dopamine receptor
Doman method
dome-shaped shadow
Tomes granular layer
Tomes ﬁber
Tomes process
Dorrance method
doxapram，doxapram hydrochloride，doxapram hydrochloride
hydrate
doxycycline，doxycycline hydrochloride，doxycycline hydrochloride hydrate
toxoid
toxoplasma

トクテイセイブ

トキソプラズマ症 トキソプラズマショウ
トキソホルモン トキソホルモン
鍍銀 トギン
特異抗体 トクイコウタイ
特異臭 トクイシュウ
特異性炎 トクイセイエン
特異体質 トクイタイシツ
特異的作用 トクイテキサヨウ
特異的予防 トクイテキヨボウ
特異的リガンド トクイテキリガンド
特異度 トクイド
特異動的作用 トクイドウテキサヨウ
読影
【X 線写真の】 ドクエイ（エックスセンシャシンノ）
特殊栄養食品 トクシュエイヨウショクヒン
特殊 X 線検査法 トクシュエックスセンケンサホウ
特殊感覚 トクシュカンカク
特殊感覚活力 トクシュカンカクカツリョク
特殊教育 トクシュキョウイク
特殊形質導入 トクシュケイシツドウニュウ
特殊健康診断 トクシュケンコウシンダン
特殊心筋 トクシュシンキン
特殊寝台 トクシュシンダイ
特殊粘膜 トクシュネンマク
特殊能力障害 トクシュノウリョクショウガイ
特殊予防 トクシュヨボウ
毒性 ドクセイ
特性インピーダンス トクセイインピーダンス
特性 X 線 トクセイエックスセン
毒性学 ドクセイガク
特性曲線 トクセイキョクセン
特定曲線【X 線フィルム】 ➡ ハンター・ドリフィール
ド曲線 トクテイキョクセン（エックスセンフィルム）
毒性試験 ドクセイシケン
毒素 ドクソ
毒素原性 ドクソゲンセイ
毒素原性大腸菌 ドクソゲンセイダイチョウキン
特定感染症指定医療機関
トクテイカンセンショウシテイイリョウキカン

特定機能病院 トクテイキノウビョウイン
特定健康診査 トクテイケンコウシンサ
特定高齢者 トクテイコウレイシャ
特定疾患 トクテイシッカン
特定生物由来製品 トクテイセイブツユライセイヒン

toxoplasmosis
toxohormone
silver plating
speciﬁc antibody
peculiar odor
speciﬁc inﬂammation
idiosyncrasy
speciﬁc action
speciﬁc prevention
speciﬁc ligand
speciﬁcity
speciﬁc dynamic action
interpretation，radiologic interpretation，image reading，radiographic image interpretation
special nutraceutical food
special radiographic examination
special sensation
speciﬁc energy of sense
special education
specialized transduction
special health examination
specialized cardiac muscle
special bed
specialized mucous membrane
particular skill disability
speciﬁc protection
toxicity
characteristic impedance
characteristic X-ray
toxicology
characteristic curve
Hurter-Driﬃeld（H-D）curve
toxicity test
toxin
toxigenicity
enterotoxigenic E coli（ETEC）
designated medical institute for
speciﬁed infectous diseases
advanced treatment hospital
speciﬁc medical check up
high-risk elderly
speciﬁc disease
speciﬁc bio-derived product
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ト

トクテイトリイ

特定鳥インフルエンザ トクテイトリインフルエンザ
特定認定再生医療等委員会
トクテイニンテイサイセイイリョウトウイインカイ

特定保健指導 トクテイホケンシドウ
特定保健用食品 トクテイホケンヨウショクヒン
特定保守管理医療機器 トクテイホシュカンリイリョウキキ
特発性 トクハツセイ
特発性拡張型心筋症 トクハツセイカクチョウガタシンキンショウ
特発性間質性肺炎 トクハツセイカンシツセイハイエン
特発性顔面神経麻痺 トクハツセイガンメンシンケイマヒ
特発性呼吸窮迫症候群 トクハツセイコキュウキュウハクショウコウグン
特発性骨壊死 トクハツセイコツエシ
特発性骨空洞 トクハツセイコツクウドウ
特発性骨折 トクハツセイコッセツ
特発性骨溶解症 トクハツセイコツヨウカイショウ
特発性細網内皮症 トクハツセイサイモウナイヒショウ
特発性三叉神経痛 トクハツセイサンサシンケイツウ
特発性歯根吸収 トクハツセイシコンキュウシュウ
特発性歯髄炎 トクハツセイシズイエン
特発性歯肉過形成 トクハツセイシニクカケイセイ
特発性歯肉過形成症 トクハツセイシニクカケイセイショウ
特発性歯肉線維腫症 トクハツセイシニクセンイシュショウ
特発性心筋症 トクハツセイシンキンショウ
特発性舌咽神経痛 トクハツセイゼツインシンケイツウ

ト

特発性てんかん トクハツセイテンカン
特発性歯酸蝕症 トクハツセイハサンショクショウ
特発性末梢性顔面神経麻痺

speciﬁed avian inﬂuenza
Certiﬁed Special Committee for
Regenerative Medicine
speciﬁc health guidance
food for speciﬁed health uses
medical equipment requiring special maintenance management
idiopathic
idiopathic dilated cardiomyopathy
idiopathic interstitial pneumonia
（IIP）
idiopathic facial paralysis
idiopathic respiratory distress
syndrome（IRDS）
idiopathic osteonecrosis
idiopathic bone cavity
spontaneous fracture
idiopathic osteolysis
idiopathic reticuloendotheliosis
idiopathic trigeminal neuralgia
idiopathic root resorption
idiopathic pulpitis
idiopathic gingival hyperplasia
idiopathic gingival hyperplasia
idiopathic gingival hyperplasia，
idiopathic gingival overgrowth
idiopathic cardiomyopathy
idiopathic glossopharyngeal
neuralgia
idiopathic epilepsy
idiopathic tooth erosion
idiopathic peripheral facial palsy

トクハツセイマッショウセイガンメンシンケイマヒ

特発性門脈圧亢進症
毒物 ドクブツ
毒物劇物 ドクブツゲキブツ
特別管理産業廃棄物

トクハツセイモンミャクアツコウシンショウ

トクベツカンリサンギョウハイキブツ

特別管理廃棄物 トクベツカンリハイキブツ
特別支援学校 トクベツシエンガッコウ
特別支援教育 トクベツシエンキョウイク
特別養護老人ホーム トクベツヨウゴロウジンホーム
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idiopathic portal hypertension
（IPH）
poison，toxic agent
poisons and deleterious
special management industrial
waste
special management waste
special needs school，school for
special needs education，
special support school
special needs education
special nursing home for the elderly

トムソンコウカ

特別用途食品 トクベツヨウトショクヒン
毒薬 ドクヤク
特例許可老人病院 トクレイキョカロウジンビョウイン
読話 ドクワ
時計回りの回転 トケイマワリノカイテン
吐血 トケツ
トコフェロール トコフェロール
塗擦剤 トサツザイ
徒手矯正 トシュキョウセイ
徒手筋力テスト トシュキンリョクテスト
徒手整復 トシュセイフク
吐出 トシュツ
閉じられた質問 トジラレタシツモン
度数分布 ドスウブンプ
トスフロキサシントシル酸塩水和物
トスフロキサシントシルサンエンスイワブツ

吐唾症
凸顔型

トダショウ
トツガンガタ

突起
【鋳造欠陥の】 トッキ（チュウゾウケッカンノ）
特許権 ➡ 知的財産権 トッキョケン
凸隅角 トツグウカク
突出 トッシュツ
突然変異 トツゼンヘンイ
突然変異株 トツゼンヘンイカブ
突然変異体頻度 トツゼンヘンイタイヒンド
突然変異誘発 トツゼンヘンイユウハツ
突然変異率 トツゼンヘンイリツ
突発性発疹 トッパツセイホッシン
トップダウントリートメント トップダウントリートメント
トッフルマイヤー型リテーナー

food for special dietary use
poison
special function geriatric hospital
lipreading，speech reading
clockwise rotation
hematemesis
tocopherol，tocopherol acetate
inunctions
manual correction
manual muscle testing
manipulative reduction
regurgitation
closed question
frequency distribution
tosuﬂoxacin，
tosuﬂoxacin tosylate，
tosuﬂoxacin tosylate hydrate
sialemesia
convex type，convex proﬁle，
convex facial type
small nodule
patent
pulpo-axial line angle
bulging，protuberance
mutation
mutant
mutation frequency
mutagenesis
mutation rate
idiopathic eruption
top-down treatment
Toﬄemire retainer

トッフルマイヤーガタリテーナー

ドナー ドナー
ドナーサイト ドナーサイト
ドナン膜平衡 ドナンマクヘイコウ
塗布剤 トフザイ
ドブタミン塩酸塩 ドブタミンエンサンエン
吐物 トブツ
ドプラ画像 ドプラガゾウ
ドプラ効果 ドプラコウカ
ドプラ法 ドプラホウ
塗抹検査 トマツケンサ
トムソン効果 トムソンコウカ

donor
donor site
Donnan membrane equilibrium
embrocations
dobutamine，dobutamine
hydrochloride
vomitus
Doppler image
Doppler eﬀect
Doppler method
direct smear examination
Thomson eﬀect
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ト

トムソンサンラ

トムソン散乱 トムソンサンラン
トモグラフィー トモグラフィー
ドライアイ ドライアイ
ドライシロップ ドライシロップ
トライセクション トライセクション
ドライゼンテスト ドライゼンテスト
ドライソケット ドライソケット
ドライテクニック【アマルガム】

ドライテクニック（アマルガム）

ドライマウス ➡ 口腔乾燥症 ドライマウス
トラクションタイプ【歯間分離の】

Thomson scattering
tomography
dry eye
dry syrup
trisection
Dreizen test
dry socket
dry technique of amalgam
restoration
dry mouth
traction type

トラクションタイプ（シカンブンリノ）

ドラッグデリバリーシステム ドラッグデリバリーシステム
ドラッグリテーナー ドラッグリテーナー
トランキライザー トランキライザー
トランジェント・アピカル・ブレイクダウン【根尖の】

drug delivery system（DDS）
drug retainer
tranquilizer
transient apical breakdown

トランジェントアピカルブレイクダウン（コンセンノ）

トランスアミナーゼ トランスアミナーゼ
トランスアルドラーゼ トランスアルドラーゼ
トランスケトラーゼ トランスケトラーゼ
トランスジェニック動物 トランスジェニックドウブツ
トランスデューサー トランスデューサー
トランスパラタルアーチ ➡ パラタルアーチ

transaminase
transaldolase
transketolase
transgenic animal
transducer
transpalatal arch

トランスパラタルアーチ

ト

トランスファーコーピング トランスファーコーピング
トランスフェラーゼ トランスフェラーゼ
トランスフェリン トランスフェリン
トランスペプチダーゼ トランスペプチダーゼ
トランスポゾン トランスポゾン
トランスミッションマンドレール

transfer coping
transferase
transferrin
transpeptidase
transposon（Tn）
transmission mandrel

トランスミッションマンドレール

トランスレーショナルリサーチ トランスレーショナルリサーチ
トリアージ トリアージ
トリアシルグリセロール トリアシルグリセロール
トリアムシノロン トリアムシノロン
トリエチレングリコールジメタクリレート
トリエチレングリコールジメタクリレート

トリオジンクパスタ トリオジンクパスタ
ドリオピテクス型 ドリオピテクスガタ
トリガーゾーン ➡ 発痛帯 トリガーゾーン
トリガーポイント ➡ 発痛点 トリガーポイント
トリガーポイント注射 トリガーポイントチュウシャ
トリカルボン酸 トリカルボンサン
トリグリセリド トリグリセリド
トリクロールエチレン トリクロールエチレン
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translational research
triage（仏）
triacylglycerol
triamcinolone
triethyleneglycol dimethacrylate
（TEGDMA）
triozinc paste
Dryopithecus pattern
trigger zone
trigger point
trigger point injection
tricarboxylic acid
triglyceride
trichlorethylene

トルク

トリゴニッド トリゴニッド
トリゴニッド切痕 トリゴニッドセッコン
取り込み トリコミ
トリゴン トリゴン
トリジマイト トリジマイト
トリソミー トリソミー
トリソミー 21 症候群

trigonid
trigonid notch
uptake
trigon
tridymite
trisomy
trisomy 21 syndrome

トリソミーニジュウイチショウコウグン

トリチウム トリチウム
トリチャーコリンズ症候群 トリチャーコリンズショウコウグン
トリ -n- ブチルボラン トリノルマルブチルボラン
トリパンブルー トリパンブルー
トリプシン トリプシン
トリプシン様プロテアーゼ トリプシンヨウプロテアーゼ
トリブチルボラン トリブチルボラン
ドリフト ドリフト
トリプトファン トリプトファン
トリプルアングル【切削器具の形態】

tritium
Treacher Collins syndrome
tri-n-butyl borane
trypan blue
trypsin
trypsin-like protease
tributyl borane（TBB）
drift
tryptophan，L-tryptophan
triple angle

トリプルアングル（セッサクキグノケイタイ）

XXX 症候群 トリプルエックスショウコウグン
トリプルバッカルチューブ トリプルバッカルチューブ
トリボスフェノ型 トリボスフェノガタ
トリミング トリミング
トリミング法 トリミングホウ
砥粒 トリュウ
努力性嚥下 ドリョクセイエンゲ
努力性吸気肺活量 ドリョクセイキュウキハイカツリョウ
努力肺活量 ドリョクハイカツリョウ
ドリリング ドリリング
ドリル ドリル
ドリルガイド ➡ サージカルガイドプレート

XXX syndrome，triple X syndrome
triple buccal tube
tribosphenic
trimming
trimming
abrasive particle
eﬀortful swallow
forced inspiratory volume
forced expiratory volume（FEV），
forced vital capacity（FVC）
drilling
drill
drill guide

ドリルガイド

ドリル鞘 ドリルサヤ
ドリルチャック ドリルチャック
ドリル誘導子 ドリルユウドウシ
トルーのセパレーター トルーノセパレーター
トルキング トルキング
トルキングアーチ トルキングアーチ
トルキングオーギジアリー トルキングオーギジアリー
トルキングキー トルキングキー
トルキングスプリング トルキングスプリング
トルキングタレット トルキングタレット
トルキングブラケット トルキングブラケット
トルク トルク

drill sleeve
drill chuck
drill guide
True separator
torquing
torquing arch
torquing auxiliary
torquing key
torquing spring
torquing turret
torquing bracket
torque
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トルクコントロ

ト

トルクコントローラー トルクコントローラー
トルクコントロール トルクコントロール
トルク指示器 トルクシジキ
トルクドライバー トルクドライバー
トルクレンチ トルクレンチ
ドルダーバー ドルダーバー
ドルダーバーアタッチメント ドルダーバーアタッチメント
トルフェナム酸 トルフェナムサン
トルンヴァルト病 トルンヴァルトビョウ
トレー ➡ 印象用トレー トレー
トレー外形線 トレーガイケイセン
トレーサー トレーサー
トレーサビリティ トレーサビリティ
トレース トレース
ドレーピング ドレーピング
ドレープ ドレープ
トレー法 トレーホウ
トレー用レジン トレーヨウレジン
ドレーン ドレーン
トレオニン トレオニン
ドレナージ ドレナージ
トレフィンバー トレフィンバー
Treponema 属 トレポネーマゾク
Treponema denticola トレポネーマデンティコーラ
Treponema pallidum トレポネーマパリダム
Treponema vincentii トレポネーマワンサンティ
トレランス【免疫】 トレランス（メンエキ）
トレンデレンブルグ体位 トレンデレンブルグタイイ
塗ろう絹糸 トロウケンシ
トローサ・ハント症候群 トローサハントショウコウグン
トローチ剤 トローチザイ
トローネ手術 トローネシュジュツ
トロッカー トロッカー
ドロップオンテクニック ドロップオンテクニック
トロトラスト トロトラスト
トロポコラーゲン トロポコラーゲン
トロポニン トロポニン
トロポミオシン トロポミオシン
トロミ食 ➡ ミキサー食 トロミショク
トロンビン トロンビン
トロンビン時間 トロンビンジカン
トロンビン末 トロンビンマツ
トロンボエラストグラフ トロンボエラストグラフ
トロンボキサン トロンボキサン
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torque controller
torque control
torque indicator
torque driver
torque wrench
Dolder U-Bar
Dolder bar attachment
tolfenamic acid
Thornwaldt disease
tray
outline of impression tray
tracer
traceability
tracing
draping
drape
tray technique
tray resin
drain
threonine
drainage
trephine bur
Treponema

tolerance
Trendelenburg's position
waxed ﬂoss silk
Tolosa-Hunt syndrome
troches
Trauner method
trocar
drop-on technique
thorotrast
tropocollagen
troponin
tropomyosin
mixed meal，blended meal，
liquized meal，blender food
thrombin
thrombin time
thrombin
thromboelastograph
thromboxane

あ
トロンボキナーゼ トロンボキナーゼ
トロンボテスト トロンボテスト
トロンボプラスチン トロンボプラスチン
トロンボプラスチン生成試験 トロンボプラスチンセイセイシケン
豚脂脾 トンシヒ
豚脂様肝 トンシヨウカン
鈍針 ドンシン
ドンダースの空隙 ドンダースノクウゲキ
鈍痛 ドンツウ
鈍頭歯 ドントウシ
トンネリング トンネリング
トンネル修復 トンネルシュウフク
頓服水剤 トンプクスイザイ
頓服量【水剤】 トンプクリョウ（スイザイ）

あ

あ

ナイケイシツ

thrombokinase
thrombotest
thromboplastin
thromboplastin generation test
（TGT）
lardaceous spleen
lardaceous liver
blunt trocar
space of Donders
dull pain
bunodont
tunnel preparation
tunnel restoration
potion
potion

ナ
ナーシングホーム ナーシングホーム
ナイアシン ナイアシン
内移植 ナイイショク
内因 ナイイン
内因系凝固因子 ナイインケイギョウコインシ
内因子 ナイインシ
内因子欠乏 ナイインシケツボウ
内因性 ナイインセイ
内因性うつ病 ナイインセイウツビョウ
内因性オピオイド ナイインセイオピオイド
内因性感染 ナイインセイカンセン
内因性凝固系 ナイインセイギョウコケイ
内因性色素沈着 ナイインセイシキソチンチャク
内因性真菌症 ナイインセイシンキンショウ
内因性発痛物質

ナイインセイハッツウブッシツ

内因性モルヒネ様物質

ナイインセイモルヒネヨウブッシツ

内エナメル上皮 ナイエナメルジョウヒ
内縁上皮 ナイエンジョウヒ
内冠 ナイカン
内眼角贅皮 ナイガンカクゼイヒ
内眼角点【セファロ分析の】 ナイガンカクテン（セファロブンセキノ）
ナイキスト周波数 ナイキストシュウハスウ
内形質 ナイケイシツ

nursing home
niacin，niacin amide
implantation
intrinsic cause
intrinsic coagulation factor
intrinsic factor
deﬁciency of intrinsic factor
intrinsic，endogenous
endogenous depression
endogenous opioid
endogenous infection
intrinsic coagulation system
intrinsic pigmentation
endogenous fungus disease，
endogenous mycosis
endogenous pain producing
substance
endogenous morphine-like
substance
inner enamel epithelium
inner marginal epithelium
inner cap，corping，inner crown
epicanthus，epicanthic fold
Entocanthion（En）
Nyquist frequency
endoplasma
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ナ

ナイコウガタ

内向型 ナイコウガタ
内向性 ナイコウセイ
内呼吸 ナイコキュウ
内骨症 ナイコツショウ
内在性 ナイザイセイ
内細胞塊 ナイサイボウカイ
内耳開窓術 ナイジカイソウジュツ
内視鏡 ナイシキョウ
内視鏡下副鼻腔手術 ナイシキョウカフクビクウシュジュツ
内視鏡検査 ナイシキョウケンサ
内斜切開 ナイシャセッカイ
内斜線
【下顎骨の】 ナイシャセン（カガクコツノ）

ナ

内出血 ナイシュッケツ
内受容 ナイジュヨウ
内受容器 ナイジュヨウキ
内歯瘻 ナイシロウ
ナイスタチン ナイスタチン
内生胞子 ナイセイホウシ
内舌筋 ナイゼツキン
Neisseria 属 ナイセリアゾク
内臓感覚 ナイゾウカンカク
内臓逆位症 ナイゾウギャクイショウ
内臓脂肪 ナイゾウシボウ
内臓障害 ナイゾウショウガイ
内臓神経症 ナイゾウシンケイショウ
内臓体性反射 ナイゾウタイセイハンシャ
内臓痛 ナイゾウツウ
内側極 ナイソクキョク
内側極小帯 ナイソクキョクショウタイ
内側歯堤 ナイソクシテイ
内側性窩洞 ナイソクセイカドウ
内側性固定 ナイソクセイコテイ
内側性修復物 ナイソクセイシュウフクブツ
内側突起 ナイソクトッキ
内側鼻突起

ナイソクビトッキ

内側壁滑膜部 ナイソクヘキカツマクブ
内側傍円板溝 ナイソクボウエンバンコウ
内側翼突筋 ナイソクヨクトツキン
内側翼突筋神経 ナイソクヨクトツキンシンケイ
内的影響 ナイテキエイキョウ
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introvertive type，introversive type
introversion
internal respiration
enostosis
intrinsic
inner cell mass（ICM）
labyrinth fenestration，windowing
endoscope
endoscopic sinus surgery
endoscopy
inverse bevel incision
internal oblique line of mandible，
internal oblique ridge of
mandible
internal hemorrhage
interoception
interoceptor
internal dental ﬁstula
nystatin
endospore
intrinsic lingual muscle
Neisseria
visceral sensation
situs inversus viscerum
visceral fat
splanchnopathy
organ neurosis，visceral neurosis
viscero-somatic reﬂex
visceral pain
medial pole
medial polar frenum，
medial polar frenulum
inner dental lamina
internal cavity
internal splint
intracoronal restoration
medial articular process，
medial articular tubercle
medial nasal process，nasal prominence，medial nasal prominence
medial synovial portion
medial paradiscal groove
medial pterygoid muscle
medial pterygoid nerve
internal inﬂuence

ナイメンカ

ナイトガード ➡ オクルーザルアプライアンス

night guard

ナイトガード

内毒素 ナイドクソ
ナイトケア ナイトケア
ナイトケア事業 ナイトケアジギョウ
ナイトロジェンマスタード N オキシド

endotoxin
night care
night care service
nitrogen mustard N-oxide

ナイトロジェンマスタードエヌオキシド

内軟骨腫 ナイナンコツシュ
内肉
【原虫の】 ナイニク（ゲンチュウノ）
内胚葉 ナイハイヨウ
内胚葉性混合腫瘍 ナイハイヨウセイコンゴウシュヨウ
内発的動機づけ ナイハツテキドウキヅケ
内反性乳頭腫 ナイハンセイニュウトウシュ
内皮 ナイヒ
内皮腫 ナイヒシュ
内部エコー ナイブエコー
ナイフエッジ ナイフエッジ
ナイフエッジ型 ナイフエッジガタ
ナイフエッジ状 ナイフエッジジョウ
内部エネルギー ナイブエネルギー
内部応力 ➡ 残留応力 ナイブオウリョク
内部化学受容 ナイブカガクジュヨウ
内部環境 ナイブカンキョウ
内部気泡 ナイブキホウ
内部吸収【歯根の】 ナイブキュウシュウ（シコンノ）
内部吸収線量 ナイブキュウシュウセンリョウ
内部共生 ナイブキョウセイ
内部細胞塊 ➡ 内細胞塊 ナイブサイボウカイ
内部障害 ナイブショウガイ
内部照射 ナイブショウシャ
内部性肉芽腫【歯髄の】 ナイブセイニクゲシュ（シズイノ）
内部注水 ナイブチュウスイ
内部転換 ナイブテンカン
内部被曝 ナイブヒバク
内部標準法 ナイブヒョウジュンホウ
内分泌 ナイブンピ
内分泌異常 ナイブンピイジョウ
内分泌攪乱化学物質

ナイブンピカクランカガクブッシツ

内分泌系 ナイブンピケイ
内分泌疾患 ナイブンピシッカン
内分泌障害 ナイブンピショウガイ
内分泌腺 ナイブンピセン
内面化 ナイメンカ

enchondroma
endoplasm
endoderm
endodermal mixed tumor
intrinsic motivation
inverted papilloma
endothelium
endothelioma
internal echo
knife edge
knife edge type
knife edge appearance
internal energy
internal stress
internal chemoreception
interior environment
internal porosity
internal root resorption
internal absorbed dose
endosymbiosis
inner cell mass（ICM）
internal organ disease
internal irradiation
internal granuloma
internal irrigation
internal conversion
internal exposure
internal standard method
internal secretion
endocrine disorder，
endocrine disturbance
environmental hormone，
endocrine disrupters
endocrine system
disorder of endocrine system
endocrine disorder
endocrine gland
internalization

ナ
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ナイヨウエキザ

内用液剤 ナイヨウエキザイ
内用散剤 ナイヨウサンザイ
内用錠 ナイヨウジョウ
ナイロン糸縫合 ナイロンシホウゴウ
長い上皮性付着 ナガイジョウヒセイフチャク
長さ的計測法 ナガサテキケイソクホウ
長さ的分析法 ナガサテキブンセキホウ
流し込み法【レジンの】 ナガシコミホウ（レジンノ）
流し込みレジン ナガシコミレジン
泣き ナキ
ナジオン【セファロ分析の】 ナジオン（セファロブンセキノ）
ナスミス膜 ナスミスマク
ナソロジー ナソロジー
ナチュラルキラー細胞 ナチュラルキラーサイボウ
ナチュラルスマイル ナチュラルスマイル
捺印法 ナツインホウ
ナトリウム ナトリウム
ナトリウム・カリウムポンプ ナトリウムカリウムポンプ
ナトリウムスパイク ナトリウムスパイク
ナトリウムチャネル ナトリウムチャネル
ナトリウムポンプ ナトリウムポンプ
ナトリウム輸送系 ナトリウムユソウケイ
ナノ ナノ
ナノジルコニア ➡ ジルコニアアルミナ複合体

mixtures for internal use
powder for internal use
peroral tablet
nylon suture
long epithelial attachment
dimensional measurement
dimensional analysis
pour resin technique
pour resin
crying
Nasion（N）
Nasmyth membrane
gnathology
natural killer cell
natural smile
stamp smear method
sodium
sodium-potassium pump
sodium spike
sodium channel，Na ＋ channel
sodium pump
sodium transport system
nano（n）
nano-zirconia

ナノジルコニア

ナノフィラー ナノフィラー
ナノリーケージ ナノリーケージ
ナビゲーション【インプラントの】

nano ﬁller
nano leakage
navigation

ナビゲーション（インプラントノ）

ナ

ナビゲーション手術 ナビゲーションシュジュツ
ナプロキセン ナプロキセン
鉛エプロン ナマリエプロン
鉛縁
【歯肉の】 ナマリエン（シニクノ）
鉛ガラス ナマリガラス
鉛グローブ ナマリグローブ
鉛ゴム ナマリゴム
鉛遮蔽体 ナマリシャヘイタイ
鉛中毒 ナマリチュウドク
鉛当量 ナマリトウリョウ
鉛箔 ナマリハク
生ワクチン ナマワクチン
なめられ【鋳造欠陥の】
倣い加工 ナライカコウ
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ナメラレ（チュウゾウケッカンノ）

navigation surgery
naproxen
lead apron
blue line，lead line，
gingival lead seam line
lead glass
lead glove
lead rubber
lead shield
lead poisoning，plumbism
lead equivalent
lead foil
live vaccine
rounded casting
tracer-controlled manutacturing
proﬁling

ナンコツケイセ

ナラティブベイスドメディシン ナラティブベイスドメディシン
ナローインプラント ナローインプラント
ナロービーム ナロービーム
ナロキソン塩酸塩 ナロキソンエンサンエン
軟 X 線 ナンエックスセン
軟化圧接法【ワックスの】 ナンカアッセツホウ（ワックスノ）
軟化温度 ナンカオンド
軟化セメント質 ➡ 病的セメント質
軟化象牙質 ナンカゾウゲシツ
軟化象牙質除去 ナンカゾウゲシツジョキョ
軟化熱処理 ナンカネツショリ
軟カプセル剤 ナンカプセルザイ
喃語 ナンゴ
軟口蓋 ナンコウガイ
軟口蓋音 ナンコウガイオン
軟口蓋癌 ナンコウガイガン
軟口蓋挙上装置 ➡ スピーチエイド

ナンカセメントシツ

narrative-based medicine（NBM）
narrow diameter implant
narrow beam
naloxone，naloxone hydrochloride
soft X-ray
pattern forming technique by
softened wax
softening temperature
softened cementum
softened dentin
excavation of softened dentin
softening heat treatment
elastic capsules
babbling，babble
soft palate，palatum velum
velar，velar sound
carcinoma of soft palate
palatal lift prosthesis

ナンコウガイキョジョウソウチ

軟口蓋造影 X 線検査 ナンコウガイゾウエイエックスセンケンサ
軟口蓋短小症 ナンコウガイタンショウショウ
軟口蓋麻痺 ナンコウガイマヒ
軟口蓋裂 ナンコウガイレツ
軟膏基剤 ナンコウキザイ
軟膏剤 ナンコウザイ
軟骨 ナンコツ
軟骨異形成 ナンコツイケイセイ
軟骨異形成症 ナンコツイケイセイショウ
軟骨移植 ナンコツイショク
軟骨壊死 ナンコツエシ
軟骨炎 ナンコツエン
軟骨化 ナンコツカ
軟骨外骨化 ナンコツガイコッカ
軟骨外胚葉異形成症 ➡ エリス・ヴァンクレベルド症
候群 ナンコツガイハイヨウイケイセイショウ
軟骨下偽囊胞 ナンコツカギノウホウ
軟骨過形成 ナンコツカケイセイ
軟骨芽細胞 ナンコツガサイボウ
軟骨芽細胞腫 ナンコツガサイボウシュ
軟骨基質 ナンコツキシツ
軟骨棘 ナンコツキョク
軟骨形成 ナンコツケイセイ
軟骨形成異常 ナンコツケイセイイジョウ
軟骨形成異常症 ナンコツケイセイイジョウショウ
軟骨形成術 ナンコツケイセイジュツ

contrast radiography of soft palate
short palate
soft palate palsy
cleft of soft palate
ointment base
ointment
cartilage，unction
chondrodysplasia
chondrodysplasia
cartilage graft
chondronecrosis
chondritis
chondriﬁcation
perichondral ossiﬁcation
chondroectodermal dysplasia
subchondral pseudocyst
hyperchondroplasia
chondroblast
chondroblastoma
cartilage matrix
chondrophyte
chondroplasty
chondrodysplasia
chondrodysplasia
chondroplasty
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ナ

ナンコツケイセ

軟骨形成性腫瘍 ナンコツケイセイセイシュヨウ
軟骨形成不全症 ナンコツケイセイフゼンショウ
軟骨結合 ナンコツケツゴウ
軟骨細胞 ナンコツサイボウ
軟骨疾患 ナンコツシッカン
軟骨腫 ナンコツシュ
軟骨腫症 ナンコツシュショウ
軟骨腫瘍 ナンコツシュヨウ
軟骨症 ナンコツショウ
軟骨性仮骨 ナンコツセイカコツ
軟骨性骨 ナンコツセイコツ
軟骨性骨化 ➡ 軟骨内骨化 ナンコツセイコッカ
軟骨性成長 ナンコツセイセイチョウ
軟骨性頭蓋 ナンコツセイトウガイ
軟骨石灰化症 ➡ 偽痛風 ナンコツセッカイカショウ

ナ

軟骨切除 ナンコツセツジョ
軟骨切除術 ナンコツセツジョジュツ
軟骨切離 ナンコツセツリ
軟骨切離術 ナンコツセツリジュツ
軟骨低形成症 ナンコツテイケイセイショウ
軟骨内異骨症 ナンコツナイイコツショウ
軟骨内骨化 ナンコツナイコッカ
軟骨内成長 ナンコツナイセイチョウ
軟骨軟化 ナンコツナンカ
軟骨軟化症 ナンコツナンカショウ
軟骨肉腫 ナンコツニクシュ
軟骨粘液腫様線維腫 ナンコツネンエキシュヨウセンイシュ
軟骨粘液肉腫 ナンコツネンエキニクシュ
軟骨発育不全 ナンコツハツイクフゼン
軟骨発育不全症 ナンコツハツイクフゼンショウ
軟骨板 ナンコツバン
軟骨部成長 ナンコツブセイチョウ
軟骨帽 ナンコツボウ
軟骨膜 ナンコツマク
軟骨無形成症 ナンコツムケイセイショウ
軟骨由来因子 ナンコツユライインシ
軟骨由来成長因子 ナンコツユライセイチョウインシ
軟骨溶解 ナンコツヨウカイ
軟質裏装材 ナンシツリソウザイ
難症例 ナンショウレイ
軟食 ナンショク
ナンスのホールディングアーチ
軟性開口障害 ナンセイカイコウショウガイ
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ナンスノホールディングアーチ

chondrogenetic tumor
achondroplasia
synchondrosis
chondrocyte
chondropathia
chondroma
chondromatosis
cartilaginous tumor
chondrosis
cartilaginous callus
endochondral bone
cartilaginous ossiﬁcation
cartilaginous growth
chondrocranium
articular chondrocarcinosis，
chondrocalcinosis
chondrectomy
chondrectomy
chondrotomy
chondrotomy
hypochondroplasia
endochondral dysostosis
endochondral ossiﬁcation
endochondral growth
chondromalacia
chondromalacia
chondrosarcoma
chondromyxoid ﬁbroma
chondromyxosarcoma
chondrodystrophia
chondrodystrophia
cartilage plate
cartilage growth
cartilage cap
perichondrium
achondroplasia
cartilage-derived factor（CDF）
cartilage-derived growth factor
（CDGF）
chondrolysis
soft lining materials
diﬃcult case
softdiet
Nance holding arch
irrigid trismus

ニアミス

軟性再建 ナンセイサイケン
軟性歯牙腫 ナンセイシガシュ
軟性線維腫 ナンセイセンイシュ
軟性レジン ナンセイレジン
ナンセンスコドン ナンセンスコドン
軟組織 ナンソシキ
軟組織陰影【X 線写真】
ナンソシキインエイ（エックスセンシャシン）

あ

あ

軟組織グラベラ ナンソシキグラベラ
軟組織計測点 ナンソシキケイソクテン
軟組織計測法 ナンソシキケイソクホウ
軟組織シールド ナンソシキシールド
軟組織疾患 ナンソシキシッカン
軟組織側貌分析 ナンソシキソクボウブンセキ
軟組織損傷 ナンソシキソンショウ
軟組織ナジオン ナンソシキナジオン
軟組織濃度構造物【CT】 ナンソシキノウドコウゾウブツ（シーティー）
軟組織表示画像 ナンソシキヒョウジガゾウ
軟組織プロファイル ナンソシキプロファイル
軟組織分析 ナンソシキブンセキ
軟組織ポゴニオン ナンソシキポゴニオン
軟組織メントン ナンソシキメントン
難治性感染 ナンチセイカンセン
難治性感染症 ナンチセイカンセンショウ
難治性口内炎 ナンチセイコウナイエン
難治性歯周炎 ナンチセイシシュウエン
難治性てんかん ナンチセイテンカン

あ

あ

難治性疼痛 ナンチセイトウツウ
軟調 ナンチョウ
難聴 ナンチョウ
軟度 ナンド
難抜歯 ナンバッシ
難病 ナンビョウ
軟部好酸球肉芽腫 ナンブコウサンキュウニクゲシュ
軟部組織腫瘍 ナンブソシキシュヨウ

あ

あ

soft tissue reconstruction
soft odontoma
soft ﬁbroma
soft resin
nonsense codon
soft tissue
soft tissue shadow
soft tissue glabella
soft tissue landmark
soft tissue measurement
soft tissue shield
soft tissues disease
soft tissue analysis
soft tissue injury
soft tissue nasion
soft tissue density structure
soft tissue window image
soft tissue proﬁle
soft tissue analysis
soft tissue pogonion
soft tissue menton
refractory infection
refractory infection
refractory stomatitis
refractory periodontitis
intractable epilepsy，
refractory epilepsy
intractable pain
soft tone
deafness，hearing impairment，
auditory disturbance，
impaired hearing
softness
complicated exodontia
catastrophic illness
eosinophilic granuloma of soft part
soft tissue tumor

ニ
ニアゾーン ニアゾーン
ニアミス ニアミス

near zone
near miss
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ニ

ニーハシンキノ

NYHA 心機能分類

ニーハシンキノウブンルイ

ニーマン・ピック病 ニーマンピックビョウ
においプリズム ニオイプリズム
におい六面体 ニオイロクメンタイ
二回法インプラント ニカイホウインプラント
2 × 2 分割表 ニカケルニブンカツヒョウ
2 型糖尿病 ➡ インスリン非依存型糖尿病

New York Heart Association
（NYHA）classiﬁcation
Niemann-Pick disease
olfactory prism
smell hexahedron
two-stage implant
two-by-two contingency table，
contingency table
type 2 diabetes mellitus（T2DM）

ニガタトウニョウビョウ

苦味 ニガミ／クミ
ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピンエンサンエン

二顔体 ニガンタイ
二期治療 ニキチリョウ
2 級窩洞 ニキュウカドウ
Ⅱ級ゴム ニキュウゴム
Ⅱ級大臼歯関係 ニキュウダイキュウシカンケイ
Ⅱ級不正咬合 ニキュウフセイコウゴウ
二腔気管支カテーテル ニクウキカンシカテーテル

ニ

二腔気管支チューブ ニクウキカンシチューブ
肉芽形成抑制作用 ニクゲケイセイヨクセイサヨウ
肉芽腫 ニクゲシュ
肉芽腫性エプーリス ニクゲシュセイエプーリス
肉芽腫性炎 ニクゲシュセイエン
肉芽腫性口唇炎 ニクゲシュセイコウシンエン
肉芽性根尖性歯周炎 ニクゲセイコンセンセイシシュウエン
肉芽性歯髄炎 ニクゲセイシズイエン
肉芽組織 ニクゲソシキ
肉腫 ニクシュ
肉様変化 ニクヨウヘンカ
Ⅱ群線維 ニグンセンイ
二ケイ酸リチウムガラス ニケイサンリチウムガラス
二形性真菌 ニケイセイシンキン
逃げ角
【バーの】 ニゲカク（バーノ）
二元合金 ニゲンゴウキン
二元状態図 ニゲンジョウタイズ
二元配置 ニゲンハイチ
二元免疫拡散 ニゲンメンエキカクサン
二元免疫拡散法 ニゲンメンエキカクサンホウ
二項パルス ニコウパルス
ニコチン ニコチン
ニコチンアミド ニコチンアミド
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bitterness
nicardipine，
nicardipine hydrochloride
diprosopus
second phase treatment
class 2 cavity
class Ⅱ elastics，
class Ⅱ elastics ring
class Ⅱ molar relationship
class Ⅱ malocclusion
double-lumen endobronchial
catheter
double-lumen endobroncheal tube
antigranuloplastic action
granuloma
granulomatous epulis
granulomatous inﬂammation
cheilitis granulomatosa
granulomatous apical periodontitis
granulomatous pulpitis
granulation，granulation tissue
sarcoma
carniﬁcation
group Ⅱ ﬁber
lithium disilicate
dimorphic fungi
clearance angle
binary alloy
binary phase diagram
two-way layout
double immunodiﬀusion
double immunodiﬀusion
binominal pulse
nicotine
nicotinamide

ニジゲンホログ

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドデヒドロゲ
ナーゼ ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドデヒドロゲナーゼ
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリンサン

ニコチン依存症 ニコチンイゾンショウ
ニコチン酸 ニコチンサン
ニコチン受容体 ニコチンジュヨウタイ
ニコチン性口内炎 ニコチンセイコウナイエン
ニコチン性白色角化症 ➡ ニコチン性口内炎

nicotinamide adenine dinucleotide
（NAD）
nicotinamide adenine dinucleotide
dehydrogenase
nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate（NADP）
nicotine dependence
nicotinic acid
nicotinic receptor
nicotine stomatitis
nicotinic leukokeratosis

ニコチンセイハクショクカクカショウ

ニコチン代替療法 ニコチンダイタイリョウホウ
ニコチン様作用 ニコチンヨウサヨウ
二語文 ニゴブン
ニコラス・ファーブル病 ニコラスファーブルビョウ
ニコルスキー現象 ニコルスキーゲンショウ
二臍帯性 ニサイタイセイ
二酸化炭素 ニサンカタンソ
二酸化炭素蓄積 ニサンカタンソチクセキ
二酸化炭素ナルコーシス ニサンカタンソナルコーシス
二酸化チタン ➡ チタニア ニサンカチタン
二次安定 ニジアンテイ
二次移植 ニジイショク
二次移植片反応 ニジイショクヘンハンノウ
二次移植法 ニジイショクホウ
二次医療 ニジイリョウ
二次医療機関 ニジイリョウキカン
二次印象 ニジインショウ
二次齲蝕 ニジウショク
二次応答 ニジオウトウ
二次ガス効果 ニジガスコウカ
二次カリエス ➡ 二次齲蝕 ニジカリエス
二次感染 ニジカンセン
二次救命処置 ニジキュウメイショチ
Ⅱ軸
【RDC/TMD の】 ニジク（アールディーシーティーエムディーノ）
二軸回転方式 ニジクカイテンホウシキ
二次結合 ニジケツゴウ
二次元クロマトグラフィー ニジゲンクロマトグラフィー
二次元フーリエ変換 ニジゲンフーリエヘンカン
二次元ホログラム

ニジゲンホログラム

nicotine replacement therapy
nicotinic eﬀect
two-word sentences
Nicolas-Favre disease
Nikolsky phenomenon，
Nikolsky sign
diomphal
carbon dioxide
carbon dioxide retention
carbon dioxide narcosis
titanium dioxide
secondary stability
second graft
second set reaction
secondary graft
secondary medical care
secondary medical facility
secondary impression
secondary caries
secondary response
second gas eﬀect
secondary caries
secondary infection
advanced cardiac life support
（ACLS）
axis Ⅱ
rotational double axis method
secondary bond
two-dimensional chromatography
two-dimensional Fourier transform，two-dimensional Fourier
transformation（2DFT）
two-dimensional hologram
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ニ

ニジコウガイ

二次口蓋 ニジコウガイ
二次口蓋突起 ニジコウガイトッキ
二次口蓋裂 ニジコウガイレツ
二次骨移植 ニジコツイショク
二次固定 ニジコテイ
二次疾患 ニジシッカン
二次修正手術 ニジシュウセイシュジュツ
二次手術【インプラントの】 ニジシュジュツ（インプラントノ）
二次手術【GTR 法の】 ニジシュジュツ（ジーティーアールホウノ）
二次障害 ニジショウガイ
二次性咬合性外傷 ニジセイコウゴウセイガイショウ
二次性舌咽神経痛 ニジセイゼツインシンケイツウ
二次性徴 ニジセイチョウ
二次性徴年齢 ニジセイチョウネンレイ
二次性副甲状腺機能亢進症

secondary palate
secondary palatine process
cleft of secondary palate
secondary bone graft
secondary splinting
secondary disease
replastic operation
second-stage surgery，
stage-two surgery
secondary surgery
secondary disability
secondary occlusal trauma
minor glossopharyngeal neuralgia
secondary sex character，secondary
sex characteristic
secondary sexual age
secondary hyperparathyroidism

ニジセイフクコウジョウセンキノウコウシンショウ

二次石灰化 ニジセッカイカ
二次線維素溶解 ニジセンイソヨウカイ
二次的強化 ニジテキキョウカ
二次的固定 ニジテキコテイ
二次的般化 ニジテキハンカ
二次的利得【痛みの】 ニジテキリトク（イタミノ）
二次電子 ニジデンシ
二次乳頭 ニジニュウトウ
二次反応 ニジハンノウ
二次病巣 ニジビョウソウ
二次放射線 ニジホウシャセン
二次埋没 ニジマイボツ

ニ

21 トリソミー ➡ ダウン症候群
21 世紀出生児縦断調査

ニジュウイチトリソミー

ニジュウイッセイキシュッショウジジュウダンチョウサ

21 世紀成年者縦断調査
ニジュウイッセイキセイネンシャジュウダンチョウサ

二重オトガイ ニジュウオトガイ
二重下顎頭 ニジュウカガクトウ
二重仮封 ニジュウカフウ
二重結合 ニジュウケツゴウ
25- ヒドロキシビタミン D3

secondary calciﬁcation
secondary ﬁbrinolysis
secondary reinforcement
delayed ﬁxation
secondary generalization
secondary gain
secondary electron
secondary papilla
second order reaction
secondary focus，secondary lesion
secondary radiation
secondary investing，
secondary ﬂasking
trisomy 21，Down syndrome
longitudinal survey of newborns in
the 21st century
longitudinal survey of adults in the
21st century
double chin
biﬁd condyle
double seal，
temporary double sealing
double bond
25-hydroxyvitamin D3

ニジュウゴヒドロキシビタミンディースリー

二重鎖切断
二重撮影法
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ニジュウサセツダン
ニジュウサツエイホウ

double strand break
double exposure technique

ニチジョウシン

二重歯肉弁側方移動術 ニジュウシニクベンソクホウイドウジュツ
二重循環 ニジュウジュンカン
二重焦点 X 線管 ニジュウショウテンエックスセンカン
二重歯列 ニジュウシレツ
二重唇 ニジュウシン
二重神経支配 ニジュウシンケイシハイ
二重舌 ニジュウゼツ
二重造影 ニジュウゾウエイ
二重造影法 ニジュウゾウエイホウ
二重体 ニジュウタイ
二重痛覚 ニジュウツウカク
二重同時印象 ニジュウドウジインショウ
22q11 欠失症候群 ニジュウニキュウジュウイチケッシツショウコウグン
二重ブロック ニジュウブロック
二重埋没法 ニジュウマイボツホウ
二重盲検試験 ニジュウモウケンシケン
二重盲検法 ニジュウモウケンホウ
24,25- ジヒドロキシビタミン D3

double laterally positioned ﬂap
double circulation
double focus X-ray tube
duplication of dental arch
double lip
double innervation
double tongue
double contrast radiography
double contrast method
twin，duplicitas
double pain
double mix impression
22q11 deletion syndrome
dual block
double investing method，
double ﬂasking method
double blind test，double blind trial
double blind method
24,25-dihydroxyvitamin D3

ニジュウヨンニジュウゴジヒドロキシビタミンディースリー

二重らせん ニジュウラセン
二重輪郭像【顎関節】 ニジュウリンカクゾウ（ガクカンセツ）
二重露出 ニジュウロシュツ
二色かぶり ニショクカブリ
二色性歯垢染色剤 ニショクセイシコウセンショクザイ
二次予防 ニジヨボウ
二次予防事業対象者 ニジヨボウジギョウタイショウシャ
二水石膏 ニスイセッコウ
二生歯性 ニセイシセイ
2025 年問題 ニセンニジュウゴネンモンダイ
二相性効果 ニソウセイコウカ
二相性ブロック ニソウセイブロック
二層部 ニソウブ
二層弁閉鎖法 ニソウベンヘイサホウ
2 相モデル ニソウモデル
二態咬合 ニタイコウゴウ
二段階口蓋形成術 ニダンカイコウガイケイセイジュツ
二段階口蓋形成法 ニダンカイコウガイケイセイホウ
二段階修復法 ニダンカイシュウフクホウ
二段脈 ニダンミャク
2 値化 ニチカ
2 値画像 ニチガゾウ
2 値画像処理 ニチガゾウショリ
日常身辺介護 ニチジョウシンペンカイゴ

double helix
double contour
double exposure
dichroic fog
two-tone disclosing solution
secondary prevention
subjects with secondary prevention
for long-term care
gypsum dihydrate
diphyodont，diphyodonty
2025 problem
dual eﬀect
biphasic block，dual block
bilaminar zone，bilaminar region
two layer ﬂap closure
biphasic model
dual bite
two-stage palatoplasty
two-stage palatoplasty
two-stage repair method
bigeminal pulse，bigeminy
binarization
binary image
binary image processing
attendant care
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ニ

ニチジョウセイ

日常生活動作 ➡ ADL ニチジョウセイカツドウサ
日輪像 ニチリンゾウ
ニッケルクロム合金 ニッケルクロムゴウキン
ニッケルチタン形状記憶合金
ニッケルチタンケイジョウキオクゴウキン

ニッケルチタン合金 ニッケルチタンゴウキン
ニッケルチタン製ロータリーファイル

activity of daily living（ADL）
sunburst appearance
nickel-chromium alloy
nickel-titanium（Ni-Ti ）shape
memory alloy
nickel-titanium（Ni-Ti）alloy
nickel-titanium（Ni-Ti）rotary ﬁle

ニッケルチタンセイロータリーファイル

ニッケルチタンワイヤー ニッケルチタンワイヤー
ニッチ
【ピンレッジ】 ニッチ（ピンレッジ）
二点識別検査 ニテンシキベツケンサ
二点弁別閾 ニテンベンベツイキ
二糖 ニトウ
二頭体 ニトウタイ
二等分法 ニトウブンホウ
ニトラゼパム ニトラゼパム
ニトロ化合物中毒 ニトロカゴウブツチュウドク
二卜ログリセリン ニトログリセリン
ニトロプルシッドナトリウム ニトロプルシッドナトリウム
ニフェジピン ニフェジピン
ニフェジピン歯肉増殖症 ニフェジピンシニクゾウショクショウ

ニ

二腹筋窩 ニフクキンカ
二分口蓋垂 ニブンコウガイスイ
二分脊椎 ニブンセキツイ
二分頭蓋 ニブントウガイ
二壁性骨欠損 ニヘキセイコツケッソン
ニボー ニボー
日本工業規格 ニホンコウギョウキカク
日本脳炎ワクチン ニホンノウエンワクチン
日本版 GHQ 精神健康調査票
ニホンバンジーエイチキューセイシンケンコウチョウサヒョウ

日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査
ニホンバンミラーヨウジハッタツスクリーニングケンサ

日本薬局方 ニホンヤッキョクホウ
二面形成 ニメンケイセイ
入院患者 ニュウインカンジャ
入院歯科治療 ニュウインシカチリョウ
乳化 ニュウカ
乳化剤 ニュウカザイ
ニューキノロン系抗菌薬
乳臼歯 ニュウキュウシ
乳犬歯 ニュウケンシ
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ニューキノロンケイコウキンヤク

nickel-titanium（Ni-Ti）wire
niche
two-point discrimination test
two-point threshold
disaccharide
dicephalus
bisecting technique，
bisecting-angle technique
nitrazepam
nitrogen compound poisoning
nitroglycerin
sodium nitroprusside
nifedipine
nifedipine-induced gingival
hyperplasia
digastric fossa
biﬁd uvulae
spina biﬁda，spondyloschisis
cranioschisis
two wall infrabony defect
niveau
Japanese industrial standards（JIS）
Japanese encephalitis vaccine
Japanese version of the general
health questionnaire
Japanese version of miller assessment for preschoolers（JMAP）
Japanese Pharmacopoeia
tooth preparation in two planes
inpatient
inpatient dental care，dental treatment under hospitalization
emulsiﬁcation，emulsifying
emulsiﬁer，emulsifying agent
new quinolones
deciduous molar
deciduous canine

ニュウジヨウエ

乳剤 ニュウザイ
乳剤層 ニュウザイソウ
乳剤番号 ニュウザイバンゴウ
乳酸 ニュウサン
乳酸エタクリジン ➡ アクリノール
乳酸桿菌 ニュウサンカンキン
乳酸菌 ニュウサンキン
乳酸 - グリコール酸共重合体膜

ニュウサンエタクリジン

ニュウサングリコールサンキョウジュウゴウタイマク

乳酸血症 ニュウサンケッショウ
乳酸産生能 ニュウサンサンセイノウ
乳酸デヒドロゲナーゼ ニュウサンデヒドロゲナーゼ
乳酸発酵 ニュウサンハッコウ
乳酸リンゲル液 ニュウサンリンゲルエキ
乳歯 ニュウシ
乳児 ニュウジ
乳歯齲蝕 ニュウシウショク
乳児型嚥下 ニュウジガタエンゲ
乳児期 ニュウジキ
乳歯咬合 ニュウシコウゴウ
乳歯根の吸収 ニュウシコンノキュウシュウ
乳歯歯髄炎 ニュウシシズイエン
乳児死亡 ニュウジシボウ
乳歯早期喪失 ニュウシソウキソウシツ
乳児の黒色性神経外胚葉腫瘍

emulsion
emulsion layer
emulsion number
lactic acid
ethacridine，ethacridine lactate
lactobacillus
lactic acid bacteria
lactate-glycolate copolymer
membrane
lactacidemia
lactic acid producibility
lactate dehydrogenase（LDH），
lactic acid dehydrogenase
lactic acid fermentation
lactated Ringer solution
deciduous tooth，milk tooth
infant
caries in primary dentition
infantile swallowing
infancy，babyhood stage
deciduous occlusion，
primary occlusion
root resorption of deciduous tooth
pulpitis of deciduous tooth
infant death
premature loss of primary tooth，
premature loss of deciduous
tooth
melanotic neuro-ectodermal tumor

ニュウジノコクショクセイシンケイガイハイヨウシュヨウ

乳歯胚

ニュウシハイ

乳歯晩期残存

ニュウシバンキザンゾン

乳歯萌出期 ニュウシホウシュツキ
入射空気カーマ ニュウシャクウキカーマ
入射線量 ニュウシャセンリョウ
入射点 ニュウシャテン
入射皮膚照射線量 ニュウシャヒフショウシャセンリョウ
入射皮膚線量 ニュウシャヒフセンリョウ
入射表面空気カーマ ニュウシャヒョウメンクウキカーマ
入射表面線量 ニュウシャヒョウメンセンリョウ
乳児様嚥下 ➡ 乳児型嚥下 ニュウジヨウエンゲ

deciduous tooth germ，
milk tooth germ
persistence of deciduous tooth，
prolonged retention of primary
tooth
eruption stage of deciduous tooth
entrance air kerma
entrance dose
point of entry
entrance skin exposure
entrance skin dose
entrance surface air kerma（ESAK）
entrance surface dose（ESD）
infantile swallowing
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ニ

ニュウシヨウキ

乳歯用既製冠
乳歯列

ニュウシヨウキセイカン

ニュウシレツ

乳歯列期

ニュウシレツキ

乳歯列期咬合誘導

ニュウシレツキコウゴウユウドウ

乳歯列弓 ニュウシレツキュウ
乳切歯 ニュウセッシ
乳頭形成術 ➡ 歯間乳頭再建法 ニュウトウケイセイジュツ
乳頭腫 ニュウトウシュ
乳頭腫症 ➡ 乳頭状過形成 ニュウトウシュショウ
乳頭状過形成 ニュウトウジョウカケイセイ
乳頭状腺癌 ニュウトウジョウセンガン
乳頭状腺腫 ニュウトウジョウセンシュ
乳頭状唾液腺腫 ニュウトウジョウダエキセンシュ
乳頭状囊腫 ニュウトウジョウノウシュ
乳頭状囊腺腫 ニュウトウジョウノウセンシュ
乳頭状囊胞腺癌 ニュウトウジョウノウホウセンガン
乳頭状リンパ腫性囊胞腺腫
ニュウトウジョウリンパシュセイノウホウセンシュ

乳糖不耐症 ニュウトウフタイショウ
乳頭保存フラップ手術
➡ パピラプリザベーションフラップ手術
ニュウトウホゾンフラップシュジュツ

ニ

乳突切痕 ニュウトツセッコン
ニュートラルゾーン ニュートラルゾーン
ニュートラルゾーンテクニック ニュートラルゾーンテクニック
ニュートリノ ニュートリノ
乳白色斑 ニュウハクショクハン
乳鉢 ニュウバチ
乳び ニュウビ
乳棒 ニュウボウ
乳房 X 線画像 ニュウボウエックスセンガゾウ
乳房撮影 ニュウボウサツエイ
乳房撮影法 ニュウボウサツエイホウ
ニューマクロライド ニューマクロライド
入眠量 ニュウミンリョウ
ニューモシスチス肺炎 ニューモシスチスハイエン
乳幼児 ニュウヨウジ
乳幼児突然死症候群 ニュウヨウジトツゼンシショウコウグン
乳様突起
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ニュウヨウトッキ

preformed crown for the deciduous
tooth
deciduous dentition，primary
dentition
deciduous dentition period，
primary dentition period
occlusal guidance in deciduous
dentition
deciduous dental arch
deciduous incisor
papillary reconstruction
papilloma
papillomatosis
papillary hyperplasia
papillary adenocarcinoma
papillary adenoma
sialadenoma papilliferum
papillary cystoma
cystadenoma papilliferum，
papillary cystadenoma
papillary cystadenocarcinoma
papillary cystadenoma
lymphomatosum
lactose intolerance
papilla preservation ﬂap surgery，
papilla preservation ﬂap technique
mastoid notch
neutral zone
neutral zone technique
neutrino
opaline plaque
mortar
chyle
pestle
mammogram
mammography
mammography
new macrolides
sleeping dose
Pneumocystis pneumonia
infants and young children
sudden infant death syndrome
（SIDS）
mastoid process

ニンサンプホケ

乳様突起炎 ニュウヨウトッキエン
入浴補助具 ニュウヨクホジョグ
ニューラルネットワーク ニューラルネットワーク
ニューロキニン ニューロキニン
ニューロパチー ニューロパチー
ニューロフィジン ニューロフィジン
ニューロレプト鎮痛 ニューロレプトチンツウ
ニューロレプト麻酔 ニューロレプトマスイ
ニューロン ニューロン
ニュルンベルグ綱領 ニュルンベルグコウリョウ
尿 ニョウ
尿ケトン体 ニョウケトンタイ
尿検査 ニョウケンサ
尿混濁 ニョウコンダク
尿細管 ニョウサイカン
尿細管性アシドーシス ニョウサイカンセイアシドーシス
尿酸 ニョウサン
尿失禁 ニョウシッキン
尿潜血反応 ニョウセンケツハンノウ
尿素 ニョウソ
尿素回路 ニョウソカイロ
尿素窒素 ニョウソチッソ
尿タンパク ニョウタンパク
尿糖 ニョウトウ
尿毒症 ニョウドクショウ
尿毒症性口内炎 ニョウドクショウセイコウナイエン
尿比重 ニョウヒジュウ
尿閉 ニョウヘイ
尿崩症 ニョウホウショウ
尿膜腔接種 ニョウマククウセッシュ
尿量 ニョウリョウ
尿路結石 ニョウロケッセキ
二浴現像法 ニヨクゲンゾウホウ
二浴定着法 ニヨクテイチャクホウ
2,4- ジニトロフェノール ニヨンジニトロフェノール
二卵性双生児 ニランセイソウセイジ
二卵性双胎児 ➡ 二卵性双生児 ニランセイソウタイジ
二リン酸塩 ニリンサンエン
二裂舌 ニレツゼツ
二腕鉤 ニワンコウ
二腕二頭体 ニワンニトウタイ
人間工学 ニンゲンコウガク
妊産婦 ニンサンプ
妊産婦保健 ニンサンプホケン

mastoiditis
bathing aid
neural network
neurokinin
neuropathy
neurophysin
neuroleptanalgesia
neuroleptanesthesia，
neuroleptic anesthesia（NLA）
nerve cell，neuron
Nuremberg Code
urine
urine ketone body
urinalysis
cloudy urine
renal tubule
renal tubular acidosis
uric acid
urinary incontinence
urine occult blood test
urea
urea cycle
blood urea nitrogen（BUN）
urine protein
urine sugar，urine glucose
uremia
uremic stomatitis
urine speciﬁc gravity
urinary retention
diabetes insipidus
allantoic inoculation
urinary output，urinary volume
urinary stone
two-bath development
two-bath ﬁxing
2,4-dinitrophenol（DNP）
dizygotic twins
fraternal twins
diphosphate
biﬁd tongue
two-arm clasp
dicephalus bibrachius
ergonomics，human engineering
expectant and nursing mother
maternity health
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ニ

ニンシン

妊娠 ニンシン
妊娠性エプーリス ニンシンセイエプーリス
妊娠性色素沈着 ニンシンセイシキソチンチャク
妊娠性歯肉炎 ニンシンセイシニクエン
妊娠性肉芽腫 ニンシンセイニクゲシュ
妊娠中毒症 ニンシンチュウドクショウ
認知 ニンチ
認知閾値 ニンチイキチ
認知科学 ニンチカガク
認知機能 ニンチキノウ
認知行動療法 ニンチコウドウリョウホウ
認知障害 ニンチショウガイ
認知症高齢者 ニンチショウコウレイシャ

あ

あ

あ

認知症治療薬 ニンチショウチリョウヤク
人中 ニンチュウ
認知療法 ニンチリョウホウ
認知理論 ニンチリロン
認定再生医療等委員会 ニンテイイサイセイイリョウトウイインカイ
ニンヒドリン反応 ニンヒドリンハンノウ
妊婦健康診査 ニンプケンコウシンサ

あ

pregnancy
gravid epulis，pregnancy epulis
pigmentation of pregnancy
pregnancy-associated gingivitis
pregnancy granuloma
gestosis，pregnancy toxicosis
cognition
cognition threshold，
recognition threshold
cognitive science
cognitive function
cognitive behavioral therapy
dementia，cognitive deﬁcit
dementia elderly，elderly with
dementia，dementia elderly
person，elderly person with
dementia
antidementia medicine
philtrum
cognitive therapy
cognitive theory
Certiﬁed Committee for
Regenerative Medicine
ninhydrin reaction
health check-up for the pregnant
woman

ヌ

ヌ

ヌードマウス ヌードマウス
ヌーナン症候群 ヌーナンショウコウグン
ヌープ硬さ ヌープカタサ
ヌクレアーゼ ヌクレアーゼ
ヌクレオカプシド ヌクレオカプシド
ヌクレオシダーゼ ヌクレオシダーゼ
ヌクレオシド ヌクレオシド
ヌクレオソーム ヌクレオソーム
ヌクレオチダーゼ ヌクレオチダーゼ
ヌクレオチド ヌクレオチド
布鉗子 ヌノカンシ
ヌルポイント ヌルポイント
ぬれ ヌレ
ぬれ圧縮強さ ヌレアッシュクツヨサ
ぬれ効果 ヌレコウカ
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nude mouse
Noonan syndrome
Knoop hardness（Hk，KHN）
nuclease
nucleocapsid
nucleosidase
nucleoside
nucleosome
nucleotidase
nucleotide
sheet clamp
null point
wetting
wet compressive strength
wetting eﬀect

あ
ぬれ性 ヌレセイ
ぬれ強さ ヌレツヨサ

ネツショックタ

wettability
wet strength

ネ
ネイバースプローブ ネイバースプローブ
音色 ネイロ
Nd：YAG レーザー ネオジウムヤグレーザー
ネオジム磁石 ネオジムジシャク
ネオスチグミン ネオスチグミン
ネガ像 ネガゾウ
ネグレクト ネグレクト
ネクローシス ネクローシス
ネコ鳴き症候群 ネコナキショウコウグン
ネコひっかき病 ネコヒッカキビョウ
ネジ型開口器 ネジガタカイコウキ
ねじ込みピン ネジコミピン
ネジ止め固定 ネジドメコテイ
ねじり試験 ネジリシケン
ねじり強さ ネジリツヨサ
ネズミチフス菌 ネズミチフスキン
寝たきり老人 ネタキリロウジン
熱応力 ネツオウリョク
熱拡散 ネツカクサン
熱画像法 ネツガゾウホウ
熱可塑性印象材 ネツカソセイインショウザイ
熱可塑性材料 ネツカソセイザイリョウ
熱可塑性樹脂 ネツカソセイジュシ
熱感 ネツカン
熱間加工 ネッカンカコウ
熱緩和時間 ネツカンワジカン
熱凝固 ネツギョウコ
ネックストラップ ネックストラップ
ネックバンド ネックバンド
熱痙攣 ネツケイレン
熱現像方式 ネツゲンゾウホウシキ
熱硬化性樹脂 ネツコウカセイジュシ
熱交換器 ネツコウカンキ
熱産生 ネツサンセイ
熱射病 ネッシャビョウ
熱収縮 ネツシュウシュク
熱傷 ネッショウ
熱衝撃 ネツショウゲキ
熱ショックタンパク ネツショックタンパク

Nabers probe
timbre
neodymium YAG（Nd:YAG）laser
neodymium magnet
neostigmine
negative image
neglect
necrosis
5p-syndrome，crying cat syndrome
cat scratch disease
oral screw
threaded pin
screwed pin ﬁxation
torsion test
torsional strength
Salmonella typhimurium
bed-bound elderly，ridden elderly
thermal stress
heat diﬀusion
thermography
thermoplastic impression material
thermoplastic material
thermoplastic resin
heat sensation
hot working
thermal relaxation time
heat coagulation
neckstrap
neckband
heat cramp
heat development type
thermosetting resin
heat exchanger
heat production
heat stroke
thermal shrinkage
burn
thermal impact
heat shock protein（HSP）
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ネ

ネツショリ

熱処理 ネツショリ
熱性痙攣 ネッセイケイレン
熱性膿瘍 ネッセイノウヨウ
熱性疱疹 ネッセイホウシン
熱損傷 ネツソンショウ
熱単位 ネツタンイ
熱中性子 ネツチュウセイシ
熱的蓄積効果 ネツテキチクセキコウカ
熱電子 ネツデンシ
熱電対 ネツデンツイ
熱伝導 ネツデンドウ
熱伝導率 ネツデンドウリツ
ネットワーク ネットワーク
熱分解 ネツブンカイ
熱分析 ネツブンセキ
熱変性 ネツヘンセイ
熱放射 ネツホウシャ
熱膨張 ネツボウチョウ
熱膨張曲線 ネツボウチョウキョクセン
熱膨張係数 ネツボウチョウケイスウ
熱容量 ネツヨウリョウ
熱量測定 ネツリョウソクテイ
熱量測定法 ネツリョウソクテイホウ
熱ルミネセンス線量計 ネツルミネセンスセンリョウケイ
ネブライザー ネブライザー
ネフローゼ ネフローゼ
ネフローゼ症候群 ネフローゼショウコウグン
ネフロン ネフロン
NEMA ➡ 米国電子機器工業会 ネマ

ネ

粘液癌 ネンエキガン
粘液細胞 ネンエキサイボウ
粘液酸 ネンエキサン
粘液脂肪腫 ネンエキシボウシュ
粘液腫 ネンエキシュ
粘液水腫 ネンエキスイシュ
粘液性漿液性カタル ネンエキセイショウエキセイカタル
粘液性腺癌 ネンエキセイセンガン
粘液性唾液 ネンエキセイダエキ
粘液性囊胞腺腫 ネンエキセイノウホウセンシュ
粘液栓 ネンエキセン
粘液線維腫 ネンエキセンイシュ
粘液貯留囊胞 ネンエキチョリュウノウホウ
粘液軟骨肉腫 ネンエキナンコツニクシュ
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heat treatment
fever convulsion
hot abscess
herpes febrilis，ﬁbrile herpes
heat damage
heat unit
thermal neutron
heat accumulation eﬀect
thermoelectron
thermocouple
thermal conduction
thermal conductivity
network
pyrolysis，thermal decomposition
thermal analysis
heat denaturation
thermal radiation
thermal expansion
thermal expansion curve
coeﬃcient of thermal expansion
heat capacity
calorimetry
calorimetry
thermoluminescent dosimeter
（TLD）
nebulizer
nephrosis
nephrotic syndrome
nephron
National Electrical Manufacturers
Association
mucinous carcinoma
mucous cell
mucic acid
myxolipoma
myxoma
myxedema
mucoserous catarrh
mucinous adenocarcinoma
viscid saliva，thick saliva
mucinous cystadenoma
mucous plug
myxoﬁbroma
mucous retention cyst
myxochondrosarcoma

ネンマクカノウ

粘液肉芽腫 ネンエキニクゲシュ
粘液肉腫 ネンエキニクシュ
粘液囊胞 ネンエキノウホウ
粘液変性 ネンエキヘンセイ
粘液溶解薬 ネンエキヨウカイヤク
粘液瘤 ネンエキリュウ
粘滑剤 ネンカツザイ
年金 ネンキン
粘菌類 ネンキンルイ
ねん形性 ネンケイセイ
年限度【放射線の】 ネンゲンド（ホウシャセンノ）
捻挫 ネンザ
粘質物 ネンシツブツ
燃焼性 ネンショウセイ
燃焼帯 ネンショウタイ
粘性 ネンセイ
粘性係数 ネンセイケイスウ
粘性材料 ネンセイザイリョウ
粘性変態 ネンセイヘンタイ
年摂取限度 ネンセッシュゲンド
年線量当量限度 ネンセンリョウトウリョウゲンド
粘弾性 ネンダンセイ
粘着性非水溶性グルカン ネンチャクセイヒスイヨウセイグルカン
粘着性粉体 ネンチャクセイフンタイ
粘着末端 ネンチャクマッタン
粘着力 ネンチャクリョク
捻転 ネンテン
捻転
【顎関節円板】 ネンテン（ガクカンセツエンバン）
捻転骨折 ネンテンコッセツ
粘度計 ネンドケイ
粘表皮癌 ネンヒョウヒガン
粘表皮腫 ネンヒョウヒシュ
粘膜 ネンマク
粘膜移植 ネンマクイショク
粘膜下期【急性歯槽膿瘍の】

mucous granuloma
myxosarcoma
mucocele，mucous cyst
mucous degeneration
mucolytic agent
mucocele
demulcent
pension
slime mold
kneadability
annual limit
sprain
viscous substance
ﬂammability
combustion zone
viscosity
viscosity coeﬃcient
viscous material
viscous metamorphosis
annual limit on intake（ALI）
annual dose equivalent limit
viscoelasticity
adhesive water-insoluble glucan
sticky powder
cohesive end
adhesive force
rotation，torsion，volvulus，
torsiversion
rotational displacement
torsion fracture
viscometer
mucoepidermoid carcinoma
mucoepidermoid tumor
mucous membrane
mucosal grafting
submucosal stage

ネンマクカキ（キュウセイシソウノウヨウノ）

粘膜下口蓋裂 ネンマクカコウガイレツ
粘膜火傷 ネンマクカショウ
粘膜下線維症 ネンマクカセンイショウ
粘膜下前庭形成術 ネンマクカゼンテイケイセイジュツ
粘膜下組織 ネンマクカソシキ
粘膜下注射 ネンマクカチュウシャ
粘膜下注射法 ネンマクカチュウシャホウ
粘膜下膿瘍 ネンマクカノウヨウ

submucous cleft palate
burn of mucosa
submucous ﬁbrosis
submucous vestibuloplasty
submucosa
submucous injection
submucous injection
submucosal abscess
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ネ

ネンマクカンカ

粘膜感覚

あ

ネンマクカンカク

粘膜咬傷 ネンマクコウショウ
粘膜骨膜弁 ネンマクコツマクベン
粘膜固有層 ネンマクコユウソウ
粘膜組織封鎖 ネンマクソシキフウサ
粘膜調整 ネンマクチョウセイ
粘膜投与 ネンマクトウヨ
粘膜内インプラント ネンマクナイインプラント

あ

粘膜剝離子 ネンマクハクリシ
粘膜斑 ネンマクハン
粘膜皮膚眼症候群 ➡ スティーブンス・ジョンソン症
候群 ネンマクヒフガンショウコウグン
粘膜負担 ネンマクフタン
粘膜負担義歯 ネンマクフタンギシ
粘膜弁 ネンマクベン
粘膜弁切除術 ネンマクベンセツジョジュツ
粘膜弁法 ネンマクベンホウ
粘膜縫合 ネンマクホウゴウ
粘膜薬疹 ネンマクヤクシン
粘膜類天疱瘡 ネンマクルイテンポウソウ
年齢因子 ネンレイインシ
年齢階級 ネンレイカイキュウ
年齢構成 ネンレイコウセイ
年齢コホート ネンレイコホート
年齢推定 ネンレイスイテイ
年齢調整死亡率 ネンレイチョウセイシボウリツ
年齢分布 ネンレイブンプ

あ

あ

あ

sensibility of mucosa，
mucosal sensation
bite wound of mucosa
mucoperiosteal ﬂap
lamina propria
perimucosal seal
tissue conditioning
application to mucosa
mucosal implant，mucosal insert，
button implant
mucosal elevator
mucous plaque
muco-cutaneo-ocular syndrome
tissue borne
tissue-supported denture
mucosal ﬂap
operculectomy
mucosal ﬂap closure
mucosal suture
drug eruption on mucosa
mucous membrane pemphigoid
age factor
age class
age composition
age cohort
age estimation
age-adjusted death rate
age distribution

ノ

ノ

ノイズ ノイズ
ノイマン鞘 ノイマンショウ
ノイマン症候群 ノイマンショウコウグン
ノイマン・ピーター切開 ノイマンピーターセッカイ
ノイラミニダーゼ ノイラミニダーゼ
ノイラミン酸 ノイラミンサン
膿 ノウ
脳圧亢進 ノウアツコウシン
脳エコー検査 ノウエコーケンサ
脳エコー図 ノウエコーズ
膿痂疹 ノウカシン
脳下垂体機能低下症 ノウカスイタイキノウテイカショウ
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noise
Neumann sheath
Neumann syndrome
Neumann-Peter incision
neuraminidase
neuraminic acid
pus
brain hypertension
echo encephalography
echo encephalogram
impetigo
hypopituitarism

ノウチョウ

脳幹 ノウカン
膿球 ノウキュウ
脳虚血 ノウキョケツ
脳虚血発作 ノウキョケツホッサ
脳空洞 ノウクウドウ
脳空洞症 ノウクウドウショウ
脳血管疾患 ノウケッカンシッカン
脳血管障害 ➡ 脳血管疾患

ノウケッカンショウガイ

脳血管性認知症 ノウケッカンセイニンチショウ
脳血管造影法 ノウケッカンゾウエイホウ
脳血管発作 ノウケッカンホッサ
膿血症 ノウケッショウ
脳血栓 ノウケッセン
脳血栓症 ノウケッセンショウ
脳血流 ノウケツリュウ
膿原性肉芽腫 ノウゲンセイニクゲシュ
脳梗塞 ノウコウソク
濃厚流動食 ノウコウリュウドウショク
脳挫傷 ノウザショウ
脳酸素消費量 ノウサンソショウヒリョウ
脳死 ノウシ
囊子 ノウシ
脳室腹腔短絡 ノウシツフククウタンラク
囊腫 ノウシュ
脳出血 ノウシュッケツ
脳腫瘍 ノウシュヨウ
脳症 ノウショウ
脳神経 ノウシンケイ
脳震盪 ノウシントウ
脳髄膜瘤 ノウズイマクリュウ
脳性麻痺 ノウセイマヒ
脳脊髄液 ノウセキズイエキ
脳塞栓 ノウソクセン
脳塞栓症 ノウソクセンショウ
脳卒中 ➡ 脳血管疾患
脳損傷 ノウソンショウ
脳代謝率 ノウタイシャリツ
濃淡電池 ノウタンデンチ
濃稠 ノウチョウ

ノウソッチュウ

brain stem
pyocyte
cerebral ischemia
transient ischemic attack（TIA）
porencephalia
porencephalia
cerebrovascular disease
cerebrovascular accident（CVA），
cerebrovascular disorder，
cerebrovascular disease
vascular dementia
cerebral angiography
cerebrovascular accident
pyemia
cerebral thrombosis
cerebral thrombosis
cerebral blood ﬂow
pyogenic granuloma
cerebral infarction
thick liquid diet，concentrated ﬂuid
food，high density liquid diet
cerebral contusion
cerebral metabolic rate of oxygen
（CMR O2）
brain death
cyst
ventriculo-peritoneal（V-P）shunt
cystoma
cerebral hemorrhage，
brain cerebral infarction
brain tumor，brain neoplasm
encephalopathy
cranial nerves
cerebral concussion
encephalomeningocele
cerebral palsy，cerebral paralysis
spinal ﬂuid，cerebrospinal ﬂuid
cerebral embolism
cerebral embolism，
intracranial embolism
cerebral apoplexy，cerebral stroke
brain injury，cerebral injury
cerebral metabolic rate（CMR）
concentration cell
viscousness
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ノ

ノウチョウエキ

ノ

濃稠液 ノウチョウエキ
脳低酸素 ノウテイサンソ
濃度 ノウド
脳頭蓋 ノウトウガイ
能動学修 ノウドウガクシュウ
能動的開口 ノウドウテキカイコウ
能動的咬合誘導 ノウドウテキコウゴウユウドウ
脳動脈硬化症 ノウドウミャクコウカショウ
能動免疫 ノウドウメンエキ
能動免疫療法 ノウドウメンエキリョウホウ
能動輸送 ノウドウユソウ
濃度階調 ノウドカイチョウ
濃度階調変換 ノウドカイチョウヘンカン
濃度計 ノウドケイ
濃度効果 ノウドコウカ
濃度作用曲線 ノウドサヨウキョクセン
濃度測定 ノウドソクテイ
濃度測定法 ノウドソクテイホウ
濃度値 ノウドチ
濃度値補正 ノウドチホセイ
濃度反応曲線 ノウドハンノウキョクセン
濃度分解能 ノウドブンカイノウ
脳内接種 ノウナイセッシュ
脳波 ノウハ
脳梅毒 ノウバイドク
脳波計 ノウハケイ
脳波検査 ノウハケンサ
膿皮症 ノウヒショウ
脳貧血 ノウヒンケツ
脳浮腫 ノウフシュ
膿疱 ノウホウ
囊胞 ノウホウ
囊胞型エナメル上皮腫 ノウホウガタエナメルジョウヒシュ
囊胞状パターン ノウホウジョウパターン
囊胞状リンパ性過形成 ノウホウジョウリンパセイカケイセイ
膿疱性乾癬 ノウホウセイカンセン
囊胞性歯牙腫 ノウホウセイシガシュ
囊胞性線維症 ノウホウセイセンイショウ
囊胞性軟骨腫 ノウホウセイナンコツシュ
囊胞性辺縁 ノウホウセイヘンエン
囊胞性リンパ管腫 ノウホウセイリンパカンシュ
囊胞腺癌
囊胞腺腫
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ノウホウセンガン
ノウホウセンシュ

viscous solution
cerebral hypoxia
density
neurocranium
active learning
active mandibular opening
active denture guidance
cerebral arteriosclerosis
active immunity
active immunotherapy
active transport
gray scale，gray level
gray scale transformation
densitometer
concentration eﬀect
concentration action curve
densitometry
densitometry
gray level
gray level correction
concentration response curve
density resolution
intracerebral inoculation
electroencephalogram（EEG）
cerebral syphilis
electroencephalograph
electroencephalography
pyoderma
cerebral anemia
cerebral edema
pustule
cyst
cystic ameloblastoma
cystic pattern
cystic lymphoid hyperplasia
pustular psoriasis
cystic odontoma
cystic ﬁbrosis
chondroma cysticum
cystic margin
cystic lymphangioma，lymphangioma cysticum
cystadenocarcinoma
cystadenoma

囊胞摘出術

ノウホウテキシュツジュツ

囊胞類似疾患 ノウホウルイジシッカン
膿瘍 ノウヨウ
膿瘍形成 ノウヨウケイセイ
膿瘍性口唇炎 ノウヨウセイコウシンエン
膿瘍切開 ノウヨウセッカイ
能力障害 ノウリョクショウガイ
能力評価表 ノウリョクヒョウカヒョウ
ノーザンブロット法 ノーザンブロットホウ
ノースウェスタン法 ノースウェスタンホウ

あ

あ

あ

ノーマライゼーション ノーマライゼーション
ノカルジア症 ノカルジアショウ
ノギス ノギス
残りの組織・臓器 ノコリノソシキゾウキ
ノックアウトマウス ノックアウトマウス
ノバック・ノイマン切開法 ノバックノイマンセッカイホウ
伸び ノビ
ノミ ノミ
ノラの石灰化年齢 ノラノセッカイカネンレイ
ノルアドレナリン ノルアドレナリン
ノロウイルス ノロウイルス
ノンスクリーンフィルム ノンスクリーンフィルム
ノンセグメントタイプ ノンセグメントタイプ
ノンパラメトリック ノンパラメトリック
ノンパラレルピンテクニック ノンパラレルピンテクニック
ノンメタルクラスプデンチャー ノンメタルクラスプデンチャー
ノンレム睡眠 ノンレムスイミン

あ

あ

パーキンソンビ

extirpation of cyst，
enucleation of cyst
cyst-like lesion
abscess
abscess formation
cheilitis apostematosa
abscess incision，
incision of abscess
disability
capacity assessment diagram
Northern blotting
Northwestern cephalometric
analysis
normalization
nocardiosis
slide calipers
remainder tissue
knockout mouse
Novak-Neumann incision method
elongation
chisel
Nolla calciﬁcation age
noradrenaline
norovirus
non-screen ﬁlm
non-segment type
non-parametric
non-parallel pin technique
non-metal clasp denture
non-rapid eye movement sleep

ハ
歯 ハ
バー【義歯の】 バー（ギシノ）
バー【切削具の】 バー（セッサクグノ）
バーアタッチメント バーアタッチメント
バーガーファントム バーガーファントム
バー義歯 バーギシ
バーキットリンパ腫 バーキットリンパシュ
パーキンソン症候 パーキンソンショウコウ
パーキンソン症候群 パーキンソンショウコウグン
パーキンソン病 パーキンソンビョウ

tooth
bar
bur
bar attachment
Burger phantom
bar denture
Burkitt lymphoma
Parkinsonism
Parkinson's syndrome
Parkinson disease，Parkinson's
disease
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ハ

パーキンソンビ

ハ

パーキンソン病関連疾患

パーキンソンビョウカンレンシッカン

把握反射 ハアクハンシャ
バークラスプ バークラスプ
バークレー処方の FC 溶液

Parkinson's disease-related
disorders
grasp reﬂex
bar clasp
Buckley formula of formocresol

バークレーショホウノエフシーヨウエキ

バーコル硬さ バーコルカタサ
パーコレーション パーコレーション
ハーシェル効果【潜像の】 ハーシェルコウカ（センゾウノ）
バーシカン バーシカン
バージャー病 バージャービョウ
パーシャルボリューム効果 パーシャルボリュームコウカ
バージョイント【アタッチメント】

Barcol hardness
percolation
Herschel eﬀect
versican
Bürger disease
partial volume eﬀect
bar joint

バージョイント（アタッチメント）

バーセル指数 バーセルシスウ
パーセンタイル値 パーセンタイルチ
バーチャルエンドスコピー バーチャルエンドスコピー
バーチャル咬合器 バーチャルコウゴウキ
バーティカルタイプ バーティカルタイプ
バーティカルフック バーティカルフック
バーティカルヘリカルループ バーティカルヘリカルループ
バーティカルループ バーティカルループ
ハードコピー ハードコピー
パートタイマー パートタイマー
ハードディスク ハードディスク
バードビークプライヤー バードビークプライヤー
ハードレーザー ➡ 高出力レーザー ハードレーザー
バーニッシャー バーニッシャー
バーニッシュ【樹脂】 バーニッシュ（ジュシ）
バーニッシュ【艶出し】 バーニッシュ（ツヤダシ）
ハーニュー ハーニュー
バーニングマウス症候群 バーニングマウスショウコウグン
ハーバード会議 ハーバードカイギ
ハーフアンドハーフクラスプ ハーフアンドハーフクラスプ
ハーフクラウン ハーフクラウン
ハーブスト装置 ハーブストソウチ
ハーフフーリエ ハーフフーリエ
ハーフフーリエ法 ハーフフーリエホウ
パームアンドサムグラスプ パームアンドサムグラスプ
パームグラスプ パームグラスプ
パームグリップ パームグリップ
ハーモニックイメージング ハーモニックイメージング
バーユニット【アタッチメント】

Barthel index（BI）
percentile
virtual endoscopy
virtual articulator
vertical type
vertical hook
vertical helical loop
vertical loop
hard copy
part-time worker
hard disk（HD）
bird beak pliers
hard laser
burnisher
varnish
burnish
hν
burning mouth syndrome（BMS）
Harvard Conference
half and half clasp
half crown
Herbst appliance
half-Fourier imaging（HFI）
half-Fourier imaging（HFI）
palm and thumb grasp
palm grasp
palm grip
harmonic imaging
bar unit

バーユニット（アタッチメント）

ハーラー症候群
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ハーラーショウコウグン

Hurler syndrome

バイカジカン

パーライト パーライト
バーンアウト バーンアウト
肺 ハイ
胚 ハイ
バイアス現象 バイアスゲンショウ
背圧 ハイアツ
背圧多孔 ハイアツタコウ
バイアル瓶 バイアルビン
バイアングル【切削器具の形態】

ハ

pearlite
burnout
lung
embryo
bias phenomenon
back pressure
back pressure porosity
multiple-dose container
binangle

バイアングル（セッサクキグノケイタイ）

ハイアングルケース ハイアングルケース
配位結合 ハイイケツゴウ
肺うっ血 ハイウッケツ
排液管法 ハイエキカンホウ
排液法 ハイエキホウ
肺壊疽 ハイエソ
ハイエム液 ハイエムエキ
パイエル板 パイエルバン
肺炎 ハイエン
肺炎マイコプラズマ ハイエンマイコプラズマ
肺炎レンサ球菌 ハイエンレンサキュウキン
バイオアッセイ バイオアッセイ
バイオアベイラビリティ ➡ 生物学的利用能

high angle case
coordinate bond
pulmonary congestion
tubed drainage method
drainage
pulmonary gangrene
Hayem solution
Peyer patch
pneumonia
Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
bioassay，biological assay
bioavailability

バイオアベイラビリティ

バイオインテグレーション バイオインテグレーション
バイオエンジニアリング バイオエンジニアリング
バイオガラス ➡ 生体活性ガラス バイオガラス
バイオセラミックス バイオセラミックス
バイオテロリズム バイオテロリズム
バイオニクス バイオニクス
バイオネーター バイオネーター
バイオハザード バイオハザード
バイオフィードバック バイオフィードバック
バイオフィルム バイオフィルム
バイオプログレッシブテクニック

biointegration
bioengineering
bioglass
bioceramics
bioterrorism
bionics
bionator
biohazard
biofeedback
bioﬁlm
bioprogressive technique

バイオプログレッシブテクニック

バイオポリマー バイオポリマー
バイオマテリアル ➡ 生体材料 バイオマテリアル
バイオリズム バイオリズム
バイオロジカルシール バイオロジカルシール
徘徊 ハイカイ
背臥位 ハイガイ
肺拡散能 ハイカクサンノウ
肺拡張反射 ハイカクチョウハンシャ
倍加時間 バイカジカン

biopolymer
biomaterial
biorhythm
biological seal
poriomania，wandering behavior
supine position
pulmonary diﬀusing capacity
inﬂation reﬂex
doubling time
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バイカセンリョ

ハ

倍加線量 バイカセンリョウ
肺活量 ハイカツリョウ
肺活量計 ハイカツリョウケイ
肺活量測定 ハイカツリョウソクテイ
肺過膨張 ハイカボウチョウ
配管 ハイカン
肺癌 ハイガン
肺換気 ハイカンキ
肺気腫 ハイキシュ
廃棄物処理 ハイキブツショリ
廃棄物処理法

ハイキブツショリホウ

排気弁 ハイキベン
排気方式 ハイキホウシキ
肺胸郭系コンプライアンス
肺気流抵抗 ハイキリュウテイコウ
肺気量 ハイキリョウ

ハイキョウカクケイコンプライアンス

肺区域 ハイクイキ
配偶子 ハイグウシ
配偶子病 ハイグウシビョウ
背景因子 ハイケイインシ
胚形成 ハイケイセイ
肺結核 ハイケッカク
敗血症 ハイケツショウ
敗血症性ショック ハイケツショウセイショック
肺血流量 ハイケツリュウリョウ
配合禁忌 ハイゴウキンキ
肺高血圧 ハイコウケツアツ
肺高血圧症 ハイコウケツアツショウ
配合剤 ハイゴウザイ
背向的行動 ハイコウテキコウドウ
配合変化 ハイゴウヘンカ
背後散乱 ハイゴサンラン
ハイゴジェットシステム ハイゴジェットシステム
バイコルチカル バイコルチカル
肺コンプライアンス ハイコンプライアンス
バイザー骨切り術 バイザーコツキリジュツ
バイザー弁 バイザーベン
胚細胞 ハイサイボウ
倍散剤 バイサンザイ
胚死亡 ハイシボウ
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doubling dose
vital capacity
spirometer
spirometry
pulmonary overinﬂation
piping
lung cancer
pulmonary ventilation
pulmonary emphysema
waste treatment，
waste disposal treatment
Waste Management and Public
Cleansing Law
pop-oﬀ valve
exhaust system
lung thorax compliance
pulmonary ﬂow resistance
pulmonary volume，lung volume，
lung capacity
pulmonary segment
gamete
gametopathy
contextual factors
embryogenesis
pulmonary tuberculosis
sepsis，septicemia
septic shock
pulmonary blood ﬂow
incompatibility
pulmonary hypertension
pulmonary hypertension
combination drug
abient behavior
incompatibility，
change upon mixing
back scatter
Hygojet system
bicortical
lung compliance，
pulmonary compliance
visor osteotomy
visor ﬂap
germ cell
trituration
embryonal death

バイドクセイカ

肺シャント ハイシャント
排出 ハイシュツ
肺循環 ハイジュンカン
肺循環時間 ハイジュンカンジカン
賠償 バイショウ
配食サービス ハイショクサービス
排除限界 ハイジョゲンカイ
排除装置 ハイジョソウチ
排除方式 ハイジョホウシキ
肺水腫 ハイスイシュ
倍数露光法 バイスウロコウホウ
肺性心 ハイセイシン
排泄
【分泌の】 ハイセツ（ブンピノ）
排泄
【薬物】 ハイセツ（ヤクブツ）
肺線維症 ハイセンイショウ
肺臓炎 ハイゾウエン
肺塞栓症 ハイソクセンショウ
排唾管 ハイダカン
排唾器 ハイダキ
バイタリウム バイタリウム
バイタルサイン バイタルサイン
肺炭疽 ハイタンソ
配置 ハイチ
培地 ➡ 培養液 バイチ
π中間子 パイチュウカンシ
胚中心 ハイチュウシン
配糖体 ハイトウタイ
肺動脈圧 ハイドウミャクアツ
肺動脈狭窄 ハイドウミャクキョウサク
肺動脈楔入圧 ハイドウミャクケツニュウアツ
肺動脈閉鎖 ハイドウミャクヘイサ
肺動脈閉鎖症 ハイドウミャクヘイサショウ
肺動脈弁 ハイドウミャクベン
肺動脈弁狭窄症 ハイドウミャクベンキョウサクショウ
肺動脈弁閉鎖不全 ハイドウミャクベンヘイサフゼン
肺動脈弁閉鎖不全症

ハイドウミャクベンヘイサフゼンショウ

梅毒 バイドク
梅毒血清反応 ➡ ワッセルマン反応
梅毒疹 バイドクシン
梅毒性アンギーナ バイドクセイアンギーナ
梅毒性潰瘍 バイドクセイカイヨウ

バイドクケッセイハンノウ

pulmonary shunt
excretion
pulmonary circulation
pulmonary circulation time
recompensation
meals on wheel
exclusion limit
scavenging unit
scavenging system
pulmonary edema
multiplex exposure method
cor pulmonale
excretion
elimination
pulmonary ﬁbrosis
pneumonitis
pulmonary embolism
saliva ejector
saliva pump
vitallium
vital sign
pulmonary anthrax
conﬁguration
medium，culture medium
π meson，p ion
germinal center
glycoside
pulmonary arterial pressure（PAP）
pulmonary stenosis（PS）
pulmonary artery wedge pressure
（PAWP），pulmonary capillary
wedge pressure（PCWP）
pulmonary artery atresia
pulmonary artery atresia
pulmonary valve
pulmonary stenosis（PS）
pulmonary insuﬃciency，
pulmonary regurgitation
pulmonary insuﬃciency，
pulmonary regurgitation
lues，syphilis
serologic test for syphilis
syphilid
syphilitic angina
syphilelcosis，syphilitic ulcer
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ハ

バイドクセイガ

ハ

梅毒性顎関節炎 バイドクセイガクカンセツエン
梅毒性間質性舌炎 バイドクセイカンシツセイゼツエン
梅毒性関節炎 バイドクセイカンセツエン
梅毒性口唇炎 バイドクセイコウシンエン
梅毒性骨軟骨炎 バイドクセイコツナンコツエン
梅毒性ゴム腫 ➡ ゴム腫 バイドクセイゴムシュ
梅毒性歯牙形成不全 バイドクセイシガケイセイフゼン
梅毒性舌炎 バイドクセイゼツエン
梅毒性粘膜斑 バイドクセイネンマクハン
梅毒性リンパ節炎 バイドクセイリンパセツエン
梅毒トレポネーマ ➡ Treponema pallidum

syphilitic arthritis of TMJ
syphilitic interstitial glossitis
syphilitic arthritis
syphilitic cheilitis
syphilitic osteochondritis
syphilitic gumma
syphilitic hypoplasia of tooth
syphilitic glossitis
syphilitic mucous patch
syphilitic lymphadenitis
Treponema pallidum

バイドクトレポネーマ

バイトゲージ バイトゲージ
バイトスプリント ➡ オクルーザルアプライアンス

bite gauge
bite splint

バイトスプリント

バイトトレー バイトトレー
バイトフォーク バイトフォーク
バイトブロック バイトブロック
ハイドロキシアパタイト ハイドロキシアパタイト
ハイドロキシアパタイトコーティング

bite tray，bite frame
bite fork
bite block
hydroxyapatite
hydroxyapatite coating

ハイドロキシアパタイトコーティング

ハイドロキシラジカル ハイドロキシラジカル
ハイドロキノン ハイドロキノン
ハイドロキャスト ハイドロキャスト
ハイドロコロイド ハイドロコロイド
ハイドロコロイド印象 ハイドロコロイドインショウ
ハイドロコロイド印象材 ハイドロコロイドインショウザイ
ハイドロコロイドコンディショナー

hydroxyradical
hydroquinone
hydrocast
hydrocolloid
hydrocolloid impression
hydrocolloid impression material
hydrocolloid conditioner

ハイドロコロイドコンディショナー

バイトワックス バイトワックス
肺内圧 ハイナイアツ
肺内外圧差 ハイナイガイアツサ
排尿困難 ハイニョウコンナン
排尿障害 ハイニョウショウガイ
排尿反射 ハイニョウハンシャ
排膿 ハイノウ
排膿法 ハイノウホウ
バイノミナルパルス パイノミナルパルス
ハイパーサーミア ➡ 温熱療法 ハイパーサーミア
ハイパーダイバージェント ハイパーダイバージェント
バイパス形成【根管の】 バイパスケイセイ（コンカンノ）
胚発生 ハイハッセイ
肺表面活性物質 ハイヒョウメンカッセイブッシツ
バイファーケーショナルリッジ バイファーケーショナルリッジ
パイフェル現象 パイフェルゲンショウ
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bite-registration wax
intrapulmonary pressure
transpulmonary pressure
urinary diﬃculty
urinary disturbance
micturition reﬂex
drainage
drainage
binominal pulse
hyperthermia
hyperdivergent
bypassing
embryogenesis
surfactant，pulmonary surfactant
bifurcational ridge
Pfeiﬀer phenomenon

バイヨウシケン

背腹方向撮影 ハイフクホウコウサツエイ
背腹方向撮影法 ハイフクホウコウサツエイホウ
背部弾性線維腫 ハイブダンセイセンイシュ
背部痛 ハイブツウ
パイプライン パイプライン
ハイブリッド型コンポジットレジン
ハイブリッドガタコンポジットレジン

ハイブリッド材料 ハイブリッドザイリョウ
ハイブリドーマ ハイブリドーマ
ハイプルヘッドギア ハイプルヘッドギア
バイブレーター バイブレーター
排便 ハイベン
排便困難 ハイベンコンナン
ハイポ ハイポ
肺胞 ハイホウ
肺胞圧 ハイホウアツ
肺胞ガス交換 ハイホウガスコウカン
肺胞換気 ハイホウカンキ
肺胞気 ハイホウキ
肺胞腔 ハイホウクウ
肺胞式 ハイホウシキ
肺胞死腔 ハイホウシクウ
肺胞性低酸素 ハイホウセイテイサンソ
肺胞性低酸素症 ハイホウセイテイサンソショウ
肺胞タンパク症 ハイホウタンパクショウ
肺胞低換気 ハイホウテイカンキ
肺胞 - 動脈血較差 ハイホウドウミャクケツカクサ
肺胞 - 動脈血酸素分圧較差
ハイホウドウミャクケツサンソブンアツカクサ

肺胞内圧 ハイホウナイアツ
肺胞マクロファージ ハイホウマクロファージ
肺胞 - 毛細血管関門 ハイホウモウサイケッカンカンモン
ハイポ駆除液 ハイポクジョエキ
ハイポサイクロイダル軌道 ハイポサイクロイダルキドウ
ハイポダイバージェント ハイポダイバージェント
ハイムリック法 ハイムリックホウ
肺毛細管楔入圧 ハイモウサイカンケツニュウアツ
肺門反射 ハイモンハンシャ
胚葉 ハイヨウ
培養 バイヨウ
培養液 バイヨウエキ
培養器 バイヨウキ
培養試験 バイヨウシケン

dorso-ventral projection
dorso-ventral projection
elastoﬁbroma dorsi
backache，back pain
pipe line
hybrid type resin composite，
hybrid type composite resin
hybrid material
hybridoma
high-pull headgear
vibrator
evacuation，defecation
dyschezia
hypo
alveolus
alveolar pressure
alveolar gas exchange
alveolar ventilation
alveolar gas
alveolar space
alveolar equation
alveolar dead space
alveolar hypoxia
alveolar hypoxia
alveolar proteinosis，
pulmonary proteinosis
alveolar hypoventilation
alveolar-arterial diﬀerence
alveolar-arterial oxygen diﬀerence
（A-aDO2）
intra-alveolar pressure
alveolar macrophage
alveolocapillary barrier
hypo eliminator
hypocycloidal tube motion
hypodivergent
Heimlich maneuver
pulmonary capillary wedge
pressure（PCWP）
hilar reﬂex
germ layer
culture
medium
incubator
culture examination，culture test
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ハ

ハイヨウショウ

ハ

廃用症候群 ハイヨウショウコウグン
培養上清 バイヨウジョウセイ
廃用性萎縮 ハイヨウセイイシュク
培養同定法 バイヨウドウテイホウ
培養表皮 バイヨウヒョウヒ
排卵 ハイラン
ハイリスクアプローチ ハイリスクアプローチ
ハイリスクストラテジー ハイリスクストラテジー
倍率 バイリツ
BEIR ➡ 米国科学アカデミー電離放射線の生物影響
に関する委員会 バイル
パイル病 パイルビョウ
ハイレゾリューション CT ハイレゾリューションシーティー
パイロットドリル パイロットドリル
パイロットホール パイロットホール
ハインツ小体 ハインツショウタイ
ハインリッヒの法則 ハインリッヒノホウソク
ハウシップ窩 ハウシップカ
ハウジング【模型調整の】 ハウジング（モケイチョウセイノ）
バウムテスト バウムテスト
パウリの排他律 パウリノハイタリツ
パウンドライン バウンドライン
破壊 ハカイ
破壊靱性 ハカイジンセイ
鋼 ハガネ
歯幹細胞 ➡ 歯由来幹細胞 ハカンサイボウ
バカンピシリン塩酸塩 バカンピシリンエンサンエン
歯・顔面整形 ハガンメンセイケイ
歯・顔面変形 ハガンメンヘンケイ
バキューム バキューム
バキュームテクニック バキュームテクニック
白質
【脳の】 ハクシツ（ノウノ）
バクシネーターシステム バクシネーターシステム
バクシネーターメカニズム バクシネーターメカニズム
拍車状セメント質増殖 ハクシャジョウセメントシツゾウショク
白杖 ハクジョウ
白色 X 線 ハクショクエックスセン
白色海綿状母斑 ハクショクカイメンジョウボハン
白色血栓 ハクショクケッセン
白色水腫 ハクショクスイシュ
白色マラカイト緑試験 ハクショクマラカイトミドリシケン
白線 ➡ 歯槽硬線 ハクセン
白癬 ハクセン
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disuse syndrome
conditioned medium
disuse atrophy
culture identiﬁcation
cultured epidermis
ovulation
high-risk approach
high-risk strategy
magniﬁcation
National Academy of Sciences
Committee on the Biological
Eﬀects of Ionizing Radiation
Payr's disease
high resolution CT（HRCT）
pilot drill
pilot hole
Heinz body
Heinrich's law
Hawship lacunae
housing
tree test
Pauli exclusion principle
Pound's line
fracture
fracture toughness
steel
dental stem cell
bacampicillin，
bacampicillin hydrochloride
dentofacial orthopedics
dentofacial deformity
vacuum
evacuation technique
white matter
buccinator system
buccinator mechanism
spike-like cementum hyperplasia
white cane
white X-ray
white sponge nevus
white thrombus
leukoedema
leucomalachite green test
linea alba
trichophytia

バジオン

爆創 バクソウ
薄層クロマトグラフィー ハクソウクロマトグラフィー
白体 ハクタイ
白濁
【エナメル質の】 ハクダク（エナメルシツノ）
バクテリア バクテリア
バクテリオシン バクテリオシン
Bacteroides fragilis バクテロイデスフラギリス
拍動指数 ハクドウシスウ
拍動性疼痛 ➡ 拍動痛 ハクドウセイトウツウ
拍動痛 ハクドウツウ
白内障 ハクナイショウ
白熱電球 ハクネツデンキュウ
白斑 ハクハン
白板症 ハクバンショウ
白皮症 ハクヒショウ
剝膜
【フィルムの】 ハクマク（フィルムノ）
剝離 ハクリ
剝離細胞診 ハクリサイボウシン
剝離子 ハクリシ
剝離試験 ハクリシケン
剝離性限局性舌炎 ハクリセイゲンキョクセイゼツエン
剝離性口唇炎 ハクリセイコウシンエン
剝離性歯肉炎 ハクリセイシニクエン
剝離剪刀 ハクリセントウ
麦粒鉗子 バクリュウカンシ
波形 ハケイ
波形診断【脳波の】 ハケイシンダン（ノウハノ）
跛行 ハコウ
箱形
【窩洞の】 ハコガタ（カドウノ）
破骨鉗子 ハコツカンシ
破骨細胞 ハコツサイボウ
破骨細胞活性化因子 ハコツサイボウカッセイカインシ
破骨細胞腫 ➡ 骨巨細胞腫 ハコツサイボウシュ
箱庭療法 ハコニワリョウホウ
箱ひげ図 ハコヒゲズ
刃先角 ハサキカク
破擦音 ハサツオン
鋏状咬合 ハサミジョウコウゴウ
把持
【クラスプ】 ハジ（クラスプ）
パジェット骨病 ➡ 変形性骨炎 パジェットコツビョウ
バジオン【セファロ分析の】 バジオン（セファロブンセキノ）

ハ

explosion wound
thin layer chromatography
corpus albicans
white turbidness
bacterium
bacteriocin
pulsatility index
throbbing pain
throbbing pain
cataract
incandescent lamp
white spot，leukoderma，albinism
leukoplakia
leukoderma，albinism
frilling
ablation，abruption，avulsion
exfoliative cytology
raspatory，raspatorium，
gingival elevator
peel test
glossitis areata exfoliativa
cheilitis exfoliativa，
exfoliative cheilitis
desquamative gingivitis
preparation scissors
cotton swab forceps
waveform
waveform diagnosis
lameness
box form
bone cutting forceps
osteoclast
osteoclast activating factor（OAF）
osteoclastoma
sandplay technique，
sandplay therapy
box-and-whisker plots
tool angle
aﬀricate
scissors bite，psalidodont
bracing
Paget's disease of bone
Basion（Ba）
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バジオンナジオ

ハ

バジオン - ナジオン平面【セファロ分析の】

Basion-Nasion plane

バジオンナジオンヘイメン（セファロブンセキノ）

把持形態 ハジケイタイ
把持効力 ハジコウリョク
破歯細胞 ハシサイボウ
バシトラシン バシトラシン
把持法
【インスツルメントの】
橋本病 ハシモトビョウ

ハジホウ（インスツルメントノ）

播種性黄色腫 ハシュセイオウショクシュ
播種性血管内凝固 ハシュセイケッカンナイギョウコ
播種性血管内凝固症候群
ハシュセイケッカンナイギョウコショウコウグン

波状エナメル質 ハジョウエナメルシツ
波状縁 ハジョウエン
破傷風 ハショウフウ
破傷風菌 ハショウフウキン
破傷風トキソイド ハショウフウトキソイド
波状辺縁 ハジョウヘンエン
波状脈 ハジョウミャク
場所学習 バショガクシュウ
波数 ハスウ
パス解析 パスカイセキ
バスケットカテーテル バスケットカテーテル
バズ・セッション バズセッション
パスタ剤 パスタザイ
パスツール効果 パスツールコウカ
バス法
【ブラッシングの】 バスホウ（ブラッシングノ）
外れ値 ハズレチ
長谷川式簡易知能評価スケール

grasping form
grasping eﬀect
odontoclast
bacitracin
grasp of instrument
Hashimoto's disease，Hashimoto
disease
disseminated xanthoma
disseminated intravascular
coagulation（DIC）
disseminated intravascular
coagulation（DIC）
undulatory enamel
ruﬄed border
tetanus
Clostridium tetani
tetanus toxoid
wavy margin
undulating pulse
place learning
wave number
path analysis
basketcatheter
buzz session
paste，dermatological paste
Pasteur eﬀect
Bass method
outlier
Hasegawa dementia scale

ハセガワシキカンイチノウヒョウカスケール

破折
【歯の】 ハセツ（ハノ）
破折器具 ハセツキグ
破折歯 ハセツシ
破折片
【歯の】 ハセツヘン（ハノ）
バセドウ病 バセドウビョウ
バソトシン バソトシン
バソプレッシン バソプレッシン
パターナリズム パターナリズム
パターン認識 パターンニンシキ
パターン分離材 パターンブンリザイ
パターンレジン パターンレジン
破綻性出血 ハタンセイシュッケツ
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fracture of tooth
broken instrument，
separated instrument
fractured tooth
fracture piece fragment
Basedow's disease
vasotocin
vasopressin
paternalism
pattern recognition
separating material
pattern resin
haemorrhagia perrhexin

ハッカンゲンシ

8 インチ球面板 ハチインチキュウメンバン
ばち状指 バチジョウシ
パチニ小体 パチニショウタイ
8 の字結紮 ハチノジケッサツ
8 の字縫合 ハチノジホウゴウ
7/8 冠 ハチブンノシチカン
8020 運動 ハチマルニイマルウンドウ
波長 ハチョウ
発育 ハツイク
発育異常 ハツイクイジョウ
発育過剰 ハツイクカジョウ
発育過程 ハツイクカテイ
発育空隙 ハツイククウゲキ
発育区分 ハツイククブン
発育性囊胞 ハツイクセイノウホウ
発育停止 ハツイクテイシ
発育不全 ハツイクフゼン
発育誘導 ハツイクユウドウ
発育葉 ハツイクヨウ
発育抑制 ハツイクヨクセイ
発音 ハツオン
発音器官 ハツオンキカン
発音機能 ハツオンキノウ
発音空隙 ハツオンクウゲキ
発音試験 ハツオンシケン
発音障害 ハツオンショウガイ
発音利用法 ハツオンリヨウホウ
発芽 ハツガ
発芽管 ハツガカン
ハッカ水 ハッカスイ
ハッカ油 ハッカユ
バッカルクラウントルク バッカルクラウントルク
バッカル剤 バッカルザイ
バッカルシールド バッカルシールド
バッカル錠 バッカルジョウ
バッカルチューブ バッカルチューブ
バッカルバー バッカルバー
バッカルフック バッカルフック
発火レベル ハッカレベル
発汗 ハッカン
抜管
【麻酔】 バッカン（マスイ）
発汗減少性外胚葉異形成症

eight-inch spherical plate
clubbed ﬁnger，drum stick ﬁnger
Pacinian corpuscle
ﬁgure-of-eight ligature
ﬁgure-of-eight suture
partial veneer crown
eighty-twenty movement
wavelength
development
growth abnormality，dysgensis
excessive growth
developmental process
developmental space
developmental stage
developmental cyst
developmental arrest
disorder of growth and development，dysgenesis
developmental guidance
developmental lobe
arrest of development
pronunciation，phonation
speech organ
speech function
speaking space
pronunciation test
dyslalia，speech disorder
phonetic method of measuring
occlusal vertical dimension
germination
germ tube
mentha water
mentha oil
buccal crown torque
lozenge
buccal shield
buccal tablet，buccals
buccal tube
buccal bar
buccal hook
ﬁring level
perspiration，sweating
extubation
hypohidrotic ectodermal dysplasia

ハッカンゲンショウセイガイハイヨウイケイセイショウ
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ハ

ハツガンセイ

ハ

発癌性 ハツガンセイ
発癌物質 ハツガンブッシツ
抜管法 バッカンホウ
発汗療法 ハッカンリョウホウ
抜去 バッキョ
抜去器 バッキョキ
白金 ハッキン
白金加金 ハッキンカキン
バッキング【著明な咳運動】 バッキング（チョメイナセキウンドウ）
白筋線維 ハッキンセンイ
パック パック
バックアクションクラスプ バックアクションクラスプ
バックグラウンド バックグラウンド
バックグラウンド放射線 バックグラウンドホウシャセン
バックグラウンド・ミュージック バックグラウンドミュージック
PACS ➡ 医用画像管理システム パックス
バックパッキング バックパッキング
白血球 ハッケッキュウ
白血球減少 ハッケッキュウゲンショウ
白血球減少症 ハッケッキュウゲンショウショウ
白血球滲出 ハッケッキュウシンシュツ
白血球接着不全症候群 ハッケッキュウセッチャクフゼンショウコウグン
白血球増多 ハッケッキュウゾウタ
白血球増多症 ハッケッキュウゾウタショウ
白血球遊走期 ハッケッキュウユウソウキ
白血球遊走作用 ハッケッキュウユウソウサヨウ
白血病 ハッケツビョウ
白血病性口内炎 ハッケツビョウセイコウナイエン
白血病性細網内皮症 ハッケツビョウセイサイモウナイヒショウ
白血病性歯肉炎 ハッケツビョウセイシニクエン
白血病有意線量 ハッケツビョウユウイセンリョウ
白血病誘発 ハッケツビョウユウハツ
白血病裂孔 ハッケツビョウレッコウ
発現 ハツゲン
発光 ハッコウ
発酵 ハッコウ
発光色 ハッコウショク
発光スペクトル ハッコウスペクトル
発光ダイオード ハッコウダイオード
発光分光分析 ハッコウブンコウブンセキ
発語機能検査 ハツゴキノウケンサ
発語障害 ハツゴショウガイ
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carcinogenicity
carcinogen
extubation，decannulation
diaphoresis
extraction
extractor
platinum
platinum-added gold alloy
bucking
white muscle ﬁber
pack
backaction clasp
background
background radiation
background music（BGM）
picture archiving and communication system for medical applications
back packing
leukocyte，white blood cell
leukopenia
leukopenia
leukodiapedesis
leukocyte adhesion deﬁciency
syndrome
leukocytosis，hyperleukocytosis
leukocytosis，hyperleukocytosis
leukotactic phase
leukotactic action
leukemia
leukemic stomatitis
leukemic reticuloendotheliosis
leukemic gingivitis
leukemia signiﬁcant dose
leukemogenesis
leukemic hiatus
manifestation
luminescence
fermentation
perceived color，luminous color
emission spectrum
light-emitting diode（LED）
emission spectrochemical analysis
speech function test
dysphasia

ハッタツ

発語速度 ハツゴソクド
発語明瞭度 ハツゴメイリョウド
パッサバント隆起 パッサバントリュウキ
ハッサル小体 ハッサルショウタイ
発散 ハッサン
抜糸 バッシ
抜歯 バッシ
抜歯窩 バッシカ
抜歯窩再搔爬手術 バッシカサイソウハシュジュツ
抜歯鉗子 バッシカンシ
抜歯基準 バッシキジュン
抜歯空隙 バッシクウゲキ
抜歯後感染 バッシゴカンセン
抜歯後菌血症 バッシゴキンケッショウ
抜歯後出血 バッシゴシュッケツ
抜歯後即時インプラント バッシゴソクジインプラント
抜歯後疼痛 バッシゴトウツウ
抜歯術 バッシジュツ
抜歯創 バッシソウ
抜歯創の治癒 バッシソウノチユ
抜歯即時インプラント ➡ 抜歯後即時インプラント

speaking rate
speech intelligibility
Passavant's ridge
Hassall corpuscle
divergence
suture removal
exodontia，odontectomy，tooth
extraction
socket
recurettage of socket
dental extracting forceps
criteria for tooth extraction
extraction space
postexodontic infection
postextraction bacteremia
postextraction bleeding
immediate implant placement
pain after exodontia
exodontia，odontectomy，
tooth extraction
tooth extraction wound
healing of extracted tooth socket
immediate implant placement

バッシソクジインプラント

抜歯治療 バッシチリョウ
パッシブトルク パッシブトルク
パッシブフィット パッシブフィット
発色現像 ハッショクゲンゾウ
発色剤 ハッショクザイ
発色反応 ハッショクハンノウ
抜歯論争 バッシロンソウ
抜髄 バツズイ
抜髄針 ➡ クレンザー【抜髄用器具の】 バツズイシン
抜髄即時根管充塡法 バツズイソクジコンカンジュウテンホウ
抜髄法 バツズイホウ
発声 ハッセイ
発生異常 ハッセイイジョウ
発生開始期【歯胚の】 ハッセイカイシキ（シハイノ）
発声持続時間 ハッセイジゾクジカン
発生障害 ハッセイショウガイ
発生装置【放射線の】 ハッセイソウチ（ホウシャセンノ）
発生病理 ハッセイビョウリ
発声不全 ハッセイフゼン
発生率 ハッセイリツ
発達 ハッタツ

extraction therapy
passive torque
passive ﬁt
color development
color former
coloring reaction
extraction vs. non-extraction debate
pulpectomy，pulp extirpation
barbed broach
immediate ﬁlling after pulpectomy
pulpectomy
phonation
developmental anomaly
initiation stage
phonation time
developmental disturbances
generator
embryological pathology
hypophonia
incidence rate
development
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ハ

ハッタツカダイ

ハ

発達課題
発達検査
発達指数

ハッタツカダイ
ハッタツケンサ
ハッタツシスウ

発達障害 ハッタツショウガイ
発達段階 ハッタツダンカイ
発達年齢 ハッタツネンレイ
ハッチェット ハッチェット
パッチクランプ法 パッチクランプホウ
パッチテスト パッチテスト
ハッチンソン・ギルフォード症候群

developmental task
developmental test
developmental index，
developmental quotient
developmental disorder
developmental stage
developmental age（DA）
hatchet
patch clamp technique
patch test
Hutchinson-Gilford syndrome

ハッチンソンギルフォードショウコウグン

ハッチンソン歯

ハッチンソンシ

ハッチンソンの三徴候 ハッチンソンノサンチョウコウ
発痛帯 ハッツウタイ
発痛点 ハッツウテン
発痛物質 ハッツウブッシツ
バッド・キアリ症候群 バッドキアリショウコウグン
バット現像 バットゲンゾウ
バットジョイント バットジョイント
バットル徴候 バットルチョウコウ
発熱 ハツネツ
発熱原 ハツネツゲン
発熱物質 ハツネツブッシツ
発病率 ハツビョウリツ
パップ剤 パップザイ
初焼き ハツヤキ
発話 ハツワ
発話機能障害 ハツワキノウショウガイ
発話行為 ハツワコウイ
発話障害 ハツワショウガイ
発話明瞭度検査 ハツワメイリョウドケンサ
馬蹄形バー バテイケイバー
パテタイプ パテタイプ
波動 ハドウ
パトー症候群 パトーショウコウグン
歯と口の健康週間 ハトクチノケンコウシュウカン
歯と口唇の関係 ハトコウシンノカンケイ
パトリックス【アタッチメント】 パトリックス（アタッチメント）
パトリック発痛帯 パトリックハッツウタイ
鼻 ハナ
鼻アレルギー ハナアレルギー
鼻カニューレ ハナカニューレ
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Hutchinson incisors，
Hutchinson's tooth
Hutchinson triad
trigger zone
trigger point
pain producing substance（PPS）
Budd-Chiari syndrome
vat development
butt joint
Battle sign
fever
pyrogen
pyrogen，pyrogenic substance
attack rate
poultice
ﬁrst bake
speech
impairment of speech
speech act
speech impediment，lalopathy，
impairment of speech
speech intelligibility test
horseshoe bar
patty type
ﬂuctuation，ﬂuctuant
Patau's syndrome
dental hygiene week
tooth-to-lip relationship
patrix
Patrick trigger areas
nose
nasal allergy
nasal cannula

パピラプリザベ

鼻吸入器 ハナキュウニュウキ
鼻マスク ハナマスク
花むしろ様構造 ハナムシロヨウコウゾウ
パニック パニック
パニペネム・ベタミプロン パニペネムベタミプロン
バネ定数 バネテイスウ
歯の異形成症 ハノイケイセイショウ
歯の大きさ ハノオオキサ
ハノーの咬合 5 辺形 ハノーノコウゴウゴヘンケイ
歯の嵌入 ハノカンニュウ
歯の記号 ハノキゴウ
歯の形成異常 ハノケイセイイジョウ
歯の交換期 ハノコウカンキ
歯の寿命 ハノジュミョウ
歯の致命率 ハノチメイリツ
歯の難生 ハノナンセイ
歯の排列 ハノハイレツ
歯の発育段階 ハノハツイクダンカイ
歯の埋伏症 ハノマイフクショウ
歯の迷入 ハノメイニュウ
パノラマ X 線撮影 パノラマエックスセンサツエイ
パノラマ X 線撮影装置 パノラマエックスセンサツエイソウチ

パノラマ X 線撮影法 パノラマエックスセンサツエイホウ
パノラマ X 線写真 パノラマエックスセンシャシン
パノラマ X 線断層撮影 パノラマエックスセンダンソウサツエイ
パノラマ X 線断層撮影法 パノラマエックスセンダンソウサツエイホウ
パノラマ X 線フィルム パノラマエックスセンフィルム
パノラマ顎関節撮影法 パノラマガクカンセツサツエイホウ
パノラマ無名線 パノラマムメイセン
パノラマ用 X 線フィルム パノラマヨウエックスセンフィルム
ハバース管 ハバースカン
ハバース層板 ハバースソウバン
羽ばたき振戦 ハバタキシンセン
パパニコロウ染色 パパニコロウセンショク
パピヨン・ルフェーヴル症候群

nasal inhaler
nasal mask
storiform pattern
panic
panipenem，panipenem betamipron
spring constant
odontodysplasia
tooth size
Hanau's Quint
intrusive displacement of tooth，
intrusive luxation of tooth
tooth notation
dysplasia of tooth
tooth replacement period
tooth life span
tooth fatality rate
diﬃcult dentition
tooth arrangement，tooth alignment
developmental stage of the teeth
impaction of tooth
tooth displacement
panoramic radiography
panoramic X-ray equipment，
panoramic X-ray machine，
panoramic X-ray unit，
panoramic unit
panoramic radiography
panoramic radiograph
panoramic tomography
panoramic tomography
panoramic X-ray ﬁlm
TMJ radiography using panoramic
equipment
panoramic innominate line
panoramic ﬁlm，
panoramic X-ray ﬁlm
Haversian canal
Haversian lamella
asterixis，ﬂapping tremor
Papanicolaou stain
Papillon-Lefèvre syndrome

パピヨンルフェーヴルショウコウグン

パピラプリザベーションフラップ手術
パピラプリザベーションフラップシュジュツ

papilla preservation ﬂap surgery，
papilla preservation ﬂap
technique
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ハ

バビンスキーハ

ハ

バビンスキー反射 バビンスキーハンシャ
バフ バフ
バフィーコート バフィーコート
パフォーマンス【心理】 パフォーマンス（シンリ）
バフ研磨 バフケンマ
ハプテン ハプテン
ハプテン基 ハプテンキ
ハプテン・キャリア複合体 ハプテンキャリアフクゴウタイ
ハプトグロビン ハプトグロビン
バフホイール バフホイール
歯ブラシ ハブラシ
歯ブラシ摩耗 ハブラシマモウ
破片 ハヘン
ハマダラカ ハマダラカ
歯磨き ハミガキ
歯磨き指導 ➡ ブラッシング指導 ハミガキシドウ
刃溝 ハミゾ
パミドロネート パミドロネート
ハミュラーノッチ ハミューラノッチ
歯由来幹細胞 ハユライカンサイボウ
ハラーマン・ストライフ症候群

Babinski's reﬂex
buﬀ
buﬀy coat
performance
buﬀ polishing
hapten
haptenic group
hapten-carrier complex
haptoglobin
buﬃng wheel
tooth brush
tooth brush wear
debris
anopheles
tooth brushing
tooth brushing instruction（TBI）
base of tooth
pamidronate
hamular notch
dental stem cell
Hallermann-Streiﬀ syndrome

ハラーマンストライフショウコウグン

バラ色粃糠疹 バライロヒコウシン
パラガングリオーマ パラガングリオーマ
パラクライン パラクライン
パラクリン ➡ パラクライン パラクリン
パラクロロフェノールカンフル パラクロロフェノールカンフル
パラ血友病 パラケツユウビョウ
パラコーン パラコーン
パラコニッド パラコニッド
パラコヌーレ パラコヌーレ
パラジウム銀合金 パラジウムギンゴウキン
パラジウム合金 パラジウムゴウキン
バラシクロビル塩酸塩 バラシクロビルエンサンエン
バラ疹 バラシン
パラタルアーチ パラタルアーチ
パラタルクリブ パラタルクリブ
パラタルストラップ パラタルストラップ
パラタルバー パラタルバー
パラタルプレート パラタルプレート
パラタルランプ ➡ オクルーザルランプ
パラチノース パラチノース
パラチフス菌 パラチフスキン
パラトグラフィー パラトグラフィー
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パラタルランプ

pityriasis rosea
paraganglioma
paracrine
paracrine
camphorated parachlorophenol
parahemophilia
paracone
paraconid
paraconule
palladium-silver alloy
palladium alloy
valaciclovir，
valaciclovir hydrochloride
rose spot，roseola
palatal arch
palatal crib
palatal strap
palatal bar
palatal plate
palatal ramp
palatinose
Salmonella paratyphi
palatography

パルス

パラトグラム パラトグラム
パラトルエンスルフィン酸 パラトルエンスルフィンサン
パラトルモン パラトルモン
パラニューロン パラニューロン
パラファンクション パラファンクション
パラフィン パラフィン
パラフィンワックス パラフィンワックス
パラプロテイン血症 パラプロテインケッショウ
パラホルムアルデヒド パラホルムアルデヒド
パラホルムセメント パラホルムセメント
パラメーター パラメーター
パラメタゾン パラメタゾン
パラメトリック【統計】 パラメトリック（トウケイ）
パラレルイメージング パラレルイメージング
パラレルピンテクニック パラレルピンテクニック
パラレルピンレストレーション パラレルピンレストレーション
パラレロメーター パラレロメーター
バランシングランプ【義歯】 バランシングランプ（ギシ）
バランストオクルージョン バランストオクルージョン
バランストシーケンス バランストシーケンス
バランストフォース法 バランストフォースホウ
バランス麻酔法 バランスマスイホウ
鍼 ハリ
バリアフリー バリアフリー
バリアフリー設計 バリアフリーセッケイ
バリアメンブレン バリアメンブレン
バリウム嚥下 バリウムエンゲ
バリウムガラス バリウムガラス
バリオン バリオン
パリ協定 パリキョウテイ
針刺し事故 ハリサシジコ
針生検 ハリセイケン
針生検法 ➡ 針生検 ハリセイケンホウ
鍼麻酔 ハリマスイ
バリヤーテクニック バリヤーテクニック
鍼療法 ハリリョウホウ
バリン バリン
バルーン拡張法 バルーンカクチョウホウ
バルカン金属線結紮 バルカンキンゾクセンケッサツ
バルカン金属線結紮法 バルカンキンゾクセンケッサツホウ
バルクウィル角 バルクウィルカク
バルクキュアコンポジットレジン

ハ

palatogram
paratoluensulﬁnic acid
parathormone
paraneuron
parafunction
paraﬃn
paraﬃn wax
paraproteinemia
paraformaldehyde
paraform cement
parameter
paramethasone，
paramethasone acetate
parametric
parallel imaging
parallel pin technique
parallel pin restoration
parallelometer
balancing ramp
balanced occlusion
balanced sequence
balanced force technique
balanced anesthesia
acupuncture
barrier free
barrier free design
barrier membrane
barium swallow
barium glass
baryon
Paris Agreement
needle stick injury
needle biopsy
needle biopsy
acupuncture anesthesia
barrier technique
acupuncture therapy
valine
balloon bousie
Barkann's metal wire ligature
Barkann's metal wire ligature
Balkwill angle
bulk-cure composite resin

バルクキュアコンポジットレジン

パルス

パルス

pulse
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パルスオキシメ

ハ

パルスオキシメーター パルスオキシメーター
パルスオキシメトリー パルスオキシメトリー
パルス間隔 パルスカンカク
パルス繰り返し周期 パルスクリカエシシュウキ
パルス繰り返し周波数 パルスクリカエシシュウハスウ
パルス系列 パルスケイレツ
パルス構造 パルスコウゾウ
パルスシーケンス パルスシーケンス
パルスドプラ超音波法 パルスドプラチョウオンパホウ
パルスドプラ法 パルスドプラホウ
パルス波【レーザーの】 パルスハ（レーザーノ）
パルス幅 パルスハバ
パルス法【超音波】 パルスホウ（チョウオンパ）
パルスレーザー パルスレーザー
パルチェⅠ法 ➡ 開窓術【囊腫，囊胞】 パルチェイッポウ
パルチェ手術 パルチェシュジュツ
パルチェⅡ法 パルチェニホウ
バルトリン管 バルトリンカン
バルトリン腺 バルトリンセン
バルビタール塩酸 バルビタールエンサン
バルビツール酸 バルビツールサン
バルビツレイト バルビツレイト
バルブ型鼻咽腔補綴装置 バルブガタビインクウホテツソウチ
バルプロ酸 バルプロサン
パルミチン酸 パルミチンサン
ハレーション ハレーション
パレード配列 パレードハイレツ
破裂音 ハレツオン
バレル研磨 バレルケンマ
ハロー ハロー
パローの溝 パローノミゾ
ハロゲン化銀 ハロゲンカギン
ハロゲン照射器 ハロゲンショウシャキ
ハロゲンランプ ハロゲンランプ
ハロタン ハロタン
パロチン パロチン
ハロペリドール ハロペリドール
パワーアーム パワーアーム
パワースペクトル パワースペクトル
パワードプラ法 パワードプラホウ
パワー表示 パワーヒョウジ
パワーピン パワーピン
パワー密度 パワーミツド
パワーメーター パワーメーター
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pulse oximeter
pulse oximetry
pulse interval
pulse repetition period
pulse repetition frequency（PRF）
pulse sequence
pulse structure
pulse sequence
pulsed Doppler echonography
pulsed Doppler method
pulsed wave
pulse duration，pulse width
pulse method
pulsed laser
Partsch Ⅰ method
Partsch operation
Partsch Ⅱ method
Bartholin duct
Bartholin gland
barbital hydrochloric acid
barbituric acid
barbiturate
speech bulb
valproate，sodium valproate
palmitic acid
halation
parade arrangement
plosive
barrel polishing
halo
Parrot rhagades
silver halide
halogen irradiator，halogen
light-curing unit
halogen lamp
halothane
parotin
haloperidol
power arm
power spectrum
power Doppler imaging
power display
power pin
power density
power meter

ハンコテイセイ

パワーモード パワーモード
斑
【皮膚，粘膜の】 ハン（ヒフネンマクノ）
半陰陽 ハンインヨウ
半影
【X 線写真】 ハンエイ（エックスセンシャシン）
半円管 ハンエンカン
半円線 ハンエンセン
汎化 ハンカ
反回神経麻痺 ➡ 声帯麻痺 ハンカイシンケイマヒ
半開放式 ハンカイホウシキ
半開放法 ハンカイホウホウ
反回抑制 ハンカイヨクセイ
半顎症 ハンガクショウ
半価層 ハンカソウ
半関節形成 ハンカンセツケイセイ
半関節形成術 ハンカンセツケイセイジュツ
晩期 バンキ
晩期影響【放射線の】 バンキエイキョウ（ホウシャセンノ）
晩期残存【乳歯の】 バンキザンゾン（ニュウシノ）
晩期障害 バンキショウガイ
晩期梅毒 バンキバイドク
晩期反応組織 バンキハンノウソシキ
晩期萌出 バンキホウシュツ
反響言語 ハンキョウゲンゴ
反響動作 ハンキョウドウサ
反響表情 ハンキョウヒョウジョウ
パンクレアチン パンクレアチン
パンクレオチミン パンクレオチミン
パンクロニウム臭化物 パンクロニウムシュウカブツ
板形インプラント バンケイインプラント
半月神経節ブロック ハンゲツシンケイセツブロック
半月裂孔 ハンゲツレッコウ
半減期 ハンゲンキ
板鉤 バンコウ
反抗期 ハンコウキ
バンコク憲章【ヘルスプロモーションの】
バンコクケンショウ（ヘルスプロモーションノ）

半固定式矯正装置 ハンコテイシキキョウセイソウチ
半固定式装置 ハンコテイシキソウチ
半固定式保隙装置 ハンコテイシキホゲキソウチ
半固定性ブリッジ ハンコテイセイブリッジ
半固定性補綴装置 ハンコテイセイホテツソウチ

power mode
patch，macula
hermaphroditism，intersex
penumbra
half round tube
half round wire
generalization
recurrent nerve paralysis，recurrent
laryngeal nerve paralysis
semiopen system
semiopen method
recurrent inhibition
hemignathia
half-value layer（HVL）
hemiarthroplasty
hemiarthroplasty
tardus
late eﬀect
prolonged retention of primary
tooth，prolonged retention of
deciduous tooth
late complication
late syphilis
late responding tissue
delayed eruption of tooth
echolalia
ecopraxia
echomimia
pancreatin
pancreozymin
pancuronium bromide
plate-type implant
semilunar ganglion block
semilunar hiatus
half-life
band clasp，band clamp
negative period，negativistic age，
rebellious age
Bangkok Charter for Health
Promotion
semi-ﬁxed orthodontic appliance
semi-ﬁxed appliance
semi-ﬁxed space maintainer
semi-ﬁxed bridge
semi-ﬁxed prosthesis
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ハ

ハンコテイセイ

ハ

半固定性連結

ハンコテイセイレンケツ

バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシンエンサンエン

バンコマイシン耐性腸球菌
バンコマイシンタイセイチョウキュウキン

瘢痕 ハンコン
瘢痕拘縮 ハンコンコウシュク
半昏睡 ハンコンスイ
瘢痕性拘縮形成手術 ハンコンセイコウシュクケイセイシュジュツ
瘢痕性類天疱瘡 ハンコンセイルイテンポウソウ
瘢痕切除術 ハンコンセツジョジュツ
瘢痕組織 ハンコンソシキ
瘢痕帯 ハンコンタイ
犯罪学 ハンザイガク
半自浄型ポンティック ハンジジョウガタポンティック
反磁性 ハンジセイ
反射
【生理・心】 ハンシャ（セイリココロ）
反射
【光・音】 ハンシャ（ヒカリオト）
反射異常 ハンシャイジョウ
反射運動 ハンシャウンドウ
反社会的行動 ハンシャカイテキコウドウ
反社会的人格 ハンシャカイテキジンカク
反射角 ハンシャカク
反射弓 ハンシャキュウ
反射鏡 ハンシャキョウ
反射光学系 ハンシャコウガクケイ
反射亢進 ハンシャコウシン
反射時間 ハンシャジカン
反射照明【顕微鏡の】 ハンシャショウメイ（ケンビキョウノ）
反射性筋緊張 ハンシャセイキンキンチョウ
反射性交感神経性ジストロフィー

nonrigid connection，
semi-ﬁxed connection
vancomycin，
vancomycin hydrochloride
vancomycin-resistant enterococcus
（VRE）
scar tissue，cicatrix
cicatricial contracture
semicoma
plasty of scar contracture，
plasty of cicatricial contracture
cicatricial pemphigoid
cicatrectomy
scar tissue，cicatrix
scar band
criminology
semihygienic pontic
diamagnetism
reﬂex
reﬂection
parareﬂexia
reﬂex movement
asocial behavior，
antisocial behavior
antisocial personality
angle of reﬂection
reﬂex arc
reﬂecting mirror
catoptric system
hyperreﬂexia
reﬂex time
epi-illumination，
reﬂected-light illumination
reﬂex tonus
reﬂex sympathetic dystrophy

ハンシャセイコウカンシンケイセイジストロフィー

反射性無呼吸 ハンシャセイムコキュウ
反射唾液 ハンシャダエキ
反射てんかん ハンシャテンカン
反射抑制 ハンシャヨクセイ
反射抑制姿勢 ハンシャヨクセイシセイ
反射率 ハンシャリツ
板状硬結 バンジョウコウケツ
斑状歯 ハンジョウシ
斑状出血 ハンジョウシュッケツ
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reﬂex apnea
reﬂex saliva
reﬂex epilepsy
reﬂex inhibition
reﬂex inhibiting posture
reﬂectance
board-like induration
mottled enamel，mottled tooth
ecchymosis

バンディングア

板状石灰化 バンジョウセッカイカ
半水石膏 ハンスイセッコウ
反芻 ハンスウ
半数致死線量
半数致死濃度

ハンスウチシセンリョウ

ハンスウチシノウド

半数致死量 ➡ 50％致死量

ハンスウチシリョウ

ハンスフィールド単位 ハンスフィールドタンイ
伴性遺伝 バンセイイデン
伴性優性遺伝 バンセイユウセイイデン
伴性劣性遺伝 バンセイレッセイイデン
伴性劣性型筋ジストロフィー
バンセイレッセイガタキンジストロフィー

半接着斑 ➡ ヘミデスモゾーム ハンセッチャクハン
ハンセン病 ハンセンビョウ
搬送 ハンソウ
絆創膏 バンソウコウ
ハンター・シュレーゲル条 ハンターシュレーゲルジョウ

ハンター症候群 ハンターショウコウグン
ハンター舌炎 ハンターゼツエン
ハンター・ドリフィールド曲線 ハンタードリフィールドキョクセン
反対咬合 ハンタイコウゴウ
反対咬合排列法 ➡ 交叉咬合排列
ハンタイコウゴウハイレツホウ

反対咬合用臼歯 ハンタイコウゴウヨウキュウシ
反対条件づけ ハンタイジョウケンヅケ
バンチ症候群 バンチショウコウグン
半値幅 ハンチハバ
反兆角 ハンチョウカク
反跳現象 ハンチョウゲンショウ
半調節性咬合器 ハンチョウセツセイコウゴウキ
反跳電子 ハンチョウデンシ
ハンチントン病 ハンチントンビョウ
判定基準 ハンテイキジュン
バンディングアーチファクト バンディングアーチファクト

linear calciﬁcation
gypsum hemihydrate，
hemihydrate gypsum
rumination
half lethal dose（HLD），50 lethal
dose（LD50），median lethal dose
50 lethal concentration（LC50），
median lethal concentration
50 lethal dose（LD50），median
lethal dose
Hounsﬁeld unit（HU）
sex-linked inheritance
sex-linked dominant inheritance
sex-linked recessive inheritance
sex-linked ressesive muscular
dystrophy
half desmosome，hemidesmosome
Hansen disease，loprosy
transportation
adhesive plaster
Hunter-Schreger striae，
Hunter-Schreger stripe，
Hunter-Schreger band，
striae of Schreger，
stripe of Schreger，
band of Schreger
Hunter's syndrome
Hunter glossitis
Hurter-Driﬃeld（H-D）curve
anterior crossbite，anterior reversed
occlusion，reversed occlusion，
cross bite
arrangement method of reverse
articulation
reversed-bite tooth
counterconditioning
Banti's syndrome
half-width
recoil angle
rebound phenomenon
semiadjustable articulator
recoil electron
Huntington's disease
criteria
banding artifact
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ハ

ハンテキオウシ

ハ

汎適応症候群 ハンテキオウショウコウグン
反転回復 ハンテンカイフク
反転現象 ハンテンゲンショウ
反転現像 ハンテンゲンゾウ
反転時間 ハンテンジカン
反転授業 ハンテンジュギョウ
反転パルス ハンテンパルス
反転フィルム ハンテンフィルム
バンド バンド
半導体 ハンドウタイ
半導体検出器 ハンドウタイケンシュツキ
半導体線量計 ハンドウタイセンリョウケイ
半導体放射線検出器 ハンドウタイホウシャセンケンシュツキ
半導体レーザー ハンドウタイレーザー
半透膜 ハントウマク
半透明体 ハントウメイタイ
ハンド・オーバー・マウス法

ハンドオーバーマウスホウ

パントグラフ パントグラフ
パントグラフ法 パントグラフホウ
バンドコンタリングプライヤー バンドコンタリングプライヤー
バンドシーター バンドシーター
バンドシーティングラグ バンドシーティングラグ
ハンド・シューラー・クリスチャン病

general adaptation syndrome
inversion recovery（IR）
solarization
reversal development
inversion time（TI）
ﬂip teaching
inversion pulse
reversal ﬁlm
anchor band
semiconductor
solid state detector，
semiconductor detector
semiconductor dosimeter
semiconductor detector
semiconductor diode laser，
diode laser，diode
semipermeable membrane
translucent medium
hand-over-mouth（HOM）
technique
pantograph
pantograph method
band contouring pliers
band seater
band seating lug
Hand-Schüller-Christian disease

ハンドシューラークリスチャンビョウ

バンドストリップ バンドストリップ
バンドストレッチャー バンドストレッチャー
バンド調製 バンドチョウセイ
バンド追進器 バンドツイシンキ
パントテン酸 パントテンサン
ハンドバーニッシャー ハンドバーニッシャー
バンド幅 バンドハバ
ハンドピース ハンドピース
バンドプッシャー バンドプッシャー
バンドマテリアル バンドマテリアル
パントモグラフィー パントモグラフィー
バンドリムービングプライヤー バンドリムービングプライヤー
バンドループ保隙装置 バンドループホゲキソウチ
万能アダプター バンノウアダプター
万能供血者 バンノウキョウケツシャ
反応時間 ハンノウジカン
万能受血者 バンノウジュケツシャ
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band strip
band strecher
construction of band
band pusher
pantothenic acid
hand burnisher
band width（BW）
handpiece
band pusher
band material
pantomography
debanding pliers，
band removing pliers
band loop space maintainer
universal adapter
universal donor
reaction time
universal recipient

ヒアリンカ

反応性関節炎 ハンノウセイカンセツエン
反応性骨膜性骨新生 ハンノウセイコツマクセイコツシンセイ
反応性充血 ハンノウセイジュウケツ
反応性腫大 ハンノウセイシュダイ
反応速度 ハンノウソクド
半脳体 ハンノウタイ
万能ドナー バンノウドナー
反応熱 ハンノウネツ
反応汎化 ハンノウハンカ
万能レシピエント バンノウレシピエント
半波整流 ハンパセイリュウ
晩発効果 バンパツコウカ
晩発障害 バンパツショウガイ
汎発性血管内凝固 ➡ 播種性血管内凝固

あ

あ

ハンパツセイケッカンナイギョウコ

あ

汎発性石灰沈着症 ハンパツセイセッカイチンチャクショウ
汎発流行性 ハンパツリュウコウセイ
パンピングマニピュレーション法

reactive arthritis
reactive periosteal bone formation
reactive hyperemia
reactive swelling
reaction rate
hemiencephalus
universal donor
heat of reaction
response generalization
universal recipient
half-wave rectiﬁcation
late eﬀect
late injury
disseminated intravascular
coagulation（DIC）
general calcinosis
pandemic
pumping manipulation technique

パンピングマニピュレーションホウ

半腹臥位 ハンフクガイ
反復刺激 ハンプクシゲキ
反復刺激後増強 ハンプクシゲキゴゾウキョウ
反復性脱臼 ハンプクセイダッキュウ
反復唾液嚥下テスト ハンプクダエキエンゲテスト
半閉鎖式 ハンヘイサシキ
半閉鎖法 ハンヘイサホウ
判別性感覚 ハンベツセイカンカク
判別分析 ハンベツブンセキ
半萌出 ハンホウシュツ
半埋伏 ハンマイフク
半埋伏歯 ハンマイフクシ
半流動寒天培地 ハンリュウドウカンテンバイチ

あ

あ

semiprone position
tetanic stimulation
post-tetanic potentiation
recurrent dislocation
repititive saliva swallowing test
（RSST）
semiclosed system
semiclosed method
epicritic sensation
dscriminant analysis
partial eruption
partial impaction
partial impaction of tooth
semisolid agar medium

ヒ
ピアソン積率相関係数

ピアソンセキリツソウカンケイスウ

被圧縮性 ヒアッシュクセイ
被圧変位 ヒアツヘンイ
被圧変位性 ヒアツヘンイセイ
被圧変位量 ヒアツヘンイリョウ
ヒアリン ヒアリン
ヒアリン化 ヒアリンカ

Pearson product moment correlation coeﬃcient
tissue displacebility
tissue displacement
displaceability
amount of tissue displacement
hyaline
hyalinization
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ヒ

ヒアリンタイ

ヒ

ヒアリン体【変性】 ヒアリンタイ（ヘンセイ）
ヒアリン滴変性 ヒアリンテキヘンセイ
ヒアリン膜症 ヒアリンマクショウ
ヒアルロニダーゼ ヒアルロニダーゼ
ヒアルロン酸 ヒアルロンサン
被暗示性 ヒアンジセイ
PR ピーアール
PRF ピーアールエフ
PI ➡ 歯周疾患指数 ピーアイ
PEEP ➡ 終末呼気陽圧呼吸 ピーイーイーピー
B1 ビーイチ
pH ➡ 水素イオン指数 ピーエイチ／ペーハー
PHP ピーエイチピー
PaO2 ➡ 動脈血酸素分圧

ピーエーオーツー

PAC ➡ 心房性期外収縮 ピーエーシー
PaCO2 ➡ 動脈血炭酸ガス分圧 ピーエーシーオーツー
BMI ➡ 体格指数
PMI ピーエムアイ
PMA ピーエムエー

ビーエムアイ

PMA 指数 ピーエムエーシスウ
PMS テクニック ピーエムエステクニック
PLP ➡ スピーチエイド ピーエルピー
非イオン性造影剤 ヒイオンセイゾウエイザイ
非イオン性表面活性剤 ヒイオンセイヒョウメンカッセイザイ
B 型肝炎 ビーガタカンエン
B 型肝炎ウイルス ビーガタカンエンウイルス
B 窩洞 ビーカドウ
ピークパワー ピークパワー
ピークフローメーター ピークフローメーター
B 抗原 ビーコウゲン
B 細胞 ビーサイボウ
B 細胞性悪性リンパ腫 ➡ B 細胞リンパ腫

hyaline bodies
hyaline droplet degeneration
hyaline membrane disease
hyaluronidase
hyaluronic acid
suggestibility
partial response
platelet-rich ﬁbrin
periodontal index
positive end-expiratory pressure
B1
hydrogen ion exponent，power of
hydrogen，potential of hydrogen
patient hygiene performance
partial pressure of oxygen in
arterial blood
premature atrial contraction
partial pressure of carbon dioxide
in arterial blood
body mass index
proportional of mortality indicator
papillary，marginal and attached
gingiva
PMA index
Pankey-Mann-Schuyler（PMS）
technique
palatal lift prosthesis
nonionic contrast media，
nonionic contrast medium，
nonionic contrast agent
nonionic surfactant
hepatitis B（HB）
hepatitis B virus（HBV）
buccal cavity
peak power
peak ﬂow manometer
B-antigen
B-cell
B-cell lymphoma

ビーサイボウセイアクセイリンパシュ

B 細胞病変 ビーサイボウビョウヘン
B 細胞リンパ腫 ビーサイボウリンパシュ
PCR ➡ プラークコントロールレコード
PCR 法 ピーシーアールホウ
BCG ビーシージー
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ピーシーアール

B-cell lesion
B-cell lymphoma
plaque control record
polymerase chain reaction
Bacille de Calmette et Guérin

ビインクウヘイ

PGC モラールスケール

ピージーシーモラールスケール

ビーズワックス ビーズワックス
B0 ビーゼロ
B 線維 ビーセンイ
ピーソークラウン ピーソークラウン
ピーソーのプライヤー ピーソーノプライヤー
ピーソーリーマー ピーソーリーマー
b 値 ビーチ
BDR 指標 ビーディーアールシヒョウ
PT-INR

ピーティーアイエヌアール

PTA【凝固因子】 ピーティーエー（ギョウコインシ）
PTFE ピーティーエフイー
PDCA サイクル ピーディーシーエーサイクル
BDGF ➡ 骨由来成長因子 ビーディージーエフ
ビーディング ビーディング
B点
【セファロ分析の】 ビーテン（セファロブンセキノ）
ヒートユニット ヒートユニット
P 波 ピーハ
PVC ➡ 心室性期外収縮 ピーブイシー
ビーム ビーム
ビーム軸 ビームジク
ビームハードニング効果 ビームハードニングコウカ
P 面 ピーメン
B モード ビーモード
B モード法 ビーモードホウ
BUN ➡ 尿素窒素 ビーユーエヌ
ヒーリングアバットメント ヒーリングアバットメント
ヒーリングキャップ ヒーリングキャップ
ヒーリングスクリュー ヒーリングスクリュー
B リンパ球 ビーリンパキュウ
ヒール効果 ヒールコウカ
非引火性 ヒインカセイ
鼻咽腔構音 ビインクウコウオン
鼻咽腔閉鎖 ビインクウヘイサ
鼻咽腔閉鎖運動能 ビインクウヘイサウンドウノウ
鼻咽腔閉鎖機能 ビインクウヘイサキノウ
鼻咽腔閉鎖機能検査 ビインクウヘイサキノウケンサ
鼻咽腔閉鎖機能不全

ビインクウヘイサキノウフゼン

Philadelphia Geriatric Center
（PGC）morale scale
dental beeswax
B0
B ﬁber
Peeso crown
Peeso pliers
Peeso reamer
b-factor
BDR index，assessment of independence for brushing，denture
wearing，mouth rinsing
prothrombin time-international
normalized ratio
plasma thromboplastin antecedent
polytetraﬂuoroethylene
plan-do-check-act（PDCA）cycle
bone-derived growth factor
beading
B-point，point B（B）
heat unit（HU）
P wave
premature ventricular contraction
beam
beam axis
beam hardening，
beam hardening eﬀect
protoplasmic fracture face
brightness-mode（B-mode）
B-mode method
blood urea nitrogen
healing abutment
healing cap
healing screw
B-lymphocyte
heel eﬀect
nonﬂammability
nasopharyngeal misarticulation
velopharyngeal closure
velopharyngeal competence
velopharyngeal function
examination of velopharyngeal
function
velopharyngeal incompetence
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ヒ

ビインクウヘイ

鼻咽腔閉鎖不全 ➡ 鼻咽腔閉鎖機能不全

ヒ

velopharyngeal incompetence

ビインクウヘイサフゼン

鼻咽腔補綴装置 ビインクウホテツソウチ
鼻咽道 ビインドウ
鼻咽頭エアウェイ ビイントウエアウェイ
鼻咽頭カテーテル ビイントウカテーテル
鼻咽頭検査 ビイントウケンサ
非齲蝕原性甘味料 ヒウショクゲンセイカンミリョウ
非齲蝕性糖質 ヒウショクセイトウシツ
非栄養的吸啜 ヒエイヨウテキキュウテツ
非営利団体 ヒエイリダンタイ
ピエール・ロバン症候群 ピエールロバンショウコウグン
ピエゾエレクトリックサージェリー

velopharyngeal prosthesis
nasopharyngeal meatus
nasopharyngeal airway
nasopharyngeal catheter
nasopharyngeal examination
noncariogenic sweetener
noncariogenic glucides，
noncariogenic sugar
nonnutritive sucking
non-proﬁt organization（NPO）
Pierre-Robin syndrome，
Robin syndrome
piezoelectrical surgery

ピエゾエレクトリックサージェリー

ピエゾグラフィー ピエゾグラフィー
ピエゾ効果 ピエゾコウカ
鼻炎 ビエン
被援助者 ヒエンジョシャ
ピオシアニン ピオシアニン
ビオチン ビオチン
鼻音 ビオン
鼻音化 ビオンカ
皮下 ヒカ
鼻窩 ビカ
ビカー針 ビカーシン
被蓋 ヒガイ
非開胸心マッサージ ➡ 体外心マッサージ
ヒカイキョウシンマッサージ

庇蓋硬組織 ➡ デンティンブリッジ ヒガイコウソシキ
被害者 ヒガイシャ
非該当 ヒガイトウ
非解剖学的人工歯 ヒカイボウガクテキジンコウシ
非開放性骨折 ヒカイホウセイコッセツ
非開放性損傷 ヒカイホウセイソンショウ
被害妄想 ヒガイモウソウ
日帰り外来全身麻酔歯科治療
ヒガエリガイライゼンシンマスイシカチリョウ

日帰り麻酔

ヒガエリマスイ

皮下気腫 ヒカキシュ
非可逆性歯髄炎 ヒカギャクセイシズイエン
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piezography
piezoelectric eﬀect
rhinitis
client，user
pyocyanin
biotin
nasal，nasal sound
nasalization
subcutaneous
nasal pit
Vicat needle
overlap
closed chest cardiac massage
（CCM）
dentin bridge
victim
not applicable
nonanatomic tooth
closed fracture
closed injury
delusion of persecution
outpatient dental treatment under
day-stay general anesthesia，
dental treatment under day case
anesthesia
ambulatory anesthesia，outpatient
anesthesia
subcutaneous emphysema
irreversible pulpitis

ヒカリゾウカン

皮角 ヒカク
被角血管腫 ヒカクケッカンシュ
比較顕微鏡 ヒカクケンビキョウ
比較書誌学 ヒカクショシガク
比較病理学 ヒカクビョウリガク
非確率的影響 ヒカクリツテキエイキョウ
非化骨性線維腫 ヒカコツセイセンイシュ
皮下出血 ヒカシュッケツ
皮下接種 ヒカセッシュ
皮下注射 ヒカチュウシャ
比活性 ヒカッセイ
鼻下点 ビカテン
鼻下点 - オトガイ間距離 ビカテンオトガイカンキョリ
非荷電粒子 ヒカデンリュウシ
皮下投与 ヒカトウヨ
皮下膿瘍 ヒカノウヨウ
皮下埋入試験 ヒカマイニュウシケン
光拡散 ヒカリカクサン
光核反応 ヒカリカクハンノウ
光核分裂 ヒカリカクブンレツ
光過敏性てんかん ヒカリカビンセイテンカン
光感作 ヒカリカンサ
光干渉法 ヒカリカンショウホウ
光機械的作用 ヒカリキカイテキサヨウ
光共振器 ヒカリキョウシンキ
光硬化型グラスアイオノマーセメント

cutaneous horn
angiokeratoma
comparison microscope
comparative bibliography
comparative pathology
nonstochastic eﬀect
non-ossifying ﬁbroma
subcutaneous bleeding
subcutaneous inoculation
subcutaneous injection
speciﬁc activity
subnasal point
distance between subnasal and
gnathion
uncharged particle
subcutaneous administration
subcutaneous abscess
subcutaneous implant test
light diﬀusion
photonuclear interaction，
photonuclear reaction
photoﬁssion
photosensitive epilepsy
photosensitization
light interferencing method
photomechanical eﬀect
optical resonator，optical cavity
light-cured glass ionomer cement

ヒカリコウカガタグラスアイオノマーセメント

光刺激 ヒカリシゲキ
光刺激ルミネッセンス線量計
ヒカリシゲキルミネッセンスセンリョウケイ

光重合 ヒカリジュウゴウ
光重合型グラスアイオノマーセメント
➡ レジン添加型グラスアイオノマーセメント

light stimulus
optical stimulated luminescence
dosimeter
light-curing
light-cured glass ionomer cement

ヒカリジュウゴウガタグラスアイオノマーセメント

光重合型コンポジットレジン
ヒカリジュウゴウガタコンポジットレジン

光重合型ボンディング剤 ヒカリジュウゴウガタボンディングザイ
光重合型レジン ヒカリジュウゴウガタレジン
光重合接着材 ヒカリジュウゴウセッチャクザイ
光照射器 ヒカリショウシャキ
光照射野表示器 ヒカリショウシャヤヒョウジキ
光侵入深さ ヒカリシンニュウフカサ
光増感剤 ヒカリゾウカンザイ

light-cured composite resin，
light-cured resin composite
light-cured type bonding agent
light-cured resin
light-cured adhesive
light-curing unit
light ﬁeld-indicator
optical penetration depth
photo-sensitizer
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ヒ

ヒカリゾウケイ

ヒ

光造形法 ヒカリゾウケイホウ
光の強度 ヒカリノキョウド
光ルミネッセンス ヒカリルミネッセンス
非緩圧型アタッチメント ヒカンアツガタアタッチメント
非緩圧型支台装置 ヒカンアツガタシダイソウチ
非観血的整復 ヒカンケツテキセイフク
非観血的整復法

ヒカンケツテキセイフクホウ

非観血的測定 ヒカンケツテキソクテイ
非観血的測定法 ヒカンケツテキソクテイホウ
非観血的モニター ヒカンケツテキモニター
非観血的モニタリング ヒカンケツテキモニタリング
非干渉性散乱 ヒカンショウセイサンラン
非感染性アレルギー疾患 ヒカンセンセイアレルギーシッカン
非感染創 ヒカンセンソウ
ピギーバックアーチワイヤー ピギーバックアーチワイヤー
非規格器具 ヒキカクキグ
引裂き試験 ヒキサキシケン
引裂き強さ ヒキサキツヨサ
引き抜き試験 ヒキヌキシケン
脾機能亢進症 ヒキノウコウシンショウ
非機能咬頭 ヒキノウコウトウ
非機能側 ヒキノウソク
被虐待児 ヒギャクタイジ
被虐待児症候群 ヒギャクタイジショウコウグン
非吸収性生体材料 ヒキュウシュウセイセイタイザイリョウ
非吸収性縫合糸 ヒキュウシュウセイホウゴウシ
非吸収性膜 ➡ ePTFE 膜 ヒキュウシュウセイマク
比吸収率 ヒキュウシュウリツ
鼻鏡 ビキョウ
非競合阻害 ヒキョウゴウソガイ
非競合的拮抗 ヒキョウゴウテキキッコウ
非競合薬 ヒキョウゴウヤク
非協力児 ヒキョウリョクジ
非極性基 ヒキョクセイキ
非銀塩写真 ヒギンエンシャシン
非銀塩写真法 ヒギンエンシャシンホウ
卑金属 ヒキンゾク
卑金属合金 ヒキンゾクゴウキン
鼻腔 ビクウ
鼻腔カニューレ ビクウカニューレ
鼻腔逆流 ビクウギャクリュウ
鼻腔構音 ビクウコウオン
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stereolithography
intensity of light
photoluminescence
precision type attachment
rigid retainer
noninvasive reduction，
closed reduction
noninvasive reduction，
closed reduction
noninvasive measurement
noninvasive measurement
noninvasive monitoring
noninvasive monitoring
incoherent scattering
noninfectious allergic disease
aseptic wound
piggyback archwire
non-standardized instrument
tear test
tear strength
pullout test
hypersplenism
nonfunctional cusp
nonfunctional side
battered child
battered child syndrome
non-absorbable biomaterial
non-absorbable thread
non-absorbable membrane
speciﬁc absorption rate（SAR）
rhinoscope
noncompetitive inhibition
noncompetitive antagonism
noncompetitive agent
apprehensive child，
uncooperative child
nonpolar group
nonsilver photographic process
nonsilver photographic process
base metal
base metal alloy
nasal cavity
nasal cannula
nasoregurgitation
nasal articulation

ヒサイカンリュ

鼻腔通気度計 ビクウツウキドケイ
鼻腔底 ビクウテイ
鼻腔底線

ビクウテイセン

ビククリン ビククリン
ピクセル ピクセル
ビクター・スピナ法 ビクタースピナホウ
ピグテイル ピグテイル
ピクトグラム ピクトグラム
ビグリカン ビグリカン
非経口栄養 ヒケイコウエイヨウ
非経口栄養法 ヒケイコウエイヨウホウ
非経口投与 ヒケイコウトウヨ
非外科的療法 ヒゲカテキリョウホウ
引け巣 ヒケス
微結晶 ビケッショウ
非結晶形セレン ヒケッショウケイセレン
非言語性検査 ヒゲンゴセイケンサ
非言語的コミュニケーション ヒゲンゴテキコミュニケーション
ピコ ピコ
肥厚 ヒコウ
肥厚
【歯槽硬線の】 ヒコウ（シソウコウセンノ）
鼻高
【セファロ分析の】 ビコウ（セファロブンセキノ）
鼻甲介 ビコウカイ
鼻口蓋管 ビコウガイカン
鼻口蓋管囊胞 ビコウガイカンノウホウ
鼻口蓋線 ビコウガイセン
鼻口蓋動脈 ビコウガイドウミャク
微好気性菌 ビコウキセイキン
飛行時間 ヒコウジカン
肥厚性カンジダ症 ヒコウセイカンジダショウ
肥厚性関節炎 ヒコウセイカンセツエン
鼻口閉塞 ビコウヘイソク
鼻呼吸 ビコキュウ
非呼吸性アシドーシス ヒコキュウセイアシドーシス
非呼吸性アルカローシス ヒコキュウセイアルカローシス
鼻骨 ビコツ
鼻骨骨折 ビコツコッセツ
非コラーゲン性基質 ヒコラーゲンセイキシツ
非コラーゲンタンパク質 ヒコラーゲンタンパクシツ
ピコルナウイルス ピコルナウイルス
鼻根 ビコン
微細管 ビサイカン
非再環流現象 ヒサイカンリュウゲンショウ

rhinomanometry
ﬂoor of nasal cavity，
ﬂoor of nasal fossa
inferolateral border of the nasal
cavity
bicuculline
pixel
Victor-Spina method
pigtail
pictgram
biglycan
parenteral nutrition
parenteral nutrition
parenteral administration
non-surgical therapy
shrinkage porosity
crystallite
amorphous selenium（a-Se）
nonverbal test
nonverbal communication
pico（p）
hyperplasia
thickening
nasal height，nasion-subnasale
concha nasalis
nasopalatine duct
nasopalatine duct cyst
nasopalatal line
nasopalatine artery
microaerophilic bacteria
time-of-ﬂight（TOF）
hypertrophic candidiasis
hypertrophic arthritis
naso-oral obstruction
nasal breathing，nasal respiration
non-respiratory acidosis
non-respiratory alkalosis
nasal bone
fracture of nasal bone
non-collagenous matrix
non-collagenous protein（NCP）
picornavirus
root of nose
microtubule
no-reﬂow phenomenon

507

ヒ

ビサイギョウシ

ヒ

微細凝集塊 ビサイギョウシュウカイ
微細構造 ビサイコウゾウ
非再呼吸 ヒサイコキュウ
非再呼吸弁 ヒサイコキュウベン
非再呼吸法 ヒサイコキュウホウ
非再循環式 ヒサイジュンカンシキ
微細脳障害症候群 ビサイノウショウガイショウコウグン
非作業側 ヒサギョウソク
非作業側干渉 ヒサギョウソクカンショウ
非作業側咬頭接触 ヒサギョウソクコウトウセッショク
非作業側側方運動
非作業側側方顆路

ヒサギョウソクソクホウウンドウ
ヒサギョウソクソクホウカロ

飛散性 ヒサンセイ
皮歯 ヒシ
非刺激唾液 ヒシゲキダエキ
皮脂欠乏性皮膚炎 ヒシケツボウセイヒフエン
非歯原性悪性腫瘍 ヒシゲンセイアクセイシュヨウ
非歯原性歯痛 ヒシゲンセイシツウ
非歯原性腫瘍 ヒシゲンセイシュヨウ
非歯原性囊胞 ヒシゲンセイノウホウ
非歯原性良性腫瘍 ヒシゲンセイリョウセイシュヨウ
非自己抗原 ヒジココウゲン
非指示的カウンセリング ヒシジテキカウンセリング
非指示的療法 ヒシジテキリョウホウ
鼻歯槽囊胞 ビシソウノウホウ
皮質延髄路 ヒシツエンズイロ
皮質海綿骨移植 ヒシツカイメンコツイショク
皮質骨 ヒシツコツ
皮質骨移植 ヒシツコツイショク
皮質骨海綿骨ブロック ヒシツコツカイメンコツブロック
皮質骨穿孔 ヒシツコツセンコウ
皮質除去 ヒシツジョキョ
皮質除去術 ヒシツジョキョジュツ
皮質脊髄路 ヒシツセキズイロ
皮質板 ➡ 皮質骨 ヒシツバン
ピシバニール ピシバニール
肘ブロック ヒジブロック
比尺度 ヒシャクド
被写体コントラスト ヒシャタイコントラスト
被写体フィルム間距離 ヒシャタイフィルムカンキョリ
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microaggregate
microstructure
nonrebreathing
nonrebreathing valve
nonrebreathing method
nonrecirculating system
minimal brain dysfunction
syndrome
nonworking side，balancing side
balancing side interference
balancing contact，
balancing occlusal contact
balancing side lateral movement
lateral condylar path on balancing
side
dustability
dermal tooth
unstimulated saliva
xerosis
non-odontogenic malignant tumor
non-odontogenic toothache
non-odontogenic tumor
non-odontogenic cyst
non-odontogenic benign tumor
nonself antigen，notself antigen
nondirective counseling
nondirective therapy
nasoalveolar cyst
corticobulbar tract
corticocancellous bone
transplantation
cortical bone
cortical bone graft
cortico-cancellous block
decortication，
cortical bone perforation
decortication
decortication
corticospinal tract
cortical plate
picibanil
elbow block
ratio scale
subjective contrast
subjective-ﬁlm distance

ヒステリシス

ビジュアルアナログスケール ビジュアルアナログスケール
比重 ヒジュウ
鼻汁 ビジュウ
微絨毛 ビジュウモウ
鼻出血 ビシュッケツ
非受容体 ヒジュヨウタイ
鼻小窩 ビショウカ
鼻上顎複合体 ビジョウガクフクゴウタイ
微小硬さ ビショウカタサ
微小亀裂 ビショウキレツ
非晶形セレン ヒショウケイセレン
微小血管吻合術 ビショウケッカンフンゴウジュツ
微小誤嚥 ビショウゴエン
微小骨折 ➡ マイクロフラクチャー ビショウコッセツ
非晶質 ヒショウシツ
非晶質合金 ヒショウシツゴウキン
非晶質粉末 ヒショウシツフンマツ
微小終板電位 ビショウシュウバンデンイ
微小循環 ビショウジュンカン
微小石灰化 ビショウセッカイカ
微笑線 ビショウセン
微小せん断接着試験 ビショウセンダンセッチャクシケン
微小電極 ビショウデンキョク
非上皮性腫瘍 ヒジョウヒセイシュヨウ
微小引張接着試験 ビショウヒッパリセッチャクシケン
微小漏洩 ビショウロウエイ
比色計 ヒショクケイ
比色定量 ヒショクテイリョウ
比色分析 ヒショクブンセキ
皮疹 ヒシン
鼻唇角 ビシンカク
鼻唇溝 ビシンコウ
非侵襲性歯髄覆髄 ヒシンシュウセイシズイフクズイ
Bis-GMA ビスジーエムエー
ヒス束電位図 ヒスソクデンイズ
ヒスタミン ヒスタミン
ヒスタミン感作因子 ヒスタミンカンサインシ
ヒスチオサイトーシス X ヒスチオサイトーシスエックス
ヒスチジン ヒスチジン
ヒステリー ヒステリー
ヒステリー性格 ヒステリーセイカク
ヒステリー発作 ヒステリーホッサ
ヒステリシス ヒステリシス

visual analog scale（VAS）
speciﬁc gravity
nasal ﬂow
microvilli
epistaxis，nose bleed epistaxis
non-receptor
nasal pit
nasomaxillary complex
microhardness
micro crack
amorphous selenium（a-Se）
microvascular anastomosis
microaspiration
microfracture
amorphous
amorphous alloy
noncrystalline powder，
amorphous powder
miniature end-plate potential
microcirculation
microcalciﬁcation
smiling line
microshear bond test
microelectrode
non-epithelial tumor
microtensile bond test
microleakage
colorimeter
colorimetry
colorimetric analysis
rash
nasolabial angle
nasolabial sulcus
atraumatic indirect pulp capping
（AIPC）
bisphenol-A-glycidyl methacrylate
His bundle electrogram
histamine
histamine sensitizing factor（HSF）
histiocytosis X
histidine
hysteria
hysterical character
hysterical seizure
hysteresis
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ヒステロイドザ

ヒ

非ステロイド剤 ヒステロイドザイ
非ステロイド性抗炎症薬 ヒステロイドセイコウエンショウヤク
ヒストグラム ヒストグラム
ヒストグラム均等化法 ヒストグラムキントウカホウ
ヒストグラム平坦化 ヒストグラムヘイタンカ
ヒストプラスマ症 ヒストプラスマショウ
ヒストン ヒストン
ビスフェノール A ビスフェノールエー
ビスフォスフォネート ビスフォスフォネート
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死
ビスフォスフォネートカンレンガクコツエシ

ビスフォスホン酸 ビスフォスホンサン
ビスマス縁 ビスマスエン
ビスマス歯肉炎 ビスマスシニクエン
ビスマス性口内炎 ビスマスセイコウナイエン
ひずみ ヒズミ
ひずみエネルギー ヒズミエネルギー
ひずみ硬化 ➡ 加工硬化 ヒズミコウカ
鼻声 ビセイ
鼻性上顎洞炎 ビセイジョウガクドウエン
非整色 ヒセイショク
非政府組織 ヒセイフソシキ
微生物 ビセイブツ
微生物学的検定 ビセイブツガクテキケンテイ
微生物遷移 ビセイブツセンイ
微生物叢 ビセイブツソウ
非接着性修復 ヒセッチャクセイシュウフク
鼻尖 ビセン
非線形効果 ヒセンケイコウカ
非線形コンパートメント系 ヒセンケイコンパートメントケイ
非線形モデル ヒセンケイモデル
非選択的作用 ヒセンタクテキサヨウ
鼻前庭囊胞 ビゼンテイノウホウ
鼻前頭突起 ビゼントウトッキ
非潜入型ツーピースインプラント

non-steroidal drug
non-steroidal anti-inﬂammatory
drug（NSAID）
histogram
histogram equalization
histogram equalization
histoplasmosis
histone
bisphenol A
bisphosphonate
bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw（BRONJ）
bisphosphonic acid
bismuth line
bismuth gingivitis
bismuth stomatitis
strain，distortion
strain energy
strain hardening
nasal speech，nasality
nasal maxillary sinusitis
unsensitization
non-government organization
（NGO）
microorganism
microbiological assay
microbial succession
microﬂora
non-adhesive restoration
nasal tip，apex of nose
nonlinear eﬀect
nonlinear compartment system
nonlinear model
nonselective action
nasovestibular cyst
nasofrontal process
nonsubmergible type implant

ヒセンニュウガタツーピースインプラント

脾臓 ヒゾウ
非増殖細胞 ヒゾウショクサイボウ
尾側 ビソク
鼻息鏡 ビソクキョウ
非咀嚼側 ヒソシャクソク
ヒ素性骨髄炎 ヒソセイコツズイエン
ヒ素性歯周炎 ヒソセイシシュウエン
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spleen
non-proliferating cell
caudal
snort mirror
non-chewing side
arsenic osteomyelitis
arsenic periodontitis

ビタミンディー

ヒ素中毒 ヒソチュウドク
非疎通性 ヒソツウセイ
肥大 ヒダイ
肥大型心筋症 ヒダイガタシンキンショウ
非代謝性誘導物質 ヒタイシャセイユウドウブッシツ
非対称緊張性頸反射 ヒタイショウキンチョウセイケイハンシャ
非代償性アシドーシス ヒダイショウセイアシドーシス
非代償性アルカローシス ヒダイショウセイアルカローシス
非対称性エコー ヒタイショウセイエコー
非対称性顔貌 ヒタイショウセイガンボウ
非対称性緊張性頸反射 ヒタイショウセイキンチョウセイケイハンシャ
非対称性二重体 ヒタイショウセイニジュウタイ
非対称分裂 ヒタイショウブンレツ
非対称ヘッドギア ヒタイショウヘッドギア
肥大性骨関節炎 ヒダイセイコツカンセツエン
肥大性歯肉炎 ヒダイセイシニクエン
肥大軟骨細胞層 ヒダイナンコツサイボウソウ
ひだ歯 ヒダシ
非脱分極性筋弛緩薬 ヒダツブンキョクセイキンシカンヤク
非脱分極性薬 ヒダツブンキョクセイヤク
ビタミン ビタミン
ビタミン E ビタミンイー
ビタミン H ビタミンエイチ
ビタミン A ビタミンエー
ビタミン A アルコール ビタミンエーアルコール
ビタミン A 欠乏 ビタミンエーケツボウ
ビタミン A 欠乏症 ビタミンエーケツボウショウ
ビタミン A2 ビタミンエーツー
ビタミン F ビタミンエフ
ビタミン M ビタミンエム
ビタミン過剰症 ビタミンカジョウショウ
ビタミン拮抗体 ビタミンキッコウタイ
ビタミン K ビタミンケー
ビタミン K 欠乏 ビタミンケーケツボウ
ビタミン K 欠乏症 ビタミンケーケツボウショウ
ビタミン欠乏症 ビタミンケツボウショウ
ビタミン欠乏性口内炎 ビタミンケツボウセイコウナイエン
ビタミン C ビタミンシー
ビタミン C 欠乏 ビタミンシーケツボウ
ビタミン C 欠乏症 ビタミンシーケツボウショウ
ビタミン D ビタミンディー

arsenic poisoning
non-accessibility
hypertrophy
hypertrophic cardiomyopathy
（HCM）
non-metabolizable inducer
asymmetric tonic neck reﬂex
uncompensated acidosis
uncompensated alkalosis
asymmetric echo
asymmetric face
asymmetrical tonic neck reﬂex
（ATNR）
unequal conjoined twin
asymmetric cell division
asymmetric headgear
hypertrophic arthritis
hypertrophic gingivitis
zone of hypertrophic chondrocyte
lophodont
nondepolarizing muscle
relaxant
nondepolarizing agent
vitamin
vitamin E
vitamin H
vitamin A
vitamin A alcohol
vitamin A deﬁciency
vitamin A deﬁciency
vitamin A2
vitamin F
vitamin M
hypervitaminosis
vitamin antagonist
vitamin K
vitamin K deﬁciency
vitamin K deﬁciency
ariboﬂavinosis，avitaminosis，
vitamin deﬁciency
vitamin deﬁciency stomatitis
vitamin C
vitamin C deﬁciency
vitamin C deﬁciency
vitamin D

511

ヒ

ビタミンディー

ヒ

ビタミン D 欠乏 ビタミンディーケツボウ
ビタミン D 欠乏症 ビタミンディーケツボウショウ
ビタミン D 欠乏性くる病 ビタミンディーケツボウセイクルビョウ
ビタミン D3 ビタミンディースリー
ビタミン D2 ビタミンディーツー
ビタミン D 抵抗性くる病 ビタミンディーテイコウセイクルビョウ
ビタミン P ビタミンピー
ビタミン B 欠乏 ビタミンビーケツボウ
ビタミン B 欠乏症 ビタミンビーケツボウショウ
ビタミン B12 ビタミンビージュウニ
ビタミン B12 吸収障害 ビタミンビージュウニキュウシュウショウガイ
ビタミン B12 欠乏 ビタミンビージュウニケツボウ
ビタミン B2 ビタミンビーツー
ビタミン B 複合体 ビタミンビーフクゴウタイ
ビタミン B6 ビタミンビーロク
ビタミン B6 群 ビタミンビーロクグン
ビタミン B1 ビタミンビーワン
ビダラビン ビダラビン
非弾性印象材 ヒダンセイインショウザイ
ヒダントイン ヒダントイン
ヒダントイン系抗痙攣薬 ヒダントインケイコウケイレンヤク
非タンパク窒素成分 ヒタンバクチッソセイブン
非チアノーゼ群 ヒチアノーゼグン
被着体 ヒチャクタイ
被着面処理 ヒチャクメンショリ
鼻中隔 ビチュウカク
鼻中隔彎曲症 ビチュウカクワンキョクショウ
ビッカース硬さ ビッカースカタサ
引っかき硬さ ヒッカキカタサ
引っかき反射 ヒッカキハンシャ
ピックアップ印象 ピックアップインショウ
ヒッグス粒子 ヒッグスリュウシ
必須アミノ酸 ヒッスアミノサン
必須脂肪酸 ヒッスシボウサン
必須微量元素 ヒッスビリョウゲンソ
ピッチフォーク分析 ピッチフォークブンセキ
ヒット理論 ヒットリロン
引張応力 ヒッパリオウリョク
引張試験 ヒッパリシケン
引張接着強さ ヒッパリセッチャクツヨサ
引張強さ ヒッパリツヨサ
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vitamin D deﬁciency
vitamin D deﬁciency
vitamin D deﬁcient rickets
vitamin D3
vitamin D2
vitamin D resistant rickets
vitamin P
vitamin B deﬁciency
vitamin B deﬁciency
vitamin B12
vitamin B12 malabsorption
vitamin B12 deﬁciency
vitamin B2
vitamin B complex
vitamin B6
vitamin B6 family
vitamin B1
vidarabine
non-elastomeric impression
material
hydantoin
hydantoin antiepileptic drug
nonprotein nitrogen
acyanotic group
adherend
adherend treatment
nasal septum
deviated nasal septum
Vickers hardness
scratch hardness
scratch reﬂex
pickup impression，
pick-up impression
Higgs particle，Higgs boson
essential amino acid
essential fatty acid
essential micro element，
essential trace element
pitchfork analysis
hit theory
tensile stress
tensile test
tensile bond strength
tensile strength

ヒトリヘイキン

HIP プレーン

ヒッププレーン

必要歯列弓長 ヒツヨウシレツキュウチョウ
飛程 ヒテイ
ビディアン神経痛 ビディアンシンケイツウ
非定型顔面痛 ヒテイケイガンメンツウ
非定型歯痛 ヒテイケイシツウ
非定型性白血病 ヒテイケイセイハッケツビョウ
非定型痛 ヒテイケイツウ
非定型マイコバクテリア ヒテイケイマイコバクテリア
否定的側面 ヒテイテキソクメン
ビデオ嚥下造影検査 ビデオエンゲゾウエイケンサ
ビデオセファロ ビデオセファロ
ビデオ内視鏡検査 ➡ 嚥下内視鏡検査
ビデオナイシキョウケンサ

非電離放射線 ヒデンリホウシャセン
非同一反応 ヒドウイツハンノウ
非同期 ヒドウキ
尾頭方向撮影 ビトウホウコウサツエイ
尾頭方向撮影法 ビトウホウコウサツエイホウ
非特異的影響 ヒトクイテキエイキョウ
非特異的作用 ヒトクイテキサヨウ
非特異的免疫療法 ヒトクイテキメンエキリョウホウ
人・シーベルト ヒトシーベルト
鼻突起 ビトッキ
ヒト T 細胞向性ウイルス 1 型
ヒトティーサイボウコウセイウイルスイチガタ

ヒト T 細胞白血病ウイルス
ヒトティーサイボウハッケツビョウウイルス

ヒト T 細胞リンパ腫ウイルス
ヒトティーサイボウリンパシュウイルス

ヒト白血球抗原 ヒトハッケッキュウコウゲン
ヒトヘルペスウイルス 7 ヒトヘルペスウイルスシチ
ヒトヘルペスウイルス 8 ヒトヘルペスウイルスハチ
ヒトヘルペスウイルス 6 ヒトヘルペスウイルスロク
人見知り ヒトミシリ
ヒト免疫不全ウイルス ヒトメンエキフゼンウイルス
一人当りの線量 ヒトリアタリノセンリョウ
一人平均齲蝕経験歯数 ➡ DMF 歯数
ヒトリヘイキンウショクケイケンシスウ

一人平均齲蝕経験歯面数 ➡ DMF 歯面数
ヒトリヘイキンウショクケイケンシメンスウ

hamular notch incisive papilla
（HIP）plane
required arch length
range
vidian neuralgia
atypical facial pain
atypical odontalgia
aleukemic leukemia
atypical pain
atypical mycobacteria
negative aspect
videoﬂuoroscopic examination of
swallowing（VF）
videocephalometric
videoendoscopic examination of
swallowing（VE）
nonionizing radiation
reaction of nonidentity
asynchrony
caudo-cranial projection
caudo-cranial projection
nonspeciﬁc eﬀect
nonspeciﬁc action
nonspeciﬁc immunotherapy
man-Sv，person-Sv
nasal process
human T-cell lymphtropic virus
type Ⅰ
human T-cell leukemia virus
（HTLV）
human T-cell lymphoma virus
（HTLV）
human leukocyte antigen（HLA）
human herpesvirus 7
human herpesvirus 8
human herpesvirus 6
stranger anxiety
human immunodeﬁciency virus
（HIV）
per caput dose
mean number of DMFT，
average number of DMFT
mean number of DMFS，
average number of DMFS
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ヒ

一人平均現在歯数

ヒトリヘイキンゲンザイシスウ

一人平均喪失歯数

ヒトリヘイキンソウシツシスウ

ヒドロキシエチルメタクリレート
ヒドロキシエチルメタクリレート

ヒドロキシジン塩酸塩

ヒドロキシジンエンサンエン

ヒドロキシプロリン ヒドロキシプロリン
ヒドロキシリシン ヒドロキシリシン
ヒドロキノン ヒドロキノン
ヒドロコルチゾール ヒドロコルチゾール
ヒドロコルチゾン ヒドロコルチゾン

ビトロネクチン ビトロネクチン
皮内 ヒナイ
皮内丘疹 ヒナイキュウシン
皮内注射 ヒナイチュウシャ
皮内テスト ヒナイテスト
皮内反応 ヒナイハンノウ
皮内反応試験 ヒナイハンノウシケン
日内変動 ヒナイヘンドウ
ビニルシリコーンゴム印象材 ➡ 付加型シリコーンゴ
ム印象材 ビニルシリコーンゴムインショウザイ
ビニルチャック ビニルチャック
避妊薬 ヒニンヤク
比熱 ヒネツ
微熱 ビネツ
鼻粘膜充血除去薬 ビネンマクジュウケツジョキョヤク
鼻囊 ビノウ
ヒノキチオール ヒノキチオール
鼻背 ビハイ
疲はい期 ヒハイキ
被曝 ヒバク
菲薄化 ヒハクカ
被曝形式 ヒバクケイシキ
被曝時間 ヒバクジカン
被曝線量 ヒバクセンリョウ
被曝対象者 ヒバクタイショウシャ
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average number of remaining teeth
per person
average number of missing teeth
per person
hydroxyethylmethacrylate
（HEMA）
hydroxyzine，hydroxyzine
hydrochloride
hydroxyproline
hydroxylysine
hydroquinone
hydrocortisol
hydrocortisone，hydrocortisone
acetate，hydrocortisone sodium succinate，hydrocortisone
sodium，hydrocortisone sodium
phosphate
vitronectin
intracutaneous
skin wheal
endodermic injection，
intracutaneous injection，
intradermal injection
intradermal test
intracutaneous reaction，
intradermal reaction
intracutaneous reaction test
circadian rhythm
vinyl silicone rubber impression
material
vinyl chuck
contraceptive
speciﬁc heat
slight fever
nasal decongestants
nasal sac
hinokitiol
dorsum of nose
stage of exhaustion
exposure
thinning
type of radiation exposure
exposure time
exposure dose
target of radiation exposure

ヒフチョウフシ

非抜歯治療 ヒバッシチリョウ
非抜歯論 ヒバッシロン
鼻板 ビバン
非ヒストンタンパク質 ヒヒストンタンパクシツ
比表面積 ヒヒョウメンセキ
ピヒラーの三条件 ピヒラーノサンジョウケン
皮膚 ヒフ
皮膚移植 ヒフイショク
ビフィズス菌 ビフィズスキン
皮膚炎 ヒフエン
皮膚温 ヒフオン
皮膚割線 ヒフカッセン
皮膚癌 ヒフガン
皮膚感覚 ヒフカンカク
皮膚感覚機能 ヒフカンカクキノウ
皮膚感作抗体 ヒフカンサコウタイ
皮膚鉗子 ヒフカンシ
皮膚カンジダ症 ヒフカンジダショウ
皮膚筋炎 ヒフキンエン
皮膚・筋肉・粘膜移植 ヒフキンニクネンマクイショク
被覆 ヒフク
非復位性 ヒフクイセイ
非復位性関節円板転位

ヒフクイセイカンセツエンバンテンイ

被覆冠 ヒフクカン
被覆形 ヒフクケイ
被覆小胞 ヒフクショウホウ
被覆把持 ヒフクハジ
被覆薬 ヒフクヤク
皮膚検査 ヒフケンサ
皮膚口内炎 ヒフコウナイエン
皮膚紅斑量 ヒフコウハンリョウ
皮膚呼吸 ヒフコキュウ
皮膚刺激薬 ヒフシゲキヤク
皮膚真菌症 ヒフシンキンショウ
皮膚神経症 ヒフシンケイショウ
皮膚親和性ウイルス疾患 ヒフシンワセイウイルスシッカン
皮膚線維腫 ヒフセンイシュ
皮膚腺病 ヒフセンビョウ
皮膚線量 ヒフセンリョウ
皮膚搔痒症 ➡ 皮脂欠乏性皮膚炎 ヒフソウヨウショウ
非付着性プラーク ヒフチャクセイプラーク
皮膚貼付試験 ヒフチョウフシケン

non-extraction therapy
non-extraction rationale
nasal placode
nonhistone protein
speciﬁc surface area
Pichler triad
skin
skin graft
bifidobacterium
dermatitis
skin temperature
tension line of Langer，
line of cleavage
skin cancer
cutaneous sensation
skin sensory function
skin sensitizing antibody
skin forceps
skin candidiosis
dermatomyositis
grafting of skin，
muscle and mucosa
dressing
irreducible
anterior disc displacement without
reduction
veneer crown
covering form
coated vesicle
covering grasp
protective
skin test
dermatostomatitis
erythema dose
cutaneous respiration
skin irritant
dermatomycosis
dermatoneurosis
dermatotropic viral infections
dermatoﬁbroma
scrofuloderma
skin dose
cutaneous pruritus
unattached plaque
patch test
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ヒ

ヒフッカブツテ

ヒ

非フッ化物添加地区 ヒフッカブツテンカチク
非フッ素化合物性エナメル斑 ヒフッソカゴウブツセイエナメルハン
皮膚軟化薬 ヒフナンカヤク
皮膚・粘膜・眼症候群 ヒフネンマクガンショウコウグン
皮膚反応 ヒフハンノウ
皮膚反応性因子 ヒフハンノウセイインシ
皮膚描記症 ヒフビョウキショウ
皮膚分節 ➡ デルマトーム ヒフブンセツ
皮膚縫合 ヒフホウゴウ
皮膚発赤 ヒフホッセキ
非プラーク由来歯肉病変 ヒプラークユライシニクビョウヘン
Vibrio 属 ビブリオゾク
非分泌型 ヒブンピガタ
鼻閉 ビヘイ
ピペット ピペット
非ヘム鉄タンパク質 ヒヘムテツタンパクシツ
ヒペレルギー ヒペレルギー
被包 ヒホウ
比放射能 ヒホウシャノウ
ヒポエルギー ヒポエルギー
ヒポキサンチン ヒポキサンチン
ヒポクラテスの誓い ヒポクラテスノチカイ
ヒポクラテス法 ヒポクラテスホウ
ヒポコーン ヒポコーン
ヒポコニッド ヒポコニッド
ヒポコヌリッド ヒポコヌリッド
非ホジキンリンパ腫 ヒホジキンリンパシュ
被膜 ヒマク
被膜厚さ ヒマクアツサ
被膜裏層 ヒマクリソウ
飛沫感染 ヒマツカンセン
非麻薬性鎮痛薬 ヒマヤクセイチンツウヤク
肥満 ヒマン
肥満細胞 ➡ マスト細胞 ヒマンサイボウ
肥満症 ヒマンショウ
び漫性硬化性骨髄炎 ビマンセイコウカセイコツズイエン
び漫性汎細気管支炎 ビマンセイハンサイキカンシエン
び漫性無気肺 ビマンセイムキハイ
び漫性メラニン色素沈着症

nonﬂuoridated area
non-ﬂuoride enamel opacity
emollient
mucocutaneous ocular syndrome
skin reaction
skin reactive factor（SRF）
dermographism
dermatome
skin suture
skin ﬂare
non-plaque-induced gingival
lesions
Vibrio
non-secretor
nasal obstruction
pipet，pipette
nonheme iron protein
hyperergy
encapsulation
speciﬁc activity
hypoergy
hypoxanthine
Hippocratic oath
Hippocratic method
hypocone
hypoconid
hypoconulid
non-Hodgkin lymphoma
capsule
ﬁlm thickness
lining
droplet infection
nonnarcotic analgesic
adiposity
mast cell
obesity，adiposity
diﬀuse sclerosing osteomyelitis
diﬀuse panbronchiolitis（DPB）
diﬀuse atelectasis
diﬀuse melanin pigmentation

ビマンセイメラニンシキソチンチャクショウ

び漫性リンパ腫 ビマンセイリンパシュ
肥満低換気症候群 ヒマンテイカンキショウコウグン
非密封線源
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ヒミップウセンゲン

diﬀuse lymphoma
obesity hypoventilation syndrome
（OHS）
unsealed source

ビョウゲンヨウ

非密封放射性線源 ヒミップウホウシャセイセンゲン
ビムラーのアダプター ビムラーノアダプター
百日咳菌 ヒャクニチゼキキン
180 度パルス ヒャクハチジュウドパルス
日焼け ヒヤケ
ヒヤリハット ヒヤリハット
非ユージノールセメント ヒユージノールセメント
ヒューマンカウンタ ヒューマンカウンタ
ヒュールブリンガー法 ヒュールブリンガーホウ
ピューロマイシン ピューロマイシン
病因 ビョウイン
病院 ビョウイン
病院感染 ビョウインカンセン
病院感染症

ビョウインカンセンショウ

病院歯科 ビョウインシカ
病院情報システム ビョウインジョウホウシステム
病院食 ビョウインショク
病院薬剤師 ビョウインヤクザイシ
病院薬局 ビョウインヤッキョク
病因論 ビョウインロン
評価点 ヒョウカテン
評価療養 ヒョウカリョウヨウ
病期 ビョウキ
描記針 ビョウキシン
描記板 ビョウキバン
病期分類 ビョウキブンルイ
病型 ビョウケイ
美容外科 ビヨウゲカ
表現 ヒョウゲン
病原 ビョウゲン
病原因子 ビョウゲンインシ
表現型 ヒョウゲンガタ
表現型変異 ヒョウゲンガタヘンイ
表現型模写 ヒョウゲンガタモシャ
病原菌 ビョウゲンキン
病原作用 ビョウゲンサヨウ
病原真菌 ビョウゲンシンキン
病原性 ビョウゲンセイ
病原体 ビョウゲンタイ
表現遅延 ヒョウゲンチエン
病原微生物 ビョウゲンビセイブツ
病原要因 ビョウゲンヨウイン

unsealed radioactive source
Bimler adapter
Bordetella pertussis
180-degree pulse
sunburn
near miss
non-eugenol cement
human counter
Fürbringer method
puromycin
etiology，pathogenesis，
cause of disease
hospital
hospital infection，
nosocomial infection
hospital infection，
nosocomial infection
hospital dentistry
hospital information system（HIS）
hospital diet
hospital pharmacist
hospital pharmacy
etiology
qualiﬁer
evaluation medical treatment
stage
stylus
tracing table
staging
desease type
cosmetic surgery
expression
pathogenesis
virulence factor
phenotype
phenotypic variation
phenocopy
pathogenic bacterium
pathogenic eﬀect
pathogenic fungus
pathogenicity
pathogen
phenotypic lag
pathogenic microorganism
pathogenic factor
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ヒ

ヒヨウコウカブ

ヒ

費用効果分析 ヒヨウコウカブンセキ
表在性 ヒョウザイセイ
表在性齲蝕 ヒョウザイセイウショク
表在性骨肉腫 ヒョウザイセイコツニクシュ
表在性腫瘍 ヒョウザイセイシュヨウ
表在性真菌症 ヒョウザイセイシンキンショウ
表在痛

ヒョウザイツウ

標識 ヒョウシキ
標識抗原 ヒョウシキコウゲン
標識抗体 ヒョウシキコウタイ
標識指数 ヒョウシキシスウ
標識率 ヒョウシキリツ
標示線 ヒョウジセン
被用者保険 ヒヨウシャホケン
描出 ビョウシュツ
表出言語 ヒョウシュツゲンゴ
標準温度 ヒョウジュンオンド
標準化 ヒョウジュンカ
標準化死亡比 ヒョウジュンカシボウヒ
標準型歯科用フィルム ヒョウジュンガタシカヨウフィルム
標準光源【CIE の】 ヒョウジュンコウゲン（シーアイイーノ）
標準誤差 ヒョウジュンゴサ
標準自由エネルギー変化

cost-eﬀect analysis
superﬁcial
superﬁcial caries
surface osteosarcoma
superﬁcial tumor
superﬁcial mycosis，
superﬁcial fungus disease
superﬁcial somatic pain，
somatalgia，superﬁcial pain
label
labeled antigen
labeled antibody
labeling index
labeling eﬃciency
line of reference
employment insurance
visualization
expressive language
standard temperature
standardization
standardized mortality ratio
periapical ﬁlm
CIE standard sources
standard error（SE）
standard free energy change

ヒョウジュンジユウエネルギーヘンカ

標準自由空気電離箱

ヒョウジュンジユウクウキデンリバコ

標準肢誘導 ヒョウジュンシユウドウ
標準人 ヒョウジュンジン
標準線 ➡ 標示線 ヒョウジュンセン
標準線源 ヒョウジュンセンゲン
標準稠度 ヒョウジュンチョウド
標準的形成法【根管の】 ➡ 規格形成法【根管の】

standard free air ionization
chamber
standard limb lead
reference man，reference person
line of reference
standard source
standard consistency
standardized preparation technique

ヒョウジュンテキケイセイホウ（コンカンノ）

標準電極電位 ヒョウジュンデンキョクデンイ
標準電離箱 ヒョウジュンデンリバコ
標準標示線【顎間関係の】

standard electrode potential
standard ionization chamber
landmark

ヒョウジュンヒョウジセン（ガクカンカンケイノ）

標準品 ヒョウジュンヒン
標準ファントム ヒョウジュンファントム
標準偏差 ヒョウジュンヘンサ
標準偏差図表 ヒョウジュンヘンサズヒョウ
標準予防策 ヒョウジュンヨボウサク
表情 ヒョウジョウ
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reference standard
standard phantom
standard deviation（SD）
chart for standard deviation
standard precautions
expression

ヒョウホンヘイ

表象
【心理】 ヒョウショウ（シンリ）
病状安定【歯周病の】 ビョウジョウアンテイ（シシュウビョウノ）
表情筋 ヒョウジョウキン
表色 ヒョウショク
病前性格 ビョウゼンセイカク
病巣 ビョウソウ
表層下脱灰層【歯質の】 ヒョウソウカダッカイソウ（シシツノ）
病巣感染 ビョウソウカンセン
費用対効果 ヒヨウタイコウカ
病態写真 ビョウタイシャシン
病態生理学 ビョウタイセイリガク
標的 ヒョウテキ
病的 ビョウテキ
病的移動【歯の】 ビョウテキイドウ（ハノ）
標的器官 ヒョウテキキカン
病的吸収 ビョウテキキュウシュウ
標的吸収線量 ヒョウテキキュウシュウセンリョウ
病的骨折 ビョウテキコッセツ
病的歯折 ビョウテキシセツ
病的振戦 ビョウテキシンセン
病的石灰化 ビョウテキセッカイカ
病的セメント質 ビョウテキセメントシツ
病的素因 ビョウテキソイン
標的像 ヒョウテキゾウ
病的増殖 ビョウテキゾウショク
病的酩酊 ビョウテキメイテイ
標的理論 ヒョウテキリロン
標点距離 ヒョウテンキョリ
皮様囊腫 ➡ 類皮囊胞 ヒヨウノウシュ
漂白剤【変色歯の】 ヒョウハクザイ（ヘンショクシノ）
漂白法【変色歯の】 ヒョウハクホウ（ヘンショクシノ）
表皮剝脱 ヒョウヒハクダツ
表皮ブドウ球菌 ヒョウヒブドウキュウキン
病変 ビョウヘン
費用便益 ヒヨウベンエキ
費用便益分析 ヒヨウベンエキブンセキ
標本 ヒョウホン
標本誤差 ヒョウホンゴサ
標本抽出 ヒョウホンチュウシュツ
標本調査 ヒョウホンチョウサ
標本分散 ヒョウホンブンサン
標本分布 ヒョウホンブンプ
標本平均 ヒョウホンヘイキン

representation
stable lesion
mimetic muscle
speciﬁcation of color
premorbid character
lesion，focus
lesion of subsurface decalciﬁcation，subsurface lesion
focal infection
cost-eﬀectiveness
clinical photograph
pathophysiology
target
pathologic
migration，pathological tooth
wandering
target organ
pathological resorption
target absorbed dose
pathological fracture
pathological tooth fracture
subsultus
pathological calciﬁcation
pathological cementum
pathological disposition
target appearance
pathological growth
pathological drunkenness
hit theory
gage length，gauge length
dermoid cyst
bleaching agent，whitening agent
bleaching，whitening
abrasion，excoriation
Staphylococcus epidermidis
lesion
cost-beneﬁt
cost-beneﬁt analysis
sample
sampling error
sampling
sample survey
sample variance，sample variation
sampling distribution
sample mean
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ヒ

ヒョウメンアラ

ヒ

表面粗さ ヒョウメンアラサ
表面齲蝕 ヒョウメンウショク
表面エネルギー ヒョウメンエネルギー
表面温度 ヒョウメンオンド
表面改質 ヒョウメンカイシツ
表面化学 ヒョウメンカガク
表面硬さ ヒョウメンカタサ
表面下脱灰【エナメル質の】 ヒョウメンカダッカイ（エナメルシツノ）
表面活性剤 ➡ 界面活性剤 ヒョウメンカッセイザイ
表面活性作用 ヒョウメンカッセイサヨウ
表面活性消毒剤 ヒョウメンカッセイショウドクザイ
表面活性物質 ヒョウメンカッセイブッシツ
表面感覚 ヒョウメンカンカク
表面吸収線量 ヒョウメンキュウシュウセンリョウ
表面コイル ヒョウメンコイル
表面処理 ヒョウメンショリ
表面性状
表面線量
表面張力
表面痛覚
表面電極
表面麻酔

ヒョウメンセイジョウ
ヒョウメンセンリョウ
ヒョウメンチョウリョク
ヒョウメンツウカク
ヒョウメンデンキョク
ヒョウメンマスイ

表面麻酔法

ヒョウメンマスイホウ

表面麻酔薬

ヒョウメンマスイヤク

表面免疫グロブリン ヒョウメンメンエキグロブリン
表面冷却 ヒョウメンレイキャク
表面冷却法 ヒョウメンレイキャクホウ
表面レンダリング ヒョウメンレンダリング
病理 ビョウリ
病理解剖学 ビョウリカイボウガク
病理組織検査 ビョウリソシキケンサ
病理組織像 ビョウリソシキゾウ
秤量 ヒョウリョウ
病歴 ビョウレキ
病歴調査 ビョウレキチョウサ
病歴聴取 ビョウレキチョウシュ
鼻翼 ビヨク
鼻翼幅 ビヨクフク
日和見感染 ヒヨリミカンセン
日和見感染症 ヒヨリミカンセンショウ
日和見病原体 ヒヨリミビョウゲンタイ
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surface roughness
surface caries
surface energy
surface temperature
surface modiﬁcation
surface chemistry
surface hardness
subsurface decalciﬁcation
surface-active agent
surface-active action
surface-active disinfectant
surface-active substance
superﬁcial sensation
surface absorbed dose
surface coil
surface conditioning，
surface treatment
surface property
surface dose
surface tension
superﬁcial pain
surface electrode
surface anesthesia，
topical anesthesia
surface anesthesia，
topical anesthesia
surface anesthetics，
topical anesthetics
surface immunoglobulin（sIg）
surface cooling
surface cooling
surface rendering
pathology
pathological anatomy
histopathological examination
histopathological feature
weighing
medical record
case history study
history taking
ala of nose
nasal width
opportunistic infection
opportunistic infection
opportunistic pathogen

ヒロウゲンド

開かれた質問 ヒラカレタシツモン
ピラノース ピラノース
ピラルビシン塩酸塩 ピラルビシンエンサンエン
びらん ビラン
ピリ ピリ
ピリジノリン ピリジノリン
ピリジンヌクレオチド ピリジンヌクレオチド
非律動性活動 ヒリツドウセイカツドウ
ピリドキサール ピリドキサール

ピリドキシン塩酸塩

ピリドキシンエンサンエン

ピリドンカルボン酸系抗菌薬
ピリドンカルボンサンケイコウキンヤク

ビリベルジン ビリベルジン
ピリミジン ピリミジン
ピリミジンヌクレオチド ピリミジンヌクレオチド
微粒子【感光材料の】 ビリュウシ（カンコウザイリョウノ）
微量元素 ビリョウゲンソ
微量成分 ビリョウセイブン
微量ミネラル ビリョウミネラル
微量有効作用 ビリョウユウコウサヨウ
ビリルビン ビリルビン
ピリン疹 ピリンシン
鼻涙管 ビルイカン
ビルドアップ ビルドアップ
ビルドアップキャップ ビルドアップキャップ
ピルビン酸 ピルビンサン
ピルビン酸ギ酸リアーゼ ピルビンサンギサンリアーゼ
ビルレンス ビルレンス
ビルレントファージ ビルレントファージ
比例計数管 ヒレイケイスウカン
比例限 ヒレイゲン
披裂形成 ヒレツケイセイ
披裂喉頭蓋ひだ ヒレツコウトウガイヒダ
披裂軟骨 ヒレツナンコツ
ピレンゼピン塩酸塩水和物 ピレンゼピンエンサンエンスイワブツ
疲労 ヒロウ
疲労強度 ヒロウキョウド
疲労限度 ヒロウゲンド

open-ended question
pyranose
pirarubicin，
pirarubicin hydrochloride
erosion
pili
pyridinoline
pyridine nucleotide
arrhythmic activity
pyridoxal，pyridoxal phosphate
hydrate，pyridoxal calcium，
pyridoxal phosphate，pyridoxal
calcium phosphate
pyridoxine，
pyridoxine hydrochloride
pyridone carboxylic acid
antibacterials
biliverdin
pyrimidine
pyrimidine nucleotide
ﬁne grain
trace element
trace component
trace mineral
oligodynamic action
bilirubin
pyrine rash
nasolacrimal duct
build-up
build-up cap
pyruvic acid
pyruvate-formate lyase
virulence
virulent phage
proportional counter
proportional limit
cleft formation
aryepiglottic fold
arytenoid cartilage
pirenzepine，pirenzepine hydrochloride，pirenzepine hydrochloride hydrate
fatigue
fatigue strength
fatigue limit
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ヒ

ヒロウシケン

ヒ

疲労試験 ヒロウシケン
疲労破壊 ヒロウハカイ
ピロカルピン ピロカルピン
ピロキシカム ピロキシカム
ピロホスファターゼ ピロホスファターゼ
ピロリン酸 ピロリンサン
ピン ピン
ピンアンドリガチャーカッター ピンアンドリガチャーカッター
ピンインデックスシステム ピンインデックスシステム
ピンインレー ピンインレー
頻回手術症 ヒンカイシュジュツショウ
敏感度
【疫学】 ビンカンド（エキガク）
ピンク歯 ピンクシ
ピンクスポット ピンクスポット
ビンクリスチン ビンクリスチン
貧血 ヒンケツ
貧血性梗塞 ヒンケツセイコウソク
貧血性低酸素 ヒンケツセイテイサンソ
貧血性低酸素症 ヒンケツセイテイサンソショウ
頻呼吸 ヒンコキュウ
ピン固定 ➡ 鋼線固定 ピンコテイ
ヒンジアキシスの記録 ヒンジアキシスノキロク
ヒンジアキシスロケーター ヒンジアキシスロケーター
ヒンジアタッチメント ヒンジアタッチメント
品質監査 ヒンシツカンサ
品質管理 ヒンシツカンリ
品質基準 ヒンシツキジュン
品質保証 ヒンシツホショウ
品質保証計画 ヒンシツホショウケイカク
ヒンジボウ ヒンジボウ
ピン修復 ピンシュウフク
ピンセット ピンセット
ビンセント症状 ビンセントショウジョウ
ビンダー症候群 ビンダーショウコウグン
ピンテクニック ピンテクニック
ビンデシン硫酸塩 ビンデシンリュウサンエン
ピン陶歯 ピントウシ
頻尿 ヒンニョウ
頻拍性不整脈 ヒンパクセイフセイミャク
ビンブラスチン硫酸塩 ビンブラスチンリュウサンエン
ピンホール ピンホール
ピンホールカメラ ピンホールカメラ
ピンホールコリメータ ピンホールコリメータ
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fatigue test
fatigue fracture
pilocarpine，
pilocarpine hydrochloride
piroxicam
pyrophosphatase
pyrophosphate
pin
pin and ligature cutter
pin indexing system
pin inlay
polysurgery
sensitivity
pink tooth
pink spot
vincristine，vincristine sulfate
anemia
anemic infarct
anemic hypoxia
anemic hypoxia
tachypnea
pin ﬁxation
registration of hinge axis
hinge axis locater
hinge attachment
quality audit（QA）
quality control（QC）
quality criteria
quality assurance（QA）
quality assurance program
hinge bow
pin restoration
forceps，pincers，tweezers
Vincent symptom，Vincent sign
Binder syndrome
pin technique
vindesine，vindesine sulfate
pin porcelain tooth
pollakiuria
tachyarrhythmia
vinblastine，vinblastine sulfate
pinhole
pinhole camera
pinhole collimator

あ
ファンクショナ

ピンボルグ腫瘍 ➡ 石灰化上皮性歯原性腫瘍

Pindborg tumor

ピンボルグシュヨウ

頻脈 ヒンミャク
ピンレッジ ピンレッジ
ピンレッジ固定法 ピンレッジコテイホウ
ビンロウジュ ビンロウジュ
ビンロウチューイング ビンロウチューイング

あ

tachycardia
pinledge
pinledge splint
areca palm
betel nut chewing

フ

フ
ファーケーションプラスティ ファーケーションプラスティ
ファーケーションプローブ ファーケーションプローブ
ファージ ファージ
ファージ型別 ファージガタベツ
ファージ変換 ファージヘンカン
ファーストオーダーベンド ファーストオーダーベンド
ファーゾーン【鉤歯の】 ファーゾーン（コウシノ）
ファーター・パチニ小体 ファーターパチニショウタイ
ファーマー減力法 ファーマーゲンリョクホウ
ファーロー法 ファーローホウ
ファイバースコープ ファイバースコープ
ファイバーポスト ファイバーポスト
ファイリング ファイリング
ファイル ファイル
ファイル型スケーラー ファイルガタスケーラー
ファインカットバー ファインカットバー
ファインセラミックス ファインセラミックス
ファインマンの分類 ファインマンノブンルイ
ファゴソーム ファゴソーム
ファゴリソソーム ファゴリソソーム
ファストスピンエコー ➡ 高速スピンエコー

furcation plasty，furcaplasty
furcation probe
phage
phage typing
phage conversion
ﬁrst order bend
far zone
corpuscle of Vater-Pacini
Farmer reducer
Furlow method
ﬁber scope
ﬁber post
ﬁling
ﬁle
ﬁle type scaler
ﬁne cut bur
ﬁne ceramics
Feinman classiﬁcation
phagosome
phagolysosome
fast spin echo（FSE）

ファストスピンエコー

ファセット ファセット
FACS® ファックス
ファブリー病 ファブリービョウ
ファブリキウス囊 ファブリキウスノウ
ファロー四徴 ➡ ファロー四徴候
ファロー四徴候 ファローシチョウコウ
ファロペネムナトリウム水和物

ファローシチョウ

ファロペネムナトリウムスイワブツ

不安 フアン
不安階層 フアンカイソウ
ファンクショナル MRI

ファンクショナルエムアールアイ

facet
ﬂuorescence-activated cell sorting
Fabry disease
bursa of Fabricius
Fallot tetralogy
Fallot tetralogy
faropenem，
faropenem sodium hydrate
anxiety
anxiety hierarchy
functional MRI（fMRI）
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ファンクショナ

ファンクショナルワックスバイト法

functional wax bite method

ファンクショナルワックスバイトホウ

フ

ファンコニー症候群 ファンコニーショウコウグン
不安障害 フアンショウガイ
不安神経症 フアンシンケイショウ
不安定 フアンテイ
不安定狭心症 フアンテイキョウシンショウ
不安定性 フアンテイセイ
不安定ヘモグロビン症 フアンテイヘモグロビンショウ
ファン・デル・ワールス力 ファンデルワールスリョク
ファントム ファントム
不安反応 フアンハンノウ
ファンビーム ファンビーム
フィーダー細胞 フィーダーサイボウ
フィードバック フィードバック
フィードバック制御 フィードバックセイギョ
フィードバック阻害 フィードバックソガイ
フィードバック調節 フィードバックチョウセツ
フィードバック抑制 フィードバックヨクセイ
フィードフォワード制御 フィードフォワードセイギョ
フィードフォワード調節 フィードフォワードチョウセツ
フィールドエコー フィールドエコー
フィールドエコー法 フィールドエコーホウ
フィールドグラディエント フィールドグラディエント
フィールド線量計 フィールドセンリョウケイ
フィクスチャー ➡ インプラント体 フィクスチャー
V 原理 ブイゲンリ
V 字型下顎骨体骨切り術 ブイジガタカガクコツタイコツキリジュツ
V 字型歯列弓
FISP フィスプ

ブイジガタシレツキュウ

フィックの原理 フィックノゲンリ
フィッシャー角 フィッシャーカク
フィッシャーシーラント ➡ 小窩裂溝予防塡塞

Fanconi syndrome
anxiety disorder
anxiety neurosis
instability
unstable angina
instability
unstable hemoglobinopathy
van der Waals force
phantom
anxiety reaction
fan-beam
feeder cell
feedback
feedback control
feedback inhibition
feedback regulation
feedback repression
feedforward control
feedforward regulation
ﬁeld echo
ﬁeld echo
ﬁeld gradient
ﬁeld dosimeter
ﬁxture
V-principle
V-shaped body osteotomy of
mandible
V-shaped dental arch
fast imaging with steady-state
precession
Fick principle
Fischer's angle
ﬁssure sealant

フィッシャーシーラント

フィッシャー症候群 フィッシャーショウコウグン
フィッシャーバー フィッシャーバー
フィニッシュライン フィニッシュライン
フィニッシングアーチワイヤー フィニッシングアーチワイヤー
フィニッシングバー フィニッシングバー
フィブリノイド変性 フィブリノイドヘンセイ
フィブリノゲン フィブリノゲン
フィブリノゲン血症 フィブリノゲンケッショウ
フィブリノゲン欠乏症 フィブリノゲンケツボウショウ
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Fisher syndrome
ﬁssure bur
ﬁnish line
ﬁnishing archwire
ﬁnishing bur
ﬁbrinoid degeneration
ﬁbrinogen
hypoﬁbrinogenemia
dysﬁbrinogenemia

フウドビョウ

フィブリノリジン・デオキシリボヌクレアーゼ

ﬁbrinolysin-deoxyribonuclease

フィブリノリジンデオキシリボヌクレアーゼ

フィブリリン遺伝子 フィブリリンイデンシ
フィブリン フィブリン
フィブリン安定化因子 フィブリンアンテイカインシ
フィブリンシーラント フィブリンシーラント
フィブロネクチン フィブロネクチン
V ベンド ブイベンド
FIM ➡ 機能的自立度評価法 フィム
フィメール【アタッチメント】 ➡ マトリックス
【アタッチメント】 フィメール（アタッチメント）
ブイヨン ブイヨン
フィラー フィラー
フィラー含有量 フィラーガンユウリョウ
フィラー混入レジン フィラーコンニュウレジン
フィラー添加機能印象材 フィラーテンカキノウインショウザイ
フィラデルフィア染色体 フィラデルフィアセンショクタイ
フィラメント フィラメント
フィルター フィルター
フィルター補正逆投影 フィルターホセイギャクトウエイ
フィルター補正逆投影法 フィルターホセイギャクトウエイホウ
フィルム階調度 フィルムカイチョウド
フィルム感度 フィルムカンド
フィルム黒化度 ➡ フィルム濃度 フィルムコッカド
フィルムコントラスト フィルムコントラスト
フィルムディジタイザー フィルムディジタイザー
フィルム濃度 フィルムノウド
フィルムバッジ フィルムバッジ
フィルムベース フィルムベース
フィルム包装 フィルムホウソウ
フィルム保持器 フィルムホジキ
フィルムマーカー フィルムマーカー
フィルムマーク フィルムマーク
フィルムマウント フィルムマウント
フィルム粒状性 フィルムリュウジョウセイ
フィン フィン
フィンガーレスト フィンガーレスト
風疹 フウシン
風疹症候群 フウシンショウコウグン
ブートストラップセンシトメトリ

ﬁbrillin gene（FBN）
ﬁbrin
ﬁbrin stabilizing factor
ﬁbrin sealant
ﬁbronectin
V-bend
functional independence measure
female
bouillon
ﬁller
ﬁller content
ﬁlled resin
ﬁlled polymer functional
impression material
Philadelphia chromosome
ﬁlament
ﬁlter
ﬁltered back projection
ﬁltered back projection method
ﬁlm gradient
ﬁlm speed
ﬁlm density
ﬁlm contrast
ﬁlm digitizer
ﬁlm density
ﬁlm badge
ﬁlm base
ﬁlm packet
ﬁlm holder
ﬁlm marker
identiﬁcation dot
ﬁlm mount
ﬁlm graininess
ﬁn
ﬁnger rest
rubella
rubella syndrome
bootstrap sensitometry

ブートストラップセンシトメトリ

ブートストラップ法 ブートストラップホウ
フードテスト フードテスト
風土病 フウドビョウ

bootstrap method
food test
endemic disease
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フ

フウニュウキケ

フ

封入奇形児 フウニュウキケイジ
封入体 フウニュウタイ
風味 フウミ
フーリエ変換 フーリエヘンカン
ブーンのブラケットポジショニングゲージ

fetus in fetu，foetus in foetu
inclusion body
ﬂavor
Fourier transform，
Fourier transformation（FT）
Boone bracket positioning gauge

ブーンノブラケットポジショニングゲージ

フェイシャルアングル【セファロ分析の】 ➡ 顔面角

facial angle

フェイシャルアングル（セファロブンセキノ）

フェイシャルフォーム【正面の】

facial form

フェイシャルフォーム（ショウメンノ）

フェイズイメージ フェイズイメージ
フェイスガード フェイスガード
フェイズコントラスト MRA フェイズコントラストエムアールエー
フェイズドアレイコイル フェイズドアレイコイル
フェイスボウ フェイスボウ
フェイスボウアジャスティングプライヤー

phase image
faceguard
phase contrast MRA
phased array coil
face bow
face bow-adjusting pliers

フェイスボウアジャスティングプライヤー

フェイスボウトランスファー
フェイスマスク フェイスマスク

フェイスボウトランスファー

フェザーエッジ フェザーエッジ
フェザーエッジ型 フェザーエッジガタ
フェザータッチ フェザータッチ
フェストゥーン フェストゥーン
フェナセチン フェナセチン
フェニックス膿瘍 フェニックスノウヨウ
フェニトイン フェニトイン
フェニトイン歯肉増殖症 フェニトインシニクゾウショクショウ
フェニトイン性歯肉炎 フェニトインセイシニクエン
フェニトイン増殖性歯肉炎 フェニトインゾウショクセイシニクエン
フェニドン フェニドン
フェニルアラニン フェニルアラニン
フェニルケトン尿症 フェニルケトンニョウショウ
フェニル P フェニルピー
フェニルブタゾン フェニルブタゾン
フェニレフリン塩酸塩 フェニレフリンエンサンエン
フェネチシリンカリウム
フェノール フェノール
フェノールカンフル
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フェネチシリンカリウム

フェノールカンフル

face bow transfer
face mask，face frame，
protraction headgear，
reverse-pull headgear
feather edge
feather edge type
feather touch
festoon
phenacetin
phoenix abscess
phenytoin
phenytoin gingival hyperplasia
phenytoin gingivitis
phenytoin hyperplastic gingivitis
phenidone
phenylalanine
phenylketonuria
methacryloxyethyl phenyl
hydrogen phosphate
phenylbutazone
phenylephrine，
phenylephrine hydrochloride
phenethicillin，
phenethicillin potassium
phenol
phenol with camphor，camphorated
phenol，phenol camphor

フカギャクセイ

フェノールレッド フェノールレッド
フェノバルビタール フェノバルビタール
フェリアーの窩洞 フェリアーノカドウ
フェリアーのセパレーター フェリアーノセパレーター
フェリチン フェリチン
フェリプレシン フェリプレシン
フェルール フェルール
フェルトコーン フェルトコーン
フェルトホイール フェルトホイール
フェロケラターゼ フェロケラターゼ
フェンシング体位【X 線撮影の】

phenol red
phenobarbital
Ferrier cavity
Ferrier separator
ferritin
felypressin
ferrule
felt cone
felt wheel
ferrochelatase
fencing position

フ

フェンシングタイイ（エックスセンサツエイノ）

フェンタニル フェンタニル
フェンタニルクエン酸塩 フェンタニルクエンサンエン
フェンブフェン フェンブフェン
フォイルマトリックス法 フォイルマトリックスホウ
不応期 フオウキ
不応性貧血 ➡ 骨髄異形成症候群 フオウセイヒンケツ
フォークト模型 フォークトモケイ
フォースシステム フォースシステム
フォーダイス斑 フォーダイスハン
フォーハンデッドデンティストリー

fentanyl
fentanyl，fentanyl citrate
fenbufen
foil matrix method
refractory period
refractory anemia
Voigt model
force system
Fordyce granule，Fordyce spot
four handed dentistry

フォーハンデッドデンティストリー

フォーンズ法【ブラッシングの】

フォーンズホウ（ブラッシングノ）

フォスディックテスト フォスディックテスト
フォトダイナミックセラピー フォトダイナミックセラピー
フォトタイマー フォトタイマー
フォルクマン管 フォルクマンカン
フォルマント フォルマント
フォン・ウィルブランド因子 フォンウィルブランドインシ
フォン・ウィルブランド病 フォンウィルブランドビョウ
フォン・ランゲンベック法 フォンランゲンベックホウ
フォン・レックリングハウゼン病

Fones brushing method，
Fones method
Fosdick test
photo dynamic therapy（PDT）
phototimer
Volkmann canal
formant
von Willebrand factor
von Willebrand disease
von Langenbeck method
von Recklinghausen disease

フォンレックリングハウゼンビョウ

腐窩 フカ
負荷 フカ
不快感 フカイカン
不快感情 フカイカンジョウ
不快臭 フカイシュウ
付加型シリコーンゴム フカガタシリコーンゴム
付加型シリコーンゴム印象材
フカガタシリコーンゴムインショウザイ

不可逆性 フカギャクセイ
不可逆性歯髄炎 フカギャクセイシズイエン

sloughing socket
loading
discomfort，unpleasantness
unpleasant feeling
unpleasant odor
polyaddition silicone rubber
polyaddition silicone rubber
impression material
irreversibility
irreversible pulpitis
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フカギャクセイ

不可逆性ショック フカギャクセイショック
不可逆性ハイドロコロイド印象材
フカギャクセイハイドロコロイドインショウザイ

フ

不可逆的損傷 フカギャクテキソンショウ
付加酵素 フカコウソ
付加重合 フカジュウゴウ
不活化 フカツカ
不活化ワクチン フカツカワクチン
不活性化 フカッセイカ
不活性ガス フカッセイガス
付加フィルター フカフィルター
不感蒸泄 フカンジョウセツ
不完全アジュバント フカンゼンアジュバント
不完全ウイルス フカンゼンウイルス
不完全強縮 フカンゼンキョウシュク
不完全菌類 フカンゼンキンルイ
不完全口蓋裂 フカンゼンコウガイレツ
不完全抗原 フカンゼンコウゲン
不完全抗体 フカンゼンコウタイ
不完全骨折 フカンゼンコッセツ
不完全再生 フカンゼンサイセイ
不完全歯牙破折 フカンゼンシガハセツ
不完全唇裂 フカンゼンシンレツ
不完全成長線 フカンゼンセイチョウセン
不完全脱臼 フカンゼンダッキュウ
不完全ブロック フカンゼンブロック
不完全埋伏歯 フカンゼンマイフクシ
フギエー管 フギエーカン
不規則格子 フキソクコウシ
不規則抗体検査 フキソクコウタイケンサ
不規則象牙質 フキソクゾウゲシツ
吹き抜け骨折 フキヌケコッセツ
不協力児 フキョウリョクジ
不均一 フキンイツ
不均等被曝 フキントウヒバク
復位 フクイ
復位性 フクイセイ
復位性関節円板転位 フクイセイカンセツエンバンテンイ
副因 フクイン
複印象 フクインショウ
復温 フクオン
腹臥位 フクガイ
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irreversible shock
irreversible hydrocolloid
impression material
irreversible damage
lyase
addition polymerization
inactivation
inactivated vaccine
inactivation
inert gas
added ﬁlter，additional ﬁlter
insensible perspiration
incomplete adjuvant
incomplete virus
incomplete tetanus
imperfect fungi
incomplete cleft palate
incomplete antigen
incomplete antibody
incomplete fracture
incomplete regeneration
incomplete tooth fracture
incomplete cleft lip
irregular incremental line
incomplete dislocation，
subluxation
incomplete block
incompletely impacted tooth
Huguier canal
disorder lattice
irregular antibody test
irregular dentin
blow out fracture
apprehensive child，
uncooperative child
heterogeneity
nonuniform exposure
reduction
reducible
ananterior disc displacement with
reduction
accessory cause
duplicating impression
rewarming
prone position

フクゴウヒベン

復顔 フクガン
復顔法 フクガンホウ
副極 フクキョク
腹腔 フククウ
副腔形成 フククウケイセイ
副腔形成術 ➡ 開窓術【囊腫，囊胞】 フククウケイセイジュツ
腹腔内接種 フククウナイセッシュ
腹腔内注射 フククウナイチュウシャ
腹腔内投与 フククウナイトウヨ
複屈折 フククッセツ
副形質 フクケイシツ
副経路【補体活性化の】 フクケイロ（ホタイカッセイカノ）
副血行路 フクケッコウロ
副結節 フクケッセツ
副溝 フクコウ
複合移植 ➡ 複合組織移植 フクゴウイショク
複合音 フクゴウオン
複合活動電位 フクゴウカツドウデンイ
副交感神経 フクコウカンシンケイ
副交感神経系 フクコウカンシンケイケイ
副交感神経興奮薬 フクコウカンシンケイコウフンヤク
副交感神経遮断薬 フクコウカンシンケイシャダンヤク
副交感神経性 フクコウカンシンケイセイ
複合抗生剤 フクゴウコウセイザイ
複合材料 フクゴウザイリョウ
複合脂質 フクゴウシシツ
複合修復 フクゴウシュウフク
副甲状腺 フクコウジョウセン
副甲状腺機能異常 フクコウジョウセンキノウイジョウ
副甲状腺機能亢進 フクコウジョウセンキノウコウシン
副甲状腺機能亢進症 フクコウジョウセンキノウコウシンショウ
副甲状腺機能低下 フクコウジョウセンキノウテイカ
副甲状腺機能低下症 フクコウジョウセンキノウテイカショウ
副甲状腺ホルモン フクコウジョウセンホルモン
複合性局所疼痛症候群 フクゴウセイキョクショトウツウショウコウグン
複合性歯周炎 フクゴウセイシシュウエン
複合性母斑 フクゴウセイボハン
複合セメント フクゴウセメント
複合組織移植 フクゴウソシキイショク
複合体 フクゴウタイ
複合体病 フクゴウタイビョウ
副咬頭 フクコウトウ
複合媒体 フクゴウバイタイ
複合皮弁 フクゴウヒベン

facial reconstruction of feature
facial restoration
side lobe
abdominal cavity
marsupialization
marsupialization
intraperitoneal inoculation
intraperitoneal injection
intraperitoneal administration
birefringence
paraplasm
alternative complement pathway
collateral ﬂow
accessory tubercle
accessory groove
composite graft
complex sound，compound sound
compound action potential
parasympathetic nerve
parasympathetic nervous system
parasympathomimetic drug
parasympatholytic drug
parasympathetic
polyantibiotic
composite material
complex lipid，compound lipid
complex restoration
parathyroid gland
parathyroidal dysfunction
hyperparathyroidism
hyperparathyroidism
hypoparathyroidism
hypoparathyroidism
parathyroid hormone（PTH）
complex regional pain syndrome
（CRPS）
complex periodontitis
compound nevus
composite dental cement
combined tissue transplantation
complex
complex disease
accessory cusp
multimedia
composite ﬂap
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フ

フクゴウポケッ

複合ポケット フクゴウポケット
複合レジン系修復材 フクゴウレジンケイシュウフクザイ

フ

副根 フクコン
複根 フクコン
副根管 フクコンカン
複根歯 フクコンシ
副根尖孔 フクコンセンコウ
複雑窩洞 フクザツカドウ
複雑骨折 フクザツコッセツ
複雑性歯牙腫 フクザツセイシガシュ
複雑性歯冠歯根破折 フクザツセイシカンシコンハセツ
複雑性歯肉炎 フクザツセイシニクエン
複雑発作 フクザツホッサ
副作用 フクサヨウ
副作用情報 フクサヨウジョウホウ
副産物 フクサンブツ
副子 フクシ
福祉 フクシ
複視 フクシ
福祉機器 フクシキキ
腹式呼吸 フクシキコキュウ
複式弾線 フクシキダンセン
副歯型 フクシケイ
副歯型式模型 フクシケイシキモケイ
福祉権 フクシケン
福祉工学 フクシコウガク
副子固定 フクシコテイ
福祉施設 フクシシセツ
福祉事務所 フクシジムショ
福祉社会 フクシシャカイ
副子包帯 フクシホウタイ
輻射熱 フクシャネツ
副食 フクショク
福祉六法 フクシロッポウ
副腎 フクジン
副神経 フクシンケイ
フクシン小体 フクシンショウタイ
副腎髄質 フクジンズイシツ
副腎性器症候群 フクジンセイキショウコウグン
副靱帯 フクジンタイ
副腎白質ジストロフィー フクジンハクシツジストロフィー
副腎皮質 フクジンヒシツ
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complex pocket
composite polymer-based
restorative material
accessory root
multiroot
accessory canal，
accessory root canal
multirooted tooth
accessory foramen
complex cavity
complicated fracture
complex odontoma
complicated crown-root fracture
complex gingivitis
complex seizures
adverse reaction，side eﬀect
side eﬀect information
by-product
splint
welfare
diplopia
welfare equipment
abdominal breathing，
abdominal respiration
double spring，recurved spring
individual die
working cast with individual die
welfare rights
welfare engineering
splinting
welfare facility
social welfare oﬃce
welfare society
splint bandage
radiant ray
side diet，side dishes
Six Basic Welfare Laws
adrenal gland
accessory nerve
fuchsin body
adrenal medulla
adrenogenital syndrome
accessory ligament
adrenoleukodystrophy（ALD）
adrenal cortex

フケツセイウシ

副腎皮質機能亢進 フクジンヒシツキノウコウシン
副腎皮質機能亢進症 フクジンヒシツキノウコウシンショウ
副腎皮質機能低下症 フクジンヒシツキノウテイカショウ
副腎皮質機能不全 フクジンヒシツキノウフゼン
副腎皮質刺激ホルモン

フクジンヒシツシゲキホルモン

副腎皮質刺激ホルモン放出因子

hypercorticosteroidism
hypercorticosteroidism
hypoadrenocorticism
adrenal dysfunction，
hypoadrenocorticism，
adrenal cortical insuﬃciency
corticotropin，adrenocorticotropic
hormone（ACTH）
corticotropin releasing factor

フクジンヒシツシゲキホルモンホウシュツインシ

副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
フクジンヒシツシゲキホルモンホウシュツホルモン

副腎皮質ステロイド フクジンヒシツステロイド
副腎皮質ステロイド紫斑 フクジンヒシツステロイドシハン
副腎皮質ステロイドホルモン フクジンヒシツステロイドホルモン
腹水 フクスイ
覆髄 フクズイ
覆髄剤 フクズイザイ
腹水症 フクスイショウ
複数回嚥下 フクスウカイエンゲ
複製 フクセイ
複製義歯 フクセイギシ
複製模型 フクセイモケイ
複素環式化合物 フクソカンシキカゴウブツ
副唾液腺 フクダエキセン
副唾液腺管 フクダエキセンカン
腹痛 フクツウ
複頭帯 フクトウタイ
腹背方向撮影 フクハイホウコウサツエイ
腹背方向撮影法 フクハイホウコウサツエイホウ
副鼻腔 フクビクウ
副副甲状腺 フクフクコウジョウセン
腹部膨満 フクブボウマン
複模型 ➡ 複製模型 フクモケイ
複模型用印象材 フクモケイヨウインショウザイ
服薬コンプライアンス フクヤクコンプライアンス
服薬指導 フクヤクシドウ
福山型先天性筋ジストロフィー
フクヤマガタセンテンセイキンジストロフィー

副隆線 フクリュウセン
腹裂 フクレツ
賦形剤 フケイザイ
不潔域【歯面の】 フケツイキ（シメンノ）
不潔性齲蝕 フケツセイウショク

corticotropin releasing hormone
（CRH）
adrenocortical steroid
corticosteroid purpura
adrenocortical hormon
ascites
pulp capping
pulp capping agent
ascites
multiswallow
replication
duplicate denture，copy denture
duplicate cast
heterocyclic compound
accessory salivary gland
accessory salivary gland duct
abdominal pain
bicipital bandage
ventrodorsal projection
ventrodorsal projection
paranasal sinuses
accessory parathyroid
abdominal distension
duplicated model
duplicating impression material
drug compliance
patient compliance instruction
Fukuyama type congenital
muscular dystrophy（FCMD）
accessory ridge
abdominal ﬁssure
diluent，diluting agent，
excipient，ﬁller
unclean area
neglected caries
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フ

フケツセイシニ

フ

不潔性歯肉炎 フケツセイシニクエン
不けん化物 フケンカブツ
不減衰伝導 フゲンスイデンドウ
不顕性齲蝕
不顕性感染
不顕性誤嚥
不顕性露髄

フケンセイウショク
フケンセイカンセン

フケンセイゴエン
フケンセイロズイ

符号化 フゴウカ
符号解読 フゴウカイドク
フコース フコース
フコース蓄積症 フコースチクセキショウ
腐骨 フコツ
腐骨除去術 フコツジョキョジュツ
腐骨分離 フコツブンリ
腐骨分離期 フコツブンリキ
ブコローム ブコローム
房楊枝 フサヨウジ
ブジー ➡ 歯周プローブ ブジー
不死化 フシカ
浮腫 フシュ
浮腫性硬変 フシュセイコウヘン
扶助 フジョ
腐食 フショク
腐食作用 フショクサヨウ
腐食試験 フショクシケン
腐食生成物 フショクセイセイブツ
腐食電位 フショクデンイ
腐食電流 フショクデンリュウ
腐食疲労 フショクヒロウ
腐食薬 フショクヤク
不随意運動 フズイイウンドウ
不随意筋 フズイイキン
不随意収縮 フズイイシュウシュク
不整形照射野 フセイケイショウシャヤ
不正咬合 フセイコウゴウ
不斉炭素原子 フセイタンソゲンシ
不整脈 フセイミャク
不正癒合 フセイユゴウ
浮石末 フセキマツ
不鮮鋭度 フセンエイド
不全感染 フゼンカンセン
不全単麻痺 フゼンタンマヒ
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ﬁlth gingivitis
unsaponiﬁable material
decrementless conduction，
nondecremental conduction
hidden caries
inapparent infection，
subclinical infection
silent aspiration
indeﬁnite pulp exposure，
inapparent exposed pulp
coding，encoding
decoding
fucose
fucosidosis
sequester
sequestrectomy
sequestration
sequestration phase
bucolome
wooden brush
probe，bougie，conductor
immortalization
edema
edematous induration
assistance
corrosion
caustic action
corrosion test
corrosion product
corrosion potential
corrosion current
corrosion fatigue
caustics
involuntary movement
involuntary muscle
involuntary contraction
irregular ﬁeld
malocclusion
asymmetric carbon atom
arrhythmia
malunion
pumice powder
unsharpness
abortive infection
monoparesis

フッカブツジョ

不全麻痺 フゼンマヒ
Fusobacterium nucleatum フソバクテリウムヌクレアタム
不耐性 フタイセイ
負担能力 フタンノウリョク
付着 フチャク
付着因子 フチャクインシ
付着歯肉 フチャクシニク
付着性 フチャクセイ
付着性歯牙腫 フチャクセイシガシュ
付着性プラーク フチャクセイプラーク
付着素 フチャクソ
付着粘膜 ➡ 不動粘膜 フチャクネンマク
付着の獲得 ➡ アタッチメントゲイン フチャクノカクトク
付着の喪失 ➡ アタッチメントロス フチャクノソウシツ
付着部位 フチャクブイ
付着分子 フチャクブンシ
付着リボソーム フチャクリボソーム
不調和【歯と顎の大きさの】 フチョウワ（ハトガクノオオキサノ）
不対結節 ➡ 無対舌結節 フツイケッセツ
不対電子 フツイデンシ
普通寒天培地 フツウカンテンバイチ
普通孔【縫合針の】 フツウコウ（ホウゴウシンノ）
普通石膏 フツウセッコウ
普通ブイヨン フツウブイヨン
普通薬 フツウヤク
フッ化カルシウム フッカカルシウム
フッ化ジアンミン銀 フッカジアンミンギン
フッ化ジアンミン銀溶液 フッカジアンミンギンヨウエキ
フッ化水素酸 フッカスイソサン
フッ化第一スズ フッカダイイチスズ
フッ化第一スズ溶液 フッカダイイチスズヨウエキ
フッ化ナトリウム フッカナトリウム
フッ化ナトリウム溶液 フッカナトリウムヨウエキ
フッ化物 フッカブツ
フッ化物イオン濃度 フッカブツイオンノウド
フッ化物液剤 フッカブツエキザイ
フッ化物局所応用 フッカブツキョクショオウヨウ
フッ化物局所塗布 フッカブツキョクショトフ
フッ化物サプリメント フッカブツサプリメント
フッ化物歯面塗布 フッカブツシメントフ
フッ化物錠剤

フッカブツジョウザイ

paretic
intolerance
bearing ability
adhesion
adhesin
attached gingiva
adhesiveness，adherence
adherent odontoma
attached plaque
adhesin
attached mucous membrane
attachment gain
attachment loss
attachment site
adhesion molecule
attached ribosome
discrepancy
tuberculum impar
unpaired electron
nutrient agar，nutrient agar media
normal eye
plaster，β-calcium sulfate
hemihydrate
nutrient broth
common drug，
common medicament
calcium ﬂuoride
diammine silver ﬂuoride
diammine silver ﬂuoride solution
hydroﬂuoric acid
stannous ﬂuoride
stannous ﬂuoride solution
sodium ﬂuoride，NAF
sodium ﬂuoride solution，
NaF solution
ﬂuoride
ﬂuoride concentration
ﬂuoride drops
topical ﬂuoride application
topical application of ﬂuoride
ﬂuoride supplement
ﬂuoride application，
topical ﬂuoride treatment
ﬂuoride tablet
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フ

フッカブツジョ

フ

フッ化物徐放性 フッカブツジョホウセイ
フッ化物洗口 フッカブツセンコウ
フッ化物洗口剤 フッカブツセンコウザイ
フッ化物全身応用 フッカブツゼンシンオウヨウ
フッ化物中毒 フッカブツチュウドク
フッ化物添加 フッカブツテンカ
フッ化物添加剤 フッカブツテンカザイ
フッ化物添加歯面清掃剤 フッカブツテンカシメンセイソウザイ
フッ化物添加食塩 フッカブツテンカショクエン
フッ化物添加法 フッカブツテンカホウ
フッ化物添加ミルク フッカブツテンカミルク
フッ化物配合歯磨剤 フッカブツハイゴウシマザイ
二日酔い フツカヨイ
ブッキーブレンデ ブッキーブレンデ
復帰突然変異 フッキトツゼンヘンイ
フック フック
フックス症候群 フックスショウコウグン
フックの法則 フックノホウソク
物質代謝異常 ブッシツタイシャイジョウ
プッシュバック法 プッシュバックホウ
フッ素 フッソ
フッ素アパタイト フッソアパタイト
フッ素イオン電極 フッソイオンデンキョク
フッ素樹脂 フッソジュシ
フッ素症 フッソショウ
フッ素症歯 ➡ 斑状歯 フッソショウシ
フッ素代謝産物 フッソタイシャサンブツ
フッ素補充剤 フッソホジュウザイ
フットコントローラー フットコントローラー
物理学的過程 ブツリガクテキカテイ
物理学的半減期 ブツリガクテキハンゲンキ
物理吸着 ブツリキュウチャク
物理的刺激 ブツリテキシゲキ
物理的歯髄炎 ブツリテキシズイエン
物理的性質 ブツリテキセイシツ
物理的防護 ブツリテキボウゴ
物理的粒状性 ブツリテキリュウジョウセイ
物理療法 ブツリリョウホウ
不定愁訴 フテイシュウソ
不定疼痛 フテイトウツウ
不適応 フテキオウ
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ﬂuoride-releasing property
ﬂuoride mouth-rinsing
ﬂuoride mouth-rinse，
ﬂuoride rinsing agent
systemic ﬂuoride application
ﬂuoride poisoning
ﬂuoridation
ﬂuoride supplement
ﬂuoridated prophylaxis agent
ﬂuoridated salt，
ﬂuoridated cooking salt，
ﬂuoride-supplemented salt
ﬂuoridation
ﬂuoridated milk
ﬂuoride-containing dentifrice，
ﬂuoride tooth paste
hangover
Bucky diaphragm
back mutation
hook
Fuchs syndrome
Hooke's law
disturbance of metabolism
push back method
ﬂuorine
ﬂuorapatite
ﬂuoride ion electrode
ﬂuorocarbon polymer
ﬂuorosis
ﬂuorosed tooth
ﬂuorometabolite
ﬂuoride supplement
foot controller
physical process
physical half-life
physical adsorption
physical stimulation
physical pulpitis
physical property
physical protection
physical graininess
physical therapy，physiotherapy
unidentiﬁed complaint
atypical pain
maladaptation

ブブンショウギ

不適応行動

フテキオウコウドウ

不適合義歯 フテキゴウギシ
不適合刺激 フテキゴウシゲキ
不適合修復・補綴物 フテキゴウシュウフクホテツブツ
不適合性 フテキゴウセイ
不適合輸血 フテキゴウユケツ
筆積み法 フデヅミホウ
プテリゴマキシラーレ【セファロ分析の】
プテリゴマキシラーレ（セファロブンセキノ）

舞踏運動
不動関節

ブトウウンドウ
フドウカンセツ

ブドウ球菌 ブドウキュウキン
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群
ブドウキュウキンセイネッショウヨウヒフショウコウグン

不動固定 フドウコテイ
ブドウ状歯原性囊胞 ブドウジョウシゲンセイノウホウ
不動態 フドウタイ
不動態化 フドウタイカ
不動態膜 ➡ 酸化被膜 フドウタイマク
ブドウ糖負荷試験 ブドウトウフカシケン
不動粘膜 フドウネンマク
ブドウ膜耳下腺炎 ➡ ヘールフォルト症候群

maladaptive behavior，
maladjusted behavior
ill-ﬁtting denture
inadequate stimulus
faulty dental restoration
incompatibility
incompatible blood transfusion
brush-on technique
Pterygomaxillare（Ptm），
pterygomaxillary ﬁssure
chorea
immovable joint，
synarthrodial joint
Staphylococcus
staphylococcal scalded skin
syndrome
stationary anchorage
botryoid odontogenic cyst
passive state
passivation
passive ﬁlm
glucose tolerance test（GTT）
attached mucous membrane
uveoparotitis

フ

ブドウマクジカセンエン

ブドウ膜耳下腺熱 ➡ ヘールフォルト症候群

uveoparotid fever

ブドウマクジカセンネツ

不透明象牙質 フトウメイゾウゲシツ
不透明体 フトウメイタイ
不透明度 フトウメイド
ブトルファノール【麻酔】 ブトルファノール（マスイ）
プトレッシン プトレッシン
船底型ポンティック フナゾコガタポンティック
不妊 フニン
不妊症 フニンショウ
腐敗根管 フハイコンカン
腐敗性炎 フハイセイエン
ブピバカイン塩酸塩水和物 ブピバカインエンサンエンスイワブツ
部分強化 ブブンキョウカ
部分欠損 ブブンケッソン
部分検査法 ブブンケンサホウ
部分歯牙異形成症 ブブンシガイケイセイショウ
部分床義歯 ブブンショウギシ

opaque dentin
opaque medium
opacity
butorphanol
putrescine
spheroid pontic
sterility
sterility
putrefactive infected root canal
putrid inﬂammation
bupivacaine，bupivacaine hydrochloride，bupivacaine hydrochloride hydrate
partial reinforcement
partial loss dentition
partial mouth recording
partial odontodysplasia
removable partial denture
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ブブンショウギ

部分床義歯補綴学 ブブンショウギシホテツガク
部分性無歯症 ブブンセイムシショウ

フ

部分接合体 ブブンセツゴウタイ
部分切除 ブブンセツジョ
部分層弁 ➡ 粘膜弁 ブブンソウベン
部分体積効果 ブブンタイセキコウカ
部分的再呼吸 ブブンテキサイコキュウ
部分的再呼吸式 ブブンテキサイコキュウシキ
部分的断髄 ブブンテキダンズイ
部分的断髄法 ブブンテキダンズイホウ
部分的頭蓋裂 ブブンテキトウガイレツ
部分的埋伏 ブブンテキマイフク
部分てんかん ブブンテンカン
部分トロンボプラスチン時間
部分被覆冠 ブブンヒフクカン
部分復位性関節円板転位
部分発作

ブブントロンボプラスチンジカン

ブブンフクイセイカンセツエンバンテンイ

ブブンホッサ

部分容積効果 ブブンヨウセキコウカ
普遍形質導入 フヘンケイシツドウニュウ
不法行為責任 フホウコウイセキニン
不飽和脂肪酸 フホウワシボウサン
浮遊歯 フユウシ
浮遊物質 フユウブッシツ
不溶性グルカン フヨウセイグルカン
不溶性コラーゲン フヨウセイコラーゲン
付与エネルギー フヨエネルギー
プラーク【歯の】 プラーク（ハノ）
プラーク【ファージの】 プラーク（ファージノ）
プラーク形成 プラークケイセイ
プラーク形成細胞 プラークケイセイサイボウ
プラークコントロール プラークコントロール
プラークコントロールレコード プラークコントロールレコード
プラーク指数 プラークシスウ
プラーク性歯肉炎 プラークセイシニクエン
プラーク染色液 プラークセンショクエキ
プラーク付着 プラークフチャク
プラークフリーゾーン プラークフリーゾーン
プラークリテンションファクター
プラークリテンションファクター
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removable partial prosthodontics
partial anodontia，
hypodontia，oligodontia
merozygote
partial resection
partial thickness ﬂap
partial volume eﬀect
partial rebreathing
partial rebreathing system
partial pulpotomy
partial pulpotomy
cranioschisis partialis
partial eruption，
partial impaction of tooth
partial epilepsy
partial thromboplastin time
partial veneer crown，
partial coverage crown
disc displacement with partial
reduction
simple partial seizure，
partial seizure
partial volume eﬀect
generalized transduction
tort liability
unsaturated fatty acid
ﬂoating tooth
suspended solid
insoluble glucan，
water-insoluble glucan
insoluble collagen
energy imparted
plaque，dental plaque
plaque
plaque formation
plaque-forming cell（PFC）
plaque control
plaque control record（PCR）
plaque index（PlI）
plaque-induced gingivitis
plaque disclosing agent
adhesion of dental plaque
plaque-free zone
plaque retention factor

プラスチックブ

フライ症候群 フライショウコウグン
プライス・ジョーンズ曲線 プライズジョーンズキョクセン
プライマー プライマー
プライマリケア プライマリケア
プライマリ・ヘルスケア プライマリヘルスケア
ブラインディズム ブラインディズム
ブラウン・セカール症候群 ブラウンセカールショウコウグン
プラガー プラガー
ブラキサー ブラキサー
ブラキシズム ブラキシズム
フラクタル フラクタル
フラクタル次元 フラクタルジゲン
フラクチャー フラクチャー
フラクトオリゴ糖 フラクトオリゴトウ
ブラケット ブラケット
ブラケットアンギュレーション ブラケットアンギュレーション
ブラケットインクリネーション ブラケットインクリネーション
ブラケットウイング ブラケットウイング
ブラケット間距離 ブラケットカンキョリ
ブラケットスロット ブラケットスロット
ブラケットテーブル ブラケットテーブル
ブラケット撤去 ブラケットテッキョ
ブラケットハイト ブラケットハイト
ブラケットポジショニング ブラケットポジショニング
ブラケットポジショニングゲージ

Frey syndrome
Price-Jones curve
primer
primary care
primary health care
blindism
Brown-Séquard's syndrome
plugger
bruxer
bruxism
fractal
fractal dimension
fracture
fructooligosaccharide
bracket
bracket angulation
bracket inclination
bracket wing
inter bracket span
bracket slot
bracket table
debonding of bracket
bracket height
bracket positioning
bracket positioning gauge

フ

ブラケットポジショニングゲージ

ブラケットポジション ブラケットポジション
ブラケットリムービングプライヤー
ブラケットリムービングプライヤー

フラジェリン フラジェリン
ブラシ縁膜 ブラシエンマク
フラジオマイシン硫酸塩 フラジオマイシンリュウサンエン
ブラジキニン ブラジキニン
ブラシコーン ブラシコーン
ブラシホイール ブラシホイール
フラスクエジェクター フラスクエジェクター
フラスコ フラスコ
フラスコプレス フラスコプレス
フラスコ埋没 フラスコマイボツ
プラスチック プラスチック
プラスチックシンチレータ プラスチックシンチレータ
プラスチックスケーラー プラスチックスケーラー
プラスチックストリップ プラスチックストリップ
プラスチックディスク プラスチックディスク
プラスチックブラケット プラスチックブラケット

bracket position
debonding pliers，
bracket-removing pliers
ﬂagellin
brush border membrane
fradiomycin，fradiomycin sulfate
bradykinin
brush cone
brush wheel
ﬂask ejector
ﬂask
ﬂask press
ﬂasking
plastic
plastic scintillator
plastic scaler
plastic strip
plastic disc
plastic bracket
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プラスチックポ

フ

プラスチックポイント プラスチックポイント
ブラストミセス症 ブラストミセスショウ
プラズマ プラズマ
プラズマコーティング プラズマコーティング
プラズマ溶射 プラズマヨウシャ
プラスミド プラスミド
プラスミノーゲン プラスミノーゲン
プラスミノーゲンアクチベーター

plastic point
blastomycosis
plasma
plasma coating
plasma spraying
plasmid
plasminogen
plasminogen activator

プラスミノーゲンアクチベーター

プラスミン プラスミン
ブラスワイヤー ブラスワイヤー
プラセボ プラセボ
プラセボ効果 プラセボコウカ
プラダー・ウィリー症候群 プラダーウィリーショウコウグン
ブラッグ・グレイの空洞理論 ブラッググレイノクウドウリロン
フラックス フラックス
ブラックトライアングル ブラックトライアングル
ブラックの窩洞分類 ブラックノカドウブンルイ
ブラッグピーク ブラッグピーク
ブラックマンデランゲ症候群 ブラックマンデランゲショウコウグン
FLASH フラッシュ
フラッシュターミナルプレーン フラッシュターミナルプレーン
ブラッシング ブラッシング
ブラッシング指導 ブラッシングシドウ
ブラッシング法 ブラッシングホウ
フラッディング【心理】 フラッディング（シンリ）
フラットニング フラットニング
フラットパネルディテクタ フラットパネルディテクタ
プラットフォーム【インプラントの】

plasmin
brass wire
placebo
placebo eﬀect
Prader-Willi syndrome
Bragg-Gray cavity theory
ﬂux
interdental gingival space
Black cavity classiﬁcation
Bragg peak
Brachmann-de Lange syndrome
fast low angle shot
ﬂush terminal plane
tooth brushing
tooth brushing instruction（TBI）
tooth brushing method
ﬂooding technique
ﬂattening
ﬂat panel detector（FPD）
platform

プラットフォーム（インプラントノ）

プラットフォームシフティング プラットフォームシフティング
プラットフォームスイッチング ➡ プラットフォーム
シフティング プラットフォームスイッチング
フラップキュレッタージ フラップキュレッタージ
フラップ手術 フラップシュジュツ
フラップレス手術 フラップレスシュジュツ
プラトー プラトー
フラノース フラノース
プラノプロフェン プラノプロフェン
フラビーガム フラビーガム
フラビンアデニンジヌクレオチド

platform shifting
platform switching
ﬂap curettage
ﬂap operation，ﬂap surgery
ﬂapless surgery
plateau
furanose
pranoprofen
ﬂabby gum
ﬂavin adenine dinucleotide（FAD）

フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

ﬂavin adenine dinucleotide sodium

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

フラビンタンパク質
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フラビンタンパクシツ

ﬂavoprotein

フリョウエンゲ

フラビンモノヌクレオチド フラビンモノヌクレオチド
プランク定数 プランクテイスウ
フランクフルト平面 フランクフルトヘイメン
フランクフルトマンディブラーインサイザーアングル
【セファロ分析の】

ﬂavin mononucleotide（FMN）
Planck constant，Planck's constant
Frankfort horizontal（FH）plane，
Frankfort plane
Frankfort-mandibular incisor angle
（FMIA）

フランクフルトマンディブラーインサイザーアングル（セファロブンセキノ）

フランク法 フランクホウ
プランジャーカスプ プランジャーカスプ
フランチェスケッティ症候群 フランチェスケッティショウコウグン
ブランチテスト ブランチテスト
ブランディン・ヌーン腺 ブランディンヌーンセン
ブランディン・ヌーン囊胞 ブランディンヌーンノウホウ
Branhamella 属 ブランハメラゾク
フランベジア フランベジア
プランマー・ビンソン症候群 プランマービンソンショウコウグン
プリアジャステッド装置 プリアジャステッドソウチ
プリアジャステッドブラケット プリアジャステッドブラケット
プリースニッツ罨法 プリースニッツアンポウ
プリーツシート プリーツシート
ブリーディングインデックス ブリーディングインデックス
フリードマンとレービンの分類

Frank technique
plunger cusp
Franceschetti-klein syndrome
branch test
Blandin-Nuhn gland
Blandin-Nuhn cyst
Branhamella
frambesia，framboesia
Plummer-Vinson syndrome
preadjusted appliance
preadjusted bracket
Priessnitz compress
pleated sheet
bleeding index（BI）
Friedman and Levin classiﬁcation

フリードマントレービンノブンルイ

フリーマン・シェルドン症候群

Freeman-Sheldon syndrome

フリーマンシェルドンショウコウグン

フリーラジカル フリーラジカル
プリオン プリオン
フリクショナルフィット フリクショナルフィット
フリクショングリップ フリクショングリップ
フリクショングリップ用バー フリクショングリップヨウバー
振子運動 フリコウンドウ
振子照射 フリコショウシャ
振子照射法 フリコショウシャホウ
プリシード・プロシードモデル プリシードプロシードモデル
ブリソー症候群 ブリソーショウコウグン
フリッカー値 フリッカーチ
フリッカー融合 フリッカーユウゴウ
ブリッジ ブリッジ
フリット フリット
フリップアングル フリップアングル
フリップ角 ➡ フリップアングル フリップカク
ブリネル硬さ ブリネルカタサ
プリパルス プリパルス
不良嚥下癖 ➡ 異常嚥下癖 フリョウエンゲヘキ

free radical
prion
frictional ﬁt
friction grip
friction grip bur
pendular movement
pendulum irradiation
pendulum irradiation
precede-proceed model
Brissaud syndrome
ﬂicker value
ﬂicker fusion
ﬁxed partial denture
frit
ﬂip angle（FA）
ﬂip angle（FA）
Brinell hardness
preparation pulse
bad swallowing habit，
abnormal swallowing habit
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フ

フリョウシュウ

不良習癖 ➡ 異常習癖

フ

フリョウシュウヘキ

不良習癖除去装置 フリョウシュウヘキジョキョソウチ
不良肉芽 フリョウニクゲ
不良肉芽組織 フリョウニクゲソシキ
プリン プリン
プリン塩基 プリンエンキ
ブリンクマン指数 ブリンクマンシスウ
プリンヌクレオチド プリンヌクレオチド
フルート型インプラント フルートガタインプラント
ブルーミング ブルーミング
ブルーム症候群 ブルームショウコウグン
ふるえ フルエ
フルエンス フルエンス
フルオロアパタイト フルオロアパタイト
フルオロウラシル フルオロウラシル
フルオログラフィー フルオログラフィー
フルクタン フルクタン
フルクトース フルクトース
フルクトキナーゼ フルクトキナーゼ
フルクトシルトランスフェラーゼ

bad habit，abnormal habit，
parafunctional habit
habit breaker
infected granulation
infected granulation tissue
purine
purine bases
Brinkman Index
purine nucleotide
ﬂute-type implant
blooming
Blooms syndrome
shivering
ﬂuence
ﬂuoroapatite
ﬂuorouracil
ﬂuorography
fructan
fructose
fructokinase
fructosyltransferase

フルクトシルトランスフェラーゼ

ブルシャイト ブルシャイト
プルスルー手術 プルスルーシュジュツ
ブルセラ症 ブルセラショウ
プルトニウム プルトニウム
フルニエ歯 フルニエシ
フルニトラゼパム フルニトラゼパム
ブルヌヴィーユ・プリングル病
ブルの法則 ブルノホウソク
フルバランストオクルージョン

フルフェナム酸

ブルヌヴィーユプリングルビョウ

フルバランストオクルージョン

フルフェナムサン

フルボキサミン フルボキサミン
フルマウスディスインフェクション

brushite
pull-through operation
brucellosis
plutonium（Pu）
Fournier tooth
ﬂunitrazepam
Bourneville-Pringle disease
BULL rule
balanced articulation，
bilateral balanced occlusion，
full balanced occlusion，
full balanced articulation
ﬂufenamic acid，ﬂufenamic acid
alminium
ﬂuvoxamine，ﬂuvoxamine maleate
full-mouth disinfection（FMD）

フルマウスディスインフェクション

フルマゼニル フルマゼニル
フルラゼパム塩酸塩 フルラゼパムエンサンエン
ブルループ ブルループ
フルルビプロフェン フルルビプロフェン
ぶれ
【X 線写真】 ブレ（エックスセンシャシン）
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ﬂumazenil
ﬂurazepam，
ﬂurazepam hydrochloride
Bull loop
ﬂurbiprofen
blurring

フレンゾクケイ

FLAIR フレアー
フレアーアウト フレアーアウト
フレアーアップ フレアーアップ
フレアー形成【根管の】 フレアーケイセイ（コンカンノ）
ブレイデッドワイヤー ブレイデッドワイヤー
フレイル フレイル
プレウェッジ プレウェッジ
ブレード【喉頭鏡の】 ブレード（コウトウキョウノ）
ブレードインプラント ブレードインプラント
プレート固定法 プレートコテイホウ
ブレード人工歯 ブレードジンコウシ
ブレードベントインプラント ブレードベントインプラント
フレームシフト変異 フレームシフトヘンイ
フレームワーク フレームワーク
ブレオマイシン ブレオマイシン
プレカーブ【ファイルの】 プレカーブ（ファイルノ）
フレキシブルカセッテ フレキシブルカセッテ
プレグナンジオール プレグナンジオール
プレシジョンアタッチメント プレシジョンアタッチメント
プレスフィット プレスフィット
ブレスローの健康習慣 ブレスローノケンコウシュウカン
プレチスモグラフ プレチスモグラフ
プレッシャー・インジケイティング・ペースト

ﬂuid attenuated IR
ﬂare out
ﬂare-up
ﬂare preparation
braided wire
frailty
pre-wedge，pre-wedging
blade
blade implant
plate ﬁxation
bladed tooth
blade-vent implant
frameshift mutation
framework
bleomycin
precurve
ﬂexible cassette
pregnanediol
precision attachment
press ﬁt
Breslow's health practices
plethysmograph
pressure indicating paste

フ

プレッシャーインジケイティングペースト

フレッチャー人工象牙質 フレッチャージンコウゾウゲシツ
プレディクター【歯周病の】 プレディクター（シシュウビョウノ）
プレドニゾロン プレドニゾロン
プレドニゾン プレドニゾン
プレパブルアバットメント プレパブルアバットメント
プレパルス プレパルス
プレビタミン D プレビタミンディー
ブレブ ブレブ
Prevotella intermedia プレボテーラインターメディア
Prevotella corporis プレボテーラコーポリス
Prevotella denticola プレボテーラデンティコーラ
Prevotella melaninogenica プレボテーラメラニノジェニカ
Prevotella loescheii プレボテーラレシェイイ
フレミタス フレミタス
フレロキサシン フレロキサシン
フレンケル試験 フレンケルシケン
フレンケル装置 フレンケルソウチ
フレンジテクニック【印象】 フレンジテクニック（インショウ）
不連続形質 フレンゾクケイシツ

Fletcher artiﬁcial dentin
predictor
hydrocortisone，hydrocortisone
succinate，prednisolone，
prednisolone succinate
prednisone
prepable abutment
preparation pulse
previtamin D
bleb

fremitus
ﬂeroxacin
Fränkel test
Fränkel appliance
ﬂange technique
discontinuous character
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ブレンダーショ

ブレンダー食 ➡ ミキサー食

フ

ブレンダーショク

ブレンドポリマー ブレンドポリマー
ブレンドモノマー ブレンドモノマー
フロアブルコンポジットレジン

フロアブルコンポジットレジン

フロインド完全アジュバント フロインドカンゼンアジュバント
フロインド不完全アジュバント

mixed meal，blended meal，
liquized meal，blender food
blended polymer
blended monomer
ﬂowable resin，
ﬂowable composite resin
Freund complete adjuvant
Freund incomplete adjuvant

フロインドフカンゼンアジュバント

フロー フロー
ブローイング訓練 ブローイングクンレン
ブローイング検査 ブローイングケンサ
ブローカ言語中枢 ブローカゲンゴチュウスウ
ブローカ失語 ブローカシツゴ
フローサイトメトリー フローサイトメトリー
ブローチ ブローチ
ブローネマルクシステム ブローネマルクシステム
ブローパイプ ブローパイプ
プロービング プロービング
プロービングアタッチメントレベル
➡ アタッチメントレベル
【歯周組織の】

ﬂow
blowing exercise
blowing test
Broca speech center
Broca aphasia，motor aphasia
ﬂow cytometry（FCM）
broach
Brånemark system
blow pipe
probing
probing attachment level（PAL）

プロービングアタッチメントレベル

プロービング圧 プロービングアツ
プロービング時の出血 プロービングジノシュッケツ
プロービング値 プロービングチ
プロービングチャート プロービングチャート
プロービングデプス プロービングデプス
プローブ ➡ 歯周プローブ プローブ
フローボイド フローボイド
ブローホール ブローホール
フローリッヒ症候群 フローリッヒショウコウグン
プロー・ワンサンアンギーナ ➡ ワンサン口峡炎

probing pressure
bleeding on probing（BOP）
probing measurement
probing chart
probing depth，
probing pocket depth
probe，bougie，conductor
ﬂow void
blow hole
Fröhlich syndrome
Plaut-Vincent angina

プローワンサンアンギーナ

プロカインアミド塩酸塩

プロカインアミドエンサンエン

プロカイン塩酸塩 プロカインエンサンエン
プロキシマルハーフクラウン プロキシマルハーフクラウン
フロクタフェニン フロクタフェニン
プログラム言語 プログラムゲンゴ
プログレッシブサイドシフト プログレッシブサイドシフト
プロゲステロン プロゲステロン
プロ酵素 プロコウソ
プロコラーゲン プロコラーゲン
プロコラーゲンペプチダーゼ プロコラーゲンペプチダーゼ
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procainamide，
procainamide hydrochloride
procaine，procaine hydrochloride
proximal half crown
ﬂoctafenine
programming language
progressive side shift
progesterone
pro-enzyme
procollagen
procollagen peptidase

プロトン

ブロス ブロス
プロスタグランジン プロスタグランジン
プロスタグランジン E2 プロスタグランジンイーツー
プロスタグランジン合成阻害薬

broth
prostaglandin（PG）
prostaglandin E2
prostaglandin synthetase inhibitor

プロスタグランジンゴウセイソガイヤク

プロスタサイクリン プロスタサイクリン
プロスチオン【セファロ分析の】

prostacyclin
Prosthion（Pr）

プロスチオン（セファロブンセキノ）

プロセッシング プロセッシング
プロダクティビティ プロダクティビティ
プロタミン硫酸塩 プロタミンリュウサンエン
ブロッキング ブロッキング
ブロック ブロック
ブロックアウト ブロックアウト
ブロック移植 ブロックイショク
ブロック骨移植 ブロックコツイショク
ブロック治療 ブロックチリョウ
フロッシング フロッシング
ブロッホ・ズルツベルガー症侯群

processing
productivity
protamine，protamine sulfate，
sulfate protamine
blocking
block
block out
block graft
bone block graft
sextant treatment
ﬂossing
Bloch-Sulzberger syndrome

ブロッホズルツベルガーショウコウグン

ブロッホ方程式 ブロッホホウテイシキ
プロテアーゼ プロテアーゼ
プロテイナーゼ プロテイナーゼ
プロテイン A プロテインエー
プロテインキナーゼ プロテインキナーゼ
プロテインホスファターゼ プロテインホスファターゼ
プロテーゼ プロテーゼ
プロテオグリカン プロテオグリカン
プロテオリピド プロテオリピド
プロトコーン プロトコーン
プロトコニッド プロトコニッド
プロトコヌーレ プロトコヌーレ
プロトコラーゲン プロトコラーゲン
プロトスタイリッド プロトスタイリッド
プロトマー プロトマー
プロトラクションヘッドギア プロトラクションヘッドギア
プロトラクター プロトラクター
プロドラッグ プロドラッグ
プロトロンビン プロトロンビン
プロトロンビン減少症 プロトロンビンゲンショウショウ
プロトロンビン時間 プロトロンビンジカン
プロトロンビン時間国際標準比 ➡ PT-INR
プロトロンビンジカンコクサイヒョウジュンヒ

プロトン

プロトン

Bloch equation
protease
proteinase
protein A
protein kinase
protein phosphatase
prosthesis
proteoglycan
proteolipid
protocone
protoconid
protoconule
protocollagen
protostylid
protomer
protraction headgear
protractor
prodrug
prothrombin
prothrombinopenia
prothrombin time
prothrombin time-international
normalized ratio（PT-INR）
proton
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フ

プロトンカンワ

プロトン緩和増強効果

フ

プロトンカンワゾウキョウコウカ

プロトン密度 プロトンミツド
プロトン密度画像 プロトンミツドガゾウ
プロトン密度強調画像【磁気共鳴撮像法】
プロトンミツドキョウチョウガゾウ（ジキキョウメイサツゾウホウ）

プロナーゼ プロナーゼ
プロナザーレ【セファロ分析の】

proton relaxation enhancement
（PRE）
proton density
proton density image
proton density-weighted image
（PDWI）
pronase
Pronasale（Pn）

プロナザーレ（セファロブンセキノ）

プロパージン プロパージン
Propionibacterium 属 プロピオニバクテリウムゾク
プロピオン酸 プロピオンサン
プロビジョナルインプラント ➡ 暫間インプラント

properdin
Propionibacterium
propionic acid
provisional implant

プロビジョナルインプラント

プロビジョナルクラウン プロビジョナルクラウン
プロビジョナル固定 プロビジョナルコテイ
プロビジョナルデンチャー プロビジョナルデンチャー
プロビジョナルレストレーション ➡ 暫間補綴装置

provisional crown
provisional splint
provisional denture
provisional restoration

プロビジョナルレストレーション

プロビタミン A プロビタミンエー
プロビタミン D プロビタミンディー
プロピトカイン塩酸塩 プロピトカインエンサンエン
プロピレングリコール プロピレングリコール
プロファイル プロファイル
プロファイル分布 プロファイルブンプ
プロファイルライン プロファイルライン
プロフィール プロフィール
プロフィール分布 プロフィールブンプ
プロフィログラム プロフィログラム
プロフェッショナルケア プロフェッショナルケア
プロフェッショナルトゥースクリーニング

provitamin A
provitamin D
propitocaine，
propitocaine hydrochloride
propylene glycol
proﬁle
proﬁle distribution
facial proﬁle line
proﬁle
proﬁle distribution
proﬁlogram
professional care
professional tooth cleaning（PTC）

プロフェッショナルトゥースクリーニング

プロフェッショナルメカニカルトゥースクリーニング
プロフェッショナルメカニカルトゥースクリーニング

プロフェッション プロフェッション
プロプラノロール プロプラノロール
プロブレムリスト プロブレムリスト
プロポフォール プロポフォール
プロメタジン プロメタジン
ブロメライン ブロメライン
ブロメライン・結晶トリプシン ブロメラインケッショウトリプシン
プロモーター遺伝子 プロモーターイデンシ
フロモキセフナトリウム フロモキセフナトリウム
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professional mechanical tooth
cleaning（PMTC）
profession
propranolol
problem list
propofol
promethazine，
promethazine hydrochloride
bromelain
bromelain-trypsin
promoter gene
ﬂomoxef，ﬂomoxef sodium

ブンコウブンプ

プロラクチン プロラクチン
プロリルヒドロキシラーゼ プロリルヒドロキシラーゼ
プロリン プロリン
BRONJ ➡ ビスフォスフォネート関連顎骨壊死
ブロンジェ

分圧 ブンアツ
粉液重合法 フンエキジュウゴウホウ
粉液比 フンエキヒ
粉液法 ➡ 粉液重合法 フンエキホウ
分化 ブンカ
分解時間 ブンカイジカン
分解能 ブンカイノウ
分画濃度 ブンカクノウド
分割 ブンカツ
分割印象 ブンカツインショウ
分割嚥下 ブンカツエンゲ
分割顎義歯 ブンカツガクギシ
分割コア ブンカツコア
分割照射 ブンカツショウシャ
分割照射法 ブンカツショウシャホウ
分割トレー ブンカツトレー
分割抜歯 ブンカツバッシ
分割復位式模型 ブンカツフクイシキモケイ
分割埋没法 ブンカツマイボツホウ
分割腕鉤 ブンカツワンコウ
分化転換 ブンカテンカン
分芽胞子 ブンガホウシ
分岐根 ブンキコン
分岐根管 ブンキコンカン
分岐部ポリープ ブンキブポリープ
分極 ブンキョク
分極抵抗 ブンキョクテイコウ
分光 ブンコウ
分光感度 ブンコウカンド
分光光度計 ブンコウコウドケイ
分光測色法 ブンコウソクショクホウ
分光測光 ブンコウソッコウ
分光測光法 ブンコウソッコウホウ
分光透過率 ブンコウトウカリツ
分光特性 ブンコウトクセイ
分光反射率 ブンコウハンシャリツ
分光分析 ブンコウブンセキ
分光分布 ブンコウブンプ

prolactin
prolyl hydroxylase
proline
bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaw
partial pressure
powder-liquid curing method
powder-to-liquid ratio
powder-liquid method
diﬀerentiation
resolving time
resolving power，resolution
fractional concentration
resolution
sectional impression
piecemeal deglutition
sectional maxillary prosthesis
interlocking core
fractionated irradiation
fractionated irradiation
sectional impression tray
hemisection，
root amputation，trisection
working cast with divided die
separate pour ﬂasking
divided arm clasp
transdiﬀerentiation
blastospore
furcated root
furcated root canal
furcation polyp
polarization
polarization resistance
spectral
spectral responsivity，
spectral sensitivity
spectrophotometer
spectrophotometric colorimetry
spectrophotometry
spectrophotometry
spectral transmittance
spectral characteristics
spectral reﬂectance
spectrochemical analysis
spectral distribution

フ
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ブンコウホウ

フ

分光法 ブンコウホウ
粉砕 フンサイ
粉砕骨折 フンサイコッセツ
分散 ブンサン
分散強化型アマルガム合金
ブンサンキョウカガタアマルガムゴウキン

分散強化型ガラスセラミックス
ブンサンキョウカガタガラスセラミックス

分散効果 ブンサンコウカ
分散相 ブンサンソウ
分散分析 ブンサンブンセキ
分子化合物 ブンシカゴウブツ
分時換気量 フンジカンキリョウ
分子間結合 ブンシカンケツゴウ
分時最大換気量 フンジサイダイカンキリョウ
分子スペクトル ブンシスペクトル
分子生物学 ブンシセイブツガク
分子病 ブンシビョウ
分子病理学 ブンシビョウリガク
噴射剤 フンシャザイ
噴出性嘔吐 フンシュツセイオウト
粉塵 フンジン
分生胞子 ブンセイホウシ
糞石 フンセキ
分析疫学 ブンセキエキガク
分節運動

ブンセツウンドウ

分節状拡張 ブンセツジョウカクチョウ
分節状狭窄 ブンセツジョウキョウサク
分節胞子 ブンセツホウシ
ブンゼンバーナー ブンゼンバーナー
紛争 フンソウ
分層植皮 ブンソウショクヒ
粉体 フンタイ
分配クロマトグラフィー ブンパイクロマトグラフィー
分配係数 ブンパイケイスウ
分泌 ブンピ
分泌型 ブンピガタ
分泌型 IgA ブンピガタアイジーエー
分泌顆粒 ブンピカリュウ
分泌機構【唾液腺の】 ブンピキコウ（ダエキセンノ）
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spectroscopy
crushing，grinding，pulverization
comminuted fracture，
demolished fracture
variance
dispersion-strengthened amalgam
alloy
dispersion-stregthened glass
ceramics
dispersion eﬀect
dispersed phase
analysis of variance（ANOVA）
molecular compound
breathing capacity，
minute ventilation
intermolecular bond
maximal voluntary ventilation
molecular spectrum
molecular biology
molecular disease
molecular pathology
propellants
projectile vomiting
powder dust
conidium
fecal stone
analytic epidemiology，
analytical epidemiology
rhythmic segmentation，
segmenting movement
sausage-string appearance
segmental narrowing
arthrospore
Bunsen burner
conﬂict，dispute
split skin graft
powder
partition chromatography
partition coeﬃcient，
distribution coeﬃcient
secretion，discharge
secretor
secretory IgA（SIgA，sigA）
secretory granule
mechanism of secretion

あ
分泌亢進 ブンピコウシン
分泌神経 ブンピシンケイ
分泌腺 ブンピセン
分泌調節【ホルモンの】 ブンピチョウセツ（ホルモンノ）
分泌低下 ブンピテイカ
分泌電位 ブンピデンイ
分泌電流 ブンピデンリュウ
分泌物貯留 ブンピブツチョリュウ
分泌片 ブンピヘン
分泌抑制 ブンピヨクセイ
分泌量【唾液の】 ブンピリョウ（ダエキノ）
分布
【薬物の体内動態】 ブンプ（ヤクブツノタイナイドウタイ）
分布の中心 ブンプノチュウシン
糞便 フンベン
分娩 ブンベン
分娩時外傷 ブンベンジガイショウ
粉末冶金 フンマツヤキン
噴霧化 フンムカ
噴霧剤 フンムザイ
噴霧療法 フンムリョウホウ

あ

あ

あ

噴霧冷却 フンムレイキャク
分葉舌 ブンヨウゼツ
分離芽腫 ブンリガシュ
分離材 ブンリザイ
分離腫 ブンリシュ
分離二重体 ブンリニジュウタイ
分離脳 ブンリノウ
分離培養 ブンリバイヨウ
分離不安 ブンリフアン
分裂間期【細胞分裂の】 ブンレツカンキ（サイボウブンレツノ）
分裂期 ブンレツキ
分裂死 ブンレツシ
分裂指数 ブンレツシスウ
分裂周期 ブンレツシュウキ
分裂促進因子 ➡ マイトジェン ブンレツソクシンインシ

あ

あ

ヘイカツキンガ

hypersecretion
secretory nerve
secretory gland
control of secretion
hyposecretion
secretory potential
secretion current
pooling of secretions
secretory component（SC）
secretoinhibitory
secretion rate
distribution
central tendency
stool
delivery
birth trauma
powder metallurgy
aerosolization
nebulizing solution
nebulization therapy，
aerosol therapy
water spray coolant
lobulated tongue
choristoblastoma
separating agent
choristoma
separated double monster
split brain
isolation culture，fractional culture
separation anxiety
interphase of cell division
mitotic stage
mitotic death
mitotic index
mitotic cycle
mitogenic factor（MF）

ヘ
ペア型バー ペアガタバー
ヘアピンクラスプ ヘアピンクラスプ
平滑化 ヘイカツカ
平滑筋 ヘイカツキン
平滑筋芽腫 ヘイカツキンガシュ

pear shape bur
hairpin clasp
smoothing
smooth muscle
leiomyoblastoma
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ヘ

ヘイカツキンシ

平滑筋腫 ヘイカツキンシュ
平滑筋肉腫 ヘイカツキンニクシュ
平滑舌 ヘイカツゼツ

ヘ

平滑面齲蝕

ヘイカツメンウショク

平滑面窩洞 ヘイカツメンカドウ
平均 ヘイキン
平均血圧 ヘイキンケツアツ
平均骨髄線量 ヘイキンコツズイセンリョウ
平均周波数 ヘイキンシュウハスウ
平均寿命 ヘイキンジュミョウ
平均生存時間 ヘイキンセイゾンジカン
平均成長 ヘイキンセイチョウ
平均赤血球ヘモグロビン濃度
ヘイキンセッケッキュウヘモグロビンノウド

平均赤血球ヘモグロビン量
ヘイキンセッケッキュウヘモグロビンリョウ

平均赤血球容積 ヘイキンセッケッキュウヨウセキ
平均接線 ヘイキンセッセン
平均値 ヘイキンチ
平均値咬合器 ヘイキンチコウゴウキ
平均致死線量 ヘイキンチシセンリョウ
平均的顆頭点 ヘイキンテキカトウテン
平均透過濃度 ヘイキントウカノウド
平均動脈圧 ヘイキンドウミャクアツ
平均分子量 ヘイキンブンシリョウ
平均偏差 ヘイキンヘンサ
平均余命 ヘイキンヨメイ
平均余命損失 ヘイキンヨメイソンシツ
平衡 ヘイコウ
閉口印象法 ヘイコウインショウホウ
閉口運動 ヘイコウウンドウ
平衡感覚 ヘイコウカンカク
平衡機能検査 ヘイコウキノウケンサ
平衡機能障害 ヘイコウキノウショウガイ
平行形成器 ヘイコウケイセイキ
平衡咬合 ➡ バランスドオクルージョン
ヘイコウコウゴウ

平衡咬合小面 ヘイコウコウゴウショウメン
平行格子 ヘイコウコウシ
平行光線束 ヘイコウコウセンソク
平行光濃度 ヘイコウコウノウド
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leiomyoma
leiomyosarcoma
bald tongue，glazed tongue，
ﬂat tongue
caries on smooth surface，
smooth surface caries
cavity of smooth surface
mean，average
mean blood pressure
mean bone marrow dose
mean frequency
life span
mean survival time
average growth
mean corpuscular hemoglobin
concentration（MCHC）
mean corpuscular hemoglobin
（MCH）
mean corpuscular volume（MCV）
mean tangent
average
mean value articulator
mean lethal dose（MLD）
arbitrary condyle axis point
large transmitted density（LATD）
mean arterial pressure
average molecular weight
mean deviation
average life expectancy，
mean life expectancy
loss of life expectancy
balancing，equilibrium
closed mouth impression
mouth closing movement，
jaw closing movement
equilibrium sense，static sense
equilibrium test
equilibrium dysfunction
paralleling instrument
balanced occlusion，
balanced articulation
balancing occlusal facet
paralleling grid
parallel pencil of rays
specular density

ヘイジロ

閉口障害

ヘイコウショウガイ

平衡状態 ヘイコウジョウタイ
平衡状態図 ヘイコウジョウタイズ
平行切削器 ヘイコウセッサクキ
平衡接触 ヘイコウセッショク
平衡側 ➡ 非作業側 ヘイコウソク
平衡側干渉 ➡ 非作業側干渉 ヘイコウソクカンショウ
平行測定 ヘイコウソクテイ
平行測定器 ヘイコウソクテイキ
平衡定数 ヘイコウテイスウ
平衡電位 ヘイコウデンイ
平衡斑 ヘイコウハン
閉口反射 ヘイコウハンシャ
平行模型 ヘイコウモケイ
米国科学アカデミー電離放射線の生物影響に関する
委員会
ベイコクカガクアカデミーデンリホウシャセンノセイブツエイキョウニカンスル
イインカイ

米国国立標準技術研究所
ベイコクコクリツヒョウジュンギジュツケンキュウショ

米国電気電子学会
米国電子機器工業会
米国放射線学会

ベイコクデンキデンシガッカイ

ベイコクデンシキキコウギョウカイ

ベイコクホウシャセンガッカイ

米国放射線学会・電子機器工業会
ベイコクホウシャセンガッカイデンシキキコウギョウカイ

米国放射線学会・電子機器工業会規格

diﬃculty in closing mouth，
disturbance of mouth closing
equilibrium phase
equilibrium phase diagram
parallelometer，milling machine
balancing contact
balancing side
balancing side interference
parallel check
paralleling device
equilibrium constant
equilibrium potential
macula，acoustic macula
jaw closing reﬂex
paralleling model
National Academy of Sciences
Committee on the Biological
Eﬀects of Ionizing Radiation
（BEIR）
National Institute of Standards and
Technology（NIST）
Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE）
National Electrical Manufacturers
Association（NEMA）
American College of Radiology
（ACR）
American College of Radiology-National Electrical Manufactures Manufacturers Association
（ACR-NEMA）
ACR- NEMA standard

ベイコクホウシャセンガッカイデンシキキコウギョウカイキカク

米国放射線防護委員会

ベイコクホウシャセンボウゴイインカイ

閉鎖 ヘイサ
閉鎖型歯列弓 ヘイサガタシレツキュウ
閉鎖式 ヘイサシキ
閉鎖循環式麻酔器 ヘイサジュンカンシキマスイキ
閉鎖性気胸 ヘイサセイキキョウ
閉鎖性歯髄炎 ヘイサセイシズイエン
閉鎖帯 ヘイサタイ
閉所恐怖症 ヘイショキョウフショウ
閉磁路 ヘイジロ

National Council on Radiation
Protection and Measurements
（NCRP）
atresia，closure
closed type dental arch
closed system
closed circuit anesthetic machine
closed pneumothorax
closed pulpitis
zonula occludens
claustrophobia
closed magnetic circuit
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ヘ

ベイズノテイリ

ヘ

ベイズの定理 ベイズノテイリ
平線咬合器 ➡ 蝶番咬合器 ヘイセンコウゴウキ
閉塞 ヘイソク
閉塞子 ヘイソクシ
閉塞性黄疸 ヘイソクセイオウダン
閉塞性換気障害 ヘイソクセイカンキショウガイ
閉塞性血栓性血管炎 ヘイソクセイケッセンセイケッカンエン
閉塞性疾患【唾液腺の】 ヘイソクセイシッカン（ダエキセンノ）
閉塞性睡眠時無呼吸 ヘイソクセイスイミンジムコキュウ
閉塞性睡眠時無呼吸症候群

Bayes' theorem
plain line articulator
blockade，obstruction，occlusion
obturator
obstructive jaundice
obstructive ventilatory impairment
thromboangiitis obliterans
obstructive diseases
obstructive sleep apnea
obstructive sleep apnea syndrome

ヘイソクセイスイミンジムコキュウショウコウグン

閉塞性動脈硬化症

ヘイソクセイドウミャクコウカショウ

閉塞性肺疾患 ヘイソクセイハイシッカン
閉塞性無気肺 ヘイソクセイムキハイ
閉塞膿瘍 ヘイソクノウヨウ
並体結合 ヘイタイケツゴウ
平坦化 ヘイタンカ
平坦状欠損 ヘイタンジョウケッソン
併発症 ヘイハツショウ
閉鼻声 ヘイビセイ
柄部 ヘイブ
平面関節 ヘイメンカンセツ
平面検出器 ヘイメンケンシュツキ
併用 ヘイヨウ
併用効果 ヘイヨウコウカ
併用薬 ヘイヨウヤク
併用療法

ヘイヨウリョウホウ

ベイヨネットベンド ベイヨネットベンド
ベイルビー層 ベイルビーソウ
並列スケジュール ヘイレツスケジュール
Veillonella 属 ベイロネラゾク
ペインクリニック ペインクリニック
ベインブリッジ反射 ベインブリッジハンシャ
ベーカー固定 ベーカーコテイ
ベーカー固定法 ベーカーコテイホウ
ベース
【裏層の】 ベース（リソウノ）
ベースエクセス ベースエクセス
ベース濃度 ベースノウド
ベースプレートワックス ベースプレートワックス
ペースメーカ ペースメーカ
ぺースメーカ電位 ペースメーカデンイ
ベース用セメント ➡ 裏層用セメント ベースヨウセメント
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arteriosclerotic obliteration，arteriosclerosis obliterans（ASO）
obstructive pulmonary disease
obstructive atelectasis
obstructive abscess
parabiosis
ﬂattening
ﬂattened defect
complication，concurrent disease
denasalia，hyporhinolalia
shank
arthrodia，arthrodial joint
ﬂat panel detector（FPD）
combination
combined eﬀect
drug used concomitantly，
other concomitant drug
combined therapy，
combination therapy
bayonet bend
Beilby layer
concurrent schedule
Veillonella
pain clinic
Bainbridge reﬂex
Baker's anchorage
Baker's anchorage
base
base excess（BE）
base density
base plate wax
pacemaker
pacemaker potential
base cement

ヘキソースイチ

βアミロイド ベータアミロイド
β壊変 ベータカイヘン
βカロテン ベータカロテン
β - グルクロニダーゼ ベータグルクロニダーゼ
β作動薬 ベータサドウヤク
β酸化 ベータサンカ
βシート構造 ベータシートコウゾウ
β刺激薬 ベータシゲキヤク
β遮断薬 ベータシャダンヤク
β受容体 ベータジュヨウタイ
β線 ベータセン
βチタン合金 ベータチタンゴウキン
β -TCP ➡ β - リン酸三カルシウム ベータティーシーピー
ベータトロン ベータトロン
β波 ベータハ
β半水石膏 ベータハンスイセッコウ
β - ラクタマーゼ ベータラクタマーゼ
β - ラクタマーゼ産生菌 ベータラクタマーゼサンセイキン
β - ラクタマーゼ産生菌株 ベータラクタマーゼサンセイキンカブ
β - ラクタマーゼ阻害薬
β - ラクタム系抗生物質

ベータラクタマーゼソガイヤク
ベータラクタムケイコウセイブッシツ

β - ラクタム系薬 ベータラクタムケイヤク
βリズム ベータリズム
β粒子 ベータリュウシ
β - リン酸三カルシウム ベータリンサンサンカルシウム
ベーチェット病 ベーチェットビョウ
ペーパークロマトグラフィー ペーパークロマトグラフィー
pH 計 ペーハーケイ
ペーパーサージェリー ペーパーサージェリー
pH 指示薬 ペーハーシジヤク
ペーパーストリップ ペーパーストリップ
ペーパーディスク ペーパーディスク
ペーパーポイント ペーパーポイント
pH メータ ペーハーメータ
ヘーリング・ブロイエルの反射

β-amyloid，amyloid β
β-decay，β-disintegration
β-carotene
β-glucuronidase
β-stimulant，β-receptor agonist
β-oxidation
β-sheet structure
β-stimulant
β-blocker，β-receptor antagonist
β-receptor
β-ray
β-titanium alloy，
titanium-molybdenum alloy
β-tricalcium phosphate
betaron
β-wave
β-calcium sulfate hemihydrate
β-lactamase
β-lactamase producing bacterium
β-lactamase producing bacterium
strain
β-lactamase inhibitor
β-lactam antibiotic，β-lactam
antibiotic compound
β-lactams
β-rhythm
β-particle
β-tricalcium phosphate（β-TCP）
Behçet's disease，
Behçet's syndrome
paper chromatography
pH meter
cephalometric prediction tracing，
paper surgery
pH indicator
paper strip
paper disc
paper point，absorbent paper point
pH meter
Hering-Breuer reﬂex

ヘーリングブロイエルノハンシャ

ヘールフォルト症候群 ヘールフォルトショウコウグン
ベカナマイシン硫酸塩 ベカナマイシンリュウサンエン
ヘキソース ヘキソース
ヘキソース一リン酸経路 ヘキソースイチリンサンケイロ

Heerfordt syndrome
bekanamycin，bekanamycin sulfate
hexose
hexose monophosphate shunt
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ヘ

ヘキソキナーゼ

ヘキソキナーゼ ヘキソキナーゼ
ヘキソサミン ヘキソサミン
壁着性象牙粒 ヘキチャクセイゾウゲリュウ
PEG ペグ

ヘ

ベクター ベクター
ベクトル心電図 ベクトルシンデンズ
ベクトルマップ ベクトルマップ
ベクレル ベクレル
ベクロニウム ベクロニウム
ペスト ペスト
ベタキソロール塩酸塩 ベタキソロールエンサンエン
ベタメタゾン ベタメタゾン
ペチジン塩酸塩 ペチジンエンサンエン
ベックウィズ・ウイーデマン症候群

hexokinase
hexosamine
adherent denticle
percutaneous endoscopic
gastrostomy
vector
vectorcardiogram
vector map
becquerel（Bq）
vecuronium
pest，plague
betaxolol，betaxolol hydrochloride
betamethasone，betamethasone
sodium phosphate
pethidine，pethidine hydrochloride
Beckwith-Wiedemann syndrome

ベックウィズウイーデマンショウコウグン

別形成 ベツケイセイ
別経路 ベツケイロ
ヘッドギア ヘッドギア
ヘッドキャップ ヘッドキャップ
ヘッドストラップ ヘッドストラップ
ヘッドプレートコレクション ヘッドプレートコレクション
ヘテロ核 RNA ヘテロカクアールエヌエー
ヘテロ型発酵 ヘテロガタハッコウ
ヘテログリカン ヘテログリカン
ヘテロ接合体 ヘテロセツゴウタイ
ヘテロ多糖 ヘテロタトウ
ベドナーアフタ ベドナーアフタ
ベニアグラフト ベニアグラフト
ベニエ・ベック・シャウマン病 ベニエベックシャウマンビョウ
ペニシリナーゼ ペニシリナーゼ
ペニシリン ペニシリン
ペニシリンアレルギー ペニシリンアレルギー
ペニシリン過敏症 ペニシリンカビンショウ
ペニシリン系抗菌薬 ペニシリンケイコウキンヤク
ペニシリン結合タンパク質 ペニシリンケツゴウタンパクシツ
ベネット運動 ベネットウンドウ
ベネット角 ➡ 側方顆路角 ベネットカク
ベネットシフト ベネットシフト
ぺネトレーション ペネトレーション
ペネトロメーター ペネトロメーター
ペネム系 ペネムケイ
ヘパラン硫酸 ヘパランリュウサン
ヘパリン ヘパリン
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heteroplasia
alternative pathway
headgear
head cap
head strap
head plate correction
heterogeneous nuclear RNA
heterofermentation
heteroglycan
heterozygote
heteropolysaccharide
Bednar aphtha
veneer graft technique
Besnier-Boeck-Schaumann disease
penicillinase
penicillin
penicillin allergy
penicillin hypersensitivity
penicillin antibiotic
penicillin-binding protein（PBP）
Bennett movement
Bennett angle
Bennett shift
penetration
penetrometer
penems
heparan sulfate
heparin

ベラドンナアル

ヘパリン化 ヘパリンカ
ヘパリン添加血 ヘパリンテンカケツ
ヘパリン補助因子 ヘパリンホジョインシ
ヘビーシャンファー ヘビーシャンファー
ヘビーボディタイプ【印象材の】

heparinization
heparinized blood
heparin cofactor
heavy chamfer
heavy body type

ヘビーボディタイプ（インショウザイノ）

ペプシノーゲン ペプシノーゲン
ペプシン ペプシン
ペプチジルトランスフェラーゼ ペプチジルトランスフェラーゼ
ペプチダーゼ ペプチダーゼ
ペプチド ペプチド
ペプチドグリカン ペプチドグリカン
ペプチド結合 ペプチドケツゴウ
ヘプトース ヘプトース
Peptococcus 属 ペプトコッカスゾク
Peptostreptococcus 属 ペプトストレプトコッカスゾク
ペプトン水 ペプトンスイ
ペプロマイシン硫酸塩 ペプロマイシンリュウサンエン
ベベル ➡ 窩縁斜面 ベベル
ベベル形成 ベベルケイセイ
ベベルドショルダー ベベルドショルダー
ヘマチン ヘマチン
ヘマトクリット ヘマトクリット
ヘマトクリット値 ヘマトクリットチ
ヘミアセタール ヘミアセタール
ヘミセクション ヘミセクション
ヘミセプター ヘミセプター
ヘミセプター状骨欠損 ヘミセプタージョウコツケッソン
ヘミデスモゾーム ヘミデスモゾーム
ヘミフェイシャルマイクロソミア
ヘミフェイシャルマイクロソミア

ヘム ヘム
ヘモグロビン ヘモグロビン
ヘモグロビン A1c ➡ グリコヘモグロビン

pepsinogen
pepsin
peptidyl transferase
peptidase
peptide
peptidoglycan
peptide bond
heptose
Peptococcus
Peptostreptococcus
peptone water
peplomycin，peplomycin sulfate
bevel
beveling
beveled shoulder
hematin
hematocrit
hematocrit（Ht）value
hemiacetal
hemisection
hemiseptum
hemisepta bone defect
hemidesmosome
hemifacial microsomia，hemiatrophy
heme
hemoglobin
hemoglobin A1c（HbA1c）

ヘモグロビンエーワンシー

ヘモグロビン血症 ヘモグロビンケッショウ
ヘモグロビン症 ヘモグロビンショウ
ヘモグロビン尿 ヘモグロビンニョウ
ヘモクロマトーシス ヘモクロマトーシス
ヘモクロモゲン結晶試験 ヘモクロモゲンケッショウシケン
ヘモジデリン ヘモジデリン
ヘモジデリン沈着症 ヘモジデリンチンチャクショウ
ペラグラ ペラグラ
ペラグラ性舌炎 ペラグラセイゼツエン
ベラドンナアルカロイド ベラドンナアルカロイド

hemoglobinemia
hemoglobinopathy
hemoglobinuria
hemochromatosis
hemochromogen crystal test
hemosiderin
hemosiderosis
pellagra
pellagra glossitis
belladonna alkaloid
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ヘ

ベラパミル

ベラパミル ベラパミル
ベラパミル塩酸塩 ベラパミルエンサンエン

ヘ

He-Ne ガスレーザー ヘリウムネオンガスレーザー
ペリオトーム ペリオトーム
ぺリオドンタルディジーズレート

verapamil
verapamil，
verapamil hydrochloride
Helium-Neon（He-Ne）gas laser
periotome
periodontal disease rate（PDR）

ペリオドンタルディジーズレート

ペリオドンタルプラスティックサージェリー
➡ 歯周形成手術 ペリオドンタルプラスティックサージェリー
ペリオドンタルメディシン ペリオドンタルメディシン
ヘリカル CT ヘリカルシーティー
ヘリカルスキャン ヘリカルスキャン
ヘリカルループ ヘリカルループ
ペリカン鉗子 ペリカンカンシ
ヘリックス ヘリックス
ベリルのサイン ベリルノサイン
ヘリング・ブロイエル反射 ヘリングブロイエルハンシャ
ペルオキシソーム病 ペルオキシソームビョウ
ペルオキシダーゼ ペルオキシダーゼ
ベル現象 ベルゲンショウ
ベルゴニー・トリボンドーの法則

periodontal plastic surgery
periodontal medicine
helical CT
helical scan
helical loop
pelican pliers
helix
Verrill sign
Hering-Breuer reﬂex
peroxisomal disorder
peroxidase
Bell phenomenon
Bergonie-Tribondeau law

ベルゴニートリボンドーノホウソク

ペルコ法 ペルコホウ
ヘルシンキ宣言 ヘルシンキセンゲン
ヘルスデマンド ヘルスデマンド
ヘルスニード ヘルスニード
ヘルスビリーフモデル ヘルスビリーフモデル
ヘルスプロモーション ヘルスプロモーション
ヘルスリテラシー ヘルスリテラシー
ヘルツ ヘルツ
ヘルトヴィッヒ上皮鞘 ヘルトヴィッヒジョウヒショウ
ベルト式電気エンジン ベルトシキデンキエンジン
ベルネ症候群 ベルネショウコウグン
ヘルパー T 細胞 ヘルパーティーサイボウ
ヘルパンギーナ ヘルパンギーナ
ペルフェナジン ペルフェナジン
ヘルペス ヘルペス
ヘルペスウイルス ヘルペスウイルス
ヘルペス状潰瘍 ヘルペスジョウカイヨウ
ヘルペス性口内炎 ヘルペスセイコウナイエン
ヘルペス性湿疹 ヘルペスセイシッシン
ヘルペス性歯肉炎 ヘルペスセイシニクエン
ヘルペス性歯肉口内炎 ➡ ヘルペス性口内炎
ヘルペスセイシニクコウナイエン
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Perko method
Helsinki declaration
health demand
health need
health belief model
health promotion
health literacy
Hz
Hertwig epithelial sheath
belt-driven electric engine
Vernet syndrome
helper T-cell
herpangina
perphenazine，
perphenazine maleate
herpes
herpesvirus
herpetic ulcer
herpetic stomatitis
eczema herpeticum
herpetic gingivitis
herpetic gingivostomatitis

ヘンエンヨウ

ヘルペス性皮膚炎 ヘルペスセイヒフエン
ベルベリン ベルベリン
ベルベリン塩化物水和物

ベルベリンエンカブツスイワブツ

ベル・マジャンディーの法則 ベルマジャンディーノホウソク
ベル麻痺 ベルマヒ
ヘルマンの咬合発育段階 ヘルマンノコウゴウハツイクダンカイ
ヘルマンの歯齢 ➡ ヘルマンの咬合発育段階

dermatitis herpetiformis
berberine，berberine tannate，
berberine sulfate，
berberine sulfate hydrate
berberine，berberine chloride，
berberine chloride hydrate
Bell-Magendie law
Bell palsy，Bell's palsy
Hellman dental developmental
stage
Hellman dental age

ヘルマンノシレイ

ヘルマンの成長分析法 ヘルマンノセイチョウブンセキホウ
ヘルムホルツコイル ヘルムホルツコイル
ペレット状アマルガム合金 ペレットジョウアマルガムゴウキン
ペレット状金 ペレットジョウキン
ベローズ ベローズ
変位 ヘンイ
変異 ヘンイ
偏位 ヘンイ
変閾作用 ヘンイキサヨウ
変異菌 ヘンイキン
変位計 ヘンイケイ
変異原 ヘンイゲン
偏位咬合 ヘンイコウゴウ
変位骨折 ヘンイコッセツ
変異体 ヘンイタイ
辺縁 ヘンエン
辺縁系【大脳】 ヘンエンケイ（ダイノウ）
辺縁形成 ➡ 筋圧形成 ヘンエンケイセイ
辺縁結節 ヘンエンケッセツ
辺縁歯肉 ヘンエンシニク
辺縁神経叢 ヘンエンシンケイソウ
偏遠心投影 ヘンエンシントウエイ
偏遠心投影法 ヘンエンシントウエイホウ
辺縁性骨増生 ヘンエンセイコツゾウセイ
辺縁性歯肉炎 ➡ 歯肉炎 ヘンエンセイシニクエン
辺縁着色 ヘンエンチャクショク
辺縁剝離 ヘンエンハクリ
辺縁破折 ヘンエンハセツ
辺縁皮質 ヘンエンヒシツ
辺縁封鎖 ヘンエンフウサ
辺縁封鎖性 ヘンエンフウサセイ
辺縁部骨増生像 ヘンエンブコツゾウセイゾウ
辺縁葉 ヘンエンヨウ

Hellman growth analysis
Helmholtz's coil
pellet type amalgam alloy
pellet type gold
bellows
displacement
variation
deviation
bathmotropic action
variant
displacement meter
mutagen
deviated occlusion
displaced fracture
variant
margin
limbic system
border molding
marginal tubercle
marginal gingiva
marginal nerve plexus
disto-eccentric projection
disto-eccentric projection
marginal proliferation
marginal gingivitis
marginal discoloration
marginal ablation
marginal fracture
limbic cortex
border sealing，marginal sealing
marginal sealing property
marginal proliferation
limbic lobe
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ヘ

ヘンエンリュウ

ヘ

辺縁隆線 ヘンエンリュウセン
辺縁漏洩 ヘンエンロウエイ
変温動物 ヘンオンドウブツ
変換 ヘンカン
変換係数 ヘンカンケイスウ
便宜形態 ベンギケイタイ
便宜抜歯 ベンギバッシ
便宜抜髄 ベンギバツズイ
偏近心投影 ヘンキンシントウエイ
偏近心投影法 ヘンキンシントウエイホウ
ペングラスプ ペングラスプ
ペングリップ ペングリップ
変形 ➡ 奇形 ヘンケイ
変形矯正術 ヘンケイキョウセイジュツ
変形症 ヘンケイショウ
変形性顎関節症 ヘンケイセイガクカンセツショウ
変形性関節症 ヘンケイセイカンセツショウ
変形性骨炎 ヘンケイセイコツエン
変形性骨関節炎 ヘンケイセイコツカンセツエン
返血 ヘンケツ
返血法 ヘンケツホウ
偏光 ヘンコウ
変更遺伝子 ヘンコウイデンシ
偏光顕微鏡 ヘンコウケンビキョウ
ベンザルコニウム塩化物 ベンザルコニウムエンカブツ
変時作用 ヘンジサヨウ
ベンジダミン ベンジダミン
変質性炎 ヘンシツセイエン
弁状気胸 ベンジョウキキョウ
変色 ヘンショク
偏食 ヘンショク
変色歯 ヘンショクシ
偏心位
【下顎の】 ヘンシンイ（カガクノ）
偏心咬合 ヘンシンコウゴウ
偏心咬合位 ヘンシンコウゴウイ
偏心投影 ヘンシントウエイ
偏心投影法 ヘンシントウエイホウ
変数 ヘンスウ
ベンス・ジョーンズタンパク ベンスジョーンズタンパク
片頭痛 ヘンズツウ
ベンズブロマロン ベンズブロマロン
変性 ヘンセイ

556

marginal ridge
marginal leakage
poikilothermal animal
transduction
conversion factor
convenience form
extraction for convenience
convenience pulpectomy
mesio-eccentric projection
mesio-eccentric projection
pen grasp
pen grip
deformation
orthomorphia
deformity
arthrosis deformans of TMJ
arthrosis deformans，
degenerative arthritis
ostitis deformans
osteoarthritis deformans
reinfusion，retransfusion
reinfusion
polarization
modifying gene
polarizing microscope
benzalkonium，
benzalkonium chloride
chronotropic action
benzydamine
alterative inﬂammation
valvular pneumothorax
tarnish，discoloration
deviated food habit，unbalanced
diet，biased nutrition
discolored tooth
eccentric position of mandible
eccentric occlusion
eccentric occlusal position
eccentric projection
eccentric projection
variable，variate
Bence-Jones protein
migraine
benzbromarone
degeneration，denaturation

ヘントウ

変性関節疾患 ヘンセイカンセツシッカン
偏性嫌気性菌 ヘンセイケンキセイキン
偏性好気性菌 ヘンセイコウキセイキン
偏析 ヘンセキ
ベンゼトニウム塩化物 ベンゼトニウムエンカブツ
変旋光 ヘンセンコウ
ベンゾインメチルエーテル ベンゾインメチルエーテル
ベンゾカイン ベンゾカイン
片側萎縮 ヘンソクイシュク
偏側型ポンティック ヘンソクガタポンティック
片側顔面痙攣 ヘンソクガンメンケイレン
片側頭痛 ヘンソクズツウ
片側性 ヘンソクセイ
片側性咬合平衡 ヘンソクセイコウゴウヘイコウ
片側性交叉咬合 ヘンソクセイコウサコウゴウ
片側性口唇裂 ヘンソクセイコウシンレツ
片側性唇顎口蓋裂 ヘンソクセイシンガクコウガイレツ
片側性肥大症 ヘンソクセイヒダイショウ
片側性平衡咬合 ヘンソクセイヘイコウコウゴウ
片側疼痛 ヘンソクトウツウ
片側肥大 ヘンソクヒダイ
片側肥大症 ヘンソクヒダイショウ
ベンゾジアゼピン ベンゾジアゼピン
偏咀嚼 ヘンソシャク
ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式

degenerative joint disease
obligate anaerobe
obligate aerobe
segregation
benzethonium，
benzethonium chloride
mutarotation
benzoin methyl ether（BME）
benzocaine
hemifacial microsomia
semihygienic pontic
hemifacial spasm
hemicrania
unilateral
unilateral balance，
unilateral occlusal balance
unilateral crossbite
unilateral cleft lip
unilateral cleft lip and palate
hemihypertrophy
unilateral balanced occlusion
hemialgia
hemihypertrophy
hemihypertrophy
benzodiazepine
unilateral chewing
Henderson-Hasselbalch equation

ヘンダーソンハッセルバルヒノシキ

変態
【結晶の】 ヘンタイ（ケッショウノ）
変態温度 ヘンタイオンド
ペンタゾシン ペンタゾシン
胼胝 ベンチ
弁置換術 ベンチカンジュツ
ベンチュリ管 ベンチュリカン
ベンチュリ効果 ベンチュリコウカ
ベンチュリマスク ベンチュリマスク
変調 ヘンチョウ
変調伝達関数 ヘンチョウデンタツカンスウ
ベンチレーター ベンチレーター
ベンチレーター呼気抵抗 ベンチレーターコキテイコウ
ベンディング ベンディング
ペンデュラム装置 ペンデュラムソウチ
変伝導作用 ヘンデンドウサヨウ
扁桃 ヘントウ

transformation
transformation temperature
pentazocine
callosity
valve replacement
venturi tube
venturi eﬀect
venturi mask
modulation，alteration
modulation transfer function
（MTF）
ventilator
ventilator resistance
bending
pendulum appliance
dromotropic action
tonsil
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あ

ヘントウエン

ホ

扁桃炎 ヘントウエン
変動係数 ヘンドウケイスウ
扁桃結石 ヘントウケッセキ
変動時隔強化 ヘンドウジカクキョウカ
扁桃周囲膿瘍 ヘントウシュウイノウヨウ
扁桃肥大 ヘントウヒダイ

あ

変動比率強化【心理】 ヘンドウヒリツキョウカ（シンリ）
ペントース ペントース
ペントースリン酸回路 ペントースリンサンカイロ
ペントバルビタールカルシウム ペントバルビタールカルシウム
便秘 ベンピ
扁平化
【顎関節】 ヘンペイカ（ガクカンセツ）
扁平鉤 ヘンペイコウ
扁平根管 ヘンペイコンカン
扁平コンジローム ヘンペイコンジローム
扁平細胞層 ヘンペイサイボウソウ
扁平歯原性腫瘍 ヘンペイシゲンセイシュヨウ
扁平上皮 ヘンペイジョウヒ
扁平上皮化生型エナメル上皮腫

あ

あ

ヘンペイジョウヒカセイガタエナメルジョウヒシュ

扁平上皮癌 ヘンペイジョウヒガン
扁平上皮乳頭腫 ヘンペイジョウヒニュウトウシュ
弁別閾 ➡ 識別閾 ベンベツイキ
弁別学習 ベンベツガクシュウ
弁別刺激 ベンベツシゲキ
鞭毛 ベンモウ
鞭毛抗原 ベンモウコウゲン
鞭毛虫類 ベンモウチュウルイ
変容 ヘンヨウ
片利共生 ヘンリキョウセイ
変力作用 ヘンリョクサヨウ
ヘンレ係蹄 ヘンレケイテイ

あ

あ

tonsillitis
coeﬃcient of variation
tonsillar calculus，amygdololith
variable interval reinforcement
peritonsillar abscess，quinsy
tonsillar hypertrophy，
hypertrophy of tonsil
variable ratio reinforcement
pentose
pentose phosphate cycle
pentobarbital，
pentobarbital calcium
constipation
ﬂattening
blade retractor
compressed root canal
condyloma lata
ﬂat cell layer
squamous odontogenic tumor
squamous epithelium
squamous metaplastic type of
ameloblastoma
squamous cell carcinoma
squamous cell papilloma
discrimination threshold
discrimination learning
discriminatory stimulus
ﬂagellum
ﬂagella antigen（H antigen），
ﬂagellar antigen
ﬂagellata
modiﬁcation
commensalism
inotropic action
Henle's loop，loop of Henle

ホ
ボアー効果 ボアーコウカ
ポアソン比 ポアソンヒ
ポアソン分布 ポアソンブンプ
ホイール【研磨・切削具の】
保育学校 ホイクガッコウ
保育器 ホイクキ
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ホイール（ケンマセッサクグノ）

Bohr eﬀect
Poisson's ratio
Poisson distribution
polishing wheel
nursery school
incubator

ホウコウイゾン

ボイスコントロール ボイスコントロール
ボイタ法 ボイタホウ
ポイツ・ジェガース症候群 ポイツジェガースショウコウグン
ホイッスル変形 ホイッスルヘンケイ
母音 ボイン
補因子 ホインシ
ポイント【研磨・切削具の】 ポイント（ケンマセッサクグノ）
法医解剖 ホウイカイボウ
法医学 ホウイガク
法医検査 ホウイケンサ
法医中毒学 ホウイチュウドクガク
方位分解能 ホウイブンカイノウ
防衛機制 ボウエイキセイ
包外 ホウガイ
崩壊性 ホウカイセイ
崩壊層 ホウカイソウ
崩壊率 ホウカイリツ
法科学 ホウカガク
蜂窩織炎 ホウカシキエン
蜂窩状 ホウカジョウ
ホウ型スケーラー ホウガタスケーラー
包括医療 ホウカツイリョウ
包括矯正歯科治療 ホウカツキョウセイシカチリョウ
包括ケア ホウカツケア
包括歯科医療 ホウカツシカイリョウ
包括的高齢者評価 ➡ 高齢者総合的機能評価
ホウカツテキコウレイシャヒョウカ

包括的歯周治療 ホウカツテキシシュウチリョウ
防かび剤 ボウカビザイ
忘却
【心理】 ボウキャク（シンリ）
防御的筋収縮 ボウギョテキキンシュウシュク
防御的筋スプリンティング ボウギョテキキンスプリンティング
防御反射 ボウギョハンシャ
防御反応 ボウギョハンノウ
方形骨切除術 ホウケイコツセツジョジュツ
ホウケイ酸ガラス ホウケイサンガラス
方形歯列弓 ホウケイシレツキュウ
剖検 ボウケン
防護 ボウゴ
抱合 ホウゴウ
縫合 ホウゴウ
膀胱 ボウコウ
方向依存性

ホウコウイゾンセイ

voice control
Vojta method
Peutz-Jeghers syndrome
whistle deformity
vowels
cofactor
polishing point
medicolegal autopsy
forensic medicine，legal medicine
medicolegal investigation
forensic toxicology
lateral resolution
defense mechanism
extracapsular
disintegration
zone of destruction
disintegration rate
forensic science
cellulitis，phlegmon
honeycomb
hoe type scaler
comprehensive medical care
comprehensive orthodontic
treatment
comprehensive health care
comprehensive dental care
comprehensive geriatric assessment
（CGA）
comprehensive periodontal therapy
fungicide
forgetting，oblivion
co-contraction
protective muscle splinting
defense reﬂex
defense reaction
rectangular ostectomy
borosilicate glass
square dental arch
postmortem examination，
necropsy，autopsy
protection
conjugation
suture
bladder
directional dependency
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ホ

ボウコウオン

ホ

膀胱温 ボウコウオン
包交鉗子 ホウコウカンシ
膀胱機能障害 ボウコウキノウショウガイ
縫合糸 ホウゴウシ
縫合針 ホウゴウシン
縫合性拡大 ホウゴウセイカクダイ
縫合性成長 ホウゴウセイセイチョウ
方向性線量当量 ホウコウセイセンリョウトウリョウ
芳香族アミノ酸 ホウコウゾクアミノサン
抱合体 ホウゴウタイ
膀胱内圧容量曲線 ボウコウナイアツヨウリョウキョクセン
方向弁 ホウコウベン
彷徨変異 ホウコウヘンイ
縫合法 ホウゴウホウ
防護エプロン ボウゴエプロン
防護効果 ボウゴコウカ
防護剤 ボウゴザイ
防護三原則 ボウゴサンゲンソク
防護遮蔽体 ボウゴシャヘイタイ
防護衝立 ボウゴツイタテ
傍骨性骨腫 ボウコツセイコツシュ
傍骨性骨肉腫 ボウコツセイコツニクシュ
傍骨膜注射 ボウコツマクチュウシャ
傍骨膜注射法 ボウコツマクチュウシャホウ
防護手袋 ボウゴテブクロ
防護鉛 ボウゴナマリ
防護服 ボウゴフク
防護壁 ボウゴヘキ
防護眼鏡 ボウゴメガネ
防護用具 ボウゴヨウグ
謀殺 ボウサツ
ホウ酸 ホウサン
放散性
【顔の】 ホウサンセイ（カオノ）
放散性疼痛 ➡ 放散痛 ホウサンセイトウツウ
放散痛 ホウサンツウ
胞子 ホウシ
法歯学 ホウシガク
法歯学的識別 ホウシガクテキシキベツ
傍糸球体細胞 ボウシキュウタイサイボウ
胞子形成 ホウシケイセイ
防湿 ボウシツ
房室解離 ボウシツカイリ
房室結節性リズム ボウシツケッセツセイリズム
房室束 ボウシツソク
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bladder temperature
dressing forceps
bladder dysfunction
suture thread
suture needle
sutural expansion
sutural growth
directional dose equivalent
aromatic amino acid
conjugate
cystometogram
directional valve
ﬂuctuation
suturing
protective apron
protective eﬀect
protective agent
three-rule of protection
protective shielding
protective screen
parosteal osteoma
juxtacortical osteosarcoma，
parosteal osteosarcoma
paraperiosteal injection
paraperiosteal injection
protective glove
protective lead
protective clothing
protective barrier
protective goggles
protective device
murder
boric acid
divergence
diﬀused pain
radiating pain
spore
forensic dentistry
forensic dental identiﬁcation
juxtaglomerular cell
sporulation
moisture exclusion
atrioventricular dissociation
atrioventricular nodal rhythm
atrioventricular bundle

ホウシャセンイ

房室中隔欠損症 ボウシツチュウカクケッソンショウ
房室伝導 ボウシツデンドウ
房室伝導障害 ボウシツデンドウショウガイ
房室ブロック ボウシツブロック
防湿法 ボウシツホウ
胞子囊胞子 ホウシノウホウシ
ホウ砂 ホウシャ
放射エネルギー ホウシャエネルギー
放射温度計 ホウシャオンドケイ
放射化 ホウシャカ
放射化学 ホウシャカガク
放射型コンピュータ断層撮影法

atrioventricular septal defect
atrioventricular conduction
atrioventricular conduction
disturbance
atrioventricular block
dry ﬁeld technique
sporangiospore
borax
radiant energy
radiation thermometer
radioactivation
radiochemistry
emission CT（ECT）

ホ

ホウシャガタコンピュータダンソウサツエイホウ

放射化分析 ホウシャカブンセキ
放射輝度率 ホウシャキドリツ
放射強度 ホウシャキョウド
放射光 ホウシャコウ
放射性医薬品 ホウシャセイイヤクヒン
放射性核種 ホウシャセイカクシュ
放射性降下物 ホウシャセイコウカブツ
放射性セシウム ホウシャセイセシウム
放射性同位元素 ホウシャセイドウイゲンソ
放射性同位元素標識免疫拡散

activation analysis
radiance factor
radiant intensity
radial ray
radioisotope drug，
radiopharmaceutical
radioactive nuclide，radionuclide
radioactive fallout，fallout
radioactive cecium
radioisotope（RI）
radioimmunodiﬀusion

ホウシャセイドウイゲンソヒョウシキメンエキカクサン

放射性同位元素標識免疫拡散法

radioimmunodiﬀusion

ホウシャセイドウイゲンソヒョウシキメンエキカクサンホウ

放射性同位元素標識免疫電気泳動
ホウシャセイドウイゲンソヒョウシキメンエキデンキエイドウ

放射性同位元素標識免疫電気泳動法
ホウシャセイドウイゲンソヒョウシキメンエキデンキエイドウホウ

放射性トレーサー ホウシャセイトレーサー
放射性粘膜炎 ホウシャセイネンマクエン
放射性廃棄物 ホウシャセイハイキブツ
放射性半減期 ホウシャセイハンゲンキ
放射性物質 ホウシャセイブッシツ
放射性崩壊

ホウシャセイホウカイ

放射性ヨウ素 ホウシャセイヨウソ
放射線 ホウシャセン
放射線医学 ホウシャセンイガク
放射線医学情報システム ホウシャセンイガクジョウホウシステム

radioimmunoelectrophoresis
（RIE，RIEP）
radioimmunoelectrophoresis
（RIE，RIEP）
radioactive tracer
radiation mucositis
radioactive waste
radioactive half-life
radioactive substance，
radioactive material
radioactive disintegration，
radioactive decay
radioactive iodine
radiation
radiology
radiology information system
（RIS）

561

ホウシャセンウ

放射線齲蝕 ホウシャセンウショク
放射線影響 ホウシャセンエイキョウ
放射線壊死 ホウシャセンエシ
放射線科医 ホウシャセンカイ
放射線加重係数 ➡ 放射線荷重係数

radiation caries
radiation eﬀect
radionecrosis
radiologist
radiation weighting factor

ホウシャセンカジュウケイスウ

ホ

放射線荷重係数 ホウシャセンカジュウケイスウ
放射線癌 ホウシャセンガン
放射線監視装置 ホウシャセンカンシソウチ
放射線感受性 ホウシャセンカンジュセイ
放射線管理 ホウシャセンカンリ
放射線管理者 ホウシャセンカンリシャ
放射線機器 ホウシャセンキキ
放射線検出器 ホウシャセンケンシュツキ
放射線効果 ホウシャセンコウカ
放射線口腔死 ホウシャセンコウクウシ
放射線コントラスト ホウシャセンコントラスト
放射線撮影用カセッテ ホウシャセンサツエイヨウカセッテ
放射線作用 ホウシャセンサヨウ
放射線遮蔽 ホウシャセンシャヘイ
放射線腫瘍学 ホウシャセンシュヨウガク
放射線障害 ホウシャセンショウガイ
放射線障害防止法 ➡ 放射性同位元素等による放射線
障害の防止に関する法律 ホウシャセンショウガイボウシホウ
放射線症候群 ホウシャセンショウコウグン
放射線照射 ホウシャセンショウシャ
放射線診断 ホウシャセンシンダン
放射線診断学

ホウシャセンシンダンガク

放射線診療従事者 ホウシャセンシンリョウジュウジシャ
放射線性口内炎 ホウシャセンセイコウナイエン
放射線性骨壊死 ホウシャセンセイコツエシ
放射線性骨髄炎

ホウシャセンセイコツズイエン

放射線性唾液減少症

ホウシャセンセイダエキゲンショウショウ

放射線生物学 ホウシャセンセイブツガク
放射線線質 ホウシャセンセンシツ
放射線増感 ホウシャセンゾウカン
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radiation weighting factor
radiation cancer
radiation monitor
radiosensitivity
radiational administration
radiational administrator
radiology equipment
radiation detector
radiation response（RR）
radiation oral death
radiation contrast
cassette，radiographic cassette
radiomimetic
radiation shield
radiation oncology
radiation hazard，radiation injury，
radiation damage，
radiological hazard
Laws Concerning the Prevention
from Radiation Hazards Due to
Radioisotopes and Others
radiation syndrome
irradiation
radiographic diagnosis，
radiodiagnosis
diagnostic radiology，
medical diagnostic radiology
radiation worker
radiostomatitis，radiation stomatitis
osteoradionecrosis，radiation necrosis，radio-osteonecrosis
radiation osteomyelitis，
radio-osteomyelitis
radiotherapy-induced
hyposalivation
radiation biology
radiation quality
radiation sensitization，
radiosensitization

ホウシャノウオ

放射線増感剤 ホウシャセンゾウカンザイ
放射線増感作用 ホウシャセンゾウカンサヨウ
放射線損傷 ホウシャセンソンショウ
放射線治療 ホウシャセンチリョウ
放射線治療計画 ホウシャセンチリョウケイカク
放射線治療計画システム ホウシャセンチリョウケイカクシステム
放射線治療補助装置 ホウシャセンチリョウホジョソウチ
放射線抵抗性 ホウシャセンテイコウセイ
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律 ホウシャセンドウイゲンソトウニヨルホウシャセンショウガイノボウシニ
カンスルホウリツ

放射線透過性 ホウシャセントウカセイ
放射線粘膜炎 ホウシャセンネンマクエン
放射線白内障 ホウシャセンハクナイショウ
放射線発癌 ホウシャセンハツガン
放射線被曝 ホウシャセンヒバク
放射線皮膚炎 ホウシャセンヒフエン
放射線物理学 ホウシャセンブツリガク
放射線不透過性 ホウシャセンフトウカセイ
放射線不透性物質 ホウシャセンフトウセイブッシツ
放射線防護 ホウシャセンボウゴ
放射線防護基準 ホウシャセンボウゴキジュン
放射線防護規則 ホウシャセンボウゴキソク
放射線防護剤 ホウシャセンボウゴザイ
放射線防護指針 ホウシャセンボウゴシシン
放射線防護体系 ホウシャセンボウゴタイケイ
放射線防護物質 ホウシャセンボウゴブッシツ
放射線防護用具 ホウシャセンボウゴヨウグ
放射線ホルミシス ホウシャセンホルミシス
放射線滅菌 ホウシャセンメッキン
放射線滅菌法 ホウシャセンメッキンホウ
放射線モニター ホウシャセンモニター
放射線モニタリング ホウシャセンモニタリング
放射線誘発癌 ホウシャセンユウハツガン
放射線誘発奇形形成 ホウシャセンユウハツキケイケイセイ
放射線誘発腫瘍 ホウシャセンユウハツシュヨウ
放射線リスク ホウシャセンリスク
放射線量 ホウシャセンリョウ
放射線量測定 ホウシャセンリョウソクテイ
放射線量単位 ホウシャセンリョウタンイ
放射線療法 ➡ 放射線治療 ホウシャセンリョウホウ
放射能 ホウシャノウ
放射能汚染 ホウシャノウオセン

radiosensitizer
radiosensitization
radiation damage
radiotherapy，radiation therapy
radiation treatment planning（RTP）
RTP system
radiotherapy prosthesis
radioresistance
Laws Concerning the Prevention
from Radiation Hazards Due to
Radioisotopes and Others
radiolucency
radiation mucositis
radiation cataract
radiation carcinogenesis
radiation exposure
radiodermatitis
radiation physics
radiopaque
radiopaque material
radiation protection
radiation protection guide（RPG），
radiation protection standard
radiation protection regulation
radioprotective agent
radiation protection guideline
system of radiological protection
radioprotective substance
radioprotector
radiation hormesis
sterilization by radiation
sterilization by radiation
radiation monitor
radiation monitoring
radiation-induced cancer
radiation teratogenesis
radiation-induced tumor
radiation risk
radiation dosage，radiation dose
radiation dosimetry
radiation dose unit
radiotherapy
radioactivity
radioactive contamination，
radioactive pollution
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ホ

ホウシャヘイコ

放射平衡 ホウシャヘイコウ
放射免疫測定 ホウシャメンエキソクテイ
報酬 ホウシュウ
放出 ホウシュツ

ホ

萌出 ホウシュツ
萌出異常 ホウシュツイジョウ
萌出過剰 ホウシュツカジョウ
膨出型ガマ腫 ボウシュツガタガマシュ
萌出経路 ホウシュツケイロ
萌出困難 ホウシュツコンナン
萌出歯 ホウシュツシ
萌出順序【歯の】 ホウシュツジュンジョ（ハノ）
萌出障害 ホウシュツショウガイ
萌出性血腫 ホウシュツセイケッシュ
萌出性歯肉炎 ホウシュツセイシニクエン
萌出性囊胞 ホウシュツセイノウホウ
萌出性腐骨 ホウシュツセイフコツ
萌出前期 ホウシュツゼンキ
萌出遅延 ホウシュツチエン
萌出熱 ホウシュツネツ
萌出年齢 ホウシュツネンレイ
萌出不全 ホウシュツフゼン
萌出誘導 ホウシュツユウドウ
萌出余地 ホウシュツヨチ
萌出余地不足 ホウシュツヨチブソク
萌出力 ホウシュツリョク
萌出理論 ホウシュツリロン
膨潤 ボウジュン
棒状インプラント ボウジョウインプラント
胞状横紋筋肉腫 ホウジョウオウモンキンニクシュ
帽状期
【歯胚の】 ボウジョウキ（シハイノ）
包晶系 ホウショウケイ
胞状軟部肉腫 ホウジョウナンブニクシュ
包晶反応 ホウショウハンノウ
防食 ボウショク
疱疹 ホウシン
膨疹 ボウシン
亡津液 ボウシンエキ
傍神経節
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ボウシンケイセツ

radioactive equilibrium
radioimmunoassay（RIA）
reward
discharge，ejection，emission，
release，elimination，
exsanguination
eruption
abnormal eruption，atypical
eruption，maleruption，
anomaly in tooth eruption
supraeruption
plunging ranula
eruption path
diﬃcult eruption
erupted tooth
sequence of tooth eruption
eruption disorder，
eruption disturbance
eruption hematoma
eruptive gingivitis
eruption cyst
eruption sequestrum
pre-eruptive phase
delayed eruption，retarded eruption
eruptive fever
eruption age
maleruption
guidance of eruption
available arch space for eruption
lack of arch space for eruption
eruptive forces
eruption theory
imbibition，swelling
rod-type implant
alveolar rhabdomyosarcoma
cap stage
peritectic system
alveolar soft part sarcoma
peritectic reaction
corrosion prevention
herpes
wheal
ﬂuid deﬁciency，loss of ﬂuid，
ﬂuid collapse
paraganglion

ホウモンコウク

傍神経節腫 ボウシンケイセツシュ
法人税 ホウジンゼイ
紡錘菌 ボウスイキン
紡錘菌スピロヘータ口内炎

paraganglioma
corporate tax
Fusobacterium
fusospirochaetal stomatitis

ボウスイキンスピロヘータコウナイエン

防水剤 ボウスイザイ
紡錘細胞癌 ボウスイサイボウガン
紡錘糸 ボウスイシ
傍髄質ネフロン ボウズイシツネフロン
紡錘体 ボウスイタイ
包接化合物 ホウセツカゴウブツ
放線菌 ホウセンキン
放線菌症 ホウセンキンショウ
胞巣状構造 ホウソウジョウコウゾウ
胞巣状透過像 ホウソウジョウトウカゾウ
蜂巣像 ホウソウゾウ
ホウ素中性子捕捉療法 ホウソチュウセイシホソクリョウホウ
包帯 ホウタイ
膨大 ボウダイ
膨張 ボウチョウ
膨張性発育 ボウチョウセイハツイク
法定伝染病 ホウテイデンセンビョウ
法的責任 ホウテキセキニン
放電 ホウデン
放電加工 ホウデンカコウ
方頭鉗子 ホウトウカンシ
包内 ホウナイ
乏尿 ボウニョウ
乏尿症 ボウニョウショウ
ホウのプライヤー ホウノプライヤー
傍皮質領域 ボウヒシツリョウイキ
防腐作用 ボウフサヨウ
防腐薬 ➡ 消毒薬 ボウフヤク
傍分泌 ➡ パラクライン ボウブンピ
包埋 ホウマイ
泡沫細胞 ホウマツサイボウ
ボウマン囊 ボウマンノウ
訪問介護 ホウモンカイゴ
訪問介護員 ホウモンカイゴイン
訪問看護 ホウモンカンゴ
訪問看護ステーション

ホウモンカンゴステーション

訪問口腔衛生指導 ➡ 訪問歯科衛生指導

waterprooﬁng agent
spindle cell carcinoma
spindle ﬁber
juxtamedullary nephron
spindle
inclusion compound
actinomycetes
actinomycosis
alveolar structure
honeycomb pattern of radiolucency
honeycomb appearance
boron neutron capture therapy
bandage
enlargement
expansion，inﬂation，swelling
expansive growth
legal infectious disease
legal responsibility
discharge
electrical discharge machining
ﬂat-nose pliers
intracapsular
oliguria
oliguria
Howe pliers
paracortical area
antiseptic action
antiseptic
paracrine
embedding
foam cell
Bowman capsule
home visit care
home helper，carer
visiting nursing，visiting care，
home visit nursing care
visiting nursing station，
home visit nursing care station
home visit oral health instruction

ホウモンコウクウエイセイシドウ
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ホ

ホウモンシカエ

訪問歯科衛生指導 ホウモンシカエイセイシドウ
訪問歯科診療 ➡ 歯科訪問診療 ホウモンシカシンリョウ
訪問歯科保健指導 ➡ 訪問歯科衛生指導

home visit dental health instruction
dental service at home，
home bound dentistry
home visit dental guidance

ホウモンシカホケンシドウ

ホ

訪問指導 ホウモンシドウ
訪問リハビリテーション

ホウモンリハビリテーション

方略 ホウリャク
膨隆 ボウリュウ
飽和圧 ホウワアツ
飽和回復 ホウワカイフク
飽和脂肪酸 ホウワシボウサン
飽和度 ホウワド
飽和パルス ホウワパルス
飽和放射能 ホウワホウシャノウ
補液 ホエキ
ボーア効果 ボーアコウカ
ボーエン病 ボーエンビョウ
ポーセレンインレー ポーセレンインレー
ポーセレンジャケットクラウン ポーセレンジャケットクラウン
ポーセレンブリッジ ポーセレンブリッジ
ポーセレンラミネートベニア ポーセレンラミネートベニア
ボーダ ボーダ
ポートフォリオ ポートフォリオ
ポートリエ微小膿瘍 ポートリエビショウノウヨウ
ポートワイン母斑 ポートワインボハン
ホープレストゥース ホープレストゥース
ホームブリーチング ホームブリーチング
ホームヘルパー ➡ 訪問介護員 ホームヘルパー
ホームヘルプサービス ➡ 訪問介護 ホームヘルプサービス
ボーラス ボーラス
ボーラス注入 ボーラスチュウニュウ
ボーラストラッキング ボーラストラッキング
ポーラログラフイー ポーラログラフイー
ポーランド症候群 ポーランドショウコウグン
ボールアタッチメント ボールアタッチメント
ボールインハンド像 ボールインハンドゾウ
ボールクラスプ ボールクラスプ
ホールダウェイの軟組織分析法

home visiting health instruction
home visit rehabilitation，
visiting rehabilitation
leaning strategy（LS）
bulging，protrusion
saturation pressure
saturation recovery（SR）
saturated fatty acid
degree of saturation
saturation pulse
saturated activity
ﬂuid replacement
Bohr eﬀect
Bowen's disease
porcelain inlay
porcelain jacket crown
porcelain bridge
porcelain laminate veneer
border
portfolio
Pautrier microabscess
port wine mark
hopeless tooth
home bleaching，home whitening
home helper
home help service
bolus
bolus injection
bolus tracking
polarography
Poland syndrome
ball attachment
ball-in-hand appearance
ball clasp
soft tissue analysis of Holdaway

ホールダウェイノナンソシキブンセキホウ

ホールダウェイレイシオ ホールダウェイレイシオ
ホールディングアーチ ホールディングアーチ
BOLD ボールド
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Holdaway ratio
holding arch
blood oxygenation level dependent
contrast

ホケンキノウシ

BOLD 法

ボールドホウ

ホーレータイプリテーナー ホーレータイプリテーナー
ボーンアンカードブリッジ ボーンアンカードブリッジ
ボーン結節 ボーンケッセツ
ボーンコレクター ➡ 骨片収集器 ボーンコレクター
ボーンサウンディング ➡ ボーンマッピング

blood oxygenation level dependent
contrast
Hawley type retainer
bone-anchored bridge
Bohn nodule
bone collector
bone sounding

ボーンサウンディング

ボーンスクリュー ボーンスクリュー
ボーントラップ ボーントラップ
ボーンマッピング ボーンマッピング
ボーンミル ➡ 骨粉砕器 ボーンミル
補強線 ホキョウセン
ボクシング【印象の】 ボクシング（インショウノ）
ボクシング体位【X 線撮影の】

bone screw
bone trap
bone mapping
bone mill
reinforcement wire
boxing，boxing on impression
boxing position

ボクシングタイイ（エックスセンサツエイノ）

ボクセル ボクセル
ぼけ
【X 線写真】 ボケ（エックスセンシャシン）
保隙 ホゲキ
保隙装置 ホゲキソウチ
ポケット形成 ポケットケイセイ
ポケット上皮 ポケットジョウヒ
ポケット線量計 ポケットセンリョウケイ
ポケットデプス ポケットデプス
ポケット電離箱 ポケットデンリバコ
ポケット内抗菌薬投与

ポケットナイコウキンヤクトウヨ

ポケット内洗浄 ➡ 歯周ポケット内洗浄

voxel
blurring
space maintenance
space maintainer，space retainer
pocket formation
pocket epithelium
pocket dosimeter
pocket depth
pocket chamber，
pocketionization chamber
intrapocket application of
antimicrobial drug
pocket irrigation

ポケットナイセンジョウ

ポケット囊胞 ポケットノウホウ
ポケットプロービング値 ポケットプロービングチ
ポケットプローブ ➡ 歯周プローブ ポケットプローブ
ポケットマーカー ポケットマーカー
ポケットマスク ポケットマスク
補欠分子族 ホケツブンシゾク
保健 ホケン
保健医療計画 ホケンイリョウケイカク
保険医療養担当規則 ホケンイリョウヨウタントウキソク
保健学習
保健活動

ホケンガクシュウ
ホケンカツドウ

保健管理 ホケンカンリ
保健機能食品 ホケンキノウショクヒン

periapical pocket cyst
pocket probing measurement
pocket probe
pocket marker
pocket mask
prosthetic group
health，health care
health service planning
insurance doctor sanatorial
regulation
health instruction
health activity，health service，
health practice
health supervision
food with health claims
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ホ

ホケンキュウフ

ホ

保険給付 ホケンキュウフ
保健教育 ホケンキョウイク
保健計画 ホケンケイカク
保健行動 ホケンコウドウ
保健師 ホケンシ
保険歯科診療 ホケンシカシンリョウ
保健事業 ホケンジギョウ
保健指導 ホケンシドウ
保健所 ホケンジョ
保健センター ホケンセンター
保健統計 ホケントウケイ
保健福祉動向調査 ホケンフクシドウコウチョウサ
歩行 ホコウ
歩行障害 ホコウショウガイ
補酵素 ホコウソ
補酵素 A ホコウソエー
補酵素 Q ホコウソキュー
保護者 ホゴシャ
ポゴニオン【セファロ分析の】
保護膜 ホゴマク
保護薬 ホゴヤク
保持
【記憶】 ホジ（キオク）
拇指吸引癖 ボシキュウインヘキ
ホジキン病 ホジキンビョウ
保持形態 ➡ アピカルカラー
母子健康手帳 ボシケンコウテチョウ
保持孔 ホジコウ
保持溝 ホジコウ
保持効力 ホジコウリョク
母子歯科保健 ボシシカホケン

ポゴニオン（セファロブンセキノ）

ホジケイタイ

母指尺側種子骨 ボシシャクソクシュシコツ
ポジショナー ポジショナー
ポジショニングゲージ ポジショニングゲージ
ポジ像 ポジゾウ
ポジトロン ポジトロン
ポジトロン CT ポジトロンシーティー
ポジフィルム ポジフィルム
母子分離 ボシブンリ
母子保健 ボシホケン
母子保健制度 ボシホケンセイド
母子保健法 ボシホケンホウ
補充液
【現像の】 ホジュウエキ（ゲンゾウノ）
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insurance beneﬁt
health education
health planning
health behavior
public health nurse
insurance dental service
health project
health guidance
health center
public health center
health statistics
survey on trend of health and
welfare
ambulation，gait，locomotion
gait disorder
coenzyme
coenzyme A（CoA）
coenzyme Q（CoQ）
guardian
Pogonion（Pog）
overcoat，protective layer，
supercoat
protective drug
retention
thumb sucking habit
Hodgkin's disease
retention form
maternal and child health handbook
retentive pinhole
retention channel，retention groove
retention eﬀect
dental health for mother and child，
maternal and child dental health
sesamoid bone
positioner
positioning gauge
positive image
positron
positron emission tomography
reversal ﬁlm
mother and child separation
maternal and child health（MCH）
maternal and child health system
Maternal and Child Health Law
developer replenisher

ホスファチジル

補充現象 ホジュウゲンショウ
補修修復 ホシュウシュウフク
母集団 ボシュウダン
補充療法【薬物の】 ホジュウリョウホウ（ヤクブツノ）
補助アタッチメント ホジョアタッチメント
補償 ホショウ
保持用装具 ホジヨウソウグ
補助化学療法 ホジョカガクリョウホウ
補色 ホショク
捕食 ホショク
補助呼吸 ホジョコキュウ
補助呼吸筋
補助呼吸法

ホジョコキュウキン
ホジョコキュウホウ

補助細胞 ホジョサイボウ
補助支台装置 ホジョシダイソウチ
補助スライス ホジョスライス
補助弾線 ホジョダンセン
補助的アタッチメント ホジョテキアタッチメント
補助的清掃用具【口腔の】 ➡ 口腔清掃補助用具

recruitment
ﬁlling of repair，patched restoration
population
replacement therapy
accessory attachment，
auxiliary attachment
recompensation
holding orthosis
adjuvant chemotherapy
complementary color
ingestion，food taking
assisted ventilation，
assisted respiration
respiratory accessory muscle
assisted ventilation，
assisted respiration
accessory cell（A-cell）
auxiliary retainer
auxiliary slice
auxiliary spring
auxiliary attachment
auxiliary cleansing instrument

ホジョテキセイソウヨウグ（コウクウノ）

補助的単位 ホジョテキタンイ
補助的保持形態【窩洞の】 ホジョテキホジケイタイ（カドウノ）
補助免疫化学療法 ホジョメンエキカガクリョウホウ
補助免疫療法 ホジョメンエキリョウホウ
保持力 ホジリョク
母数 ボスウ
ポステリアガイダンス ポステリアガイダンス
ポスト ポスト
ポストアンレー ポストアンレー
ポストインレー ポストインレー
ポストインレー窩洞 ポストインレーカドウ
ポストクラウン ポストクラウン
ポストコア ポストコア
ポスト孔 ポストコウ
ポストダム ポストダム
ホスピス ホスピス
ホスファターゼ ホスファターゼ
ホスファチジルイノシトール ホスファチジルイノシトール
ホスファチジルエタノールアミン

additional unit
auxiliary retention form
adjuvant immunochemotherapy
adjuvant immunotherapy
retentive force
parameter
posterior guidance
post
post onlay
post inlay
post inlay cavity
post crown
post and core crown
prepared root canal for dowel
postdam，post dam
hospice
phosphatase
phosphatidylinositol
phosphatidylethanolamine

ホスファチジルエタノールアミン

ホスファチジルグリセロール ホスファチジルグリセロール
ホスファチジルコリン ホスファチジルコリン

phosphatidylglycerol
phosphatidylcholine
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ホスファチジル
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ホスファチジルセリン ホスファチジルセリン
ホスファチジン酸 ホスファチジンサン
ホスホキナーゼ ホスホキナーゼ
ホスホグルコン酸経路 ホスホグルコンサンケイロ
ホスホジエステラーゼ ホスホジエステラーゼ
ホスホジエステル結合 ホスホジエステルケツゴウ
ホスホセリン ホスホセリン
ホスホホリン ホスホホリン
ホスホリパーゼ ホスホリパーゼ
ホスホリラーゼ ホスホリラーゼ
ホスホリラーゼキナーゼ ホスホリラーゼキナーゼ
ホスホリラーゼホスファターゼ ホスホリラーゼホスファターゼ
母性 ボセイ
補正係数 ホセイケイスウ
母性保健 ボセイホケン
補装具 ホソウグ
補足疲労 ホソクヒロウ
細身型 ホソミガタ
保存 ホゾン
保存液
【歯の】 ホゾンエキ（ハノ）
保存期限 ホゾンキゲン
保存血 ホゾンケツ
保存剤 ホゾンザイ
保存修復学 ホゾンシュウフクガク
保存性 ホゾンセイ
保存的 ホゾンテキ
補体 ホタイ
補体活性化第一経路 ホタイカッセイカダイイチケイロ
補体結合試験 ホタイケツゴウシケン
補体結合反応 ホタイケツゴウハンノウ
母体保護法 ボタイホゴホウ
ホタテ貝状陰影 ホタテガイジョウインエイ
ホタテ貝状辺縁 ホタテガイジョウヘンエン
ボタン穴変形 ボタンアナヘンケイ
勃起障害 ボッキショウガイ
ボックス式窩洞 ボックスシキカドウ
ボックスループ ボックスループ
発作 ホッサ
発作閾値 ホッサイキチ
発作性 ホッサセイ
発作性異常波 ホッサセイイジョウハ
発作性上室性頻拍 ホッサセイジョウシツセイヒンパク
発作性神経痛
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ホッサセイシンケイツウ

phosphatidylserine
phosphatidic acid
phosphokinase
phosphogluconate pathway
phosphodiesterase
phosphodiester bond
phosphoserine
phosphophoryn
phospholipase
phosphorylase
phosphorylase kinase
phosphorylase phosphatase
maternity
correction factor
maternity and women health care
assistive device，orthosis
fatigue supplement
leptosomatic type
conservative，preservation
storing solution，storage solution
shelf life
stored blood，preserved blood，
whole human blood
preservative
operative dentistry
preservability
conservative
complement
classical complement pathway
complement ﬁxation test
complement ﬁxation（CF）
Maternal Health Act
scalloped shadow
scalloped margin
button hole deformity
erectile dysfunction（ED）
box type cavity
box loop
seizure
seizure threshold
paroxysmal
paroxysmal abnormalities
paroxysmal supraventricular
tachycardia
paroxysmal neuralgia

ホモシスチンニ

発作性心室性頻拍 ホッサセイシンシツセイヒンパク
発作性疼痛障害 ホッサセイトウツウショウガイ
発作性夜間血色素尿症 ホッサセイヤカンケッシキソニョウショウ
発疹チフス ホッシンチフス
発赤毒素 ホッセキドクソ
ポッセルトの図形 ポッセルトノズケイ
発端者 ホッタンシャ
ホッツ床 ホッツショウ
ホットエリア ホットエリア
ホットスポット【鋳造体】 ホットスポット（チュウゾウタイ）
ボツリヌス毒素 ボツリヌスドクソ
保定 ホテイ
ボディー色【陶材の】 ボディーショク（トウザイノ）
保定期間 ホテイキカン
ボディコイル ボディコイル
保定装置 ホテイソウチ
補綴 ホテツ
補綴前矯正 ホテツゼンキョウセイ
補綴前処置 ホテツゼンショチ
補綴装置 ホテツソウチ
補綴的修復 ホテツテキシュウフク
補綴的処置 ホテツテキショチ
ボニエ症候群 ボニエショウコウグン
哺乳 ホニュウ
母乳栄養 ボニュウエイヨウ
哺乳障害 ホニュウショウガイ
哺乳パターン ホニュウパターン
哺乳瓶齲蝕 ホニュウビンウショク
ボバース法 ボバースホウ
母斑 ボハン
母斑細胞 ボハンサイボウ
ポビドンヨード ポビドンヨード
ポピュレーションアプローチ ポピュレーションアプローチ
ポピュレーションストラテジー ポピュレーションストラテジー
ホフラート囊胞 ホフラートノウホウ
頰 ホホ
ホメオスタシス ホメオスタシス
ホモ型発酵 ホモガタハッコウ
ホモグリカン ホモグリカン
母模型 ボモケイ
ホモシスチン尿症 ホモシスチンニョウショウ

paroxysmal ventricular tachycardia
paroxysmal pain disorders
paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria
epidemic typhus
erythrogenic toxin
Posselt's ﬁgure，Posselt's three
dimensional representation
proband，propositus
Hotz plate
hot area
hot spot
botulinum toxin
retention
body color
retention period
body coil
retainer
prosthesis
preprosthodontic orthodontic
treatment
preprosthetic treatment
prosthetic restoration，prosthesis
prosthetic restoration
prosthodontic treatment
Bonnier syndrome
suckling
breast feeding
disturbance of sucking
sucking pattern，suckling pattern
nursing bottle caries
Bobath method
birth mark，nevus
nevus cell
povidone iodine
population approach
population strategy
Hofrath cyst，
Hofrath paradental cyst
cheek
homeostasis
homofermentation
homoglycan
master cast
homocystinuria
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ホモジナイザー ホモジナイザー
ホモ接合体 ホモセツゴウタイ
ホモセリン ホモセリン
母薬剤 ボヤクザイ
ボランティア ボランティア
ボランティア国際年 ボランティアコクサイネン
ポリアクリルアミド ポリアクリルアミド
ポリアクリル酸 ポリアクリルサン
ポリアシッド添加型コンポジットレジン

homogenizer
homozygote
homoserine
mother compound
volunteer
International Year of Volunteers
polyacrylamide
polyacrylic acid
polyacid-modiﬁed composite resin

ポリアシッドテンカガタコンポジットレジン

ポリアミン ポリアミン
ポリープ ポリープ
ポリウレタン ポリウレタン
ポリエーテルゴム印象 ポリエーテルゴムインショウ
ポリエーテルゴム印象材 ポリエーテルゴムインショウザイ
ポリエーテルスルフォン ポリエーテルスルフォン
ポリエステル樹脂 ポリエステエルジュシ
ポリエステルストリップ ポリエステルストリップ
ポリエックス症候群 ポリエックスショウコウグン
ポリオ ➡ 急性灰白髄炎 ポリオ
ポリオン【セファロ分析の】 ポリオン（セファロブンセキノ）
ポリカーボネート ポリカーボネート
ポリカルボキシレートセメント ポリカルボキシレートセメント
ポリカルボン酸 ポリカルボンサン
ポリグラフ ポリグラフ
ポリグリコール酸 ポリグリコールサン
ポリゴン表 ポリゴンヒョウ
ポリサルファイド ポリサルファイド
ポリサルファイドゴム印象 ポリサルファイドゴムインショウ
ポリサルファイドゴム印象材 ポリサルファイドゴムインショウザイ
ポリジーン ポリジーン
ポリシロキサン ポリシロキサン
ポリスルフォン ポリスルフォン
ポリソーム ポリソーム
ホリゾンタルピンテクニック ホリゾンタルピンテクニック
ホリゾンタルループ ホリゾンタルループ
ポリディスク ポリディスク
ポリ乳酸 ポリニュウサン
ポリヌクレオチド ポリヌクレオチド
ポリビニールシロキサン ポリビニールシロキサン
ポリβ - ヒドロキシ酪酸 ポリベータヒドロキシラクサン
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polyamine
polyp
polyurethane
polyether rubber impression
polyether rubber impression
material
polyethersulfone
polyester resin
polyester strip
triple X syndrome，trisomy X，
tetrasomy X
poliomyelitis
Porion（Po）
polycarbonate
polycarboxylate cement，
zinc polycarboxylate cement
polycarbonic acid
polygraph
polyglycolic acid
polygon diagram
polysulﬁde
polysulﬁde rubber impression
polysulﬁde rubber impression
material
polygene
polysiloxane
polysulfone
polysome
horizontal pin technique
horizontal loop
poli disc
polylactic acid
polynucleotide
polyvinyl siloxane
poly β-hydroxybutyrate

ホロニウムヤグ

ポリペプチド ポリペプチド
ポリマー ポリマー
ポリマー・モノマー比 ポリマーモノマーヒ
ポリミキシン B 硫酸塩 ポリミキシンビーリュウサンエン
ポリメタクリル酸メチル ポリメタクリルサンメチル
ポリメラーゼ連鎖反応 ポリメラーゼレンサハンノウ
ポリメラーゼ連鎖反応法 ➡ PCR 法

polypeptide
polymer
polymer-to-monomer ratio
polymyxin B，polymyxin B sulfate
polymethyl methacrylate（PMMA）
polymerase chain reaction（PCR）
polymerase chain reaction（PCR）

ポリメラーゼレンサハンノウホウ

ボリューム撮影 ボリュームサツエイ
ボリュームレンダリング ボリュームレンダリング
補力
【X 線写真処理】 ホリョク（エックスセンシャシンショリ）
補力剤 ホリョクザイ
ポリリボソーム ポリリボソーム
ボルタンメトリー ボルタンメトリー
ボルチン顆粒 ボルチンカリュウ
ボルトン分析 ボルトンブンセキ
ボルトンポイント【セファロ分析の】 ボルトンポイント
ホルネル症候群 ホルネルショウコウグン
ポルフィリノーゲン ポルフィリノーゲン
ポルフィリン ポルフィリン
ポルフィリン症 ポルフィリンショウ
Porphyromonas endodontalis

volume scan
volume rendering
intensiﬁcation
intensiﬁcation
polyribosome
voltammetry
volutin granule
Bolton tooth-size analysis
Bolton point（Bo）
Horner syndrome
porphyrinogen
porphyrin
porphyria

ポルフィロモナスエンドドンタリス

Porphyromonas gingivalis ポルフィロモナスジンジバリス
ボルヘルス法 ボルヘルスホウ
ホルマリン ホルマリン
ホルマリン硬膜液 ホルマリンコウマクエキ
ホルミシス ホルミシス
ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド
ホルムクレゾール ホルムクレゾール
ホルモン ホルモン
ホルモン異常 ホルモンイジョウ
ホルモン依存性腫瘍 ホルモンイゾンセイシュヨウ
ホルモン受容体 ホルモンジュヨウタイ
ホルモン補充療法 ホルモンホジュウリョウホウ
ボルンホルム病 ボルンホルムビョウ
Borrelia 属 ボレリアゾク
Borrelia vincentii ボレリアワンサンティ
ホレンバック法 ホレンバックホウ
ホログラフィー ホログラフィー
ホログラフィー干渉法 ホログラフィーカンショウホウ
ホロ酵素 ホロコウソ
HO：YAG レーザー ホロニウムヤグレーザー

Borchers method
formalin
formalin hardener
hormesis
formaldehyde
formocresol
hormone
hormonal problem，
endocrine disorder
hormone dependent tumor
hormone receptor
hormone replacement therapy
（HRT）
Bornholm disease
Borrelia
Hollenback method
holography
holographic interferometry
holoenzyme
holonium YAG（HO:YAG）laser
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ホ

ホワイトアウト

あ

ホワイトアウト ホワイトアウト
ホワイトストーンポイント ホワイトストーンポイント
ホワイトマージン ホワイトマージン
ボンウィル三角 ボンウィルサンカク
本影
【X 線像の】 ホンエイ（エックスセンゾウノ）
本態性高血圧症 ホンタイセイコウケツアツショウ
ポンティック ポンティック
ポンティック基底面形態 ポンティックキテイメンケイタイ
ポンティック材 ポンティックザイ
ポンティック陶歯 ポンティックトウシ
ボンディング ボンディング
ボンディングコンディショナー ボンディングコンディショナー
ボンディング材 ボンディングザイ
翻訳 ホンヤク

あ

マ

あ

white out
white stone point
white margin
Bonwill triangle
umbra
essential hypertension
pontic
contour of gingival ﬂoor of pontic
materials for pontic
pontic porcelain tooth
bonding
bonding conditioner
bonding agent，adhesive agent
translation

マ
マーカス・ガン現象 マーカスガンゲンショウ
マーカス・ガン症候群 マーカスガンショウコウグン
マークシート マークシート
マーシャル症候群 マーシャルショウコウグン
マーシャル・スティックラー症候群

Marcus-Gunn phenomenon
Marcus-Gunn syndrome
mark card，mark sheet
Marshall syndrome
Marshall-Stickler syndrome

マーシャルスティックラーショウコウグン

マージントリマー マージントリマー
マーティン切開線 マーティンセッカイセン
マイオモニター マイオモニター
マイクロアレイ マイクロアレイ
マイクロエンジン マイクロエンジン
マイクロカプセル化 マイクロカプセルカ
マイクロギャップ マイクロギャップ
マイクロサージェリー マイクロサージェリー
マイクロ CT マイクロシーティー
マイクロ写真 マイクロシャシン
マイクロデンシトメーター マイクロデンシトメーター
マイクロトロン マイクロトロン
マイクロ波 マイクロハ
マイクロ波重合 マイクロハジュウゴウ
マイクロ波重合レジン マイクロハジュウゴウレジン
マイクロフィラー マイクロフィラー
マイクロフィラー型コンポジットレジン

margin trimmer
Martin incision
myo-monitor
microarray
microengine
microencapsulation
microgap
microsurgery
micro CT
microphotograph
microdensitometer
microtron
microwave
microwave curing
microwave-cured resin
microﬁller
microﬁller composite resin

マイクロフィラーガタコンポジットレジン

マイクロフィラー配合型コンポジットレジン
➡ マイクロフィラー型コンポジットレジン
マイクロフィラーハイゴウガタコンポジットレジン
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microparticle ﬁlled resin composite

マウスプロテク

マイクロフォーカス CT マイクロフォーカスシーティー
マイクロフォトメーター マイクロフォトメーター
マイクロフラクチャー マイクロフラクチャー
マイクロブレード マイクロブレード
マイクロプレート マイクロプレート
マイクロミラー マイクロミラー
マイクロムーブメント マイクロムーブメント
マイクロモーター マイクロモーター
マイクロモーターハンドピース マイクロモーターハンドピース
マイクロラジオグラフィー マイクロラジオグラフィー
マイコプラズマ マイコプラズマ
Mycoplasma orale マイコプラズマオラーレ
Mycoplasma salivarium マイコプラズマサリバリウム
マイコプラズマ肺炎 マイコプラズマハイエン
マイスネル小体 マイスネルショウタイ
マイスネル神経叢 マイスネルシンケイソウ
マイトジェン マイトジェン
マイトマイシン C マイトマイシンシー
マイナートランキライザー マイナートランキライザー
埋入
【インプラントの】 マイニュウ（インプラントノ）
埋入歯【外傷による】 マイニュウシ（ガイショウニヨル）
埋入トルク マイニュウトルク
埋伏過剰歯 マイフクカジョウシ
埋伏歯 マイフクシ
埋伏智歯 マイフクチシ
毎分換気量 ➡ 分時換気量 マイフンカンキリョウ
毎分心拍出量

マイフンシンハクシュツリョウ

毎分肺胞換気量 マイフンハイホウカンキリョウ
埋没 マイボツ
埋没器 マイボツキ
埋没材 マイボツザイ
埋没前準備 マイボツゼンジュンビ
埋没法 マイボツホウ
埋没縫合 マイボツホウゴウ
埋没ろう付け マイボツロウヅケ
マウスガード マウスガード
マウススクリーン ➡ オーラルスクリーン

microfocus CT
microphotometer
microfracture
microblade
micro plate
micromirror
micromovement
micromotor
micromotor handpiece
microradiography（MR）
mycoplasma

マ

Mycoplasma pneumonia
Meissner tactile corpuscle，
Meissner corpuscle
Meissner plexus
mitogen
mitomycin C
minor tranquilizer
insertion，placement，implantation
intruded tooth
insertion torque
impacted supernumerary tooth
impacted tooth
impacted wisdom tooth
respiratory minute volume
（RMV），
minute ventilation（MV）
output minute volume，cardiac
output minute volume
minute alveolar ventilation volume
investing
investing unit
investment，investing material
preparation for investment
investing method
buried suture，investing suture
investment soldering
mouthguard
mouth screen

マウススクリーン

マウススティック マウススティック
マウスプレパレーション マウスプレパレーション
マウスプロテクター ➡ マウスガード マウスプロテクター

mouth stick
mouth preparation
mouth protector
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マウンティング

マ

マウンティングジグ マウンティングジグ
マウンティングプレート マウンティングプレート
マウンティングリング マウンティングリング
前向き研究 マエムキケンキュウ
前向きコホート研究 マエムキコホートケンキュウ
前ろう付け マエロウヅケ
前ろう付け法 マエロウヅケホウ
前露光 マエロコウ
MAO 阻害薬 マオソガイヤク
マギル鉗子 マギルカンシ
マギル疼痛質問票 マギルトウツウシツモンヒョウ
膜安定化作用 マクアンテイカサヨウ
膜安定化薬 マクアンテイカヤク
膜型人工肺 マクガタジンコウハイ
膜興奮性 マクコウフンセイ
膜消化 マクショウカ
マクスウェルモデル【粘弾性の】

mounting jig
mounting plate
mounting ring
prospective study
prospective cohort study
preceramic soldering
preceramic soldering method
pre-exposure
monoamine oxidase inhibitor
（MAOI）
Magill forceps
McGill pain questionnaire（MPQ）
membrane stabilizing action
membrane stabilizer
membrane oxygenator
membrane excitability
membrane digestion
Maxwell model

マクスウェルモデル（ネンダンセイノ）

膜性骨

マクセイコツ

膜性骨化

マクセイコツカ

膜電位 マクデンイ
膜電位固定 マクデンイコテイ
膜電流 マクデンリュウ
膜内骨化 ➡ 膜性骨化
膜内粒子 マクナイリュウシ

マクナイコツカ

マクナマラ分析 マクナマラブンセキ
マグニチュードイメージ マグニチュードイメージ
マグネシア マグネシア
マグノテレスコーピッククラウン

membrane bone，
membranous bone
intramembranous ossiﬁcation，
connective tissue growth
membrane potential
voltage clamp
membrane current
intramembranous ossiﬁcation
intramembranous particle，
membrane associated particle
McNamara analysis
magnitude image
magnesia，magnesium oxide
magno-telescopic crown

マグノテレスコーピッククラウン

マクログロブリン血症 マクログロブリンケッショウ
マクロファージ マクロファージ
マクロファージ活性化因子 マクロファージカッセイカインシ
マクロファージ走化因子

マクロファージソウカインシ

マクロファージ遊走阻止因子

マクロファージユウソウソシインシ

マクロフィラー マクロフィラー
マクロフィラー型コンポジットレジン
マクロフィラーガタコンポジットレジン
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macroglobulinemia
macrophage
macrophage activating factor
（MAF）
macrophage chemotactic factor
（MCF）
macrophage migration inhibition
factor（MIF）
macroﬁller
macroﬁller composite resin

マスイバツズイ

マクロフィラー配合型コンポジットレジン
➡ マクロフィラー型コンポジットレジン

macroparticle ﬁlled resin composite

マクロフィラーハイゴウガタコンポジットレジン

マクロライド系抗菌薬
曲げ応力 マゲオウリョク
曲げ試験 マゲシケン
曲げ強さ マゲツヨサ
曲げひずみ マゲヒズミ
摩擦 マサツ
摩擦音 マサツオン
摩擦係数 マサツケイスウ

マクロライドケイコウキンヤク

摩擦トルク マサツトルク
摩擦熱 マサツネツ
摩擦力 マサツリョク
マジックベルト ➡ 面ファスナー マジックベルト
マシナブルセラミックス マシナブルセラミックス
麻疹 マシン
麻疹ウイルス マシンウイルス
麻疹様発疹 マシンヨウホッシン
麻酔 マスイ
麻酔域 マスイイキ
麻酔科医 マスイカイ
麻酔科学 マスイカガク
麻酔ガス汚染 マスイガスオセン
麻酔ガス曝露 マスイガスバクロ
麻酔合併症 マスイガッペイショウ
麻酔管理 マスイカンリ
麻酔器 マスイキ
麻酔機器 マスイキキ
麻酔危険度 マスイキケンド
麻酔記録 マスイキロク
麻酔記録用紙 マスイキロクヨウシ
麻酔効力 マスイコウリョク
麻酔作用 マスイサヨウ
麻酔持続時間 マスイジゾクジカン
麻酔診 マスイシン
麻酔深度 マスイシンド
麻酔前回診 マスイゼンカイシン
麻酔前投薬 マスイゼントウヤク
麻酔前評価 マスイゼンヒョウカ
麻酔徴候 マスイチョウコウ
麻酔導入 マスイドウニュウ
麻酔抜髄 マスイバツズイ

macrolides
bending stress，ﬂexural stress
bending test，ﬂexural test
bending strength，ﬂexural strength
bending strain，ﬂexural strain
friction
fricative，friction sound
coeﬃcient of friction，
friction coeﬃcient
friction torque
heat of friction
friction force
magic belt，hook and loop fastener
machinable ceramics
measles
measles virus
measly eruption
anesthesia
anesthetic area
anesthesiologist
anesthesiology
anesthetic pollution
anesthetic exposure
complication of anesthesia
anesthesia management
anesthesia machine
anesthetic equipment
anesthetic risk
anesthesia record，anesthesia chart
anesthesia chart
anesthetic potency
anesthetic action
anesthetic duration
anesthetic test
depth of anesthesia
preanesthetic round
premedication，
preanesthetic medication
preanesthetic evaluation
sign of anesthesia
induction of anesthesia
pulpectomy under anesthesia

577

マ

マスイヤク

麻酔薬

マ

マスイヤク

麻酔薬毒性 マスイヤクドクセイ
マスキングポーセレン マスキングポーセレン
マスク マスク
マスク像 マスクゾウ
マスターアピカルファイル マスターアピカルファイル
マスターコーン ➡ マスターポイント マスターコーン
マスターポイント マスターポイント
マステスト マステスト
マスト細胞 マストサイボウ
まだら模様像 マダラモヨウゾウ
末期癌患者 マッキガンカンジャ
マックギルコンセンサスステートメント

anesthetic drug，
anesthetic agent，anesthetics
anesthetic toxicity
masking porcelain
mask
mask image
master apical ﬁle（MAF）
master cone
master point，master cone，
main point
manifest anxiety scale test
mast cell
mottled pattern
terminal patient
McGill consensus statement

マックギルコンセンサスステートメント

マックスウェル模型 マックスウェルモケイ
マッコイ閉咬印象 マッコイヘイコウインショウ
マッコールのフェストゥーン ➡ フェストゥーン

Maxwell model
McCoy impression
McCall festoon

マッコールノフェストゥーン

マッサージ マッサージ
末梢 マッショウ
末梢血 マッショウケツ
末梢血管拡張性 マッショウケッカンカクチョウセイ
末梢血管拡張薬 マッショウケッカンカクチョウヤク
末梢血管抵抗 マッショウケッカンテイコウ
末梢作用 マッショウサヨウ
末梢静脈栄養法 マッショウジョウミャクエイヨウホウ
末梢神経 マッショウシンケイ
末梢神経炎 マッショウシンケイエン
末梢神経系 マッショウシンケイケイ
末梢神経刺激 マッショウシンケイシゲキ
末梢神経刺激装置 マッショウシンケイシゲキソウチ
末梢神経ブロック マッショウシンケイブロック
末梢性顔面神経麻痺 ➡ ベル麻痺

massage
periphery
peripheral blood
teleangiectatic
peripheral vasodilator
peripheral vascular resistance
peripheral action
jugular intravenous feeding
peripheral nerve
peripheral neritis
peripheral nervous system（PNS）
peripheral nerve stimulation（PNS）
peripheral nerve stimulator
peripheral nerve block
peripheral facial palsy

マッショウセイガンメンシンケイマヒ

末梢抵抗 マッショウテイコウ
末梢容積脈波 マッショウヨウセキミャクハ
末梢リンパ系器官 マッショウリンパケイキカン
マッソン染色 マッソンセンショク
末端 マッタン
末端性厚膜胞子 マッタンセイコウマクホウシ
末端網 マッタンモウ
マッチテスト マッチテスト
マットレス縫合 マットレスホウゴウ
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peripheral resistance
plethysmogram
peripheral lymphoid organ
Masson stain
ending，terminal
terminal chlamydospore
terminal web
match test
mattress suture

マラリアショウ

マッハ効果 マッハコウカ
マッピング マッピング
マテリアアルバ マテリアアルバ
窓開け【ろう型】 マドアケ（ロウケイ）
マトリックス ➡ 隔壁 マトリックス
マトリックス【アタッチメント】 マトリックス（アタッチメント）
マトリックス冠 マトリックスカン
マトリックスグラタンパク マトリックスグラタンパク
マトリックスバンド マトリックスバンド
マトリックスバンドリテーナー マトリックスバンドリテーナー
マトリックス法 マトリックスホウ
マトリックスメタロプロテアーゼ

Mach eﬀect
mapping
materia alba
cutback
matrix
matrix
matrix crown
matrix Gla protein（MGP）
matrix band
matrix retainer，
matrix band retainer
matrix method
matrix metalloproteinase（MMP）

マトリックスメタロプロテアーゼ

マトリックスレジン マトリックスレジン
マトリライシン マトリライシン
マニキュア【歯の】 マニキュア（ハノ）
マニフェスト マニフェスト
マネキントレーニング マネキントレーニング
麻痺 マヒ
麻痺期 マヒキ
麻痺性嚥下障害 マヒセイエンゲショウガイ
麻痺性痛覚消失症 マヒセイツウカクショウシツショウ
麻痺性兎眼 マヒセイトガン
麻痺性認知症 マヒセイニンチショウ
麻痺性分泌 マヒセイブンピ
マフッチ症候群 マフッチショウコウグン
摩耗
【修復材料の】 マモウ（シュウフクザイリョウノ）
摩耗
【歯の】 マモウ（ハノ）
摩耗試験 マモウシケン
摩耗症 マモウショウ
摩耗性 マモウセイ
麻薬 マヤク
麻薬及び向精神薬取締法
マヤクオヨビコウセイシンヤクトリシマリホウ

麻薬拮抗性鎮痛薬 マヤクキッコウセイチンツウヤク
麻薬拮抗薬 マヤクキッコウヤク
麻薬常用者 マヤクジョウヨウシャ
麻薬処方箋 マヤクショホウセン
麻薬性鎮痛薬 マヤクセイチンツウヤク
マラッセ上皮遺残 マラッセジョウヒイザン
マラリア マラリア
マラリア原虫 マラリアゲンチュウ
マラリア色素 マラリアシキソ
マラリア症 マラリアショウ

resin matrix
matrilysin
manicure
manifesto
manikin training
palsy，paralysis
stage of paralysis
paralytic dysphagia
paretic analgesia
paralytic lagophthalmos
paralytic dementia
paralytic secretion
Maﬀucci syndrome
wear
dental abrasion
abrasion test，wear test
abrasion
abrasivity
narcotic
Narcotic and Psychotropic Control
Law
narcotic antagonist analgesic
narcotic antagonist，antinarcotics
narcotic addict
narcotic prescription
narcotic analgesic
epithelial cell rest of Malassez
malaria
plasmodium
malaria pigment
malaria
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マ

マルゲーヌアッ

マルゲーヌ圧痛 マルゲーヌアッツウ
マルゲーヌ骨折痛 マルゲーヌコッセツツウ
丸線 マルセン
マルターゼ マルターゼ
マルチスキャン平均線量 マルチスキャンヘイキンセンリョウ

マ

マルチストランドワイヤー マルチストランドワイヤー
マルチスライス CT マルチスライスシーティー
マルチディシプリナリーアプローチ

Malgaigne tenderness
Malgaigne pain of fracture
round wire
maltase
multiple scan average dose
（MSAD）
multistranded wire
multislice helical CT
multidisciplinary approach

マルチディシプリナリーアプローチ

マルチフォーマットカメラ マルチフォーマットカメラ
マルチブラケット装置 マルチブラケットソウチ
マルチブラケット法

マルチブラケットホウ

マルチプルブレードインプラント

multi-format camera
multi-bracket appliance，
multi-bracket orthodontic
appliance
multi-bracket method，
multi-bracket technique
multiple-blade implant

マルチプルブレードインプラント

マルチメディア マルチメディア
マルチリーフコリメータ マルチリーフコリメータ
マルチループアーチワイヤー法 マルチループアーチワイヤーホウ
マルテンサイト マルテンサイト
マルトース マルトース
MALT リンパ腫 マルトリンパシュ
丸のみ マルノミ
丸針 マルバリ
マルファン症候群 マルファンショウコウグン
マレイン酸 マレインサン
マレット マレット
マロニル CoA マロニルコエー
マロリー染色 マロリーセンショク
マンシェット マンシェット
慢性萎縮性老人性歯肉炎

multimedia
multileaf collimater（MLC）
multi loop edgewise archwire
（MEAW）technique
martensite
maltose
mucous-associated lymphoid tissue
（MALT）lymphoma
bone gouge
round needle
Marfan syndrome
maleic acid
mallet
malonyl Coenzyme A
（malonyl-CoA）
Mallory stain
manchette
chronic atrophic senile gingivitis

マンセイイシュクセイロウジンセイシニクエン

慢性齲蝕 マンセイウショク
慢性炎症 マンセイエンショウ
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
マンセイエンショウセイダツズイセイタハツニューロパチー

慢性外傷 マンセイガイショウ
慢性外傷性病変 マンセイガイショウセイビョウヘン
慢性潰瘍性歯髄炎 マンセイカイヨウセイシズイエン
慢性下顎骨骨髄炎 マンセイカガクコツコツズイエン
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chronic caries
chronic inﬂammation
chronic inﬂammatory demyelinating polyneuritis（CIDP）
chronic trauma
chronically traumatic disease
chronic ulcerative pulpitis
chronic mandibular osteomyelitis

マンセイシンキ

慢性顎骨骨髄炎 マンセイガクコツコツズイエン
慢性化膿性骨髄炎 マンセイカノウセイコツズイエン
慢性化膿性根尖性歯周炎
マンセイカノウセイコンセンセイシシュウエン

慢性肝炎 マンセイカンエン
慢性間質性腎炎 マンセイカンシツセイジンエン
慢性感染症 マンセイカンセンショウ
慢性期 マンセイキ
慢性キャリア マンセイキャリア
慢性拒絶 マンセイキョゼツ
慢性血栓塞栓性肺高血圧症
マンセイケッセンソクセンセイハイコウケツアツショウ

慢性硬化性顎下腺炎
慢性硬化性唾液腺炎

マンセイコウカセイガッカセンエン
マンセイコウカセイダエキセンエン

慢性咬合性外傷 マンセイコウゴウセイガイショウ
慢性甲状腺炎 ➡ 橋本病 マンセイコウジョウセンエン
慢性呼吸不全 マンセイコキュウフゼン
慢性骨髄性白血病 マンセイコツズイセイハッケツビョウ
慢性根尖周囲膿瘍
慢性根尖性歯周炎

マンセイコンセンシュウイノウヨウ
マンセイコンセンセイシシュウエン

慢性根尖膿瘍 ➡ 慢性化膿性根尖性歯周炎

chronic osteomyelitis of jaw
chronic suppurative osteomyelitis
chronic pyogenic apical periodontitis，chronic suppurative apical
periodontitis
chronic hepatitis
chronic interstitial nephritis
chronic infectious disease
chronic stage
chronic carrier
chronic rejection
chronic thromboembolic pulmonary hypertension（CTEPH）
chronic sclerosing sialoadenitis
chronic sclerosing sialadenitis，
chronic sclerosing sialoadenitis
chronic occlusal trauma
chronic thyroiditis
chronic respiratory failure
chronic myelocytic leukemia
（CML）
chronic periapical abscess
chronic apical periodontitis，chronic periradicular periodontitis，
chronic periapical periodontitis
chronic apical abscess

マンセイコンセンノウヨウ

慢性再発性アフタ マンセイサイハツセイアフタ
慢性再発性耳下腺炎 マンセイサイハツセイジカセンエン
慢性作用 マンセイサヨウ
慢性歯牙フッ素症 マンセイシガフッソショウ
慢性糸球体腎炎 マンセイシキュウタイジンエン
慢性歯周炎 マンセイシシュウエン
慢性歯髄炎 マンセイシズイエン
慢性歯槽骨炎 マンセイシソウコツエン
慢性歯槽膿瘍 ➡ 慢性化膿性根尖性歯周炎

chronic recurrent aphtha
chronic recurrent parotitis
chronic action
chronic dental ﬂuorosis
chronic glomerulonephritis（CGN）
chronic periodontitis
chronic pulpitis
chronic alveolar osteitis
chronic alveolar abscess

マンセイシソウノウヨウ

慢性疾患 マンセイシッカン
慢性漿液性根尖性歯周炎 ➡ 慢性単純性根尖性歯周炎

chronic disease
chronic serous apical periodontitis

マンセイショウエキセイコンセンセイシシュウエン

慢性漿液性歯髄炎 ➡ 慢性単純性歯髄炎

chronic serous pulpitis

マンセイショウエキセイシズイエン

慢性上顎洞炎 マンセイジョウガクドウエン
慢性腎炎症候群 マンセイジンエンショウコウグン
慢性心筋炎 マンセイシンキンエン

chronic maxillary sinusitis
chronic nephritic syndrome
chronic myocarditis
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マ

マンセイジンフ

慢性腎不全 マンセイジンフゼン
慢性膵炎 マンセイスイエン
慢性増殖性歯髄炎 マンセイゾウショクセイシズイエン
慢性唾液腺炎 マンセイダエキセンエン
慢性単純性根尖性歯周炎

chronic renal failure
chronic pancreatitis
chronic hyperplastic pulpitis
chronic sialadenitis，
chronic sialoadenitis
chronic simple apical periodontitis

マンセイタンジュンセイコンセンセイシシュウエン

マ

慢性単純性歯髄炎 マンセイタンジュンセイシズイエン
慢性中毒 マンセイチュウドク
慢性痛 マンセイツウ
慢性疼痛性格 マンセイトウツウセイカク
慢性毒性 マンセイドクセイ
慢性肉芽腫性疾患 マンセイニクゲシュセイシッカン
慢性肉芽性根尖性歯周炎
マンセイニクゲセイコンセンセイシシュウエン

慢性肺性心 マンセイハイセイシン
慢性剝離性歯肉炎 マンセイハクリセイシニクエン
慢性白血病 マンセイハッケツビョウ
慢性肥厚性カンジダ症 マンセイヒコウセイカンジダショウ
慢性皮膚粘膜カンジダ症 マンセイヒフネンマクカンジダショウ
慢性び漫性硬化性骨髄炎 マンセイビマンセイコウカセイコツズイエン
慢性副鼻腔炎 マンセイフクビクウエン
慢性フッ素中毒症 マンセイフッソチュウドクショウ
慢性閉塞性肺疾患 マンセイヘイソクセイハイシッカン
慢性扁桃炎 マンセイヘントウエン
慢性放射線障害 マンセイホウシャセンショウガイ
慢性リンパ性白血病 マンセイリンパセイハッケツビョウ
慢性リンパ節炎 マンセイリンパセツエン
マンセル表色系 マンセルヒョウショクケイ
マンチェスター法 マンチェスターホウ
マントー反応 マントーハンノウ
マンドレール マンドレール
マンニトール マンニトール
マンネリズム マンネリズム
マンノース マンノース
満腹中枢 マンプクチュウスウ
マン・ホイットニー検定 マンホイットニーケンテイ
マンモグラフィー マンモグラフィー
マンモグラム マンモグラム
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chronic simple pulpitis
chronic poisoning
chronic pain
pain-prone personality
chronic toxicity
chronic granulomatous disease
chronic granulomatous apical
periodontitis
chronic cor pulmonale
chronic desquamative gingivitis
chronic leukemia
chronic hypertrophic candidiasis
chronic mucocutaneous candidiasis
chronic diﬀuse sclerosing
osteomyelitis
chronic sinusitis
chronic ﬂuorosis
chronic obstructive pulmonary
disease（COPD）
chronic tonsillitis
chronic radiation disorder
chronic lymphocytic leukemia
（CLL）
chronic lymphadenitis
Munsell color system
Manchester method
Mantoux reaction
mandrel
mannitol
mannerism
mannose
satiety center
Mann-Whitney test
mammography
mammogram

あ
ミカクヘンカク

ミ
ミアズマ説 ミアズマセツ
ミアンセリン塩酸塩

ミアンセリンエンサンエン

ミーシェル症候群 ミーシェルショウコウグン
ミイラ ミイラ
ミイラ化 ミイラカ
ミエロペルオキシダーゼ ミエロペルオキシダーゼ
ミオクローヌス ミオクローヌス
ミオクローヌス発作 ミオクローヌスホッサ
ミオクロニー ミオクロニー
ミオグロビン ミオグロビン
ミオグロビン尿 ミオグロビンニョウ
ミオグロビン尿症 ミオグロビンニョウショウ
ミオシン ミオシン
ミオシンフィラメント ミオシンフィラメント
ミオパチー ミオパチー
ミカエリス定数 ミカエリステイスウ
ミカエリス・メンテン式 ミカエリスメンテンシキ
味覚 ミカク
味覚異常 ミカクイジョウ
味覚顔面反射 ミカクガンメンハンシャ
味覚器 ミカクキ
味覚拒否 ミカクキョヒ
味覚計 ミカクケイ
味覚検査 ➡ 味覚試験 ミカクケンサ
味覚減退 ミカクゲンタイ
味覚亢進 ミカクコウシン
味覚錯誤 ミカクサクゴ
味覚試験 ミカクシケン
味覚障害 ➡ 味覚異常 ミカクショウガイ
味覚消失 ミカクショウシツ
味覚消失症 ミカクショウシツショウ
味覚神経 ミカクシンケイ
味覚性発汗 ミカクセイハッカン
味覚相【唾液分泌の】 ミカクソウ（ダエキブンピノ）
味覚唾液反射 ミカクダエキハンシャ
味覚脱失 ➡ 味覚消失 ミカクダッシツ
味覚鈍麻 ミカクドンマ
味覚の対比 ミカクノタイヒ
味覚変革物質 ミカクヘンカクブッシツ

miasma theory
mianserin，
mianserin hydrochloride
Miescher syndrome
mummy
mummiﬁcation
myeloperoxidase（MPO）
myoclonus
myoclonic epilepsy
myoclonia
myoglobin
myoglobinuria
myoglobinuria
myosin
myosin ﬁlament
myopathia，myopathy
Michaelis constant，Km
Michaelis-Menten equation
taste，gustation
dysgeusia
gusto-facial reﬂex
taste organ
taste aversion
gustometer
gustometry
hypogeusia
hypergeusia
parageusia
taste examination，test of taste
taste disturbance
ageusia
ageusia
taste nerve，gustatory nerve
gustatory sweating
gustatory phase of salivary
secretion
gustatory-salivary reﬂex
ageusis
hypogeusia
taste contrast
taste modifying substance

ミ
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ミカクヤ

味覚野 ミカクヤ
みかけの拡散係数

ミカケノカクサンケイスウ

三日月様顔貌 ミカヅキヨウガンボウ
ミキサー食 ミキサーショク

ミ

ミクリッツ症候群 ミクリッツショウコウグン
ミクリッツ病 ミクリッツビョウ
ミクロオートラジオグラフィー ミクロオートラジオグラフィー
ミクロコロニー ミクロコロニー
ミクロソーム ミクロソーム
眉間・耳孔線 ミケンジコウセン
味孔 ミコウ
ミコール酸 ミコールサン
味細胞 ミサイボウ
未熟児 ミジュクジ
未熟児網膜症 ミジュクジモウマクショウ
未処置齲歯 ミショチウシ
未処置歯 ミショチシ
未処置歯率 ミショチシリツ
水 / 脂肪信号相殺法 ミズシボウシンゴウソウサイホウ
ミスセンス変異 ミスセンスヘンイ
水中毒 ミズチュウドク
水・電解質平衡異常 ミズデンカイシツヘイコウイジョウ
水等価物質 ミズトウカブッシツ
水飲みテスト ミズノミテスト
水ファントム ミズファントム
水利尿 ミズリニョウ
ミセル ミセル
ミソニダゾール ミソニダゾール
ミダゾラム ミダゾラム
ミックス DP ミックスディーピー
ミッシュの分類 ミッシュノブンルイ
密度 ミツド
密度勾配遠心法 ミツドコウバイエンシンホウ
密封小線源治療 ➡ 小線源治療 ミップウショウセンゲンチリョウ
密封線源 ミップウセンゲン
密封放射性線源 ミップウホウシャセイセンゲン
密封療法 ミップウリョウホウ
MIPS 規格 ミップスキカク
密閉容器 ミッペイヨウキ
蜜ろう ミツロウ
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gustatory area
apparent diﬀusion coeﬃcient
（ADC）
crescent face
mixed meal，blended meal，
liquized meal，blender food
Mikulicz syndrome
Mikulicz disease
microautoradiography
microcolony
microsome
glabellomeatal line
gustatory pore，taste pore
mycolic acid
gustatory cell，taste cell
premature baby
retinopathy of prematurity
decayed tooth
untreated tooth
decayed tooth rate
fat/water separation
missense mutation
water intoxication
water electrolyte imbalance
water equivalent material
water swallowing test
water phantom
water diuresis
micelle
misonidazole
midazolam
MixDP
the classiﬁcation by Misch
density
density-gradient centrifugation
radiation therapy with sealed
source，brachytherapy
sealed source
sealed radioactive source
occlusive dressing therapy
medical imaging and processing
system standards
sealed container
beeswax

ミャッカンシン

ミデカマイシン

ミデカマイシン

ミトコンドリア ミトコンドリア
ミトコンドリア顆粒 ミトコンドリアカリュウ
ミトコンドリア脳筋症 ミトコンドリアノウキンショウ
ミトコンドリア病 ミトコンドリアビョウ
南カリフォルニア感覚統合検査
ミナミカリフォルニアカンカクトウゴウケンサ

ミニインプラント ミニインプラント
みにくいアヒルの子の時期 ミニクイアヒルノコノジキ
ミニチュア型コントラアングルハンドピース
ミニチュアガタコントラアングルハンドピース

ミニプレート ミニプレート
ミニマルインターベンション【修復処置】

midecamycin，
midecamycin acetate
mitochondria
mitochondrial granule
mitochondrial encephalomyopathy
mitochondrial disease
Southern California sensory integration tests（SCSIT）
miniimplant
ugly duckling stage
miniature type contra-angle
handpiece
miniplate
minimal intervention（MI）

ミニマルインターベンション（シュウフクショチ）

ミニメンタルステート検査 ➡ MMSE
ミニメンタルステートケンサ

ミネソタコード ミネソタコード
ミネソタ多面的人格目録 ミネソタタメンテキジンカクモクロク
ミネラル ミネラル
ミネラルトリオキサイドアグリゲート

mini-mental state examination
（MMSE）
Minnesota code
Minnesota multiphasic personality
inventory（MMPI）
mineral
mineral trioxide aggregate（MTA）

ミネラルトリオキサイドアグリゲート

ミノサイクリン ミノサイクリン
味物質 ミブッシツ
身振り ミブリ
身ぶるい ミブルイ
未分化癌 ミブンカガン
未分化間葉細胞 ミブンカカンヨウサイボウ
未萌出歯 ミホウシュツシ
耳鳴り ミミナリ
味毛 ミモウ
味盲 ミモウ
脈圧 ミャクアツ
脈なし病 ミャクナシビョウ
脈波 ミャクハ
脈拍 ミャクハク
脈拍異常 ミャクハクイジョウ
脈拍計 ミャクハクケイ
脈絡叢乳頭腫 ミャクラクソウニュウトウシュ
脈瘤性骨囊胞 ミャクリュウセイコツノウホウ
脈管 ミャッカン
脈管障害 ミャッカンショウガイ
脈管神経隙【歯根膜の】 ミャッカンシンケイゲキ（シコンマクノ）

minocycline
taste substance，sapid substance
gesture
tremor
undiﬀerentiated carcinoma
undiﬀerentiated mesenchymal cell
unerupted tooth
tinnitus
taste hair
taste blindness
pulse pressure
pulseless disease
pulse wave
pulse
abnormal pulse
pulse monitor
choroid plexus papilloma
aneurysmal bone cyst
vessel
angiopathy，angiopathia
interstitial space in periodontal
ligament
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ミ

あ
ミャッカンゾウ

脈管象牙質 ミャッカンゾウゲシツ
脈管組織腫瘍 ミャッカンソシキシュヨウ
ミュータシン ミュータシン
ミュータンスレンサ球菌 ミュータンスレンサキュウキン
ミューチュアリープロテクテッドオクルージョン

あ

vasodentin
vascular tissue tumor
mutacin
Mutans streptococci
mutually protected occlusion

ミューチュアリープロテクテッドオクルージョン

ミョウバン ミョウバン
ミラー効果 ミラーコウカ
ミラード法 ミラードホウ
ミラーの歯肉退縮分類

ム

味蕾 ミライ
ミリアンペア秒 ミリアンペアビョウ
ミリングシステム ミリングシステム
ミリングテクニック ミリングテクニック
ミリングバー ミリングバー
ミルウォーキーブレース ミルウォーキーブレース
ミルキング ミルキング
MIRD ミルド
MIRD ファントム ミルドファントム
MIRD 法 ミルドホウ
ミンコワスキー・ショファー症候群
ミンコワスキーショファーショウコウグン

民事責任
民生委員

あ

ミラーノシニクタイシュクブンルイ

あ

あ

ミンジセキニン
ミンセイイイン

alum
mirror eﬀect
Millard method
Miller's classiﬁcation of gingival
recession
taste bud
milliampere-seconds（mAs）
milling system
milling technique
milling bar
Milwaukee brace
milking
medical international radiation dose
committee
MIRD phantom
MIRD method
Minkowski-Chauﬀard syndrome，
Minkowski-Chauﬀard-Gansslen
syndrome
civil liability
welfare volunteer commissioner

ム
無亜鉛アマルガム合金
無亜鉛合金 ムアエンゴウキン
無圧印象 ムアツインショウ

ムアエンアマルガムゴウキン

無圧塡塞法 ムアツテンソクホウ
無アルブミン血症 ムアルブミンケッショウ
無意識 ムイシキ
無医地区 ムイチク
ムーンの歯 ムーンノハ
無影灯 ムエイトウ
無エコー域 ムエコーイキ
無顎症 ムガクショウ
無カタラーゼ症 ムカタラーゼショウ
むかつき ムカツキ
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non-inc amalgam alloy
non-zinc alloy
mucostatic impression，
nonpressure impression
nonpressure ﬁlling technique
analbuminemia
unconsciousness
no-doctor district
Moon tooth
shadowless light
anechoic area
agnathia
acatalasemia
retching

ムコリピドーシ

無顆粒球症 ➡ 無顆粒細胞症 ムカリュウキュウショウ
無顆粒細胞症 ムカリュウサイボウショウ
無汗症 ムカンショウ
無顔症 ムガンショウ
無汗性外胚葉形成不全 ➡ 先天性外胚葉異形成症

agranulocytosis
agranulocytosis
anhidrosis
aprosopia
anhidrotic ectodermal dysplasia

ムカンセイガイハイヨウケイセイフゼン

無顔体 ムガンタイ
無γグロブリン血症 ムガンマグロブリンケッショウ
無機材料 ムキザイリョウ
無機質フィラー ムキシツフィラー
無機水銀中毒 ムキスイギンチュウドク
無機セメント ムキセメント
無気肺 ムキハイ
無嗅覚 ムキュウカク
無嗅覚症 ムキュウカクショウ
無嗅脳症 ムキュウノウショウ
無菌 ムキン
無菌試験 ムキンシケン
無菌室 ムキンシツ
無菌性骨壊死症候群 ムキンセイコツエシショウコウグン
無菌製剤 ムキンセイザイ
無菌操作法 ムキンソウサホウ
無菌的処置 ムキンテキショチ
無菌動物 ムキンドウブツ
無菌法 ムキンホウ
無形成症 ムケイセイショウ
無形無心体 ムケイムシンタイ
無血清培養 ムケッセイバイヨウ
夢幻様状態 ムゲンヨウジョウタイ
ムコイド ムコイド
無口蓋義歯 ムコウガイギシ
無口症 ムコウショウ
無咬頭人工歯 ムコウトウジンコウシ
無効量 ムコウリョウ
ムコール症 ムコールショウ
無呼吸 ムコキュウ
無呼吸性酸素化 ムコキュウセイサンソカ
ムコ多糖 ムコタトウ
ムコ多糖症 ムコタトウショウ
ムコ多糖症Ⅰ型 ムコタトウショウイチガタ
ムコタンパク質 ムコタンパクシツ
ムコビスコイドーシス ムコビスコイドーシス
ムコリピドーシス ムコリピドーシス

aprosopus
agammaglobulinemia
inorganic material
inorganic ﬁller
inorganic mercury poisoning
inorganic dental cement
atelectasis
anosmia
anosmia
arhinencephaly
asepsis
sterility test
clean room
aseptic epiphyse-necrotic syndrome
sterile products
aseptic manipulation
asepticism
germfree animal
asepsis
aplasia
cardius amorphus
serum-free culture
dreamy state
mucoid
denture without palatal plate，
rooﬂess denture
astomia
cuspless tooth，nonanatomic
tooth，zerodegree tooth
noneﬀective dose，ineﬀective dose
mucormycosis
apnea
apneic oxygenation
mucopolysaccharide
mucopolysaccharidosis
mucopolysaccharidosis type I
mucoprotein
mucoviscoidosis
mucolipidosis
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ム

ムコンシ

無根歯 ムコンシ
無言症 ムゴンショウ
無彩色 ムサイショク
無細胞セメント質
無作為 ムサクイ
無作為化比較試験
無作為化臨床試験

ム

ムサイボウセメントシツ

ムサクイカヒカクシケン
ムサクイカリンショウシケン

無作為抽出 ムサクイチュウシュツ
無酸素血症 ムサンソケッショウ
無酸素症 ムサンソショウ
無酸素発作 ムサンソホッサ
無歯科医地区等調査 ムシカイチクトウチョウサ
無歯顎 ムシガク
無歯顎印象 ムシガクインショウ
無歯顎者

ムシガクシャ

無歯顎者率 ムシガクシャリツ
無歯期 ムシキ
無色素性悪性黒色腫 ムシキソセイアクセイコクショクシュ
虫食い状 ムシクイジョウ
虫食い像 ムシクイゾウ
無肢症 ムシショウ
無歯症 ムシショウ
無歯性濾胞性囊胞 ムシセイロホウセイノウホウ
無臭 ムシュウ
矛盾温覚 ムジュンオンカク
矛盾冷覚 ムジュンレイカク
無歯様顔貌 ムシヨウガンボウ
無条件刺激 ムジョウケンシゲキ
無条件反射 ムジョウケンハンシャ
無症候性脳血管障害 ムショウコウセイノウケッカンショウガイ
無症状感染 ムショウジョウカンセン
無償性誘導物質 ムショウセイユウドウブッシツ
無小柱エナメル質 ムショウチュウエナメルシツ
無心体 ムシンタイ
無水アルコール ムスイアルコール
無髄歯 ➡ 矢活歯 ムズイシ
無髄神経線維 ムズイシンケイセンイ
ムスカリン受容体 ムスカリンジュヨウタイ
ムスカリン様作用 ムスカリンヨウサヨウ
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nonrooted tooth，rootless tooth
mutism
achromatic color
acellular cementum
random
randomized controlled trial（RCT）
randomized clinical trial，
randomized clinical test
random sampling
anoxemia
anoxia
anoxic attack，
anoxic insult，anoxic seizure
survey on no-dentist districts
edentulous jaw
impression taking of edentulous
patient
edentulous individual，
edentulous person
frequency of edentulousness
predental period
amelanotic melanoma，
amelanotic malignant melanoma
moth-eaten appearance
moth-eaten pattern
amelia
anodontia
edentulous follicular cyst
odorless
paradoxical warm sensation
paradoxical cold sensation
edentulous facial expression
unconditioned stimulus（US）
unconditioned reﬂex
asymptomatic cerebrovascular
disorder
silent infection
gratuitous inducer
prismless enamel，rodless enamel
acardius
absolute alcohol
nonvital tooth
unmyelinated nerve ﬁber
muscarinic receptor
muscarinic action

ムンプスウイル

娘核種 ムスメカクシュ
むせ ムセ
無声子音 ムセイシイン
無性胞子 ムセイホウシ
無脊髄症 ムセキズイショウ
無切歯骨症 ムセッシコツショウ
無舌症 ムゼツショウ
無舌無指症候群 ムゼツムシショウコウグン
無セルロプラスミン血症 ムセルロプラスミンケッショウ
無層骨 ムソウコツ
無唾液 ムダエキ
無唾液症 ムダエキショウ
無唾液腺 ムダエキセン
無唾液腺症 ムダエキセンショウ
ムタン ムタン
むち打ち損傷 ムチウチソンショウ
無知覚性疼痛症

ムチカクセイトウツウショウ

ムチン ムチン
無対舌結節 ムツイゼツケッセツ
無痛覚 ムツウカク
無痛覚症 ムツウカクショウ
無痛期 ムツウキ
無定形リン酸カルシウム ムテイケイリンサンカルシウム
無頭蓋症 ムトウガイショウ
ムドゥルの法則 ムドゥルノホウソク
無トランスフェリン血症 ムトランスフェリンケッショウ
無尿 ムニョウ
胸やけ ムネヤケ
無フィブリノゲン血症 ムフィブリノゲンケッショウ
無ベータリポタンパク血症 ムベータリポタンパクケッショウ
無味の ムミノ
無脈性電気活動 ムミャクセイデンキカツドウ
無名線 ムメイセン
ムラミルジペプチド ムラミルジペプチド
ムラミン酸 ムラミンサン
無力 ムリョク
無力型 ムリョクガタ
無力症 ムリョクショウ
無力性口唇 ムリョクセイコウシン
MRONJ ➡ 薬剤関連顎骨壊死 ムロンジェ
ムンプスウイルス

ムンプスウイルス

daughter nuclide
choking
unvoiced consonant
asexual spore
amyelia
premaxillary agnathia
aglossia
aglossia-adactylia syndrome
aceruloplasminemia
woven bone
asialia
asialia
aplasia of salivary gland
aplasia of salivary gland
mutan
whiplash injury，acceleration/deceleration syndrome
anesthesia dolorosa，
anaesthesia dolorosa
mucin
tuberculum impar
analgesia
analgesia
stage of analgesia
amorphous calcium phosphate
acrania
law of MUDL
atransferrinemia
anuria
heartburn
aﬁbrinogenemia
abetalipoproteinemia
tasteless
pulseless electrical activity
innominate line
muramyl dipeptide（MDP）
muramic acid
asthenia
asthenic type
asthenia
incompetent lips
medication-related osteonecrosis of
the jaw
mumps virus
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ム

あ
メイガ

メ

メ

迷芽 メイガ
名義尺度 メイギシャクド
明細胞癌 メイサイボウガン
明細胞性歯原性癌 メイサイボウセイシゲンセイガン
明識困難状態 メイシキコンナンジョウタイ
明室操作システム メイシツソウサシステム
迷走神経 メイソウシンケイ
迷走神経緊張 メイソウシンケイキンチョウ
迷走神経緊張症 メイソウシンケイキンチョウショウ
迷走神経痛 メイソウシンケイツウ
明帯 メイタイ
明度
【色の】 メイド（イロノ）
明度濃度 メイドノウド
メイナードの歯肉退縮分類 メイナードノシニクタイシュクブンルイ
迷入唾液腺 ➡ 異所性唾液腺 メイニュウダエキセン
迷放射線 メイホウシャセン
名目致死確率係数 メイモクチシカクリツケイスウ
名目標準線量 メイモクヒョウジュンセンリョウ
メインストリーミング メインストリーミング
メインテナンス メインテナンス
メージュ症候群 メージュショウコウグン
メートルグラス メートルグラス
メープルシロップ尿症 メープルシロップニョウショウ
メーラー・ハンター舌炎 メーラーハンターゼツエン
メール
【アタッチメント】 ➡ パトリックス【アタッチ
メント】 メール（アタッチメント）
メカニカルストレス メカニカルストレス
メサドン塩酸塩 メサドンエンサンエン
メジャートランキライザー
メジャリングデバイス
メス メス

メジャートランキライザー

メジャリングデバイス

メスフラスコ メスフラスコ
メスホルダー メスホルダー
メゾストラクチャー メゾストラクチャー
メソソーム メソソーム
メタアナリシス メタアナリシス
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stray germ
nominal scale
clear cell carcinoma
clear cell odontogenic carcinoma
senselessness，drowsiness
daylight system
vagus nerve
vagotonia
vagotonia
vagal neuralgia
clear zone
value，lightness
luminous density
Maynard's classiﬁcation of gingival
recession
aberrant salivary gland
stray radiation
nominal fatality probability
coeﬃcient
nominal standard dose（NSD）
mainstreaming
maintenance
Meige syndrome
graduate
maple syrup urine disease
Möller-Hunter glossitis
male
mechanical stress
methadone，
methadone hydrochloride
major tranquilizer，
major tranquilizing agent
measuring device
surgical knife，surgical scalpel，
surgical blade
measuring ﬂask
knife holder
mesostructure
mesosome
meta-analysis

メトール

メタクリル酸メチル メタクリルサンメチル
メタクレシルアセテート メタクレシルアセテート
メタクロマジー メタクロマジー
メタコーン メタコーン
メタコニッド メタコニッド
メタコヌーレ メタコヌーレ
メタボリックシンドローム メタボリックシンドローム
メタルアーチファクト メタルアーチファクト
メタルインレー メタルインレー
メタルインレー修復 メタルインレーシュウフク
メタルコア メタルコア
メタルコーピング メタルコーピング
メタルコンタミネーション メタルコンタミネーション
メタルコンディショナー メタルコンディショナー
メタルダイ メタルダイ
メタルタトゥー メタルタトゥー
メタルチャック メタルチャック
メタルトレー メタルトレー
メタルプライマー ➡ 金属接着性プライマー

methyl methacrylate（MMA）
metacresylacetate
metachromasia
metacone
metaconid
metaconule
metabolic syndrome
metal artifact
metal inlay
metal inlay restoration
metal core
metal coping
metal contamination
metal conditioner
metallic die
metal tattoo
metal chuck
metallic impression tray
metal primer

メ

メタルプライマー

メタルフリー修復 メタルフリーシュウフク
メタロチオネイン メタロチオネイン
メタロプロテアーゼ メタロプロテアーゼ
メチオニン メチオニン
メチシリン メチシリン
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
メチシリンタイセイオウショクブドウキュウキン

メチルプレドニゾロンコハク酸エステル
メチルプレドニゾロンコハクサンエステル

メチルプレドニゾロン酢酸エステル
メチルプレドニゾロンサクサンエステル

メチルメルカプタン メチルメルカプタン
滅菌 メッキン
滅菌インジケーター メッキンインジケーター
滅菌ガーゼ メッキンガーゼ
滅菌蒸留水 メッキンジョウリュウスイ
滅菌精製水 メッキンセイセイスイ
滅菌法 メッキンホウ
メッケル軟骨 メッケルナンコツ
メッシュレジン固定 メッシュレジンコテイ
メッセンジャー RNA メッセンジャーアールエヌエー
METs メッツ
メディカルデバイス感染症 メディカルデバイスカンセンショウ
メデューサの頭 メデューサノアタマ
メトール メトール

metal-free restoration
metallothionein
metalloprotease
methionine，L-methionine
methicillin
methicillin-resistant Staphylococcus aureus（MRSA）
methylprednisolone，
methylprednisolone succinate
methylprednisolone，
methylprednisolone acetate
methylmercaptan
sterilization
sterilization indicator
sterile gauze
sterile distilled water
sterile puriﬁed water
sterilization，sterilization method
Meckel cartilage
mesh-resin splint
messenger RNA（mRNA）
metabolic equivalents
medical device infectious disease
Medusa head
N-methyl aminophenol，Metol
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メトキサミンエ

メトキサミン塩酸塩

メ

メトキサミンエンサンエン

メトキシフルラン メトキシフルラン
メトトレキサート メトトレキサート
メトヘキシタール メトヘキシタール
メトヘモグロビン メトヘモグロビン
メトヘモグロビン血症 メトヘモグロビンケッショウ
メトリック メトリック
メトロニダゾール メトロニダゾール
メナキノン メナキノン
メナジオン メナジオン
メニエール病 メニエールビョウ
メビウス症候群 メビウスショウコウグン
メピバカイン塩酸塩 メピバカインエンサンエン
メフェナム酸 メフェナムサン
めまい メマイ
メラー舌炎 メラーゼツエン
メラー・バーロー病 ➡ ビタミン C 欠乏症

methoxamine，
methoxamine hydrochloride
methoxyﬂurane
methotrexate
methohexital
methemoglobin
methemoglobinemia
metric
metronidazole
menaquinone
menadione
Meniere's disease
Möbius syndrome
mepivacaine，
mepivacaine hydrochloride
mefenamic acid
dizziness，vertigo
Möller glossitis
Möller-Barlow disease

メラーバーロービョウ

メラニン メラニン
メラニン細胞 メラニンサイボウ
メラニン細胞刺激ホルモン

メラニンサイボウシゲキホルモン

メラニン産生腫瘍 メラニンサンセイシュヨウ
メラニン色素 メラニンシキソ
メラニン色素除去 メラニンシキソジョキョ
メラニン色素沈着 メラニンシキソチンチャク
メラニン沈着症 メラニンチンチャクショウ
メラニン尿 メラニンニョウ
メランジュール メランジュール
メルカーソン・ロゼンタール症候群

melanin
dendritic cell
melanocyte stimulating hormone
（MSH）
melanin producing tumor
melanin pigment
removal of melanin pigmentation
melanin pigmentation
melanosis
melanuria
mélangeur，melangeurt
Melkersson-Rosenthal syndrome

メルカーソンロゼンタールショウコウグン

メルケル細胞 メルケルサイボウ
メロペネム水和物 メロペネムスイワブツ
免疫 メンエキ
免疫域
【齲蝕の】 メンエキイキ（ウショクノ）
免疫異常 メンエキイジョウ
免疫エンハンスメント メンエキエンハンスメント
免疫応答 メンエキオウトウ
免疫応答遺伝子 メンエキオウトウイデンシ
免疫拡散 メンエキカクサン
免疫拡散法 メンエキカクサンホウ
免疫芽細胞 メンエキガサイボウ
免疫寛容 メンエキカンヨウ
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Merkel cell
meropenem，meropenem hydrate
immunity，immunization
immune area
immune disorder
immune enhancement
immune response（IR）
IR gene
immunodiﬀusion
immunodiﬀusion
immunoblast
immunological tolerance

メンセキセンリ

免疫記憶 メンエキキオク
免疫グロブリン メンエキグロブリン
免疫グロブリン異常 メンエキグロブリンイジョウ
免疫グロブリン異常症 メンエキグロブリンイジョウショウ
免疫グロブリン可変部 メンエキグロブリンカヘンブ
免疫グロブリンクラス メンエキグロブリンクラス
免疫グロブリンサブクラス メンエキグロブリンサブクラス
免疫蛍光抗体法 メンエキケイコウコウタイホウ
免疫系担当細胞 メンエキケイタントウサイボウ
免疫血清 メンエキケッセイ
免疫血清グロブリン メンエキケッセイグロブリン
免疫血清療法 メンエキケッセイリョウホウ
免疫原性 メンエキゲンセイ
免疫細胞溶解 メンエキサイボウヨウカイ
免疫修飾物質 メンエキシュウショクブッシツ
免疫性疾患 メンエキセイシッカン
免疫染色 ➡ 免疫組織化学染色 メンエキセンショク
免疫組織化学染色 メンエキソシキカガクセンショク
免疫沈降 メンエキチンコウ
免疫沈降法 メンエキチンコウホウ
免疫適格細胞 メンエキテキカクサイボウ
免疫電気泳動 メンエキデンキエイドウ
免疫電気泳動法 メンエキデンキエイドウホウ
免疫反応 メンエキハンノウ
免疫複合体病 メンエキフクゴウタイビョウ
免疫不全 メンエキフゼン
免疫不全症 メンエキフゼンショウ
免疫不全症候群 メンエキフゼンショウコウグン
免疫不全マウス メンエキフゼンマウス
免疫付着 メンエキフチャク
免疫放射定量法 メンエキホウシャテイリョウホウ
免疫薬理学 メンエキヤクリガク
免疫溶菌 メンエキヨウキン
免疫溶血 メンエキヨウケツ
免疫抑制 メンエキヨクセイ
免疫抑制薬 メンエキヨクセイヤク
免疫抑制療法 メンエキヨクセイリョウホウ
免疫療法 メンエキリョウホウ
免荷期間 メンカキカン
綿花像 メンカゾウ
面心立方格子 メンシンリッポウコウシ
面積線量 メンセキセンリョウ
面積線量計 メンセキセンリョウケイ

immunological memory
immunoglobulin（Ig）
gammopathy
gammopathy
variable region（V region）
immunoglobulin class
immunoglobulin subclass
immunoﬂuorescence
immunocompetent cell
immune serum
immune serum globulin
serotherapy
immunogenicity
immune cytolysis
immunomodulator，
immunomodulative drug
immune disease
immunostaining
immunohistochemistry
immunoprecipitation
immunoprecipitation
immunologically competent cell
immunoelectrophoresis（IEP）
immunoelectrophoresis（IEP）
immune reaction
immune complex disease
immunodeﬁciency
immunodeﬁciency
immunodeﬁciency syndrome
severe combined immune
deﬁciency mouse
immune adherence（IA）
radioimmunoassay
immunopharmacology
immune bacteriolysis
immune hemolysis
immunosuppression
immunosuppressive agent
immunosuppressive therapy
immunotherapy
relieving period
cotton-wool appearance
face-centered cubic lattice
dose area product（DAP）
DAP meter
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メ

あ
メンセッショク

面接触
【咬合の】 メンセッショク（コウゴウノ）
メンタルテスト メンタルテスト
メンデルソン症候群 メンデルソンショウコウグン
メンデルソン法 メンデルソンホウ
メントン【セファロ分析の】 メントン（セファロブンセキノ）
面ファスナー メンファスナー

あ

surface to surface contact
mental test
Mendelson's syndrome
Mendelsohn maneuver
Menton（Me）
hook and loop fastener

モ
モアレトポグラフィー モアレトポグラフィー
モイヤースの混合歯列分析法

moiré topography
Moyers mixed dentition analysis

モイヤースノコンゴウシレツブンセキホウ

モ

妄覚 モウカク
盲学校 モウガッコウ
盲孔
【歯の】 モウコウ（ハノ）
毛孔性紅色粃糠疹 モウコウセイコウショクヒコウシン
蒙古斑 モウコハン
毛細管 モウサイカン
毛細管圧 モウサイカンアツ
毛細血管拡張性運動失調症

erroneous perception
school for blind
foramen cecum of tooth
pityriasis rubra pilaris
mongolian spot，mongolian mark
capillary vessel
capillary pressure
ataxia telangiectasia（AT）

モウサイケッカンカクチョウセイウンドウシッチョウショウ

毛細血管強化薬 モウサイケッカンキョウカヤク
毛細血管腫 モウサイケッカンシュ
毛細血管出血 モウサイケッカンシュッケツ
毛細血管脆弱性 モウサイケッカンゼイジャクセイ
毛細血管抵抗試験 モウサイケッカンテイコウシケン
毛細血管透過性 モウサイケッカントウカセイ
毛細血管透過性亢進作用 モウサイケッカントウカセイコウシンサヨウ
網状型 モウジョウガタ
網状根管 モウジョウコンカン
毛舌 モウゼツ
網赤血球 モウセッケッキュウ
妄想 モウソウ
盲導犬 モウドウケン
毛髪・歯・骨症候群 モウハツシコツショウコウグン
毛包性角化症 ➡ ダリエ病 モウホウセイカクカショウ
網膜芽細胞腫 モウマクガサイボウシュ
網膜色素変性症 モウマクシキソヘンセイショウ
網膜電図 モウマクデンズ
盲目的挿管 モウモクテキソウカン
網様体 モウヨウタイ
網様体賦活系 モウヨウタイフカツケイ
朦朧状態 モウロウジョウタイ
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capillary stabilizer
capillary hemangioma
capillary hemorrhage
capillary fragility
capillary resistance test
capillary permeability
capillary permeability increasing
eﬀect
reticular type
reticular root canal
hairy tongue
reticulocyte
delusion
seeing eye dog，guide dog
tricho-dento-osseous syndrome
keratosis follicularis
retinoblastoma
retinitis pigmentosa
electroretinogram（ERG）
blind intubation
reticular formation
reticular activating system
twilight state

モニターシステ

モーションアーチファクト モーションアーチファクト
モース硬さ モースカタサ
モード モード
モーメント モーメント
モーメント・フォース比 モーメントフォースヒ
モールドガイド モールドガイド
モールド関節形成 モールドカンセツケイセイ
モールド関節形成術 モールドカンセツケイセイジュツ
モールド治療 モールドチリョウ
モールド法 モールドホウ
模擬手術 モギシュジュツ
木床義歯 モクショウギシ
目標量【食事摂取基準の】
モクヒョウリョウ（ショクジセッシュキジュンノ）

模型 モケイ
模型検査 モケイケンサ
模型材 モケイザイ
模型照射 モケイショウシャ
模型照射法 モケイショウシャホウ
模型調整法【インレー修復の】

motion artifact
Mohs hardness
mode
moment
moment-to-force ratio
mold guide
mold arthroplasty
mold arthroplasty
mold therapy
mold method
mock surgery
wooden plate denture
tentative dietary goal for preventing
life-style related disease
cast，model
model analysis
model material
mold irradiation
mold irradiation
cast model preparation

モケイチョウセイホウ（インレーシュウフクノ）

模型分析 モケイブンセキ
模型用石膏 モケイヨウセッコウ
模型用埋没材 ➡ 耐火模型材 モケイヨウマイボツザイ
モザイク【染色体異常】 モザイク（センショクタイイジョウ）
モザイクパターン モザイクパターン
文字盤 モジバン
モスキートプライヤー モスキートプライヤー
モダイオラス モダイオラス
餅状化時間 モチジョウカジカン
餅状レジン モチジョウレジン
モチベーション モチベーション
没食子 モッショクシ
没食子酸 モッショクシサン
モディファイドフェノール モディファイドフェノール
モデリング モデリング
モデリングコンパウンド モデリングコンパウンド
モデリングコンパウンド印象 モデリングコンパウンドインショウ
モデルサージェリー モデルサージェリー
モデルトリマー モデルトリマー
モトル モトル
モニター モニター
モニターシステム モニターシステム

model analysis
model plaster
model investment
mosaic
mosaic pattern
dial plate
mosquito pliers
modiolus
dough-forming time，
doughing time
doughlike stage resin
motivation
nutgall
gallic acid
modiﬁed phenol
modeling
modeling compound
modeling compound impression
model surgery
model trimmer
mottle
monitor
monitoring system
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モ

あ
モニターソウチ

モニター装置

モニターソウチ

あ

モニタリング モニタリング
モネタイト モネタイト
モノアミン酸化酵素 モノアミンサンカコウソ
モノアミン酸化酵素阻害薬 モノアミンサンカコウソソガイヤク
モノオキシゲナーゼ モノオキシゲナーゼ
モノカイン モノカイン
モノクローナル抗体 モノクローナルコウタイ
モノソミー モノソミー
モノバクタム系 モノバクタムケイ
モノフィラメントスーチャー モノフィラメントスーチャー
モノプレーンオクルージョン モノプレーンオクルージョン
モノブロック モノブロック
モフェゾラク モフェゾラク
もやもや病 モヤモヤビョウ
モリアン裂 モリアンレツ
モリソン冠 モリソンカン
森田神経質 モリタシンケイシツ
森田療法 モリタリョウホウ
モルキオ症候群 モルキオショウコウグン
モル吸光係数 モルキュウコウケイスウ
モルテンメタル滅菌 モルテンメタルメッキン
モルテンメタル滅菌法 モルテンメタルメッキンホウ
モル濃度 モルノウド
モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネエンサンエンスイワブツ

あ

ヤ

あ

あ

モルヒネ様因子 モルヒネヨウインシ
モルヒネ様作用 モルヒネヨウサヨウ
モル分率 モルブンリツ
モロー反射 モローハンシャ
問診 モンシン
問診表 モンシンヒョウ
モンソンカーブ モンソンカーブ
モンソン球面 モンソンキュウメン
モンソン球面説 モンソンキュウメンセツ
問題解決型学修 モンダイカイケツガタガクシュウ
問題志向型診療記録 モンダイシコウガタシンリョウキロク
モンテカルロ法 モンテカルロホウ

あ

あ

monitoring device，
monitoring equipment
monitoring
monetite
monoamine oxidase
monoamine oxidase inhibitor
monooxygenase
monokine
monoclonal antibody
monosomy
monobactams
monoﬁlament suture
monoplane occlusion
monobloc
mofezolac
moyamoya disease
Morian ﬁssure
Morrison crown
Morita neurosis
Morita therapy
Morquio syndrome
molar extinction coeﬃcient
molten metal sterilization
molten metal sterilization
molar concentration，molarity
morphine，morphine hydrochloride，morphine hydrochloride
hydrate
morphine-like factor（MLF）
morphinomimetic
molar fraction
Moro reﬂex
inquiry
interview sheet
Monson curve，curve of Monson
Monson sphericity
Monson spherical theory
problem-based learning（PBL）
problem-oriented medical record
Monte Carlo method

ヤ
野外研究
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ヤガイケンキュウ

ﬁeld study

ヤクブツソウゴ

野外調査 ヤガイチョウサ
焼出し効果 ヤキダシコウカ
焼付強さ ヤキツケツヨサ
焼付用陶材 ヤキツケヨウトウザイ
焼なまし ヤキナマシ
焼なまし組織 ヤキナマシソシキ
焼戻し ヤキモドシ
薬 ヤク
薬害 ヤクガイ
薬害訴訟 ヤクガイソショウ
薬学 ヤクガク
薬剤感受性試験 ヤクザイカンジュセイシケン
薬剤関連顎骨壊死 ヤクザイカンレンガクコツエシ
薬剤コンプライアンス
薬剤師 ヤクザイシ
薬剤性血小板減少症
扼死 ヤクシ

ヤクザイコンプライアンス

ヤクザイセイケッショウバンゲンショウショウ

薬匙 ヤクシ／ヤクヒ
薬事制度 ヤクジセイド
薬事法 ヤクジホウ
薬疹 ヤクシン
約束処方 ヤクソクショホウ
薬動力学 ヤクドウリキガク
薬物 ヤクブツ
薬物アレルギー ヤクブツアレルギー
薬物依存 ヤクブツイゾン
薬物依存症 ヤクブツイゾンショウ
薬物応用法 ヤクブツオウヨウホウ
薬物過敏症 ヤクブツカビンショウ
薬物間相互作用 ヤクブツカンソウゴサヨウ
薬物嗜癖 ヤクブツシヘキ
薬物受容体 ヤクブツジュヨウタイ
薬物受容体相互作用 ヤクブツジュヨウタイソウゴサヨウ
薬物受容体複合体 ヤクブツジュヨウタイフクゴウタイ
薬物性肝炎 ヤクブツセイカンエン
薬物性肝障害 ヤクブツセイカンショウガイ
薬物性口唇炎 ヤクブツセイコウシンエン
薬物性口内炎 ヤクブツセイコウナイエン
薬物性歯肉増殖症 ヤクブツセイシニクゾウショクショウ
薬物相互作用 ヤクブツソウゴサヨウ

ﬁeld survey
print-out eﬀect
bond strength between porcelain
and metal
porcelain for metal-ceramics
annealing
annealed microstructure
tempering
drug
drug-induced suﬀerings
lawsuit on adverse drug reactions
pharmaceutical science
drug susceptibility test
medication-related osteonecrosis of
the jaw（MRONJ）
drug compliance
pharmaceutical chemist，
pharmacist
drug-induced thrombocytopenia
death by manual strangulation，
death by throttling
spoon
pharmaceutical jurisprudence
Pharmaceutical Aﬀairs Law
drug eruption，drug rash
cipher prescription
pharmacodynamics（PD）
drug，remedy
drug allergy
drug dependence
drug dependence
pharmaceutical method
hypersensitivity to drug，
drug hypersensitivity
drug-drug interaction
drug addiction
drug receptor
drug receptor interaction
drug receptor complex
drug-induced hepatitis
drug-induced liver injury
cheilitis medicamentosa
stomatitis medicamentosa
drug-induced gingival overgrowth
drug interaction
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ヤ

ヤクブツソウジ

薬物相乗作用 ヤクブツソウジョウサヨウ
薬物送達システム ➡ ドラッグデリバリーシステム

drug potentiation
drug delivery system（DDS）

ヤクブツソウタツシステム

薬物代謝 ヤクブツタイシャ
薬物代謝酵素 ヤクブツタイシャコウソ
薬物耐性 ヤクブツタイセイ
薬物中毒 ヤクブツチュウドク

ヤ

薬物抵抗性 ヤクブツテイコウセイ
薬物動態 ヤクブツドウタイ
薬物動態学 ヤクブツドウタイガク
薬物冬眠 ヤクブツトウミン
薬物熱 ヤクブツネツ
薬物排泄 ヤクブツハイセツ
薬物乱用 ヤクブツランヨウ
薬物離脱症候群 ヤクブツリダツショウコウグン
薬物療法 ヤクブツリョウホウ
薬物療法学 ヤクブツリョウホウガク
薬包紙 ヤクホウシ
薬理学 ヤクリガク
薬理学的拮抗 ヤクリガクテキキッコウ
薬理学的配合禁忌 ヤクリガクテキハイゴウキンキ
薬理活性 ヤクリカッセイ
薬力学 ヤクリキガク
薬理作用 ヤクリサヨウ
薬歴 ヤクレキ
香具師 ヤシ
矢田部・ギルフォード検査 ヤタベギルフォードケンサ
薬価基準 ヤッカキジュン
薬監証明

ヤッカンショウメイ

薬局 ヤッキョク
薬局製剤 ヤッキョクセイザイ
薬効 ヤッコウ
薬効学 ヤッコウガク
薬効再評価 ヤッコウサイヒョウカ
ヤッフェ・リヒテンスタイン症候群

drug metabolism
drug metabolizing enzyme
drug resistance，drug tolerance
drug intoxication，
medicinal intoxication
drug resistance
pharmacokinetic
pharmacokinetics（PK）
artiﬁcial hibernation
drug fever，drug-induced fever
drug excretion
drug abuse
drug withdrawal syndrome
medication，drug therapy，
drug therapeutics，medicament
therapy，pharmacotherapy
pharmacotherapeutics
powder paper
pharmacology
pharmacological antagonism
pharmacological incompatibility
pharmacological activity
pharmacodynamics
pharmacological action
drug history
charlatan，mountebank
Yatabe-Guilford（Y-G）test
national health insurance drug price
standard
Yakkan certiﬁcate for import of
medicines and medical devices
pharmacy
preparations manufactured by
pharmacy
drug eﬀect
chemical pharmacology
re-evaluation of drug eﬃcacy
Jaﬀe-Lichtenstein syndrome

ヤッフェリヒテンスタインショウコウグン

雇入れ時健康診断
野兎病
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ヤトビョウ

ヤトイイレジケンコウシンダン

health check-up upon hiring，
health check-up at employment
tularemia

あ

野兎病菌 ヤトビョウキン
夜尿症 ヤニョウショウ
夜盲 ヤモウ
夜盲症 ヤモウショウ
軟らかい固形物 ヤワラカイコケイブツ
ヤング・シンプソン症候群 ヤングシンプソンショウコウグン
ヤングのプライヤー ヤングノプライヤー
ヤング法 ヤングホウ
ヤング率 ➡ 弾性係数 ヤングリツ

あ

ユウキセメント

Pasteurella tularensis
nocturnal enuresis
night blindness，nyctalopia
night blindness，nyctalopia
soft solid food
Young-Simpson syndrome
Young pliers
Young method
Young modulus

ユ
油圧プレス
UICC 分類

ユアツプレス
ユーアイシーシーブンルイ

有意差 ユウイサ
有意水準 ユウイスイジュン
有意性検定 ユウイセイケンテイ
誘因 ユウイン
ユーイング肉腫 ユーイングニクシュ
UMP ➡ ウリジン 5’- 一リン酸
融解 ユウカイ
融解壊死 ユウカイエシ
有害金属 ユウガイキンゾク
有害刺激 ユウガイシゲキ
有害事象 ユウガイジショウ
有害反射 ユウガイハンシャ
有害反応 ユウガイハンノウ
有核組織
有郭乳頭

ユーエムピー

ユウカクソシキ
ユウカクニュウトウ

ユーカリ油 ユーカリユ
有管エナメル質 ユウカンエナメルシツ
有管象牙質 ユウカンゾウゲシツ
有機金属化合物 ユウキキンゾクカゴウブツ
有機高分子材料 ユウキコウブンシザイリョウ
有機材料 ユウキザイリョウ
有機質フィラー ユウキシツフィラー
有機質複合フィラー ユウキシツフクゴウフィラー
有機触媒 ユウキショクバイ
有機水銀中毒 ユウキスイギンチュウドク
有機セメント ユウキセメント

oil press
Union for International Cancer
Control（UICC）classiﬁcation
signiﬁcant diﬀerence
level of signiﬁcance
test of signiﬁcance
incentive
Ewing tumor，Ewing sarcoma
uridine monophosphate
fusion，liquefaction
liquefactive necrosis
poisonous metal
noxious stimulus
adverse event
adverse reﬂex
adverse reaction，
untoward reaction
cored structure
vallate papilla，
circumvallate papilla
eucalyptus oil
tubular enamel
tubular dentin，canalicular dentin
organometallic compound
organic polymer material
organic material
organic ﬁller
organic composite ﬁller
organic solvent
organic mercury intoxication
organic dental cement
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ユ

ユウキフクゴウ

有機複合フィラー ➡ 有機質複合フィラー

organic composite ﬁller

ユウキフクゴウフィラー

有機溶剤 ユウキヨウザイ
有棘細胞層 ユウキョクサイボウソウ
有棘赤血球舞踏病

ユ

ユウキョクセッケッキュウブトウビョウ

遊戯療法 ユウギリョウホウ
有茎移植 ユウケイイショク
有茎性ポリープ ユウケイセイポリープ
有茎皮弁 ユウケイヒベン
有茎弁歯肉移植術 ユウケイベンシニクイショクジュツ
有隙型歯列弓 ユウゲキガタシレツキュウ
U- 検定 ➡ マン・ホイットニー検定 ユーケンテイ
有限要素解析 ユウゲンヨウソカイセキ
有効期限 ユウコウキゲン
有鈎骨 ユウコウコツ
有効歯列弓周長 ➡ アベイラブルアーチレングス

organic solvent
stratum spinosum，
prickle cell layer
chorea-acanthocytosis，
Levine-Critchley syndrome
play therapy
pedicle graft
pedunculated polyp
pedicle ﬂap
pedicle gingival graft
spaced type dental arch
U-test
ﬁnite element analysis（FEA）
expiring date
hamate bone
available arch length

ユウコウシレツキュウシュウチョウ

有効成分 ユウコウセイブン
有鉤探針 ユウコウタンシン
有孔陶歯 ユウコウトウシ
有効半減期 ユウコウハンゲンキ
有効量 ユウコウリョウ
有効露光量 ユウコウロコウリョウ
有根型ポンティック ユウコンガタポンティック
UCLA アバットメント ユーシーエルエーアバットメント
有歯顎 ユウシガク
ユージノール ユージノール
有糸分裂 ユウシブンレツ
遊出 ユウシュツ
有床型ポンティック ユウショウガタポンティック
有床義歯 ユウショウギシ
有髄歯 ➡ 生活歯 ユウズイシ
有髄神経線維 ユウズイシンケイセンイ
疣贅 ユウゼイ
優性遺伝 ユウセイイデン
有声音 ユウセイオン
有声子音 ユウセイシイン
疣贅状過形成 ユウゼイジョウカケイセイ
疣贅状扁平上皮癌 ユウゼイジョウヘンペイジョウヒガン
疣贅性黄色腫 ユウゼイセイオウショクシュ
有声母音 ユウセイボイン
有性胞子 ユウセイホウシ
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active ingredient
explorer with hook
diatoric tooth
eﬀective half-life
eﬀective dose（ED）
eﬀective exposure
pontic of root extension type
UCLA abutment
dentulous jaw
eugenol
mitosis
emigration
plate type pontic
removable denture
vital tooth
medullated nerve ﬁber，
myelinated nerve ﬁber
verruca，wart
dominant inheritance
voiced sound
voiced consonant
verrucous hyperplasia
verrucous carcinoma
verruciform xanthoma
voiced vowel
sexual spore

ユウリガタリボ

優生保護 ユウセイホゴ
優生保護法 ユウセイホゴホウ
有窓型ブレードインプラント ユウソウガタブレードインプラント
UTP ➡ ウリジン 5’- 三リン酸 ユーティーピー
UDP ➡ ウリジン 5’- 二リン酸 ユーディーピー
UDP-N- アセチル -D- グルコサミン

eugenic protection
Eugenic Protection Law
blade-vent implant
uridine 5'-triphosphate
uridine 5'-diphosphate
UDP-N-acetyl-D-glucosamine

ユーディーピーエヌアセチルディーグルコサミン

UDP-D- ガラクトース ユーディーピーディーガラクトース
UDP-D- グルコース ユーディーピーディーグルコース
ユーティリティアーチ ユーティリティアーチ
ユーティリティプライヤー ユーティリティプライヤー
ユーティリティワックス ユーティリティワックス
融点 ユウテン
誘導 ユウドウ
誘導遺伝子 ユウドウイデンシ
誘導エコー ユウドウエコー
誘導化学療法 ユウドウカガクリョウホウ
誘導期 ユウドウキ
誘導期【重合の】 ユウドウキ（ジュウゴウノ）
誘導酵素 ユウドウコウソ
有頭骨 ユウトウコツ
誘導子 ユウドウシ
誘導線【アクチバトールの】 ユウドウセン（アクチバトールノ）
誘導体 ユウドウタイ
誘導タンパク質 ユウドウタンパクシツ
誘導物質 ユウドウブッシツ
誘導放出 ユウドウホウシュツ
誘導路 ➡ グライドパス ユウドウロ
誘発 ユウハツ
誘発筋電図 ユウハツキンデンズ
誘発試験 ユウハツシケン
誘発症状 ユウハツショウジョウ
誘発痛 ユウハツツウ
誘発電位 ユウハツデンイ
誘発突然変異 ユウハツトツゼンヘンイ
有病率 ユウビョウリツ
UV ユーブイ
UMIN ➡ 大学病院医療情報ネットワーク
遊離移植 ユウリイショク
遊離移植法 ユウリイショクホウ
遊離エナメル質 ユウリエナメルシツ
遊離型リボソーム ユウリガタリボソーム

ユーミン

UDP-D-galactose
UDP-D-glucose
utility arch
utility pliers
utility wax
melting point
induction，derivation
derived gene
stimulated echo（STE）
induction chemotherapy
inductive phase
induction period
inducible enzyme
capitate bone
stilet，stilette，introducer
guide wire
derivative
derived protein
inducer
stimulated emission，
induced emission
glidepath
induction
evoked electromyogram
challenge test
induced symptom
induced pain，provoked pain
evoked potential
induced mutation
prevalence rate
ultraviolet，ultraviolet radiation，
ultraviolet ray
University hospital Medical
Information Network
free transplantation，free graft
free transplantation
free enamel
free ribosome
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ユ

ユウリケツゴウ

遊離結合組織移植 ユウリケツゴウソシキイショク
遊離結合組織移植術 ユウリケツゴウソシキイショクジュツ
遊離歯肉 ユウリシニク
遊離歯肉移植術 ユウリシニクイショクジュツ
遊離歯肉溝 ユウリシニクコウ
遊離歯肉粘膜移植術 ユウリシニクネンマクイショクジュツ
遊離脂肪酸 ユウリシボウサン
遊離性象牙粒 ユウリセイゾウゲリュウ
遊離体 ユウリタイ
遊離端義歯

ユウリタンギシ

遊離端欠損

ユウリタンケッソン

遊離皮膚移植法 ユウリヒフイショクホウ
遊離複合組織移植術 ユウリフクゴウソシキイショクジュツ

ユ

有料老人ホーム

ユウリョウロウジンホーム

輸液 ユエキ
輸液剤 ユエキザイ
輸液療法 ユエキリョウホウ
ゆがみ
【像の】 ユガミ（ゾウノ）
雪帽子歯 ユキボウシシ
輸血 ユケツ
輸血後肝炎 ユケツゴカンエン
輸血副作用 ユケツフクサヨウ
癒合 ユゴウ
癒合歯 ユゴウシ
癒合不全 ユゴウフゼン
油剤 ユザイ
湯境い
【鋳造欠陥の】 ユザカイ（チュウゾウケッカンノ）
輸出リンパ管 ユシュツリンパカン
油性基剤 ユセイキザイ
輸送体 ユソウタイ
湯溜り ユダマリ
癒着 ユチャク
癒着歯 ユチャクシ
癒着剝離 ユチャクハクリ
癒着剝離術 ユチャクハクリジュツ
癒着離断術 ユチャクリダンジュツ
湯流れ ユナガレ
ユニバーサル型キュレット ユニバーサルガタキュレット
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free connective tissue graft
connective tissue graft
free gingiva
free gingival graft
free gingival groove
free gingivomucosal graft
free fatty acid（FFA）
free denticle
corpora libera，free body，
loose body
distal extension removable partial
denture
distal extension missing，
free-end missing
free skin grafting
free transplantation of combined
tissue
private residential home，private
nursing home，pay nursing home
infusion
infusion ﬂuid
ﬂuid therapy
distortion
snow-capped tooth
blood transfusion
posttransfusion hepatitis，
post-transfusion hepatitis
transfusion reaction
concrescence
fused tooth，fused teeth，
fusion of tooth
dysraphism
oil
cold shut of cast
eﬀerent lymphatic vessele
oleaginous base
transporter
reservoir，crucible
adhesion
concrescent tooth
adhesiotomy
adhesiotomy
ankylotomy
molten metal ﬂow
universal curette

あ

ユニバーサル装置 ユニバーサルソウチ
ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインフード ユニバーサルデザインフード
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー
ユニバーサルプレコーション ユニバーサルプレコーション
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
ユニバーサルヘルスカバレッジ

あ

ユニバーサル法【歯式の】 ユニバーサルホウ（シシキノ）
輸入感染症 ユニュウカンセンショウ
輸入リンパ管 ユニュウリンパカン
ユビキノン ユビキノン
指さし行為 ユビサシコウイ
指しゃぶり ユビシャブリ
湯回り不良【鋳造欠陥の】 ユマワリフリョウ（チュウゾウケッカンノ）
弓倉症状 ユミクラショウジョウ
湯道 ユミチ

あ

ヨウカイゴド

universal appliance
universal design
universal design food
universal pliers
universal precautions
universal health coverage（UHC）
universal system
imported infection
aﬀerent lymphatics vessel
ubiquinone
pointing behavior
digit-sucking，ﬁnger-sucking
misrun of melted metal
Yumikura symptom
sprue，sprue way，runner

ヨ
陽 ヨウ
癰 ヨウ
陽圧換気 ヨウアツカンキ
陽イオン ヨウイオン
陽陰圧換気 ヨウインアツカンキ
陽陰圧換気法
陽陰圧呼吸
陽陰圧呼吸法

ヨウインアツカンキホウ

ヨウインアツコキュウ

ヨウインアツコキュウホウ

要因対照研究 ヨウインタイショウケンキュウ
溶液 ヨウエキ
溶液重合 ヨウエキジュウゴウ
溶液半透膜平衡 ヨウエキハントウマクヘイコウ
溶解係数 ヨウカイケイスウ
要介護高齢者 ヨウカイゴコウレイシャ
要介護者 ヨウカイゴシャ
要介護者歯科保健 ヨウカイゴシャシカホケン
要介護度

ヨウカイゴド

ヨ
yan，yang
carbuncle
positive pressure ventilation
cation
positive negative pressure
ventilation（PNPV）
positive negative pressure
ventilation（PNPV）
positive negative pressure breathing（PNPB），positive negative
pressure respiration（PNPR）
positive negative pressure breathing（PNPB），positive negative
pressure respiration（PNPR）
factor-control study
solution
solution polymerization
membrane equilibrium
solubility coeﬃcient
disabled elderly people，
dependent elderly
disabled people
dental health of persons in need of
nursing care
stage of long-term care need
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ヨウカイゴニン

要介護認定

ヨウカイゴニンテイ

溶解性 ヨウカイセイ
溶解速度 ヨウカイソクド
溶解度 ヨウカイド
溶解度積 ヨウカイドセキ
溶解補助剤 ヨウカイホジョザイ
溶加材 ヨウカザイ
ヨウ化ナトリウム ヨウカナトリウム

ヨ

要観察歯 ヨウカンサツシ
陽虚 ヨウキョ
陽極 ヨウキョク
陽極酸化 ヨウキョクサンカ
陽極電気緊張 ヨウキョクデンキキンチョウ
溶菌 ヨウキン
溶血 ヨウケツ
溶血系 ヨウケツケイ
溶血性黄疸 ヨウケツセイオウダン
溶血性尿毒症症候群 ヨウケツセイニョウドクショウショウコウグン
溶血性貧血 ヨウケツセイヒンケツ
溶血素 ヨウケツソ
溶血反応 ヨウケツハンノウ
溶原化 ヨウゲンカ
溶原菌 ヨウゲンキン
溶原変換 ヨウゲンヘンカン
擁護 ヨウゴ
陽光像 ヨウコウゾウ
養護教諭 ヨウゴキョウユ
用語口頭量的スケール ヨウゴコウトウリョウテキスケール
溶骨性病変 ヨウコツセイビョウヘン
養護老人ホーム ヨウゴロウジンホーム
溶剤 ヨウザイ
葉酸 ヨウサン
葉酸欠乏 ヨウサンケツボウ
葉酸欠乏症 ヨウサンケツボウショウ
陽子 ヨウシ
幼児 ヨウジ
楊枝 ヨウジ
要支援者 ヨウシエンシャ
要支援認定 ヨウシエンニンテイ
幼児期 ヨウジキ
幼児性発音 ヨウジセイハツオン
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care need certiﬁcation，certiﬁcation
of long-term care need
solubility
rate of dissolution
solubility
solubility product
solubilizer，solubilizing agent
ﬁller metal
sodium iodide，
sodium iodide crystal
caries observation tooth，CO
yan deﬁciency
anode
anodic oxidation
anelectrotonus
bacteriolysis
hemolysis
hemolytic system
hemolytic jaundice，
hemolytic icterus
hemolytic uremic syndrome
hemolytic anemia
hemolysin
hemolytic reaction
lysogenization
lysogenic bacteria
lysogenic conversion
advocacy
sun ray appearance
school nurse
verbal quantitative scale
osteolytic lesion
nursing home for the elderly
solvent
folic acid
folic acid deﬁciency
folic acid deﬁciency
proton
preschool child，infant
tooth pick
long-term assist needed，
long-term support needed
support need certiﬁcation
preschool age，infancy
lisping

ヨウホウ

陽子線治療 ヨウシセンチリョウ
溶質金属 ヨウシツキンゾク
幼児の歯肉囊胞 ヨウジノシニクノウホウ
幼若永久歯 ヨウジャクエイキュウシ
幼若永久歯齲蝕 ヨウジャクエイキュウシウショク
ヨウ臭化銀乳剤 ヨウシュウカギンニュウザイ
用手換気 ヨウシュカンキ
用手人工呼吸 ヨウシュジンコウコキュウ
溶出 ヨウシュツ
溶出曲線 ヨウシュツキョクセン
溶出試験 ヨウシュツシケン
葉状乳頭 ヨウジョウニュウトウ
羊水過少症 ヨウスイカショウショウ
羊水過多症 ヨウスイカタショウ
羊水穿刺 ヨウスイセンシ
妖精症 ヨウセイショウ
陽性造影剤 ヨウセイゾウエイザイ
陽性適中率 ヨウセイテキチュウリツ
容積線量 ヨウセキセンリョウ
溶接 ヨウセツ
ヨウ素価 ヨウソカ
溶存酸素 ヨウゾンサンソ
溶体化処理 ヨウタイカショリ
腰椎穿刺 ヨウツイセンシ
腰痛 ヨウツウ
陽電子 ヨウデンシ
陽電子壊変 ヨウデンシカイヘン
陽電子放出型 CT

ヨウデンシホウシュツガタシーティー

尤度 ヨウド
尤度比検定 ヨウドヒケンテイ
洋梨形所見 ヨウナシガタショケン
洋梨形透過像 ヨウナシガタトウカゾウ
溶媒 ヨウバイ
溶媒金属 ヨウバイキンゾク
溶媒抽出 ヨウバイチュウシュツ
溶媒抽出法 ヨウバイチュウシュツホウ
溶媒和化合物 ヨウバイワカゴウブツ
要抜去歯 ヨウバッキョシ
羊皮紙様音 ヨウヒシヨウオン
羊皮紙様感 ヨウヒシヨウカン
用法 ヨウホウ

proton radiation therapy
solute metal
gingival cyst of infants
immature permanent tooth
immature permanent tooth caries
silver iodobromide emulsion
manual ventilation
manual artiﬁcial respiration
dissolution
elution curve
dissolution test
foliate papilla
oligoamnion，oligohydramnios
hydramnion，hydramnios
amniocentesis
leprechaunism
opaque contrast medium，
positive contrast medium
positive predictive value（PPV）
volume dose
welding
iodine value
dissolved oxygen（DO）
solution treatment，
solid solution heat treatment
lumbar puncture，spinal puncture
low back pain，lumbago
positron
positron decay，
positron disintegration
positron emission tomography
（PET）
likelihood
likelihood-ratio test
pear-shaped appearance
pear-shaped radiolucency
solvent
solvent metal
solvent extraction
solvent extraction
solvate
indicated tooth for extraction
parchment crepitation
parchment feeling
direction
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ヨ

ヨウホウリョウ

ヨ

用法量 ヨウホウリョウ
羊膜腔接種 ヨウマククウセッシュ
用量 ヨウリョウ
用量依存 ヨウリョウイゾン
容量血管 ヨウリョウケッカン
容量受容体 ヨウリョウジュヨウタイ
用量反応関係 ヨウリョウハンノウカンケイ
用量反応曲線 ヨウリョウハンノウキョクセン
容量負荷 ヨウリョウフカ
容量負荷試験 ヨウリョウフカシケン
葉緑体 ヨウリョクタイ
ヨード生体染色 ヨードセイタイセンショク
ヨードチンキ ヨードチンキ
ヨードホルム ヨードホルム
ヨーロッパ薬局方 ヨーロッパヤッキョクホウ
予期不安 ヨキフアン
抑うつ尺度 ヨクウツシャクド
抑うつ状態 ヨクウツジョウタイ
抑うつ反応 ヨクウツハンノウ
翼口蓋窩 ヨクコウガイカ
翼口蓋神経節 ヨクコウガイシンケイセツ
翼口蓋神経痛 ヨクコウガイシンケイツウ
翼口蓋裂 ヨクコウガイレツ
翼上顎裂 ヨクジョウガクレツ
翼状鉤 ➡ ローチクラスプ ヨクジョウコウ
翼状コンビネーションインプラント

dosage，dosage regimen
amniotic inoculation
dose
dose dependency
capacitance vessel
volume receptor
dose-response relationship
dose-response curve
volume load
ﬂuid challenge test
chloroplast
iodine vital stain
iodine tincture
iodoform
European pharmacopoeia
anticipatory anxiety
depression scale
depressive state
depressive reaction
pterygopalatine fossa
pterygopalatine ganglion
sphenopalatine neuralgia
pterygomaxillary ﬁssure
pterygomaxillary ﬁssure（Ptm）
Roach clasp
pterygoid extension implant

ヨクジョウコンビネーションインプラント

翼状突起 ヨクジョウトッキ
抑制
【精神】 ヨクセイ（セイシン）
抑制解除 ヨクセイカイジョ
抑制矯正 ヨクセイキョウセイ
抑制矯正治療 ヨクセイキョウセイチリョウ
抑制具 ヨクセイグ
抑制剤
【X 線写真処理】 ヨクセイザイ（エックスセンシャシンショリ）
抑制作用 ヨクセイサヨウ
抑制性シナプス ヨクセイセイシナプス
抑制性シナプス後電位 ヨクセイセイシナプスコウデンイ
抑制性伝達物質 ヨクセイセイデンタツブッシツ
抑制性ニューロン ヨクセイセイニューロン
抑制帯 ヨクセイタイ
抑制治療 ヨクセイチリョウ
抑制法 ヨクセイホウ
抑制薬 ヨクセイヤク
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pterygoid process
suppression
derepression
interceptive orthodontics
interceptive orthodontic treatment
physical restraining device
restrainer
depressant action，inhibition
inhibitory synapse
inhibitory postsynaptic potential
（IPSP）
inhibitory transmitter
inhibitory neuron
restrainer
restraint treatment
method of patient restraint
inhibitor，depressants，
depressant drug

ヨビキュウキリ

翼付カテーテル ヨクツキカテーテル
翼突窩 ヨクトツカ
翼突下顎隙 ヨクトツカガクゲキ
翼突下顎隙感染 ヨクトツカガクゲキカンセン
翼突下顎ヒダ
翼突下顎縫線

ヨクトツカガクヒダ
ヨクトツカガクホウセン

翼突管 ヨクトツカン
翼突管静脈 ヨクトツカンジョウミャク
翼突管神経 ヨクトツカンシンケイ
翼突管動脈 ヨクトツカンドウミャク
翼突筋窩 ヨクトツキンカ
翼突筋枝 ヨクトツキンシ
翼突筋静脈叢 ヨクトツキンジョウミャクソウ
翼突鈎 ヨクトツコウ
翼突口蓋縫合 ヨクトツコウガイホウゴウ
翼突切痕 ヨクトツセッコン
予後 ヨゴ
横緩和 ヨコカンワ
横緩和時間 ヨコカンワジカン
横磁化 ヨコジカ
横磨き法【ブラッシングの】 ヨコミガキホウ（ブラッシングノ）
横向き嚥下 ヨコムキエンゲ
予試験 ヨシケン
余剰ガス排出弁 ヨジョウガスハイシュツベン
余剰水銀 ヨジョウスイギン
余剰麻酔ガス ヨジョウマスイガス
予診 ヨシン
予測肺活量 ヨソクハイカツリョウ
予測模型 ➡ セットアップモデル ヨソクモケイ
預託吸収線量 ヨタクキュウシュウセンリョウ
預託実効線量 ヨタクジッコウセンリョウ
預託線量 ヨタクセンリョウ
預託線量当量 ヨタクセンリョウトウリョウ
預託等価線量 ヨタクトウカセンリョウ
予知 ヨチ
予知因子 ➡ プレディクター【歯周病の】 ヨチインシ
予知性 ヨチセイ
欲求不満 ヨッキュウフマン
予定手術 ヨテイシュジュツ
予備印象 ➡ 概形印象 ヨビインショウ
予備吸気量 ヨビキュウキリョウ

winged catheter
pterygoid fossa
pterygomandibular space
infection of pterygomandibular
space
pterygomandibular fold
pterygomandibular ligament，
pterygomandibular raphe
pterygoid canal
vein of the pterygoid canal
nerve of the pterygoid canal
artery of the pterygoid canal
pterygoid fovea
pterygoid branches
pterygoid venous plexus
pterygoid hamulus
pterygopalatine suture
pterygoid ﬁssure
prognosis
transverse relaxation
transverse relaxation time，
spin-spin relaxation time
transverse magnetization
horizontal method
head rotation
preliminary test
excess-gas relief valve
excess mercury
excess anesthetic gas
preliminary examination
predicted vital capacity
diagnostic set-up model
committed absorbed dose
committed eﬀective dose
committed dose
committed dose equivalent
committed equivalent dose
prediction
predictor
predictability
frustration
elective operation
preliminary impression
inspiratory reserve volume（IRV）
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ヨ

ヨビコキリョウ

予備呼気量

ヨビコキリョウ

予備サベイング ヨビサベイング
予備重合 ヨビジュウゴウ
予防 ヨボウ
予防医学 ヨボウイガク
予防拡大 ヨボウカクダイ
予防給付 ヨボウキュウフ
予防矯正 ヨボウキョウセイ
予防矯正治療 ヨボウキョウセイチリョウ
予防歯科学 ヨボウシカガク
予防指導 ヨボウシドウ
予防照射
予防接種

ヨ

ヨボウショウシャ
ヨボウセッシュ

予防対策 ヨボウタイサク
予防的頸部郭清術 ヨボウテキケイブカクセイジュツ
予防的社会福祉 ヨボウテキシャカイフクシ
予防的治療 ヨボウテキチリョウ
予防塡塞

ヨボウテンソク

予防塡塞法
予防投与

ヨボウテンソクホウ

ヨボウトウヨ

予防法 ヨボウホウ
予防薬 ヨボウヤク
読み取り ヨミトリ
余命 ヨメイ
弱い矯正力 ヨワイキョウセイリョク
4-AET ヨンエーイーティー
4-MET ヨンエムイーティー
4-META ヨンエムイーティーエー
4 級窩洞 ヨンキュウカドウ
4 点法
【プロービングの】
3/4 冠 ヨンブンノサンカン
四連刺激 ヨンレンシゲキ
四連反応比 ヨンレンハンノウヒ
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ヨンテンホウ（プロービングノ）

expiratory reserve volume，
supplemental air
surveying the diagnostic cast
primary polymerization
prevention，prophylaxis
preventive medicine
preventive preparation
preventive beneﬁt
preventive orthodontics
preventive orthodontic treatment
preventive dentistry
prophylaxis guideline，
preventive guidance
preventive irradiation
vaccination，
prophylactic inoculation
prophylaxis，preventive measure
prophylactic neck dissection
preventive social welfare
prophylactic treatment，
preventive treatment
preventive sealing，prophylactic
sealing，pit and ﬁssure sealing
preventive sealing，prophylactic
sealing，pit and ﬁssure sealing
preventive administration，
prophylactic administration
prevention，prophylaxis
preventive drug
readout
life expectancy
light force
4-acryloyloxyethyl trimellitate
4-methacryloyloxyethyl trimellitate
4-methacryloyloxyethyl trimellitate
anhydride
class 4 cavity
4 points method
three-quarter crown
train-of-four stimuli
train-of-four（TOF）ratio

あ
ラジアルイメー

ラ
ラーセン症候群 ラーセンショウコウグン
ラーモア周波数 ラーモアシュウハスウ
ラーモア方程式 ラーモアホウテイシキ
癩 ➡ ハンセン病 ライ
ライエル症候群 ➡ 中毒性表皮壊死症

Larsen syndrome
Larmor frequency
Larmor equation
lepra，leprosy
Lyell syndrome

ライエルショウコウグン

蕾状期【歯胚の】 ライジョウキ（シハイノ）
蕾状臼歯 ➡ フルニエ歯 ライジョウキュウシ
ライ症候群 ライショウコウグン
蕾状歯 ライジョウシ
ライソゾーム病 ライソゾームビョウ
ライター病 ライタービョウ
ライド基準線 ライドキジュンセン
ライトボディ【印象材の】 ライトボディ（インショウザイノ）
ライトワイヤー装置 ライトワイヤーソウチ
ライトワイヤーテクニック ライトワイヤーテクニック
ライトワイヤープライヤー ライトワイヤープライヤー
ライナー ➡ 裏層材 ライナー
ライフコースアプローチ ライフコースアプローチ
ライフサイクル ライフサイクル
ライフスタイル ライフスタイル
ラインウィーバー・バークプロット

bud stage
bud molar
Reye syndrome
bud-shaped tooth
lysosomal disease
Reiter disease
Reid base line
light body
light wire appliance
light wire orthodontic technique
light wire pliers
liner
life-course approach
life cycle
life style
Lineweaver-Burk plot

ラインウィーバーバークプロット

ラウリル硫酸ナトリウム ラウリルリュウサンナトリウム
ラウンデッドショルダー ラウンデッドショルダー
ラウンドチューブ ラウンドチューブ
ラウンドバー ラウンドバー
ラウンドベベル ラウンドベベル
ラウンドワイヤー ➡ 丸線 ラウンドワイヤー
落屑性口唇炎 ➡ 剝離性口唇炎 ラクセツセイコウシンエン
ラクターゼ ラクターゼ
ラクトース ラクトース
ラクトースオペロン ラクトースオペロン
Lactobacillus casei ラクトバチルスカゼイ
ラクトフェリン ラクトフェリン
ラクトペルオキシダーゼ ラクトペルオキシダーゼ
落葉性天疱瘡 ラクヨウセイテンポウソウ
落雷死 ラクライシ
ラケット状透過像 ラケットジョウトウカゾウ
ラジアルイメージング

ラジアルイメージング

sodium lauryl sulfate
rounded schoulder
round tube
round bur
round bevel
round wire
cheilitis exfoliativa
lactase
lactose
lactose operon
lactoferrin
lactoperoxidase
pemphigus foliaceus
death by lightning
tennis racket appearance of radiolucency
radial imaging
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ラ

ラジアルスキャ

ラジアルスキャン ラジアルスキャン
ラジウム ラジウム
ラジウム 226 ラジウムニヒャクニジュウロク
ラジオアイソトープ ラジオアイソトープ
ラジオイムノアッセイ ➡ 放射免疫測定

radial scan
radium
radium 226（Ra 226）
radioactive isotope，
radioisotope（RI）
radioimmunoassay（RIA）

ラジオイムノアッセイ

ラジオオートグラフィー ラジオオートグラフィー
ラジオグラフィックマーカー ラジオグラフィックマーカー
ラジオサージェリー ラジオサージェリー
ラジオ波 ラジオハ

ラ

ラジオ波コイル ラジオハコイル
ラジオ波信号 ラジオハシンゴウ
ラジオ波パルス ラジオハパルス
ラジオフォトルミネッセンス ラジオフォトルミネッセンス
ラジカル重合 ラジカルジュウゴウ
ラジカルスカベンジャー ラジカルスカベンジャー
ラシュコフ神経叢 ラシュコフシンケイソウ
ラセマーゼ ラセマーゼ
ラセミ化 ラセミカ
らせん入りチューブ ラセンイリチューブ
らせん型インプラント ➡ スパイラルインプラント

radioautography
radiographic marker
radiosurgery
radiofrequency，
radiofrequency wave（RF）
RF coil
RF signal
RF pulse
radiophotoluminescence
radical polymerization
radical scavenger
Raschkow plexus
racemase
racemization
armored tube
spiral-type implant

ラセンガタインプラント

らせん菌 ラセンキン
らせん形終末 ラセンケイシュウマツ
らせん CT ラセンシーティー
らせん状歯 ラセンジョウシ
らせん状配列 ラセンジョウハイレツ
らせん走査 ラセンソウサ
ラタモキセフナトリウム ラタモキセフナトリウム
ラチェットレンチ ➡ トルクレンチ ラチェットレンチ
ラッセル小体 ラッセルショウタイ
ラッセル・シルバー症侯群 ラッセルシルバーショウコウグン
ラッセルの PI ラッセルノピーアイ
ラティチュード ラティチュード
ラテックス ラテックス
ラテラルインセット ラテラルインセット
ラテラルウィンドウテクニック ラテラルウィンドウテクニック
ラド ラド
ラトケ囊 ラトケノウ
ラバーカップ ラバーカップ
ラバーダム ラバーダム
ラバーダムクランプ ラバーダムクランプ
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Spirillum
annulospiral ending
spiral CT，helical CT
screwdriver tooth
spiral arrangement
helical scan
latamoxef，latamoxef sodium
ratchet wrench
Russell body
Russell-Silver syndrome
Russell PI
latitude
latex
lateral inset
lateral window technique
rad
Rathke pouch
rubber cup
rubberdam
rubberdam clamp

ランガーヒフカ

ラバーダムクランプフォーセップス

rubberdam clamp forceps

ラバーダムクランプフォーセップス

ラバーダムシート ラバーダムシート
ラバーダムテンプレート ラバーダムテンプレート
ラバーダムナプキン ラバーダムナプキン
ラバーダムパンチ ラバーダムパンチ
ラバーダムフレーム ラバーダムフレーム
ラバーダム防湿 ラバーダムボウシツ
ラバーチップ ラバーチップ
ラバーベース印象材 ➡ ゴム質印象材

rubberdam seat
rubberdam template
rubberdam napkin
rubberdam punch
rubberdam frame
rubberdam dry ﬁeld technique，
rubberdam isolation technique
rubber tip
rubber base impression material

ラバーベースインショウザイ

ラバーホイール ラバーホイール
ラバーボウル ラバーボウル
ラビアルバー ラビアルバー
ラビアルルートトルク ラビアルルートトルク
ラビオメンターレ ラビオメンターレ
ラフサーフェイス【インプラントの】

rubber wheel
rubber bowl
labial bar
labial root torque
labiomentale
rough surface

ラフサーフェイス（インプラントノ）

ラブラーレ・インフェリウス【セファロ分析の】

Labrale Inferius（LI）

ラ

ラブラーレインフェリウス（セファロブンセキノ）

ラブラーレ・スーペリウス【セファロ分析の】

Labrale Superius（LS）

ラブラーレスーペリウス（セファロブンセキノ）

ラプラス変換 ラプラスヘンカン
ラベル ラベル
ラポール ラポール
ラマン効果 ラマンコウカ
ラマン散乱 ラマンサンラン
ラマン分光分析 ラマンブンコウブンセキ
ラミニン ラミニン
ラミネートベニア ラミネートベニア
ラミネートベニア修復 ラミネートベニアシュウフク
ラムゼーハント症候群 ラムゼーハントショウコウグン
ラムソン効果 ラムソンコウカ
ラムダ縫合 ラムダホウゴウ
ラムフォード歯垢指数 ラムフォードシコウシスウ
ラリンジアルマスク ラリンジアルマスク
LAN ラン
卵円孔 ランエンコウ
卵黄囊接種 ランオウノウセッシュ
ランガー・ギーディオン症候群

Laplace transform
label
rapport
Raman eﬀect
Raman scattering
Raman spectroscopy
laminin
laminate veneer
laminate veneer restoration
Ramsay Hunt syndrome，
Hunt syndrome，
Ramsay Hunt's syndrome
Lamson eﬀect
lambdoid suture
Ramfjord plaque index
laryngeal mask
local area network
foramen ovale
yolk sac inoculation
Langer-Giedion syndrome

ランガーギーディオンショウコウグン

ランガー皮膚割線

ランガーヒフカッセン

Langer line，tension line of Langer
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ランカクジョウ

卵殻状陰影 ランカクジョウインエイ
ランゲルハンス巨細胞 ランゲルハンスキョサイボウ
ランゲルハンス細胞 ランゲルハンスサイボウ
ランゲルハンス細胞組織球症
➡ ヒスチオサイトーシス X
ランゲルハンスサイボウソシキキュウショウ

ランゲルハンス島

ランゲルハンストウ

あ

あ

ランゲンベック・アックスハウゼン・エルンスト法
ランゲンベックアックスハウゼンエルンストホウ

卵子 ランシ
乱視 ランシ
卵性診断 ランセイシンダン
ランセット ランセット
卵巣 ランソウ
卵巣癌 ランソウガン
ラン藻類 ランソウルイ
ランダムコイル ランダムコイル
ランダムバースト説 ランダムバーストセツ
ランダル法 ランダルホウ
ランドジャケットクラウン ランドジャケットクラウン
ラント病 ラントビョウ
RANDO ファントム ランドファントム
ランナーバー ランナーバー
ランパントカリエス ランパントカリエス
卵胞子 ランホウシ
卵胞刺激ホルモン ランホウシゲキホルモン

あ

リ

あ

卵胞刺激ホルモン放出ホルモン

あ

ランホウシゲキホルモンホウシュツホルモン

乱流

ランリュウ

eggshell-like appearance
Langhans giant cell
Langerhans cell
Langerhans cell histiocytosis

ilets of Langerhans，
Langerhans island
Langenbeck-Axhausen-Ernst
method
ovum
astigmatism
zygosity diagnosis
lancet
ovary
ovarian cancer
blue-green algae
random coil
random burst theory
Randall method
Land jacket crown
Runt disease
RANDO phantom
runner bar
rampant caries
oospore
follicle stimulating hormone
（FSH）
follicle-stimulating hormone-releasing hormone
turbulent ﬂow

リ
リーウェイスペース リーウェイスペース
リーガー症候群 リーガーショウコウグン
リーゼガング環 リーゼガングカン
リーダー配列 リーダーハイレツ
リーダーペプチド リーダーペプチド
リードアウト リードアウト
リード・ステルンベルグ細胞 リードステルンベルグサイボウ
リーマー リーマー
リーミング リーミング
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leeway space
Rieger syndrome，Rieger anomaly
Liesegang ring
leader sequence
leader peptide
readout
Reed-Sternberg cell，
Reed-Sternberg giant cell
reamer
reaming

リジッドサポー

リーン・ヘルスケア リーンヘルスケア
リウマチ ➡ 関節リウマチ リウマチ
リウマチ結節 リウマチケッセツ
リウマチ性顎関節炎 ➡ 顎関節リウマチ

lean healthcare
rheumatism
rheumatic nodule
rheumatoid arthritis of TMJ

リウマチセイガクカンセツエン

リウマチ性関節炎 リウマチセイカンセツエン
リウマチ性疾患 リウマチセイシッカン
リウマチ性紫斑病 リウマチセイシハンビョウ
リウマチ性心筋炎 リウマチセイシンキンエン
リウマチ熱 リウマチネツ
リウマトイド因子 リウマトイドインシ
離液 リエキ
リエゾン外来 リエゾンガイライ
リエントリー手術 リエントリーシュジュツ
離開 リカイ
理学療法 リガクリョウホウ
理学療法士 リガクリョウホウシ
リガチャータイイングプライヤー

rheumatoid arthritis（RA）
rheumatic disease
rheumatic purpura
rheumatic myocarditis
rheumatic fever
rheumatoid factor（RF）
syneresis
outpatient liaison
re-entry
diastasis，separation，dehiscence
physical therapy
physiotherapist（PT）
ligature tying pliers

リガチャータイイングプライヤー

リガチャーツイスター

リガチャーツイスター

リガチャーディレクター リガチャーディレクター
リカバリー室 ➡ 回復室 リカバリーシツ
リガ・フェーデ病 リガフェーデビョウ
罹患象牙質 リカンゾウゲシツ
リガンド リガンド
リカントゥアリング リカントゥアリング
リガンド型チャネル リガンドガタチャネル
罹患率 リカンリツ
力学的要件【クラウンブリッジの】

ligature twister，
ligature hand instrument
ligature director
recovery room（RR）
Riga-Fede disease
decayed dentin
ligand
reshaping remaining teeth
ligand-gated channel
morbidity rate
mechanical factor

リ

リキガクテキヨウケン（クラウンブリッジノ）

力価試験 リキカシケン
力系 ➡ フォースシステム リキケイ
リクワイアードアーチレングス

potency test
force system
required arch length

リクワイアードアーチレングス

リケッチア リケッチア
リケッチア症 リケッチアショウ
リケッツ分析法 リケッツブンセキホウ
リコール リコール
リコール計画 リコールケイカク
リコールシステム リコールシステム
リコンビナント BMP-2 リコンビナントビーエムピーツー
リサイクル リサイクル
離散変数 リサンヘンスウ
リジッドサポート リジッドサポート

rickettsia
rickettsiosis
Ricketts analysis
recall
recall schedule
recall system
recombinant BMP-2
recycle
discrete variables
rigid support

613

リジットブンセ

リ

リジット分析 リジットブンセキ
梨状陥凹 リジョウカンオウ
梨状口 リジョウコウ
リシルオキシダーゼ リシルオキシダーゼ
リシルヒドロキシラーゼ リシルヒドロキシラーゼ
リジン リジン
離人症 リジンショウ
リスク リスク
リスクインディケーター リスクインディケーター
リスク係数 リスクケイスウ
リスク拘束値 リスクコウソクチ
リスクコミュニケーション リスクコミュニケーション
リスク診断 リスクシンダン
リスク臓器 リスクゾウキ
リスクファクター リスクファクター
リスク便益分析 リスクベンエキブンセキ
リスクマーカー リスクマーカー
リスクマネジメント リスクマネジメント
リスク予測モデル リスクヨソクモデル
リスホルムグリッド リスホルムグリッド
リスホルムブレンデ リスホルムブレンデ
リスボン宣言 リスボンセンゲン
リズミック リズミック
リズム性 リズムセイ
裏装 ➡ リライン リソウ
裏層
【窩洞の】 リソウ（カドウノ）
裏装
【鋳造用リングの】 リソウ（チュウゾウヨウリングノ）
理想咬合 リソウコウゴウ
裏層材 リソウザイ
裏装板 リソウバン
裏層用セメント リソウヨウセメント
リソース リソース
リソソーム リソソーム
リソソーム顆粒 リソソームカリュウ
リソソーム酵素 リソソームコウソ
リゾチーム リゾチーム
リゾホスホリパーゼ リゾホスホリパーゼ
リゾリン脂質 リゾリンシシツ
離断 リダン
リチャーズ方式 リチャーズホウシキ
立位 リツイ
リッカートスケール リッカートスケール
リッジエクスパンション リッジエクスパンション
リッジエクスパンション法 リッジエクスパンションホウ
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ridit analysis
piriform recess，piriform sinus
piriform aperture
lysyl oxidase
lysyl hydroxylase
lysine
depersonalization
risk
risk indicator
risk factor
risk constraint
risk communication
risk diagnosis
organ at risk（OR）
risk factor
risk-beneﬁt analysis
risk marker
risk management
risk projection model
Lysholm grid
Lysholm blende
Declaration of Lisbon，
Lisbon Declaration
rhythmic
rhythmicity
lining
cavity base，cavity lining
lining
ideal occlusion
lining material
backing，backing plate
lining and base cement
resource
lysosome
lysosomal granule
lysosomal enzyme
lysozyme
lysophospholipase
lysophospholipid
dissection
Richards type
upright position
Likert scale
ridge expansion
ridge expansion

リピートハ

リッジラップ型ポンティック リッジラップガタポンティック
立体異性 リッタイイセイ
立体感覚 リッタイカンカク
立体撮影 リッタイサツエイ
立体撮影法 リッタイサツエイホウ
立体写真 リッタイシャシン
リッチモンドクラウン リッチモンドクラウン
リップサポート リップサポート
リップシールド【バイオネーターの】

ridge lap pontic
stereoisomerism
stereognostic sense
stereoradiography
stereography，stereoradiography
stereoscopic photography
Richmond dowel crown
lip support
lip shield

リップシールド（バイオネーターノ）

リップパッド【フレンケル装置の】

lip pad

リップパッド（フレンケルソウチノ）

リップバンパー リップバンパー
リップライン リップライン
離底型ポンティック リテイガタポンティック
リテンションビーズ リテンションビーズ
リドカイン リドカイン
リドカイン注射液 リドカインチュウシャエキ
利得 リトク
リトラクションアーチワイヤー リトラクションアーチワイヤー
リトラクションスプリング リトラクションスプリング
リトルジャイアント リトルジャイアント
リニアアレイ探触子 リニアアレイタンショクシ
リニアオーダー リニアオーダー
リニアスキャン ➡ 線形走査 リニアスキャン
リニアック リニアック
リニメント剤 リニメントザイ
離乳 リニュウ
離乳期 リニュウキ
利尿 リニョウ
利尿薬 リニョウヤク
リノール酸 リノールサン
リノレン酸 リノレンサン
リバーサルフィルム リバーサルフィルム
リバースカーブ リバースカーブ
リバースカット リバースカット
リバーストルク リバーストルク
リバースバックアクションクラスプ

lip bumper
lip line
sanitary pontic
retention beads
lidocaine
lidocaine injective
gain
retraction archwire
retraction spring
little giant
linear array probe
linear order
linear scan
linear accelerator（linac）
liniment
ablactation，weaning
period of weaning
diuresis
diuretic
linoleic acid
linolenic acid
reversal ﬁlm
reverse curve
reverse cut
reverse torque
reverse backaction clasp

リ

リバースバックアクションクラスプ

リバースピン陶歯 リバースピントウシ
リバースピン法 リバースピンホウ
リバースプルヘッドギア リバースプルヘッドギア
リパーゼ リパーゼ
リハビリテーション リハビリテーション
リピート波 リピートハ

reverse pin porcelain facing tooth
reverse pin technique
reverse-pull headgear
lipase
rehabilitation
repeat wave
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リピドエー

リ

リピド A リピドエー
リビドー リビドー
罹病率 リビョウリツ
リビングウィル リビングウィル
リファレンススキャン リファレンススキャン
リファレンス線量計 リファレンスセンリョウケイ
リファンピシン リファンピシン
リフェイジングパルス リフェイジングパルス
リプル リプル
リベース リベース
リポイド リポイド
リボース リボース
リボ核酸 リボカクサン
リポキシゲナーゼ リポキシゲナーゼ
リポジショニングスプリント リポジショニングスプリント
リボスタマイシン硫酸塩 リボスタマイシンリュウサンエン
リボソーム リボソーム
リポソーム リポソーム
リボソーム RNA リボソームアールエヌエー
リポ多糖 リポタトウ
リポタンパク質 リポタンパクシツ
リポタンパク質リパーゼ リポタンパクシツリパーゼ
リポタンパク質リパーゼ欠損症

lipid A
libido
morbidity
living will
reference scan
reference dosimeter
rifampicin
rephasing pulse
ripple
rebase
lipoid
ribose
ribonucleic acid（RNA）
lipoxygenase
repositioning appliance
ribostamycin，ribostamycin sulfate
ribosome
liposome
ribosomal RNA（rRNA）
lipopolysaccharide（LPS）
lipoprotein
lipoprotein lipase
lipoprotein lipase deﬁciency

リポタンパクシツリパーゼケッソンショウ

リポトロピン リポトロピン
リボヌクレアーゼ リボヌクレアーゼ
リポフスチン リポフスチン
リボフラビン リボフラビン
リボフラビン欠乏症 リボフラビンケツボウショウ
リボンアーチ リボンアーチ
リマウンティングジグ リマウンティングジグ
リマウントレコード リマウントレコード
リムーバルノブ リムーバルノブ
リムロックトレー リムロックトレー
リモートアフターローディング法 ➡ 遠隔操作式後装
塡方式 リモートアフターローディングホウ
リモデリング リモデリング
粒界析出 リュウカイセキシュツ
粒界腐食 リュウカイフショク
硫化カドミウム検出器 リュウカカドミウムケンシュツキ
硫化水素 リュウカスイソ
隆起性皮膚線維肉腫 リュウキセイヒフセンイニクシュ
流行 リュウコウ
流行性耳下腺炎 リュウコウセイジカセンエン
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lipotropin
ribonuclease
lipofuscin
riboﬂavin，
riboﬂavin sodium phosphata
riboﬂavin deﬁciency
ribbon-arch
remounting jig，remount cast jig
remount record
removal knob
rim-lock tray
remote afterloading system
（RALS）
remodeling
grain boundary precipitation
intergranular corrosion
cadmium sulﬁde detector
hydrogen sulﬁde
dermatoﬁbrosarcoma protuberaus
epidemic
epidemic parotitis

リョウシジョウ

流行性疾患 リュウコウセイシッカン
リューサイト リューサイト
硫酸 リュウサン
流産 リュウザン
硫酸亜鉛 リュウサンアエン
硫酸アルミニウムカリウム リュウサンアルミニウムカリウム
硫酸アンモニウム リュウサンアンモニウム
硫酸化因子 リュウサンカインシ
硫酸カリウム リュウサンカリウム
硫酸ナトリウム リュウサンナトリウム
硫酸抱合 リュウサンホウゴウ
硫脂質 リュウシシツ
粒子放射線 リュウシホウシャセン
粒状性 リュウジョウセイ
隆線 リュウセン
流涎 リュウゼン
流涎症 リュウゼンショウ
留置カテーテル リュウチカテーテル
流通蒸気滅菌法 リュウツウジョウキメッキンホウ
粒度 リュウド
流動食 リュウドウショク
流動性 リュウドウセイ
流動複屈折 リュウドウフククッセツ
流動モザイクモデル リュウドウモザイクモデル
粒度分布 リュウドブンプ
流入効果 リュウニュウコウカ
流量計 リュウリョウケイ
流量調節弁 リュウリョウチョウセツベン
流涙 リュウルイ
稜 リョウ
領域 リョウイキ
領域分割 リョウイキブンカツ
療育 リョウイク
療育手帳 リョウイクテチョウ
両凹の【関節円板】 リョウオウノ（カンセツエンバン）
両眼隔離 リョウガンカクリ
両眼隔離症

リョウガンカクリショウ

菱形浸潤麻酔
量子状態

リョウケイシンジュンマスイ

リョウシジョウタイ

epidemic disease
leucite
sulfuric acid
abortion，miscarriage
zinc sulfate
aluminum potassium sulfate
ammonium sulfate
sulfation factor
potassium sulfate
sodium sulfate
sulfate conjugation
sulfolipid
corpuscular radiation，
particle radiation
granularity，graininess
ridge，crest
salivation
sialorrhea
indwelling catheter
free-ﬂowing steam sterilization
particle size
liquid diet
ﬂuidity
ﬂow birefringence
ﬂuid mosaic model
particle size distribution
ﬂow related enhancement
ﬂowmeter
ﬂow control valve
lacrimation，epiphora lacrimation
ridge，crest
domain，region，ﬁeld，area
segmentation
habilitation
intellectually disabled person's certiﬁcate，intellectually disabled
person's handbook
biconcave
ocular hypertelorism，
orbital hypertelorism
ocular hypertelorism，
orbital hypertelorism
rhomboid inﬁltration anesthesia，
Hackenbruch injection
quantum status

617

リ

リョウシスウ

量子数 リョウシスウ
量子ノイズ リョウシノイズ
量子モトル リョウシモトル
利用者負担 リヨウシャフタン
量子力学 リョウシリキガク
両唇音 リョウシンオン
両性イオン リョウセイイオン
両性界面活性剤 リョウセイカイメンカッセイザイ
良性骨芽細胞腫 リョウセイコツガサイボウシュ
良性腫瘍 リョウセイシュヨウ
良性上皮性腫瘍 リョウセイジョウヒセイシュヨウ
良性新生物 リョウセイシンセイブツ
良性線維性組織球腫 リョウセイセンイセイソシキキュウシュ
両性電解質 リョウセイデンカイシツ
良性軟骨芽細胞腫 リョウセイナンコツガサイボウシュ
良性粘膜類天疱瘡 リョウセイネンマクルイテンポウソウ
良性リンパ上皮性疾患 ➡ ミクリッツ病

quantum number
quantum noise
quantum mottle
user's charge
quantum theory
bilabial，bilabial sound
amphoteric ion
amphoteric surfactant
benign osteoblastoma
benign tumor
benign epithelial tumor
benign neoplasm
benign ﬁbrous histiocytoma
ampholyte
benign chondroblastoma
benign mucous membrane
pemphigoid
benign lymphoepithelial lesion

リョウセイリンパジョウヒセイシッカン

リ

利用線維 リヨウセンイ
両側遠心遊離端支台

リョウソクエンシンユウリタンシダイ

両側小臼歯間距離 リョウソクショウキュウシカンキョリ
両側性 リョウソクセイ
両側性咬合平衡 リョウソクセイコウゴウヘイコウ
両側性口唇裂 リョウソクセイコウシンレツ
両側性唇顎口蓋裂 リョウソクセイシンガクコウガイレツ
両側性中間義歯 リョウソクセイチュウカンギシ
両側性平衡 リョウソクセイヘイコウ
両側性平衡咬合 リョウソクセイヘイコウコウゴウ
両側性片麻痺 リョウソクセイヘンマヒ／リョウソクセイカタマヒ
両側性遊離端義歯 リョウソクセイユウリタンギシ
両側大臼歯間距離 リョウソクダイキュウシカンキョリ
両側大臼歯中央窩間距離

useful beam
bilateral terminal free-end abutment，bilateral distal free-end
abutment
interpremolar width
bilateral
bilateral occlusal balance
bilateral cleft lip
bilateral oheilognathopalatoschisis
bilateral bounded saddle denture
bilateral balance
bilateral balanced occlusion
double hemiplegia
bilateral free end saddle denture
intermolar width
intermolar central fossa width

リョウソクダイキュウシチュウオウカカンキョリ

両側乳頭弁移動術

リョウソクニュウトウベンイドウジュツ

両大血管右室起始症

リョウダイケッカンウシツキシショウ

量的形質 リョウテキケイシツ
両頭
【インスツルメントの】 リョウトウ（インスツルメントノ）
両瞳孔線 リョウドウコウセン
両凸の
【関節円板】 リョウトツノ（カンセツエンバン）
両方向性伝導 リョウホウコウセイデンドウ
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double papilla laterally positioned
ﬂap surgery
double-outlet right ventricle
（DORY）
quantitative character
double end
interpupillary line
biconvex
bidirectional conduction

リンガルリテー

療法士 リョウホウシ
両麻痺 リョウマヒ
両面乳剤フィルム リョウメンニュウザイフィルム
両面平坦な【関節円板】

therapist
diplegia
double-emulsion ﬁlm
biplanar

リョウメンヘイタンナ（カンセツエンバン）

療養型病床群 リョウヨウガタビョウショウグン
療養の給付 リョウヨウノキュウフ
療養病床 リョウヨウビョウショウ
利用率 リヨウリツ
緑色蛍光タンパク質 リョクショクケイコウタンパクシツ
緑色腫 リョクショクシュ
緑内障 リョクナイショウ
緑膿菌 リョクノウキン
緑毛舌 リョクモウゼツ
リライン リライン
リライン材 リラインザイ
リラクゼーションスプリント リラクゼーションスプリント
リリーフ リリーフ
臨界 リンカイ
臨界圧 リンカイアツ
臨界温度 リンカイオンド
臨界角 リンカイカク
臨界脱分極 リンカイダツブンキョク
臨界値 リンカイチ
臨界閉鎖圧 リンカイヘイサアツ
臨界 pH リンカイペーハー
輪郭 リンカク
輪郭描出 リンカクビョウシュツ
リンガライズドオクルージョン リンガライズドオクルージョン
リンガルアーチ リンガルアーチ
リンガルエプロン リンガルエプロン
リンガルクリート リンガルクリート
リンガルクリブ リンガルクリブ
リンガルシース リンガルシース
リンガル装置 リンガルソウチ
リンガルバー リンガルバー
リンガルブラケット矯正装置 リンガルブラケットキョウセイソウチ
リンガルブラケット矯正法

リンガルブラケットキョウセイホウ

リンガルプレート リンガルプレート
リンガルボウ【フレンケル装置の】

nursing-home-type unit
medical treatment beneﬁt
long-stay bed，long-term care bed
utilization rate
green ﬂuorescent protein
chloroma
glaucoma
Pseudomonas aeruginosa
green hairy tongue
relining，reline
relining material
relaxation splint
relief
cliticality
critical pressure
critical temperature
critical angle
critical depolarization
critical value
critical closing pressure（CCP）
critical pH
contour
segmentation
lingualized occlusion
lingual arch，lingual arch appliance
lingual apron
lingual cleat
lingual crib
lingual sheath
lingual appliance
lingual bar
lingual bracket orthodontic
appliance
lingual bracket orthodontic
technique
lingual plate
lingual bow

リンガルボウ（フレンケルソウチノ）

リンガルボタン リンガルボタン
リンガルリテーナー リンガルリテーナー

lingual button
lingual retainer
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リ

リンガルルート

リンガルルートトルク
淋菌 リンキン

リンガルルートトルク

淋菌性関節炎 リンキンセイカンセツエン
リングアーチファクト リングアーチファクト
リングクラスプ リングクラスプ
リング 18 症候群 リングジュウハチショウコウグン
リンクタンパク質 リンクタンパクシツ
リング埋没法 リングマイボツホウ
リングライナー リングライナー
リングレス鋳造 リングレスチュウゾウ
リングレス埋没法 リングレスマイボツホウ
リンゲル液 リンゲルエキ
リン光 リンコウ
リンコマイシン塩酸塩水和物
リンコマイシンエンサンエンスイワブツ

リ

リンコマイシン系抗生物質 リンコマイシンケイコウセイブッシツ
隣在歯 リンザイシ
リン酸 リンサン
リン酸亜鉛セメント リンサンアエンセメント
リン酸エステル リンサンエステル
リン酸エステル系モノマー リンサンエステルケイモノマー
リン酸塩 リンサンエン
リン酸塩系埋没材 リンサンエンケイマイボツザイ
リン酸塩石 リンサンエンセキ
リン酸化 リンサンカ
リン酸カルシウム リンサンカルシウム
リン酸カルシウムセメント リンサンカルシウムセメント
リン酸三カルシウム リンサンサンカルシウム
リン酸酸性フッ化ナトリウム溶液
リンサンサンセイフッカナトリウムヨウエキ

リン酸尿 リンサンニョウ
リン脂質 リンシシツ
臨床遺伝学 リンショウイデンガク
輪状咽頭筋 リンジョウイントウキン
輪状咽頭筋切除術 リンジョウイントウキンセツジョジュツ
臨床疫学 リンショウエキガク
臨床疫学的判断 リンショウエキガクテキハンダン
臨床応用 リンショウオウヨウ
臨床研究 リンショウケンキュウ
臨床検査 リンショウケンサ
臨床研修 リンショウケンシュウ
輪状甲状膜切開 リンジョウコウジョウマクセッカイ
輪状甲状膜穿刺 リンジョウコウジョウマクセンシ
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lingual root torque
Neisseria gonorrhoeae，
gonococcus
gonorrheal arthritis
ring artifact
ring clasp
ring chromosome 18 syndrome
link protein
ring-investing method
ring liner
ringless casting
ringless-investing method
Ringer solution
phosphorescence
lincomycin，lincomycin hydrochloride，lincomycin hydrochloride
hydrate
lincomycin antibiotics
adjacent tooth
phosphoric acid
zinc phosphate cement
phosphoric ester
phosphoric methacrylate monomer
phosphate
phosphate bonded investment
phosphate stone
phosphorylation
calcium phosphate
calcium phosphate cement
tricalcium phosphate（TCP）
acidulated phosphate ﬂuoride
solution（APF）
phosphaturia
phospholipid
clinical genetics
cricopharyngeal muscle
cricopharyngeal myotomy
clinical epidemiology
clinical epidemiological decision
clinical application
clinical study
clinical test
clinical resident training
cricothyrotomy
cricothyroid puncture

リンドブロムテ

輪状甲状膜穿刺法 リンジョウコウジョウマクセンシホウ
臨床試験 リンショウシケン
臨床心理士 リンショウシンリシ
臨床生理学 リンショウセイリガク
輪状染色体 リンジョウセンショクタイ
臨床治験 リンショウチケン
臨床的アタッチメントレベル
➡ アタッチメントレベル リンショウテキアタッチメントレベル
臨床的意義 リンショウテキイギ
臨床的歯冠 リンショウテキシカン
臨床的歯冠延長術 リンショウテキシカンエンチョウジュツ
臨床的歯頸線 リンショウテキシケイセン
臨床的診察 リンショウテキシンサツ
臨床的操作法 リンショウテキソウサホウ
臨床的同等製剤 リンショウテキドウトウセイザイ
臨床的ポケット深さ リンショウテキポケットフカサ
臨床統計学 リンショウトウケイガク
輪状軟骨 リンジョウナンコツ
輪状軟骨圧迫 リンジョウナンコツアッパク
臨床判断 リンショウハンダン
臨床微生物学 リンショウビセイブツガク
臨床評価 リンショウヒョウカ
臨床病理学 リンショウビョウリガク
鱗状縫合 リンジョウホウゴウ
臨床薬理学 リンショウヤクリガク
隣接面 リンセツメン
隣接面齲蝕 リンセツメンウショク
隣接面窩洞 リンセツメンカドウ
隣接面溝 リンセツメンコウ
隣接面鉤 リンセツメンコウ
隣接面咬耗 リンセツメンコウモウ
隣接面接触 リンセツメンセッショク
隣接面接触点 リンセツメンセッショクテン
隣接面板 リンセツメンバン
輪走線維【歯肉線維の】 ➡ 環状線維【歯肉線維の】

cricothyroid puncture
clinical trial，clinical test
clinical psychologist
clinical physiology
ring chromosome
clinical trial
clinical attachment level
clinical signiﬁcance
clinical crown
clinical crown lengthening
procedure
clinical cervical line
clinical examination
clinical manipulation
clinical equivalents
clinical pocket depth
clinical statistics
cricoid cartilage
cricoid pressure
clinical decision
clinical microbiology
clinical evaluation
clinical pathology
sutura squamosa
clinical pharmacology
approximal surface，
proximal surface
proximal surface caries
proximal cavity
proximal groove
mesio-distal clasp
proximal attrition
proximal contact
proximal contact point
proximal plate
circular ﬁber

リ

リンソウセンイ（シニクセンイノ）

リンタンパク質 リンタンパクシツ
リン中毒 リンチュウドク
リン中毒性顎骨壊死 リンチュウドクセイガクコツエシ
リンデとニーマンの根分岐部病変分類
リンデトニーマンノコンブンキブビョウヘンブンルイ

リンドブロム TMJ 撮影法

phosphoprotein
phosphorus poisoning
phosphorus necrosis of jaw
Lindhe & Nyman's furcation
classiﬁcation
Lindblom TMJ technique

リンドブロムティーエムジェーサツエイホウ
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あ
リンドブロムホ

リンドブロム法 リンドブロムホウ
リンパ芽球 リンパガキュウ
リンパ芽球性白血病 リンパガキュウセイハッケツビョウ
リンパ芽球性リンパ腫 リンパガキュウセイリンパシュ
リンパ芽球様細胞 リンパガキュウヨウサイボウ
リンパ型【スキャモンの臓器別発育曲線の】

あ

Lindblom's projection
lymphoblast
lymphoblastic leukemia
lymphoblastic lymphoma
lymphoblastoid cell
lymphoid type

リンパガタ（スキャモンノゾウキベツハツイクキョクセンノ）

リンパ管炎 リンパカンエン
リンパ管腫 リンパカンシュ
リンパ球 リンパキュウ
リンパ球毒性試験 リンパキュウドクセイシケン
リンパ球様細胞 リンパキュウヨウサイボウ
リンパ球幼若化 リンパキュウヨウジャクカ
リンパ系腫瘍 リンパケイシュヨウ
リンパ腫 リンパシュ
リンパ循環 リンパジュンカン
リンパ上皮癌 リンパジョウヒガン
リンパ上皮腫 リンパジョウヒシュ
リンパ性水腫 ➡ リンパ性浮腫 リンパセイスイシュ
リンパ性白血病 リンパセイハッケツビョウ
リンパ性浮腫 リンパセイフシュ
リンパ節 リンパセツ
リンパ節炎 リンパセツエン
リンパ節周囲炎 リンパセツシュウイエン
リンパ節転移 リンパセツテンイ
リンパ体質 リンパタイシツ
リンパ肉芽腫症 リンパニクゲシュショウ
リンパ流障害 リンパリュウショウガイ
リンパ漏 リンパロウ
リンパ濾胞 リンパロホウ
淋病 リンビョウ
リンホカイン リンホカイン
リンホトキシン リンホトキシン
倫理綱領 リンリコウリョウ

あ

あ

ル

あ

あ

lymphangitis
lymphangioma
lymphocyte
lymphocytotoxic test
lymphoid cell
lymphocyte transformation
lymphatic tumor
lymphoma
lymphokinesis
lymphoepithelial carcinoma
lymphoepithelioma
lymphedema
lymphatic leukemia
lymphedema
lymph node
lymphadenitis
perilymphadenitis
lymph node metastasis
status lymphaticus
lymphogranulomatosis
disturbance of lymph ﬂow
lymphorrhea
lymphatic follicle
gonorrhea
lymphokine
lymphotoxin（LT）
codes of ethics

ル
類癌腫 ルイガンシュ
類血素 ルイケッソ
類腱型エナメル上皮腫 ルイケンガタエナメルジョウヒシュ
類腱線維腫 ルイケンセンイシュ
涙骨 ルイコツ
類骨 ルイコツ
類骨骨腫 ルイコツコツシュ
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carcinoid
hematoidin
desmoplastic ameloblastoma
desmoplastic ﬁbroma
lacrimal bone
osteoid
osteoid osteoma

ルビンスタイン

類骨組織 ルイコツソシキ
類上皮細胞 ルイジョウヒサイボウ
類上皮細胞結節 ルイジョウヒサイボウケッセツ
類上皮肉腫 ルイジョウヒニクシュ
ルイス式血液型 ルイスシキケツエキガタ
累積残存率 ルイセキザンゾンリツ
累積成功率 ルイセキセイコウリツ
累積生存率 ルイセキセイゾンリツ
累積的防御療法 ルイセキテキボウギョリョウホウ
類セメント質 ルイセメントシツ
るいそう ルイソウ
類天疱瘡 ルイテンポウソウ
類軟骨 ルイナンコツ
類皮囊胞 ルイヒノウホウ
類表皮化 ルイヒョウヒカ
類表皮囊胞 ルイヒョウヒノウホウ
類母斑基底細胞癌症候群 ➡ 基底細胞母斑症候群
ルイボハンキテイサイボウガンショウコウグン

ルージュ【研磨用の】 ルージュ（ケンマヨウノ）
ルートアンプテーション ➡ 歯根切除

osteoid tissue
epithelioid cell
epithelioid tubercle
epithelioid sarcoma
Lewis blood group system
cumulative survival rate
cumulative success rate
cumulative survival rate
cumulative interceptive supportive
therapy（CIST）
cementoid
thinness
pemphigoid
chondroid
dermoid cyst
epidermization
epidermoid cyst
nevoid basal cell carcinoma
syndrome
rouge
root amputation

ルートアンプテーション

ルードウィッヒアンギーナ ➡ 口底蜂窩織炎

Ludwig angina

ル

ルードウィッヒアンギーナ

ルートカナルプラガー ➡ 根管プラガー

hand plugger，root canal plugger

ルートカナルプラガー

ルートキュレッタージ ルートキュレッタージ
ルートティッピングスプリング ルートティッピングスプリング
ルートデブライドメント ルートデブライドメント
ルートトランク ルートトランク
ルートプレーニング ルートプレーニング
ルートプロキシミティ ルートプロキシミティ
ループ ループ
ループ状縫合 ループジョウホウゴウ
ループメカニクス ループメカニクス
ルーペ ルーペ
ルーメン ルーメン
ルクス ルクス
流注膿瘍 ルチュウノウヨウ
ルチン ルチン
るつぼ ルツボ
ルバン・ホルトの分類 ルバンホルトノブンルイ
ルビエールのリンパ節 ルビエールノリンパセツ
ルビンスタイン・ティビ症候群

root curettage
root tipping spring
root debridement
root trunk
root planing
root proximity
loop
loop suture
loop mechanics
magniﬁer
lm
lux
sinking abscess，hypostatic abscess
rutin
crucible，melting pot
Rubin-Holt classiﬁcation
Rouviere's node
Rubinstein-Taybi syndrome

ルビンスタインティビショウコウグン
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ルフィニショウ

あ

ルフィニ小体 ルフィニショウタイ
ルフォーⅠ型骨切り術 ルフォーイチガタコツキリジュツ
ルフォーⅠ型骨折 ルフォーイチガタコッセツ
ルフォー型骨切り術 ルフォーガタコツキリジュツ
ルフォー型骨折 ルフォーガタコッセツ
ルフォーⅢ型骨切り術 ルフォーサンガタコツキリジュツ
ルフォーⅢ型骨折 ルフォーサンガタコッセツ

あ

ルフォーⅡ型骨切り術 ルフォーニガタコツキリジュツ
ルフォーⅡ型骨折 ルフォーニガタコッセツ
ルフォー分類 ルフォーブンルイ
ルミズリエール法 ルミズリエールホウ
ルミネッセンス ルミネッセンス
流ろう ルロウ
ルンペル・レーデ試験 ルンペルレーデシケン

あ

Ruﬃni corpuscle
Le Fort Ⅰ osteotomy
Le Fort Ⅰ fracture，
Le Fort Ⅰ type fracture
Le Fort osteotomy
Le Fort fracture
Le Fort Ⅲ osteotomy
Le Fort Ⅲ fracture，
Le Fort Ⅲ type fracture
Le Fort Ⅱ osteotomy
Le Fort Ⅱ fracture，
Le Fort Ⅱ type fracture
Le Fort classiﬁcation
Le Mesurier method
luminescence
wax elimination
Rumpel-Leede test

レ

レ

レアギン レアギン
冷圧刺激 レイアツシゲキ
冷覚 レイカク
冷間延性 レイカンエンセイ
冷間加工 レイカンカコウ
励起 レイキ
冷却曲線 レイキャクキョクセン
冷却ブランケット レイキャクブランケット
冷刺激 レイシゲキ
冷湿布 レイシップ
冷水痛 レイスイツウ
霊長空隙 レイチョウクウゲキ
冷点 レイテン
冷凍麻酔法 レイトウマスイホウ
冷凍無痛法 レイトウムツウホウ
レイトレーシング レイトレーシング
冷膿瘍 レイノウヨウ
レイノー病 レイノービョウ
レイヤリング レイヤリング
レイリー現象 レイリーゲンショウ
レイリー散乱 レイリーサンラン
レーザー レーザー
レーザー加工 レーザーカコウ
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reagin
thermal-tactile stimulation
cold sensation
cold ﬂow
cold working
excitation
cooling curve
cooling blanket
cold stimulus
cold compress
cold water pain
primate space
cold spot
cryoanesthesia
cryoanalgesia
ray tracing
cold abscess
Raynaud's disease
layering
Reilly phenomenon
Rayleigh scattering
laser
laser processing

レジンシカンケ

レーザー蛍光法【齲蝕診断の】

laser illuminating method

レーザーケイコウホウ（ウショクシンダンノ）

レーザー顕微鏡 レーザーケンビキョウ
レーザー光線 レーザーコウセン
レーザー照射 レーザーショウシャ
レーザー切削 レーザーセッサク
レーザードプラ血流計 レーザードプラケツリュウケイ
レーザーメス レーザーメス
レーザー溶接 レーザーヨウセツ
レーザー療法 レーザーリョウホウ
レーズ レーズ
レース状骨梁陰影 レースジョウコツリョウインエイ
レース様白斑 レースヨウハクハン
レーダー症候群 レーダーショウコウグン
レオナルド・ホー骨切り術 レオナルドホーコツキリジュツ
レオメーター レオメーター
レオロジー レオロジー
暦年齢 レキネンレイ
レギュラータイプ【印象材の】 レギュラータイプ（インショウザイノ）
暦齢正常咬合 レキレイセイジョウコウゴウ
レクタンギュラーワイヤー ➡ 角線 レクタンギュラーワイヤー
レクチン レクチン
レクチン様物質 レクチンヨウブッシツ
レクロン彫刻刀 レクロンチョウコクトウ
レゲノリ手術 レゲノリシュジュツ
Legionella pneumophila レジオネラニューモフィラ
レシチン レシチン
レシピエント レシピエント
レシピエントサイト レシピエントサイト
レジリエンス レジリエンス
レジン レジン
レジンインプレグネーション法 レジンインプレグネーションホウ
レジンインレー レジンインレー
レジン窩洞 レジンカドウ
レジンキャップ レジンキャップ
レジン系仮封材 レジンケイカフウザイ
レジン系歯冠修復材料 レジンケイシカンシュウフクザイリョウ
レジン系模型材 レジンケイモケイザイ
レジンコア ➡ レジン築造 レジンコア
レジンコーティング法 レジンコーティングホウ
レジン歯 レジンシ
レジンシェル法 レジンシェルホウ
レジン歯冠継続歯 レジンシカンケイゾクシ

laser microscope
laser beam
laser irradiation
laser cutting
laser Doppler ﬂowmeter
laser scalpel
laser welding
laser therapy
lathe
lace-like appearance
lace-like pattern
Reader syndrome
Leonard-Howe osteotomy
rheometer
rheology
chronological age
regular type
chronological normal occlusion，
physiological normal occlusion
rectangular wire
lectin
lectin-like substance
LeCron carver
Regnoli operation
lecithin
recipient
recipient site
resilience
resin
resin impregnation method
resin inlay
cavity for resin restoration，
resin cavity
resin cap
resinous temporary ﬁlling material
resin-based restoration material
resin-based dental model material
resin core
resin coating technique
resin tooth
resin shell technique
resin dowel crown
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レ

レジンジャケッ

レジンジャケットクラウン
レジン充塡 レジンジュウテン
レジン充塡器 レジンジュウテンキ

レジンジャケットクラウン

レジン修復 レジンシュウフク
レジン修復材 レジンシュウフクザイ
レジン床 レジンショウ
レジン床義歯 レジンショウギシ
レジンセメント レジンセメント
レジン前装冠 レジンゼンソウカン
レジン前装ポンティック
レジンタグ レジンタグ
レジン築造 レジンチクゾウ

レジンゼンソウポンティック

レジンディスク レジンディスク
レジン添加型グラスアイオノマーセメント
レジンテンカガタグラスアイオノマーセメント

レ

レジントレー レジントレー
レジンブラケット レジンブラケット
レジン分離材 ➡ アルジネート分離材 レジンブンリザイ
レジンポスト レジンポスト
レスキューチューブ レスキューチューブ
レスト レスト
レストシート レストシート
レスト付き二腕鉤 レストツキニワンコウ
レスパイト・ケア レスパイトケア
レスポンデント条件づけ レスポンデントジョウケンヅケ
レゾルシノール レゾルシノール
レゾルシン レゾルシン
レチウス条 レチウスジョウ
レチノール レチノール
レチンアルデヒド レチンアルデヒド
劣化 レッカ
裂開 レッカイ
裂奇形 レツキケイ
レックホルム＆ザーブの分類

レックホルムアンドザーブノブンルイ

裂溝 レッコウ
裂溝齲蝕 レッコウウショク
裂溝形成 レッコウケイセイ
裂溝封鎖材 レッコウフウサザイ
裂溝封鎖用レジン レッコウフウサヨウレジン
レッジ レッジ
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resin jacket crown
resin ﬁlling
condenser for resin restoration，
resin insertion instrument
resin restoration
polymer based restorative material
resin denture base
acrylic resin base denture
resin cement
acrylic resin faced cast crown，
resin faced cast crown
resin faced pontic
resin tag
building up with resin，
construction with resin
resin disc
resin-modiﬁed glass ionomer
cement
acrylic resin impression tray
resin bracket
separating medium for resin
resin post
rescue tube
rest
rest seat
two-arm clasp with occlusal rest
respite care
respondent conditioning
resorcinol
resorcin
striae of Retzius，line of Retzius，
Retzius striae，Retzius line
retinol，retinol acetate
retinal aldehyde
deterioration
dehiscence
malformation with cleft
the classiﬁcation by Lekholm &
Zarb
ﬁssure
ﬁssure caries
grooving
ﬁssure sealant
ﬁssure sealant resin
ledge

レンサキュウキ

レッジ修正 レッジシュウセイ
裂歯症 レッシショウ
レッシュ・ナイハン症候群 レッシュナイハンショウコウグン
裂創 レッソウ
レット症候群 レットショウコウグン
レットレル・ジーベ病 レットレルジーベビョウ
裂肉歯 レツニクシ
裂離 レツリ
レディーキャスティングワックス

ledge formation
schizodontism
Lesch-Nyhan syndrome
lacerated wound
Rett's syndrome
Letterer-Siwe disease
carnassial tooth
avulsion
ready casting wax

レディーキャスティングワックス

レディネス レディネス
レドックス重合 レドックスジュウゴウ
レトロチップ レトロチップ
レトロミラー レトロミラー
レトロモラーパッド レトロモラーパッド
レナンピシリン塩酸塩 レナンピシリンエンサンエン
レニン レニン
レニン・アンジオテンシン系
レノックス・ガストー症候群

レニンアンジオテンシンケイ

readiness
redox polymerization
retrograde tip
retrograde mirror
retromolar pad
lenampicillin，
lenampicillin hydrochloride
renin
renin-angiotensin system
Lennox-Gastaut syndrome

レノックスガストーショウコウグン

レバロルファン酒石酸塩 レバロルファンシュセキサンエン
レバン レバン
レバンスクラーゼ レバンスクラーゼ
レビー小体型認知症 レビーショウタイガタニンチショウ
Leptospira interrogans レプトスピラインターロガンス
レプトスピラ症 レプトスピラショウ
Leptotrichia buccalis レプトトリキアブッカリス
レプトン レプトン
レプリカ平板法 レプリカヘイバンホウ
レプリコン レプリコン
レプレッサー レプレッサー
レプロミン反応 レプロミンハンノウ
レベリング レベリング
レボフロキサシン レボフロキサシン
レム レム
レム睡眠 レムスイミン
連関地図 レンカンチズ
連結橋 レンケツキョウ
連結強度 レンケツキョウド
連結固定【歯の】 レンケツコテイ（ハノ）
連結子 レンケツシ
連結部【ブリッジの】 レンケツブ（ブリッジノ）
連合印象 レンゴウインショウ
レンサ球菌 レンサキュウキン

levallorphan，levallorphan tartrate
levan
levan sucrase
dementia with Lewy bodies
leptospirosis
lepton
replica-plating method
replicon
repressor
lepromin reaction
leveling
levoﬂoxacin
rapid eye movement（REM）
REM sleep
linkage map
cross-bridge
connecting rigidity
splinting of teeth
connector
connecting device
combination impression
Streptococcus，Streptococci
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レ

レンサキュウキ

レンサ球菌性アンギーナ レンサキュウキンセイアンギーナ
連鎖強化スケジュール レンサキョウカスケジュール
連鎖反応 レンサハンノウ
練習 レンシュウ
攣縮 レンシュク
レンズ レンズ
練成充塡器 レンセイジュウテンキ
連銭形成 レンセンケイセイ
連続 X 線 レンゾクエックスセン
連続画像 レンゾクガゾウ
連続過分割加速放射線治療

streptococcal angina
chained reinforcement schedule
chain reaction
practice
contraction
lens
plastic ﬁlling instrument
rouleaux formation
continuous X-ray
sequential images，serial images
accelerated hyperfractionation

レンゾクカブンカツカソクホウシャセンチリョウ

連続過分割加速放射線治療法

accelerated hyperfractionation

レンゾクカブンカツカソクホウシャセンチリョウホウ

レ

連続強化 レンゾクキョウカ
連続結紮 レンゾクケッサツ
連続鉤 レンゾクコウ
連続歯牙結紮 レンゾクシガケッサツ
連続歯牙結紮法 レンゾクシガケッサツホウ
連続照射 レンゾクショウシャ
連続多分割照射 レンゾクタブンカツショウシャ
連続多分割照射法 レンゾクタブンカツショウシャホウ
連続弾線 レンゾクダンセン
連続超分割照射 ➡ 連続多分割照射

continuous reinforcement
continuous ligature
continuous clasp
multiple loop wiring
multiple loop wiring
continuous irradiation
hyperfractionation
hyperfractionation
looped spring，continuous spring
hyperfractionation

レンゾクチョウブンカツショウシャ

連続超分割照射法 ➡ 連続多分割照射法

hyperfractionation

レンゾクチョウブンカツショウシャホウ

連続濃度差 レンゾクノウドサ
連続波
【レーザーの】 レンゾクハ（レーザーノ）
連続抜去法 レンゾクバッキョホウ
連続抜歯 レンゾクバッシ
連続変異 レンゾクヘンイ
連続変数 レンゾクヘンスウ
連続縫合 レンゾクホウゴウ
レンツロ レンツロ
レントゲン レントゲン
レントゲン単位 レントゲンタンイ
レントゲン・ラド変換係数 レントゲンラドヘンカンケイスウ
レンニン レンニン
練板 レンバン
連用 レンヨウ
練和 レンワ
練和紙 レンワシ
練和時間 レンワジカン
練和棒 レンワボウ
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syzygetic density diﬀerence
continuous wave
serial extraction method
serial extraction
continuous variation
continuous variable
continuous suture
lentulo
roentgen（R）
roentgen unit
R-rad conversion factor
rennin
mixing slab
chronic administration
mixing
mixing pad
mixing time
pestle

あ
練和用カプセル【アマルガムの】

ロウジンセイシ

capsule for trituration

レンワヨウカプセル（アマルガムノ）

ロ
ロイコシジン ロイコシジン
ロイコジストロフィー ロイコジストロフィー
ロイコタキシン ロイコタキシン
ロイコトキシン ロイコトキシン
ロイシン ロイシン
ロイシン過敏性低血糖症 ロイシンカビンセイテイケットウショウ
ろう ロウ
聾唖学校 ロウアガッコウ
漏洩磁場 ロウエイジバ
漏洩放射線 ロウエイホウシャセン
老化 ロウカ
老化現象 ロウカゲンショウ
老化度 ロウカド
老眼 ロウガン
ろう義歯 ロウギシ
ろう型膨張埋没法 ロウケイボウチョウマイボツホウ
老研式活動能力指標

ロウケンシキカツドウノウリョクシヒョウ

瘻孔 ロウコウ
労災保険 ロウサイホケン
弄指癖防止装置 ロウシヘキボウシソウチ
漏出 ロウシュツ
漏出性出血 ロウシュツセイシュッケツ
老人 ➡ 老年者
老人医療費

ロウジン

ロウジンイリョウヒ

老人乾皮症 ➡ 皮脂欠乏性皮膚炎 ロウジンカンピショウ
老人性萎縮 ロウジンセイイシュク
老人性角化症 ロウジンセイカッカショウ
老人性顔貌 ロウジンセイガンボウ
老人性結核 ロウジンセイケッカク
老人性歯槽吸収 ロウジンセイシソウキュウシュウ

leukocidin
leukodystrophy
leucotaxine
leukotoxin
leucine
leucine-sensitive hypoglycemia
solder
school for the deaf-mute
stray magnetic ﬁeld，
leakage magnetic ﬁeld
leakage radiation
aging，senescence
aging phenomenon
senescence level，degree of senility
presbyopia
wax denture
wax pattern expansion investing
technique
Tokyo metripolitan institute of
gerontology（TMIG）index of
competence
ﬁstula，sinus tract
workers' accident compensation
insurance
ﬁnger guard，sucking preventer
deﬂuxion，diapendesis
haemorrhagia per diapedesin，
diapiresis
aged，senility，senescence，
old age，advanced aged，
the elderly，aging population
medical bill for the elderly，medical expenses for the elderly
senile xerosis
senile atrophy
senile keratosis
senile facial expression
senile tuberculosis
senile alveolar atrophy
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ロ

ロウジンセイシ

老人性紫斑病 ロウジンセイシハンビョウ
老人性難聴 ロウジンセイナンチョウ
老人性変化 ロウジンセイヘンカ
老人性疣贅 ロウジンセイユウゼイ
老人病 ➡ 老年病 ロウジンビョウ
老人病院 ロウジンビョウイン
老人福祉施設 ロウジンフクシシセツ
老人福祉センター ロウジンフクシセンター
老人福祉法

ロウジンフクシホウ

弄唇癖 ロウシンヘキ
老人訪問看護 ロウジンホウモンカンゴ
老人訪問看護療養費

ロウジンホウモンカンゴリョウヨウヒ

老人ホーム ロウジンホーム
老人保健 ロウジンホケン
老人保健事業 ロウジンホケンジギョウ
老人保健施設 ロウジンホケンシセツ
老人保健福祉計画【市町村】

ロ

ロウジンホケンフクシケイカク（シチョウソン）

老人保健福祉圏域
老人保健法

ロウジンホケンフクシケンイキ

ロウジンホケンホウ

老人麻酔 ロウジンマスイ
老人様顔貌 ロウジンヨウガンボウ
老衰 ロウスイ
漏水空隙 ロウスイクウゲキ
弄舌癖 ロウゼツヘキ
ろう付け ロウヅケ
ろう付け用フラックス ロウヅケヨウフラックス
ろう付け用埋没材 ロウヅケヨウマイボツザイ
ろう堤 ➡ 咬合堤 ロウテイ
労働安全衛生管理 ロウドウアンゼンエイセイカンリ
労働安全衛生法 ロウドウアンゼンエイセイホウ
労働医学 ロウドウイガク
労働衛生 ロウドウエイセイ
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senile purpura
presbycusis
senile change
senile wart，senile verruca
diseases of old age，
geriatric disease，geriatrics
geriatric hospital
welfare facility for the elderly
welfare center for the elderly，
welfare center for the aged
Act on Social Welfare for the
Elderly，Law for Welfare of the
Aged
lip habit
home visit nursing for the elderly
care
expenditure of home visit nursing
care
home for the aged
health for the elderly
elderly health care project
facility of the health care service
for the elderly，health services
facility for the elderly
health and welfare planning for the
elderly
health and welfare service area for
the elderly
Health and Medical Service Law
for the Aged，Health and Medical Service Law for the Elderly
geriatric anesthesia
senile appearance
senility
leakage space
tongue habit，tongue interposition
soldering，brazing
ﬂux for soldering
soldering investment
wax rim
occupational safety and health
management
Industrial Safety and Health Law
occupational medicine
occupational health

ローズベンガル

労働衛生行政 ロウドウエイセイギョウセイ
労働科学 ロウドウカガク
労働基準法 ロウドウキジュンホウ
労働災害 ロウドウサイガイ
労働者災害補償保険 ロウドウシャサイガイホショウホケン
労働人口 ロウドウジンコウ
労働適応 ロウドウテキオウ
漏斗状拡大【根管の】 ➡ フレアー形成【根管の】
ロウトジョウカクダイ（コンカンノ）

漏斗状頭蓋 ロウトジョウトウガイ
老年 ロウネン
老年医学 ロウネンイガク
老年医学的総合評価 ➡ 高齢者総合的機能評価
ロウネンイガクテキソウゴウヒョウカ

老年学 ロウネンガク
老年化指数 ロウネンカシスウ
老年看護 ロウネンカンゴ
老年期 ロウネンキ
老年期認知症 ロウネンキニンチショウ
老年歯科医学 ロウネンシカイガク
老年歯科医療 ロウネンシカイリョウ
老年歯科保健 ロウネンシカホケン
老年者

ロウネンシャ

老年症候群 ロウネンショウコウグン
老年人口 ロウネンジンコウ
老年人口指数 ロウネンジンコウシスウ
老年人口割合 ➡ 高齢化率
老年病 ロウネンビョウ
老年病学 ロウネンビョウガク
老年保健 ロウネンホケン
老年麻酔法 ロウネンマスイホウ
ろう様変性 ロウヨウヘンセイ
老老介護 ロウロウカイゴ

ロウネンジンコウワリアイ

ローアングルケース ローアングルケース
ロー症候群 ローショウコウグン
ローズベンガル試験 ローズベンガルシケン
ローズベンガル染色試験 ➡ ローズベンガル試験

occupational health administration
labor science
Labor Standards Law
labor accident，occupational injury
industrial accident compensation
insurance
working population
labor adaptation
funnel shaped preparation of root
canal
ethmocephalia
senility
geriatric medicine
comprehensive geriatric assessment
（CGA）
gerontology
aging index
gerontological nursing
senescence
senile dementia
geriatric dentistry，gerodontology
gerodontics，geriatric dentistry
senile dental health，dental health
care of the aged
senescence，old age，advanced
aged，elderly
geriatric syndrome
aged population
index of elderly population，index
of the elderly population
ratio of the elderly population
senile disease
geriatrics
elderly health care，senile health
geriatric anesthesia
waxy degeneration
elder-to-elder nursing，
elder-to-elder care
low angle case
Lowe's syndrome，Lowe-TerreyMac-Lachlan syndrome，
oculocerebrorenal syndrome
rose bengal test
rose bengal staining test

ローズベンガルセンショクシケン
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ロ

ローターショウ

ローター症候群 ローターショウコウグン
ローチクラスプ ローチクラスプ
ローテーションウェッジ ローテーションウェッジ
ローテーションスプリング ローテーションスプリング
ロート状歯槽骨吸収 ロートジョウシソウコツキュウシュウ
ロープルヘッドギア ロープルヘッドギア
ローラーチューブ培養 ローラーチューブバイヨウ
ローラーボトル培養 ローラーボトルバイヨウ
ローリング法【ブラッシングの】 ローリングホウ（ブラッシングノ）
ロールシャッハテスト ロールシャッハテスト
ロール・テイキング ロールテイキング
ロールフラップ法 ロールフラップホウ
ロール・プレイング ロールプレイング
ロールポイント法 ロールポイントホウ
ローレル指数 ローレルシスウ
ローレンス・ムーン・ビードル症候群

Rotor syndrome
Roach clasp
rotation wedge
rotation spring
funnel shaped alveolar bone
resorption
low-pull headgear
roller tube culture
roller bottle culture
rolling-stroke brushing method，
rolling method
Rorschach test
role taking
roll-ﬂap technique
role playing
roll-point technique
Rohrer index
Laurence-Moon-Biedl syndrome

ローレンスムーンビードルショウコウグン

濾過 ロカ
濾過板 ロカバン
濾過滅菌法 ロカメッキンホウ
ロキシスロマイシン ロキシスロマイシン
ロキソプロフェンナトリウム水和物
ロキソプロフェンナトリウムスイワブツ

ロ

ロキタマイシン ロキタマイシン
六画分 ロクカクブン
6 点法
【プロービングの】 ロクテンホウ（プロービングノ）
肋軟骨移植 ロクナンコツイショク
6- ホスホフルクトキナーゼ ロクホスホフルクトキナーゼ
6- メルカプトプリン ロクメルカプトプリン
ロケット免疫電気泳動 ロケットメンエキデンキエイドウ
ロケット免疫電気泳動法 ロケットメンエキデンキエイドウホウ
露光 ロコウ
ロコモティブシンドローム ロコモティブシンドローム
Rothia dentocariosa ロシアデントカリオーサ
濾紙ディスク法【味覚試験】 ロシディスクホウ（ミカクシケン）
露出 ロシュツ
露出過度 ロシュツカド
露出過度部 ロシュツカドブ
露出時間 ロシュツジカン
露出歯髄 ロシュツシズイ
露出象牙質 ロシュツゾウゲシツ
露出倍数 ロシュツバイスウ
露出不足 ロシュツブソク
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ﬁltration
ﬁlter
sterilization by ﬁltration
roxithromycin
loxoprofen，loxoprofen sodium
hydrate
rokitamycin
sextant
6 points method
costochondral graft
6-phosphofructokinase
6-mercaptopurine
rocket immunoelectrophoresis
rocket immunoelectrophoresis
exposure
locomotive syndrome
paper disc method
exposure
over exposure
over exposure area
exposure time
exposed pulp
exposed dentin
exposure magnifying factor
under exposure

あ
露髄 ロズイ
ロストワックス法 ロストワックスホウ
ロゼット形成 ロゼットケイセイ
ロタメーター ロタメーター
6 級窩洞 ロッキュウカドウ
ロッキング ロッキング
ロッキングモーション ロッキングモーション
ロック ロック
ロックウェル硬さ ロックウェルカタサ
肋骨移植 ロッコツイショク
六方晶 ロッポウショウ
六方晶系 ロッポウショウケイ
ロトソニックスケーラー ロトソニックスケーラー
ロドプシン ロドプシン
ロバンシークエンス ➡ ピエール・ロバン症候群

あ

あ

ワイショウシ

pulp exposure
lost wax process
rosette formation
rotameter
class 6 cavity
locking
rocking motion
lock
Rockwell hardness
rib graft
hexagonal form
hexagonal system
rotosonic scaler
rhodopsin
Robin sequence

ロバンシークエンス

ロビンソンブラシ ロビンソンブラシ
濾胞型 ロホウガタ
濾胞状エナメル上皮腫 ロホウジョウエナメルジョウヒシュ
濾胞性歯囊胞 ロホウセイシノウホウ
濾胞性腺腫 ロホウセイセンシュ
濾胞性リンパ腫 ロホウセイリンパシュ
ロマ・リンダ法 ロマリンダホウ
ロメフロキサシン塩酸塩 ロメフロキサシンエンサンエン

あ

ロルノキシカム ロルノキシカム
ロングコーン ロングコーン
ロングコーンテクニック ロングコーンテクニック
ロングセントリック ロングセントリック
ロングセントリックオクルージョン
ロングセントリックオクルージョン

ロングネックバー ロングネックバー
ロングピン陶歯 ロングピントウシ
ロングフェースシンドローム
ロンベルグ試験 ロンベルグシケン

あ

あ
ロングフェースシンドローム

Robinson brush
follicle type
follicular ameloblastoma
dentigerous cyst
follicular adenoma
follicular lymphoma
Loma Linda technique
lomeﬂoxacin，lomeﬂoxacin
hydrochloride
lornoxicam
long cone，extension cone
long cone technique
long centric
long centric occlusion

ワ

long neck bur
long-pin porcelain tooth
long face syndrome
Romberg's test

ワ
ワーディル法 ワーディルホウ
ワーデンブルグ症候群 ワーデンブルグショウコウグン
Y 型形成術 ワイガタケイセイジュツ
Y 軸 ワイジク
Y 軸角 ワイジクカク
矮小歯 ワイショウシ

Wardill method
Waardenburg's syndrome
Y-plasty
Y-axis
Y-axis angle
dwarfed tooth，microdont
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ワイスゴールド

ワイスゴールドの分類 ワイスゴールドノブンルイ
Y 染色体 ワイセンショクタイ
歪度 ワイド
ワイドセントリック ワイドセントリック
ワイドセントリックオクルージョン

Weisgold's classiﬁcation
Y-chromosome
skewness
wide centric
wide centric occlusion

ワイドセントリックオクルージョン

ワイヤークラスプ ➡ 線鉤 ワイヤークラスプ
ワイヤー結紮固定 ワイヤーケッサツコテイ
ワイヤー結紮固定法 ワイヤーケッサツコテイホウ
ワイヤーシールド ワイヤーシールド
ワイヤーニッパー ワイヤーニッパー
ワイヤーレジン固定 ➡ A- スプリント

wire clasp
wire ligature splint
wire ligature splint
wire shield
wire nipper
wire-resin splint

ワイヤーレジンコテイ

ワイル・フェリックス反応 ワイルフェリックスハンノウ
ワインガルトのユーティリティプライヤー

Weil-Felix reaction
Weingart pliers

ワインガルトノユーティリティプライヤー

和解 ワカイ
若木骨折 ワカギコッセツ
ワクチン ワクチン
ワズムンド・ヴンダラー法 ワズムンドヴンダラーホウ
ワズムンド骨切り術 ワズムンドコツキリジュツ
ワズムンドの歯肉溝延長術

compromise
green-stick fracture
vaccine
Wassmund-Wunderer method
Wassmund osteotomy
Wassmund sulcus extension

ワズムンドノシニクコウエンチョウジュツ

ワズムンドの切開 ワズムンドノセッカイ
ワックス ワックス
ワックスアップ ワックスアップ

ワ

ワックスウォーマー ワックスウォーマー
ワックスカーバー ワックスカーバー
ワックスコーンテクニック ワックスコーンテクニック
ワックススパチュラ ワックススパチュラ
ワックスバイト ワックスバイト
ワックスバス ワックスバス
ワックスパターン ワックスパターン
ワックスパターン製作法 ワックスパターンセイサクホウ
ワックス分離材 ワックスブンリザイ
和辻・デンケル法上顎洞根治術

Wassmund incision
wax
wax pattern making，wax up，
preparation of the wax pattern，
waxing up
wax warmer
wax carver
wax cone technique
wax spatula
wax bite
wax bath
wax pattern
method of making dental wax
pattern
separating medium for wax pattern
Watsuji-Denker method

ワツジデンケルホウジョウガクドウコンチジュツ

ワッセルマン反応 ワッセルマンハンノウ
ワトソン・クリック模型 ワトソンクリックモケイ
ワルクホッフ小球 ワルクホッフショウキュウ
ワルダイエル輪 ワルダイエルリン
ワルチン腫瘍 ワルチンシュヨウ
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Wassermann reaction
Watson-Crick model
Walkhoﬀ palatal ball
Waldeyer ring
Warthin tumor

ワンピースキャ

ワルトン管 ワルトンカン
ワルファリンカリウム ワルファリンカリウム
ワレンの分類 ワレンノブンルイ
ワレンベルグ症候群 ワレンベルグショウコウグン
彎曲根 ワンキョクコン
彎曲根管 ワンキョクコンカン
彎曲歯 ワンキョクシ
彎曲徴 ワンキョクチョウ
ワング法 ワングホウ
ワンサン潰瘍性歯肉炎 ワンサンカイヨウセイシニクエン
ワンサン口峡炎 ワンサンコウキョウエン
ワンサン口内炎 ワンサンコウナイエン
ワンサン歯肉炎 ワンサンシニクエン
腕神経叢ブロック ワンシンケイソウブロック
彎刃刀 ワンジントウ
ワンスクリューテスト ワンスクリューテスト
ワンステップ接着システム ワンステップセッチャクシステム
彎剪刀 ワンセントウ
ワンピースインプラント ワンピースインプラント
ワンピースキャスト法 ワンピースキャストホウ

Wharton duct
warfarin，warfarin potassium
Warren classiﬁcation
Wallenberg syndrome
curved root
curved root canal
dilacerating tooth，curved tooth
curve symbol
Wang method
Vincent ulcerative gingivitis
Vincent angina
Vincent stomatitis
Vincent gingivitis
brachial plexus block
crescent-shaped knife
one screw test
one-step bonding system
curved scissors
one-piece implant
one-piece cast method

ワ
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あ
英 文 索 引
数字・ギリシャ文字
α/β ratio 12
α-actinine 12
α-adrenergic action 12
α-adrenergic agonists 8
α-adrenergic antagonists 8
α-adrenergic receptor 8
α-blocker 12
α-blocking drug 12
α-calcidol 12
α-chain disease 12
α-decay 12
α-disintegration 12
α-ﬁber 12
α-helix structure 12
α-hemihydrate gypsum 12
α-ketoglutaric acid 12
α-lactalbumin 12
α-motoneuron 12
α-motor ﬁber 12
α-particle 12
α-prodine 12
α-ray 12
α-receptor antagonist 12
α-receptor blocking drug 12
α-rhythm 12
α-rigidity 12
α-TCP 12
α-tricalcium phosphate 12
α-wave 12
β-amyloid 551
β-blocker 551
β-calcium sulfate hemihydrate 533，551
β-carotene 551
β-decay 551
β-disintegration 551
β-glucuronidase 551
β-lactam antibiotic 551
β-lactam antibiotic compound 551
β-lactamase 551
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β-lactamase inhibitor 551
β-lactamase producing bacterium 551
β-lactamase producing bacterium strain 551
β-lactams 551
β-oxidation 551
β-particle 551
β-ray 551
β-receptor 551
β-receptor agonist 551
β-receptor antagonist 551
β-rhythm 551
β-sheet structure 551
β-stimulant 551
β-TCP 551
β-titanium alloy 551
β-tricalcium phosphate 551
β-wave 551
γ 120
γ-aminobutyric acid 120
γ-bias 120
γ-camera 120
γ-carboxyglutamic acid 120
γ-chain disease 120
γ-correction 120
γ-ﬁber 120
γ-globulinemia 120
γ-glutamyltransferase 120
γ-GPT 120
γ-knife 120
γ-loop 120
γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane 120
γ-motoneuron 120
γ-motor 120
γ-motor ﬁber 120
γ-motor system 120
γ-MPTS 120
γ-ray 120
γ-ray beam sterilization 120
γ-rigidity 120
γ-system 120
δ-rhythm 437
δ-wave 437

aberrant salivary gland

ε-aminocaproric acid 51
θ-wave 252
π meson 483
χ 2 distribution 70
χ 2 test 70
1α,25-dihydroxyvitamin D3 21
1α-hydroxyvitamin D3 21
1.5-year-old children 24
10 day-rule 444
17-ketosteroid 290
18-8 stainless steel 292
19F-nuclear magnetic resonance 289
180-degree pulse 517
2DFT 427，465
2,4-dinitrophenol 471
22q11 deletion syndrome 467
24,25-dihydroxyvitamin D3 467
25-hydroxyvitamin D3 466
2025 problem 467
3-dehydroretinol 250
3D chemical shift imaging 342
3D CSI 342
3D CT image 248
3D fast gradient echo 342
3D fast spin echo 343
3D FGRE 342
3D FSE 343
3D imaging 342，343
3D printer 343
3D projection reconstruction method 343
3DFT 248，342
3DS 342
3MIX 343
3ʼ-phosphoadenosine 5ʼ-phosphosulfate
98，250
3,3ʼ,5-L-triiodothyronine 248
3,3ʼ,5,5ʼ-L-tetraiodothyronine 248
3,4-dihydroxyphenylalanine 251，450
3,5-diiodotyrosine 247
31P-nuclear magnetic resonance 248
304L stainless steel 250
316L stainless steel 245
4-acryloyloxyethyl trimellitate 608
4-AET 608
4-MET 608

4-META 608
4-methacryloyloxyethyl trimellitate 608
4-methacryloyloxyethyl trimellitate anhydride
608
4 points method 608
5p-syndrome 224，473
50 lethal concentration 499
50 lethal dose 499
6-mercaptopurine 632
6-phosphofructokinase 632
6 points method 632
67
Ga 104
67
Ga citrate 155
90-degree pulse 135
99m
TcO4- 436
99m
Tc-pertechnetate 436

Ａ
A 16，43
a-ADCO2 449
A-aDO2 485
A band 43
A-cell 569
A-B diﬀerence 43
A-B plane angle 43
A-mode 43
A-mode method 44
A-point 43
a-Se 507，509
A-splint 43
A-δ ﬁber 43
A-δ nerve ﬁbers 43
Abbe method 7
Abbe-Estlander method 7
abberation into the maxillary sinus 303
ABC 43，279
abdominal breathing 530
abdominal cavity 529
abdominal distension 531
abdominal ﬁssure 531
abdominal pain 531
abdominal respiration 530
aberrant salivary gland 590
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Ａ

aberration

Ａ

aberration 289
abetalipoproteinemia 589
abfraction 9
ABH substance 43
abient behavior 482
ability of mastication 389
ablactation 615
ablation 117，305，487
ablative surgery 358
ABM 43
abnormal behavior 19
abnormal dental arch form 317
abnormal eruption 564
abnormal habit 19，540
abnormal healing 19
abnormal hemoglobin 19
abnormal jaw movement 83
abnormal psychology 19
abnormal pulse 585
abnormal root 19
abnormal salivation 401
abnormal staining of the enamel 48
abnormal superior labial frenulum 306
abnormal superior labial frenum 306
abnormal swallowing habit 19，539
abnormal tubercle 19
abnormalies in number of teeth 272
abnormality of basal seat mucosa 126
abnormality of blood pressure 168
abnormality of coagulation factor 141
abnormality of ﬁbrinolytic system 377
ABO blood type 43
ABO incompatibility 43
abortion 617
abortive infection 532
abrasion 519，579
abrasion test 579
abrasive bony change 390
abrasive disc 9
abrasive particle 455
abrasive point 9
abrasive wear 9
abrasive wheel 9
abrasivity 579
abreaction 315
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abruption 487
ABS 15，435
abscess 479
abscess formation 479
abscess incision 479
absence 173
absence of uvula 185
absolute alcohol 588
absolute alveoplasty 360
absolute arrhythmia 360
absolute contraindication 359
absolute growth 359
absolute humidity 359
absolute temperature 359
absorbable gelatin sponge 135
absorbable hemostatic 135
absorbable membrane 135
absorbance 134
absorbed dose 135
absorbed dose conversion factor 135
absorbed dose distribution 135
absorbed dose rate 135
absorbent 135
absorbent cotton 404
absorbent paper point 551
absorption 135
absorption area 135
absorption atelectasis 135
absorption coeﬃcient 135
absorption edge 135
absorption edge wavelength 135
absorption rate 135
absorption spectrum 135
absorption test 139
absorptive action 135
abstinence symptom 152
abstinence syndrome 152
abuse 132
abusement 132
abutment 9，276
abutment analog 9
abutment and connector 276
abutment connection 9
abutment cylinder 9
abutment fracture 9

acid agglutination

abutment impression 9
abutment level impression 9
abutment material 9
abutment retrieval instrument 9
abutment screw 9
abutment shaft 9
abutment tooth 276
abutment-implant interface 9，34
AC 209
acanthomatous ameloblastoma 49
acanthosis nigricans 214
acardius 588
acardius pseudoacephalus 132
acatalasemia 586
accelerated acute rejection 385
accelerated fractionation 96
accelerated hyperfractionation 95，628
accelerated repopulation 95
accelerating agent 385
acceleration/deceleration syndrome 589
acceleration-extension injury 89
accelerator 96，385
acceptable concentration 148
acceptable daily intake 358
acceptable dose 147
acceptable limit 147
acceptable risk 148
acceptance 297
acceptance of disability 301
access cavity 4
access cavity preparation 332
access hole 4
access opening 332
accessional tooth 94
accessory attachment 569
accessory canal 530
accessory cause 528
accessory cell 569
accessory cusp 529
accessory foramen 530
accessory groove 529
accessory ligament 530
accessory nerve 530
accessory parathyroid 531
accessory point 4

Ａ

accessory ridge 531
accessory root 530
accessory root canal 530
accessory salivary gland 531
accessory salivary gland duct 531
accessory symptom 335
accessory tubercle 529
accident 3
accidental falls 441
accidental ingestion 183
accidental pulp exposure 155
acclimation 298
acclimatization 298
accommodation 422，435
accountability violation 361
accumulation 290，414
accumulative dose 414
accuracy 90，344
accuracy of impression 30
ACD 43，311
ACEI 14
acellular cementum 588
acemetacin 6
aceruloplasminemia 589
acetaminophen 5
acetic acid 242
acetone 5
acetyl CoA 5
acetyl coenzyme A 5
acetylation 5
acetylcholine 5
acetylcholine receptor 5
acetylcholineesterase 5
acetylcholinesterase 324
acetylsalicylic acid 5
acetylspiramycin 5
achalasia 3
acheilia 199
achilles tendon reﬂex 3
aching ache 38
aching pain 38
achondroplasia 462
achromatic color 588
acid 245
acid agglutination 247
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acid anhydride

Ａ

acid anhydride 250
acid-base 245
acid-base balance 245
acid-base balance disturbance 245
acid-base equilibrium 245
acid-base imbalance 245
acid-decalciﬁcation theory 250
acid-etch technique 245
acid-etch technique for cavity margin 76
acid etching 245
acid etching technique 245
acid-fast bacteria 197
acid-fast stain 197
acid-fast staining 197
acid-forming salt 247
acid mucopolysaccharide 249
acid nonsteroidal antiinﬂammatory drug 249
acid phosphatase 249
acid production ability 248
acid rain 249
acid resistance 394
acid resistance of tooth 268
acid resistance test 394
acid resistance test of tooth 268
acidiﬁer 247
acidity 249
acidogenic bacteria 248
acidophilic bacteria 197
acidophilic carcinoma 197
acidosis 5
acidulated phosphate ﬂuoride solution 620
aciduric bacteria 394
acinic cell carcinoma 376
aclarbicin 4
aclarbicin hydrochloride 4
ACLS 465
acne 243
acne-like eruption 243
aconitase 4
acoustic characteristic impedance 66
acoustic coupler 66，420
acoustic frame rate 66
acoustic impedance 66
acoustic lens 66
acoustic macula 549
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acoustic middle shadow 66
acoustic neurinoma 422
acoustic neuroma 422
acoustic schwannoma 422
acoustic shadow 66
acoustic stand-oﬀ 420
acoustic test 66
acquired cause 204
acquired deformity 204
acquired desmosis 203
acquired disease 203
acquired disposition 203
acquired heart disease 203
acquired hyperostosis syndrome 244
acquired immunity 90
acquired immunodeﬁciency syndrome 41，
204
acquired malformation 204
acquired pellicle 90
acquired predisposition 90
acquired resistance 90
acquired syphilis 203
acquisition matrix 290
acquisition system of resistance 396
acquisition time 243，290
ACR 43，549
ACR-NEMA 43，549
ACR-NEMA standard 43，549
acrania 589
acridine dyes 4
acrinol 4
acrocephalosyndactyly 374
acrocephalosyndactyly type Ⅰ 411
acrocephaly 374
acrodont 410
acrodynia 372
acromegaly 276，372
acromion 182
acrosclerosis 372
acrylate 4
acrylic impression material 4
acrylic resin 4
acrylic resin base denture 626
acrylic resin cement 4
acrylic resin crown splint 4

acute hepatitis

acrylic resin faced cast crown 626
acrylic resin impression tray 626
acrylic resin restoration 4
Act Concerning the Promotion of Community
Healthcare and Caregiving 28
Act Concerning the Promotion of Dental and
Oral Health 256
Act on Assurance of Medical Care for Elderly
People 209
Act on Social Welfare for the Elderly 630
Act on the Prevention of Abuse for Persons
with Disabilities 300
Act on the Prevention of Elder Abuse 209
Act on the Protection of Personal Information
215
Act on the Safety of Regenerative Medicine
236
ACTH 531
actin 4
actin ﬁlament 4
actinin 4
Actinomyces bovis 4
Actinomyces israelii 4
Actinomyces naeslundii 4
Actinomyces odontolyticus 4
Actinomyces viscosus 4
actinomycetes 565
actinomycin D 4
actinomycosis 565
action 183
action current 99
action potential 99
activated macrophage 98
activated partial thromboplastin time 98
activated sludge method 98
activating system 131
activating system of plymerization 289
activation 98
activation analysis 561
activation energy 98
activation heat 99
activator 4，98，131，385
activator headgear appliance 4
active 80 health plan 4，214
active carrier 99

active center 98
active denture guidance 478
active exercise 279
active guide 4
active immunity 478
active immunotherapy 478
active ingredient 600
active learning 478
active lesion 99
active mandibular opening 478
active movement 279
active plate 304
active site 98
active transport 478
active treatment 448
activities parallel to daily living 344
activity 98
activity coeﬃcient 99
activity limitations 99
activity of daily living 43，468
actomyosin 4
actual focus 277
actual image 278
acupuncture 262，495
acupuncture anesthesia 495
acupuncture therapy 495
acusection 439
acute action 138
acute adrenal insuﬃciency 139
acute alveolar abscess 138
acute alveolar ostitis 138
acute angle-closure glaucoma 137
acute anterior poliomyelitis 138
acute apical abscess 138
acute apical periodontitis 138
acute apical serous periodontitis 138
acute apical simple periodontitis 138
acute apical suppurative periodontitis 137
acute attack 139
acute caries 136
acute exposure 139
acute febrile disease 139
acute gangrenous pulpitis 136
acute glomerulonephritis 138
acute hepatitis 137
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Ａ

acute herpetic gingivostomatitis

Ａ

acute herpetic gingivostomatitis 139
acute idiopathic polyneuritis 139
acute infectious disease 138
acute inﬂammation 137
acute inﬂammation of ﬂoor of mouth 137
acute injury 138
acute intermittent form 137
acute leukemia 139
acute lymphadenitis 139
acute lymphocytic leukemia 139
acute lympho-nodular pharyngitis 139
acute mandibular osteomyelitis 137
acute maxillary sinusitis 138
acute myelocytic leukemia 137
acute myeloid leukemia 137
acute myocardial infarction 138
acute narrow-angle glaucoma 137
acute necrotizing ulcerative gingivostomatitis
136
acute nephritis 138
acute nephritis syndrome 138
acute occlusal trauma 137
acute odontogenic infection 138
acute odontogenic maxillary sinusitis 138
acute odontogenic peritonsillitis 138
acute osteitis of jaw 137
acute osteomyelitis 137
acute osteomyelitis of jaws 137
acute ostitis of jaw 137
acute pain 138
acute parotitis 138
acute partial purulent pulpitis 136
acute partial serous pulpitis 136
acute partial simple pulpitis 136
acute partial suppurative pulpitis 136
acute periapical abscess 138
acute pericoronitis of wisdom tooth 138
acute phase reactant 137
acute poisoning 138
acute poliomyelitis 137
acute promyelocytic leukemia 138
acute pseudomembranous candidiasis 137
acute pulpitis 138
acute purulent lymphadenitis 137
acute purulent sialoadenitis 137
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acute radiation death 139
acute radiation injury 139
acute radiation syndrome 139
acute rejection 137
acute serous apical periodontitis 138
acute serous pulpitis 138
acute sialadenitis 138
acute sialoadenitis 138
acute simple apical periodontitis 138
acute simple partial pulpitis 136
acute simple pulpitis 138
acute stage 137
acute submandibular lymphadenitis 137
acute submandibular sialoadenitis 137
acute suppurative alveolar ostelitis 137
acute suppurative alveolar ostlitis 137
acute suppurative apical periodontitis 137
acute suppurative arthritis of TMJ 137
acute suppurative inﬂammation 137
acute suppurative osteomyelitis of mandible
137
acute suppurative osteomyelitis of maxilla
137
acute suppurative periodontitis 137
acute suppurative periostitis of mandible 137
acute suppurative periostitis of maxilla 137
acute suppurative pulpitis 137
acute total pulpitis 138
acute total serous pulpitis 138
acute total simple pulpitis 138
acute total suppurative pulpitis 138
acute toxicity 138
acute toxicity test 138
acute venous congestion 136
acyanotic group 512
acyclovir 5
acyl carrier protein 5
acyl group transfer 5
acylation 5
ADA speciﬁcation 43
adamantinoma 6
Adams clasp 6
Adams pliers 6
adaptation 6，299，435
adaptation mechanism 435

adjacent tooth

adaptation technique 6
adaptive behavior 435
adaptive behavior scale 435
ADC 8，43，584
ADC map 43
ADC value 43
ADCC 202
added ﬁlter 528
addiction 21，284
addiction-forming drug 288
Addisonʼs disease 5
Addison-Biermer anemia 5
Addison-Biermer syndrome 5
addition 378
addition polymerization 528
additional ﬁlter 528
additional tooth 94
additional unit 569
additive 438
additive action 378
additive eﬀect 378
additive element 438
additive intensiﬁcation 444
additive risk projection model 378
adenine 7
adenoacanthoma 377
adenocarcinoma 366
adenohypophysis 366
adenoid 7
adenoid cystic carcinoma 377
adenoid face 7
adenoid facial expression 7
adenoid squamous cell carcinoma 377
adenoid vegetation 32
adenoidectomy 7
adenoma 369
adenomatoid odontogenic tumor 377
adenomyoma 366
adenosarcoma 375
adenosine 7
adenosine 5ʼ-diphosphate 7，43
adenosine 5ʼ-monophosphate 7
adenosine 5ʼ-triphosphatase 43
adenosine 5ʼ-triphosphate 7，43
adenosine triphosphate disodium 7
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adenosquamous carcinoma 376
adenovirus 7
adenovirus pneumonia 7
adenylate cyclase 7
adenylate kinase 7
adenylic acid 7
ADH 209
ADHD 417
adherence 7，533
adherend 512
adherend treatment 512
adherent denticle 552
adherent odontoma 533
adhesin 533
adhesion 360，533，602
adhesion apparatus 360
adhesion bridge 360
adhesion factor 360
adhesion molecule 360，533
adhesion of dental plaque 536
adhesion technique 360
adhesion technique to tooth structure 268
adhesiotomy 602
adhesive 360
adhesive agent 574
adhesive force 475
adhesive monomer 360
adhesive plaster 499
adhesive resin 360
adhesive resin cement 360
adhesive resin restoration 360
adhesive resin splint 360
adhesive restorative material 360
adhesive strength 360
adhesive subcoating layer 276
adhesive water-insoluble glucan 475
adhesive wear 144
adhesiveness 533
ADI 358
adipocere 317
adipocytokine 7
adipose stem cell 284
adipose tissue 284
adiposity 516
adjacent tooth 620

643

adjustable anterior guidance
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adjustable anterior guidance 359
adjustable articulator 422
adjustable diaphragm 102
adjustable posterior guidance 105
adjustable pressure limiting valve 422
adjusting schedule 422
adjustment 435
adjustment disorder 435
adjustment of condylar guidance 105
adjuvant 5
adjuvant arthritis 5
adjuvant chemotherapy 569
adjuvant immunochemotherapy 569
adjuvant immunotherapy 569
ADL 43，468
administration 143
administration of drug 449
administration of environment 109
administrative autopsy 143
administrative oﬃce 143
administrative organization 143
adolescence 270，350
adolescent growth spurt 270
adolescent health 270
ADP 7，43
adrenal cortex 530
adrenal cortical insuﬃciency 531
adrenal crisis 139
adrenal dysfunction 531
adrenal gland 530
adrenal medulla 530
adrenaline 8
adrenaline hypersensitivity 8
adrenergic agent 8，187
adrenergic blocking agent 8
adrenergic blocking drug 8
adrenergic drug 8
adrenergic nerve 8
adrenochrome monoaminoguanidine methane
sulfonate 8
adrenocortical hormon 531
adrenocortical steroid 531
adrenocorticosteroid 226
adrenocorticotropic hormone 531
adrenogenital syndrome 530
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adrenoleukodystrophy 530
adriamycin 8
adsorbed water 139
adsorption 139
adult 346
adult dental health 346
adult disease 347
adult dose 347
adult guardianship system 350
adult health care 347
adult health project 347
adult periodontitis 347
adult respiratory distress syndrome 346
adult stem cell 348
adult T-cell leukemia 347
adult T-cell lymphoma 347
adulthood 346
adult-type swallowing 345，346
advanced aged 629，631
advanced cardiac life support 465
advanced glycation endproduct 235
advanced life support 205
advanced treatment hospital 451
advancement 376
advancement ﬂap 328
adverse event 599
adverse reaction 530，599
adverse reﬂex 599
advocacy 604
adynamia 154
AEC 279
AED 43，279
aerial hypha 125
aerobic bacteria 188
aerobic metabolism 188
aerosol 40
aerosol therapy 40，547
aerosolization 547
aerotolerant anaerobe 392
AES 60
aesthetic bracket 329
aesthetic prostheses 329
aesthetic restoration 329
aesthetics 329
AFC 202

air abrasion

aﬀection 112
aﬀectional deprivation 2
aﬀerent 136
aﬀerent ﬁber 136
aﬀerent lymphatics vessel 603
aﬀerent nerve 136
aﬀerent neuron 136
aﬃnity column chromatography 9
aﬀricate 487
AFG 43
aﬁbrinogenemia 589
after eﬀect of disease 183
aftercare 9，266
after-hyperpolarization 187
after-image 249
afterload 207
afterloading technique 201，204
after-loading technique 204
after-sensation 246
after-sleep 200
AGA 13
agammaglobulinemia 587
agar alginate combined impression 118
agar based impression material 118
agar gel electrophoresis 118
agar impression 118
agar impression material 118
agar plate 118
agar plate media 118
age-adjusted death rate 476
age change 105
age class 476
age cohort 476
age composition 476
age distribution 476
age estimation 476
age factor 476
age-hardenable alloy 265
age hardening 265
age-related macular degeneration 105
aged 629
aged population 631
aged society 209
aged society with a falling birthrate 305
aged society with fewer children 305

ageing process 105
agenesis of condyle process 86
agenesis of mandibular condyle 86
agenesis of mental protuberance 64
agenesis of the condylar process 78
agents for disease of oral mucous membrane
191
agents for oto-rhinologic use 283
agents for periodontal disease 269
agents for treatment of oral mucosa 191
ageusia 583
ageusis 583
agglutination 142
agglutination reaction 142
agglutinin 142
agglutinogen 142
aggregate 142
aggregated detriment 381
Aggregatibacter actinomycetemcomitans 4
aggregation 142
aggression 192
aggressive ﬁbromatosis 324
aggressive periodontitis 324
aging 105，209，629
aging index 631
aging phenomenon 629
aging population 629
aging society 209
aglossia 589
aglossia-adactylia syndrome 589
aglycone 4
agnathia 586
agnea 278
agnosia 278
agonist 244，296
agranulocytosis 587
Ah-line 1
AHG 192
AHG deﬁciency 43
aichmophobia 365
aid for caring 69
AIDS 41，204
AIDS related complex 41
AIPC 42，271，509
air abrasion 40
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air abrasive method
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air abrasive method 40
air brush 40
air coolant 40
air embolism 155
air-ﬂuid level 44
air gap technique 40
air humidity 127
air kerma 155
air kerma rate constant 155
air-liquid interface 128
air motor 40
air pollution 392
air pressure 123
air pressure casting 155
air scaler 40
air sinus 108
air space 108
air syringe 40
air tight container 132
air trapping 155
air velocity index 128
air vent 40
airborne infection 155
airborne-particle abrasion 250
airbrasive method 40
airturbine 40
airturbine handpiece 40
airway 129
airway conductance 129
airway management 129
airway obstruction 129
airway pressure 129
airway protection 129
airway resistance 129
airway secretion 129
Akers clasp 43
ala of nose 520
alanine 11
alanine transaminase 11，43
ALARA 11
albinism 487
Albright hereditary osteodystrophy 62
Albright syndrome 62
albumin 12
albuminous degeneration 411
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alclofenac 11
alcohol 11
alcohol block 11
alcohol blow torch 11
alcohol dehydrogenase 11
alcohol torch 11
alcoholism 11
ALD 530
aldehyde 12
aldehyde dehydrogenase 12
aldehyde lyase 12
aldol condensation 12
aldolase 12
aldose 12
aldosterone 12
aldosteronism 12
alendronate 13
aleukemic leukemia 513
alexin 13
algae 383
algesimetry 427
alginate impression 12
alginate impression material 12
alginate separating medium 12
algometer 426
algophobia 447
ALHE 196
ALI 475
aliasing 42，65
aliasing artifact 65
aligner type orthodontic appliance 11
alimentary glycosuria 312
alimentary hyperglycemia 312
alkali 11
alkaline phosphatase 11
alkalizing agent 250
alkalosis 11
alkylating agent 11
all ceramic crown 61
all ceramic ﬁxed partial denture 61
all fresh air system 370
all-in-one adhesive 61
all-or-none law 366
all-or-nothing law 366
all proportional solid solution 377

alveolar foramen

allantoic inoculation 471
allelic gene 399
allergen 13
allergic contact cheilitis 13
allergic diathesis 13
allergic disease 13
allergic food poisoning 13
allergic gingivitis 13
allergic granulomatous angiitis 13
allergic inﬂammation 13
allergic maxillary sinusitis 13
allergic predisposition 13
allergic purpura 13
allergic reaction 13
allergic rhinitis 13
allergic sialoadenitis 13
allergic stomatitis 13
allergic test 13
allergy 13
allergy type contact dermatitis 13
alloarthroplasty 26，321
allodynia 13
allogeneic bone graft 446
allogenic microbial succession 446
allogenic transplantation 446
allograft 446
allometry 382
alloplast 26
alloplasty 26
allopurinol 13
allosteric eﬀect 13
allosteric enzyme 13
allosteric modiﬁer 13
allosteric site 13
allotype 13
allowable concentration 148
alloxan 13
alloy 188
alloy for metal-ceramics 445
allysine 11
alminoprofen 13
Alportʼs syndrome 12
ALS 43
ALT 11，43
alteration 557
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alterative inﬂammation 556
altered cast technique 65
altered states of consciousness 18
alternate hemiplegia 202
alternate sugar 398
alternating current 209
alternating food and liquid swallows 314
alternative complement pathway 529
alternative hypothesis 399
alternative pathway 552
alternative schedule 372
alterness 88
alum 586
alumina 12
aluminium oxide 245
alumino-silicate glass 13
aluminous core ceramic 182
aluminous point 12
aluminous porcelain 13
aluminum acetate solution 242
aluminum chloride 54
aluminum equivalent 13
aluminum potassium sulfate 617
aluminum salt 13
aluminum step wedge 13
alundum 11
alveloplasty 274
alveolar 263
alveolar abscess 275
alveolar arch 274
alveolar-arterial diﬀerence 485
alveolar-arterial oxygen diﬀerence 485
alveolar bone 274
alveolar bone fracture 274
alveolar bone proper 225
alveolar bone resorption 274
alveolar canal 274
alveolar cleft 91，275
alveolar crest 275
alveolar crest ﬁber 275
alveolar crest line 275
alveolar crestal incision 274，275
alveolar dead space 485
alveolar equation 485
alveolar foramen 274
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alveolar fossa

Ａ

alveolar fossa 274
alveolar fracture 274
alveolar gas 485
alveolar gas exchange 485
alveolar hard line 274
alveolar hypoventilation 485
alveolar hypoxia 485
alveolar macrophage 485
alveolar movement 274
alveolar mucosa 275
alveolar osteotomy 274
alveolar ostitis 274
alveolar-palatal 263
alveolar part 275
alveolar pressure 485
alveolar process 275
alveolar proteinosis 485
alveolar rhabdomyosarcoma 564
alveolar ridge 275
alveolar ridge augmentation 89
alveolar ridge ﬁber 275
alveolar ridge plastics 275
alveolar ridge plasty 89，275
alveolar ridge width 275
alveolar soft part sarcoma 564
alveolar space 485
alveolar structure 565
alveolar tubercle 275
alveolar ventilation 485
alveolar wall 275
alveolocapillary barrier 485
alveologingival ﬁber 274
alveoloplasty 274
alveolus 485
alveolus and palate 200
alveoplasty 89，275
Alzheimer disease 12
Amadori rearrangement 10
amalgam 10
amalgam alloy 10
amalgam condenser 10
amalgam restoration 10
amalgam tattoo 10
ambient dose equivalent 292
amblyopia 286
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ambulation 568
ambulation activities 26
ambulatory 426
ambulatory anesthesia 76，504
AMD 105
amelanotic malignant melanoma 588
amelanotic melanoma 588
amelia 588
ameliﬁcation 48
ameloblast 48
ameloblastic carcinoma 49
ameloblastic ﬁbrodentinoma 49
ameloblastic ﬁbrodentino-sarcoma 49
ameloblastic ﬁbroma 49
ameloblastic ﬁbro-odontoma 49
ameloblastic ﬁbro-odontosarcoma 49
ameloblastic ﬁbrosarcoma 49
ameloblastic sarcoma 49
ameloblastoma 49
amelogenesis 48
amelogenin 11
amenity 11
American College of Radiology 43，549
American College of Radiology-National
Electrical Manufactures Association 43
American College of Radiology-National
Electrical Manufactures Manufacturers
Association 549
American Dental Association speciﬁcation 43
American National Standard Institute 11
American Society of Anesthesiologists 11
amfenac sodium 16
amfenac sodium hydrate 16
amidase 10
amide-type local anesthetic 10
amikacin 10
amikacin sulfate 10
amine 11
amine activating system 11
amine oxidase 11
amino acid 10
amino acid derivative 10
amino acid sequence 10
amino sugar 10
aminoacyl-tRNA synthetase 10

analytic epidemiology

aminocaproric acid 51
aminoglycoside 10
aminoglycoside antibiotics 10
aminopeptidase 10
aminophylline 10
aminopterin 10
aminopyrine 10
aminotransferase 10
amitriptyline 10
amitriptyline hydrochloride 10
ammonia 16
ammoniacal silver nitrate 16
ammoninemia 16
ammonium nitrate 305
ammonium sulfate 617
amnesia 182
amniocentesis 605
amniotic inoculation 606
amorphous 509
amorphous alloy 509
amorphous calcium phosphate 589
amorphous powder 509
amorphous selenium 11，507，509
amount of tissue displacement 501
amount of water absorption 136
amoxicillin 11
amoxicillin hydrate 11
AMP 7
ampere 16
amphidiarthroidal joint 423
amphidiarthrosis 423
ampholyte 618
amphoteric ion 618
amphoteric surfactant 618
amphotericin B 11
ampicillin 15
ampiroxicam 15
amplitude 330
amplitude-mode 43
amplitude-mode method 44
ampule 16
amputation 358
amputation neuroma 360
amyelia 589
amygdololith 558
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amyl nitrite 5
amylase 10
amylo-1,4→1,6-transglucosylase 10
amylo-1,6-glucosidase 10
amyloid 10
amyloid degeneration 10
amyloid-like substance 10
amyloid β 551
amyloidosis 10
amylopectin 11
amylopectin-like polysaccharide 11
amylose 11
amyoplasia 150
amyotonia 154
amyotrophic lateral sclerosis
43，148
amyotrophy 148
anabolic hormone 411
anabolic steroid 411
anabolism 443
anachoresis 8
anaclitic 21
anaerobes 177
anaerobic culture apparatus 177
anaerobic culture chamber 177
anaerobic infection 177
anaerobic jar 177
anaerobic metabolism 177
anaesthesia 107
anaesthesia dolorosa 589
anal phase 208
analbuminemia 586
analeptic 208，390
analeptic agent 208，390
analgesia 426，589
analgesic 426
analgesic action 426
analgesic eﬀect 426
analgesic therapy 426
analog-digital converter 8，43
analog-digital transformation 8
analog image 8
analog to digital converter 8，43
analysis of variance 546
analytic epidemiology 546
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analytical epidemiology 546
analyzing plane 165
analyzing rod 8
ananterior disc displacement with reduction
528
anaphase 187
anaphylactic shock 8
anaphylactoid reaction 8
anaphylatoxin 8
anaphylaxis 8
anaplasia 393
anaplastic carcinoma 393
anatomic impression 74
anatomic landmark 75
anatomic porion 75
anatomical apical foramen 74
anatomical articulator 74
anatomical artiﬁcial tooth 75
anatomical cervical line 74
anatomical crown 74
anatomical dead space 74
anatomical neck 75
anatomical root 75
ANB angle 43
anchor band 500
anchor pin 13
anchor suture 224
anchor tooth 19
anchor wire 19
anchorage 223，224
anchorage bend 13
anchorage curve 13
anchorage loss 14，224
anchorage preparation 224
anchorage source 223
anchorage tooth 19
anchorage value 13
Andersen disease 15
Andresen line 15
androgen 15
anechoic area 586
anelasticity 128
anelectrotonus 604
anemia 522
anemic hypoxia 522
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anemic infarct 522
anesthesia 107，577
anesthesia chart 577
anesthesia dolorosa 589
anesthesia machine 577
anesthesia management 577
anesthesia record 577
anesthesiologist 577
anesthesiology 577
anesthetic action 577
anesthetic agent 578
anesthetic area 577
anesthetic drug 578
anesthetic duration 577
anesthetic equipment 577
anesthetic exposure 577
anesthetic pollution 577
anesthetic potency 577
anesthetic risk 577
anesthetic test 577
anesthetic toxicity 578
anesthetics 578
aneurysm 449
aneurysmal bone cyst 585
ANG 14
angel plan 57
Angelman syndrome 14
angina 14，143
angina pectoris 143
angiogenesis 170
angiogenesis factor 170
angiogenic bone formation 170
angiography 14，171
angiokeratoma 505
angioleiomyoma 171
angiolipoma 170
angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia
196
angioma 111
angiomyoma 170
angioneuropathy 170
angioneurotic edema 170
angiopathia 585
angiopathy 170，585
angiorrhaphy 171

anserine

angiosarcoma 119
angiotensin 14
angiotensin-converting enzyme inhibitor 14
angle 155
angle between buccal and lingual internal cusp
slope 205
Angle class Ⅰ malocclusion 14
Angle class Ⅱ division 1 malocclusion 14
Angle class Ⅱ division 2 malocclusion 14
Angle class Ⅱ malocclusion 14
Angle class Ⅲ malocclusion 14
Angle classiﬁcation of malocclusion 14
angle correction 90
angle former 14
angle of convexity 303
angle of diﬀraction 71
angle of lateral condyle path 386
angle of lateral incisal path 387
angle of mandible 77
angle of mouth 186
angle of reﬂection 498
angle piece 14
angle symbol 155
angle tooth 155
angled undercut 86
angular analysis 90
angular bone defect 334
angular cheilitis 186
angular measurement 90
angulated abutment 90
angulated screw channel abutment 90
angulation 14
angulus oris 186
anhidrosis 587
anhidrotic ectodermal dysplasia 587
animal bite 449
anion 30
anionic polymerization 8
anionic surfactant 8
anisotropic 26
anisotropic diﬀusion 26
anisotropy index 26
ankylocheilia 199
ankylodactylia 144
ankyloglossia 358，361

ankylosed tooth 220
ankylosing spondylitis 144
ankylosis 14
ankylosis of joint 114
ankylosis of TMJ 84
ankylotomy 602
annealed microstructure 597
annealer 303
annealing 597
annealing tray 303
annihilation coincidence detection 43，311
annihilation radiation 311
annual dose equivalent limit 475
annual limit 475
annual limit on intake 475
annulospiral ending 610
anode 604
anodic oxidation 604
anodic polarization 8
anodic reaction 8
anodontia 588
anomalous color vision 261
anomalous innervation 19
anomalous rectiﬁcation 19
anomaly 19
anomaly in tooth eruption 564
anomaly in tooth number 272
anomaly of root formation 266
anomaly of tooth root 267
anomer 8
anopheles 494
anorexia 147，314
anorexia nervosa 320
anorganic bovine mineral 43
anosmia 587
ANOVA 546
anoxemia 431，588
anoxia 249，588
anoxic attack 588
anoxic brain damage 431
anoxic encephalopathy 431
anoxic insult 588
anoxic seizure 588
ANS 375
anserine 14
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ANSI 11
antacid 345
antagonism 128
antagonist 128，393
antagonistic inhibition 128
antagonistic tooth 393
Anteʼs law 15
antedating response 382
antegonial notch 15，365
anterior ascending ramus 369
anterior band 369
anterior bite plate 194
anterior border movement 376
anterior border movement path 376
anterior border of the maxillary sinus 302
anterior clinoid process 369
anterior compartment 376
anterior cranial base 374
anterior crossbite 499
anterior deep bite 369
anterior disc 113
anterior disc displacement 113
anterior disc displacement without reduction
515
anterior discal folds 365
anterior dislocation of TMJ 85
anterior expansion 376
anterior facial height 366
anterior fontanelle 396
anterior guidance 15
anterior guide pin 357
anterior guide table 357
anterior inclined plane of the eminence 117
anterior ligament 370
anterior lingual gland 371
anterior lingual gland cyst 371
anterior loop 15
anterior mandibular alveolar osteotomy 80
anterior mandibular positioner 81
anterior mandibular positioning device 81
anterior maxillary alveolar osteotomy 302
anterior maxillary osteotomy 302
anterior nasal spine 375
anterior openbite 68
anterior palatal bar 375
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anterior part 375
anterior-posterior 368
anterior ratio 15
anterior reference point 376
anterior retraction 369
anterior reversed occlusion 499
anterior superior alveolar artery 369
anterior superior alveolar branches 369
anterior synovial portion 366，376
anterior teeth 368
anterograde amnesia 368
antero-posterior compensating curve 368
antero-posterior curve 368
antero-posterior occlusal curve 368
antero-posterior projection 368
antero-posterior relationship 368
antero-posterior roentgenographic cephalogram
368
anthracosis 411
anthropological base line 331
anthropology 331
anthropometric method 331
anthropophobia 395
anti intraepidermal cellular antibody 207
antiallergic agent 183
antianemic factor 207
antianginal drug 188
anti-anxiety agent 207
antiarrhythmic action 207
antiarrhythmic agent 207
antiasthmatic agent 201
antiasthmatic drug 201
antibacterial action 188
antibacterial activity 188
antibacterial agent 188
antibacterial drug 188
antibacterial material 188
antibacterial property 188
antibacterial spectrum 188
antibacterial substance 188
antibacterial susceptibility test 188
anti-basement membrane antibody 188
antibiotic 200
antibiotic-associated diarrhea 188
antibiotic bioassay 200

antioxidant

antibiotic cover 189
antibiotic pressure 207
antibiotic prophylaxis 189
antibiotic resistance 200
antibiotics 188
antibody 202
antibody deﬁciency syndrome 202
antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
202
antibody excess zone 202
antibody formation 202
antibody-forming cell 202
antibody-mediated hypersensitivity 202
antibody-producing cell 202
antibody production 202
antibody test 202
antibody titer 202
anticancer agent 198
anticancer antibiotic 187
anticaries agent 37
anticaries immunity 183
anticariogenicity 183
anticholinergic agent 196
anticholinergic drug 196
anticholinesterase 196
anticipatory anxiety 606
anticipatory stage 367
anticoagulant 188，192
anticoagulant agent 188
anticoagulant therapy 188
anticoagulation factor 141
anticodon 15
anticonvulsant 192，203
anticurare eﬀect 192
antidementia medicine 472
antidepressant agent 183
antidiarrheal drug 269
antidiarrhoeica 269
antidiuresis 209
antidiuretic hormone 209
antidote 175
antidromic conduction 132
antiemetic 350
antiemetic agent 350
antiepileptic drug 203

antiﬂux 15
antifoaming agent 310
antiformin 15
antifungal activity 199
antifungal agent 199
antifungal antibiotic 199
antifungal drug 199
antifungal spectrum 199
antigen 41，193
antigen-antibody complex 193
antigen-antibody reaction 193
antigen-binding fragment 193
antigen dilution titer 193
antigen excess zone 193
antigen presentation 193
antigen-presenting cell 193
antigen receptor 193
antigen-recognition site 193
antigenic determinant 193
antigenicity 193
antigout agent 203
antigranuloplastic action 464
antigravity muscle 198
antihemophilic factor 192
antihemophilic globulin 192
antihistamine drug 207
antihistaminic 207
antihypnotic 88
anti-inﬂammatory action 184
anti-inﬂammatory analgesic drug 299
anti-inﬂammatory drug 184，299
anti-inﬂammatory enzyme preparation 299
antimetabolic action 394
antimetabolism 394
antimetabolite 394
antimicrobial drug resistance 234
antimicrobial prophylaxis 188
antimicrobial therapy 189
anti-Monson curve 15
antimycotic activity 199
antimycotic drug 199
antinarcotics 579
antineoplastic agent 183
antinuclear antibody 186
antioxidant 196，246
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antiparallel β -structure
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antiparallel β-structure 132
antiparkinson drug 206
antiparkinsonian 206
antiphagocytic 199
antiphlogistic therapy 299
antiplaque agent 197
antiplaque factor 197
antiplasmin agent 207
antiplatelet agent 192
antiport 132
antipruritic drug 426
antipsychotic agent 200
antipsychotic drug 200，319
antipurine drug 207
antipyretic 175
antipyretic action 175
antipyretic analgesic agent 175
antipyrine 15
anti-rachitic factor 192
antiresorptive agent-related osteonecrosis of
the jaw 13，218
antirheumatic action 209
antirheumatic drug 209
antirickettsial antibiotic 209
anti-rotation bend 15
anti-rotation mechanism 73
anti-rotation uprighting spring 15
anti-sense 15
anti-sepsis 309
antiseptic 243，309，565
antiseptic action 565
antiseptic drug 243，309
antiserotonin 201
antiserum 192
antisialagogue 401
antisialic 401
antisocial behavior 498
antisocial personality 498
antispasmodic agent 425
antistreptolysin O 200
antisyphilitic 157
antithrombinⅢ 15
antithrombotic action 192
antithrombotic drug 173，192
antithrombotic therapy 192
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antithyroid drug 194
anti-tip bend 15
antitoxic immunity 205
antitoxin 205
antituberculous drug 192
antitumor agent 198
antitumor immunity 198
antitussive action 425
antitussive drug 425
antitussive eﬀect 425
antiulcer drug 185
antiviral drug 183
antivitamin 207
Antley-Bixler syndrome 15
antologous bone 256
antologous bone graft 256
Antoni A 15
Antoni B 15
antral puncture 446
antrography of the maxillary sinus 303
antrostomy 73
anuria 589
anxiety 523
anxiety disorder 524
anxiety hierarchy 523
anxiety neurosis 524
anxiety of breast 144
anxiety reaction 524
anxiolytic agent 207
anxiolytics 207
aortic aneurysm 397
aortic arch baroreceptor 397
aortic arch syndrome 397
aortic body chemoreceptor 397
aortic reﬂex 397
aortic sinus 397
aortic sinus baroreceptor 397
aortic valve 397
aortic valve disease 397
aortitis syndrome 401
apallic syndrome 277
apastia 147
apatite 9
apatite coated implant 9
APC 193，202

Ar gas laser

APDL 344
Apert syndrome 9
aperture of mouth 210
apex locator 439
apex of gothic arch tracing 9
apex of nose 510
apex of tongue 359
apexiﬁcation 9
apexogenesis 9
APF 620
aphagia 55
aphasia 277
aphonia 184
aphtha 9
aphthae 9
aphthous gingivitis 9
aphthous pharyngitis 9
aphthous stomatitis 9
aphthous ulcer 9
apical abscess 230
apical alveolar abscess 229
apical base 274
apical base theory 274
apical collar 9
apical constriction 229
apical curettage 230
apical ﬁber 230
apical foramen 229
apical fragment 267
apical granuloma 230
apical lesion 230
apical periodontitis 229
apical portion 230
apical projection 230
apical radicular cyst 229
apical ramiﬁcation 230
apical region 230
apical scar 230
apical seat 9
apical step 9
apical stop 9
apical suppurative periodontitis 229
apically positioned ﬂap operation 282
apically repositioned ﬂap operation 282
apicocurettage 230

apicoectomy 230，267
aplasia 587
aplasia of salivary gland 589
aplastic anemia 236
apnea 212，587
apneic oxygenation 587
apneusis 275
apneustic center 275
apocrine gland 10
apoenzyme 10
apolipoprotein 10
aponeuretomy 182
aponeurorrhaphy 182
aponeurosis 182
aponeurotomy 182
apophysis 220
apoptosis 10，240
apparatus 382
apparatus and instrument for cavity preparation
100
apparatus dead space 124
apparatus internal compliance 124
apparatus of extraoral ﬁxation 83
apparent diﬀusion coeﬃcient 584
appetite 314
appetizer 314
appliance for defected jaw 91
application 435
application to mucosa 476
applicator 9
applied behavior analysis 60
appointment system 10
apposition stage 438
appositional growth 438
apprehensive child 506，528
approximal surface 621
apraxia 277
apraxia of swallowing 55
aprosopia 587
aprosopus 587
APTT 98
aqua regia 59
aqueous humor 120
Ar 1
Ar gas laser 12
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arachidonate cascade
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arachidonate cascade 11
arachidonic acid 11
arachidonic acid metabolic product 11
Arachnia propionica 11
arachnoid 157
arbekacin 12
arbekacin sulfate 12
arbitrary condyle axis point 548
arbitration 423
arborescent image 294
arc melting 1
arc type casting machine 1
arch bar splint 375
arch blank 1
arch coordination 1
arch form 316
arch formation chart 1
arch former 1
arch forming pliers 1
arch forming turret 1
arch length deﬁciency 1
arch length discrepancy 1
arch symmetry chart 1
arch wire 1
archaeology 196
archwire 1
arcon type articulator 12
ARDS 346
area 412，617
area monitor 53
area monitoring 53
area survey 109
area under curve 174
area under the ROC curve 1
areca palm 523
areolar tissue 390
arginase 11
arginine 11
argon gas laser 12
argyria 152
argyrosis 153
arhinencephaly 587
ariboﬂavinosis 511
arkansas stone 1
ARMD 105
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armored tube 610
aromatic amino acid 560
ARONJ 13，218
arousal 88
arousal reaction 88
arrangement for cavity preparation 165
arrangement method of reverse articulation
499
arrangement of reverse articulation 196
arrest of development 489
arrest of hemorrhage 264
arrested caries 135，431
arrhythmia 532
arrhythmic activity 521
arrow point 13
arsenic acid 9
arsenic osteomyelitis 510
arsenic periodontitis 510
arsenic poisoning 511
ART 42
arterial-alveolar carbon dioxide tension
diﬀerence 449
arterial bleeding 449
arterial blood oxygen saturation 449
arterial embolism 449
arterial infusion therapy 447
arterial pressure 449
arterial spin labeling 43，449
arteriole 238
arteriosclerosis 449
arteriosclerosis obliterans 550
arteriosclerotic obliteration 550
arteriovenous aneurysm 446
arteriovenous ﬁstula 446
arteriovenous hemangioma 446
arteriovenous malformation 446
arteriovenous oxygen diﬀerence 446
arteriovenous shunt 446
artery 449
artery catheterization 449
artery forceps 449
artery of the pterygoid canal 607
arthralgia 115
arthrectomy 115
arthritis 113

artificial tooth

arthritis of TMJ 84
arthritis purulenta 101
arthrocentesis 114，115
arthrocentesis of TMJ 84
arthrochalasis 115
arthrodesis 115
arthrodia 550
arthrodial joint 550
arthrodysplasia 113
arthroempyema 115
arthroempyesis 115
arthrography 114
arthrography of the superior articular cavity
303
arthrography of the upper joint space 303
arthrography of TMJ 85
arthrogryposis multiplex congenita 374
arthropathy 115
arthroplasty 114
arthroplasty of TMJ 85
arthrorisis 115
arthroscope 114
arthroscopic examination 114
arthroscopic surgery 114，142
arthroscopic surgery of TMJ 84
arthroscopy 114
arthroscopy of TMJ 84
arthrosis 115
arthrosis deformans 556
arthrosis deformans of TMJ 556
arthrosound 114
arthrospore 546
arthrotomography 114
arthrotomy 115
arthroxesis 116
Arthus phenomenon 12
Arthus reaction 12
articular branches 115
articular capsule 116
articular cartilage 115
articular cavity 114
articular chondrocarcinosis 462
articular disc 113
articular disc displacement 114
articular disc kinetics 114
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articular disc mobility 113
articular disc resection 113
articular eminence 114，116
articular joint cavity 114
articular loose body 116
articular surface 116
articular tubercle 114
articulare 1
articulating paper 194
articulation 184，193
articulation test 184
articulation test in pronunciation 211
articulation therapy 184
articulator 194
articulator setting 194
articulatory disorder 184
articulatory function 184
articulatory organs 184
artifact 1
artiﬁcial airway 321
artiﬁcial anus 321
artiﬁcial bladder 323
artiﬁcial bone 321
artiﬁcial circulation 322
artiﬁcial cleaning 322
artiﬁcial embolization 322
artiﬁcial feeding 321
artiﬁcial ﬁstulation 220，323
artiﬁcial foot 128
artiﬁcial gum 322
artiﬁcial heart and lung apparatus 322
artiﬁcial heart-lung apparatus 322
artiﬁcial heart-lung machine 322
artiﬁcial hibernation 323，598
artiﬁcial joint 321
artiﬁcial leg 128
artiﬁcial limb 126
artiﬁcial nipple 322
artiﬁcial nose 323
artiﬁcial organ 322
artiﬁcial plasma extender 398
artiﬁcial radiation 323
artiﬁcial saliva 322
artiﬁcial tongue 322
artiﬁcial tooth 322
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artificial tooth for cross bite occlusion
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artiﬁcial tooth for cross bite occlusion 196
artiﬁcial tooth for denture 311
artiﬁcial valve 323
artiﬁcial ventilation 321
artistic bends 1
aryepiglottic fold 521
arytenoid cartilage 521
as low as reasonably achievable 11
ASA 11
asbestos lining 5
asbestos ribbon 5
ascending palatine artery 304
ascending pulpitis 305
ascending reticular activating system 305
Ascherʼs syndrome 6
Aschner reﬂex 5
Aschnerʼs reﬂex 5
ascites 531
ascomycetes 283
ascorbate oxidase 5
ascorbic acid 5
ascospore 283
asepsis 587
aseptic epiphyse-necrotic syndrome 587
aseptic manipulation 587
aseptic surgical wax 264
aseptic wound 506
asepticism 587
asexual spore 589
asialia 589
ASL 43，449
ASO 200，550
asocial behavior 498
asparagine 5
aspartame 5
aspartate aminotransferase 43
aspartate transaminase 43
aspartic acid 5
Aspergerʼs syndrome 5
Aspergerʼs disorder 5
aspergillosis 5
asphyxia 92，415
asphyxiation 92
aspiration 210
aspiration biopsy 133
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aspiration cytology 368，369
aspiration pneumonia 55，210
aspirative irrigation method 133
aspirator 133
aspirin 5
aspirin dialuminate 5
aspirin-induced asthma 5
aspoxicillin 5
aspoxicillin hydrate 5
assertion training 295，408
assertive training 295，408
assertiveness training 295，408
assessment 5
assessment of independence for brushing，
denture wearing，
mouth rinsing 190，503
assessment of motor ability development 39
assistance 532
assisted respiration 569
assisted ventilation 569
assisted walk 71
assistive device 570
AST 43
astasia-abasia 148
asterixis 493
asteroid body 346
asthenia 589
asthenic type 589
asthenopia 113
asthma 371
astigmatism 612
astomia 587
astringent 293
astringent action 293
astringent styptics 293
astroblastoma 344
astrocytoma 345
astromicin 5
asymmetric carbon atom 532
asymmetric cell division 511
asymmetric echo 511
asymmetric face 511
asymmetric headgear 511
asymmetric tonic neck reﬂex 511
asymmetrical tonic neck reﬂex 511
asymptomatic cerebrovascular disorder 588

attenuation

asynchrony 513
asynergia 144
asystole 325，328
AT 594
atavism 371
ataxia 39
ataxia telangiectasia 170，594
ataxic type 278
atelectasis 587
atelocollagen 7
atelocollagen membrane 7
atelognathia 90
atheroma 7
atheromatosis 7
atherosclerosis 7，294
athetoid type 7
athetosis 7
athletic injury 342
athletic type 39，445
ATL 347
atlanto-occipital joint 118
atmospheric ﬁring 392
atmospheric hypoxia 392
atmospheric pressure 392
atmospheric temperature and pressure 392
ATNR 511
atomic adsorption spectrophotometry 179
atomic bomb injury 181
atomic bomb survivor handbook 181
atomic number 179
atomic structure 179
atomization process 8
atomizer 8
atony 7
atopic dermatitis 8
atopic hypersensitivity 8
atopic inﬂammation 8
atopy 7
ATP 7，43
ATPase 43
atransferrinemia 589
atraumatic indirect pulp capping 42，271，
509
atraumatic restorative treatment 42
atresia 549

atrial 330
atrial arrhythmia 330
atrial ﬁbrillation 330
atrial ﬂutter 330
atrial pressure 330
atrial septal defect 330
atrial tachycardia 330
atrioventricular block 561
atrioventricular bundle 560
atrioventricular conduction 561
atrioventricular conduction disturbance 561
atrioventricular dissociation 560
atrioventricular nodal rhythm 560
atrioventricular septal defect 561
atrium 330
atrophic glossitis 19
atrophic premaxilla 19
atrophy 19
atrophy of alveolar process 275
atrophy of lingual papillae 360
atrophy of salivary gland 400
atropine 8
atropine-like drug 8
atropine sulfate 8
atropine sulfate hydrate 8
ATT 394
attached gingiva 533
attached mucous membrane 533，535
attached plaque 533
attached ribosome 533
attachment 2，6
attachment epithelium 356
attachment gain 6，533
attachment level 6
attachment loss 6，533
attachment site 533
attachment system 6
attack rate 492
attendant 427
attendant care 467
attending physician 294
attention deﬁcit hyperactivity disorder 417
attention diﬁcit disorder 417
attenuated vaccine 286
attenuation 180，286
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attenuation coefficient
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attenuation coeﬃcient 180
attitude 103
attributable risk 145，148
attrition 208
attrition tooth 208
atypia 18
atypical cholinesterase 18
atypical eruption 564
atypical facial pain 513
atypical mycobacteria 513
atypical odontalgia 513
atypical pain 513，534
atypism 18
AUC 1，174
audibility 423
audible area 423
audience eﬀect 182
audioanalgesia 421
audiometer 60
audiometry 421
audition 421
auditory area 421
auditory disorder 421
auditory disturbance 463
auditory perceptual disorder 421
auditory sensation 421
auditory tube 258
Auer rod 3
Auerbach plexus 3
Auger eﬀect 60
Auger electron 60
Auger electron spectroscopy 60
auricle 254
auricular block 449
auricular ﬂutter 330
auricular line 254
auricular prosthesis 254
auriculotemporal nerve 254
auriculotemporal neuralgia 254
auscultation 422
austenite 60
Australian wire 60
autacoid 60
autism 283
autism spectrum disorder 284
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autistic child 284
autistic disorder 284
autoantibody 266
autoantigen 265
autocatalytic reaction 266
autochthonous pigment 271
autoclave 60，183
autocrine 60
autodigestion 266
autogenic microbial succession 283
autogenic training 316
autogenous bone 256
autogenous bone graft 256
autogenous particulate cancellous bone and
marrow graft 75，255
autogenous PCBM graft 75
autograft 254
autografting 254，265
autoimmune bullous dermatosis 266
autoimmune disease 266
autoimmune hemolytic anemia 266
autoimmune hepatitis 266
autoimmune phenomenon 266
autoimmunity 266
auto-intoxication 257
autologous blood 265
autologous ﬁbrin glue 43
autologous transfusion 265
autolysis 266
automated external deﬁbrillator 43，279
automatic brightness control 43，279
automatic control 279
automatic diagnosis 279
automatic exposure control 279
automatic injector 279
automatic mallet 60
automatic processing 279
automatic processor 279
autonomic ataxia 316
autonomic ganglion 316
autonomic growth 316
autonomic imbalance 316
autonomic nerve 316
autonomic nervous system 316
autonomic reﬂex 316

azotemia

autonomic temperature regulation 316
autonomy 316
autopsy 276，559
autoradiogram 61
autoradiography 61
autoregulation 266
autorotation 61
autosite 273
autosomal 307
autosomal dominant inheritance 307
autosomal inheritance 307
autosomal recessive inheritance 307
autosome 307
autosuggestion 265
autotransfusion 265
autotransplant 254
autotransplantation 254
autotransplantation of tooth 256
autotroph 255
autoxidation 279
auxiliary appliance for swallowing 55
auxiliary attachment 569
auxiliary cleansing instrument 569
auxiliary retainer 569
auxiliary retention form 569
auxiliary slice 569
auxiliary spring 569
auxotroph 42
AV shunt 446
available arch length 9，600
available arch space for eruption 564
Avellis syndrome 3
average 548
average growth 548
average life expectancy 548
average molecular weight 548
average number of DMFS 428，513
average number of DMFT 428，513
average number of missing teeth per person
514
average number of remaining teeth per person
514
aversive substance 131
avidin 9
avidity 171
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avitaminosis 511
AVM 446
avoidance 74
avoidance reﬂex 74
avoidance training 74
avulsed tooth 404
avulsion 404，405，487，627
awake intubation 18，88
awareness 88
axial cephalometric projection 262
axial ﬁlament 262
axial image 3，59，262
axial occlusal projection 268
axial projection 262，263，268
axial reduction for tooth preparation 263
axial resolution 263
axial roentgenographic cephalogram 262
axial section image 59，262
axial surface 263
axial transverse tomography 394
axial view 263
axial wall 262
axially corrected lateral tomography 262
axillary temperature 44
axis of rotation 73
axis of tooth crown 259
axis of tooth root 266
axis orbital plane 262
axis rotation 262
axis theory by Gysi 262
axisⅠ 22
axisⅡ 465
axo-axonic synapse 262
axo-dendritic synapse 262
axon 262
axon hillock 262
axon neurite 262
axon reﬂex 262
axonal ﬂow 262
axoplasmic ﬂow 262
axo-somatic synapse 262
azeotropic mixture 144
azidothymidine 5
azithromycin hydrate 5
azotemia 202
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aztreonam
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aztreonam 5
azulene sodium sulfonate 5
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B 503
B-antigen 502
B-cell 502
B-cell lesion 502
B-cell lymphoma 502
b-factor 503
B ﬁber 503
B-lymphocyte 503
B-mode 503
B-mode method 503
B-point 503
B0 503
B1 145
B1 502
Ba 487
babble 461
babbling 461
Babinskiʼs reﬂex 494
babyhood stage 469
bacampicillin 486
bacampicillin hydrochloride 486
Bacille de Calmette et Guérin 502
bacillus 109
Bacillus anthracis 410
Bacillus subtilis 216
bacitracin 488
back-and-forth stroke brushing method 336
back ground of patient 111
back mutation 534
back packing 490
back pain 485
back pressure 481
back pressure porosity 481
back projection 132
back projection method 132
back scatter 208，482
back scatter factor 208
back scattering 208
back scattering coeﬃcient 208
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backache 485
backaction clasp 490
background 490
background music 490
background radiation 490
backing 614
backing plate 614
backward conditioning 133
backward movement 208
bacteremia 150
bacteria 234
bacterial adhesion 234
bacterial agglutination 234
bacterial antigen 234
bacterial cell count 234
bacterial collagenase 234
bacterial embolism 234
bacterial ﬁlter 234
bacterial ﬁltration 234
bacterial ﬂora 234
bacterial ﬂora in periodontal pocket 270
bacterial food poisoning 234
bacterial infected layer 234
bacterial infection 234
bacterial plaque 152
bacterial polysaccharide 234
bacterial pulpitis 234
bacterial shock 234
bacterial substance 234
bacterial test 234
bacterial toxin 234
bactericidal action 243
bactericide 243，309
bacteriocin 487
bacteriological examination of root canal 228
bacteriolysis 604
bacteriostatic action 344
bacterium 487
Bacteroides fragilis 487
bad habit 3，540
bad swallowing habit 19，539
Bainbridge reﬂex 550
Bakerʼs anchorage 550
balance of energy intake and consumption 50
balance sheet 394

basal tubercle

balanced anesthesia 495
balanced articulation 540，548
balanced force technique 495
balanced occlusion 495，548
balanced sequence 495
balancing 548
balancing contact 508，549
balancing occlusal contact 508
balancing occlusal facet 548
balancing ramp 495
balancing side 508，549
balancing side interference 508，549
balancing side lateral movement 508
bald tongue 548
Balkwill angle 495
ball attachment 566
ball clasp 566
ball thrombus 136
ball-in-hand appearance 566
ballistic missile injury 287
balloon bousie 495
band 242，326
band clamp 497
band clasp 497
band contouring pliers 500
band crown 392
band loop space maintainer 500
band material 500
band of Schreger 499
band pusher 500
band removing pliers 500
band seater 500
band seating lug 500
band strecher 500
band strip 500
band width 500
bandage 565
banding 208
banding artifact 499
bandwidth 391
Bangkok Charter for Health Promotion 497
Bantiʼs syndrome 499
bar 479
bar attachment 479
bar clasp 480

bar denture 479
bar joint 480
bar unit 480
barbed broach 491
barbital hydrochloric acid 496
barbiturate 496
barbituric acid 496
Barcol hardness 480
barium glass 495
barium swallow 495
Barkannʼs metal wire ligature 495
baroreceptor 6
barotrauma 6
barrel polishing 496
barrel-shaped tooth 406
barrier 310，383
barrier free 495
barrier free design 495
barrier membrane 252，495
barrier technique 495
Barthel index 480
Bartholin duct 496
Bartholin gland 496
baryon 495
basal anesthesia 128
basal arch 274
basal arch length 274
basal arch width 274
basal body 129
basal body temperature 128
basal bone 129
basal cell adenocarcinoma 129
basal cell adenoma 129
basal cell ameloblastoma 129
basal cell carcinoma 129
basal cell layer 129
basal cell nevus syndrome 129
basal infoldings 129
basal lamina 129
basal metabolic rate 128
basal metabolism 128
basal plane 127
basal seat mucosa 126
basal striation 129
basal tubercle 129
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basalioma

Ｂ

basalioma 129
base 54，126，550
base cement 550
base deﬁcit 54
base density 550
base excess 54，550
base metal 506
base metal alloy 506
base of skull 443
base of tongue propulsive movement 357
base of tooth 494
base pair 54
base plate 128
base plate wax 550
Basedowʼs disease 488
Basic Act for Persons with Disabilities 300
Basic Act on Food Education 312
Basic Act on Measures for the Aging Sosiety
209
basic check list 131
Basic Environment Law 109
basic health examination 131
basic life support 22
basic taste 131
basidiomycetes 408
basidiospore 408
basilar membrane 129
Basion 487
Basion-Nasion plane 488
basket cell 91
basketcatheter 488
basophil 184
Bass method 488
bathing aid 471
bathmotropic action 555
battered child 506
battered child syndrome 506
Battle sign 492
Bayesʼ theorem 550
bayonet bend 550
BBB 132，169
BBT 128
BCG 502
BDGF 503
BDR index 503
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BE 550
beading 503
beam 371，503
beam axis 503
beam hardening 369，503
beam hardening eﬀect 503
bearing ability 533
Beckwith-Wiedemann syndrome 552
becquerel 552
bed-bound elderly 473
Bednar aphtha 552
beeswax 584
behavior disability 205
behavior management 205
behavior pattern impairment 205
behavior therapy 205
behavioral abnormality 204
behavioral chain 205
behavioral disorder 205
behavioral disturbance 205
behavioral factor 204
behavioral modiﬁcation 205
behavioral modiﬁcation stage 205
behavioral science 204
behavioral strategies 204
behavioral therapy 205
behaviorism 205
Behçetʼs disease 551
Behçetʼs syndrome 551
Beilby layer 550
BEIR 486，549
bekanamycin 551
bekanamycin sulfate 551
belief 329
Bell-Magendie law 555
Bell palsy 555
Bell phenomenon 554
bell stage 306
Bellʼs palsy 555
belladonna alkaloid 553
bellows 555
belt-driven electric engine 554
Bence-Jones protein 556
bending 557
bending bar 156

bilateral free end saddle denture

bending clasp 156
bending strain 577
bending strength 577
bending stress 577
bending test 577
beneﬁciary 293
benign chondroblastoma 618
benign epithelial tumor 618
benign ﬁbrous histiocytoma 618
benign lymphoepithelial lesion 618
benign mucous membrane pemphigoid 618
benign neoplasm 618
benign osteoblastoma 618
benign prostatic hyperplasia 377
benign tumor 618
Bennett angle 552
Bennett movement 552
Bennett shift 552
benzalkonium 556
benzalkonium chloride 556
benzbromarone 556
benzethonium 557
benzethonium chloride 557
benzocaine 557
benzodiazepine 557
benzoic acid 15
benzoin methyl ether 557
benzoyl peroxide 92
benzydamine 556
berberine 555
berberine chloride 555
berberine chloride hydrate 555
berberine sulfate 555
berberine sulfate hydrate 555
berberine tannate 555
Bergonie-Tribondeau law 554
beriberi 97
Besnier-Boeck-Schaumann disease 552
best-before date 310
best-by date 310
betamethasone 552
betamethasone sodium phosphate 552
betaron 551
betaxolol 552
betaxolol hydrochloride 552

betel nut chewing 523
bevel 553
bevel angle 287
bevel incision 287
beveled shoulder 553
beveling 553
BFAST 175
BFP 351
BGM 490
BGP 218
BI 480，539
bias 96
bias phenomenon 481
biased nutrition 556
bibliography 314
bicarbonate 291
bicarbonate buﬀer system 291
bicarbonate ion 291
bicipital bandage 531
biconcave 617
biconvex 618
bicortical 482
bicuculline 507
bicuspid 382
bidirectional conduction 618
biﬁd condyle 466
biﬁd tongue 471
biﬁd uvulae 468
bifidobacterium 515
bifurcation of trachea 125
bifurcational ridge 484
bigeminal pulse 467
bigeminy 467
biglycan 507
bilabial 199，618
bilabial sound 618
bilaminar region 467
bilaminar zone 467
bilateral 618
bilateral balance 618
bilateral balanced occlusion 540，618
bilateral bounded saddle denture 618
bilateral cleft lip 618
bilateral distal free-end abutment 618
bilateral free end saddle denture 618
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bilateral occlusal balance
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bilateral occlusal balance 618
bilateral oheilognathopalatoschisis 618
bilateral portal irradiation 393
bilateral terminal free-end abutment 618
bile 408
bile acid 408
bile pigment 408
bile thrombus 410
biliary atresia 411
biliary cirrhosis of liver 408
bilirubin 521
biliverdin 521
bimanual palpation 381
bimaxillary protrusion 301
bimaxillary surgery 301
Bimler adapter 517
binangle 481
binarization 467
binary alloy 464
binary image 467
binary image processing 467
binary phase diagram 464
binder 171
Binder syndrome 522
binominal pulse 464，484
bioabsorbable 348
bioabsorbable material 348
bioactive glass 348
bioactive material 348
bioactivity 348
bioassay 481
bioavailability 351，481
biocatalysators 348
bioceramics 481
biochemical antagonism 343
biochemical oxygen demand 344
biochemical process 343
biocompatibility 348
biocomponent 348
biodegradable 351
biodegradable material 348
bioelectricity 351
bioengineering 351，481
bioethics 351
biofeedback 481
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bioﬁlm 481
biofunction test 348
bioglass 481
biohazard 481
bioinert 348
bioinert material 348
biointegration 481
biological absorbable 348
biological age 351，352
biological assay 481
biological clock 351
biological containment 351
biological degradable 351
biological evaluation 351
biological factor 350
biological false positive 351
biological false positive reaction 351
biological half-life 351
biological indicator 350
biological process 351
biological products standards 351
biological property 351
biological requirement 351
biological response modiﬁers 351
biological safety 350
biological safety test 350
biological seal 351，481
biological width 351
biologically active peptide 98
biomaterial 348，481
biomechanical preparation 351
biomechanics 349
biomedical engineering 351
biomedical ethics 351
biomembrane 349
biometry 348
bionator 481
bionics 481
biophylactic mechanism 348
biopolymer 481
biopolymeric material 348
bioprogressive technique 481
biopsy 345
biopsy needle 345
bioresorbable material 348

bleeding time

biorhythm 481
biosafety 348
biosynthesis 345
bioterrorism 481
biotin 504
biotolerance 348
biotolerant material 348
biphasic block 467
biphasic model 467
biplanar 619
bipolar disorder 380
bipolar electrocoagulator 380
bipolar lead 380
bipupillar line 445
bird beak pliers 480
bird face 423
birefringence 529
birth defect 373
birth mark 571
birth order 296
birth pains 327
birth trauma 547
birth weight 296
biscuit 342
bisecting-angle technique 468
bisecting technique 468
bismuth gingivitis 510
bismuth line 510
bismuth stomatitis 510
bisphenol A 510
bisphenol-A-glycidyl methacrylate 509
bisphosphonate 510
bisphosphonate-related osteonecrosis of the
jaw 510，545
bisphosphonic acid 510
bite 193
bite block 484
bite force 195
bite fork 484
bite frame 484
bite gauge 484
bite impression 193
bite opening 194
bite pain 195
bite plate 194

bite pressure impression 193
bite raising 194
bite raising splint 194
bite-registration wax 484
bite-seating impression 196
bite splint 62，484
bite tray 484
bite wing method 209
bite wound 198
bite wound of mucosa 476
bitewing ﬁlm 209
bitewing projection 209
bitewing radiography 209
biting force 193
biting pressure 193
biting reﬂex 206
bitter tincture 157
bitterness 464
Black cavity classiﬁcation 538
black hairy tongue 214
black pigmented bacteria 214
black pigmented Bacteroides 214
blackness 217
bladder 559
bladder dysfunction 560
bladder temperature 560
blade 541
blade implant 541
blade retractor 558
blade-vent implant 541，601
bladed tooth 541
Blandin-Nuhn cyst 539
Blandin-Nuhn gland 539
blastomycosis 538
blastospore 545
bleaching 519
bleaching agent 519
bleb 541
bleeder 295
bleeder joint 174
bleeding 295
bleeding index 539
bleeding on probing 542
bleeding tendency 295
bleeding time 295
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blended meal
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blended meal 456，542，584
blended monomer 542
blended polymer 542
blender food 456，542，584
bleomycin 541
blepharoptosis 110
blepharospasm 110
blind intubation 594
blindism 537
blindness 278
Bloch equation 543
Bloch-Sulzberger syndrome 373，543
block 67，543
block anesthesia 441
block graft 543
block out 543
blockade 550
blockage of canal 228
blocker 287
blocking 543
blocking drug 287
blood 168
blood agar 169
blood agar media 169
blood albumin 174
blood alcohol concentration 174
blood-brain barrier 169
blood calcium homeostasis 173
blood cell 171
blood-cerebrospinal ﬂuid barrier 169
blood chemistry 169
blood circulation 169
blood clot 174
blood clotting 169
blood clotting factor 169
blood coagulation 169
blood coagulation factor 169
blood coagulation inhibitor 192
blood coagulation system 169
blood coagulation time 169
blood collection method 235
blood component therapy 169
blood concentration 174
blood crossmatching 196
blood deﬁciency 171
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blood derivatives 169
blood disease 169
blood donation 141
blood donor 134
blood ﬂow 174
blood ﬂow artifact 175
blood ﬂow artifacts suppression 175
blood ﬂow artifacts suppression technique
175
blood formation 171
blood-forming organ 380
blood gas 169
blood gas analysis 169
blood gas distribution coeﬃcient 169
blood gas partition coeﬃcient 169
blood glucose 174
blood group antigen 169
blood group incompatibility 169
blood group substance 169
blood grouping 169
blood level 169
blood loss 277
blood obstacle 169
blood oxygenation level dependent contrast
566，567
blood picture 169
blood-placental barrier 169
blood plasma 172
blood platelet 172
blood platelet count 173
blood platelet disorder 172
blood poison 169
blood preparation 169
blood pressure 168
blood pressure cuﬀ 168
blood pressure machete 168
blood pressure manometer 168
blood product 169
blood smear 169
blood stain 172
blood stasis 62
blood stem cell 169
blood substitute 398
blood sugar 174
blood supply 169

bone appositional growth

blood test 169
blood transfusion 602
blood type 169
blood typing 169
blood urea nitrogen 471，503
blood viscosity 169
blood volume 169
bloodletting 286
bloody sputum 174
blooming 308，540
Blooms syndrome 540
blow hole 542
blow out fracture 528
blow pipe 542
blowing exercise 542
blowing test 542
BLS 22
blue cell 346
blue line 460
blue nevus 346
blue tooth 346
blue-green algae 612
blunt trocar 457
blurring 540，567
BMC 216
BMD 223
BME 557
BMI 392，502
BMP 218
BMR 128
BMS 480
Bo 345，573
board-like induration 498
Bobath method 571
Bobath reﬂex inhibiting posture 273
BOD 344
bodily movement 276
body coil 571
body color 571
body ﬂuid 391
body ﬂuid stain 392
body function 324
body height 327
body image 326
body language 326

body mass index 392，502
body of hyoid bone 357
body of mandible 81
body of maxilla 302
body of tongue 359
body schema scheme 326
body size 392
body structure 326
body surface area 398
body temperature 392
body weight 395
body-centered cubic lattice 396
Bohn nodule 567
Bohr eﬀect 558，566
BOLD 566
Bolton point 573
Bolton tooth-size analysis 573
bolus 314，566
bolus clearance 314
bolus formation 315
bolus injection 566
bolus injection intravenously 310
bolus propulsion 315
bolus tracking 566
bond angle 171
bond energy 171
bond strength 360
bond strength between porcelain and metal
597
bonded lingual retainer 360
bonding 574
bonding agent 574
bonding conditioner 574
bonding of restoration 360
bonding strength 360
bonding technique 360
bone 216
bone age 222
bone algorithm 216
bone-anchored bridge 567
bone anchored device for wide edentulous area
206
bone and chondromatous tumor 221
bone apposition 221
bone appositional growth 221
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bone atrophy
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bone atrophy 216
bone augmentation 220
bone-biomaterial interface 222
bone biopsy 220
bone block 216
bone block graft 543
bone burning 217
bone canaliculus 219
bone cavity 219
bone cement 220
bone chip 219
bone chisel 222
bone collector 222，567
bone conduction 221
bone cortex 222
bone curette 216
bone cutting forceps 235，487
bone cyst 222
bone defect 218
bone density 223
bone deposition 221
bone-derived growth factor 223，503
bone destruction 222
bone drill 221
bone dysplasia 218
bone expansion 222
bone ﬁle 223
bone forceps 222
bone formation 220
bone forming tumor 218
bone fracture 220
bone fragment 222
bone Gla protein 218
bone gouge 580
bone graft 216
bone graft material 216
bone graft to alveolar cleft 91
bone harvest 219
bone-holding forceps 222
bone hook 220
bone induction 223
bone inductive material 223
bone interface 217
bone lacuna 219
bone lamella 220
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bone level 223
bone lever 221
bone loss 218
bone mapping 567
bone marrow 219
bone marrow death 219
bone marrow derived cell 220
bone marrow derived lymphocyte 220
bone marrow dose 219
bone marrow invasion 219
bone marrow puncture 219
bone marrow radiation dose 219
bone marrow stem cell 219
bone marrow suppression 220
bone marrow syndrome 219
bone marrow transfusion 219
bone marrow transplantation 219
bone marrow tumor 219
bone matrix 218
bone mill 222，567
bone mineral 223
bone mineral content 216
bone mineral density 223
bone modeling 223
bone morphogenetic factor 218
bone morphogenetic protein 218
bone morphometry 218
bone nibbler 235
bone of skull 443
bone overheating 221
bone peg 221
bone plate 388
bone prominence 223
bone protuberance 223
bone puncture 220
bone quality 219
bone quantity 223
bone regeneration 219
bone-related lesion 218
bone remodeling 223
bone repairing material 219
bone replacement resorption 221
bone resorption 218
bone saw 222
bone scan 219

bracing

bone scanning 219
bone scintigram 219
bone scintigraphy 219
bone screw 567
bone seeking element 196
bone seeking isotope 219
bone shears 220
bone sialoprotein 219
bone skeletal age 222
bone skid 221
bone sounding 567
bone structure 219
bone substitute 222，398
bone suture growth 222
bone swaging 220
bone to implant contact ratio 216
bone torus 223
bone trabecula 223
bone transplantation 216
bone trap 567
bone tumor 219
bone turnover 220
bone union 223
bone wax 223
bone width 222
bone window image 222
Bonnier syndrome 571
Bonwill triangle 574
bony change 222
bony deformity 222
bony environment 217
bony palate 218
bony pocket 222
bony septum 220
bony window 223
Boone bracket positioning gauge 526
booster theory 62
bootstrap method 525
bootstrap sensitometry 525
BOP 542
borax 561
Borchers method 573
border 140，566
border area of hard and soft palate 206
border jaw movement 78

border molding 555
border sealing 555
Bordetella pertussis 517
boredom 181
boric acid 560
boring 367，368
Bornholm disease 573
boron neutron capture therapy 565
borosilicate glass 559
Borrelia 573
Borrelia vincentii 573
botryoid odontogenic cyst 535
bottle feeding 321
bottom echo 433
bottom up treatment 167
botulinum toxin 571
bougie 391，532，542
bouillon 525
bound water 171
boundary 140
boundary echo 140
boundary layer separation 140
boundary surface 75
bounded missing 417
bounded saddle denture 417
Bourneville-Pringle disease 540
Bowenʼs disease 566
Bowman capsule 565
box-and-whisker plots 487
box form 487
box loop 570
box type cavity 570
boxing 567
boxing on impression 567
boxing position 567
BPO 92
Bq 552
brachial artery 311
brachial plexus block 635
Brachmann-de Lange syndrome 538
brachycephaly 410，411
brachyfacial pattern 407
brachyodont 407
brachytherapy 307，584
bracing 487
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bracket
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bracket 537
bracket angulation 537
bracket height 537
bracket inclination 537
bracket position 537
bracket positioning 537
bracket positioning gauge 537
bracket-removing pliers 537
bracket slot 537
bracket table 537
bracket wing 537
bradycardia 315
bradykinin 537
bradypnea 112
Bragg-Gray cavity theory 538
Bragg peak 538
braided suture 10
braided wire 541
braille 440
braille ﬁle 440
brain cerebral infarction 477
brain death 477
brain hypertension 476
brain hypoxia 431
brain injury 477
brain neoplasm 477
brain stem 477
brain tumor 477
braking radiation 350
branch test 539
branchial arch 234
branchial arch syndrome 234
branchial cyst 239
branchial ﬁstula 242
branchial groove 235
branchial musculature 234
branchial pouch 239
branching enzyme 46
branchiogenic carcinoma 235
branchiogenous ﬁstula 235
Brånemark system 542
Branhamella 539
brass wire 538
brazing 630
break-even point analysis 390
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breaking of voice 210
breast feeding 571
breath 212
breath holding 17
breath holding time 18
breathing 212
breathing bag 212
breathing capacity 213，546
breathing mask 213
breathing reserve 109
breathing tube 212
breathlessness 17，212
breeding 277
Bremsstrahlung（独） 350
bremsstrahlung radiation 350
Breslowʼs health practices 541
bridge 83
brief psychotherapy 106
brieﬁng paper for patient 111
bright pain 41
brightness 3，129
brightness-mode 503
Brinell hardness 539
Brinkman Index 540
Brissaud syndrome 539
brittle bone 218，345
brittle fracture 347
brittle material 347
brittleness 347
BRM 351
broach 542
broad antibacterial spectrum 183
broad spectrum antibiotic 183
Broca aphasia 542
Broca speech center 542
broken instrument 488
bromelain 544
bromelain-trypsin 544
bronchial asthma 124
bronchial blocker 125
bronchial drainage 125
bronchial intubation 124
bronchial spasm 124
bronchial tube 124
bronchiectasis 124

build-up cap

bronchitis 124
bronchoconstriction 124
bronchodilator 124
bronchoscopy 124
bronchospasm 124
bronchus 124
BRONJ 510，545
broth 543
brown atrophy 98
brown induration 98
brown line 98
brown pigment 98
Brown-Séquardʼs syndrome 537
brown tooth 98
brown tumor 98
brucellosis 540
bruise 243
brush border 243
brush border membrane 537
brush cone 537
brush-on technique 535
brush wheel 537
brushite 540
bruxer 537
bruxism 537
BSS 213
bubble vaporizer 131
bubonic plague 376
buccal abscess 144
buccal application 191
buccal artery 144
buccal bar 489
buccal cavity 502
buccal cingulum 144
buccal crown torque 489
buccal cusp 144
buccal edge 144
buccal fat pad 142
buccal ﬁstula 145
buccal ﬂange obturator 438
buccal frenulum 143
buccal frenum 143
buccal gland 143
buccal groove 145
buccal hook 489

buccal movement 144
buccal mucosa 144
buccal nerve 143
buccal ridge 145
buccal shelf 144
buccal shield 489
buccal space 141
buccal sulcus 141
buccal surface 144
buccal tablet 489
buccal teeth 386
buccal T-formed bandage 144
buccal tube 145，489
buccals 489
buccinator mechanism 486
buccinator muscle 141
buccinator system 486
bucco-palatal blade 141
bucco-palatal cross-strut 141
buccopharyngeal membrane 183
buccoversion 144
bucking 490
Buckley formula of formocresol 480
Bucky diaphragm 534
bucolome 532
bud molar 609
bud-shaped tooth 609
bud stage 609
Budd-Chiari syndrome 492
budding 295
buﬀ 494
buﬀ polishing 494
buﬀer 112
buﬀer action 112
buﬀer agent 112
buﬀer base 112
buﬀer material 112
buﬀer nerve 168
buﬀer solution 112
buﬀer system 112
buﬀering capacity 112
buﬃng wheel 494
buﬀy coat 494
build-up 521
build-up cap 521

Ｂ

673

building up
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building up 414
building up with dental cement 363
building up with resin 626
bulbar palsy 140
bulbar paralysis 140
bulbospinal muscular atrophy 139
bulging 453，566
bulimia 93
bulimia nervosa 320
bulk-cure composite resin 495
bulk polymerization 70
bulk powder 182
Bull loop 540
BULL rule 540
bulla 336
bullet wound 287，290
bullous myringitis 336
bullous rash 336
bumpy ﬁles for the blind 440
BUN 471，503
bundle 384
bundle bone 385
bundle branch block 132
bundle type 385
bunodont 457
Bunsen burner 546
bupivacaine 535
bupivacaine hydrochloride 535
bupivacaine hydrochloride hydrate 535
bur 479
burden of care 69
Bürger disease 480
Burger phantom 479
buried suture 575
Burkitt lymphoma 479
burn 473
burn of mucosa 475
burn shock 93
burning mouth syndrome 191，480
burning sensation 286
burnish 480
burnisher 480
burnout 481
burping 174
bursa 97
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bursa of Fabricius 523
bursectomy 97
bursitis 97
bursography 97
bursotomy 97
burst discharge 162
business administration 162
business analysis 163
business forecasting 163
business management 162
business policy 162
butorphanol 535
butt joint 492
butterﬂy rash 421
button hole deformity 570
button implant 476
buzz session 488
BW 500
by-product 530
bypass 386
bypassing 484

Ｃ
C-arm 251
C-factor 253
C ﬁber 252
C-reactive protein 253
C region 432
C-shaped root canal 442
C-terminal amino acid residue 253
Ca/P 105
Ca2 ＋ channel 105
Ca2 ＋ -induced Ca2 ＋ release 105
Ca2 ＋ spike 105
Cabannes-Hofmann eﬀect 101
CaBP 104
cachexia 3，102
CAD 133，232
CAD/CAM 133
CAD/CAM abutment 133
CAD/CAM crown 133
cadaver 276
cadaverous cold 316

cancellous bone

cadherin 100
cadmium poisoning 100
cadmium ring 101
cadmium sulﬁde detector 616
cafe au lait spot 102
Caﬀey-Silverman syndrome 102
Caﬀey-Smith syndrome 102
caisson disease 366
calbindin 105
calcareous degeneration 355
calcareous deposition 355
calcia 104
calciﬁc degeneration 355
calciﬁc metamorphosis 355
calciﬁcation 355
calciﬁcation of dental pulp 272
calciﬁcation stage 355
calciﬁcation striae 355
calciﬁed body 355
calcifying cystic odontogenic tumor 355
calcifying epithelial odontogenic tumor 355
calcinosis 355
calcite 104
calcitonin 105
calcium alginate 11
calcium antagonist 104
calcium-ATPase 104
calcium binding protein 104
calcium carbonate 408
calcium channel 105
calcium chloride 54
calcium coating 104
calcium deposit 355
calcium ﬂuoride 533
calcium hydroxide 332
calcium hydroxide cement 332
calcium hydroxide pulpotomy 332
calcium-induced calcium release 105
calcium metabolism 105
calcium oxide 104
calcium phosphate 620
calcium phosphate cement 620
calcium/phosphate ratio 105
calcium preparation 105
calcium pump 105

calcium silicate-based cement 164
calcium spike 105
calcospherite 355
calculus 173
calculus deposition 273
calculus in salivary gland parenchyma 372
calculus index 273
Caldwell method 211
Caldwell projection 211
Caldwell view 211
Caldwellʼs projection 211
Caldwell-Luc method 211
calibration 133，200
calibration curve 182
calibration source 200
calipers 133
callosity 557
callus 91
callus dentin 92
calmative 425
calmodulin 105
caloric intake 105
calorie 105
calorimetry 474
calvaria 443
cAMP 234
cAMP dependent protein kinase 234
cAMP phosphodiesterase 234
Camper line 119
Camperʼs plane 119
camphophenique 133
camphor 119
camphorated parachlorophenol 494
camphorated phenol 526
camphorquinone 119
Campylobacter 133
Campylobacter rectus 119
Canada balsam 101
canal branch of root apex 230
canal external lateral branch 106
canal internal lateral branch 108
canalicular adenoma 234
canalicular dentin 599
canalis radicis 332
cancellous bone 75
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cancellous bone screw 75
cancellous insert graft 75
cancellous strip graft 75
cancer 111
cancer and heritable eﬀect 119
cancer and stochastic eﬀect 119
cancer cell nest 120
cancer chemotherapy 145
cancer gene 106
cancer of mesopharynx 417
cancer of tongue 356
cancer pain 113
cancer pearl 113
cancer phobia 109
cancerous ulcer 113
cancrum oris 46
candida 111
Candida albicans 111
candidal angular stomatitis 111
candidiasis 111
candidosis 111
canine distal retraction 179
canine fossa 179
canine guidance 180
canine oﬀset 179
canine-to-canine lingual bar 179
canine-to-canine retainer 179
canister 101
cannula 101
cantho-meatal line 68
cantilever 118
cantilever ﬁxed partial denture 57
Cantrell syndrome 133
CAP 96
cap stage 564
cap type 133
capacitance vessel 606
capacity assessment diagram 479
capillary fragility 594
capillary hemangioma 594
capillary hemorrhage 594
capillary permeability 594
capillary permeability increasing eﬀect 594
capillary pressure 594
capillary resistance test 594
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capillary stabilizer 594
capillary vessel 594
capitate bone 601
Capnocytophaga 133
capnometer 102
capsid 102
capsomere 102
capsular arthroplasty 116
capsular ligament 116
capsular swelling test 145
capsule 102，145，516
capsule for trituration 629
capsule-ligament disorders 116
capsulectomy 116
capsulitis 116
capsulodesis 116
capsuloplasty 116
capsulorrhaphy 116
capsulosynovectomy 116
capsulotomy 116
captopril 102
Carabelli cusp 104
carbamazepine 105
carbamide peroxide 92
carbamoyl phosphate 105
carbapenems 105
carbide 407
carbide bur 67
carbohydrate 409，446
carbolic acid 353
carbon dioxide 408，465
carbon dioxide absorption technique 408
carbon dioxide narcosis 252，465
carbon dioxide retention 465
carbon ﬁber 410
carbon monoxide 24
carbon monoxide poisoning 24
carbon rod 67
carbon steel 410
carbonate apatite 408
carbonate dehydratase 408
carbonate stone 408
carbone dioxide laser 408
carbonic anhydrase 67，408
carbonic anhydrase inhibitor 408

career age

carbonization 407
carboplatin 105
carborundum disc 67
carborundum glycerin mixture 67
carborundum point 67
carborundum wheel 67
carboxymethylcellulose 105
carboxypeptidase 105
carbuncle 603
carcinoembryonic antigen 118
carcinogen 490
carcinogenic carbohydrate 110
carcinogenicity 490
carcinoid 105，622
carcinoid syndrome 105
carcinoid tumor 105
carcinoma 106，111
carcinoma ex pleomorphic adenoma 402
carcinoma in pleomorphic adenoma 402
carcinoma in situ 310
carcinoma of buccal mucosa 144
carcinoma of ﬂoor of mouth 203
carcinoma of gingiva 280
carcinoma of hard palate 193
carcinoma of head and neck region 444
carcinoma of lip 199
carcinoma of mandible 77
carcinoma of maxilla 301
carcinoma of maxillary sinus 302
carcinoma of oropharynx 188
carcinoma of palate 184
carcinoma of root of tongue 357
carcinoma of salivary gland 400
carcinoma of soft palate 461
carcinoma of tongue 356
carcinoma simplex 409
carcinosarcoma 119
cardiac anomaly 318
cardiac arrest 328
cardiac beat 329
cardiac cycle 323
cardiac death 325
cardiac failure 330
cardiac glycoside 143
cardiac hypertrophy 329

cardiac index 320
cardiac massage 330
cardiac muscle 318
cardiac neurosis 325
cardiac output 329
cardiac output minute volume 575
cardiac pacemaker 330
cardiac rate 329
cardiac reserve 330
cardiac sound 317
cardiac standstill 328
cardiac stimulant 143
cardiac tamponade 327
cardioaccelerator 326
cardioaccelerator center 325
cardiogenic edema 321，325
cardiogenic shock 321
cardio-inhibitory center 325
cardiolipin 105
cardiomyopathy 318
cardiopulmonary resuscitation 329
cardiotachometry 329
cardiothoracic ratio 318
cardio-thoracic ratio 318
cardiotonic agent 143
cardiotonic diuretic 143
cardiovascular collapse 321
cardiovascular disease 325
cardiovascular system 321
cardioversion 67
cardius amorphus 587
care 68，111，162
care food 69
care for decubitus 313
care house 162
care management 162
care manager 69，162
care need certiﬁcation 604
care of disabled 326
care of general condition 370
care plan 69，162
care prevention 69
care service 69
care worker 69
career age 344

Ｃ
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carer
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carer 69，565
caretaker 69
caries 37，104
caries activity 37
caries activity test 37
caries attack 37
caries attack pattern 37
caries cavity 36
caries cavity cleaning 37
caries detector 37
caries etiology 37
caries experience 37
caries experience index 37
caries in permanent dentition 40
caries in primary dentition 469
caries incidence 37
caries incidence rate 37，38
caries lesion 37
caries observation tooth 604
caries on smooth surface 548
caries prevalence rate 37
caries prevention 37
caries resistance 37
caries risk assessment 38
caries susceptibility 37
caries susceptibility test 37
caries vaccine 38
carina 125
cariogenic microorganism 37
cariogenic plaque 37
cariogenic potential 37
cariogenicity 37
carious cone 37
carious dentin 37
carious dentinal layer with a minimal amount
of bacterial invasion 366
carious tooth 37
carnassial tooth 627
carnauba wax 105
carniﬁcation 464
carnitine 105
carotid artery 166
carotid artery triangle 166
carotid body chemoreceptor 166
carotid body reﬂex 166
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carotid canal 166
carotid sheath 166
carotid sinus 166
carotid sinus baroreceptor 166
carotid sinus reﬂex 166
carotid triangle 166
carpal bone 294
Carpenter syndrome 67
carriar 367
carriar mold 367
carrier 133，307，410
carrier mold 307
carrier-mediated transport 410
cartilage 461
cartilage cap 462
cartilage graft 461
cartilage growth 462
cartilage matrix 461
cartilage plate 462
cartilage-derived factor 462
cartilage-derived growth factor 462
cartilaginous callus 462
cartilaginous growth 462
cartilaginous ossiﬁcation 462
cartilaginous tumor 462
carumonam sodium 105
carver 67
carving 67
CAS 232
cascade reaction 94
case analysis 311
case-control study 111
case history of adverse reactions to drug 28
case history study 520
case management 167
case manager 167
case record 312
case work 167
case worker 167
caseation 122
casein 94
caseous degeneration 122
caseous necrosis 122
casework 225
cassette 94，562

cauterization

cassette holder 94
cast 595
cast bar 419
cast clasp 419
cast core 419
cast crown 419
cast inlay 419
cast joining 419
cast microstructure 419
cast model preparation 595
cast plate 419
cast plate denture 419
cast restoration 419
cast-soldering method 419
cast support 133
castability 419
castable ceramics 132
Castillo-Morales palatal plate 94
casting 419
casting accuracy 419
casting alloy 419
casting apparatus 419
casting defect 419
casting failure 21
casting ﬁn 26
casting investing material 419
casting investment 419
casting liner 132
casting machine 419
casting method 419
casting mold 17
casting mold temperature 17
casting of ceramics 363
casting of embedded alloy 419
casting porosity 20
casting pressure 419
casting rate 18
casting ring 419
casting shrinkage 419
casting shrinkage compensation 419
casting temperature 18
casting time 18
cat scratch disease 473
catabolic hormone 411
catabolism 17

catabolite gene activator protein 96
catabolite repression 17
catalase 96
catalase reaction 96
catalyst 313
catalytic site 313
cataract 487
catarrhal glossitis 96
catarrhal inﬂammation 96
catarrhal stomatitis 96
catastrophic illness 463
catch-up growth 133
catecholamine 99
categorical variable 99
catelectrotonus 30
cathartic 286
cathepsin 100
catheter 99
cathodal depression 30
cathode 30
cathode ray 30
cathode ray tube 30
cathodic polarization 95
cathodic reaction 95
cation 603
cationic polymerization 96
cationic surface active agent 96
cationic surfactant 96
catoptric system 498
caudal 510
caudo-cranial projection 513
causal relationship 30
causal treatment 176
causalgia 76
causality 30
causation 30
causative agent 176
causative organism 176
causative treatment 176
cause of death 253
cause of disease 517
caustic action 532
caustics 532
caustics of oral ulcer 189
cauterization 306

Ｃ
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cautery 306
cavern 155
cavernous hemangioma 75
cavernous lymphangioma 75
cavitation 133
cavity 67，100，155
cavity base 614
cavity cleaning 100
cavity ﬁlling 291
cavity ﬂoor 99
cavity for resin restoration 625
cavity liner 133
cavity lining 614
cavity margin 76
cavity of smooth surface 548
cavity on abraded surface 311
cavity preparation 100
cavity preparation machine and instruments
100
cavity reﬂex 205
cavity seal 133
cavity varnish 133
cavity wall 102
cavo-surface angle 76
Cawood classiﬁcation 162
CBCT 258
CBFA 253
CCD 438
CCK-PZ 227
CCM 504
CCP 619
CCU 111
CD 157
Cd 231
CDF 462
CDGF 462
cDNA library 252
CDP 276
CDR 252
CEA 118
cefaclor 361
cefalexin 361
cefalothin 361
cefalothin sodium 361
cefazolin 361
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cefbuperazone 362
cefcapene pivoxil 362
cefcapene pivoxil hydrochloride 362
cefcapene pivoxil hydrochloride hydrate 362
cefdinir 362
cefditoren pivoxil 362
cefem 361
cefepim 361
cefepim dihydrochloride hydrate 361
cefepim hydrochloride 361
cefmetazole 362
cefodizim 361
cefoperazone 362
cefotaxime 361
cefotetan 361
cefpiramide 362
cefpirom 362
cefpirom sulfate 362
cefpodoxime proxetil 362
cefsulodin 362
cefteram pivoxil 362
ceftizoxime 362
ceftriaxone 362
ceftriaxone sodium hydrate 362
cefuroxime 362
cefuroxime axetil 362
ceiling of pulp chamber 438
cell 239
cell adhesion 240
cell bank 241，363
cell cryopreservation 240
cell culture 241
cell cycle 240
cell diﬀerentiation 241
cell division 241
cell embolism 240
cell free-layer of Weil 240
cell fusion 241
cell growth factor 240
cell isolation 241
cell line 239，364
cell lineage 240
cell loss factor 240
cell-mediated cytotoxicity 241
cell-mediated hypersensitivity 241

central fossa

cell-mediated immunity 241
cell membrane 164
cell mitosis cycle 241
cell organelle 241
cell permeability 241
cell permeability theory 241
cell processing center 241，253
cell processing facility 241，253
cell proliferation 240
cell proliferation factor 240
cell renewal system 240
cell rich layer 240
cell rich zone 240
cell sheet 240
cell sheet engineering 240
cell sorter 241，363
cell strain 239
cell surface antigen 241
cell surface marker 241
cell suspension 240
cell wall 241
cellular antibody 240
cellular atypism 239
cellular cementum 240
cellular immunity 240
cellular life span 240
cellular pathology 241
cellular response 239
cellular senescence 241
cellulitis 559
cellulitis of cheek 145
cellulose 364
cema 253
cema rate 253
cement 362
cement base 363
cement ﬁlling 363
cement ﬁlm 363
cement hyperplasia 362
cement line 363
cement lining 363
cement mixing 363
cement mixing slab 363
cement restoration 363
cement-retained 362

cement spatula 363
cementation 203，362
cementicle 363
cementifying ﬁbroma 362
cementing agent 203
cemento-dentinal junction 380
cemento-enamel junction 362
cemento-osseous dysplasia 362
cementoblast 362
cementoblastoma 362
cementocyte 362
cementogenesis 362
cementogingival ﬁber 363
cementoid 623
cementoma 362
cementous dysplasia 362
cementum 362
cementum apposition 362
cementum canaliculus 362
cementum caries 362
cementum corpuscle 363
cementum cuticle 363
cementum hyperplasia 362
cementum pearl 363
cementum spur 363
cenesthopathy 392
census 322
center for epidemiologic studies depression
scale 38，251
center frequency 418
center of ossiﬁcation 217
center of resistance 431
center of rotation 73
central action 418
central axis depth dose 418
central bearing plate 375
central bearing screw 375
central body 418
central carcinoma 418
central carcinoma of jaw bone 87
central death 418
central dogma 375
central facial paralysis 419
central ﬁbroma of jaw bone 87
central fossa 418
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central giant cell granuloma
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central giant cell granuloma 418
central giant cell lesion 418
central groove 418
central hemangioma 418
central hemangioma of bone 221
central hemangioma of jaw bone 87
central incisor 419
central lymphoid organ 419
central necrosis 418
central nervous stimulant 418
central nervous system 418
central nervous system acting drug 418
central nervous system damage 418
central nervous system death 418
central nervous system depressant 419
central nervous system stimulant 418
central nervous system syndrome 418
central occlusal ridge 418
central osteoma 418
central osteosarcoma 221
central pain 419
central piping system 417
central ray 418
Central Social Insurance Medical Council
417
central stimulant 88
central tendency 547
central tubercle 418
central tubules 418
central venous pressure 253，418
centrally acting muscle relaxant 419
centrally muscle relaxant 419
centric mandibular position 418
centric occlusion 418
centric order 375
centric relation 418
centric stop 375
centric vertical projection 418
centrifugal casting 56
centrifugal casting machine 56
centriole 418
centripetal ﬁber 136
centripetal tracts 136
centrosome 418
CEP 361
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cephalad 447
cephalgia 339
cephalic index 445
cephalin 361
cephalo-analysis 361
cephalogram 361，448
cephalography 361
cephalometric analysis 361
cephalometric diagnosis 448
cephalometric prediction 361
cephalometric prediction tracing 551
cephalometric radiograph 361，448
cephalometric tracing 448
cephalometry 120，443
cephalosporin 361
cephalothoracopagus 444
ceramic abutment 363
ceramic bracket 363
ceramic coating 363
ceramic crown 363
ceramic crown restoration materials 363
ceramic fusible to metal 152
ceramic implant 363
ceramic inlay 363
ceramic inlay restoration 363
ceramic materials 363
ceramic restoration 363
ceramics 363
ceramide 363
ceramometal crown 363
cerebellar ataxia 309
cerebellar tumor 309
cerebellopontine angle tumor 309
cerebellum 309
cerebral anemia 478
cerebral angiography 477
cerebral apoplexy 477
cerebral arteriosclerosis 478
cerebral blood ﬂow 477
cerebral concussion 477
cerebral contusion 477
cerebral dominance 398
cerebral edema 478
cerebral embolism 477
cerebral hemorrhage 477

charged particle

cerebral hypoxia 478
cerebral infarction 477
cerebral injury 477
cerebral ischemia 477
cerebral medullary substance 398
cerebral metabolic rate 477
cerebral metabolic rate of oxygen 477
cerebral palsy 477
cerebral paralysis 477
cerebral stroke 477
cerebral syphilis 478
cerebral thrombosis 477
cerebroside 364
cerebrospinal ﬂuid 331，477
cerebrovascular accident 477
cerebrovascular disease 477
cerebrovascular disorder 477
ceremony 126
Cerenkov detector 413
CERN 58
ceroid storage 364
ceroidosis 364
certiﬁcation of long-term care need 604
certiﬁcation of need 69
Certiﬁed Committee for Regenerative Medicine
472
certiﬁed social worker 285
Certiﬁed Special Committee for Regenerative
Medicine 452
ceruloplasmin 364
cervical anchorage 167
cervical auscultation 167
cervical burn out 263
cervical burn out eﬀect 263
cervical caries 263
cervical clamp 264
cervical color 263
cervical contour 264
cervical cyst 166
cervical ﬁstula 235
cervical ﬂap 167
cervical headgear 233
cervical hypersensitivity 263
cervical line 263
cervical lymph node 167

cervical lymph node metastasis 167
cervical margin 264
cervical margin form 264
cervical matrix 233
cervical osteophytes 165
cervical plexus block 165
cervical projection 263
cervical pull headgear 233
cervical shield 167
cervical vascular space 167
cervical wall 263
cervix 263
CES-D 38，251
cetylpyridinium 354
CF 570
CFI 251
CFU 227
CGA 210，252，381，559，631
CGF 252
cGMP 234
CGN 581
chain reaction 628
chain structure 243
chained reinforcement schedule 628
chair time 413
challenge test 601
chamfer 287
chamois wheel 255
change after death 266
change rate of magnetic ﬁeld strength 283
change upon mixing 482
channel 416
channel bracket 417
channel curette 219
channel shoulder pin 417
channel-slice preparation 417
character 344
character disorder 344
character factor 344
characteristic curve 217，451
characteristic impedance 451
characteristic X-ray 451
charge-coupled device 438
CHARGE syndrome 416
charged particle 100
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charged particle radiation
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charged particle radiation 100
charger 100
charger reader 100
charlatan 598
Charpy impact test 287
Charpy impact testing machine 287
CHART 416
chart for standard deviation 518
Charters method 416
check bite 413
check bite method 413
checkerboard titration method 413
Chédiak-Higashi syndrome 253
cheek 571
cheek biting 188
cheek biting habit 188
cheek pressure 140
cheek retractor 186
cheek tooth 142
cheilitis 199
cheilitis apostematosa 479
cheilitis exfoliativa 487，609
cheilitis glandularis 371
cheilitis granulomatosa 464
cheilitis medicamentosa 597
cheilognathopalatoschisis 200
cheiloplasty 199
cheiloschisis 200
chelating agent 148
chelation 148
chemical adsorption 78
chemical antagonism 81
chemical balance 81
chemical bond 78
chemical carcinogen 82
chemical cleaning 81
chemical cleaning of root canal 81
chemical corrosion 81
chemical-cured composite resin 80
chemical-cured glass ionomer cement 80
chemical-cured resin 80
chemical curing 80
chemical development 78
chemical dosimeter 81
chemical food poisoning 80
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chemical injury 81
chemical mediator 81，175
chemical osteitis of jaw 81
chemical oxygen demand 81
chemical pharmacology 598
chemical plaque control 81
chemical polishing 78
chemical property 81
chemical sensitization 81
chemical shift 80，175
chemical shift artifact 80，175
chemical shift image 80，175
chemical shift imaging 80，175
chemical shift selective 80，413
chemical surgery 175
chemical synapse 80
chemical synovectomy 81
chemical test 80
chemical transmission 81
chemical transmitter 81
chemically deﬁned media 200
chemiclave 175
chemico-parasitic theory 79
chemoceptor 80
chemoceptor trigger zone of vomiting 80
chemomechanical preparation 81
chemoradiotherapy 82
chemoreception 80
chemoreceptor 80
chemoreceptor trigger zone of vomiting 80
chemotactic factor 378
chemotaxis 378
chemotaxonomy 82
chemotherapeutic agent 82
chemotherapeutic drug 82
chemotherapeutic index 82
chemotherapy 82
cherubic face 440
cherubism 176
CHESS 80，413
chest compression technique 141
chest massage 144
chest radiography 144
chest roentgenography 144
chest X-ray examination 144

cholinergic blocking agent

chest X-ray photogram 144
chew-in technique 417
chewable tablet 389
chewing 388
chewing coeﬃcient 389
chewing cycle 389
chewing eﬃciency 389
chewing habit 389
chewing path 389
chewing pattern 389
chewing performance 389
chewing time 389
Cheyne-Stokes breathing 413
Cheyne-Stokes respiration 413
chi-square distribution 70
chi-square test 70
chickenpox 334
chief complaint 295
chilblain 447
child 309
child abuse 279
child dental health 309
child dose 309
child expectancy 211，224
child guidance 279
child guidance center 279
child psychology 279
Child Welfare Law 279
child with a disability 300
child with multiple disabilities 292
childhood 279，309
childhood disintegrative disorder 309
children health care 309
Childrenʼs Charter 279
chill 62
chill and rigor 62
chimera 132
chin 63
chin cap 425
chin cap appliance 425
chin graft 64
chin lift 63
chin tuck 167
chin tuck swallowing 4
china clay 448

Chinese indigenous medicine 120
Chinese medicine 120，417
chinplasty 64
chip fracture 239
chisel 479
chitin 128
chitosan 129
chlamydia 158
chlamydia infection 158
chloasma 119，284
chloramine T 162
chloramphenicol 162
chloramphenicol sodium succinate 162
chlordiazepoxide 162
chlorhexidine 162
chlorhexidine hydrochloride 162
chloride shift 57
chlorine sterilization 57
chloroapatite 162
chloroform 162
chloroma 619
chloropercha 162
chloroplast 606
chlorpheniramine 162
chlorpheniramine d-maleate 162
chlorpromazine 162
chlorpromazine hydrochloride 162
chlortetracycline 162
chlortetracycline hydrochloride 162
chocolate agar 424
choking 589
cholecalciferol 227
cholecystokinin 227
cholecystokinin-pancreozymin 227
cholemia 408
cholesterin crystals 227
cholesterol 227
cholesterol ester 227
cholesterol fat degeneration 227
cholesterol level 227
cholic acid 211
choline 226
choline acetylase 226
cholinergic 226
cholinergic blocking agent 196
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cholinergic blocking drug
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cholinergic blocking drug 226
cholinergic drug 226
cholinergic ﬁber 226
cholinergic nerve 226
cholinergic transmission 226
cholinesterase 226
cholinesterase inhibitor 226
cholinolytic 196
chondrectomy 462
chondriﬁcation 461
chondritis 461
chondroblast 461
chondroblastoma 461
chondrocalcinosis 462
chondrocranium 462
chondrocyte 462
chondrodysplasia 461
chondrodystrophia 462
chondroectodermal dysplasia 461
chondrogenetic tumor 462
chondroid 623
chondroitin sulfate 231
chondroitinase 231
chondrolysis 462
chondroma 462
chondroma cysticum 478
chondroma ossiﬁcans 91
chondromalacia 462
chondromatosis 462
chondromyxoid ﬁbroma 462
chondromyxosarcoma 462
chondronecrosis 461
chondropathia 462
chondrophyte 461
chondroplasty 461
chondrosarcoma 462
chondrosis 462
chondrotomy 462
chop wound 98
chopped meal 126
chorda tympani nerve 215
chordoma 353
chorea 535
chorea-acanthocytosis 600
chorioallantoic inoculation 309
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chorioallantoic membrane inoculation 309
choristoblastoma 547
choristoma 547
choroid plexus papilloma 585
Christensen phenomenon 159
Christmas disease 159，174
Christmas factor 159
Christmas factor deﬁciency 159
chroma 238
chromaﬃn cell 161
chromaﬃnity 162
chromatic sensitivity 29
chromaticity 262
chromaticity diagram 262
chromatin 369
chromatin ﬁlament 369
chromatography 161
chromatolysis 261
chromium intensiﬁcation 162
chromium oxide 246
chromosomal breakage syndrome 369
chromosomal deletion syndrome 369
chromosome 369
chromosome aberration 369
chromosome aberration syndrome 369
chromosome replication 369
chronaxie 276
chronaxy 276
chronic action 581
chronic administration 628
chronic alveolar abscess 581
chronic alveolar osteitis 581
chronic apical abscess 581
chronic apical periodontitis 581
chronic atrophic senile gingivitis 580
chronic caries 580
chronic carrier 581
chronic cor pulmonale 582
chronic dental ﬂuorosis 581
chronic desquamative gingivitis 582
chronic diﬀuse sclerosing osteomyelitis 582
chronic disease 581
chronic ﬂuorosis 582
chronic glomerulonephritis 581

cinefluorography

chronic granulomatous apical periodontitis
582
chronic granulomatous disease 582
chronic hepatitis 581
chronic hyperplastic pulpitis 582
chronic hypertrophic candidiasis 582
chronic infectious disease 581
chronic inﬂammation 580
chronic inﬂammatory demyelinating
polyneuritis 580
chronic interstitial nephritis 581
chronic leukemia 582
chronic lymphadenitis 582
chronic lymphocytic leukemia 582
chronic mandibular osteomyelitis 580
chronic maxillary sinusitis 581
chronic mucocutaneous candidiasis 582
chronic myelocytic leukemia 581
chronic myocarditis 581
chronic nephritic syndrome 581
chronic obstructive pulmonary disease 252，
582
chronic occlusal trauma 581
chronic osteomyelitis of jaw 581
chronic pain 582
chronic pancreatitis 582
chronic periapical abscess 581
chronic periapical periodontitis 581
chronic periodontitis 581
chronic periradicular periodontitis 581
chronic poisoning 582
chronic pulpitis 581
chronic pyogenic apical periodontitis 581
chronic radiation disorder 582
chronic recurrent aphtha 581
chronic recurrent parotitis 581
chronic rejection 581
chronic renal failure 582
chronic respiratory failure 581
chronic sclerosing sialadenitis 581
chronic sclerosing sialoadenitis 581
chronic serous apical periodontitis 581
chronic serous pulpitis 581
chronic sialadenitis 582
chronic sialoadenitis 582

chronic simple apical periodontitis 582
chronic simple pulpitis 582
chronic sinusitis 582
chronic stage 581
chronic suppurative apical periodontitis 581
chronic suppurative osteomyelitis 581
chronic thromboembolic pulmonary
hypertension 581
chronic thyroiditis 581
chronic tonsillitis 582
chronic toxicity 582
chronic trauma 580
chronic ulcerative pulpitis 580
chronically traumatic disease 580
chronological age 625
chronological normal occlusion 625
chronotropic action 556
chyle 470
chylomicron 148
chymotrypsin 132
Ci 140
cibophobia 147
cicatrectomy 498
cicatricial contracture 498
cicatricial pemphigoid 498
cicatrix 498
CIDP 580
CIE Lab 53
CIE Lab color spaces 251
CIE standard sources 518
Cieszynskiʼs ﬁrst oblique projection 413
Cieszynskiʼs second oblique projection 413
Cieszynskiʼs third oblique projection 413
ciliary movement 376
ciliata 377
ciliated cell 377
ciliated epithelium 377
cimetidine 284
cinchi back 327
cinchi back bends 327
cinching 327
cinching bends 327
cine mode 283，444
cine MRI 283
cineﬂuorography 46
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cingulum
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cingulum 129，276
cingulum rest 129
CIPA 374
cipher prescription 597
ciproﬂoxacin 283
ciproﬂoxacin hydrochloride 283
circadian rhythm 70，514
circle absorption system 298
circle method 299
circuit 76
circuit system 298
circular caries 112
circular ﬁber 112，621
circulating blood volume 298
circulation 298
circulation disorder 171
circulation time 298
circulatory collapse 170，298
circulatory diseases 298
circulatory disturbance 298
circulatory failure 298
circulatory overload 298
circulatory system 298
circumferential clasp 112
circumferential ﬁling 369
circumferential line 238
circumferential type retainer 233
circumferential wiring 18
circumpulpal dentin 333
circumscribed scleroderma 177
circumvallate papilla 599
circumzygomatic wiring 142
cirrhosis 208
cisplatin 272
CIST 623
cistern 310
cis-trans isomerism 272
cistron 272
citrate synthetase 156
citrated blood 155
citric acid cycle 155
citric acid etching 155
citric acid intoxication 156
citrovorum factor 279
citrulline 279
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civil liability 586
Cl − channel 162
clarithromycin 158
clasp 157
clasp alloy 157
clasp arm 210
clasp body 202
clasp shoulder 193
clasp tang 188
clasp tip 201
clasping eﬀect 197
class 1 cavity 23
class 2 cavity 464
class 3 cavity 246
class 4 cavity 608
class 5 cavity 212
class 6 cavity 633
classⅠ elastics 24
classⅠ malocclusion 24
classⅠ molar relationship 24
classⅡ elastics 464
classⅡ elastics ring 464
classⅡ malocclusion 464
classⅡ molar relationship 464
classⅢ elastics 246
classⅢ elastics ring 246
classⅢ malocclusion 247
classⅢ molar relationship 247
classⅢ syndrome 246
classical complement pathway 570
classical conditioning 224
classical hemophilia 224
classical infection 224
classical pathway 345
classical scattering 224
classiﬁcation of bone defect 218
classiﬁcation of hypertension 192
classiﬁcation system for prosthodontic
treatment 304
claustrophobia 549
clavulanic acid 158
Clayden eﬀect 157
clean bench 158
clean room 158，587
cleaning agent 345

clonus

cleaning of tongue 359，361
cleaning swallow 103
cleanser 161
cleansing foods 348
clear bracket 329
clear cell carcinoma 590
clear cell odontogenic carcinoma 590
clear zone 590
clearance 158
clearance angle 464
clearing time 449
cleft formation 521
cleft lip 200
cleft lip and palate 200
cleft nose 349
cleft of hard palate 194
cleft of lip 200
cleft of lip and alveolus 86
cleft of lip and alveolus，
cheilognathoschisis
318
cleft of lip，
alveolus and palate，
cheilognathopalatoschisis 318
cleft of lower lip 93
cleft of primary and secondary palate 23
cleft of secondary palate 466
cleft of soft palate 461
cleft palate 186
cleft tongue 361
cleft uvula 185
cleidocranial dysostosis 242，243
cleidocranial dysplasia 242，243
clemastine 161
clenching 161
cleoid 160
click 159
click sign 159
clicking 159
client 157，504
climacteric disturbance 206
clindamycin 159
clindamycin hydrochloride 159
clinic 331
clinical application 620
clinical attachment level 159，621
clinical cervical line 621

clinical crown 621
clinical crown lengthening procedure 621
clinical decision 621
clinical dementia rating 252
clinical epidemiological decision 620
clinical epidemiology 620
clinical equipment 331
clinical equivalents 621
clinical evaluation 621
clinical examination 621
clinical examination method 323
clinical genetics 620
clinical information 331
clinical information disclosure 331
clinical information provided certiﬁcate 331
clinical manipulation 621
clinical microbiology 621
clinical pathology 621
clinical pathway 159
clinical pharmacology 621
clinical photograph 519
clinical physiology 621
clinical pocket depth 621
clinical psychologist 621
clinical research coordinator 415
clinical resident training 620
clinical signiﬁcance 621
clinical statistics 621
clinical study 620
clinical test 620，621
clinical trial 621
clip attachment 159
cliticality 619
CLL 582
clockwise rotation 161，453
clonal selection theory 161
clonazepam 161
clone 161
clonic convulsion 118
clonic seizure 118
clonic spasm 118
cloning 161
cloning vector 161
clonogenicity 227
clonus 161
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closed chest cardiac massage
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closed chest cardiac massage 504
closed circuit anesthetic machine 549
closed coil spring 161
closed fracture 504
closed injury 504
closed lock 161
closed loop 161
closed magnetic circuit 549
closed mouth impression 548
closed pneumothorax 549
closed pulpitis 549
closed question 453
closed reduction 506
closed reduction of TMJ luxation 85
closed system 549
closed tray 161
closed tray impression 161
closed type dental arch 549
close-packed hexagonal lattice 241
closest speaking space 236
closing loop 161
closing loop arch 161
closing loop pliers 161
Clostridium tetani 488
closure 549
closure of oroantral ﬁstula 190
clot 140
clotting time 141
cloud chamber 148
clouding of consciousness 18
cloudy swelling 230
cloudy urine 471
clove oil 422
cloverleaf skull syndrome 161
clubbed ﬁnger 489
cluster damage 157
cluster headache 162
cluster of diﬀerentiation 157
cluster sampling 293
clutch 158
clysters 118
CM 318
CMC 105
CMI 210，241
CML 581
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CMP 276
CMR 477
CMR O2 477
CNR 231，243，251
CO 252，418，604
co-contraction 559
Co-Cr alloy 224
CO2 laser 408
CoA 568
coagglutination 141
coagulase 182
coagulation 141
coagulation factor 141
coagulation factor replacement therapy 141
coagulation necrosis 141
coagulation time 141
coarse-cut amalgam alloy 210
coated tablet 210
coated vesicle 515
coating 210
cobalamin 224
cobalt 60 teletherapy 224
cobalt-chromium alloy 224
cobamamide 224
cobefrine 225
cocaine hydrochloride 211
coccidioidomycosis 214
coccidium 139
cochlea 83
Cockayne syndrome 214
cocoa butter 214
COD 81
codeine 224
codeine phosphate 224
codental staﬀ 224
codes of ethics 622
coding 532
Codman triangle 221，224
codon 24，224
coeﬃcient of cubical expansion 396
coeﬃcient of determination 174
coeﬃcient of friction 577
coeﬃcient of setting expansion 187
coeﬃcient of thermal expansion 474
coeﬃcient of transmission 444

color difference

coeﬃcient of variation 558
coenzyme 568
coenzyme A 568
coenzyme Q 568
coercion 144
cofactor 559
Coﬃn expansion appliance 225
Coﬃn-Lowry syndrome 225
cognition 472
cognition threshold 472
cognitive behavioral therapy 472
cognitive deﬁcit 472
cognitive function 472
cognitive science 472
cognitive theory 472
cognitive therapy 472
Cohen syndrome 210
coherent 224
coherent scattering 112，225
cohesive end 475
cohesive failure 142
cohort 225
cohort analysis 225
cohort study 225
cohort survey 225
coil spring 183
col 226
colchicine 227
cold abscess 624
cold agglutination 122
cold center 122
cold compress 624
cold-curing 299
cold ﬂow 624
cold sensation 624
cold shut of cast 602
cold sore 200
cold spot 624
cold stimulus 624
cold test 122
cold water pain 624
cold working 624
colicky pain 372
collaborative 144
collagen 225

collagen disease 193
collagen diseases 193
collagen family 226
collagen ﬁber 226
collagen membrane 226
collagen sponge 225
collagenase 226
collagenase inhibitor 226
collagenization 193
collapse 147
collarless margin 103
collarless method 103
collateral 384
collateral branch 384
collateral circulation 386
collateral ﬂow 529
collateral ligament 386
collateral pathway 386
collective dose 291
collective dose equivalent 291
collective eﬀective dose 291
collective eﬀective dose equivalent 291
collective equivalent dose 291
collimation 226
collimator 226
collinearity 143
collision 309
collision tumor 309
collodion 227
colloid 227
colloid adenoma 227
colloid degeneration 227
colloid osmotic pressure 197
colloidal cystoma 227
colloidal silica 227
colloidal silica investment 227
collyria 366
colony 227
colony forming unit 227
colony hybridization 227
colony stimulating factor 227
color cement 103
color contrast 29
color development 491
color diﬀerence 261
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color Doppler imaging

Ｃ

color Doppler imaging 103
color ﬂow imaging 103
color former 491
color matching 29
color reaction 432
color sensitivity 29
color space 29
color stability 261
color temperature 29
color triangle 29
color vision test 261
colorimeter 509
colorimetric analysis 509
colorimetry 385，509
coloring agent 416
coloring reaction 491
columnar crystal 418
columnar crystal grain 418
coma 229
coma position 229
combination 550
combination bleach 232
combination bleaching 232
combination bracket 232
combination buccal tube 232
combination clasp 232
combination drug 482
combination drug therapy 402
combination ﬁlling 356
combination headgear 232
combination impression 627
combination restoration 356
combination syndrome 232
combination therapy 550
combination wire 232
combined activator headgear appliance 4
combined eﬀect 550
combined functional，
extraoral traction
appliance 130
combined periodontic-endodontic lesions 269
combined stone 228
combined therapy 550
combined tissue transplantation 529
combustion zone 475
comedical staﬀ 225
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comet sign 225
comforter 62
commensalism 558
commercially pure titanium 311
comminuted fracture 546
Commission Internationale de lʼEclairage 1976
color space 53
commissural pit 186
committed absorbed dose 607
committed dose 607
committed dose equivalent 607
committed eﬀective dose 607
committed equivalent dose 607
committee for certiﬁcation of need 69
committee for social service 285
common cold syndrome 94
common drug 533
common gas outlet 94
common medicament 533
common risk approach 225
common wart 324
communicable disease 440
communicable disease in school 97
communication 225
communication disability 225
communication disorder 225
community 225，412
community based care survice 413
community cooperation clinical path 413
community cooperation clitical path 413
community dental care 412
community dental health 412
community dental health activity 412
community dentistry 412
community diagnosis 412
community ﬂuorosis index 251
community health 197，412
Community Health Act 413
community health activity 413
community health and care support center for
aged 412
community health and medicine 413
community health care 412
community health care support hospital 412
community health care vision 412

component transfusion

community health center 276
community health plan 413
community health service 412
community medicine 412
community periodontal index 269
community periodontal index of treatment
needs 269
community support projects 412
community support projects for dental and oral
health 256
community workshop for disabled persons
300
compact bone 416
compact osteoma 416
comparative bibliography 505
comparative pathology 505
comparison microscope 505
compartment syndrome 156
compatibility 231，435
compensated acidosis 395
compensated alkalosis 395
compensating curve 422
compensating developer 422
compensation 395
compensation of shrinkage 290
compensatory articulation 395
compensatory hypertrophy 395
compensatory pause 395
compensatory strategy 395
competence 297
competency 231
competent cell 231
competitive agent 141
competitive antagonism 141
competitive antagonist 141
competitive drug 141
competitive inhibition 141
complement 570
complement ﬁxation 570
complement ﬁxation test 570
complementary color 569
complementary DNA 383
complementary mandibular movement 383
complementary mandibular position 383
complementation test 383

complete adjuvant 117
complete antigen 117
complete atrioventricular block 117
complete cleft lip 117
complete cleft palate 117
complete denture 376
complete denture prosthodontics 376
complete dislocation 117
complete examination 117
complete excision 117
complete fracture 117
complete metal crown 375
complete mouth radiographic examination
366
complete nursing care 117
complete rebreathing system 117
complete regeneration 117
complete remission 117
complete solid solution 377
complete survey 371
complete tetanus 117
complete transposition of great arteries 117
complete visceral inversion 117
completely impacted tooth 118
complex 242，529
complex cavity 530
complex disease 529
complex gingivitis 530
complex lipid 529
complex odontoma 530
complex periodontitis 529
complex pocket 530
complex regional pain syndrome 529
complex restoration 529
complex seizures 530
complex sound 529
compliance 232
complicated crown-root fracture 530
complicated exodontia 463
complicated fracture 530
complicated injury 99
complication 550
complication of anesthesia 577
component 200
component transfusion 351
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composite dental cement
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composite dental cement 529
composite ﬂap 529
composite graft 529
composite material 529
composite polymer-based restorative material
530
composite resin 197，232
composite resin ﬁlling 232
composite resin inlay 232
composite resin restoration 233
composite resin tooth 197
compound action potential 529
compound lipid 529
compound nevus 529
compound odontoma 289
compound pocket 229
compound presser 231
compound scan 231
compound sound 529
compounding 422
comprehensive dental care 559
comprehensive geriatric assessment 210，
252，381，559，631
comprehensive health care 559
comprehensive medical care 559
comprehensive orthodontic treatment 559
comprehensive periodontal therapy 559
comprehensive rehabilitation 381
Comprehensive Supports for Persons with
Disabilities Act 300
comprehensive survey of living condition of
the people on health and welfare 214
comprehensive therapy 381
comprehensive treatment under general
anesthesia 370
compress 16，278
compressed root canal 558
compressibility 26
compression bandage 7
compression fracture 7
compression necrosis 6
compression of nerve 318，319
compression osteosynthesis 7
compression test 6
compressive deformation 6
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compressive strain 6
compressive strength 6
compressive stress 6
compromise 634
compromised host 17
compromised patient 17
compromised stage 17
Compton absorption 232
Compton edge 232
Compton eﬀect 232
Compton electron 232
Compton scattered photon 232
Compton scattering 232
compulsory treatment 143
computed radiography 232
computed tomography 232
computed tomography dose index 252
computer-aided designing/computer-aided
manufacturing 133
computer-aided diagnosis 133，232
computer-aided navigation surgery 232
computer-aided surgery 232
computer-assisted diagnosis 133，232
computer simulation 232
computer-generated bone modeling 232
computerized cephalometric radiograph 232
computerized radiography 232
computerized tomography 232，252
concanavalin A 227
concave face 228
concave facial type 58
concave proﬁle 58
concave type 58
concavity 59，106
concentrated ﬂuid food 477
concentrated growth factor 252
concentration action curve 478
concentration cell 477
concentration eﬀect 478
concentration response curve 478
concentric needle electrode 446
concha nasalis 507
concrescence 602
concrescent tooth 602
concurrent disease 550

congenital erythropoietic porphyria

concurrent schedule 550
concussion 328
condensation 441
condensation polymerization 293
condensation pressure 291
condensation silicone rubber impression 293
condensation silicone rubber impression
material 293
condensation technique of root canal ﬁlling
67
condense 231
condenser chamber 231
condenser dosimeter 231
condenser for resin restoration 626
condensing ostitis 186
conditioned inhibition 304
conditioned medium 298，486
conditioned reﬂex 304
conditioned reﬂex therapy 304
conditioned response 304
conditioned stimulus 304
conditioning 304
conductance 230
conduction 441
conduction anesthesia 441
conduction anesthesia for mandibular foramen
78
conduction velocity 441
conductive ﬂoor 441
conductivity 442
conductor 391，532，542
conductor type 230
condylar axis 100
condylar ball 100
condylar cartilage 82
condylar guidance 105
condylar guidance inclination 105
condylar hyperplasia 86
condylar hypoplasia 82，86
condylar movement 100
condylar path 105
condylar path articulator 105
condylar point 100
condylar position 81
condylar process 85

condylar rod 230
condylar type articulator 230
condyle fracture 81
condyle path 105
condylectomy 81
condylectomy of the mandible 81
Condylion 231
condyloma acuminatum 366
condyloma lata 558
condylotomy 81，82
cone 211，306
cone angle 210
cone beam 57
cone crown 210
cone crown telescope 210
cone crown telescopic denture 210
cone-cutting 211
cone-shaped tooth 57
confabulation 242
confectioner dental caries 92
conﬁdence interval 330
conﬁdentiality 297
conﬁguration 483
conﬁnement 201
conﬁrmed diagnosis 89
conﬂict 98，546
conformation 232
confusion 242
congenital abnormality 373
congenital adrenal hyperplasia 374
congenital adrenal hypoplasia 374
congenital adrenocortical hyperplasia 374
congenital anodontia 374
congenital anomaly 373
congenital biﬁd condyle 374
congenital cause 374
congenital central hypoventilation syndrome
374
congenital commissural lip pit 373
congenital cyst 374
congenital defect 373
congenital disease 373
congenital ectodermal dysplasia 373
congenital epulis 373
congenital erythropoietic porphyria 373
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congenital factor Ⅷ deficiency
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congenital factor Ⅷ deﬁciency 374
congenital factor Ⅺ deﬁciency 374
congenital ﬁssured tongue 373
congenital ﬁstula of lower lip 373
congenital ﬁstula of mouth angle 373
congenital heart disease 373
congenital hypoﬁbrinogenemia 374
congenital hypothyroidism 373
congenital immunodeﬁciency syndrome 374
congenital insensitivity to pain with anhidrosis
374
congenital jaw deformity 373
congenital lip ﬁstula 373
congenital lip pit 373
congenital macroglossia 373
congenital malformation 373
congenital malformation of hard palate 193
congenital micrognathia 373
congenital missing 373
congenital missing of tooth 373
congenital muscular dystrophy 373
congenital myopathy 374
congenital palmoplantar keratosis 373
congenital predisposition 373
congenital ranula 373
congenital renal anomaly 373
congenital rubella syndrome 374
congenital salivary ﬁstula 374
congenital syngnathia 373
congenital syphilis 374
congenital tooth 296，373
congenital velopharyngeal incompetence 374
congenitally missing 373
congenitally missing tooth 373
congestion 38，399
congestive edema 38
congestive heart failure 38
congestive induration 38
conical tooth 57
conidium 546
conjoined twin 172
conjugate 560
conjugation 356，559
conjugative plasmid 356
conjunctival reﬂex 174
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conjunctivitis 174
Connʼs syndrome 211
connecting device 627
connecting rigidity 627
connective tissue 171
connective tissue attachment 171
connective tissue disease 172
connective tissue graft 171，602
connective tissue growth 576
connective tissue ossiﬁcation 171
connective tissue proliferation phase 172
connector 224，627
Conradi-Hunermann syndrome 233
conscious sedation 18
consciousness 18
conservative 570
conservative dentistry 257
consistency 423
consolation money 19
consolidation 221
consolidation arch 230
consonants 253
constant force 229
constant region 432
constipation 558
constitutional jaundice 394
constitutive enzyme 200
constricted canal 142
constriction 142，208
constriction of pulp cavity 271
construct 200
construction bite 200
construction of band 500
construction with resin 626
constructive restoration 414
consultation 323，395
consultation rate 298
consumption 311
consumption coagulopathy 310
consumption tax 310
contact allergy 358
contact angle 358
contact area 230
contact cheilitis 358
contact chip 230

controlled area

contact cure 230
contact dermatitis 358
contact gauge 230
contact hypersensitivity 358
contact indicating material 435
contact infection 358
contact inhibition 358
contact matrix 231
contact metastasis 358
contact microradiogram 230
contact microradiography 230
contact osteogenesis 230
contact radiography 151
contact skin hypersensitivity 358
contact splint 388
contact stomatitis 358
contact tip 230
contaminant 63
contaminated layer 63
contaminated operation 63
contamination 63，231
content 122
content of bone mineral 216
contextual factors 482
contingency table 464
continued fever 167
continuous archwire 231
continuous clasp 628
continuous epidural anesthesia 275
continuous force 276
continuous hyperfractionated accelerated
radiotherapy 416
continuous irradiation 628
continuous ligature 628
continuous neuralgia 275
continuous pain 276
continuous positive airway pressure 275
continuous positive pressure 276
continuous positive pressure breathing 276
continuous reinforcement 628
continuous resection of mandible 79
continuous spinal anesthesia 275
continuous spring 628
continuous suture 628
continuous traction 275

continuous variable 628
continuous variation 628
continuous wave 628
continuous X-ray 628
contour 119，260，619
contour of crown 259
contour of gingival ﬂoor of pontic 574
contouring pliers 231
contra-angle handpiece 231
contraceptive 514
contracted dental arch 142
contractile protein 290
contraction 290，628
contraction gap 231
contraction loop 231
contraction stress 290
contracture 198
contraindication 149
contralateral 396
contrast 231
contrast CT 378
contrast-detail diagram 252
contrast echo method 231
contrast-enhanced CT 164
contrast-enhanced MR angiography 378
contrast-enhanced ultrasonography 378
contrast enhancement 231，378
contrast enhancement method 378
contrast examination 378
contrast harmonic imaging 231
contrast medium 378
contrast MRI 378
contrast radiography 378
contrast radiography of soft palate 461
contrast resolution 231
contrast to noise ratio 231，243，251
contrast tomography 378
contributing factor 140
control 231
control of metabolism 394
control of secretion 547
control test 395
control valve 422
controled hypothermia 322
controlled area 122

Ｃ
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controlled clinical study
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controlled clinical study 122
controlled hypotension 431
controlled hypothermia 432
controlled mechanical ventilation 422
controlled study 122
controlled tipping 231
controlled ventilation 422
contusion 243，406
contusion of TMJ 85
convenience form 556
convenience pulpectomy 556
convention on the right of the child 224
conventional glass ionomer cement 293
conventional loading 394
convergence 291
convergent irradiation 289
convergent radiotherapy 289
conversation 76
conversion 438
conversion disorder 439
conversion factor 110，556
conversion hysteria 439
conversion instrument 231
conversion reaction 439
converter 231
convertible bracket 231
convertible tube 231
convex array probe 232
convex facial type 453
convex proﬁle 453
convex type 453
convex type face 232
convolution 233
convolution integral 422
convolution integral method 290
convulsion 167
Coolidge tube 155
Coolidge X-ray tube 155
cooling blanket 624
cooling curve 624
cooling taste 352
Coombs test 155
cooperated method education 209
cooperation of multidisciplinary team 403
coordinate bond 481
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coordinate measuring 248
COPD 252，582
coping 210
copolymer 142
copolymerization 142
copper alloy 445
copper band 99
copper band impression method 99
copper cement 446
copper plated die 449
copper tray 99
copula 225
copy denture 531
CoQ 568
cor pulmonale 483
cord 176，326
cordless type 210
core-binding factor A 253
core construction material 276
core material 182
core porcelain 182
core protein 182
core temperature 329
cored structure 599
Cori cycle 226
corn-cob 211
cornea 91
corneal reﬂex 91
Cornelia de Lange syndrome 227
Cornell Medical Index 210
corner matrix 210
corniﬁcation 83
cornmeal agar 211
cornmeal agar media 211
corona 227
coronal axis of tooth 259
coronal cementum 260
coronal fragment 260
coronal hypercementosis 260
coronal image 112
coronal leakage 227，261
coronal plane 375
coronal pulp 259
coronal restoration 259
coronal root fracture 259

council of social corporation

coronal section image 112
coronal sulcus 112
coronal view 112
coronally positioned ﬂap operation 282
coronary artery aneurysm 119
coronary artery disease 119
coronary blood ﬂow 119
coronary care unit 111
coronary circulation 112
coronary embolism 119
coronary heart disease 112
coronary insuﬃciency 119
coronary vasodilator 109
coronoid fracture 153
coronoid process 153
coronoidectomy 153
coronoidotomy 153
coronoplasty 259
corping 457
corpora amylacea 442
corpora libera 602
corporate tax 565
corpus adiposum buccae 142
corpus albicans 487
corpus luteum hormone 59
corpus mandibula 79
corpus maxilla 302
corpuscle of Vater-Pacini 523
corpuscular indices 356
corpuscular radiation 617
corrected transposition of great arteries 290
correction factor 570
correlation 378
correlation coeﬃcient 378
corresponding tooth 449
corrosion 532
corrosion current 532
corrosion fatigue 532
corrosion of titanium 415
corrosion potential 532
corrosion prevention 564
corrosion product 532
corrosion resistance 395
corrosion test 532
corrugated tube 401

corset 226
cortical bone 508
cortical bone graft 508
cortical bone perforation 508
cortical osteotomy 226
cortical plate 508
corticobulbar tract 508
cortico-cancellous block 508
corticocancellous bone transplantation 508
corticospinal tract 508
corticosteroid 226
corticosteroid purpura 531
corticotomy 226
corticotropin 531
corticotropin releasing factor 531
corticotropin releasing hormone 531
cortisone acetate 226
corundum 226
corundum wheel 226
Corynebacterium diphtheriae 283
Corynebacterium matruchotii 226
cosmetic disturbance 329
cosmetic factor 329
cosmetic feature 329
cosmetic requirement 329
cosmetic surgery 517
cosmetics 329
cosmic ray 38
cost-beneﬁt 519
cost-beneﬁt analysis 519
cost-eﬀect analysis 518
cost-eﬀectiveness 519
costal breathing 142
Costen syndrome 216
costochondral graft 632
cotinine 216
cotransduction 445
cotransport 145
cotton swab forceps 487
cotton-wool appearance 593
cough 353
cough reﬂex 71，354
coughing 71，353
Coulomb interaction force 155
council of social corporation 285
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counseling
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counseling 76
counselor 76
count per minute 76，165
count per second 76，165
countable data 165
counter measure against infection 117
counter-moment 76
counter opening 426
counter scale with stabilized pans 245
counterclockwise rotation 76
counterconditioning 499
counterirritant 393
countermeasure for compromised host 111
countershock 76
countersink 76
countertransference 132
countertransport 393
counting eﬃciency 165
counting method 76
counting rate 165
coupled reaction 145
coupling 145，171
coupling agent 99
coupling medium 441
coupling sugar 99
covalent bond 145
covalent modiﬁcation 145
covalently closed circular DNA 145
covariance 145
covariate 145
cover screw 101
covering form 515
covering grasp 515
COX 263
Coxsackie virus 214
CPAP 275
CPC 253
CPF 253
CPI 269
CPITN 269
cpm 76，165
CPR 329
cps 76，165
CPTi 311
CR 232，418
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cracking of tooth crown 259
Crane-Kaplan pocket marking forceps 160
cranial 447
cranial base 443
cranial base angle 443
cranial base fracture 443
cranial base line 443
cranial bone 443
cranial fontanelles 443
cranial implant 443
cranial nerves 477
cranial suture 444
craniocaudal projection 448
craniodiaphyseal dysplasia 443
craniofacial cleft 443
craniofacial deformity 443
craniofacial dysjunction fracture 443
craniofacial region 443
craniomandibular index 158
craniometaphyseal dysplasia 443
craniometric landmark 443
craniometric point 443
craniometry 443
craniopharyngioma 443
cranioschisis 468
cranioschisis partialis 536
cranioschisis totalis 374
craniostosis 444
craniosynostosis 444
crater 160
CRC 415
creatine 160
creatine phosphate 160
creatinine 160
creatinine clearance 160
Crede maneuver 160
creep 158
cremental line of Ebner 51
creosote 161
crepitation 161
crepitus 161
crescent face 584
crescent-shaped knife 635
cresol 161
crest 617

crown form matrix

crestal incision 281
crestal pit 420
cretinism 161
Creutzfeldt-Jakob disease 161
crevice corrosion 337
CRH 531
crib 159
cricoid cartilage 621
cricoid pressure 621
cricopharyngeal muscle 620
cricopharyngeal myotomy 620
cricothyroid puncture 620，621
cricothyrotomy 620
Crigler-Najjar syndrome 158
criminal responsibility 164
criminology 498
crimpable attachment 159
cripple 276
crippling ﬂuorosis 39
crisis 158
crisis intervention 125
crisis management 125
crista 159
cristae 159
cristobalite 159
cristobalite investment 159
criteria 499
criteria for tooth extraction 491
critical angle 619
critical care medicine 140
critical closing pressure 619
critical depolarization 619
critical organ 174
critical pathway 159
critical pH 619
critical pressure 619
critical region 125
critical temperature 619
critical tissue 174
critical value 619
Crohnʼs disease 161
Cronin method 161
Crookes tube 160
cross-arch ﬁxation 161
cross-arch splint 161

cross-arch stabilization 161
cross-binding pattern 60
cross bite 196，499
cross bite arrangement of artiﬁcial tooth 196
cross bite artiﬁcial tooth 196
cross bite tooth 196
cross-bridge 627
cross clasp type cavity 290
cross contamination 196
cross-cut bur 161
cross dependence 196
cross-elastics 196
cross grid 196
cross hypersensitivity 196
cross infection 196
cross-linked polymer 83
cross-linking 83
cross-linking agent 83
cross matching of blood 169
cross-over eﬀect 161
cross-over study 196
cross resistance 196
cross-section 411
cross sectional assessment 59
cross-sectional image 317
cross-sectional image of mandible 81
cross-sectional material 59
cross-sectional study 59
cross striation 59
cross-talk artifact 161
cross tolerance 196
crossed embolism 196
crossed extensor reﬂex 196
Crouzon disease 159，443
Crouzon syndrome 159，443
crowding 382
Crow-Fukase syndrome 161
crown 157
crown and bridge prosthodontics 157
crown bar 157
crown caries 260
crown distal shoe space maintainer 157
crown-down preparation technique 157
crown form 157
crown form matrix 157
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crown-implant ratio
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crown-implant ratio 157
crown infraction 259
crown length 260
crown lengthening procedure 260
crown loop space maintainer 157
crown luxation 260
crown movement 258
crown prosthesis 260
crown restoration 259，261
crown restoration materials 259
crown-root fracture 259
crown-root ratio 259
crown torque 157
crown width 260
CRP 253
CRPS 529
CRT 30
crucible 602，623
crucible former 57
crude drug 311
crushing 6，103，546
crust 101
crying 460
crying cat syndrome 473
cryoanalgesia 122，624
cryoanesthesia 624
cryopreservation 445
cryostat 157
cryotherapy 445
cryptic plasmid 368
cryptococcosis 159
crystal 172
crystal degeneration 172
crystal gold 172
crystal grain 173
crystal growth 172
crystal structure 172
crystalline defect 197
crystallinity 172
crystallite 507
crystallizable fragment 18，51
crystallized glass 172
crystalloid 306
CS 304
CSF 227，331
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CSI 80，175
CT 232，252
CT-guided biopsy 252
CT image 252
CT number 252
CT simulator 252
CTDI 252
CTDI vol 396
CTDIw 92
CTEPH 581
CTGA 290
CTL 240
CTP 276
CTR 318
cuﬀ 102
cuﬀed endotracheal tube 102
cuﬀed tracheostomy tube 102
culture 485
culture examination 485
culture identiﬁcation 486
culture medium 483
culture test 485
cultured epidermis 486
cumulation 414
cumulative absorbed dose 414
cumulative dose 414
cumulative eﬀect 414
cumulative interceptive supportive therapy
623
cumulative success rate 623
cumulative survival rate 623
cupping eﬀect 99
curare 157
curariform action 157
curarization 157
curative dose 420
curative eﬀect 425
curdling 141
cure 184，425
cure phobia 425
curettage 382
curette 41
curette type scaler 41，140
curie 140
curing retardant 186

cysteine

curing shrinkage 289
curriculum planning 104
curtain sign 67
curtain surgery 67
curve of Monson 596
curve of occlusion 196
curve of Spee 341
curve of Wilson 35
curve symbol 635
curved cassette 146
curved needle 286
curved root 635
curved root canal 635
curved root tooth 233
curved scissors 635
curved surface tomography 146
curved tooth 635
Cushing disease 156
Cushing syndrome 156
cushioning material 112
cusp 204
cusp angle 204
cusp inclination 204
cusp of Carabelli 104
cuspal interference 204
cuspid guidance 180
cuspid line 186
cuspid protected occlusion 180
cuspless tooth 587
custom abutment 94
custom-made type lingual bracket orthodontic
appliance 94
custom tray 94
cutaneous horn 505
cutaneous pruritus 515
cutaneous respiration 515
cutaneous sensation 515
cutback 99，579
cutis hyperplastica 412
cutting 357
cutting apparatus 357
cutting edge 354
cutting eﬃciency 357
cutting instrument 357
cutting instrument for airturbine 40

cutting needle 90
cutting pliers 98
cutting torque 357
CVA 158，477
CVP 253，418
cyanide poisoning 251
cyanoacrylate 251
cyanobacteria 352
cyanocobalamin 251
cyanosis 412
cyanotic 412
CyberKnife® 239
cybernetics 239
cyclic adenosine 3ʼ,5ʼ-monophosphate 234
cyclic AMP 234
cyclic GMP 234
cyclic guanosine 3ʼ,5ʼ-monophosphate 234
cyclic ingestion 196
cyclic neutropenia 289
cyclic root canal irrigation 196
cycloheximide 263
cyclooxygenase 263
cyclophosphamide hydrate 263
cyclopia 407
cyclopropane 263
cyclops 407
cycloserine 235
cyclosporin A 263
cyclosporin-induced gingival hyperplasia 263
cyclotron 235
cycotiamine 266
cylinder implant 316
cylindrical cell carcinoma 57
cylindroma 57
cyproheptadine 283
cyproheptadine hydrochloride 283
cyproheptadine hydrochloride hydrate 283
cyst 477，478
cyst-like lesion 479
cyst of papilla palatina 185
cyst of the jaw 87
cystadenocarcinoma 478
cystadenoma 478
cystadenoma papilliferum 470
cysteine 272
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cysteine hydrochloride hydrate

Ｄ

cysteine hydrochloride hydrate 272
cystic ameloblastoma 478
cystic ﬁbrosis 478
cystic lymphangioma 478
cystic lymphoid hyperplasia 478
cystic margin 478
cystic odontoma 478
cystic pattern 478
cystine 272
cystine disease 272
cystine stone 272
cystoma 477
cystometogram 560
cytarabine 276
cytidine 276
cytidine 5ʼ-diphosphate 276
cytidine 5ʼ-monophosphate 276
cytidine 5ʼ-triphosphate 276
cytidylic acid 276
cytoarchitecture 240
cytochrome 279
cytochrome C oxidase 279
cytochrome C reductase 279
cytochrome P-450 279
cytodiagnosis 240
cytokine 238
cytokine therapy 238
cytolysis 241
cytomegalic inclusion disease 147
cytomegalovirus 239
cytopathic eﬀect 241
cytopathogenic eﬀect 241
cytoplasm 240
cytoplasmic ﬁlament 240
cytoplasmic inheritance 240
cytoplasmic matrix 240
cytoplasmic membrane 240
cytoplasmic microtubule 240
cytosine 279
cytoskeleton 240
cytosol 239
cytotoxic factor 240
cytotoxic index 240
cytotoxic T lymphocyte 240
cytotoxicity 240
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cytotoxicity test 240
cytotoxin 240
Czapek-Dox agar 426

Ｄ
D-sorbitol 390
d-tubocurarine 429
DA 492
DAC 428，436
dADP 434
Daily Life Security Law 344
dalton 406
damage 390
dammar 411
dAMP 434
Dandy-Walker syndrome 410
dangerous drug 168
DAP 251，593
DAP meter 593
dappen dish 404
dappen glass 404
Darier disease 406
dark adaptation 14
dark-ﬁeld illumination 14
dark-ﬁeld microscope 14
dark room 14
data format 434
dATP 434
daughter nuclide 589
daunomycin 399
daunomycin hydrochloride 399
Davis cavity 434
Davis porcelain crown 434
day care 427，430
day care center 427
day service 427，431
day service center 427
daylight system 590
dB/dt 430
DC 424
DC potential 429
dCDP 435
DCM 89

deep breathing

dCMP 435
dCTP 435
DDS 454，598
de Lange syndrome 437
de novo synthesis 318
dead space 262
dead space eﬀect 262
dead tract 276
dead-man switch 437
dead-man type 437
deaﬀerentation 136
deaﬀerentation pain 136
deafness 463
deamination 403
death 251
death by conﬂagration 93
death by ﬁre 305
death by hanging 18
death by lightning 609
death by manual strangulation 597
death by strangulation 197
death by throttling 597
death certiﬁcate 284
death from burning 93
death from cold 445
death from electricity 118
death from starvation 124
death phase 284
death spot 283
death with dignity 390
death wound 416
debanding pliers 500
debilitas vitae 344
debonding 433
debonding of bracket 537
debonding pliers 537
debranching enzyme 46
debridement 45，437
debris 45，244，437，494
debris echo 437
debris index 265
debris retention 312
decalciﬁcation 403
decalciﬁcation-recalciﬁcation equilibrium
403

decalciﬁed bone 403
decalciﬁed section 404
decannulation 490
decarboxylase 404
decay constant 74
decay scheme 74
decayed dentin 613
decayed missing ﬁlled tooth rate 429
decayed tooth 584
decayed tooth rate 584
decerebrate rigidity 315
decibel 436
deciduous canine 468
deciduous dental arch 470
deciduous dentition 470
deciduous dentition period 470
deciduous incisor 470
deciduous molar 468
deciduous occlusion 469
deciduous precessor 368
deciduous tooth 469
deciduous tooth germ 469
decision making 19
decision matrix 174
decision tree 174，436
Declaration of Alma-Ata 12
Declaration of Geneva 297
Declaration of Lisbon 614
Declaration of Sydney 279
Declaration of the Right of the Child 279
Declaration of the Rights of Disabled Persons
300
decoding 532
decompensation 431
decompression 176，299
decompression surgery 176
decorin 436
decortication 508
decrementless conduction 532
decubital ulcer 313
decubitus 313
dedentition 317
dediﬀerentiation 404
deep bite 77
deep breathing 323
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deep cervical lymph nodes
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deep cervical lymph nodes 321
deep hypothermia 423
deep mycosis 323
deep pain 330
deep part 329
deep pharynx 317
deep reﬂex 330
deep seated caries 323
deep-seated mycosis 323
deep sensation 330
deep somatic pain 330
deep temporal artery 326
deep temporal nerves 326
deep temporal vein 326
deep vein thrombosis 330
def index 428
default 241
defecation 485
defect 170，174
defect of condyle 81
defect of tooth substance 268
defense mechanism 559
defense reaction 559
defense reﬂex 559
deﬁbrillation 314
deﬁbrillator 314
deﬁciency 140，174
deﬁciency of intrinsic factor 457
deﬁnite diagnosis 89
deﬁnitive diagnosis 89
deﬁnitive prosthesis 235
deﬂecting wrinkle 156
deﬂection 406
deﬂuxion 629
deformation 556
deformity 125，556
deformity of jaw bone 87
degassing 430
degeneration 392，556
degenerative arthritis 393，556
degenerative joint disease 393，557
deglutition 54
deglutition reﬂex 55
degree 433
degree of conversion 289
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degree of cross-linkage 83
degree of food pulverization 314
degree of force 414
degree of polymerization 289
degree of saturation 566
degree of senility 629
degree of working 91
degrees of freedom 291
dehiscence 613，626
dehydration 118，404
dehydrogenase 404
deinstitutionalization 404
delayed action 413
delayed allergy 413
delayed conditioning 57
delayed eﬀect 415，416
delayed elasticity 413
delayed eruption 564
delayed eruption of tooth 497
delayed expansion 416
delayed ﬁxation 466
delayed fracture 62
delayed growth 349
delayed implant placement 394
delayed loading 392，413
delayed onset pain 416
delayed pain 206，416
delayed puberty 416
delayed reinforcement 413
delayed suture 159
delayed-type allergy 413
delayed-type hypersensitivity 413
deleterious substance 168
deletion 172
deliquescence 421
delirium 376
delivery 547
delta clasp 437
delta hepatitis 429
delta loop 437
deltopectoral ﬂap 430
delusion 594
delusion of persecution 504
demand pacemaker 437
dementia 472

dental electric engine

dementia elderly 472
dementia elderly person 472
dementia with Lewy bodies 627
demethylchlortetracycline 162
demethylchlortetracycline hydrochloride 162
demineralization 403
demineralization-remineralization equilibrium
403
demineralized freeze-dried bone 403，428
demineralized freeze-dried bone allograft 428
demolished fracture 546
demulcent 475
denasalia 550
denaturation 556
dendrite 294，295
dendritic cell 295，592
dendritic macrophage 294
dendrogram 442
denervation 314，404
denial 147
denitrogenation 404
Denker method 438
dens evaginatus 74
dens in dente 290
dens invaginatus 290
densitometer 440，478
densitometry 478
density 478，584
density-gradient centrifugation 584
density resolution 478
dental abrasion 579
dental accident 255
dental accurate casting 256
dental age 257，316
dental-alveolars 254
dental alveoli 274
dental amalgam 258
Dental and Oral Health Promotion Law 256
dental anesthesia 257
dental anesthesiologist 257
dental anesthesiology 257
dental antagonist 393
dental anterior crossbite 273
dental arch 316
dental arch circumference 317

dental arch length 317
dental arch perimeter 317
dental arch width 317
dental assistant 256
dental autotransplantation 256
dental beeswax 503
dental bimaxillary protrusion 273
dental biomaterial 256
dental cabinet 258
dental calculus 273
dental care for the disabled 300
dental care index 257
dental care strategy 257
dental caries 37
dental caries control 37
dental caries in child 309
dental caries prevention 37
dental cast 192，317
dental casting 257
dental cement 258
dental chair 258
dental chart 255
dental clinic 254，256
dental clinic for home care support 238
dental color space 441
dental compensation 441
dental cone 441
dental cone-beam CT 258
dental consonant 254
dental crossbite 273
dental crypt 283
dental cuticle 271
dental decompensation 264
dental deep bite 272
dental dentin ceramic 441
dental device 258
dental digital radiograph 258
dental digital radiographic diagnostic system
258
dental digital radiography 258
dental digital X-ray photograph 258
dental drug delivery system 342
dental economics 255
dental education 255
dental electric engine 258
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dental enamel ceramic
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dental enamel ceramic 49
dental equipment 258
dental equipment and instrument 255
dental erosion 248，324
dental examination 256
dental expense 255
dental explorer 258
dental extracting forceps 491
dental ﬁstula 317
dental ﬂoss 441
dental ﬂuid 253
dental focal infection 273
dental formula 268
dental hard tissue 202
dental health 189
dental health activity 257
dental health and dental service 257
dental health behavior 257
dental health care for adult and the elderly
347
dental health care management 257
dental health care of the aged 631
dental health center 192，257
dental health consultation 256
dental health counseling 257
dental health education 256，257
dental health examination 256
dental health for mother and child 568
dental health guidance 257
dental health of persons in need of nursing care
603
dental health practice 257
dental health project 257
dental health service 257
dental health target 257
dental health to handicapped person 300
dental history 254
dental home visit treatment 257
dental hygiene 189
dental hygiene education 255
dental hygiene week 492
dental hygienist 255
Dental Hygienist Law 255
dental identiﬁcation 215
dental implant 189，255，441
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dental implant material 189
dental implantology 255
dental impression material 30
dental institution 255
dental instrument 258
dental investing material 258
dental iodine glycerin 258
dental IQ 441
dental key 264
dental laboratory 255
dental laboratory procedure authorizations
255
dental laboratory technique 255
dental lamina 278
dental lawsuit 254
dental machine 258
dental management 255
dental mandibular protrusion 272
dental material 256
dental material science and technology 258
dental materials science 256
dental maxillary protrusion 273
dental medicine 254
dental microbiology 257
dental microscope 258
dental mirror 258
dental model 192
dental mouth gag 69
dental numbering system 441
dental oﬃce 254
dental oﬃce management 254
dental open bite 272
dental operating microscope 258
dental pain 277
dental papilla 282
dental personnel 255
dental pharmacological material 257
dental phobia 257
dental plaque 536
dental plaque control 265
dental plaque formation 265
dental plaque-forming ability 265
dental plaque induced disease 265
dental plaster 258，356
dental porcelain for vacuum ﬁring 318

denture border

dental practice 254，255
dental practice administration 255
dental preventive treatment 258
dental product 258
dental prophylactic treatment 258
dental protrusion 273
dental psychosomatic desease 256
dental public health 198
dental pulp 271
dental pulp concussion 271
dental radiation exposure 257
dental radiograph 258
dental radiography 255
dental radiology 257
dental retrusion 273
dental rinse 441
dental sac 271
dental science 254
dental service 254，255，256
dental service at home 566
dental stem cell 273，486，494
dental stone 197
dental surgeon 254
dental surgery 254，256
dental team work 413
dental technician 255
Dental Technicians Law 255
dental technology 255
dental treatment 257
dental treatment under day case anesthesia
504
dental treatment under hospitalization 468
dental triozinc paste 258
dental tweezers 258
dental unit 258
dental wax 258
dental X-ray apparatus 258
dental X-ray ﬁlm 258
dentala mouth prop 69
dentally disabilities 257
dentate bur 441
dentate round bur 441
denticle 380，381
dentifrice 284
dentigerous cyst 111，633

dentin 380
dentin bridge 441，504
dentin callus 380
dentin caries 380
dentin ceramic 441
dentin color 441
dentin hypersensitivity 380
dentin matrix 380
dentin niche 380
dentin-pulp complex 380
dentin ripple 380
dentin wall 380
dentinal dysplasia 380
dentinal ﬂuid 253
dentinal plug 441
dentinal tubule 380
dentino-cement junction 380
dentino-enamel junction 49
dentinogenesis 380
dentinogenesis imperfecta 380
dentinogenic ghost cell tumor 380
dentinoma 380
dentino-pulpal junction 380
dentist 254
Dentist Law 254
dentistry 254
dentistry for the aged 209
dentistry for the disabled 300
dentition 263，316，345
dentoalveolar compensation 275
dentofacial deformity 486
dentofacial orthopedics 88，486
dentogingival ﬁber 263
dentomaxillofacial area 256
dentomaxillofacial morphology 256
dentoperiosteal ﬁber 263
dentulous jaw 600
denture 126
denture adjustment 127
denture base 126
denture base material 126
denture base outline 300
denture base resin 126
denture bearing area 193
denture border 126，299

Ｄ
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denture brush

Ｄ

denture brush 127
denture cleaning 126
denture cleanser 126
denture ﬁbroma 126
denture ﬁbrosis 126
denture ﬂange 311
denture for deciduous teeth 309
denture for defected jaw 86
denture foundation area 126
denture fracture 127
denture granuloma 126
denture lining material 126，127
denture marking 126，441
denture pattern 194，274
denture plaque 441
denture plaque control 441
denture propulsion 333
denture sore mouth 126
denture space 441
denture splint 305
denture stability 127
denture stabilizer 126
denture stomatitis 126
denture tooth brush 127
denture ulcer 126
denture without palatal plate 587
denturist 29，441
deodorant action 345
deoxidizer 404
deoxyadenosine 434
deoxyadenosine 5ʼ-diphosphate 434
deoxyadenosine 5ʼ-monophosphate 434
deoxyadenosine 5ʼ-triphosphate 434
deoxyadenylic acid 434
deoxycholic acid 434
deoxycytidine 5ʼ-diphosphate 435
deoxycytidine 5ʼ-monophosphate 435
deoxycytidine 5ʼ-triphosphate 435
deoxycytidylic acid 435
deoxyguanosine 5ʼ-diphosphate 434
deoxyguanosine 5ʼ-monophosphate 434
deoxyguanosine 5ʼ-triphosphate 434
deoxyguanylic acid 434
deoxyhemoglobin 110
deoxyribonuclease 435
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deoxyribonucleic acid 428，435
deoxyribose 435
deoxythymidine 5ʼ-diphosphate 435
deoxythymidine 5ʼ-monophosphate 435
deoxythymidine 5ʼ-triphosphate 435
dependence 21
dependence producing drug 21
dependence study 21
dependency 21
dependent elderly 603
depersonalization 614
dephasing 21
depletion 211，381
depletor 211
depolarization 404
depolarization block 404
depolarizing agent 404
depolarizing muscle relaxant 404
depolymerization 70
deposit 426
deposit of lipid 268
deposition 425
depressant action 606
depressant drug 606
depressants 606
depression 6，38
depression scale 606
depressive reaction 606
depressive state 38，606
depressor anguli oris muscle 186
depressor labii inferioris muscle 93
depressor muscle of angle of mouth 186
depressor nerve 176
depressor reﬂex 183
depth dose 330
depth dose curve 330
depth dose distribution 330
depth gauge 328，437
depth of anesthesia 577
depth of ﬁeld 308
depth of polymerization 289
derepression 606
derivation 601
derivative 601
derived gene 601

devitalized pulpotomy

derived protein 601
dermal tooth 508
dermatan sulfate 437
dermatitis 515
dermatitis herpetiformis 555
dermatoﬁbroma 515
dermatoﬁbrosarcoma protuberaus 616
dermatologic preparation 74
dermatological paste 488
dermatome 239，437，516
dermatomycosis 515
dermatomyositis 515
dermatoneurosis 515
dermatostomatitis 515
dermatotropic viral infections 515
dermis allergy 329
dermographism 516
dermoid cyst 519，623
descending palatine artery 91
descriptive epidemiology 127
desease type 517
desensitization 312，404，414
desensitization of dentin 314
desensitizing agent of hypersensitive dentin
380
desiccation 118
designated drug 278
designated medical institute for speciﬁed
infectous diseases 451
desmethylimipramine 436
desmoid 436
desmoplastic ameloblastoma 364，622
desmoplastic ﬁbroma 622
desmosine 436
desmosome 436
desquamative gingivitis 487
detachment 405
detailing 433
detection criteria 180
detection limit 327
detection threshold 181
detective quantum eﬃciency 180
detergent 369
deterioration 626
determination of masticatory eﬃciency 389

deterministic eﬀect 89
detersive foods 348
detoxication 175
detriment 437
developer 180
developer additive 181
developer replenisher 568
developing agent 180
developing capacity 181
developing solution 180
development 180，489，491
development accelerator 180
development after desensitizing 177
development eﬀect 180
development fog 180
development nucleus 180
development of movements 39
development of physiological function 352
development preserver 181
development restrainer 181
developmental age 492
developmental anomaly 491
developmental arrest 489
developmental cyst 489
developmental disorder 492
developmental disturbances 491
developmental failure of oral function 190
developmental guidance 489
developmental index 492
developmental lobe 489
developmental process 489
developmental quotient 492
developmental space 489
developmental stage 489，492
developmental stage of the teeth 493
developmental task 492
developmental test 492
deviated food habit 556
deviated nasal septum 512
deviated occlusion 555
deviation 555
device 29，125，380，382
device-associated infection 29
devices for proximal cleansing 260
devitalized pulpotomy 277
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dexamethasone
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dexamethasone 435
dexamethasone sodium phosphate 435
dexterity disability 202
dextran 435
dextran sucrase 435
dextranase 435
dextrin 435
DF 436
df index 428
DFDB 403，428
DFDBA 404，428
dGDP 434
dGMP 434
dGTP 434
DI 27
diabetes insipidus 471
diabetes mellitus 448
diabetes mellitus with alloxan 13
diabetic acidosis 448
diabetic coma 448
diabetic gingivitis 448
diabetic glomerulosclerosis 448
diabetic microangiopathy 448
diabetic nephropathy 448
diabetic neuropathy 448
diabetic periodontitis 448
diabetic retinopathy 448
diadochokinesis 427
diagnosis 327
diagnosis ex juvantibus 425
diagnosis using ﬁber-optic transillumination
444
diagnostic accuracy 344，347
diagnostic anesthesia 327
diagnostic cast 338
diagnostic categories 304
diagnostic criteria 327
diagnostic criterion 327
diagnostic denture 327
diagnostic drug 327
diagnostic eﬀectiveness 327
diagnostic imaging 95
diagnostic imaging system 95
diagnostic imaging unit 95
diagnostic model 179
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diagnostic radiology 562
diagnostic reference level 327
diagnostic set-up 327
diagnostic set-up model 607
diagnostic splint 327
diagnostic stent 327
diagnostic surgery 327
diagnostic waxing 327
diagonal elastics 392
diagonal ridge 392
diagram 391
dial plate 595
dialysis 446
dialytic osteodystrophy 446
diamagnetism 498
diametral compression test 391
diametral tensile strength 116，391
diaminopimelic acid 251
diammine silver ﬂuoride 533
diammine silver ﬂuoride solution 533
diamond cutting instrument 398
diamond disc 398
diamond paste 398
diamond point 398
diamond wheel 398
diapendesis 629
diaphoresis 490
diaphragm 58，284
diaphyseal dysplasia 217
diaphysis 217
diapiresis 629
diarrhea 175
diarthroidal joint 99，100
diarthrosis 100
diastase 251
diastasis 613
diastema 349
diastole 89
diastolic blood pressure 89
diastolic depolarization 89
diastolic phase 89
diastolic pressure 89
diastolic slow depolarization 89
diathermy 251
diathesis 394

digital dental radiographic diagnosis system

diatoric tooth 600
diazepam 251
dibekacin sulfate 284
dibucaine 283
dibucaine hydrochloride 283
DIC 488，501
dicephalus 468
dicephalus bibrachius 471
dicephalus tribrachius 251
dichroic fog 467
Dick toxin 433
diclofenac sodium 263
DICOM 393
die 263
die material 263
Dieﬀenbach method 430
diencephalon 119
diet record 312
diet therapy 313
dietary and between meal eating guidance
312
dietary assessment 42
dietary care 313
dietary composition 313
dietary counseling 312
dietary ﬁber 314
dietary guidance 312
dietary guideline 313
dietary habit 313
dietary life 313
dietary recipe 312
dietary record 312
dietary reference intakes for Japanese 312，
314
dietary survey 312
dietetic treatment 313
diethyl ether 253
diethylenetriamine pentaacetic acid 253
dietitian 42
diﬀerential diagnosis 119
diﬀerential display 433
diﬀerential growth 243
diﬀerential orthodontic force 243
diﬀerential reinforcement of high rate 207

diﬀerential reinforcement of paced responding
260
diﬀerentiation 545
diﬀerentiation of race 324
diﬀerentiation of tooth 270
diﬃcult case 462
diﬃcult dentition 493
diﬃcult dentition of wisdom tooth 415
diﬃcult eruption 345，564
diﬃculty in closing mouth 549
diﬃculty of mastication 389
diﬃculty of movement 39
diﬀraction 71
diﬀuse 206
diﬀuse atelectasis 516
diﬀuse density 87，88
diﬀuse lymphoma 516
diﬀuse melanin pigmentation 516
diﬀuse panbronchiolitis 516
diﬀuse sclerosing osteomyelitis 516
diﬀuse transmittance 87
diﬀused pain 560
diﬀusion 87
diﬀusion coeﬃcient 87
diﬀusion direction 88
diﬀusion hyperoxia 87
diﬀusion hypoxia 87
diﬀusion potential 87
diﬀusion respiration 87
diﬀusion tensor image 87
diﬀusion tensor tractography 87
diﬀusion weighted image 87
diﬂunisal 283
digastric fossa 468
digastric muscle 90
DiGeorge syndrome 394
digestion 300
digestive 303
digestive enzyme 303
digestive juice 301
digit-sucking 603
digit-sucking habit 294
digital analog converter 428，436
digital dental radiographic diagnosis system
258
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digital fluorography
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digital ﬂuorography 436
digital image 436
digital imaging and communications in
medicine 393
digital impression devices 436
digital intraoral radiographic imaging system
436
digital intraoral radiography 436
digital panoramic radiographic imaging system
436
digital panoramic radiography 436
digital radiographic imaging system 436
digital radiography 436
digital subtraction angiography 436
digital to analog converter 428，436
digitalis 262
digitizer 436
diglyceride 263
dignity 390
dihydrocodeine 283
dihydrocodeine phosphate 283
dilacerating tooth 635
dilaceration 268
dilated cardiomyopathy 89
di-lok model tray 399
diltiazem 316
diltiazem hydrochloride 316
diluent 531
dilute iodine tincture 145
diluting agent 531
dilution acidosis 127
dimensional accuracy 343
dimensional analysis 460
dimensional measurement 460
dimensional stability 343
dimethacrylate 284
dimethyl sulﬁde 284
dimethyl-p-toluidine 284
dimineralized freeze-dried bone allogous 404
dimineralized freeze-dried bone allogous
grafting 404
dimineralized freeze-dried bone allogous
transplant 404
dimorphic fungi 464
dimple 434
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Dingman method 434
diode 500
diode laser 500
diomphal 465
diopter 254
dioxin 392
dioxygenase 254
dipeptidase 284
diphenhydramine 283，411
diphenhydramine hydrochloride 283
diphenhydramine tannate 411
diphosphate 471
diphtheria 283
diphtheritic stomatitis 283
diphyodont 467
diphyodonty 467
diplegia 619
diplopia 530
diplosome 382
dipole-dipole interaction 380
dipping test 323
dipping wax method 433
diprosopus 464
direct action 424
direct bilirubin 424
direct bonding 399
direct bonding method 399
direct bonding system 399
direct bonding system splint 399
direct bone resorption 424
direct cause of death 424
direct current 424
direct decalcifying ability 424
direct demineralizing ability 424
direct ﬂame sterilization 424
direct fracture 424
direct gold restoration 424
direct-indirect method 424
direct inkjet printing method 30
direct method 424
direct method for inlay 34
direct pulp capping 424
direct radiography 424
direct retainer 424
direct smear examination 453

dispensing

direct therapy 424
direction 605
direction of force 414
directional dependency 559
directional dose equivalent 560
directional force technique 434
directional valve 560
directive therapy 268
directly ionizing radiation 424
director 434
disability 300，479
disability allowance 301
disability of food intake function 358
disability pension 301
disabled 326
disabled child 300
disabled elderly people 603
disabled people 603
disabled person 300
disaccharide 468
disarticulation 116
disaster medical assistance team 430
disaster medical hospital 234
disc 432
disc derangement 58
disc disorders 113
disc displacement 58
disc displacement with partial reduction 536
disc electrophoresis 432
disc interference disorder 57
disc perforation 58
disc protector 432
disc reduction 58
disc repositioning 58
discal attachment 114
discal eminence 58
discal ﬁne folds 58
discharge 391，546，564，565
discipline 277
disclosing 265
disclosing agent 390
disclosing solution 390
disclosing wax 432
disclosure of medical record 331
disclusion 432

discoid 432
discoid lupus erythematosus 58
discoid meniscus 58
discoloration 395，556
discoloration of tooth 416
discolored tooth 556
discomfort 30，527
discontinuous character 541
discrepancy 432，533
discrete variables 613
discrimination learning 558
discrimination threshold 262，558
discriminatory stimulus 558
disease 278
disease activity 278
disease susceptibility 278
diseases of old age 630
disfacilitation 404
dished face 244
disinfectant 243，309
disinfectant action 309
disinfectants for caries cavity 37
disinfection 309
disinfection and sterilization 309
disinfection by boiling 287
disinhibition 404
disintegration 432，559
disintegration chart 74
disintegration constant 74
disintegration per second 74
disintegration rate 559
disking 432
dislocation 404，438
dislocation fracture 404
dislodging factor 404
disocclusion 136
disorder 300
disorder lattice 528
disorder of endocrine system 459
disorder of growth and development 489
disorder of mandibular movement 77
disorder of memory and thought 123
disorder of sensation 107
disorientation 181
dispensing 422
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dispersed phase

Ｄ

dispersed phase 546
dispersion eﬀect 546
dispersion-stregthened glass ceramics 546
dispersion-strengthened amalgam alloy 546
displaceability 501
displaced fracture 555
displaced tooth 438
displacement 414，438，555
displacement meter 555
disposable needle 432
disposition 378
dispute 546
disruption of the ozone layer 63
dissection 88，614
disseminated intravascular coagulation 488，
501
disseminated xanthoma 488
dissimilar electric cell 19
dissimilation 17
dissociation 76
dissociation constant 76
dissociative anesthetic 76
dissolution 605
dissolution test 605
dissolved oxygen 605
distal 54
distal cavity 429
distal cusp 56
distal drift 432
distal-end bends 327，432
distal-end cutter 432
distal-end stops 432
distal epiphyses of radius and ulna 445
distal extension missing 602
distal extension removable partial denture
602
distal movement 56
distal oblique technique 56
distal occlusion 56
distal renal tubule 54
distal rest 56
distal root 56
distal shoe 432
distal shoe space maintainer 432
distal side 56
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distal step type 56
distal stimulus 55
distal surface 56
distal tipping 56
distal trigonid crest 56
distal tubule 54
distal wedge operation 432
distal wedge surgery 432
distalization 56
distance between subnasal and gnathion 505
distant metastasis 54
distant osteogenesis 432
distanve resolution 148
distensibility 328
distillatory 311
distilled water 311
disto-buccal cavity 429
disto-buccal cusp 56
distocclusion 56
disto-eccentric projection 555
disto-incisal cavity 428
disto-lingual cavity 429
disto-lingual cusp 56
distomolar 135
distomolar tubercle 134
disto-occlusal cavity 429
disto-palatal cavity 429
distortion 510，602
distoversion 56
distraction 317
distraction osteogenesis 91，216
distribution 547
distribution coeﬃcient 546
distribution of force 414
disturbance 300
disturbance of appetite 314
disturbance of consciousness 18
disturbance of higher cerebral function 197
disturbance of lymph ﬂow 622
disturbance of metabolism 534
disturbance of mouth closing 549
disturbance of mouth opening 69
disturbance of saliva secretion 401
disturbance of sucking 571
disulﬁde bridge 272

dose equivalent limit

disuse atrophy 486
disuse syndrome 344，486
diuresis 615
diuretic 615
divergence 491，560
divergence of roots 268
divergent root 268
diversion of the larynx and the trachea 204
divided arm clasp 545
divine proportion 58
Dixon method 430
dizygotic twins 471
dizziness 592
DLE 58
DLP 371
DMAT 430
DMF index 428
DMF teeth 428
DMF tooth index 429
DMF tooth rate 429
DMF tooth surface index 428
DMF tooth surface rate 428
DNA 428，435
DNA break 428
DNA damage 428
DNA homology 428
DNA ligase 428
DNA repair 428
DNA replication 428
DNA synthesis 428
DNA synthesis phase 428
DNA synthetase 428
DNA synthetic phase 428
DNA virus 428
DNP 471
DO 605
dobutamine 453
dobutamine hydrochloride 453
doctor of medicine 18
doctor-patient relationship 18
doctorʼs visit 59
document examination 315
DOG 91
Dolder bar attachment 456
Dolder U-Bar 456

doli capax 354
dolichocephalia 423
dolichocephaly 423
dolichofacial pattern 421
dolorimeter 426
domain 617
Doman method 450
dome-shaped shadow 450
domestic violence 99
domiciliary care service 147，238
domiciliary health care 238
dominant inheritance 600
Donnan membrane equilibrium 453
donor 145，453
donor site 141，453
DOPA 251，450
dopamine 450
dopamine receptor 450
Doppler color ﬂow imaging 103
Doppler eﬀect 453
Doppler image 453
Doppler method 453
Dorrance method 450
dorsal root potential 196
dorsalis pedis ﬂap 385
dorso-ventral projection 485
dorsum of nose 514
dorsum of tongue 361
DORY 618
dosage 377，606
dosage form design 345
dosage forms 235
dosage regimen 450，606
dosage schedule 450
dose 377，606
dose and dose rate eﬀect factor 377
dose area product 593
dose commitment 377
dose constraint 377
dose dependency 377，606
dose distribution 377
dose-eﬀect relationship 377
dose equivalent 377
dose equivalent index 377
dose equivalent limit 377
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dose for children
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dose for children 309
dose fractionation 377
dose length product 371
dose limitation 377
dose limitation system 377
dose limits 377
dose meter 377
dose proﬁle 377
dose rate 377
dose rate eﬀect 377
dose record 377
dose-response curve 606
dose-response relationship 377，606
dose-survival rate curve 377
dose unit 377
dose width product 377
dosimeter 377
dosimetry 377
double akers clasp 381
double blind method 467
double blind test 467
double blind trial 467
double bond 466
double-breasted suture 92
double buccal tube 406
double cancer 292
double chin 466
double circulation 467
double contour 467
double contrast arthrography 114，115
double contrast method 467
double contrast radiography 467
double-emulsion ﬁlm 619
double end 618
double exposure 467
double exposure technique 466
double ﬂasking method 467
double focus X-ray tube 467
double helix 467
double hemiplegia 618
double immunodiﬀusion 464
double innervation 467
double inversion recovery 406
double investing method 467
double laterally positioned ﬂap 467
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double layere suture 406
double lip 467
double-lumen endobroncheal tube 464
double-lumen endobronchial catheter 464
double mix impression 467
double-outlet right ventricle 618
double pain 467
double papilla laterally positioned ﬂap surgery
618
double seal 466
double spring 530
double strand break 466
double tongue 467
doubling dose 482
doubling time 481
doubly diﬀuse density 288
dough-forming time 595
doughing time 595
doughlike stage resin 595
dovetail form 140
dowel pin 399
dowel remover 203
down-fracture 399
down growth 322
down-regulation 399
Down syndrome 399，466
Downs cephalometric analysis 399
downward and backward rotation 187
doxapram 450
doxapram hydrochloride 450
doxapram hydrochloride hydrate 450
doxycycline 450
doxycycline hydrochloride 450
doxycycline hydrochloride hydrate 450
DP ﬂap 142，430
DPB 516
dps 74
DQE 180
DR 436
drain 456
drainage 456，481，484
drainage operation 299
drape 456
draping 456
dreamy state 587

dscriminant analysis

Dreizen test 454
drepanocythemia 103
dressing 423，515
dressing forceps 560
dried yeast 118
drift 455
drill 455
drill-bit 148
drill chuck 455
drill guide 455
drill sleeve 455
drilling 367，368，455
drinkable water 34
drinking center 31
drip infusion 441
drive 308，443
DRL 327
dromotropic action 557
drop 441
drop number 435
drop-on technique 456
droplet infection 516
drowning 435
drowsiness 38，284，590
drug 27，597
drug abuse 598
drug addiction 597
drug administration 449
drug allergy 597
drug compliance 531，597
drug delivery system 454，598
drug dependence 597
drug design 345
drug-drug interaction 597
drug eﬀect 598
drug eﬃcacy review 27
drug eruption 597
drug eruption on mucosa 476
drug excretion 598
drug fever 598
drug history 598
drug hypersensitivity 597
drug in the blood 174
drug-induced fever 598
drug-induced gingival overgrowth 597

drug-induced hepatitis 597
drug-induced liver injury 597
drug-induced suﬀerings 597
drug-induced thrombocytopenia 597
drug information 27
drug interaction 597
drug intoxication 598
drug listed in pharmacopoeia 146
drug metabolism 598
drug metabolizing enzyme 598
drug potentiation 598
drug rash 597
drug receptor 597
drug receptor complex 597
drug receptor interaction 597
drug resistance 598
drug retainer 454
drug susceptibility test 597
drug therapeutics 598
drug therapy 598
drug tolerance 598
drug used concomitantly 550
drug with new administration routes 328
drug with new dosage forms 323
drug with new doses 330
drug with new indications 323
drug withdrawal syndrome 598
drum stick ﬁnger 489
drusen 149
dry corrosion 112
dry eye 454
dry ﬁeld technique 561
dry ﬂowmeter 110
dry gangrene 113
dry heat curing 119
dry heat sterilization 119
dry mouth 187，189，454
dry socket 454
dry swallow 103
dry syrup 454
dry technique of amalgam restoration 454
dryness of mouth 189
Dryopithecus pattern 454
DSA 436
dscriminant analysis 501

719

Ｄ

dTDP
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dTDP 435
DTH 413
DTI 87
dTMP 435
DTPA 253
DTT 87
dTTP 435
dual bite 467
dual bleaching system 437
dual block 467
dual cure 437
dual-cured resin 437
dual deﬁciency of qi and blood 126
dual echo 437
dual eﬀect 467
dual energy imaging 437
dual energy X-ray absorptiometry 428
dual space arthrography 301，304
Duane-Hunt law 437
Dubin-Johnson syndrome 437
Duchange index 437
Duchangeʼs index 437
Duchenne muscular dystrophy 437
ductal papilloma 444
ductile fracture 57
ductile material 57
ductility 57，438
Duke method 437
dull headache 338
dull pain 457
dullness 107
dumbbell shaped root canal 13
DUML rule 449
duodenal ulcer 291
duplicate cast 531
duplicate denture 531
duplicated model 531
duplicating impression 528
duplicating impression material 531
duplication of dental arch 467
duplicitas 467
durability 393
duration of action 244
duration of force 414
dust collector 403
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dustability 508
Dutcher body 404
duty not to deny medical consultation 59
duty of diligence 366
dwarfed tooth 633
dwarﬁsm 306，432
dwell time 315
DWI 87，449
DWP 377
DXA 428
dye 261
dye dilution test 261
dye excretion test 262
dynamic compliance 447
dynamic CT 397
dynamic focusing 308，397
dynamic image 444，447
dynamic impression 397
dynamic load 447
dynamic mechanical property 450
dynamic MRI 397
dynamic occlusal guidance 447
dynamic positioner 397
dynamic range 397
dynamic scan 397
dynamic study 447
dynamometer 154
dysarthria 39
dyschezia 485
dyschondroplasia 65
dyschromatopsia 261
dyschromatosis 261
dysentery 354
dysentery bacillus 354
dysesthesia 17，19，315，414
dysﬁbrinogenemia 524
dysfunction 130
dysgenesis 489
dysgensis 489
dysgeusia 583
dysgnathia 87
dyskeratosis 17
dyskeratosis congenita 211，373
dyskinesia 272
dyslalia 184，489

echo encephalography

dyslalia lingualis 359
dyslipidemia 268
dysmasesis 389
dysmorphophobia 289
dysosmia 134
dysostosis 18，218
dysphagia 55，358
dysphagia diet 55
dysphagia diet pyramid 55
dysphagia rehabilitation 55，358
dysphasia 490
dysphoria 326
dysplasia 18
dysplasia of tooth 493
dyspnea 212
dysproteinemia 19
dysraphism 602
dysthymia 131
dysthymic disorder 131
dystomic disorder 314
dystonia 272
dystrophic bullous epidermolysis 42
dystrophic calciﬁcation 16
dys-γ-globulinemia 120

Ｅ
E-arch 16
E-arch appliance 16
E-line 16
EA 379
Eagle syndrome 16
Eames technique 16
EAR 334
ear noises 284
ear oximeter 268
ear pain 277
ear-piece type face bow 27
ear rod 27
earbow 27
early adolescence 366
early antigen 379
early cancer 379
early closing click 379

early detection 379
early diagnosis 379
early eﬀect 379
early eruption 379
early failure 379
early implant placement 379
early infantile autism 380
early loading 379
early loss 379
early odontosis 379
early-onset periodontitis 379
early opening click 379
early protein 312
early-stage invasive cancer 379
early treatment 312，379
earmuﬀs 27
easy fatigability 26
eating 358
eating and swallowing 358
eating disorder 358
eating function 358
eating training 358
eaton agent 16
EBM 16，50，228
Ebner demilune 51
Ebner dentin lamella 51
Ebner gland 51
ebonation 222
Ebsteinʼs anomaly 51
Ebsteinʼs anomaly disease 51
eburnation 222，380
EC 440
eccentric occlusal position 556
eccentric occlusion 556
eccentric position of mandible 556
eccentric projection 556
ecchondroma 73
ecchondrosis 73
ecchymosis 498
eccrine gland 44
ECF 239
ECG 16，328
echo 44
echo encephalogram 476
echo encephalography 476

Ｅ
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echo level

Ｅ

echo level 44
echo planer imaging 44
echo space 44
echo spacing 44
echo time 44，428
echo train length 44
echo train spacing 44
echocardiography 317
echogenicity 44
echolalia 59，497
echomimia 497
eclipse 44
eclipse period 14
ECM 392
ecological study 348
ecology 348
econazole 44
economics of medical care 28
ecopraxia 497
ecosystem 348
ECRR 58
ECT 561
ectasia of end of salivary duct 400
ectocanthion 44，68
ectoderm 74
ectodermal dysplasia 74
ectodermal hypoplasia 74
ectodermal mixed tumor 74
ectomesenchyme 74
ectomorphy 74
ectopic bone formation 20
ectopic cyst 20
ectopic eruption 20
ectopic hormone-producing tumor 20
ectopic hormone-production 20
ectopic ossiﬁcation 20
ectopic resorption 20
ectopic salivary gland 20
ectopic sebaceous gland 20
ectopic thyroid tissue 20
ectoplasm 68
eczema 277
eczema herpeticum 554
eczematoid drug eruption 278
ED 351，570，600
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ED50 215
eddy current 38
edema 333，532
edematous induration 532
edentulous facial expression 588
edentulous follicular cyst 588
edentulous individual 588
edentulous jaw 588
edentulous person 588
edge bevel 48
edge eﬀect 48
edge strength 57
edge to edge bite 360
edge to edge occlusal position 360
edge to edge occlusion 360
edgewise 48
edgewise appliance 48
edgewise arch 48
edgewise archwire 48
edgewise bracket 48
edgewise buccal tube 48
edgewise orthodontic technique 48
edgewise technique 48
EDTA 16，46
education for disabled child 300
educational rehabilitation 140
Edwards syndrome 48，292
EEC syndrome 16
EEG 16，478
EER 334
eﬀect of anchorage 224
eﬀective atomic number 277
eﬀective dose 277，600
eﬀective dose 50 215
eﬀective dose equivalent 277
eﬀective dose equivalent limits 277
eﬀective energy 277
eﬀective exposure 600
eﬀective focal spot 277
eﬀective half-life 600
eﬀective TE 277
eﬀective temperature 277
eﬀective TR 277
eﬀective voltage 277
eﬀective wavelength 277

electrical burn

eﬀerent 56
eﬀerent ﬁber 56
eﬀerent lymphatic vessele 602
eﬀerent nerve 56
eﬀerent neuron 56
eﬃcacy 206
eﬀortful swallow 455
eﬀusion 324
EGF 310
eggshell-like appearance 612
ego 276
egocentricity 266
egogram 44
EGTA 16
Ehlers-Danlos syndrome 44
EHO 106
EIA 52
Eichner classiﬁcation 2
eicosanoid 40
eight-inch spherical plate 489
eighty-twenty movement 489
Eikenella corrodens 40
Einthoven triangle 2
ejection 564
elastase 52
elastic capsules 461
elastic cartilage 410
elastic chain 53
elastic deformation 410
elastic distortion 410
elastic ﬁber 410
elastic impression material 409
elastic limit 410
elastic loop 53
elastic material 410
elastic modulus 53，410
elastic open activator 53
elastic range 409
elastic recovery 410
elastic ring 53
elastic separator 53
elastic strain energy 410
elastic strength 410
elastic thread 53
elastic wire 410

elasticity 409，412
elastin 53
elastoﬁbroma dorsi 485
elastography 409
elastomer 53
elastomer impression material 53
elastomeric impression material 409
elastomeric O-ring 61
elastometric chain 53
elastometric ligature 53
elastometric modules 53
elastometric thread 53
elastometric tying ring 53
elbow block 508
Elbrecht clasp 54
elder abuse 209
elder-to-elder care 631
elder-to-elder nursing 631
elderly 631
elderly health care 631
elderly health care project 630
elderly person with dementia 472
elderly with dementia 472
elective operation 392，431，607
electric anesthesia 439
electric bone saw 441
electric deﬁbrillation 439
electric dental engine 439
electric engine 439
electric furnace 439
electric injury 440
electric knife 439
electric mallet 54
electric measuring method of root canal length
439
electric pulp test 272
electric pulp tester 272
electric shock 440
electric surgery 54
electric taste 439
electric tooth brush 441
electric wax melting apparatus 439
electric wheelchair 441
electrical axis 439
electrical burn 439，440
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electrical death
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electrical death 118
electrical discharge machining 565
electrical double layer model 439
electrical resistance 439
electrical synapse 439
electrocardiogram 16，328
electrocardiograph 328
electrocautery 439
electrochemical corrosion 439
electrochemical potential 439
electrocoagulation 439
electroconductivity 439
electrode 439
electrode potential 439
electrodiagnosis of pulp 272
electrodiagnostics 439
electroencephalogram 16，478
electroencephalograph 478
electroencephalography 478
electroforming 441
electrogustometer 439
electrogustometry 439
electrolized functioning water 438
electrolysis 439
electrolyte 438
electrolyte balance 438
electrolyte deﬁciency syndrome 438
electrolyte disturbance 438
electrolyte imbalance 438
electrolyte solution 438
electrolytic dissociation 442
electrolytic polisher 438
electrolytic polishing 438
electromagnetic ﬁeld 440
electromagnetic ﬂowmeter 440
electromagnetic wave 440
electromanometer 439
electrome 439
electromyogram 153
electromyograph 153
electromyographic examination 153
electromyography 153
electron 440
electron beam therapy 440
electron capture 440
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electron density 440
electron microscope 440
electron pair creation 440
electron spin resonance 440
electron transfer 440
electron transferring ﬂavoprotein 440
electron transition 440
electron transport system 440
electron tube timer 440
electron volt 54，440
electronarcosis 439
electronic focusing 440
electronic scan 440
electrooculogram 118
electro-olfactogram 139
electropalatography 54
electrophoresis 439
electrophoretic analysis 439
electroplated die 439
electroplating 439
electropneumotachograph 439
electropolishing 438
electroretinogram 594
electrostatic coupling 350
electrostimulator 439
electrothermometer 439
electrotonic spread 439
elemental diet 351
elements of jaw movement 77
elements of mandibular movement 77
elephantiasis 383
elevation 147，183
elevator 126，431
elevatorium 126
elimination 483，564
elimination of foreign body 26
ELISA 52，202
Elliott separator 53
Ellis-Davey classiﬁcation 53
Ellis-van Creveld syndrome 53
elongated styloid process 164
elongated tooth 431
elongation 57，431，479
elongation factor 57
elongation of frenulum 307

enamel color of porcelain

elongation of frenum 307
elongation of the styloid process 164
elusion test 76
elution curve 605
Embden-Meyerhof pathway 52
embedding 565
embolism 385
embolization 385
embolization therapy 385
embolus 385
embrasure 214，259
embrasure clasp 58
embrocations 453
embryo 481
embryogenesis 482，484
embryological pathology 491
embryoma 392
embryonal death 482
embryonal rhabdomyosarcoma 394
embryonic disease 394
embryonic stem cell 16
embryopathy 392，394
embryotoxicity 394
emergence 88
emergence agitation 88
emergence delirium 88
emergence excitement 88
emergence proﬁle 51
emergency 134
emergency aids system 149
emergency care 149
emergency dental clinic 134
emergency drug 134
emergency exposure 149
emergency medicine 134
emergency notiﬁcation device 149
emergency operation 149
emergency outpatient clinic 134
emergency outpatient unit 134
emergency reaction 125
emergency relief 149
emergency treatment 134，149
emerging infectious disease 321
emery 52
emetic 238，239

emetic action 238
EMG 153
emigration 600
eminectomy 51
eminence click 52
emission 564
emission CT 561
emission spectrochemical analysis 490
emission spectrum 490
emollient 516
emorfazone 52
emotion 308
emotional and behavioral disorder 112
emotional development 308
emotional disorders 308
emotional disturbance 308
emotional incontinence 308
emotional instability 308
emotional stability 308
empathy 112，141
emphysema 127
emphysema of salivary gland 400
employeeʼs health insurance 225
employment insurance 225，518
empowered care hospital 70
empyema 414
empyema of maxillary sinus 303
emulsiﬁcation 468
emulsiﬁer 468
emulsifying 468
emulsifying agent 468
emulsion 51，469
emulsion layer 469
emulsion number 469
En 457
en masse 58
enalapril 49
enalapril maleate 49
enamel 48
enamel biopsy 48
enamel bonding resin splint 49
enamel bush 49
enamel caries 48
enamel cavity 48
enamel color of porcelain 49

Ｅ
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enamel cord

Ｅ

enamel cord 48
enamel crack 48
enamel cuticle 49
enamel decalciﬁcation test 105
enamel drop 49
enamel epithelium 49
enamel etching 48
enamel fracture 48
enamel hatchet 49
enamel hypocalciﬁcation 48
enamel hypoplasia 48
enamel knot 48
enamel lamella 49
enamel matrix 48
enamel matrix protein 49
enamel navel 48
enamel niche 48
enamel opacity 49
enamel organ 48
enamel porcelain 49
enamel prism 48
enamel projection 49
enamel protein 49
enamel pulp 49
enamel rod 48
enamel spindle 49
enamel tubule 48
enamel tuft 49
enamel wall 48
enamelin 48
enameloid 49
enantiomer 20
ENAP 330
encapsulation 516
encephalomeningocele 477
encephalopathy 477
enchondroma 459
enchondromatosis 65
encoding 532
end artery 291
end cutter 57
end cutting bur 57
end-diastolic ﬂow velocity 89
end feel 57
end plate 292
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end plate current 292
end plate potential 292
end product 235
end tidal 211
end-to-end anastomosis 410
end-to-end suture 410
end-to-side anastomosis 410
end tube 57
endemic disease 525
endergonic reaction 133
ending 578
endobronchial anesthesia 125
endobronchial blocker 125
endocarditis 329
endochondral bone 462
endochondral dysostosis 462
endochondral growth 462
endochondral ossiﬁcation 462
endocrine 57
endocrine disorder 459，573
endocrine disrupters 459
endocrine disturbance 459
endocrine gland 459
endocrine system 459
endocytosis 57
endoderm 459
endodermal mixed tumor 459
endodermic injection 514
endodontic and periodontal disease 279
endodontic cement 57
endodontic endosseous implant 279
endodontic explorer 280
endodontic-periodontic lesion 279
endodontic surgery 168
endodontic therapy 280
endodontics 280
endodontology 280
endogauge 57
endogenote 57
endogenous 457
endogenous depression 457
endogenous fungus disease 457
endogenous infection 457
endogenous morphine-like substance 457
endogenous mycosis 457

envelope flap technique

endogenous opioid 457
endogenous pain producing substance 457
endogenous pigment 348
endoglycosidase 57
endognathia 141
endonuclease 57
endopeptidase 57
endoplasm 459
endoplasma 457
endoplasmic reticulum 310
endorphin 57
endoscope 458
endoscopic sinus surgery 458
endoscopy 458
endospore 458
endosseous implant 221
endosteal 221
endosteal hyperostosis 221
endosteal ossiﬁcation 221
endosteum 221
endosymbiosis 459
endothelioma 459
endothelium 459
endotoxin 459
endotoxin shock 57
endotracheal anesthesia 125
endotracheal intubation 125
endotracheal tube 125
enema 118
enemas 118
energy absorption coeﬃcient 50
energy amount 50
energy barrier 50
energy consumption 50
energy density 50
energy dependence 369
energy dependency 50
energy ﬂuence 50
energy ﬂuence rate 50
energy ﬂux density 50
energy imparted 536
energy level 50
energy metabolism 50
energy spectrum 50
energy subtraction 50

energy transfer coeﬃcient 50
enﬂurane 58
Engelmann disease 55
engine cutting instruments 56
engine cutting machine 56
engram 54
enhancement 379
enhancement ratio 379
enhancer 57
Enjoji infant analytic developmental test 56
enkephalin 55
enlargement 565
enlargement radiography 89
Enlow V principle 58
enolase 50
enostosis 458
enrichment culture 141，380
Entamoeba gingivalis 280
enteral feeding 165
enteral nutrient 165
enteral nutrition 165
enteric-coated tablet 423
enteric coating 423
enteric tablet 423
Enterobacteriaceae 423
Enterococcus Faecalis 57
enterohepatic circulation 421
enterokinase 57
enteropathogenic Escherichia coli 421
enterotoxigenic E coli 451
enterotoxin 57
enterovirus 57
Entocanthion 457
entrance air kerma 469
entrance dose 469
entrance skin dose 469
entrance skin exposure 469
entrance surface air kerma 469
entrance surface dose 469
entrapment neuropathy 208
entropy 57
enucleation 435
enucleation of cyst 479
envelope 58
envelope ﬂap technique 58
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envelope technique
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envelope technique 58
environment improvement approach 108
environment-related factor 109
environmental condition 109
environmental conservation administration
109
environmental contamination 108
environmental factor 108
environmental health 108，109
environmental hormone 459
environmental impact assessment 108
environmental milieu therapy 109
environmental monitoring 109
environmental mutagen 108
environmental pollution 108，184
environmental preservation 109
environmental safeguards 109
environmental sanitation 108
environmental standard 109
environmental therapy 109
enzyme 201
enzyme activity 201
enzyme immunoassay 52
enzyme induction 202
enzyme inhibition 202
enzyme kinetics 202
enzyme-labeled antibody 202
enzyme-linked immuno assay 202
enzyme-linked immunosorbent assay 52，
202
enzyme-substrate complex 201
EOG 46，139
eosinophil 196
eosinophil deposit 197
eosinophilia 196
eosinophilic adenoma 197
eosinophilic fasciitis 196
eosinophilic granuloma 197
eosinophilic granuloma of bone 219
eosinophilic granuloma of soft part 463
eosinophilic leukocyte 196
eosinophilic lymphadenitis 197
EPEC 421
ependymoblast 299
ependymoblastoma 299
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EPG 54
ephapse 50
ephapse transmission 50
ephedrine 51
ephedrine hydrochloride 51
ephelides 390
EPI 44
epicanthic fold 457
epicanthus 457
epicritic sensation 501
epidemic 616
epidemic disease 617
epidemic parotitis 616
epidemic typhus 571
epidemiological factor 44
epidemiological indicator 44
epidemiological survey 44
epidemiology 44
epidermal growth factor 310
epidermization 623
epidermoid cyst 623
epidermolysis bullosa 374
epidermolysis bullosa acquisita 203
epidermolysis bullosa hereditaria 374
epidural analgesia 208
epidural anesthesia 208
epiglottic cartilage 204
epiglottic inversion 204
epiglottic vallecula 204
epiglottis 204
epignathus 302
epi-illumination 498
epilation 404
epilation dose 404
epilepsy 438
epileptic abnormal electroencephalogram 439
epileptic seizure 439
epimer 50
epimerase 50
epimerization 50
epimyoepithelial island 310
epinephrine 50
epinephrine hydrochloride 50
epipharynx 299
epiphora lacrimation 617

eruption time of first molar and incisor

epiphyseal cartilage 221
epiphyseal fracture 220
epiphyseal growth 221
epiphyseal line 221
epiphyseal nucleus 220
epiphyseiodesis 220
epiphyseodesis 220
epiphysis 220
epiphysitis 221
epirizole 50
episode memory 50
episodic pain 250
epistaxis 509
epitaxy 50
epitec implant 50
epitec plate 50
epithelial attachment 310
epithelial bud 309，310
epithelial cell rest of Malassez 579
epithelial diaphragm 309
epithelial dysplasia 310
epithelial-mesenchymal interaction 309
epithelial-myoepithelial carcinoma 309
epithelial odontogenic tumor 310
epithelial pearl 310
epithelial tumor 310
epithelioid cell 623
epithelioid sarcoma 623
epithelioid tubercle 623
epithelioma 310
epithelium 310
epitope 50
epizootic stomatitis 449
epoxy die material 51
epoxy resin 51
EPP 292
EPSP 208
Epstein-Barr virus 51
Epstein pearl 51
Epsteinʼs cyst 51
epulis 50
epulis ﬁssuratum 126
epulis of newborn 325
equal X-ray 153
equatorial plate 354

equilibrium 548
equilibrium constant 549
equilibrium dysfunction 548
equilibrium phase 549
equilibrium phase diagram 549
equilibrium potential 549
equilibrium sense 548
equilibrium test 548
equipment 382
equivalence point 450
equivalence trials 448
equivalence zone 450
equivalent dose 444
equivalent thickness 443
Er: YAG laser 54
Erbium YAG laser 54
erectile dysfunction 570
erepsin 54
ERG 594
ergocalciferol 53
ergogram 53
ergonomics 471
ergosterol 53
erosion 54，324，521
erratic tooth migration into oral ﬂoor 203
erratically migrated tooth into maxillary sinus
448
erroneous perception 594
error of the ﬁrst kind 391
error of the second kind 397
eructation 62
erupted tooth 564
eruption 564
eruption age 564
eruption disorder 564
eruption disturbance 564
eruption hematoma 564
eruption of the lateral segments of permanent
dentition 387
eruption path 564
eruption sequestrum 564
eruption stage of deciduous tooth 469
eruption stage of permanent teeth 40
eruption theory 564
eruption time of ﬁrst molar and incisor 391
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eruption time of second molar 397
eruptive fever 564
eruptive forces 564
eruptive gingivitis 564
ERV 213
erysipelas 411
erythema 206
erythema dose 515
erythema exudativum-like drug eruption 402
erythema exudativum multiforme 402
erythema induratum 192
erythema induratum Bazin 192
erythema multiforme 402
erythema neonatorum 325
erythema nodosum 174
erythematous candidiasis 206
erythematous stomatitis 207
erythremia 356
erythroblast 353
erythroblastosis 353
erythrocyte 356
erythrocytic sedimentation rate 354
erythrogenic toxin 571
erythroleukemia 354
erythromycin 53
erythroplakia 206
erythropoietin 53
ESAK 469
escape hole 24
Escherichia coli 396
ESD 469
eserin 46
esophageal ﬁstula 313
esophageal foreign body 313
esophageal obturator airway 313
esophageal obturator tube 313
esophageal regurgitation 313
esophageal speech 313
esophageal stage 313
esophageal stethoscope 313
esophageal transit time 313
esophageal varix 313
esophagus 313
ESR 440
essential amino acid 512
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essential fatty acid 512
essential hypertension 574
essential micro element 512
essential oil 352
essential trace element 512
established cell 102
establishment of infection 117
ester bond 45
ester type local anesthetic 45
esterase 45
esthetic bends 45
esthetic bracket 329
esthetic dissatisfaction 329
esthetic line 16
esthetic periodontal surgery 329
esthetic plane 45
esthetic prostheses 329
esthetic restoration 329
esthetics 329
estimated average requirement 334
estimated energy requirement 334
estimation 334
Estlander method 45
estradiol 45
estrogen 45
etchant 48
etching 48
etching agent 48
etching method 48
ETEC 451
ethacridine 469
ethacridine lactate 469
ethanol 46
ethanol for disinfection 309
ethanolamine 46
ethenzamide 48
ether 43
ethical drugs 29
ethmocephalia 631
ethmoid bone 266
ethmoidal sinus 266
ethyl aminobenzoate 10
ethylchloride 46
ethylene glycol dimethacrylate 46
ethylene oxide gas 46

excitement

ethylenediaminetetraacetic acid 16，46
ethyleneglycol bis 2-aminoethylether
tetraacetic acid 16
ethyleneglycol bis tetraacetic acid 16
ethyleneglycol tetraacetic acid 16
ethylsilicate 46
ethylsilicate investment 46
etidronate 46
etiology 517
ETL 44
etodolac 48
etoposide 48
eucalyptus oil 599
euchromatin 347
eugenic protection 601
Eugenic Protection Law 601
eugenol 600
eukaryotic cell 318
eukaryotic protist 318
euphoria 402
eupnea 345
European Committee on Radiation Risk 58
European Organization for Nuclear Research
58
European pharmacopoeia 606
eustachian tube 258
eutectic 143
eutectic alloy 143
eutectic mixture 145
eutectic reaction 143
eutectic system 143
euthanasia 16
eV 54
evacuation 485
evacuation technique 486
evaluation medical treatment 517
evaluation of general status 370
Evans blue 50
Evans syndrome 42
evaporation 309
even thickness 153
evidence-based medicine 16，50，228
evoked electromyogram 601
evoked potential 601
evolution 317

Ewing sarcoma 599
Ewing tumor 599
ex vivo culture 392
exacerbating factor 378
exact test 344
examination 323
examination error 179
examination of blood stain 172
examination of interdental separation 261
examination of jaw movement 83
examination of mandibular movement 83
examination of masticatory function 389
examination of mental function 346
examination of stomatognathic function 87
examination of the occlusal curvature 196
examination of the peri-implant tissue 33
examination of velopharyngeal function 503
examination room 331
examination surroundings 179
excavation 106，435
excavation of softened dentin 461
excess 104，276
excess absolute risk 93
excess anesthetic gas 607
excess-gas relief valve 607
excess lactate 93
excess mercury 607
excess relative risk 93
excessive growth 489
exchange transfusion 187
excipient 531
excision 358
excisional biopsy 358
excisional new attachment procedure 330
excisional surgery 358
excitability 208
excitable tissue 208
excitation 207，624
excitation conducting system 264
excitation-contraction coupling 207
excitatory neuron 208
excitatory postsynaptic potential 208
excitatory synapse 208
excitatory transmitter 208
excitement 207
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excitement stage 207
exclusion criteria 311
exclusion limit 483
excoriation 243，519
excretion 483
excretory duct 444
excursion 25，100
exemption of enrollment at school 288
exercise 39，162
exercise hyperemia 39
exercise therapy 39
exercise tolerance 39
exfoliatin 44
exfoliative cheilitis 487
exfoliative cytology 487
exhalation 211
exhalation valve 211
exhaust system 482
exhaustion 147
eximer laser 44
exocrine gland 74
exocytosis 69
exodontia 491
exogenote 44
exogenous 68
exogenous foreign body 76
exogenous infection 68
exogenous mycosis 68
exogenous pigmentation 76
exoglycosidase 44
exon 44
exonuclease 44
exopeptidase 44
exophthalmus 108
exostectomy 69
exostosis 69
exotoxin 73
expanded polytetraﬂuoroethylene membrane
16，328
expansion 89，565
expansion appliance 89
expansion orthodontic appliance 89
expansion plate 89
expansion screw 89
expansive growth 565
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expectant and nursing mother 471
expectative diagnosis 392
expectorant 147
expectorator 147
expenditure of home visit nursing care 630
experimental animal 277
experimental epidemiology 277
experimental extinction 277
experimental pathology 277
expert medical witness 118
expert witness 118
expiration 211
expiration date 309
expiration date for use 304
expiratory center 211
expiratory muscle 216
expiratory pause time 211
expiratory phase 211
expiratory port 211
expiratory reserve volume 213，608
expiratory valve 211
expired air 211
expired air resuscitation 211
expired gas 215
expiring date 600
expiry date 309
explantation 68
exploratory data analysis 408
exploratory operation 179
explorer 409
explorer with hook 600
explosion wound 487
exposed dentin 632
exposed pulp 632
exposure 306，514，632
exposure angle 243
exposure condition 243
exposure dose 306，514
exposure factor 306
exposure ﬁeld 306
exposure ﬁeld size 306
exposure in womb 397
exposure magnifying factor 632
exposure of tooth root 268
exposure rate 306

extraoral radiographic examination

exposure rate constant 306
exposure time 306，514，632
expression 517，518
expressive language 518
exsanguination 564
extended arm clasp 57
extended maxillectomy 89，301
extensibility 328
extension 328
extension cone 633
extension reﬂex 328
extensive caries 206
extensive orthodontics 206
exterior environment 74
external acoustic meatus 70
external acoustic pore 70
external auditory foramen 70
external auditory meatus 70
external bar 72
external basic lamella 68
external bevel incision 70
external body ventilator 392
external cardiac massage 392
external carotid artery 68
external cause 68
external cavity 72
external connection 44
external dental ﬁstula 71
external exposure 74
external hexagon 44
external inﬂuence 73
external irradiation 70，74
external jugular vein 68
external lateral pterygoid muscle 72
external marginal epithelium 68
external nose 74
external oblique ridge 70
external otitis 70
external pacemaker 392
external radiation 74，392
external respiration 69
external root resorption 74，266
external salivary ﬁstula 72
external splint 72
external use 76

externalization 75
exteroception 70
exteroceptive reﬂex 70
exteroceptor 70
extinction 304
extirpation 435
extirpation of cyst 479
extirpation of sublingual gland 356
extirpation of submandibular gland 97
extirpation of submandibular gland tumor 97
extra canal 93
extra hard gold alloy 421
extra-approach 71
extra-articular arthrodesis 114
extracapsular 559
extracellular electrode 239
extracellular ﬂuid 239
extracellular fracture face 16
extracellular matrix 239
extracellular parasite 239
extracellular polysaccharide 152
extrachromosomal genetic element 369
extracoronal attachment 259
extracoronal magnetic attachment 259
extracoronal restoration 72
extracorporeal cardiopulmonary bypass 392
extracorporeal circulation 392
extraction 418，490
extraction for convenience 556
extraction socket preservation 387
extraction space 491
extraction therapy 491
extraction vs. non-extraction debate 491
extractor 490
extrafocal radiation 308
extrafusal ﬁber 331
extrafusal muscle ﬁber 331
extrahepatic portal vein obstruction 106
extramedullary plasmacytoma 219
extraoral anchorage 83
extraoral appliance 83
extraoral ﬁxation 83
extraoral force 83
extraoral prosthesis 189
extraoral radiographic examination 185
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extraoral radiography 185
extraoral splint 189
extraoral tracing method 185
extraoral X-ray ﬁlm 185
extraosseous ameloblastoma 292
extraosseous calciﬁcation 216
extrapyramidal symptom 333
extrasystole 123
extravasation type 24
extraversion 69
extrinsic 70
extrinsic coagulation factor 68
extrinsic coagulation system 68
extrinsic factor 68
extrinsic muscle of tongue 71
extrinsic pathway 68
extruded tooth 431
extrusion 431
extrusion tooth 431
extrusive luxation 431
extubation 489，490
exudate 324
exudate cells 324
exudate macrophage 324
exudation 324
exudative constitution 324
exudative otitis media 324
exudative pleurisy 324
eye-ear plane 111
eye movement 108
eye ointments 119
eye reﬂex 119
eye solution 108
eye strain 113
eye tooth 110
eye washes 366
eyelash reﬂex 311
eyelet 2
eyelid reﬂex 110
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F-actin 50
F body 51
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F-test 51
f value 51
F wave 51
FA 163，539
FA map 51
Fab 193
Fabry disease 523
face 76
face bow 526
face bow-adjusting pliers 526
face bow transfer 526
face-centered cubic lattice 593
face frame 526
face mask 526
faceguard 526
facet 523
facial agenesis 120
facial angle 120，526
facial artery 121
facial asymmetry 121
facial bone 121
facial cleft 122，122
facial cranium 121
facial defect 121
facial deformity 121
facial depth 76
facial form 120，526
facial growth 121
facial height 121
facial hemiatrophy 121
facial implant 120
facial impression 120
facial index 121
facial measurement method 120
facial midline 121
facial muscle spasm 120
facial nerve 121
facial nerve block 121
facial nerve neuralgia 121
facial nerve paralysis 121
facial outline 109
facial pain 121
facial palsy 121
facial pattern 121
facial photograph 121

FAP

facial plane 121
facial processes 121
facial proﬁle 386
facial proﬁle line 387，544
facial proportion 121
facial prosthesis 120
facial prosthetics 121
facial protraction 121
facial reconstruction of feature 529
facial restoration 529
facial spasm 120
facial tic 121
facial type 120
facial vein 121
facies 119
facilitated diﬀusion 385
facilitation 385
facilitator 385
facilities for development of self-sustaining
capacity 279
facilities for mentally and physically disabled
children 300
facilities for the disabled 300
facility of the health care service for the elderly
630
facing cast crown 371
facing crown 371
facio-scapulohumeral muscular dystrophy
121
FACS® 523
factor Ⅰ 391
factor Ⅱ 397
factor Ⅲ 394
factor Ⅳ 398
factor Ⅴ 393
factor Ⅴ deﬁciency 393
factor Ⅶ 397
factor Ⅶ deﬁciency 397
factor Ⅷ 398
factor Ⅷ diﬁciency 398
factor Ⅸ 393
factor Ⅸ deﬁciency 393
factor Ⅹ 395
factor Ⅹ deﬁciency 395
factor Ⅺ 395

factor Ⅺ deﬁciency 395
factor Ⅻ 395
factor ⅩⅢ 395
factor analysis 30
factor-control study 603
factor increasing monocytopoiesis 407
facultative anaerobe 427
FAD 51，538
fading 395
fading of latent image 371
faint 277
fainting 277
fall 442
Fallot tetralogy 523
fallout 561
false denticle 128
false negative 123
false negative fraction 123
false negative rate 123
false pocket 94
false positive 143
false positive fraction 143
false positive rate 143
false trigeminal neuralgia 94
false vocal fold 94
familial accumulation 96
familial adenomatosis coli 96
familial adenomatous coli 96
familial adenomatous polyposis 96
familial ﬁbrous dysplasia of jaws 95
familial gigantiform cementoma 95
familial gnatho-disphyseal sclerosis 95
familial hypercholesterolemia 95
familial hyperlipoproteinemia 95
familial hypophosphatemia 96
familial multiple cementoma 96
family dentist 82
family dentist function 82
family doctor 82
family history 96
family therapy 96
family violence 99
fan-beam 524
Fanconi syndrome 524
FAP 96
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far zone 523
Farmer reducer 523
faropenem 523
faropenem sodium hydrate 523
fascia 154
fascial graft 154
fascial patch 154
fascial space 154
fascicular contraction 365
fasciectomy 154
fasciitis 154
fasciogram 154
fasciopasy 154
fascioplasty 154
fasciorrhaphy 154
fasciotome 154
fasciotomy 154
fast Fourier transform 202
fast Fourier transformation 202
fast gradient echo imaging 201
fast GRE 201
fast imaging with steady-state precession 524
fast low angle shot 538
fast neutron 202，385
fast spin echo 201，523
fast twitch ﬁber 390
fasting 358
fasting blood glucose 155
fasting blood sugar 155
fasting plasma glucose 155
fastness 396
fat 284
fat embolism 284
fat embolus 284
fat phagocytosis 284
fat-soluble contrast medium 307
fat-soluble vitamin 307
fat suppression 284
fat/water separation 584
fatal dose 415
fatal familial insomnia 415
fatal wound 416
fatigue 521
fatigue fracture 522
fatigue limit 521
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fatigue strength 521
fatigue supplement 570
fatigue test 522
fatty acid 284
fatty degeneration 284
fatty deposition 284
fatty granular cell 284
fatty inﬁltration 284
fatty liver 284
fatty marrow 284
fatty metamorphosis 284
fauces 188
faucial pillar 184
faulty dental restoration 535
FBN 525
FBS 51，155
Fc 18
Fc receptor 51
FCM 542
FCMD 531
FCTC 405
FDA 51
FDB 444
FDBA 445
FDBX 444
FDG 51
FDG-PET 51
FEA 600
fear 63
feather edge 526
feather edge type 526
feather touch 526
febrile urticaria 66
fecal stone 546
fee for treatment 29
feebleness 181
feedback 524
feedback control 524
feedback inhibition 524
feedback regulation 524
feedback repression 524
feeder cell 524
feedforward control 524
feedforward regulation 524
feeding 42，136，358

fibronectin

feeding and eating disorders 312
feeding assistance 312
feeding behavior 312
feeding center 313，358
feeling of oral dryness 189
FEF25-75% 237
Feinman classiﬁcation 523
FEL 291
feldspar 422
feldspar porcelain 422
felt cone 527
felt wheel 527
felypressin 527
female 525
femur head necrosis 396
fenbufen 527
fencing position 527
fenestration 71
fenestration operation 71
fenestration procedure 191
fentanyl 527
fentanyl citrate 527
fermentation 490
ferric chloride 54
Ferrier cavity 527
Ferrier separator 527
ferritin 527
ferrochelatase 527
ferromagnet 142
ferromagnetic material 142
ferromagnetic substance 142
ferromagnetism 142
ferrule 527
fertilization 295
festoon 526
fetal bovine serum 51
fetal death 394
fetal erythroblastosis 394
fetal hemoglobin 394
fetal pathology 394
fetal toxicity 394
fetopathy 394
fetus 394
fetus in fetu 526
fetus presentation 391

FEV 455
fever 492
fever convulsion 474
fever drug 175
FFA 602
FFD 308
FFI 415
FFT 202
FGF 364
FGP technique 51，130
FH plane 539
FH-SN plane angle 51
ﬁber post 523
ﬁber scope 523
ﬁber tracking 320
ﬁberoptic intubation 125
ﬁbrile herpes 474
ﬁbrillation 236，238
ﬁbrillation potential 238
ﬁbrillin gene 525
ﬁbrils 180
ﬁbrin 365，525
ﬁbrin sealant 525
ﬁbrin stabilizing factor 525
ﬁbrinogen 524
ﬁbrinoid degeneration 524
ﬁbrinolysin-deoxyribonuclease 525
ﬁbrinolysis 365
ﬁbrinolytic action 365
ﬁbrinolytic purpura 365
ﬁbrinolytic system 377
ﬁbrinous inﬂammation 365
ﬁbroadenoma 365
ﬁbroblast 364
ﬁbroblast growth factor 364
ﬁbroblastic tumors 364
ﬁbrocyte 364
ﬁbroepithelial polyp 365
ﬁbrolipoma 364
ﬁbroma 364
ﬁbromatosis 364
ﬁbromatosis colli 167
ﬁbromatous epulis 364
ﬁbromyoma 364
ﬁbronectin 525
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ﬁbro-osseous lesion 364
ﬁbro-osteoma 364
ﬁbroplastic sarcoma 364
ﬁbrosarcoma 365
ﬁbrosis 364
ﬁbrositis 171
ﬁbrous adhesion 365
ﬁbrous ankylosis 365
ﬁbrous attachment 364，365
ﬁbrous bone 365
ﬁbrous bundle 365
ﬁbrous cartilage 365
ﬁbrous cementum 365
ﬁbrous dysplasia 365
ﬁbrous encapsulation 365
ﬁbrous epulis 365
ﬁbrous gingival hyperplasia 365
ﬁbrous gingival overgrowth 365
ﬁbrous histiocytoma 365
ﬁbrous long spacing ﬁber 51
ﬁbrous osteodysplasty 365
ﬁbrous polyp 365
ﬁbrous protein 365
Fick principle 524
FID 293
ﬁeld 617
ﬁeld block 288
ﬁeld dosimeter 524
ﬁeld echo 524
ﬁeld gradient 524
ﬁeld of view 51，243
ﬁeld study 181，596
ﬁeld survey 597
ﬁeld within a ﬁeld technique 292
ﬁfth cusp 393
ﬁgure-of-eight ligature 489
ﬁgure-of-eight suture 489
ﬁlament 525
ﬁlamentous microorganism 369
ﬁle 523
ﬁle type scaler 523
ﬁliform papilla 271
ﬁling 523
ﬁlled polymer functional impression material
525
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ﬁlled resin 525
ﬁlled tooth rate 314
ﬁller 525，531
ﬁller content 525
ﬁller metal 604
ﬁlling 291，441
ﬁlling defect 30，288，378
ﬁlling material 291
ﬁlling of repair 569
ﬁlling resin 291
ﬁlm badge 525
ﬁlm base 525
ﬁlm contrast 525
ﬁlm density 525
ﬁlm digitizer 525
ﬁlm gradient 525
ﬁlm graininess 525
ﬁlm holder 525
ﬁlm marker 525
ﬁlm mount 525
ﬁlm packet 525
ﬁlm processing 286
ﬁlm speed 525
ﬁlm thickness 516
ﬁlter 525，632
ﬁlter for elimination of bacteria 234
ﬁltered back projection 525
ﬁltered back projection method 525
ﬁlth gingivitis 532
ﬁltration 632
FIM 131，525
ﬁmbriae 233
ﬁmbrria 376
ﬁn 525
ﬁn of casting 26
ﬁnal denture 235
ﬁnal impression 113，235
ﬁnal splint 235
ﬁnancial statements 241
ﬁndings 314
ﬁne ceramics 523
ﬁne cut bur 523
ﬁne grain 521
ﬁne needle aspiration 368
ﬁne needle aspiration biopsy 236，369

flabby gum

ﬁne needle aspiration cytology 368
ﬁne needle biopsy 235
ﬁne subtilaes 242
ﬁnger guard 629
ﬁnger pressure impression 287
ﬁnger print 285
ﬁnger rest 525
ﬁnger spring 308
ﬁnger-sucking 603
ﬁnger-sucking habit 135，294
ﬁngerspelling 285
ﬁnish line 524
ﬁnishing 251
ﬁnishing and polishing 251
ﬁnishing archwire 524
ﬁnishing bur 524
ﬁnite element analysis 600
ﬁring 307
ﬁring level 489
ﬁring method 307
ﬁring shrinkage 307
ﬁring temperature 307
ﬁrst aid 58，312
ﬁrst and second branchial arch syndrome 391
ﬁrst arch syndrome 391
ﬁrst bake 492
ﬁrst branchial arch syndrome 391
ﬁrst cervical vertebra 118
ﬁrst choice 22
ﬁrst dentition 391
ﬁrst half value layer 391
ﬁrst molar tooth 391
ﬁrst order bend 523
ﬁrst pass eﬀect 311
ﬁrst phase treatment 23
ﬁrst premolar tooth 391
ﬁrst qualiﬁer 391
ﬁrst set reaction 22
ﬁrst stage surgery 22
ﬁrst transitional period 391
Fischerʼs angle 524
Fisher syndrome 524
FISP 524
ﬁssion 90
ﬁssural cyst 122

ﬁssure 148，626
ﬁssure bur 524
ﬁssure caries 626
ﬁssure sealant 524，626
ﬁssure sealant resin 626
ﬁssured 148
ﬁssured tongue 198
ﬁstula 629
ﬁtness of cavity 100
ﬁtness test 435
ﬁtness test material 435
ﬁve diseases and ﬁve healthcare services 215
ﬁxation 223，224，433
ﬁxation method of jaw bone 87
ﬁxation period 223
ﬁxation procedure 224
ﬁxation splint 224
ﬁxative solution 223
ﬁxed alternative question 73
ﬁxed anode X-ray tube 224
ﬁxed appliance 224
ﬁxed bridge 224
ﬁxed cement implant superstructure 362
ﬁxed connection 224
ﬁxed die type working model 263
ﬁxed drug eruption 224
ﬁxed interval reinforcement 431
ﬁxed lingual bar 224
ﬁxed orthodontic appliance 224
ﬁxed partial denture 83，539
ﬁxed prosthesis 224
ﬁxed rate pacemaker 224
ﬁxed-removable 296
ﬁxed retainer 224
ﬁxed screw type implant superstructure 337
ﬁxed space maintainer 224
ﬁxer 433
ﬁxer for construction bite 200
ﬁxing 224
ﬁxing agent 433
ﬁxing mark 433
ﬁxing solution 223
ﬁxing wire 224
ﬁxture 524
ﬂabby gum 538
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ﬂaccid paralysis 260
ﬂagella antigen 558
ﬂagellar antigen 558
ﬂagellata 558
ﬂagellin 537
ﬂagellum 558
ﬂail joint 449
FLAIR 541
ﬂame photometer 55
ﬂame sterilization 76
ﬂammability 475
ﬂange technique 541
ﬂap curettage 538
ﬂap operation 282，538
ﬂap reﬂection 282
ﬂap surgery 282，538
ﬂapless surgery 538
ﬂapping tremor 493
ﬂare out 541
ﬂare preparation 541
ﬂare-up 541
FLASH 538
ﬂash of casting 26
ﬂask 537
ﬂask ejector 537
ﬂask press 537
ﬂasking 537
ﬂat cell layer 558
ﬂat-nose pliers 565
ﬂat panel detector 51，538，550
ﬂat portion of disc 58
ﬂat tongue 548
ﬂattened defect 550
ﬂattening 538，550，558
ﬂavin adenine dinucleotide 51，538
ﬂavin adenine dinucleotide sodium 538
ﬂavin mononucleotide 51，539
ﬂavoprotein 538
ﬂavor 526
ﬂavoring agent 416
ﬂeroxacin 541
Fletcher artiﬁcial dentin 541
ﬂexed position 156
ﬂexibility 406
ﬂexible cassette 541
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ﬂexion reﬂex 156
ﬂexural strain 577
ﬂexural strength 577
ﬂexural stress 577
ﬂexural test 577
ﬂicker fusion 539
ﬂicker value 539
ﬂight into disease 278
ﬂip angle 539
ﬂip teaching 500
ﬂoat 37
ﬂoating tooth 536
ﬂoctafenine 542
ﬂomoxef 544
ﬂomoxef sodium 544
ﬂooding technique 538
ﬂoor of mouth 203
ﬂoor of nasal cavity 507
ﬂoor of nasal fossa 507
ﬂoor of oral cavity 191
ﬂoor of pulp chamber 333
ﬂorid cemento-osseous dysplasia 68
ﬂossing 543
ﬂow 542
ﬂow birefringence 617
ﬂow control valve 617
ﬂow cytometry 542
ﬂow related enhancement 617
ﬂow separation 140，175
ﬂow void 542
ﬂowable composite resin 542
ﬂowable resin 542
ﬂowmeter 617
ﬂuctuant 492
ﬂuctuation 492，560
ﬂuence 540
ﬂufenamic acid 540
ﬂufenamic acid alminium 540
ﬂuid 331
ﬂuid attenuated IR 541
ﬂuid balance 392
ﬂuid challenge test 606
ﬂuid collapse 564
ﬂuid deﬁciency 564
ﬂuid disturbance 335

focus seizure

ﬂuid intake 335
ﬂuid mosaic model 617
ﬂuid replacement 566
ﬂuid retention 333
ﬂuid therapy 602
ﬂuidity 617
ﬂumazenil 540
ﬂunitrazepam 540
ﬂuorapatite 534
ﬂuorescence 163
ﬂuorescence-activated cell sorting 523
ﬂuorescence microscope 163
ﬂuorescent antibody 163
ﬂuorescent antibody technique 163
ﬂuorescent glass dosimeter 163
ﬂuorescent probe 163
ﬂuorescent screen 163
ﬂuorescent substance 163
ﬂuorescent X-ray 163
ﬂuorescent X-ray analysis 163
ﬂuoridated area 307
ﬂuoridated cooking salt 534
ﬂuoridated milk 534
ﬂuoridated prophylaxis agent 534
ﬂuoridated salt 534
ﬂuoridation 534
ﬂuoride 533
ﬂuoride application 533
ﬂuoride concentration 533
ﬂuoride-containing dentifrice 534
ﬂuoride drops 533
ﬂuoride ion electrode 534
ﬂuoride mouth-rinse 534
ﬂuoride mouth-rinsing 534
ﬂuoride poisoning 534
ﬂuoride-releasing property 534
ﬂuoride rinsing agent 534
ﬂuoride supplement 533，534
ﬂuoride-supplemented salt 534
ﬂuoride tablet 533
ﬂuoride tooth paste 534
ﬂuorine 534
ﬂuoroapatite 540
ﬂuorocarbon polymer 534
ﬂuoro-deoxyglucose 51

ﬂuoro-deoxyglucose positron emission
tomography 51
ﬂuorographic examination 47，115
ﬂuorography 47，113，163，540
ﬂuorometabolite 534
ﬂuorometry 163
ﬂuoroscopic examination 47
ﬂuoroscopic radiography 47，445
ﬂuoroscopy 47，163，446
ﬂuorosed tooth 534
ﬂuorosis 534
ﬂuorouracil 540
ﬂurazepam 540
ﬂurazepam hydrochloride 540
ﬂurbiprofen 540
ﬂush terminal plane 538
ﬂushing 421
ﬂute-type implant 540
ﬂuvoxamine 540
ﬂuvoxamine maleate 540
ﬂux 538
ﬂux for casting 419
ﬂux for soldering 630
FMA 51
FMD 540
FMIA 51，539
FMN 51，539
fMRI 130，523
FNA 368
foam cell 565
focal 177
focal calcinosis 177
focal dermal hypoplasia 227
focal epithelial hyperplasia 381
focal infection 519
focal length 308
focal osseous dysplasia 177
focal plane 308
focal sclerosis 381
focal spot 308
focal trough 410
focus 519
focus-ﬁlm distance 308
focus-object distance 308
focus seizure 308
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focus-skin distance 308
focus-surface distance 308
focusing electrode 291
FOD 308
foetor exore 197
foetus in foetu 526
fog 102
fog density 102
foil matrix method 527
foliate papilla 605
folic acid 604
folic acid deﬁciency 604
follicle stimulating hormone 612
follicle-stimulating hormone-releasing
hormone 612
follicle type 633
follicular adenoma 633
follicular ameloblastoma 633
follicular lymphoma 633
follow-up 163
follow-up study 426
follow-up survey 426
fomentations 278
fomula 315
Fones brushing method 527
Fones method 527
food additive 313
Food and Drug Administration 51
food bolus transport 314
food coloring agent 314
food composition table 313
food debris 314
food for special dietary use 453
food for speciﬁed health uses 452
food guide pyramid 313
food habit 313
food hygiene 313
Food Hygiene Law 313
food impaction 314
food ingestion 358
food intake 358
food intake function 358
food intake guidance 313
food intake regulation 313
Food Labeling Act 314
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food poisoning 313
food preservative 314
food sanitation 313
food style 312，314
food substitution table 313
food taking 569
food test 525
food type 312
food with health claims 567
food with nutrient function claims 42
foods with function claims 130
foot and mouth disease 203
foot controller 534
foot drop 371
foot type retention 132
foramen 183
foramen cecum of tongue 361
foramen cecum of tooth 594
foramen ovale 611
foramen rotundum 343
forbidden clone 151
force of traction 176
force system 527，613
forced expiratory ﬂow 25-75% 237
forced expiratory volume 455
forced ﬂuid therapy 143
forced inspiratory volume 455
forced vital capacity 455
forceps 110，522
forceps delivery 111
Fordyce granule 527
Fordyce spot 527
forearm ﬂap 377
forehead ﬂap 366
foreign body giant cell 26
foreign body reaction 26
forensic dental identiﬁcation 560
forensic dentistry 560
forensic medicine 559
forensic science 559
forensic toxicology 559
foreshortening 409
forgetting 559
form of abutment tooth 276
form of root surface 233

free gingival groove

formaldehyde 573
formalin 573
formalin hardener 573
formant 527
formative evaluation 165
formic acid 126
formication 128
formocresol 573
formocresol pulpotomy 51
fornix of pharynx 32
forward growth 376
Fosdick test 527
fossa 67
fossil 94
Foundation of Social Development for Senior
Citizens 422
foundation restoration 276
four ﬁfth crown 225
four handed dentistry 527
Fourier transform 526
Fourier transformation 526
Fournier tooth 540
fourth canal 398
fourth molar 135，399
FOV 51，243
FPD 51，538，550
fractal 537
fractal dimension 537
fractional anisotopy map 51
fractional concentration 545
fractional culture 547
fractionated irradiation 545
fracture 486，537
fracture line 220
fracture of alveolar bone 274
fracture of alveolar process 275
fracture of articular process 86
fracture of denture 127
fracture of jaw bone 87
fracture of mandible 79
fracture of mandibular condyle 78
fracture of maxilla 301
fracture of maxillofacial bone 86
fracture of nasal bone 507
fracture of orbital ﬂoor 108

fracture of tooth 488
fracture of zygomatic bone and arch 142
fracture piece fragment 488
fracture piece of coronal side 260
fracture piece of root side 267
fracture table 220
fracture toughness 486
fractured tooth 488
fradiomycin 537
fradiomycin sulfate 537
fragile X syndrome 345
fragilitas ossium 218
frailty 541
frambesia 539
framboesia 539
frameshift mutation 541
framework 541
framework convention on tobacco control
405
Franceschetti-klein syndrome 539
Frank technique 539
Fränkel appliance 541
Fränkel test 541
Frankfort horizontal plane 539
Frankfort-mandibular incisor angle 51，539
Frankfort-mandibular plane angle 51
Frankfort plane 539
fraternal twins 471
FRC 131
freckle 390
free air ionization chamber 289
free airway 75
free body 602
free connective tissue graft 602
free denticle 602
free electron 291
free electron laser 291
free enamel 601
free-end missing 602
free energy 288
free fatty acid 602
free-ﬂowing steam sterilization 617
free gingiva 602
free gingival graft 602
free gingival groove 602
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free gingivomucosal graft
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free gingivomucosal graft 602
free graft 601
free hand soldering 268
free induction decay 293
free joint articulator 288
free medical practitioner system 288
free movement of mandible 288
free nerve ending 290
free nerve-ending 290
free operant procedure 288
free radical 539
free-response receiver operating characteristic
curve 50
free retention 273
free ribosome 601
free skin grafting 602
free transplantation 601
free transplantation of combined tissue 602
free way space 14
Freeman-Sheldon syndrome 539
freeze-dried bone 444
freeze-dried bone allograft 445
freeze-dried bone graft 445
freeze-dried bone xenograft 444
freeze-dried genic bone graft 444
fremitus 541
frenectomy 307
frenectomy of the upper labial frenulum 307
frenotomy 307
frenotomy of the lingual frenulum 358
frenulum 307
frenulum of lower lip 93
frenum 307
frequency 292，328
frequency band width 292
frequency-dependent attenuation 292
frequency distribution 453
frequency encoding 292
frequency of edentulousness 588
fresh autologous bone marrow graft 325
fresh blood 325
fresh dislocation 325
fresh fracture 325
fresh frozen plasma 325
fresh injury 325
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Freund complete adjuvant 542
Freund incomplete adjuvant 542
Frey syndrome 537
fricative 577
friction 577
friction coeﬃcient 577
friction force 577
friction grip 539
friction grip bur 539
friction locked pin 62
friction sound 577
friction torque 577
frictional ﬁt 539
Friedman and Levin classiﬁcation 539
frilling 487
frit 539
Fröhlich syndrome 542
front teeth 368
frontal bone 374
frontal image 366，375
frontal nerve 374
frontal plane 375
frontal process 375
frontal projection 375
frontal prominence 375
frontal section image 366，375
frontal sinus 375
frontal suture 375
frontal tomography 375
frontal view 351
frontoethmoidal suture 374
frontomaxillary suture 374
frontonasal suture 375
frontotemporal lobar degeneration 374
frostbite 446
frozen shoulder 215
fructan 540
fructokinase 540
fructooligosaccharide 537
fructose 540
fructosyltransferase 540
frustration 607
FSD 308
FSE 201，523
FSH 612

fungus infection

FT 526
Fuchs syndrome 534
fuchsin body 530
fucose 532
fucosidosis 532
Fukuyama type congenital muscular dystrophy
531
fulcrum 279
fulcrum line 276
fulguration 198
full balanced articulation 540
full balanced occlusion 540
full cast crown 376
full coverage crown 376
full denture 376
full-mouth disinfection 540
full-mouth radiographic examination 366
full-mouth survey 366
full movement of mandible 365
full stomach 293
full thickness ﬂap 371
full thickness skin graft 371
full veneer crown 376
full-wave rectiﬁcation 375
fully adjustable articulator 372
fulminant hepatitis 168
fulminant hyperthermia 168
fulminant pain 440
fumigation 162
function test 130
functional adaptation 130
functional alternation 131
functional analysis 131
functional analysis method 131
functional anterior crossbite 130
functional appliance 131
functional articulation disorders 130
functional articulator 131
functional artiﬁcial tooth 131
functional assessment staging 51
functional cusp 130
functional dead space 131
functional disorder 130
functional dysphagia 130
functional foods 130

functional force 131
functional form 131
functional group 119
functional impression 130
functional impression material 130
functional independence measure 131，525
functional jaw orthopedics 130
functional magnetic resonance imaging 130
functional malocclusion 130
functional mandibular movement 78
functional mandibular protrusion 130
functional matrix theory 131
functional monomer 130
functional MRI 523
functional neck dissection 131
functional normal occlusion 130
functional occlusal plane 131
functional occlusion 130
functional occlusion system 131
functional orthodontic appliance 131
functional orthodontic force 131
functional polymer 130
functional posterior crossbite 130
functional residual capacity 131
functional reversed occlusion 130
functional stimulus 131
functional test 130
functional tooth 130
functional training 130
functional wax bite method 524
functionally generated path technique 51
functioning tumors 130
fundamental human rights 131
fundamental mandibular movement 131
fundamental right to live 348
fundamental taste 131
fundamental tone 123
fungal infection 318
fungicidal action 243
fungicide 559
fungiform papilla 271
fungistatic 346
fungus 318
fungus disease 318
fungus infection 318
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funnel shaped alveolar bone resorption
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funnel shaped alveolar bone resorption 632
funnel shaped preparation of root canal 631
furanose 538
Fürbringer method 517
furcaplasty 232，523
furcated root 545
furcated root canal 545
furcation involvement 232
furcation plasty 232，523
furcation polyp 545
furcation probe 523
Furlow method 523
furrowed tongue 198
furuncle 354
fused teeth 602
fused tooth 602
fusible alloy 28
fusion 599
fusion of tooth 602
Fusobacterium 565
Fusobacterium nucleatum 533
fusospirochaetal stomatitis 565
FVC 455

Ｇ
G 123，158
G-actin 251
G-CSF 104
G-M counter 252
G-M counter tube 252
G-M survey meter 252
G protein 252
G0 phase 252
G1 phase 253
G2 phase 252
GABA 120
gable bend 167
gadolinium 101
gadolinium diethylenetriamine pentaacetic acid
101
gag reﬂex 32，59
gage length 519
gagging reﬂex 19
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gain 167，615
gain from illness 278
gait 568
gait disorder 568
galactosamine 103
galactosemia 103
galactosuria 103
galactosyltransferase 103
galacturonic acid 103
gall 224
gallbladder 411
gallic acid 595
gallium 104
gallium alloy 104
gallium citrate 155
Gallium scintigraphy 104
gallstone 410
galvanic cell 105
galvanic current 105
galvanic shock 105
galvanic skin reﬂex 347
gamete 482
gametopathy 482
gamma 120
gammopathy 593
ganglio cytoma 320
ganglio neuloma 320
ganglion 109，320
ganglion blocker 320
ganglionic blocker 320
ganglionic blocking agent 320
ganglionic blocking drug 320
ganglionic stimulating agent 320
ganglionic stimulating drug 320
ganglioside 109
gangliosidosis 109
gangrene 46
gangrenous gingivitis 46
gangrenous inﬂammation 46
gangrenous pulpitis 46
gangrenous stomatitis 46
gantry 119
gantry angle 119
gap junction 133
Gardner syndrome 67

gene amplification

gargling 118
gargling agent 106
gargling basin 67
gargoylism 104
Garré osteomyelitis 105
gas analysis 94
gas anesthetic 94
gas casting machine 94
gas chromatography 94
gas constant 128
gas disposal system 94
gas embolism 94
gas exchange 94
gas gangrene 94
gas permeability 427
gas pressure casting 93
gas pressure casting machine 93
gas sterilization 94
gasping respiration 3
gastivic regurgitation 313
gastric cancer 17
gastric emptying time 26
gastric ﬁstula 29
gastric gland 20
gastric juice 16
gastric lavage 21
gastric phase 21
gastric secretion 16
gastric ulcer 17
gastrin 94
gastrocamera 17
gastrocolic reﬂex 21
gastroesophageal reﬂux 20
gastroesophageal reﬂux disease 20
gastroileal reﬂex 17
gastrointestinal absorption 301
gastrointestinal death 23
gastrointestinal diseases 301
gastrointestinal disorder 301
gastrointestinal hormone 301
gastrointestinal symptom 23，301
gastrointestinal syndrome 23
gastrointestinal tract 301
gastrosalivary reﬂex 21
gastrostoma 29

gastrostomy 29
Gatch bed 133
gate control theory 167
gate opener 167
Gates-Glidden drill 167
gatiﬂoxacin 96
gatiﬂoxacin hydrate 96
Gaucher cell 210
Gaucher disease 210
gauge length 519
gauss 76
Gaussian beam 76
gauze 67
gauze bandage 67
GBR 219
GC content 252
Gc serum group 252
GCF 281
GCP 27
GCRP 246
Gd 101
Gd-DTPA 101
GDP 154，252
GDS 252
Geiger-Müller counter 68，252
Geiger-Müller counter tube 252
Geiger-Müller survey meter 252
gel 175
gel chromatography 175
gel electrophoresis 176
gel ﬁltration 176
gel precipitation reaction 176
gelatin 363
gelatinase 363
gelation 175
gelation reaction 175
gelation temperature 175
gelation time 175
geliﬁcation 175
geminated tooth 382
gender 345
gene 24
gene action 24
gene activation 24
gene ampliﬁcation 24
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gene engineering
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gene engineering 24
gene expression 25
gene locus 24
gene manipulation 24
gene mutation 25
gene recombination 24
gene symbol 24
gene targeting 253
gene therapy 24
gene transfer 24
general adaptation syndrome 500
general anesthesia 370
general anesthetics 370
general assessment 370
general calcinosis 501
general cause 370
general defensive reaction 370
general examination 24，370
general hypothermia 370
general instructive objective 24
general lassitude 370
general management 370，381
general practitioner 24，253
general public 24，197
general toxicity test 24
general type 24
generalization 497
generalized 206
generalized amyloidosis 370
generalized juvenile periodontitis 206
generalized seizure 375
generalized transduction 536
generation time 354
generator 253，491
generator potential 129
genetic code 24
genetic counseling 25
genetic diagnosis 24
genetic diathesis 25
genetic dose 25
genetic engineering 24
genetic factor 25
genetic hazard 25
genetic heterogeneity 24
genetic information 25
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genetic marker 25
genetic material 25
genetic polymorphism 25
genetic variation 25
genetically signiﬁcant dose 25
genetics 24
geniculate ganglion 278
genioglossus muscle 64
geniohyoid muscle 64
genioplasty 64
genital bleeding 344
genital type 346
genome 175
genome imprinting 175
genome library 25
genotype 24
genotypical milieu 24
gentamicin 181
gentamicin sulfate 181
genus 384
geographic tongue 415
geographical pathology 424
geometric distortion 124
geometric factor 124
geometric unsharpness 124
GER 20
Gerber bulge 176
GERD 20
geriatric anesthesia 630，631
geriatric dentistry 209，210，631
geriatric depression scale 252
geriatric disease 630
geriatric hospital 630
geriatric medicine 631
geriatric syndrome 631
geriatrics 630，631
germ cell 482
germ layer 485
germ tube 489
germfree animal 587
germicidal 243
germicidal action 243
germicidal lamp 243
germicide 243，309
germinal center 483

gingivectomy

germination 489
gerodontics 209，210，631
gerodontology 210，631
gerontological nursing 631
gerontology 631
Gerstmann-Straussler-Scheinker disease 175
Gesell developmental schedule 168
gestalt therapy 168
gestosis 472
gesture 585
GFP 252
GFR 262
ghost 210
ghost cell 176
ghost cell odontogenic carcinoma 176
ghost image 210
GI 280
GI death 23
GI syndrome 23
GI test 382
giant cell 147
giant cell arteritis 147
giant cell epulis 147
giant cell lesion 147
giant cell reparative granuloma 147
giant cell tumor 147
giant cell tumor of bone 218
giant follicular lymphoma 147
giant spike potential 147
giant tooth 147
giantism 147
giga 123
gigantiform cementoma 147
gigantism 147
GIH 350
Gillmore needle 148
gingipain 323
gingiva 280
gingiva color 281
gingival abscess 282
gingival adaptation 282
gingival attachment 282
gingival augmentation 281
gingival bleeding 281
gingival bleeding index 281

gingival clasp 281
gingival cleft 281
gingival col 281
gingival cone 280
gingival connective tissue graft 281
gingival crevice 282
gingival crevicular exudate 281
gingival crevicular ﬂora 281
gingival crevicular ﬂuid 281
gingival cyst 282
gingival cyst of adults 347
gingival cyst of infants 605
gingival elevator 487
gingival enlargement 282
gingival epithelium 281
gingival ﬁber 281
gingival ﬁbromatosis 281，282
gingival ﬁstula 282
gingival ﬂap 282
gingival ﬂap formation 282
gingival graft 280
gingival hyperplasia 281
gingival hypertrophy 282
gingival index 280
gingival knife 282
gingival lamina propria 281
gingival lead seam line 460
gingival lesions 282
gingival ligament 281
gingival margin 280
gingival margin trimmer 323
gingival papilla 282
gingival perforation 281
gingival pocket 282
gingival polyp 282
gingival raspatory 282
gingival recession 282
gingival retraction 280，282
gingival retractive cord 280，282
gingival shrinkage 281
gingival sulcular epithelium 281
gingival sulcus 281
gingival tissue 282
gingival ulcer 280
gingivectomy 281
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gingivectomy knife
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gingivectomy knife 281
gingivitis 280
gingivobuccal fold 281
gingivolabial fold 281
gingivoplasty 281
gingivosis 281
gingivostomatitis 281
Gircin syndrome 104
girdle pain 395
Glabella 158
glabellomeatal line 584
gland 364
glandular acinus 376
glandular cavity 366
glandular cheilitis 371
glandular fever 375
glandular odontogenic cyst 371
Glasgow coma scale 157
glass and zinc phosphate cement 167
glass badge 104
glass beads 104
glass beads sterilization 104
glass ceramics 103
glass container 104
glass dosimeter 103
glass ﬁber 103
glass ﬁber-reinforced composites 103
glass inﬁltrated ceramics 103
glass inﬁltration 103
glass ionomer cement 157
glass ionomer cement restoration 157
glass slab 104
glass transition 104
glass transition point 104
glass vessel 104
glaucoma 619
glaze 38
glazed tongue 548
glazing 160，427
glazing ceramic 160
glazing material 160
glazing resin 160
glenoid fossa 114
glenoplasty 114
glia 158
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glia cell 158
Glickmanʼs furcation classiﬁcation 159
glidepath 157，601
gliding movement 342
gliding surface 99
glioblast 158
glioblastoma multiforme 402
glioma 319
global warming 414
globin 161
globular process 136
globular protein 136
globular swelling 136
globulin 161
globulomaxillary cyst 136
glomerular ﬁltration rate 262
glomerulonephritis 262
glomus tumor 162
gloss 202
glossalgia 360
glossectomy 359
glossiness 202
glossitis 354
glossitis areata exfoliativa 487
glossodynia 360
glossopharyngeal nerve 354
glossopharyngeal nerve block 354
glossopharyngeal neuralgia 354
glossoptosis 360
glottal 351
glottal closure 352
glottal stop 352
glottic spasm 352
glottic spasmus 352
glottis 351
glottis edema 352
GLP 27
glucagon 160
glucan 160
glucocorticoid 446
glucokinase 160
gluconeogenesis 446
glucosamine 160
glucose 160
glucose clearance test 160

gonadotropic hormone

glucose intolerance 397
glucose tolerance test 448，535
glucosidase 160
glucosyltransferase 160
glucuronic acid 160
glutamic acid 160
glutamic-pyruvic transaminase 11，253
glutamine 160
glutaral 160
glutaraldehyde 160
glutathione 160
glycan 405
glycated hemoglobin 444
glyceride 159
glycerin 159
glycerol 159
glycerol phosphate shuttle 159
glycerophospholipid 159
glycine 159
glycocalyx 442
glycogen 158
glycogen degeneration 158
glycogen phosphorylase 158
glycogen storage disease 445
glycogen synthetase 158
glycogenesis 158
glycogenolysis 158
glycohemoglobin 159
glycolipid 445
glycolysis 73
glycoprotein 447
glycosaminoglycan 158
glycoside 483
glycosidic linkage 158
glycosuria 448
glycosylsucrose 158
glycosyltransferase 158
Gm serum group 252
GMP 27，154，252
Gn 157
GNAS 251
gnathion 64
Gnathion 157
gnathodynamometer system 91
gnathology 460

gnathopalatoschisis 86
gnathoplasty 86，87
gnathostat 89
gnathostatic diagnosis 89
gnathostatic model 89
Go 224
gold 198 153
gold alloy 150
gold alloy classiﬁed by type 398
gold crown with cast cusp 286
gold crown with solid cusp 286
gold crown with swaged cusp 286
gold cylinder 211
gold dental alloy 150
gold foil 153
gold foil restoration 153
gold grain 154，211
gold knife 211
gold-labeled anti-human immunoglobulin G
153
gold plan 211
gold plan 21 211
gold powder 153
gold-silver-copper ternary alloy 150
gold-silver-palladium alloy 150
gold solder 154
gold standard 211
Goldenhar syndrome 211
Golgi apparatus 226
Golgi area 226
Golgi body 226
Golgi cell 226
Golgi cisterna 226
Golgi lamella 226
Golgi saccule 226
Golgi-tendon organ 226
Golgi vacuole 226
Golgi vesicle 226
Golgiosome 226
Goltzʼs syndrome 227
gomphosis 432
gonad 346
gonadal dose 346
gonadal exposure 346
gonadotropic hormone 347
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gonial angle
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gonial angle 77
goniometer 90
Gonion 224
gonococcus 620
gonorrhea 622
gonorrheal arthritis 620
good clinical practice 27
good laboratory practice 27
good manufacture practice 27
good manufacturing practice 27
good post marketing surveillance practice 27
Gordon pliers 210
Gorham disease 210
Gorham syndrome 210
Gorlin cyst 211
Gorlin-Goltz syndrome 211
gothic arch 215
gothic arch tracer 215
gothic arch tracing method 215
Gottlieb method 221
gout 427
gout suppressant 203
gouty arthritis 427
gouty temporomandibular arthritis 427
government oﬃce 143
GP 24，253
GPMSP 27
GPT 11，253
Gracey type curette 160
gradation 72
gradation processing 72
grade 433
gradient 72，158
gradient coil 158，164
gradient echo 158，164
gradient ﬁeld 164
gradient ﬁeld echo 164
gradient processing 72
gradient refocused acquisition in the steady
state 157
gradual gum displacement 113
gradual gum retraction 113
gradual teeth separation 112
graduate 590
graft 20
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graft versus host disease 20
graft versus host reaction 20
grafted bone block 20
grafting 20
grafting of skin，
muscle and mucosa 515
grafts rejection 20
grain boundary 173
grain boundary precipitation 616
grain reﬁned alloy 173
graininess 617
gram equivalent 158
gram negative bacteria 158
gram positive bacteria 158
Gram stain 158
Gram staining 158
grand mal epilepsy 398
Grant-Lanting method 158
Grant-Lanting projection 158
granular cell 104
granular cell ameloblastoma 49
granular cell myoblastoma 104
granular cell schwannoma 104
granular cell tumor 104
granularity 617
granulation 464
granulation tissue 464
granules 104
granules of actinomyces 149
granulocyte 104
granulocyte-colony stimulating factor 104
granulocytopenia 104
granuloma 464
granulomatous apical periodontitis 464
granulomatous epulis 464
granulomatous inﬂammation 464
granulomatous pulpitis 464
graphic method 158
grasp of instrument 488
grasp reﬂex 480
grasping eﬀect 488
grasping form 488
GRASS 157
grating lobe 160
gratuitous inducer 588
gravid epulis 472

GSD

gravireceptor 293
gray 160
gray-brown tooth 68
gray level 160，478
gray level correction 72，478
gray matter 74
gray scale 160，478
gray scale processing 72
gray scale transformation 478
gray scale value 160
gray syndrome 74
gray value 160
GRE 158，164
great occipital trigeminal syndrome 393
greater circulation 395
greater occipital nerve block 393
greater palatine artery 393
greater palatine canal 393
greater palatine foramen 393
greater palatine nerve 393
greater sublingual duct 396
greater wing 398
green ﬂuorescent protein 252，619
green hairy tongue 619
green-stick fracture 634
grid 159
grid ratio 159
grinding 179，242，546
grinding device 179
grinding eﬃciency 179
grinding material 179
grinding movement 140
grinding of teeth in occlusal adjustment 205
grinding of tooth in occlusal adjustment 205
griseofulvin 159
Groedel eﬀect 160
Groedelʼs eﬀect 160
grooming 352
groove 183
groove of the root 233
grooving 626
gross caries removal procedure 246
ground glass appearance 343
ground glass like appearance 343
ground state 129

group Ⅰa ﬁber 21
group Ⅰa inhibition 21
group Ⅰb ﬁber 23
group Ⅰb inhibition 23
group Ⅱ ﬁber 464
group Ⅲ ﬁber 247
group care 159
group function 159
group functioned occlusion 159
group guidance 291
group home 160
group-speciﬁc antigen 162
grouped discharge 162
grouping potential 162
growth 349
growth abnormality 489
growth abnormality of jaw 90
growth amount 350
growth analysis 349，350
growth and development 349
growth center 349
growth curve 349，381
growth direction 350
growth factor 349，381
growth factor derived from blood 169
growth hormone 350
growth hormone deﬁcient short statue 350
growth hormone inhibiting hormone 350
growth hormone release-inhibiting factor 350
growth hormone releasing factor 350
growth incremental curve 349
growth inhibition test 382
growth of connective tissue 171
growth pattern 349
growth plate 349
growth potentiality 349
growth prediction 350
growth rate 350
growth site 349，350
growth stage 349
growth trend 161
growth velocity curve 349
gruelled food 44
Grünberg blow pipe 159
GSD 25
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GSR
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GSR 347
GSS 175
GTP 154，252
GTPase 252
GTR 252
GTR membrane 252
GTT 535
guaiacol 155
guanine 154
guanine nucleotide binding protein 251
guanosine 154
guanosine 5ʼ-diphosphate 154，252
guanosine 5ʼ-triphosphate 154，252
guanosine 5ʼ-triphosphate-tase 252
guanosine 5ʼ-monophosphate 154
guanosine monophosphate 252
guanylate cyclase 154
guanylic acid 154
guardian 568
gubernacular canal 279
gubernacular cord 279
Guérin fracture 175
guidance for between-meal habit 112
guidance level 72
guidance of eruption 564
guidance plan 279
guide dog 594
guide ﬂange 194
guide for healthy sleep 336
guide line marker 73
guide wire 601
guided bone regeneration 219
guided surgery 73
guided tissue regeneration 252，388
guided tissue regeneration method 388
guideﬂange prosthesis 99
guiding groove 73
guiding plane 73
Guillain-Barré syndrome 139，148
gum displacement 280
gum festooning 281
gum forming 281
gum massage 282
gum retraction 280
gum retraction cord 280，282
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gum retractor 103
gum rubbing 103
gumma 225
gummy face 103
gummy smile 103
gun type 118
Günther disease 140
gupsum-bonded investing material 356
gustation 583
gustatory area 584
gustatory cell 584
gustatory nerve 583
gustatory phase of salivary secretion 583
gustatory pore 584
gustatory-salivary reﬂex 583
gustatory sweating 583
gusto-facial reﬂex 583
gustometer 583
gustometry 583
gutta-percha 98
gutta-percha cone 98
gutta-percha point 98
gutta-percha solvent 98
gutter shaped root 442
GVHD 20
Gy 160
gypsum 356
gypsum-bonded investment 356
gypsum dihydrate 467
gypsum hemihydrate 499
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H angle 41
H antigen 41，558
H band 41
H ﬁle 41
H reﬂex 41
H-type ﬁle 41
H wave 41
H1-blocker 41
H2-blocker 41
H2-gene complex 41
habilitation 617

haptoglobin

habit 292
habit breaker 292，540
habit breaking appliance 292
habit disorder 3
habit-forming drug 21，289
habitual abrasion 288
habitual dislocation 288
habitual dislocation of TMJ 288
habitual luxation 288
habitual masticatory side 288
habitual mouth breathing 288
habitual movement of mandible 288
habitual occlusal position 288
habitual occlusion 288
habitual opening and closing movement 288
habitual opening and closing movement path
288
habitual oral respiration 288
habitual subluxation of TMJ 288
habitual tooth abrasion 288
habituation 288
HACCP 41
Hackenbruch injection 617
Haemophilus influenzae 34
haemorrhagia per diapedesin 629
haemorrhagia perrhexin 488
hairpin clasp 547
hairy tongue 594
halation 496
half and half clasp 480
half crown 480
half desmosome 499
half-Fourier imaging 480
half lethal dose 215，499
half-life 497
half round tube 497
half round wire 497
half-value layer 497
half-wave rectiﬁcation 501
half-width 499
halitophobia 197
halitosis 197，198
Hallermann-Streiﬀ syndrome 494
hallucination 176
hallucinogen 176

halo 496
halo lesion 92
halogen irradiator 496
halogen lamp 496
halogen light-curing unit 496
haloperidol 496
halophile 184
halophilic bacteria 184
halothane 496
HAM 41
hamartoblastoma 91
hamartoma 91
hamate bone 600
hamular notch 494
hamular notch incisive papilla plane 513
Hanauʼs Quint 194，493
hand and wrist radiography 294
hand burnisher 297，500
hand casting pressor 7
hand cutting instrument 297
hand ﬁle 298
hand，foot and mouth disease 427
hand-foot syndrome 427
hand formula 294
hand mallet 297，298
hand mixing 298
hand-over-mouth technique 500
hand plugger 623
hand scaler 297
Hand-Schüller-Christian disease 500
hand-wrist radiograph 294
hand-wrist X-rays 294
handedness 125
handicap 285，300
handicap classiﬁcation 301
handicapped child 324
handicapped person 300
handpiece 500
hangover 534
Hansen disease 499
haplodont 409
hapten 494
hapten-carrier complex 494
haptenic group 494
haptoglobin 494
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hard capsules
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hard capsules 186
hard copy 480
hard disk 480
hard ﬁbroma 200
hard gold alloy 197
hard laser 480
hard palate 193
hard palate mucosa 193
hard solder 210
hard soldering 210
hard tissue 202
hard tissue defect 202
hard tissue disease of tooth 202
hard tissue reconstruction 200
hard water 200
hardener 208
hardening 184
hardening agent 208
hardening agents 208
hardening ﬁxer 208
hardening heat treatment 186
hardening solution 208，223
hardness 96，204
hardness test 96
harmonic imaging 480
harmonic mean 424
harmonics 203
Harvard Conference 480
Hasegawa dementia scale 488
Hasegawaʼs dementia scale revised 41，73
Hashimoto disease 488
Hashimotoʼs disease 488
Hassall corpuscle 491
hatchet 492
Haversian canal 493
Haversian lamella 493
Hawley type retainer 567
Hawship lacunae 486
Hayem solution 481
hazard analysis and critical control point 41
HB 502
HbA1c 41，553
HBc antigen 41
HBe antigen 41
HbF 394
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HBO 183
HBs antigen 41
HBV 502
HC 252
HCM 511
HCV 252
HD 480
H-D curve 41，451，499
HDS-R 41，73
He-Ne gas laser 554
HE stain 41
head and nech cancer 444
head cap 552
head injury 449
head mirror 89
head of mandible 81
head plate correction 552
head position 442
head posture 442
head rest 15
head rotation 607
head strap 552
head tilt 448
head tilt method of vertical relation 448
headache 339
headgear 552
healing 417
healing abutment 503
healing by ﬁrst intention 23
healing cap 503
healing of extracted tooth socket 491
healing screw 503
healing with connective tissue 171
healing with osteoid scar 220
health 177，567
health activity 567
health administration 177
Health and Medical Service Law for the Aged
630
Health and Medical Service Law for the
Elderly 630
health and medical social work 29
health and population statistics 323
health and welfare planning for the elderly
630

heat diffusion

health and welfare service area for the elderly
630
health behavior 568
health belief model 554
health care 177，567
health care facility for the care of the elderly
70
health care for adult and the elderly 347
health care industry 28
health care notebook 178
health care to handicapped person 301
health center 568
health check-up at employment 598
health check-up for the pregnant woman 472
health check-up upon hiring 598
health checking 178
health condition 178
health consultation 178
health counseling 178
health damage 178
health demand 554
health disparities 177
health education 41，177，568
health examination for 1.5-year-old children
24
health examination for 3-year-old children
247
health for the elderly 630
health guidance 568
health index 177
health inequalities 177
health institute on long-term health care for the
aged 69
health instruction 177，567
health insurance 178
health insurance claim 331
health insurance enrolling all people 214
Health Insurance Law 178
health level 178
health literacy 178，554
health maintenance 177
health need 554
health planning 568
health practice 567
health project 568

health promotion 554
Health Promotion Law 178
health promotion service 178
health protection and promotion measure 178
health risk management 177
health service 567
health service planning 567
health services facility for the elderly 630
health statistics 568
health supervision 41，567
health supervisor 41
healthcare associated infection 28
Healthy Child and Parent 21 338
Healthy Japan 21 178
Healthy Japan 21（2nd term） 178
healthy life expectancy 178
hearing 421
hearing disorder 421
hearing impairment 463
hearing impression evaluation 421
hearing loss 423
hearing test 421
heart 325
heart beat 329
heart disease 323
heart failure 330
heart massage 330
heart rate 329
heart rate meter 329
heart sound 317
heart transplantation 325
heartburn 589
heat accumulation 38
heat accumulation eﬀect 474
heat capacity 474
heat center 66
heat coagulation 473
heat cramp 473
heat-cured acrylic resin 101
heat-cured resin 101
heat-curing 101
heat damage 474
heat denaturation 474
heat development type 473
heat diﬀusion 473
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heat exchanger
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heat exchanger 473
heat moisture exchanger 323
heat of adsorption 139
heat of friction 577
heat of reaction 501
heat pack 67
heat pain 66
heat production 473
heat regulation 66
heat retention 38
heat sensation 473
heat shock protein 473
heat stroke 473
heat treatment 474
heat unit 474，503
heating transformer 101
heavy body type 553
heavy chain 41
heavy chain disease 41
heavy chamfer 553
heavy charged particle 288
heavy charged particle beam 288
heavy-headed feeling 338
heavy ion 287
heavy ion beam 287
heavy metal 289
heavy metal antagonist 289
heavy metal pigmentation 289
heavy metal poisoning 289
heavy particle 293
heavy particle beam 293
heavy particle radiotherapy 293
hedonic aspect 265
hedstroem ﬁle 41
heel eﬀect 164，503
Heerfordt syndrome 551
Heimlich maneuver 485
Heinrichʼs law 486
Heinz body 486
helical CT 554，610
helical loop 554
helical scan 554，610
Helium-Neon gas laser 554
helix 554
Hellman dental age 555
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Hellman dental developmental stage 555
Hellman growth analysis 555
Helmholtzʼs coil 555
help for eating 312
helper T-cell 554
helping behavior 56
Helsinki declaration 554
HEMA 514
hemagglutination inhibition test 171
hemagglutinin 171
hemangioendothelioma 171
hemangiolipoma 170
hemangioma 170
hemangiomatous epulis 170
hemangiopericytoma 226
hemangiosarcoma 171
hemarthrosis 115
hematemesis 453
hematin 553
hematocrasia 171
hematocrit 553
hematocrit value 553
hemato-encephallic barrier 169
hematoidin 622
hematological examination 169
hematoma 172
hematopoiesis 171，380
hematopoietic stem cell 380
hematopoietic system syndrome 380
hematopoietics 380
hematoxylin and eosin stain 41
hematuria 174
heme 553
hemiacetal 553
hemialgia 557
hemiarthroplasty 497
hemiatrophy 553
hemicrania 557
hemidesmosome 499，553
hemiencephalus 501
hemifacial atrophy 121
hemifacial hypertrophy 121
hemifacial microsomia 553，557
hemifacial spasm 121，557
hemiglossectomy 361

hereditary hemorrhagic telangiectasia

hemignathia 497
hemihydrate gypsum 499
hemihypertrophy 557
hemimandibulectomy 82
hemiplegia 96
hemisection 267，545，553
hemisepta bone defect 553
hemiseptum 553
hemochromatosis 553
hemochromogen crystal test 553
hemoconcentration 169
hemodialysis 169，322
hemodialytic therapy 328
hemodynamics 172
hemoglobin 553
hemoglobin A1c 41，553
hemoglobinemia 553
hemoglobinopathy 553
hemoglobinuria 553
hemogram 169
hemolysin 604
hemolysis 604
hemolytic anemia 604
hemolytic icterus 604
hemolytic jaundice 604
hemolytic reaction 604
hemolytic system 604
hemolytic uremic syndrome 604
hemophilia 174
hemophilia A 174
hemophilia B 159，174
hemophilia C 174
hemophilic arthritis 174
hemophilic arthropathy 174
hemophilic joint 174
hemoptysis 97
hemorrhage 295
hemorrhagic anemia 295
hemorrhagic gingivitis 19
hemorrhagic infarct 295
hemorrhagic inﬂammation 295
hemorrhagic shock 295
hemosiderin 553
hemosiderosis 553
hemospasia 286

hemostasis 264
hemostasis function 264
hemostasis function test 264
hemostat 264
hemostatic 264
hemostatic agent 264
hemostatic clamp 264
hemostatic clamp forceps 264
Henderson-Hasselbalch equation 557
Henleʼs loop 558
heparan sulfate 552
heparin 552
heparin cofactor 553
heparinization 553
heparinized blood 553
hepatic blood ﬂow 110
hepatic coma 113
hepatitis 106
hepatitis A 43
hepatitis B 502
hepatitis B virus 502
hepatitis C 252
hepatitis C virus 252
hepatitis D 429
hepatitis E 16
hepatitis G 252
hepatoblastoma 107
hepatocellular carcinoma 110
hepatocerebral syndrome 119
hepatoma 110
hepatopathy 112
hepatotoxicity 119
heptose 553
Herbst appliance 480
hereditary 25
hereditary benign intraepithelial dyskeratosis
25
hereditary bullous epidermolysis 374
hereditary connective tissue disease 25
hereditary disease 25
hereditary eﬀect 25
hereditary enamel hypoplasia 25
hereditary factor 25
hereditary gingival hyperplasia 25
hereditary hemorrhagic telangiectasia 25
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hereditary hypophosphatemic vitamin D-resistant rickets
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hereditary hypophosphatemic vitamin
D-resistant rickets 25
hereditary multiple cementomatosis 25
hereditary nephritis 25
hereditary non-spherocytic hemolytic anemia
25
hereditary opalescent dentin 25
hereditary palmoplantar keratosis 373
hereditary predisposition 25
hereditary spherocytosis 25
hereditary trait 24
heredity 24
heredofamilial amyloidosis 25
Hering-Breuer reﬂex 551，554
hermaphroditism 497
herpangina 554
herpes 554，564
herpes febrilis 474
herpes labialis 200
herpes simplex 409
herpes simplex virus 409
herpes zoster 395
herpes zoster virus 395
herpesvirus 554
herpetic gingivitis 554
herpetic gingivostomatitis 554
herpetic stomatitis 554
herpetic ulcer 554
Herschel eﬀect 480
Hertwig epithelial sheath 554
heterochromatin 21
heterocyclic compound 531
heterodont 18
heterodonty 18
heterofermentation 552
heterogeneity 19，528
heterogeneous bone graft 401
heterogeneous bone transplantation 401
heterogeneous graft response 19
heterogeneous nuclear RNA 552
heterogeneous nucleation 19
heterogeneous transplantation 401
heterogeusia 26
heteroglycan 552
heterograft 19，401
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heteroplasia 552
heteropolysaccharide 552
heterotopia 20
heterotopic ossiﬁcation 20
heterotopic thyroid gland 20
heterotopic transplantation 20
heterotrophic bacterium 291
heterozygote 19，552
hexagonal form 633
hexagonal system 633
hexokinase 552
hexosamine 552
hexose 551
hexose monophosphate shunt 551
HF 411
HFI 480
HFJV 207
HFO 207
HFPPV 207
HFS 427
HG 252
hibernation 449
hibernoma 98
hiccough 287
hiccup 287
hidden caries 532
Higgs boson 512
Higgs particle 512
high angle case 481
high arched palate 193
high canine 179
high-copper amalgam alloy 204
high density lipoprotein 208
high density liquid diet 477
high dose rate irradiation 201
high energy laser 198
high energy phosphate bond 184
high energy radiotherapy 183
high energy X-ray 183
high frequency 198，411
high frequency centrifugal casting 198
high frequency centrifugal casting machine
198
high frequency induction casting 198
high frequency induction heating 198

holding arch

high-frequency jet ventilation 207
high frequency melting 198
high-frequency oscillation 207
high-frequency positive pressure ventilation
207
high frequency pulse 198
high functionality 188
high-functioning autism 188
high fusing porcelain 209
high infectivity 17
high labial arch 326
high labial arch appliance 326
high LET radiation 184
high level welfare by high level cost 207
high lip line 307
high-molecular compound 207
high-order conditioning 197
high-output heart failure 206
high performance liquid chromatography
183，201
high pressure liquid chromatography 183
high pressure steam sterilization 183
high-pull headgear 485
high resolution CT 207，486
high-risk approach 486
high-risk elderly 451
high-risk strategy 486
high speed cutting method 201，202
high speed ﬁlm 187
high-strength dental stone 421
high-temperature casting 184
high voltage radiography 183
higher brain function 197
hilar reﬂex 485
hinge articulator 423
hinge attachment 522
hinge axis locater 522
hinge axis of mandibular movement 423
hinge axis point 423
hinge bow 522
hinge joint 423
hinge movement of mandible 423
hinged prosthesis 423
hinokitiol 514
HIP plane 513

Hippocratic method 516
Hippocratic oath 516
HIS 517
His bundle electrogram 509
histamine 509
histamine antagonist 207
histamine sensitizing factor 509
histidine 509
histiocyte 387
histiocytoma 387
histiocytosis X 387，509
histocompatibility 388
histocompatibility antigen 41，388
histocompatibility test 388
histodiﬀerentiation stage 388
histogenesis 388
histogenesis of bone 218
histogram 510
histogram equalization 72，510
histomorphometry 387
histone 510
histopathological examination 520
histopathological feature 520
histoplasmosis 510
history of dentistry 254
history of life 344
history of present illness 182
history taking 520
histotoxic hypoxia 388
hit theory 512，519
HIV 513
HIV-related periodontitis 41
Hk 472
HLA 41，513
HLA complex 41
HLD 499
HME 323
HO:YAG laser 573
hoarseness 243
Hodgkinʼs disease 568
hoe type scaler 559
Hofrath cyst 571
Hofrath paradental cyst 571
Holdaway ratio 566
holding arch 566
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holding orthosis
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holding orthosis 569
holistic treatment 370
Hollenback method 573
hollow anode X-ray tube 393
hollow cylinder implant 417
hollow obturator 417
hollow-out irradiation technique 38
holoenzyme 573
holographic interferometry 573
holography 573
holonium YAG laser 573
holoprosencephaly 371
HOM technique 500
home bleaching 566
home bound dentistry 566
home care 238
home care management and guidance 147
home care service 147，238
home care support 147
home care support center 238
home for the aged 630
home for the elderly with a moderate fee 166
home health care 238
home help service 238，566
home help support center 238
home helper 565，566
home treatment 238
home visit 59
home visit care 565
home visit dental guidance 566
home visit dental health instruction 566
home visit dental treatment 257
home visit nursing care 565
home visit nursing care station 565
home visit nursing for the elderly care 630
home visit oral health instruction 565
home visit rehabilitation 566
home visiting health instruction 566
home whitening 566
homebound dentistry 257
homebound elderly 238
homebound handicapped person 238
homeostasis 198，571
homeothermic animal 184
homicide 243
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homocystinuria 571
homocytophilic antibody 240
homodont 444
homodonty 444
homofermentation 571
homogeneity 148
homogeneity coeﬃcient 153
homogenizer 572
homogenizing anneal 151
homogenous reinforcement 446
homoglycan 571
homograft 446
homologous bone graft 446
homologous chromosomes 382
homologous transplantation 446
homoserine 572
homozygote 572
honeycomb 559
honeycomb appearance 565
honeycomb pattern of radiolucency 565
hook 534
hook and loop fastener 577，594
Hookeʼs law 534
hopeless tooth 566
horizontal alveolar distraction osteogenesis
335
horizontal angle 335
horizontal bone defect 335
horizontal bone resorption 335
horizontal brushing method 336
horizontal facial cleft 58
horizontal ﬁber 335
horizontal food impaction 335
horizontal fracture 335
horizontal fracture of maxilla 302
horizontal infection 335
horizontal loop 572
horizontal mandibular position 335
horizontal mattress suture 336
horizontal method 607
horizontal overlap 61，335
horizontal pin technique 572
horizontal plane 336
horizontal plane of reference 335
horizontal position 335

Hurter-Driffield curve

horizontal probing 335
horizontal projection 336
horizontal ramus osteotomy 79
horizontal reference plane 336
horizontal transmission 335
horizontal wisdom tooth 335
horizontally impacted wisdom tooth 336
hormesis 573
hormonal problem 573
hormone 573
hormone dependent tumor 573
hormone receptor 573
hormone replacement therapy 573
Horner syndrome 573
horny tooth 88
horseshoe bar 492
hospice 569
hospital 517
hospital-acquired infection 32
hospital dentistry 517
hospital diet 517
hospital display 32
hospital formulary 33
hospital infection 32，517
hospital information system 517
hospital pharmacist 517
hospital pharmacy 517
hospital ward for integrated community care
system 412
host 293
host factor 293，294
host-parasite relation 294
host-parasite relationship 294
host related factor 294
hot abscess 474
hot area 210，571
hot compress 66
hot crack 184
hot spot 571
hot taste 104
hot working 473
Hotz plate 571
Hounsﬁeld unit 41，499
house call 59
household of the elderly 210

housing 486
housing for the elderly with home-care services
233
housing with domiciliary service 162
Howe pliers 565
HPLC 183，201
HRCT 207，486
HRT 332，573
HSF 509
HSP 473
HSV 409
Ht value 553
HTLV 513
HTLV-1 associated myelopathy 41
HU 41，499，503
hue 261
Huguier canal 528
human body pahantom 327
human counter 370，517
human engineering 471
human herpesvirus 6 513
human herpesvirus 7 513
human herpesvirus 8 513
human immunodeﬁciency virus 513
human leukocyte antigen 41，513
human phantom 327
human T-cell leukemia virus 513
human T-cell lymphoma virus 513
human T-cell lymphtropic virus type Ⅰ 513
humidifer 92
humidiﬁcation 135
humoral immunity 391
humoral regulation 44
humoral transmission 44
hunger contraction 124
hunger edema 124
Hunt syndrome 611
Hunter glossitis 499
Hunterʼs syndrome 499
Hunter-Schreger band 499
Hunter-Schreger striae 499
Hunter-Schreger stripe 499
Huntingtonʼs disease 499
Hurler syndrome 480
Hurter-Driﬃeld curve 41，451，499
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huschke foramen
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huschke foramen 215
Hutchinson-Gilford syndrome 492
Hutchinson incisors 492
Hutchinson triad 492
Hutchinsonʼs tooth 492
HVL 497
hyaline 501
hyaline bodies 502
hyaline cartilage 306
hyaline degeneration 306
hyaline droplet degeneration 502
hyaline membrane disease 502
hyalinization 501
hyaluronic acid 502
hyaluronidase 502
hybrid 243
hybrid cell 243
hybrid layer 294
hybrid material 485
hybrid type composite resin 485
hybrid type resin composite 485
hybridization 243
hybridized dentin 294
hybridoma 485
hydantoin 512
hydantoin antiepileptic drug 512
hydramnion 605
hydramnios 605
hydrargyria 332
hydrargyrism 332
hydrarthrosis 115，116
hydrate 336
hydrated water 336
hydration 335，336
hydration shell 336
hydration water 336
hydraulic temporary sealing material 332
hydrocarbon anesthetics 407
hydrocast 484
hydrocephalus 334
hydrocephaly 334
hydrocolloid 484
hydrocolloid conditioner 484
hydrocolloid impression 484
hydrocolloid impression material 484
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hydrocortisol 514
hydrocortisone 514，541
hydrocortisone acetate 514
hydrocortisone sodium 514
hydrocortisone sodium phosphate 514
hydrocortisone sodium succinate 514
hydrocortisone succinate 541
hydrodynamic theory 446
hydroﬂuoric acid 533
hydrogen bond 333
hydrogen ion concentration 333
hydrogen ion exponent 333，502
hydrogen peroxide 92
hydrogen peroxide solution 92
hydrogen sulﬁde 616
hydrogenation 333
hydrolase 94
hydrolysis 94
hydrolysis-related transport 332
hydrolytic stability 396
hydronephrosis 333
hydrophilicity 324
hydrophobic bond 390
hydrophobicity 390
hydroquinone 484，514
hydrothorax 332
hydroxyapatite 484
hydroxyapatite coating 484
hydroxyapatite porous body 402
hydroxyethylmethacrylate 514
hydroxylase 332
hydroxylysine 514
hydroxyproline 514
hydroxyradical 484
hydroxyzine 514
hydroxyzine hydrochloride 514
hygienic pontic 117
Hygojet system 482
hygroma colli 167
hygroscopic expansion 136
hygroscopic investment technique 136
hygroscopicity 135
hyoglossus muscle 357
hyoid arch 357
hyoid bone 357

hypersensitivity reaction

hyoid elevation 357
hyoid muscle 357
hyolaryngeal elevation 357
hypacusia 423
hypacusis 423
hypalgesia 427
hyper IgE syndrome 183
hyper mouth opening 77
hyperactive behavior 39
hyperactivity 405
hyperacute rejection 421
hyperalgesia 426
hyperalgesic zone 426
hyperalimentation 187
hyperaphia 315
hyperazotemia 202
hyperbaric oxygen therapy 183
hyperbaric oxygenation 183
hyperbaric solution 207
hyperbilirubinemia 207
hyperbrachycephaly 423
hypercalcemia 82，187
hypercalciuria 187
hypercapnia 202，206
hypercarbia 202，206
hypercardia 329
hypercementosis 362，363
hypercholesterolemia 196
hyperchondroplasia 461
hyperchromatosis of nuclear membrane 90
hyperchromic anemia 197
hypercorticosteroidism 531
hyperdivergent 484
hyperdontia 272
hyperechoic area 183
hyperemia 289
hyperergy 516
hyperesthesia 414
hyperextension 93
hyperextention-hyperﬂexion injury 89
hyperﬂexibility 100
hyperfractionation 102，422，628
hyperfractionation therapy 102，422
hyperfunction 130
hypergeusia 583

hyperglycemia 192
hyperhydration 104
hyperkalemia 187
hyperkeratosis 77
hyperkeratotic lesion 83
hyperkinesia 39
hyperkinetic syndrome 405
hyperleukocytosis 490
hyperlipemia 197
hyperlipidemia 197
hyperlipoproteinemia 209
hypermetropia 55
hypermotility 100
hypermyotonia 149
hypernasality 74
hypernutrition 76
hyperosmia 134
hyperostosis 220
hyperoxemia 197
hyperparathyroidism 529
hyperpathia 426
hyperphosphatasia 104
hyperphosphatemia 209
hyperpituitarism 93
hyperplasia 91，507
hyperplasia of condylar process 86
hyperplasia of coronoid process 153
hyperplasia of mandibular condyle 82
hyperplasia of the condylar process 78
hyperplastic gingivitis 382
hyperpnea 91
hyperpolarization 102
hyperpotassemia 187
hyperproteinemia 202
hyperptyalism 401
hyperpyrexia 91，202
hyperreﬂexia 498
hyper-regeneration 92
hypersalivation 401
hypersecretion 547
hypersensibility 107
hypersensitive constitution 102
hypersensitiveness 102
hypersensitivity 102，414
hypersensitivity reaction 102
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hypersensitivity to drug
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hypersensitivity to drug 597
hypersialosis 401
hypersomatotropism 350
hypersplenism 506
hypertelorism 91
hypertension 192
hypertensive encephalopathy 192
hypertensive heart disease 192
hypertensive intracerebral hemorrhage 192
hyperthermia 67，202，484
hyperthermic therapy 67
hyperthermoesthesia 65
hyperthyroidism 198
hypertonia 149
hypertonic dehydration 203
hypertonic solution 203
hypertonicity 149，203
hypertriglyceridemia 205
hypertrophic arthritis 507，511
hypertrophic candidiasis 507
hypertrophic cardiomyopathy 511
hypertrophic gingivitis 511
hypertrophy 511
hypertrophy of condyle 82
hypertrophy of lingual tonsil 361
hypertrophy of masseter muscle 188
hypertrophy of salivary gland 400
hypertrophy of tonsil 558
hyperuricemia 206
hypervariable region 205
hypervascular area 193
hyperventilation 82
hyperventilation syndrome 82
hyperventilation tetany 82
hypervitaminosis 511
hypervolemia 298
hyperγ-globulinemia 187
hypesthesia 107，414
hypha 150
hypnoanalgesia 241
hypnoanalysis 241
hypnoanesthesia 241
hypnosis 241
hypnotherapy 241
hypnotic drug 241
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hypo 485
hypo eliminator 485
hypo-β-lipoproteinemia 433
hypo-γ-globulinemia 430
hypoadrenocorticism 531
hypoalbuminemia 427
hypoalgesia 427
hypobaric solution 433
hypobranchial eminence 234
hypocalcemia 430
hypocalciﬁcation 355，432
hypocalciuria 430
hypocapnia 433
hypochloremic alkalosis 430
hypochlorite 251
hypocholesteremia 431
hypochondria 318
hypochondriac 318
hypochondriacal 318
hypochondriacal symptoms 318
hypochondriasis 318
hypochondroplasia 462
hypochromatic microcytic anemia 431
hypochromic anemia 431
hypochromic microcytic anemia 431
hypocone 516
hypoconid 516
hypoconulid 516
hypocycloidal tube motion 485
hypodivergent 485
hypodontia 272，374，536
hypoechoic area 430
hypoergy 516
hypoesthesia 107，414
hypoﬁbrinogenemia 433，524
hypofunction 130
hypogeusia 583
hypoglobulia 356
hypoglossal nerve 355
hypoglycemia 431
hypoglycemia shock 431
hypoglycemic coma 431
hypoglycemic drug 205
hypogonadism 347
hypogrowth 432

ICD-10

hypohidrotic ectodermal dysplasia 489
hypoinsulinemia 430
hypoinsulinism 430
hypokalemia 430
hypokinesia 39
hypolipemia 431
hypometropia 150
hypomobility 430
hypomyotonia 149
hyponatremia 433
hypoparathyroidism 529
hypopharyngeal constrictor 76
hypopharynx 76
hypophonia 491
hypophosphatasia 433
hypophosphatemia 434
hypophosphatemic vitamin D resistant rickets
434
hypophyseal fossa 93
hypopituitarism 93，476
hypoplasia 430
hypoplasia of cementum 362
hypoplasia of condyle 82
hypoplasia of the condylar process 78
hypoplasia of tongue 360
hypoplastic tooth 165
hypopotassemia 430
hypoproteinemia 433
hypoprothrombinemia 433
hypoptyalism 401
hyporhinolalia 550
hyposalivation 401
hyposecretion 547
hyposmia 134
hypostasis 169
hypostatic abscess 623
hypostosis 222
hypotension 430，431
hypotensive diuretic 183
hypotensive drug 183
hypothalamic regulatory factor 270
hypothermesthesia 66
hypothermia 432
hypothermia unit 432
hypothermic method 432

hypothetical normal occlusion 95
hypothetical plane 95
hypothyroidism 198
hypotonic 433
hypotonic dehydration 433
hypotonic solution 433
hypotonicity 433
hypoventilation 430
hypoventilation anoxia 430
hypoventilation hypoxia 430
hypovolemia 298
hypovolemic shock 298
hypoxanthine 516
hypoxia 431
hypoxic cell 431
hypoxic cell sensitizer 431
hypoxic hypoxia 431
hypoxic tumor cell 431
hypsodont 183，421
hysteresis 509
hysteria 509
hysterical character 509
hysterical seizure 509
Hz 554
hν 480

Ｉ

Ｉ
I band 2
I-bar clasp 2
I:E ratio 134
IA 593
IADH 213
IADL 295
IAEA 213
IAF 26
iatrogenic 18
iatrogenic disease 18
iatrogenic disorder 18
iatrogenic hyposalivation 18
iatrogenic trauma 18
ibuprofen 26
ICD 213
ICD-10 2
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ice pack
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ice pack 211
ICF 213，240
ichthyosis 373
ICIDH 213
ICM 458，459
icosahedral arrangement 350
ICRP 214
ICRU 214
ICRU reference dose 2
ICRU reference point 2
ICSD 336
ICT 117
icterus 59
icterus gravis neonatorum 325
ICU 2，291
Id 33
ID50 215
IDDM 31
ideal arch 2
ideal arch form 2
ideal archwire 2
ideal occlusion 614
identiﬁcation 447
identiﬁcation band 2
identiﬁcation dot 525
identity disorder 443
idiopathic 452
idiopathic bone cavity 452
idiopathic cardiomyopathy 452
idiopathic dilated cardiomyopathy 452
idiopathic epilepsy 452
idiopathic eruption 453
idiopathic facial paralysis 452
idiopathic gingival hyperplasia 452
idiopathic gingival overgrowth 452
idiopathic glossopharyngeal neuralgia 452
idiopathic interstitial pneumonia 452
idiopathic osteolysis 452
idiopathic osteonecrosis 452
idiopathic peripheral facial palsy 452
idiopathic portal hypertension 452
idiopathic pulpitis 452
idiopathic respiratory distress syndrome 452
idiopathic reticuloendotheliosis 452
idiopathic root resorption 452
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idiopathic tooth erosion 452
idiopathic trigeminal neuralgia 452
idiosyncrasy 451
idiotype 24
IDP 26
iduronic acid 20
IE 117
IEC 213
IEEE 549
IEP 593
IFN 31
Ig 593
IgA nephropathy 2
IGF 31
ignition system 438
IGRT 95
II 27，30
IIP 452
IL 31
ilets of Langerhans 612
iliac bone graft 422
ill-ﬁtting denture 127，535
Illinois test of psycholinguistic abilities 28
illuminance 308
illumination 311
illuminometer 309
image 325，378
image acquisition time 95
image analysis 95
image compression 95
image contrast 95
image correction 95
image database 95
image distortion 95
image enhancement 95
image ﬁle formats 95
image formats 95
image-guided radiotherapy 95
image inspection 95
image intensiﬁer 27
image intensiﬁer tube 27
image noise 95
image orthicon 27
image processing 95
image quality 92

impact test

image reading 451
image receptor 295
image reconstruction 95
image transmission 95
imaginary occlusal plane 95
imaging diagnosis 95
imaging plate 27
imaging time 243
imbibition 136，564
imino acid 26
imipramine 27
imipramine hydrochloride 27
immature apex of tooth 233
immature permanent tooth 605
immature permanent tooth caries 605
immediate action 390
immediate denture 384
immediate eﬀect 390
immediate ﬁlling after pulpectomy 491
immediate gum displacement 384
immediate hypersensitivity 384
immediate implant 384
immediate implant placement 491
immediate insertion denture 384
immediate loading 384
immediate matrix 385
immediate maxillary prosthesis 384
immediate reconstruction 384
immediate restoration 384
immediate root canal ﬁlling 384
immediate separation of tooth 384
immediate side shift 26
immediate surgical obturator 384
immediate tooth replantation 384
immediate type allergy 384
immediate type hypersensitivity 384
immersion foot 247
immobilization 223
immobilization of jaw 87
immodithymia 291
immortalization 532
immovable joint 535
immune adherence 593
immune area 592
immune bacteriolysis 593

immune complex 193
immune complex disease 593
immune cytolysis 593
immune disease 593
immune disorder 592
immune enhancement 592
immune hemolysis 593
immune reaction 593
immune response 592
immune serum 593
immune serum globulin 593
immunity 592
immunization 592
immuno compromised host 17
immunoblast 592
immunocompetent cell 593
immunodeﬁciency 593
immunodeﬁciency syndrome 593
immunodiﬀusion 592
immunoelectrophoresis 593
immunoﬂuorescence 593
immunogenicity 193，593
immunoglobulin 593
immunoglobulin class 593
immunoglobulin subclass 593
immunohistochemistry 593
immunological memory 593
immunological tolerance 592
immunologically competent cell 593
immunomodulative drug 593
immunomodulator 593
immunopharmacology 593
immunoprecipitation 593
immunostaining 593
immunosuppression 593
immunosuppressive agent 593
immunosuppressive therapy 593
immunotherapy 593
IMP 26
IMPA 2
impact fracture 304
impact fracture test 304
impact resistance 395
impact strength 304
impact test 304
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impacted supernumerary tooth

Ｉ

impacted supernumerary tooth 93，575
impacted tooth 575
impacted wisdom tooth 575
impaction 33，119
impaction of tooth 493
impaired airway protection 129
impaired glucose tolerance 397
impaired hearing 463
impairment 130，300
impairment of memory 123
impairment of pituitary function 93
impairment of sensation 107
impairment of speech 492
impairment of speech discrimination 178
impairment of thinking 265
impedance 33
impedance measurement 33
impedance test 439
imperfect fungi 528
impetigo 476
impingement 33，309
implant 382
implant abutment 33
implant abutment crevice 33
implant analog 33
implant anchorage 33
implant and tissue-supported 34
implant arthroplasty 321
implant-assisted and tissue-supported 34
implant basket 417
implant bed 34
implant body 34
implant-bone interface 33
implant carrier 33
implant collar 33
implant dentistry 33，255
implant denture 33
implant diameter 34
implant-gingival sulcus 33
implant interface 33
implant level impression 34
implant material 33
implant neck 34
implant overdenture 33
implant placement surgery 34
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implant prosthodontics 34
implant remover 34
implant site 34
implant socket 33
implant-soft tissue interface 34
implant splint 34
implant stability quotient 33
implant success rate 34
implant superstructure 34
implant-supported 34
implant-supported bridge 33
implant-supported prosthesis 33
implant surface 34
implant surface structure 34
implant survival rate 33
implant system 33
implant thread 34
implant-tissue interface 34
implantable pacemaker 36
implantation 20，382，457，575
imported infection 603
impressibility 132
impression 30
impression area 30
impression compound 34
impression coping 31
impression fracture 119
impression material 30
impression material ﬁxing solution 30
impression method 30
impression of abutment tooth 276
impression paste 34
impression plaster 31
impression pressure 30
impression spatula 31
impression taking 30
impression taking of edentulous patient 588
impression transfer coping 31
impression tray 31
impression wax 31
imprinting 34，343
improved stone 421
impulse 33，308
impulse conducting system 264
impulse conduction system 264

indentation of tongue

impulse frequency 33
IMRT 144
IMV 109
in phase 33
in situ 30
in situ hybridization 30
in vitro 264
in vivo 348
in vivo culture 397
inactivated vaccine 528
inactivation 528
inadequate stimulus 535
inapparent exposed pulp 532
inapparent infection 532
inborn metabolism error 373
incadronate 30
incandescent lamp 487
incentive 599
incidence rate 491
incident 30
incidental learning 155
incinerate sterilization 304
incipient caries 312
incipient enamel caries 312
incisal cavity 2
incisal color of porcelain 360
incisal corner matrix 30
incisal edge 30，354
incisal edge fracture 355，360
incisal groove 354
incisal guidance 357
incisal margin 354
incisal path 359
incisal point 358
incisal rest 355
incisal retention 355
incised wound 359
incision 355
incision and drainage 355
incision and puncture 355
Incision Inferius 30
incision of abscess 479
incisional biopsy 355
incisive canal 357
incisive canal cyst 357

incisive foramen 357
incisive fossa 357
incisive papilla 358
incisive suture 358
incisive tubercle 357
incisivization 357
incisor 357
incisor mandibular plane angle 2
incisure 355
inclination 164
inclination of protrusive condylar angle 376
inclined implant placement 164
inclined plane 357
inclined tooth 164
inclusion 30
inclusion body 526
inclusion compound 565
incoherent scattering 30，506
income tax 315
incompatibility 482，535
incompatible blood transfusion 535
incompetent lips 589
incomplete adjuvant 528
incomplete antibody 528
incomplete antigen 528
incomplete block 528
incomplete cleft lip 528
incomplete cleft palate 528
incomplete dislocation 528
incomplete facial palsy 121
incomplete fracture 528
incomplete regeneration 528
incomplete tetanus 528
incomplete tooth fracture 528
incomplete virus 528
incompletely impacted tooth 528
incontinence of pigment 261，373
incontinentia pigmenti 261，373
incremental ﬁlling 353
incubation period 375
incubator 30，184，485，558
indeﬁnite pulp exposure 532
indentation hardness 62
indentation hardness test 62
indentation of tongue 354
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Ｉ

independent living
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independent living 316
index 268，272
index ﬁnger 268
index for radiological diagnosis 2
index of elderly population 631
index of the elderly population 631
indicated tooth for extraction 605
indication 435
indicator 269
indigenous bacterium 305
indirect action 115
indirect agglutination 114
indirect bonding system 31
indirect bone resorption 115，366
indirect fracture 72
indirect metaplasia 114
indirect method 116
indirect method for inlay 34
indirect pulp capping 2，116，246
indirect pulpectomy 115
indirect retainer 113，115
indirect training 114
indirect view method 142
indirect-direct method 115
indirectly ionizing particle 115
indirectly ionizing radiation 115
individual die 530
individual diﬀerence 215，216
individual disposition 216
individual dose equivalent 215
individual growth 216
individual monitor 216
individual normal occlusion 215，216
individual set of teeth 263
individual tooth tray 215
individual tray 216
individual tray for abutment impression 215
individualization 225
indole 32
indometacin 32
indoor environmental management 62
induced emission 601
induced hypotension 431
induced hypothermia 322
induced mutation 601
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induced pain 601
induced pluripotent stem cell 2
induced symptom 601
inducer 601
inducible enzyme 601
induction 119，448，601
induction chemotherapy 448，601
induction of anesthesia 577
induction period 601
inductive phase 601
indurated chancre 200
induration 192
industrial accident 247
industrial accident compensation insurance
631
industrial dental health 247
industrial dental health practice 247
industrial dentist 247
industrial disease 312
industrial medicine 247
industrial physician 247
Industrial Safety and Health Law 630
industrial waste 247
indwelling catheter 617
ineﬀective dose 587
inert gas 528
infancy 469，604
infant 469，604
infant circle 309
infant death 469
infantile paralysis 353
infantile spasm 441
infantile swallowing 469
infants and young children 470
infarct 201
infarction 201
infected dentin 117
infected granulation 540
infected granulation tissue 540
infected root canal 117
infected root canal treatment 117
infection 117
infection control 117，118
infection control measures 118
infection control precaution 118

infusion

infection control team 117
infection immunity 118
infection of lateral pharyngeal region 384
infection of pterygomandibular space 607
infectious arthritis 117
infectious disease 117
infectious mononucleosis 440
infectious waste 117
infective endocarditis 117
infective heart disease 117
inferior alveolar artery 92
inferior alveolar nerve 92
inferior alveolar nerve anesthesia 92
inferior alveolar nerve lateralization 92
inferior alveolar vein 92
inferior articular cavity 82
inferior border of the mandibular canal 77
inferior border of the maxillary sinus 447
inferior eyelid 82
inferior head of lateral pterygoid muscle 72
inferior labial artery 93
inferior lingual mucous membrane 356
inferior lingual surface 356
inferior longitudinal muscle of tongue 92
inferior margin of the mandibular canal 77
inferior nasal concha 101
inferior nasal meatus 102
inferior orbital ﬁssure 82
inferior temporal line 96
inferolateral border of the nasal cavity 507
inﬁltration 324
inﬁltration anesthesia 324
inﬁrmity 147
inﬂammation 56
inﬂammation of oral ﬂoor 203
inﬂammation of the mouth ﬂoor 191
inﬂammation of TMJ 84
inﬂammatory cell inﬁltration 56
inﬂammatory collateral cyst 56
inﬂammatory cyst 56
inﬂammatory cytokine 56
inﬂammatory disease 56
inﬂammatory edema 56
inﬂammatory epulis 56
inﬂammatory gingival hypertrophy 56

inﬂammatory mediator 56
inﬂammatory modiﬁer 56
inﬂammatory papillary hyperplasia 56
inﬂammatory reaction 56
inﬂammatory resorption 56
inﬂammatory root resorption 56
inﬂation 565
inﬂation reﬂex 481
informal care 33
information activity 310
information on drug adverse reaction 27
information on side eﬀects of drug 27
informed choice 33
informed consent 33
infrabony defect 216
infrabony pocket 216
infrabulge clasp 33，280
Infradentale 33
infradiscal dome 57
infrahyoid muscles 357
infralabioversion of canine 179
infraocclusal deciduous tooth 429
infraocclusal primary tooth 429
infraocclusion 429
infraorbital artery 107
infraorbital border 106
infraorbital canal 106
infraorbital foramen 107
infraorbital nerve 107
infraorbital nerve block 107
infraorbital point 107
infraorbital sulcus 107
infrared absorption spectrometry 353
infrared absorption spectrum 353
infrared dichroism 353
infrared ray 353
infrared soldering 353
infrared spectrophotometer 353
infrared therapy 353
infratemporal crest 385
infratemporal fossa 385
infratemporal surface 385
infratrochlear nerve 98
infraversion 428
infusion 420，602
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infusion fluid
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infusion ﬂuid 602
ingestion 163，569
inhalation 140
inhalation anesthesia 140
inhalation anesthesia apparatus 140
inhalation anesthetics 140
inhalation general anesthesia 140
inhalation pneumonia 210
inhalation sedation 140
inhalation therapy 140
inhalation valve 134
inhaler 140
inherent ﬁlter 225
inherent ﬁltration 225
inhibition 606
inhibition test 388
inhibitor 383，606
inhibitor of polymerization 289
inhibitory action of cell membrane function
241
inhibitory action of cell wall synthesis 241
inhibitory action of nucleic acid synthesis 87
inhibitory action of protein synthesis 411
inhibitory neuron 606
inhibitory postsynaptic potential 606
inhibitory synapse 606
inhibitory transmitter 606
Inion 26
initial apical ﬁle 26
initial caries 312
initial contact 379
initial dose 311
initial intraosseous carcinoma 181
initial occlusal contact 379
initial periodontal therapy 269
initial preparation 269
initial sclerosis 312
initial segment spike 2
initial stabilization 312
initiation 26
initiation of swallowing 54
initiation stage 491
initiator 289，315
injection 418
injection molding 286
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injection type 30
injury 390
injury current 391
injury of TMJ 85
injury potential 390
inlay 34
inlay bur 34
inlay casting alloy 34
inlay cavity 34
inlay graft 34
inlay restoration 34
inlay wax 34
inlay wax for direct method 424
inlay wax for indirect method 116
innate immunity 274
inner bow 32
inner cap 457
inner cell mass 458，459
inner crown 457
inner dental lamina 458
inner enamel epithelium 457
inner layer of carious dentin 37
inner marginal epithelium 457
innervation 319
innervation ratio 319
innominate line 589
inorganic dental cement 587
inorganic ﬁller 587
inorganic material 587
inorganic mercury poisoning 587
inosine 26
inosine 5ʼ-diphosphate 26
inosine 5ʼ-monophosphate 26
inosine 5ʼ-triphosphate 26
inosinic acid 26
inositol 26
inositol trisphosphate 26
inotropic action 558
inpatient 468
inpatient dental care 468
inquest 179
inquiry 596
insect pest 72
insensible perspiration 528
insert-investing technique 382

inter bracket span

insertion 575
insertion of dentures 126
insertion sequence 382
insertion torque 575
in-service training 181
inset bend 31
insight therapy 445
insoluble collagen 536
insoluble glucan 536
inspection 179，271
inspection eﬃciency 179
inspiration 134，139
inspiratory center 134，139
inspiratory-expiratory phase time ratio 134
inspiratory-expiratory ratio 134
inspiratory ﬂow rate 140
inspiratory muscle 134
inspiratory phase 134，139
inspiratory phase time 134
inspiratory port 134
inspiratory pressure 134
inspiratory reserve volume 607
inspiratory spasm 134
inspiratory triggering response time 134
inspiratory triggering volume 134
inspiratory valve 134
inspired air 134
inspired gas 134，140
instability 524
instinct 308
Institute of Electrical and Electronics Engineers
549
institution 273
institutional service 273
institutionalism 273，350
instruction 142
instruction to patient 111
instruction to quit smoking 149
instructive theory of antibody production 316
instrument 125
instrumental activities of daily living 295
instrumental conditioning 444
instrumental knot 124
instrumental tie 124
instruments for mouth cleaning 190

instruments for oral examination 190
insuﬃcient casting 18
insuﬄation 140，333
insulating base 411
insulin 31
insulin dependent diabetes mellitus 31
insulin-like growth factor 31
insulin resistant diabetes mellitus 31
insurance beneﬁt 568
insurance dental service 568
insurance doctor sanatorial regulation 567
intact pulp 346
intake 37，358
intake conference 31
intake interview 32，448
intake rate curve of iodine by salivary gland
400
integral absorbed dose 354
integral dose 354
integrated community care system 412
integrated education 445
integrated services digital network 2，445
integrating sphere 354
integration 157，445
integrin 31
integrin superfamily 31
integument 74
intellectual disturbance 416
intellectual property right 415
intellectually disabled personʼs certiﬁcate 617
intellectually disabled personʼs handbook 617
intelligence quotient 416
intelligence test 416
intensiﬁcation 573
intensiﬁer 31，382
intensifying screen 378
intensity-duration curve 427
intensity modulated radiation therapy 144
intensity of light 506
intensive care 291
intensive care unit 2，291
intention tremor 26
intentional luxation 26
intentional replantation 26
inter bracket span 537

775

Ｉ

interaction
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interaction 381
interalveolar crest line 275
interalveolar septum 379
intercalary 70
intercalary graft 417
intercalated duct 70
intercanine width 179
intercellular bridge 240
intercellular matrix 239
intercellular space 240
intercellular substance 240
interceptive orthodontic treatment 606
interceptive orthodontics 606
intercondylar axis 100
intercondylar distance 100
intercuspal space 204
intercuspation 204
interdental brush 260
interdental gingival space 538
interdental osteotomy 259
interdental papilla 260
interdental papillary gingiva 260
interdental pressure 258
interdental separation 261
interdental space 259
interdental stimulator 259
interdental suture 260
interdigitation 204
interdisciplinary health team 403
inter-examiner error 179
interface energy 75
interface failure 75
interfacial tension 75
interference 112
interference fringes 112
interference of oral lip closure 199
interferon 31
intergingival ﬁber 281
interglobular area 134
interglobular dentin 134
interglobular net 134
intergranular corrosion 616
interincisal angle 301
interior environment 459
interlabial gap 31
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interlamellar layer 383
interleave 31
interleukin 31
interlobular connective tissue 311
interlock 31
interlock system 31
interlocking 110
interlocking core 545
interlocking force 110
intermaxillary anchorage 84
intermaxillary bone ﬁxation 84
intermaxillary distance 84
intermaxillary elastic 84
intermaxillary elastics traction 84
intermaxillary ﬁxation 84
intermaxillary guiding bow 86
intermaxillary plate splint 84
intermaxillary relationship 84
intermaxillary space 84
intermaxillary splint 86
intermaxillary traction 84
intermediary base 70
intermediary defect 417
intermediate cementum 417
intermediate ﬁber 417
intermediate junction 360
intermediate layer 417
intermediate meals 112
intermediate missing 417
intermediate plexus 417
intermediate product 417
intermediate zone 114
intermetallic compound 152
intermittent contrast imaging 109
intermittent ﬂow apparatus 110
intermittent force 109
intermittent lock 110
intermittent locking 110
intermittent mandatory ventilation 109
intermittent oro-esophageal feeding 60，109
intermittent pain 109
intermittent positive negative pressure
breathing 109
intermittent positive negative pressure
ventilation 109

interpersonal relationship

intermittent positive pressure breathing
2，109
intermittent positive pressure ventilation
2，109
intermittent sterilization 109
intermittent type caries 109
intermolar central fossa width 618
intermolar width 618
intermolecular bond 546
internal absorbed dose 397，459
internal cavity 458
internal chemoreception 459
internal connection 31
internal conversion 459
internal dental ﬁstula 458
internal derangement of TMJ 86
internal echo 459
internal energy 459
internal exposure 397，459
internal granuloma 459
internal hemorrhage 458
internal hexagon 31
internal inﬂuence 458
internal irradiation 397，459
internal irrigation 459
internal oblique line of mandible 458
internal oblique ridge of mandible 458
internal organ disease 459
internal pacemaker 397
internal porosity 459
internal respiration 458
internal root resorption 459
internal secretion 459
internal secretion of salivary gland 400
internal splint 458
internal standard method 459
internal stress 459
internal wiring ﬁxation 388
internalization 459
International Association for Disability and
Oral Health 213
International Atomic Energy Agency 213
International Basic Standards for Protection
against Ionizing Radiation and for the Safety
of Radiation Sources 213

International Classiﬁcation of Diseases 213
International Classiﬁcation of Diseases-10 2
International Classiﬁcation of Functioning，
Disability and Health 213
International Classiﬁcation of Impairments，
Disabilities and Handicaps 213
international classiﬁcation of sleep disorders
336
International Commission on Radiation Units
and Measurements 214
International Commission on Radiological
Protection 214
International Covenants on Human Rights
213
International Electrotechnical Commission
213
international health corporation 214
International Organization for Medical Physics
213
International Organization for Standardization
2，213
International Pharmacopoeia 214
international statistical classiﬁcation of
diseases and related health problems 278
International System of Units 45，213
International Year of Disabled Persons 213
International Year of the Child 213
International Year of the Family 213
International Year of the Older Persons 213
International Year of Volunteers 572
interneuron 70
internuncial neuron 70
inter-occipital synchondrosis 205
interocclusal clearance 158
interocclusal distance 195
interocclusal record 31，194
interocclusal relation 393
interocclusal rest space 14
interoception 458
interoceptor 458
interosseous wiring 218
interpapillary ﬁber 260
interpapillary incision 260
interpersonal cognition 396
interpersonal relationship 395
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interphase
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interphase 108
interphase death 108
interphase of cell division 547
interposition 70，73，417
interpositional arthroplasty 417
interpositional graft 31
interpremolar width 618
interpretation 451
interprismatic substance 308
interprofessional work 403
interproximal contact 230
interproximal distance 259
interproximal space 259
interpupillary line 445，618
interradicular epithelial process 310
interradicular ﬁber 228
interradicular septum 228
interrupted force 410
interrupted suture 410
interruption of blood ﬂow 175
intersex 497
interstitial brachytherapy 388
interstitial collagenase 111
interstitial denticle 111
interstitial ﬂuid 111，387
interstitial glossitis 111
interstitial implant 388
interstitial irradiation 388
interstitial pneumonia 111
interstitial solid solution 329
interstitial space in periodontal ligament 585
interstitial tubercle 70
intertubular dentin 108
intertubular matrix 108
interval scale 107
intervening sequence 70
intervention 73
intervention study 74
interventional 70
interventional radiology 31，95
interventional ultrasound 31
interview sheet 596
intestinal death 421
intolerance 533
intoxication 420
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intra oral scanner 32
intra-alveolar pressure 485
intra-arterial administration 449
intra-arterial chemotherapy 447
intra-arterial infusion therapy 449
intra-articular 115
intra-articular fracture 115
intra-articular injection 114
intra-articular injection method 114
intra-articular injection of TMJ 84
intra-atrial conduction 330
intra-auricular conduction 330
intraborder movement 140
intracanal medication 228
intracanalicular ﬁbroadenoma 119
intracapsular 565
intracardiac injection 329
intracardiac pacemaker 318
intracavitary irradiation 155
intracavitary radiotherapy 155
intracellular digestion 241
intracellular electrode 241
intracellular ﬂuid 240
intracellular parasite 240
intracellular signal transduction 241
intracellular storage polysaccharide 152
intracerebral inoculation 478
intracoronal attachment 260
intracoronal restoration 458
intracranial disease 444
intracranial embolism 477
intracranial hypertension 444
intracranial injury 444
intracranial pressure 443
intracrevicular incision 281
intractable epilepsy 463
intractable pain 463
intracutaneous 514
intracutaneous injection 514
intracutaneous reaction 514
intracutaneous reaction test 514
intradermal injection 514
intradermal nevus 329
intradermal reaction 514
intradermal test 514

intravenous sedation

intraductal papilloma 444
intraductal stone 444
intraepithelial gland 310
intra-examiner error 179
intrafusal ﬁber 335
intrafusal muscle ﬁber 335
intrahepatic cholelithiasis 119
intraligamental injection 267
intramaxillary anchorage 90
intramaxillary anchorage appliance 90
intramaxillary elastic 90
intramaxillary ﬁxation 90
intramedullary 220
intramembranous ossiﬁcation 576
intramembranous particle 576
intramuscular injection 153
intranucleolar chromatin 88
intraocular inoculation 108
intraocular pressure 106
intraocular tension 106
intraoperative complication 296
intraoperative radiation therapy 296
intraoral digital radiographic image 206
intraoral digital radiography 206
intraoral examination 191
intraoral factors of malocclusion 191
intraoral ﬁlm 206
intraoral gothic arch tracer 206
intraoral hypersensitivity 191
intraoral method 206
intraoral photography 191
intraoral prosthesis 191
intraoral radiographic image 206，441
intraoral radiography 206
intraoral source 206
intraoral source panoramic machine 206
intraoral source panoramic radiography 206
intraoral source panoramic unit 206
intraoral splint 191
intraoral tracing method 206
intraoral vertical ramus osteotomy 79
intraoral X-ray ﬁlm 206
intraoral X-ray photographic image
206，441
intraoral X-ray tube 192

intraorbital contents 108
intraosseous analgesia 221
intraosseous anchorage 221
intraosseous epidermoid cyst 221
intra-osteal stage 221
intraperiodontal injection 267
intraperitoneal administration 529
intraperitoneal injection 529
intraperitoneal inoculation 529
intrapleural injection 145
intrapocket application of antimicrobial drug
567
intrapulmonary pressure 484
intrapulpal injection 332
intrarectal administration 424
intraseptal alveolectomy 382
intraseptal anesthesia 379
intraseptal injection 379
intra-sphenoid synchondrosis 421
intrasulcular incision 281
intrathoracic pressure 141
intratracheal anesthesia 125
intratracheal aspiration 125
intratracheal injection 125
intratracheal insuﬄation 125
intratracheal intubation 125
intratracheal suction 125
intratumoral injection 297
intravenou drip 310
intravenous additive service 418
intravenous administration 311
intravenous alimentation 164
intravenous anesthesia 311
intravenous anesthetics 311
intravenous bolus injection 310
intravenous catheter 310
intravenous contrast-enhanced CT 164
intravenous drip 441
intravenous hyperalimentation 187
intravenous injection 310
intravenous instillation 310
intravenous nutrition 164
intravenous regional anesthesia 164
intravenous route 311
intravenous sedation 310
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intrinsic
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intrinsic 457，458
intrinsic cause 457
intrinsic coagulation factor 457
intrinsic coagulation system 457
intrinsic factor 457
intrinsic lingual muscle 458
intrinsic motivation 459
intrinsic pigmentation 457
introducer 601
intron 32
introversion 458
introversive type 458
introvertive type 458
intruded tooth 575
intrusion 6，119
intrusive displacement of tooth 493
intrusive luxation of tooth 493
intubation 378
inulin 26
inunctions 453
invasion 323
invasive measurement 109
invasive monitoring 109
invasive route 329
invasiveness 323
inverse bevel incision 458
inverse Compton eﬀect 132
inverse Compton scattering 132
inverse square law 132
inversed tooth 132
inversion 132
inversion pulse 500
inversion recovery 500
inversion time 428，500
invert soap 132
invert soap solution 132
inverted basket implant 417
inverted cone bur 33
inverted ductal papilloma 132
inverted impaction 132
inverted L osteotomy 79
inverted L-shaped ramus osteotomy 79
inverted papilloma 132，459
inverter type 33
investigation 118
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investigation report 118
investigational drug 415
investing 575
investing material 575
investing method 575
investing suture 575
investing unit 575
investment 575
investment breakdown 338
investment for high-fusing alloy 184
investment for titanium casting 415
investment soldering 575
involucrum 218
involuntary contraction 532
involuntary movement 532
involuntary muscle 532
iodine tincture 606
iodine value 605
iodine vital stain 606
iodoform 606
IOMP 213
ion 16
ion electrode 17
ion exchange 17
ion exchange chromatography 17
ion exchange resin 17
ion implantation 17
ion pair 17
ion plating 17
ion sputtering 17
ion transport 17
ionic activity 17
ionic bond 17
ionic channel 17
ionic current 17
ionic product 17
ionic radius 17
ionic strength 17
ionization 17，442
ionization chamber 442
ionization chamber type survey meter 442
ionization tendency 17
ionizing radiation 442
ionizing radiation ordinance 442
ionophore 16

isometrical law

iontophoresis 17
IORT 296
IP 27，214
IP3 26
IPC 2，246
IPH 452
IPPB 2，109
IPPV 2，109
ipsilateral 447
IPSP 606
IQ 416
IR 406，500，592
IR gene 592
Ir-192 28
IRD 2
IRDS 452
iridium 192 28
iris 196
iron-deﬁciency anemia 436
iron preparation 436
irradiated volume 306
irradiation 306，562
irradiation distance 306
irradiation ﬁbromatosis 306
irradiation ﬁeld 306
irradiation ﬁeld size 306
irradiation record 306
irradiation time 306
irreducible 515
irregular antibody test 528
irregular dentin 528
irregular ﬁeld 532
irregular incremental line 528
irregularity index 29
irreversibility 527
irreversible damage 528
irreversible hydrocolloid impression material
528
irreversible pulpitis 504，527
irreversible shock 528
irrigation 118，369
irrigator 118
irrigid trismus 462
irritability 19
irritant 264

irritation ﬁbroma 264
irritative dentin 264
IRV 607
IS 382
IS spike 2
ischemia 147
ischemic cerebrovascular disease 147
ischemic disease 147
ischemic heart disease 147
ischemic mental syndrome 147
ISDN 2，445
ISF 387
ISH 30
ISO 2，213
ISO ﬁlm speed 2
ISO speed 2
ISO standard 2
isobar 446
isobaric solution 448
isocenter 2
isochromosome 21
isodesmosine 21
isodose curve 447
isoechoic area 443
isoeﬀective dose 445
isoeﬀfect curve 445
isoelectric point 448
isoenzyme 21
isoﬂurane 21
isograft 444
isokinetic contraction 443
isolated ACTH deﬁciency 43
isolated conduction 355
isolation 91
isolation culture 547
isoleucine 21
isomer 20
isomerase 20
isomeric crystal 445
isomerization 20
isometric contraction 446
isometric contraction phase 446
isometric exercise 446
isometric training 446
isometrical law 447

Ｉ
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isometry

Ｊ

isometry 447
isoniazid 21
isoprenaline 21
isoprenaline hydrochloride 21
isopropylantipyrine 21
isoproterenol 21
isotonic contraction 447
isotonic dehydration 447
isotonic exercise 447
isotonic solution 447
isotonic training 447
isotonicity 447
isotonization 447
isotope 2，442，443
isotopic transplantation 442
isotropic 449
isotropic diﬀusion weighted image 449
isozyme 2
ISP 152
isthmus 20
isthmus of fauces 188
itaconic acid 21
itai-itai disease 21
itch 383
ITI dental implant system 2
ITP 26
ITPA 28
IV 310
Ivory simple separator 2
IVR 31，95
IVRO 79
izod impact testing machine 2

J
J 293
J chain 253
J-hook 253
jack-knife phenomenon 287
jack-knife position 287
jacket crown 286
Jackson-Rees technique 286
Jackson syndrome 286
Jacksonian epilepsy 286
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Jaﬀe-Lichtenstein syndrome 598
Jankelsonʼs classiﬁcation 287
Japan coma scale 287
Japan Foundation for Aging and Health 422
Japanese Denver developmental screening test
revised 73
Japanese encephalitis vaccine 468
Japanese industrial standards 468
Japanese Pharmacopoeia 468
Japanese version of miller assessment for
preschoolers 468
Japanese version of the general health
questionnaire 468
Jarabak orthodontic technique 287
Jarabak pliers 287
Jarabak technique 287
Jasper jumper 287
jaundice 59
jaw 4
jaw bone cyst 87
jaw claudication 90
jaw closing movement 548
jaw closing reﬂex 549
jaw defect 86
jaw deformity 91
jaw fracture 87
jaw jerk 82
jaw lift 78
jaw movement 77，83
jaw movement abnormality 83
jaw movement analyzing device 77
jaw movement pain 83
jaw opening movement 68
jaw opening pain 69
jaw opening range 68，69
jaw opening reﬂex 69
jaw position 77，83
jaw position sense 77
jaw reﬂex 82
jaw relation 84
jaw retractor 86
jaw stretch reﬂex 81
jaw-tongue reﬂex 89
JDDST-R 73
jet injection 253

Kawasaki disease

jet nebulizer 253
jet ventilation 253
jig 262
jiggling 263
jiggling force 263
Jin Kui Yao Lue 149
JIS 468
JMAP 468
joint 113，356
joint contracture 115
joint debridement 115
joint eﬀusion 114
joint ﬂuid 113
joint laxity 115
joint loose body 116
joint mobility 114
joint noise 114
joint photographic experts group 253
joint replacement 85，115
joint sensation 114
joint sound 114
joint space 114，117
joint strength 356
Jolliﬀe syndrome 315
Jolly reaction 315
Jones jig 311
josamycin 314
josamycin propionate 314
joule 293
Joule heat 293
JPEG 253
JRA 286
jugular intravenous feeding 578
jump sign 287
jumping bite method 195
jumping plate 194
junction 171，172
junctional epithelium 356
junctional nevus 356
justiﬁcation 350
juvenile 286
juvenile melanoma 286
juvenile periodontitis 286
juvenile psammomatoid ossifying ﬁbroma
286

juvenile rheumatoid arthritis 286
juvenile trabecular ossifying ﬁbroma 286
juxta-articular 116
juxtacortical osteosarcoma 560
juxtaglomerular cell 560
juxtamedullary nephron 565
juxtracortical chondrosarcoma 223

Ｋ
K-absorption 167
K-absorption edge 167
K-edge subtraction 167
K ﬁle 167
K-shell 167
K-space 167
K-space trajectory 167
K-type ﬁle 167
K ＋ channel 104
K ＋ current 104
Kabuki make-up syndrome 102
Kabuki syndrome 102
Kahler-Bozzolo syndrome 67
kallidin 104
kallidinogenase 104
kanamycin 101
kanamycin sulfate 101
Kanetsuke 101
Kanner syndrome 101
kaolin 76
KAP 67
Kaplan-Meier analysis 102
Kaplan-Meier estimator 102
Kaplan-Meier method 102
Kaposi varicelliform eruption 103
Kaposiʼs sarcoma 103
karat 104
karat metal 104
karyolysis 91
karyorrhexis 91
Kasabach-Merritt syndrome 92
Kaschin-Beck disease 93
Kaup index 76
Kawasaki disease 106

Ｋ
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Kazanjian method

Ｋ

Kazanjian method 92
Kearns-Sayre syndrome 123
Keegan dermatome 123
keeper 123
keloid 176
Kennedy bar 175
Kennedy classiﬁcation 175
keratan sulfate 175
keratin 175
keratin degeneration 88
keratinization 83
keratinized epithelium 83
keratinized gingiva 83
keratinized layer 88
keratinized mucosa 83
keratoacanthoma 83
keratohyaline 175
keratolytic action 88
keratoma 83
keratosis 83
keratosis follicularis 594
keratosis mucosa oris 191
keratosulfate 175
kerma 67
kerma area product 67
kerma rate 67
kernicterus nuclear icterus 83
ketamine 168
ketamine hydrochloride 168
ketone 175
ketone body 175
ketoprofen 175
ketose 175
ketosis 175
ketotifen 175
ketotifen fumarate 175
key and keyway 123
key ridge 123
key tooth 82
Keyesʼ three-cycle diagram 71
keyhole imaging 123
keyway 123
KHN 472
kidney 325
kidney dialysis patient 328
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kidney disease 323
kidney injury 324
kidney position 326
Kiel bone 123
killer cell 148
killer T cell 148
Killian glossitis 148
Killian-Hoshino method 148
killled vaccine 262
kilovolt 148
kilovolt peak 148
Kimura disease 132
kinematic axis 365
kinesalgia 149
kinesiology 39
kinesthesia 39
kinetic analysis 447
kinetic energy 39
kinetic family drawing 447
kinetic neuromuscular unit 385
kinetoplast 130
kinin 130
kininogen 130
Kirkland knife 67
Kirschner wire 148
Klinefelter syndrome 157
Klippel-Feil syndrome 159
Klippel-Trenaunay-Weber syndrome 159
Kloehnʼs type headgear 160
Km 167，583
kneadability 475
knee jerk 277
knife edge 459
knife edge appearance 459
knife edge type 459
knife holder 590
knockout mouse 479
Knoop hardness 472
knotted suture 174
Kocher forceps 222
Kois classiﬁcation 182
Kolbenähnlich Form（独） 227
Köle method 167
Konuskrone（独） 210
Konuskronen Teleskop（独） 210

lactic acid

Konuswinkel（独） 210
Koplik spot 225
Korﬀ ﬁber 227
Korotkov sounds 227
Kostečka method 216
Kr 123
Krause corpuscle 157
Krause-Wolfe method 157
Krebs cycle 161，429
krestin 161
Kühn anemia zone 140
Kühnssche anämische Zone（独） 140
Kupﬀer cell 157
kurtosis 374
Kussmaul breathing 156
Kussmaul respiration 156
Küttner disease 140
Küttner tumor 140
kV 148
Kveim reaction 157
kVp 148
kwashiorkor 162
kymograph 447
kymography 447
Kyoto scale of psychological development
329
kyphoscoliosis 354
kyphosis 210

Ｌ
L cysteine 272
L cysteine hydrochloride hydrate 272
l-isoprenaline 21
l-isoprenaline hydrochloride 21
L-loop 54
L-methionine 591
L-serine 363
L-tryptophan 455
L ＊，a ＊，b ＊ color space 53
L1 to mandibular plane angle 80
label 518，611
labeled antibody 518
labeled antigen 518

labeling eﬃciency 518
labeling index 518
labial appliance 326
labial arch 326
labial arch appliance 326
labial bar 611
labial cavity 330
labial commissure 323
labial crown torque 326
labial frenulum 199
labial frenum 199
labial gland 199，307
labial movement 326
labial mucosa 199
labial root torque 326，611
labial rotation ﬂap 330
labial surface 326
labial tipping 326
labidodont 111
labiodental sound 323
labio-lingual arch appliance 325
labiomentale 611
labioversion 326
labor accident 631
labor adaptation 631
labor science 631
Labor Standards Law 631
laboratory analog 126
laboratory fabricational attachment 256
Labrale Inferius 611
Labrale Superius 611
labyrinth fenestration 458
lace-like appearance 625
lace-like pattern 625
lacerated wound 627
laceration 412
lack of arch space for eruption 564
lacrimal bone 622
lacrimation 617
lactacidemia 469
lactase 609
lactate dehydrogenase 469
lactate-glycolate copolymer membrane 469
lactated Ringer solution 469
lactic acid 469
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lactic acid bacteria

Ｌ

lactic acid bacteria 469
lactic acid dehydrogenase 469
lactic acid fermentation 469
lactic acid producibility 469
lactobacillus 469
Lactobacillus casei 609
lactoferrin 609
lactoperoxidase 609
lactose 609
lactose intolerance 470
lactose operon 609
lacuna 67
lacunar resorption 93
lag phase 415
lalopathy 492
lambdoid suture 611
lamellar bone 383
lamellar granule 383
lamellated bone 383
lameness 487
lamina dura 274
lamina propria 476
laminagram 410
laminar ﬂow 383
laminar ﬂow cabinet 158
laminate veneer 611
laminate veneer restoration 611
laminated impression technique 353
laminin 611
Lamson eﬀect 611
LAN 206
lancet 612
Land jacket crown 612
landmark 518
Langenbeck-Axhausen-Ernst method 612
Langer-Giedion syndrome 611
Langer line 611
Langerhans cell 612
Langerhans cell histiocytosis 612
Langerhans island 612
Langhans giant cell 612
language 177
language development 178
language impairment 178
Laplace transform 611
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lardaceous liver 457
lardaceous spleen 457
large anterior fontanelle 396
large cell lymphoma 394
large pharynx 32
large salivary gland 396
large transmitted density 548
Larmor equation 609
Larmor frequency 609
Larsen syndrome 609
laryagismus 204
laryngeal bypass 125
laryngeal cancer 204
laryngeal closure 205
laryngeal edema 205
laryngeal elevation 204
laryngeal mask 611
laryngeal penetration 205
laryngeal prominence 205
laryngeal reﬂex 205
laryngeal spasm 204
laryngeal suspension 204
laryngeal valve 205
laryngeal vestibule 205
laryngectomy 205
laryngopharynx 76
laryngoscope 204
laryngoscopy 204
laryngospasm 204
larynx 204
laser 624
laser beam 625
laser cutting 625
laser Doppler ﬂowmeter 625
laser illuminating method 625
laser irradiation 625
laser microscope 625
laser processing 624
laser scalpel 625
laser therapy 625
laser welding 625
latamoxef 610
latamoxef sodium 610
latch type bur 231
LATD 548

lateral reticular formation

late adolescent growth 197
late complication 497
late eﬀect 497，501
late injury 501
late reaction 413
late responding tissue 497
late-stage medical care system for the elderly
188
late syphilis 497
latency 368
latent 368
latent carcinoma 368
latent image 371
latent image distribution 371
latent image speck 371
latent infection 375
latent jaundice 368
latent medical mishaps 368
latent period 375
latent sub-image 6
latent time 375
latent variable 368
lateral abscess 230
lateral approach 387
lateral border of incisive canal 357
lateral border of the maxillary sinus 302
lateral branch 384
lateral branch of root canal 228
lateral canal 228
lateral cephalogram 387
lateral cervical cyst 239，384
lateral cervical ﬁstula 384
lateral check bite 387
lateral Christensen phenomenon 386
lateral cleft lip 387
lateral condensation technique of root canal
ﬁlling 386
lateral condylar path on balancing side 508
lateral condyle 71
lateral condyle path 386
lateral condyle path in working side 242
lateral cyst 230
lateral dental lamina 72
lateral dentition 386
lateral disc displacement 113，114

lateral displacement 387
lateral edge of tongue 354
lateral expander 386
lateral expansion 386
lateral facial cleft 58
lateral fontanel 385
lateral granuloma 230
lateral incisal path 387
lateral incisor 385
lateral inhibition 387
lateral inset 610
lateral jaw excursion 386
lateral ligament 72
lateral lingual swelling 72
lateral luxation 387
lateral margin of tongue 359
lateral misarticulation 384
lateral movement of mandible 386
lateral nasal process 72
lateral nasal prominence 72
lateral oblique projection of mandible 79
lateral oblique transcranial projection
384，385
lateral oblique transpharyngeal projection
384
lateral occlusal curve 386
lateral open bite 387
lateral outer pole 72
lateral palatal bar 387
lateral paradiscal groove 72
lateral periodontal cyst 230，387
lateral polar frenulum 72
lateral polar frenum 72
lateral pole 72
lateral position of mandible 386
lateral projection 386
lateral projection of facial bone 121
lateral protuberance 72
lateral pterygoid nerve 72
lateral radicular cyst 230
lateral radiographic cephalogram 387
lateral radiography 386
lateral recumbent position 384
lateral resolution 559
lateral reticular formation 72

Ｌ
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lateral rim

Ｌ

lateral rim 71
lateral roentgenographic cephalogram 387
lateral segment 386
lateral shadow 71，386
lateral sliding movement 386
lateral spinothalamic tract 72
lateral stress 386
lateral synovial portion 72
lateral teeth 386
lateral tomography 387
lateral view 386
lateral view of skull 387
lateral wall echo 387
lateral window technique 386，610
laterally positioned ﬂap 282
laterally positioned ﬂap operation 282
laterally repositioned ﬂap 282
laterally repositioned ﬂap operation 282
latero propulsion 387
latex 610
lathe 625
lathe-cut amalgam alloy 242
latitude 122，610
lattice constant 197
lattice defect 197
laughing gas 304
Laurence-Moon-Biedl syndrome 632
lavage 369
Law for the Welfare of Intellectual Disabled
Persons 416
Law for the Welfare of Physically Disabled
Persons 326
Law for Welfare of the Aged 630
law of MUDL 589
law of polar excitation 145
Law on Securing Quality，
Eﬃcacy and Safety
of Products Including Pharmaceuticals and
Medical Devices 27
Laws Concerning the Prevention from
Radiation Hazards Due to Radioisotopes and
Others 562，563
lawsuit on adverse drug reactions 597
laxative 110
laxity 259
layer of few bacteria 83
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layer thickness 410
layering 624
LBM 314
LC50 499
LCD 44
LD 54
LD50 215，499
LDDS 146
LDH 469
Le Fort Ⅰ fracture 624
Le Fort Ⅰ osteotomy 624
Le Fort Ⅰ type fracture 624
Le Fort Ⅱ fracture 624
Le Fort Ⅱ osteotomy 624
Le Fort Ⅱ type fracture 624
Le Fort Ⅲ fracture 624
Le Fort Ⅲ osteotomy 624
Le Fort Ⅲ type fracture 624
Le Fort classiﬁcation 624
Le Fort fracture 624
Le Fort osteotomy 624
Le Mesurier method 624
lead apron 460
lead equivalent 460
lead foil 460
lead glass 460
lead glove 460
lead line 460
lead pipe rigidity 54
lead poisoning 460
lead rubber 460
lead shield 460
leaded apron 106
leader peptide 612
leader sequence 612
leakage magnetic ﬁeld 629
leakage radiation 629
leakage space 630
lean body mass 314
lean healthcare 613
leaning strategy 53，566
learning 88
learning curve 88
learning disabilities 88
learning disorders 88

level of significance

learning theory 88
least squares method 236
lecithin 625
LeCron carver 625
lectin 625
lectin-like substance 625
LED 490
LED irradiator 53
ledge 626
ledge formation 627
leeway space 612
left shift leukocytic maturation alteration 90
left shift of white blood cells 90
legal guardian 193
legal infectious disease 565
legal medicine 559
legal responsibility 565
Legionella pneumophila 625
leiomyoblastoma 547
leiomyoma 548
leiomyosarcoma 548
lenampicillin 627
lenampicillin hydrochloride 627
lengthening 57
leniency eﬀect 118
Lennox-Gastaut syndrome 627
lens 628
lentigo 161
lentigo maligna melanoma 3
lentulo 628
Leonard-Howe osteotomy 625
leontiasis ossea 220
lepra 609
leprechaunism 605
lepromin reaction 627
leprosy 609
lepton 627
leptosomatic type 570
Leptospira interrogans 627
leptospirosis 627
Leptotrichia buccalis 627
Lesch-Nyhan syndrome 627
lesion 519
lesion of subsurface decalciﬁcation 519
lesser palatine artery 305

lesser palatine foramina 305
lesser palatine nerve 305
lesser sublingual duct 307
LET 365
lethal damage 415
lethal dose 54，415
lethal dose 50 215
lethargy 284
Lettere-Siwe disease 627
leucine 629
leucine-sensitive hypoglycemia 629
leucite 617
leucomalachite green test 486
leucotaxine 629
leukemia 490
leukemia signiﬁcant dose 490
leukemic gingivitis 490
leukemic hiatus 490
leukemic reticuloendotheliosis 490
leukemic stomatitis 490
leukemogenesis 490
leukocidin 629
leukocyte 490
leukocyte adhesion deﬁciency syndrome 490
leukocytosis 490
leukoderma 487
leukodiapedesis 490
leukodystrophy 629
leukoedema 486
leukopenia 490
leukoplakia 487
leukoplakia of oral cavity 191
leukotactic action 490
leukotactic phase 490
leukotoxin 629
levallorphan 627
levallorphan tartrate 627
levan 627
levan sucrase 627
levator anguli oris muscle 186
levator labii superioris alaeque nasi muscle 307
levator labii superioris muscle 306
levator veli palatini muscle 185
level of physical activity 344
level of signiﬁcance 599
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leveling
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leveling 333，627
lever action 187
Levine-Critchley syndrome 600
levoﬂoxacin 627
Lewis blood group system 623
LF 423
LI 611
libido 616
lichen sclerosis et atrophicans 186
lichen urticatus infantum 309
lichenoid lesion 396
lidocaine 615
lidocaine injective 615
Liesegang ring 612
life areas 344
life-course approach 609
life cycle 344，609
life expectancy 608
life habit 344
life history 344
life-prolong medicine 58
life satisfaction index 325
life shortening 297
life span 548
life span developmental psychology 301
life span study 53，297
life style 344，609
life style related disease 344
life support 140，344
life-support treatment 58
life-sustaining treatment 58
life table 351
lifetime risk 301
lift 26
ligament 326
ligamentous position 326
ligand 613
ligand-gated channel 613
ligating clip 172
ligating hook 172
ligation 172
ligature 172
ligature director 613
ligature hand instrument 613
ligature twister 613
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ligature tying pliers 613
ligature wire 172
light body 609
light chain 53
light chain disease 53
light-cured adhesive 505
light-cured composite resin 505
light-cured glass ionomer cement 505
light-cured resin 505
light-cured resin composite 505
light-cured type bonding agent 505
light-curing 505
light-curing unit 505
light diﬀusion 505
light-emitting diode 490
light ﬁeld-indicator 505
light force 608
light interferencing method 505
light microscope 186
light reaction 393
light reﬂex 393
light-resistant container 286
light scattering 197
light stimulus 505
light wire appliance 609
light wire orthodontic technique 609
light wire pliers 609
lightness 590
likelihood 605
likelihood-ratio test 605
Likert scale 614
limb-girdle type of muscular dystrophy 276
limbic cortex 555
limbic lobe 555
limbic system 398，555
liminal current gradient 236
limit for identiﬁably 262
limitation of condylar movement 81
limitation of jaw movement 77
limitation of mandibular movement 77
limitation of mouth opening 69
limited examination 345
limited orthodontic treatment 177
limiting dilution method 176
linac 366，615

linguogram

lincomycin 620
lincomycin antibiotics 620
lincomycin hydrochloride 620
lincomycin hydrochloride hydrate 620
Lindblom TMJ technique 621
Lindblomʼs projection 622
Lindhe & Nymanʼs furcation classiﬁcation
621
line angle 365
line density distribution 371
line of cleavage 515
line of occlusion 195
line of reference 518
line of Retzius 626
line spectrum 371
line spread function 371，375
linea alba 486
linear absorption coeﬃcient 366
linear accelerator 366，424，615
linear array probe 615
linear attenuation coeﬃcient 367
linear calciﬁcation 355，499
linear contact 369
linear energy absorption coeﬃcient 365
linear energy transfer 365
linear expansion 376
linear measurement 148，366
linear model 424
linear non-threshold model 53
linear order 615
linear quadratic model 53，366，424
linear regression analysis 407
linear scan 366，371，615
linear shrinkage 369
linear thermal expansion 376
linear tomography 424
linearity 366，424
liner 609
liner-centering grid 424
Lineweaver-Burk plot 609
lingua triﬁda 251
lingual appliance 619
lingual approaching inlay 361
lingual apron 619
lingual arch 359，619

lingual arch appliance 359，619
lingual artery 360
lingual augmentation prosthesis 322
lingual bar 619
lingual bow 619
lingual bracket orthodontic appliance 619
lingual bracket orthodontic technique 619
lingual button 619
lingual cleat 619
lingual crib 619
lingual crown torque 359
lingual cusp 359
lingual follicle 358
lingual foramen 356，361
lingual fossa 359
lingual frenotomy 358
lingual frenulum 358
lingual frenum 358
lingual gland 359
lingual movement 359
lingual mucosa 360
lingual nerve 359
lingual nerve block 359
lingual papillae 360
lingual pit 361
lingual plate 619
lingual plate-adhesive resin splint 361
lingual rest 361
lingual retainer 619
lingual ridge 359
lingual root gland 357
lingual root torque 359，620
lingual septum 360
lingual sheath 619
lingual surface 359
lingual thyroid 356
lingual tipping 359
lingual tonsil 361
lingual torus 359
lingual tubercle 129
lingualized occlusion 619
lingula of mandible 80
linguogingival ﬁssure 287，359
linguogingival ridge 359
linguogram 359
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linguomandibular reflex

Ｌ

linguomandibular reﬂex 89
linguoversion 359
liniment 615
lining 516，614
lining and base cement 614
lining material 614
link protein 620
linkage map 627
linoleic acid 615
linolenic acid 615
lip 199
lip biting 199
lip biting habit 200
lip bumper 615
lip edema 199
lip exercises 199
lip ﬁstula 200
lip-furrow band 322
lip habit 200，630
lip incompetence 199
lip line 325，615
lip pad 615
lip pressure 199
lip print 200
lip protrusion 199
lip reﬂex 199
lip retractor 199
lip shield 615
lip speaking 210
lip sucking 136
lip sucking habit 136
lip support 615
lipase 615
lipid 268
lipid A 616
lipid peroxide 92
lipid solubility 307
lipochondrodystrophy 284
lipofuscin 616
lipoid 616
lipoma 284
lipomatosis 284
lipometabolism 268
lipophage 284
lipopolysaccharide 54，616
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lipoprotein 616
lipoprotein lipase 616
lipoprotein lipase deﬁciency 616
liposarcoma 284
liposoluble vitamin 307
liposome 616
lipotropin 616
lipoxygenase 616
lipping 222
lipreading 453
liquefaction 44，599
liquefactive necrosis 599
liquid chromatography 44
liquid crystal display 44
liquid diet 617
liquid media 44
liquid-powder ratio 227
liquid scintillation counter 44
liquid scintillator 44
liquidus 44
liquized meal 456，542，584
Lisbon Declaration 614
lisping 604
list of food exchange 313
lithium disilicate 464
lithopedion 353
lithotomy position 359
litigation 389
little giant 615
live birth 296
live vaccine 460
livelihood protection 344
liver cancer 108
liver cirrhosis 110
liver diseases 111
liver dysfunction 108
liver failure 119
liver function test 108
liver insuﬃciency 119
liver transplantation 118
living function 344
living will 616
LJP 177
lm 623
LMM 3

long-term support needed

load 92
load-deﬂection curve 92
load-deformation diagram 92
load-elongation curve 92
load of caring 69
loading 527
lobulated tongue 547
local action 145
local anesthesia 146
local anesthetic 146
local anesthetic action 146
local anesthetic intoxication 146
local anti-infective agent 146
local area network 206，611
local battery 146
local circuit 145
local community oral health center 412
local contraction 145
local control 146
local current 146
local drug delivery system 146
local environmental factor 146
local examination 145
local exposure 146
local hemostatic agent 145
local hemostatic drug 145
local hypothermia 146
local immunity 146
local infection 146
local inﬁltration 146
local injection therapy 146
local magnetic ﬁeld 145
local modiﬁed factor 146
local predisposition 146
local recurrence 145
local response 145
local skin ﬂap 146
local venous congestion 146
localization 428
localized 177
localized amyloidosis 146
localized disease 146
localized enamel hypoplasia 177
localized juvenile periodontitis 177
localized osteodystrophy 177

localized periostitis ﬁbrosa 177
localizing cone 306
lock 633
lock jaw 69
lock wire 19
locking 633
locking device 19
locomotion 39，568
locomotive syndrome 632
locomotor disability 26
log brace 92
log growth phase 396
log-normal distribution 396
logarithmic growth phase 396
logarithmic phase 396
logarithmic transformation 396
Loma Linda technique 633
lomeﬂoxacin 633
lomeﬂoxacin hydrochloride 633
long centric 633
long centric occlusion 633
long cone 633
long cone technique 633
long epithelial attachment 460
long face syndrome 633
long face type 421
long feedback 421
long-loop feedback 421
long neck bur 633
long-pin porcelain tooth 633
long QT syndrome 139
long rooted tooth 422
long-stay bed 421，619
long-term assist needed 604
long-term care bed 421，619
long-term care beneﬁt 69
long-term care facility 69
long-term care insurance 69
Long Term Care Insurance Law 69
long term care insurance system 69
long-term care service at home or home care
238
long-term care service provider 69
long-term memory 421
long-term support needed 604
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long wave

Ｌ

long wave 423
longevity 422
longitudinal channel 289
longitudinal fracture 289
longitudinal groove 289
longitudinal magnetization 405
longitudinal material 166
longitudinal maxillary fracture 301
longitudinal relaxation 405
longitudinal relaxation rate 405
longitudinal relaxation time 341，405
longitudinal study 166，291
longitudinal survey of adults in the 21st century
466
longitudinal survey of newborns in the 21st
century 466
loop 623
loop mechanics 623
loop of Henle 558
loop suture 623
looped spring 628
loose body 602
loose joint 449
lophodont 511
loprosy 499
lornoxicam 633
loss 172
loss of consciousness 18
loss of ﬂuid 564
loss of life expectancy 548
loss of sight 278
lost wax process 633
LOT 177
low angle case 631
low back pain 605
low birth weight infant 431
low cariogenic glucide 430
low cariogenic sweetener 430
low contrast resolution 431
low-copper amalgam alloy 433
low density area 430
low density lipoprotein 433
low dose 432
low dose rate irradiation 432
low energy laser 431
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low-frequency wave 423
low-fusing porcelain 430
low-fusing silver alloy 433
low-karat gold alloy 430
low LET radiation 430
low lip line 199
low phenylalanine diet 433
low-pressure leak test 427
low-pull headgear 632
low set of tongue 429
low speed cutting apparatus 432
low speed electric engine 432
low speed handpiece 432
low tongue 429
Lowe-Terrey-Mac-Lachlan syndrome 631
Loweʼs syndrome 631
lower border of the mandibular canal 77
lower bow of articulator 83
lower esophageal sphincter 102
lower face 82
lower facial height 82
lower half headache 82
lower jaw 77，78
lower joint compartment arthrography 82
lower labial arch 80
lower lip 93
lower lip anesthesia 93
lower lip line 93
lower margin of the mandibular canal 77
lower motor neuron disease 68
lower portion of lateral pterygoid muscle 72
loxoprofen 632
loxoprofen sodium hydrate 632
lozenge 489
LPS 54，616
LQ model 366，424
LS 53，566，611
LSA 186
LSF 371，375
LSI 325
LSS 53，297
LSTT 72
LT 622
lubricant 298
Ludwig angina 623

macrofiller

lues 483
lumbago 605
lumbar puncture 605
luminance factor 129
luminescence 490，624
luminous color 490
luminous density 590
luminous ﬂux 201
luminous intensity 204
lunate bone 172
lung 481
lung cancer 482
lung capacity 482
lung compliance 482
lung thorax compliance 482
lung volume 482
lupus erythematosus 53
lupus miliaris disseminatus facieil 121
lupus vulgaris 324
luteinizing hormone 59
luteotropic hormone 59
luting agent 203
luting cement 203
luting material 203
lux 623
luxated tooth 404
luxation 404
lyase 528
Lyell syndrome 609
lymph node 622
lymph node metastasis 622
lymphadenitis 622
lymphangioma 622
lymphangioma cysticum 478
lymphangitis 622
lymphatic follicle 622
lymphatic leukemia 622
lymphatic tumor 622
lymphedema 622
lymphoblast 622
lymphoblastic leukemia 622
lymphoblastic lymphoma 622
lymphoblastoid cell 622
lymphocyte 622
lymphocyte transformation 622

lymphocytotoxic test 622
lymphoepithelial carcinoma 622
lymphoepithelial cyst 239
lymphoepithelioma 622
lymphogranulomatosis 622
lymphoid cell 622
lymphoid type 622
lymphokine 622
lymphokinesis 622
lymphoma 622
lymphorrhea 622
lymphotoxin 622
Lysholm blende 614
Lysholm grid 614
lysine 614
lysogenic bacteria 604
lysogenic conversion 604
lysogenization 604
lysophospholipase 614
lysophospholipid 614
lysosomal disease 609
lysosomal enzyme 614
lysosomal granule 614
lysosome 614
lysozyme 614
lysyl hydroxylase 614
lysyl oxidase 614

Ｍ

Ｍ
M-mode 52
M phase 52
M wave 52
MAC 52，236
Mach eﬀect 579
machinable ceramics 577
machined implant surface 123
machined surface 123
machining 357
macrocheilia 395
macrocytic anemia 393
macrodont 147
macroencephalia 398
macroﬁller 576
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macrofiller composite resin

Ｍ

macroﬁller composite resin 576
macroglobulinemia 576
macroglossia 147，396
macrognathia 145
macrolides 577
macromelia 394
macromolecule 207
macroparticle ﬁlled resin composite 577
macrophage 576
macrophage activating factor 576
macrophage chemotactic factor 576
macrophage migration inhibition factor
52，576
macroscopic magnetic moment 147
macroscopic magnetization vector 147
macrostomia 147
macula 497，549
MAF 576，578
Maﬀucci syndrome 579
magenta tongue 3
magic belt 577
Magill forceps 576
magnesia 576
magnesium oxide 576
magnetic alloy 273
magnetic assembly 269
magnetic attachment 272
magnetic dipole 261
magnetic dipole moment 261
magnetic ﬁeld gradient 283
magnetic ﬁeld strength 283
magnetic ﬂux 275
magnetic ﬂux density 276
magnetic force 316
magnetic gradient ﬁeld 164
magnetic material 273
magnetic moment 262
magnetic orthodontic appliance 269
magnetic property 262
magnetic resonance 261
magnetic resonance angiography 261
magnetic resonance imaging 52，261
magnetic resonance spectroscopy 261
magnetic shield 261
magnetic stainless steel 273
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magnetic susceptibility 258
magnetization 254
magnetization transfer contrast 255
magniﬁcation 486
magniﬁcation factor 89
magniﬁcation radiography 89
magniﬁcation ratio 89
magniﬁer 623
magnitude image 576
magno-telescopic crown 576
maim 299
main archwire 295
main groove 294
main point 578
main root canal 294
main trigeminal sensory nucleus 247
mainstreaming 590
maintenance 18，590
major aphthae 391
major connector 399
major depressive disorder 391
major histocompatibility antigen 297
major histocompatibility complex 297
major histocompatibility system 297
major operation 395
major salivary gland 396
major salivary gland cyst 396
major salivary gland sialadenitis 396
major salivary gland sialoadenitis 396
major tranquilizer 590
major tranquilizing agent 590
malabsorption 135
maladaptation 534
maladaptive behavior 535
maladjusted behavior 535
maladjustment 435
malaise 181
malalignment 317
malaria 579
malaria pigment 579
male 590
maleic acid 580
maleruption 564
malformation 165
malformation of buccal frenulum 143

mandibular elevators

malformation of buccal frenum 143
malformation of frenulum 307
malformation of frenum 307，308
malformation of the heart 318
malformation with cleft 626
malfunction 130
malfunction of small intestine 308
Malgaigne pain of fracture 580
Malgaigne tenderness 580
malignancy signiﬁcant dose 122
malignant epithelial tumor 3
malignant ﬁbroxanthoma 3
malignant granular cell tumor 3
malignant hemangiopericytoma 3
malignant histiocytosis 3
malignant hyperpyrexia 3
malignant lymphoma 4
malignant megakaryoblastosis 3
malignant melanoma 3
malignant mesenchymal neoplasm 3
malignant mesenchymal tumor 3
malignant mixed tumor 3
malignant myoepithelioma 3
malignant neoplasm 3
malignant osteoblastoma 3
malignant peripheral nerve sheath tumor 4
malignant pleomorphic adenoma 4
malignant rheumatoid arthritis 3
malignant schwannoma 3
malignant tumor 3
malignant tumor of the minor salivary gland
308
malingearing 244
malleability 440
mallet 580
malleting 426
malleting condensation 426
Mallory stain 580
malnutrition 42
malnutritional edema 42
malocclusion 193，532
malonyl Coenzyme A 580
malonyl-CoA 580
malpighian corpuscle 324
malposed tooth 438

malposition 21
malposition of tensor palati muscle 185
malpositioned tooth 438
malpractice 28
malpractice litigation 28
MALT lymphoma 580
maltase 580
maltose 580
malunion 532
mamelon of incisal edge 354
mammogram 470，582
mammography 470，582
man-Sv 513
management 122
management of hospital infection 32
management organization 122
management structure 122
managerial philosophy 163
Manchester method 582
manchette 580
mandible 78
mandibular actinomycosis 91
mandibular advancement 79
mandibular advancement device 81
mandibular angle 77
mandibular anterior segmental osteotomy
80，81
mandibular anterior subapical osteotomy
80，81
mandibular arch 80，87
mandibular asymmetry 82
mandibular awl 79
mandibular body length 79
mandibular border movement 78
mandibular border movement path 78
mandibular canal 77
mandibular cartilage 82
mandibular conduction anesthesia 78
mandibular condyle 81，85
mandibular cross-section projection 81
mandibular deﬁciency 82
mandibular depressors 83
mandibular disto-occlusion 77
mandibular eﬀective length 80
mandibular elevators 86

Ｍ
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mandibular excess

Ｍ

mandibular excess 78
mandibular exostosis 77
mandibular foramen 78
mandibular fossa 77
mandibular growth 79
mandibular hypoplasia 79
mandibular median cyst 80
mandibular mesio-occlusion 78
mandibular micrognathia 301
mandibular movement 77，83
mandibular movement analyzing device 77
mandibular movement path way 83
mandibular movement record 77
mandibular movement recording method 83
mandibular nerve 80
mandibular nerve block 80
mandibular notch 80
mandibular osteomyelitis 79
mandibular ostitis 79
mandibular periostitis 79
mandibular plane 77
mandibular plane angle 77
mandibular position 77，83
mandibular position sense 77
mandibular posture 79
mandibular process 82
mandibular prognathism 80，217
mandibular prominence 82
mandibular prosthesis 86
mandibular protrusion 80
mandibular ramus osteotomy 79
mandibular reconstruction 87
mandibular reconstruction plate 79
mandibular reﬂex 90
mandibular retrognathism 78
mandibular retruded position 78
mandibular setback 79
mandibular shift 82
mandibular stretch reﬂex 81
mandibular symphysis 78
mandibular torus 82
mandibular triangle 79
mandibulo-neck reﬂex 78
mandrel 582
manic depressive psychosis 378
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manicure 579
manifest anxiety scale 179
manifest anxiety scale test 578
manifestation 490
manifesto 579
manikin training 579
manipulative reduction 453
manner of articulation 184
mannerism 582
mannitol 582
mannose 582
Mann-Whitney test 582
manoﬂuorography 54
manometer 7
manometry 54
mantle dentin 73
Mantoux reaction 582
manual artiﬁcial respiration 605
manual correction 453
manual language 298
manual method 294
manual muscle testing 453
manual processing 436
manual toothbrush 297
manual ventilation 605
manufacturing approval 348
manufacturing laboratory 345
manufacturing licence standards 348
MAOI 576
maple syrup urine disease 590
mapping 579
marble bone disease 399
Marcus-Gunn phenomenon 574
Marcus-Gunn syndrome 574
Marfan syndrome 580
margin 555
margin trimmer 574
marginal ablation 555
marginal bevel 76
marginal discoloration 555
marginal form 76
marginal fracture 555
marginal gingiva 555
marginal gingivitis 555
marginal leakage 556
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marginal nerve plexus 555
marginal proliferation 555
marginal resection of mandible 78，82
marginal ridge 556
marginal sealing 555
marginal sealing property 555
marginal tubercle 555
mark card 574
mark sheet 574
marrow cavity 219
Marshall-Stickler syndrome 574
Marshall syndrome 574
marsupialization 71，529
marsupialization of maxillary sinus 302
martensite 580
Martin incision 574
MAS 179
mAs 586
mask 578
mask image 578
masked compound 103
masked depression 103
masked lipid 34
masking porcelain 578
mass 67
mass attenuation coeﬃcient 278
mass dental examination 256
mass disaster 399
mass energy absorption coeﬃcient 278
mass energy transfer coeﬃcient 278
mass examination 291
mass spectrometer 278
mass spectrometry 278
massage 578
masseter inﬂammation 188
masseter muscle 188
masseter muscle palpating method 188
masseteric artery 188
masseteric fascia 188
masseteric nerve 188
masseteric vein 188
massive bleeding 399
Masson stain 578
mast cell 516，578
master apical ﬁle 578

master cast 242，571
master cone 578
master point 578
mastication 388
mastication performance test 389
masticator space 389
masticatory ability 389
masticatory and swallowing dysfunction 388
masticatory cycle 389
masticatory disorder 389
masticatory disturbance 389
masticatory dysfunction 389
masticatory eﬃciency 389
masticatory force 389
masticatory function 388
masticatory movement 388
masticatory mucous membrane 389
masticatory muscle 389
masticatory muscle convulsion 389
masticatory muscle disorders 389
masticatory muscle pain 389
masticatory muscle paralysis 389
masticatory pain 389
masticatory performance 389
masticatory pressure 388
masticatory rhythm 389
masticatory side 389
masticatory stage 388
masticatory surface 389
masticatory system 389
masticatory time 389
masticatory training 389
mastoid fontanelle 202
mastoid notch 470
mastoid process 470
mastoiditis 471
match test 578
materia alba 579
material for bone defect replacement 222
material for denture base 126
material for jaw bone reconstruction 87
material for trial denture 93
material testing machine 242
materials for pontic 574
maternal and child dental health 568
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maternal and child health 568
maternal and child health handbook 568
Maternal and Child Health Law 568
maternal and child health system 568
maternal deprivation syndrome 2
Maternal Health Act 570
maternity 570
maternity and women health care 570
maternity health 471
matrilysin 579
matrix 90，579
matrix appliance 90
matrix band 579
matrix band retainer 579
matrix crown 579
matrix Gla protein 579
matrix metalloproteinase 52，579
matrix method 579
matrix retainer 91，579
matrix system 90
matrix vesicle 127
mattress suture 578
maturation 345
mature swallowing 345
maturity 382
maxilla 301
maxillary advancement 302
maxillary antral hematoma 303
maxillary arch 302
maxillary artery 90
maxillary carcinoma of antral origin 302
maxillary corticotomy 303
maxillary deﬁciency 303
maxillary downgraft 301
maxillary expansion 386
maxillary fracture 301
maxillary frame 303
maxillary hiatus 303
maxillary impaction 302
maxillary inadequacy 302
maxillary micrognathia 306
maxillary nerve 302
maxillary nerve block 302
maxillary osteomyelitis 301
maxillary osteotomy 301
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maxillary ostitis 301
maxillary periostitis 301
maxillary process 303
maxillary prognathism 217，302
maxillary prominence 303
maxillary prosthesis 86，91，124
maxillary protraction 302
maxillary protractive appliance 302
maxillary protrusion 302
maxillary retrognathism 301
maxillary retrusion 301
maxillary sinus 302
maxillary sinus ﬂoor 303
maxillary sinus mucocele 303
maxillary sinus mucous membrane 303
maxillary sinus-oral cavity ﬁstula 302
maxillary sinus radiography 302
maxillary sinus septum 302
maxillary sinusectomy 302
maxillary sinusitis 302
maxillary tuberosity 301
maxillary vein 88
maxillaryprosthesis with a buccal ﬂange
obturator 372
maxillaryprosthesis with a hollow obturator
372
maxillaryprosthesis with a solid obturator
372
maxillofacial cranium 86
maxillofacial deformity 86
maxillofacial implant 86
maxillofacial morphology 86
maxillofacial prosthesis 86
maxillofacial prosthesis material 86
maxillofacial prosthodontics 86
maxillofacial sensation 86
maxillofacial skeleton 86
maxillofacial surgery 86
maxillomandibular dysplasia 301
maxillomandibular registration 194
maxillomandibular registration by measuring
maximal occlusal force 195
maxillomandibular registration using
physiologic rest position 77
maxillomandibular relationship 84，335

measuring apparatus

maxillomandibular relationship record
84，194
maxillomandibular residual ridge relationship
393
maximal blood pressure 235
maximal breathing capacity 237
maximal eﬀective dose 238
maximal expiratory ﬂow 237
maximal expiratory position 237
maximal inspiratory level 237
maximal intercuspal position 204
maximal midexpiratory ﬂow 237
maximal mouth opening 237
maximal tolerated dose 237
maximal voluntary ventilation
237，238，546
maximum anchorage 238
maximum convexity 238
maximum diastolic potential 237
maximum dose 147
maximum expiratory ﬂow rate 237
maximum intensity projection 237，238
maximum isometric tension 237
maximum jaw-opening position 237
maximum metabolic rate 237
maximum occlusal force 237
maximum opening position 237
maximum oxygen debt 237
maximum oxygen intake 237
maximum oxygen uptake 237
maximum permissible cumulation dose 237
maximum permissible dose 237
maximum permissible dose equivalent 237
maximum shortening velocity 237
maximum torelance dose 237
maximum velocity 237
Maxwell model 576，578
Maynardʼs classiﬁcation of gingival recession
590
MBC 236，237
McCall festoon 578
McCoy impression 578
MCF 576
McGill consensus statement 578
McGill pain questionnaire 576

MCH 548，568
MCHC 548
MCI 52，166
McNamara analysis 576
MCTD 229
MCV 548
MD 18
MDCT 52，402
MDF 318
MDL 236
MDP 52，589
MDS 219
Me 594
me-too drug 390
meals on wheel 483
mean 548
mean arterial pressure 548
mean blood pressure 548
mean bone marrow dose 548
mean corpuscular hemoglobin 548
mean corpuscular hemoglobin concentration
548
mean corpuscular volume 548
mean deviation 548
mean frequency 548
mean lethal dose 548
mean life expectancy 548
mean number of DMFS 428，513
mean number of DMFT 428，513
mean survival time 548
mean tangent 548
mean temporal velocity 260
mean value articulator 548
measles 577
measles virus 577
measly eruption 577
measure of central tendency 398
measure point 165
measurement of blood pressure 168
measurement of masticatory function 389
measurement of optical rotation 368
measurement of the amount of glucose
extraction 160
measures for compromised host 111
measuring apparatus 167
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measuring cup 167
measuring device 590
measuring ﬂask 590
measuring method of occlusal vertical
dimension 194
measuring method of root canal length 228
measuring parameter 165
MEAW technique 580
mechanical articulator 123
mechanical cleaning 124
mechanical dead space 124
mechanical factor 613
mechanical force 124
mechanical injury 124
mechanical mixing 124
mechanical orthodontic appliance 123
mechanical orthodontic force 123
mechanical overstrain 123
mechanical plaque control 124
mechanical polishing 123
mechanical property 124
mechanical pulp test 357
mechanical retention 124
mechanical root canal cleaning 124
mechanical strength 124
mechanical stress 590
mechanical ventilation 321
mechanical ventilator 321
mechanics of material 242
mechanism of host defense 294
mechanism of secretion 546
mechanogram 123
mechanoreceptor 123
Meckel cartilage 591
meconium aspiration syndrome 398
MED 236
medial articular process 458
medial articular tubercle 458
medial disc displacement 114
medial nasal process 458
medial nasal prominence 458
medial otitis 418
medial paradiscal groove 458
medial polar frenulum 458
medial polar frenum 458
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medial pole 458
medial pterygoid muscle 458
medial pterygoid nerve 458
medial synovial portion 458
median 417
median alveolar cyst 349
median cervical cyst 198，349
median cervical ﬁstula 349
median cleft lip 349
median cleft of lower lip 349
median cleft of mandible 349
median cleft of upper lip 349
median diastema 349
median eﬀective dose 215
median facial cleft 121
median infective dose 215
median lethal concentration 499
median lethal dose 215，499
median line 349
median lingual accessory cusp 359
median mandibular cleft 80
median mandibular cyst 349
median maxillary anterior alveolar cleft 302
median maxillary cyst 349
median midsagittal plane 349
median palatal bar 349
median palatal cyst 349
median palatine suture 349
median plane 349
median rhomboid glossitis 349
median sagittal plane 349
median sulcus of tongue 359
mediastinal emphysema 288
mediastinal ﬂap 288
mediastinal ﬂutter 288
mediastinal shift 288
mediastinum 288
medical and pharmaceutical industry 28
medical assisting 331
medical audit 28
medical bill for the elderly 629
medical care for physically disabled children
18
medical care for rehabilitation 200
medical care insurance 29

medicines

medical care of circulatory system 298
medical care system 29
medical care zone 28
medical certiﬁcate 327
medical check-up 178
medical control of life 344
medical control of life-style 344
medical cooperation 29
medical demand 28
medical device 29
medical device infectious disease 591
medical diagnostic radiology 562
medical dispute 19
medical economics 28
medical engineering 28
medical equipment requiring special
maintenance management 452
medical ethics 26，29
medical examination 178，180
medical examiner 110
medical examiner system 110
medical expense insurance 29
medical expense payments of old aged 209
medical expense system for the elderly 209
medical expenses fee of old aged 209
medical expenses for the elderly 629
medical exposure 29
medical exposure dose 29
medical image engineering 28
medical imaging and processing system
standards 584
medical information 28
medical information provision 28
medical institution 28
medical institution for long-term care 69
medical institutions survey 28
medical insurance 29
medical insurance system 29
medical insurance system for late elderly
people 188
medical international radiation dose committee
586
Medical International Radiation Dose
Committee 29
medical interview 29

medical juridical person 29
medical jurisprudence 19
medical malpractice 28
medical management 17
medical model 17
medical monitor 348
medical mycology 20
medical personnels 28
medical physicist 17
medical practice 18，28
Medical Practitioners Law 19
medical program 28
medical radiation 28，29
medical radiographer 331
medical record 331，520
medical rehabilitation 17
medical risk 17
medical risk management 28
medical safety control system 28
medical security 29
medical security system 29
medical service 28
Medical Service Law 29
medical social work 28
medical social worker 28
medical specialist 377
medical staﬀ 28
medical statistics 19
medical suit 29
medical surveillance 17
medical treatment aid 29
medical treatment beneﬁt 619
medical treatment insurance 29
medical trial 28
medical waste 29
medical waste processing 29
medical X-ray ﬁlm 29
medicament therapy 598
medicated syrup 317
medication 423，449，598
medication-related osteonecrosis of the jaw
589，597
medicinal intoxication 598
medicine for external use 75
medicines 27
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medicolegal autopsy 284，559
medicolegal investigation 559
medicolegal psychiatry 284
medicolegal reports on post mortem
examination 75
mediolateral curving 387
medium 483，485
medium-fusing porcelain 417
medulla oblongata 56
medulla ossium 219
medullarization 332
medullary canal 332
medullary carcinoma 336
medullary cavity 219
medullary osteosarcoma 221
medullary reamer 220
medullary respiratory center 57
medullary respiratory chemoreceptor 57
medullary swelling 336
medullary tube 332
medullated nerve ﬁber 600
medullation 332
medulloblastoma 332
medulloepithelioma 333
Medusa head 591
MEF 237
mefenamic acid 592
MEFR 237
megadont 147
megaloblastic anemia 147
megalodontia 147
Meige syndrome 590
Meissner corpuscle 575
Meissner plexus 575
Meissner tactile corpuscle 575
mélangeur 592
melangeurt 592
melanin 592
melanin pigment 592
melanin pigmentation 592
melanin producing tumor 592
melanocarcinoma 214
melanocyte stimulating hormone 592
melanodontis 214
melanoma 214
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melanosis 214，592
melanosis coli 397
melanotic neuro-ectodermal tumor 469
melanotic neuro-ectodermal tumor of infancy
214
melanuria 592
melena 168
melena neonatorum 325
Melkersson-Rosenthal syndrome 592
melting point 601
melting pot 623
membrane associated particle 576
membrane bone 171，576
membrane coating granule 383
membrane current 576
membrane digestion 576
membrane equilibrium 603
membrane excitability 576
membrane oxygenator 576
membrane potential 576
membrane stabilizer 576
membrane stabilizing action 576
membranous bone 171，576
memory 123
memory disorder 123
memory disturbance 123
memory loss 123
menadione 592
menaquinone 592
Mendelsohn maneuver 594
Mendelsonʼs syndrome 594
Meniereʼs disease 592
meningeal branch 208
meningeal irritation sign 336
meningeal sign 336
meninges 336
meningitis 336
meniscectomy 115
meniscocytosis 103
menstrual cycle 171
menstrual disorder 171
menstruation 171
mental age 347
mental artery 64
mental development 347

mesio-lingual cavity

mental disorder 346
mental foramen 64
mental health 347
mental health measure 347
mental hygiene 346
mental image 325
mental muscle 64
mental nerve 64
mental nerve anesthesia 64
mental nerve block 64
mental nerve transposition 64
mental protuberance 64
mental retardation 347
mental sanity 346
mental spine 63
mental spines foramen 63
mental sweating 347
mental symphysis 64
mental test 594
mental triangle 64
mental tubercle 64
mentally challenged person 346
mentally disabled person 346
mentally disabled personʼs certiﬁcate 346
mentally disabled personʼs handbook 346
mentally handicapped children 415
mentha oil 489
mentha water 489
mentolabial sulcus 64
menton 63
Menton 594
menton vertex projection 64
mentoplasty 64
mentum 63
mepivacaine 592
mepivacaine hydrochloride 592
mercurial gingivitis 332
mercurial stomatitis 332
mercurialism 332
mercuroscopic expansion 136
mercury 332
mercury-alloy ratio 332
mercury dispenser 332
mercury intensify 332
mercury intoxication 332

mercury lamp 332
mercury line 332
mercury poisoning 332
mercury to alloy ratio 229
mercury vapor 332
mercy killing 16
Merkel cell 592
meropenem 592
meropenem hydrate 592
merozygote 536
mesencephalic root of trigeminal nerve 248
mesencephalic trigeminal nucleus 248
mesencephalic trigeminal tract 248
mesenchymal cell 122
mesenchymal chondrosarcoma 122
mesenchymal mixed tumor 122
mesenchymal neoplasm 122
mesenchymal odontogenic tumor 122
mesenchymal stem cell 122
mesenchymal tumor 122
mesenchyme 122
mesh-resin splint 591
mesh tray 10
mesial cavity 52
mesial drift 151
mesial movement 151
mesial rest 151
mesial side 151
mesial step type 151
mesial surface 151
mesial tipping 151
mesio-buccal cavity 52
mesio-buccal cusp 151
mesio-buccal ridge 135
mesio-buccal tubercle 135
mesioclusion 151
mesiodens 349
mesio-distal clasp 621
mesio-distal width 149
mesio-distal width of tooth crown 259
mesiofacial pattern 417
mesio-eccentric projection 556
mesio-incisal cavity 52
mesio-inciso-distal cavity 52
mesio-lingual cavity 52
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mesio-lingual cusp
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mesio-lingual cusp 151
mesio-occlusal cavity 52
mesio-occlusion 151
mesio-occluso-distal cavity 52
mesio-palatal cavity 52
mesioversion 151
mesmerism 241
mesocephaly 419
mesoderm 420
mesodermal mixed tumor 420
mesomorph 420
mesophilic bacteria 417
mesosome 590
mesostructure 417，590
mesothelium 420
messenger RNA 591
meta-analysis 590
metabolic acidosis 394
metabolic alkalosis 394
metabolic and endocrine disease 395
metabolic antagonism 394
metabolic bone disease 395
metabolic control 395
metabolic disease 395
metabolic disorder 394
metabolic equivalents 591
metabolic rate 395
metabolic syndrome 591
metabolic turnover 394
metabolism 394
metabolite 394
metachromasia 591
metachromatic granule 21
metacone 591
metaconid 591
metaconule 591
metacresylacetate 591
metal 152
metal adhesive primer 152
metal allergy 152
metal artifact 152，591
metal base 152
metal base denture 152
metal bracket 152
metal chuck 591
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metal conditioner 591
metal contamination 591
metal coping 591
metal core 591
metal crown 152
metal crown with swaged cusp 6
metal fatigue 152
metal ﬁle 152
metal for porcelain bonding 445
metal-free restoration 591
metal inlay 591
metal inlay restoration 591
metal inlay splint 34
metal ion 152
metal plate 152
metal primer 591
metal release 152
metal splint 152
metal structure 152
metal tattoo 591
metal tooth 152
metallic bond 152
metallic die 591
metallic impression tray 591
metallic material 152
metallic poison 152
metallo-ceramic system 152
metalloprotease 591
metallothionein 591
metaphase 417
metaphyseal dysplasia 217
metaplasia 94
metaplasm 192
metaplastic bone 94
metastable 298
metastable state 298
metastasis 438
metastasizing ameloblastoma 438
metastatic 438
metastatic calciﬁcation 438
metastatic carcinoma 438
metastatic lymph node 438
metastatic tumor 438
methacryloxyethyl phenyl hydrogen phosphate
526

microphotograph

methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate
52
methadone 590
methadone hydrochloride 590
methemoglobin 592
methemoglobinemia 592
methicillin 591
methicillin-resistant Staphylococcus aureus
591
methionine 591
method of color measurement of tooth color
385
method of making dental wax pattern 634
method of patient restraint 606
methohexital 592
methotrexate 592
methoxamine 592
methoxamine hydrochloride 592
methoxyﬂurane 592
methyl methacrylate 591
methyl salicylate 245
methylmercaptan 591
methylprednisolone 591
methylprednisolone acetate 591
methylprednisolone succinate 591
Metol 591
metric 592
metronidazole 592
METs 591
Meyer-Schwickerath and Weyers syndrome
111
MF 547
MFR 423
MFT 149，190
MGP 579
MHC 297
MI 585
mianserin 583
mianserin hydrochloride 583
miasma theory 583
MIC 236
mica 39
micelle 584
Michaelis constant 167，583
Michaelis-Menten equation 583

micro crack 509
micro CT 574
micro plate 575
microaerophilic bacteria 507
microaggregate 508
microarray 574
microaspiration 509
microautoradiography 584
microbial calciﬁcation 152
microbial substitution 150
microbial succession 510
microbiological assay 510
microbism 234
microblade 575
microcalciﬁcation 509
microcephalia 308
microcephaly 308
microcirculation 509
microcolony 584
microdensitometer 574
microdont 633
microdontia 305
microelectrode 509
microencapsulation 574
microengine 574
microﬁller 574
microﬁller composite resin 574
microﬂora 510
microﬂora of tongue 361
microfocus CT 575
microfracture 509，575
microgap 574
microgenia 299
microglossia 307
micrognathia 301
microhardness 509
microleakage 509
micromirror 575
micromotor 575
micromotor handpiece 575
micromovement 575
microorganism 510
microparticle ﬁlled resin 423
microparticle ﬁlled resin composite 574
microphotograph 574

Ｍ
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microphotometer
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microphotometer 575
microradiography 575
microshear bond test 509
microsome 584
microstomia 305
microstructure 508
microsurgery 574
microtensile bond test 509
microtia 305
microtron 574
microtubule 507
microvascular anastomosis 509
microvilli 509
microwave 574
microwave-cured resin 574
microwave curing 574
microwave sterilization 198
micturition reﬂex 484
mid-third facial fracture 417
midazolam 584
middle ear 417
middle nasal concha 420
middle nasal meatus 420
middle palatal bar 420
middle pharyngeal constrictor 417
middle superior alveolar branch 418
midecamycin 585
midecamycin acetate 585
midline 349
midline deviation 349
midline discrepancy 349
midline furrow 349
midline shift 349
Miescher syndrome 583
MIF 52，576
migraine 556
migration 519
Mikulicz disease 584
Mikulicz syndrome 584
MILD 29
mild cognitive impairment 52，166
miliary tuberculosis 387
milk tooth 469
milk tooth germ 469
milking 586
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Millard method 586
Millerʼs classiﬁcation of gingival recession
586
milliampere-seconds 586
milling 242
milling bar 586
milling in 279
milling machine 549
milling system 586
milling technique 586
Milwaukee brace 586
mimetic muscle 519
mind 346
mineral 585
mineral trioxide aggregate 585
mineral trioxide aggregate cement 52
mineralization 355
mineralization front 355
mineralocorticoid 438
mini-mental state examination 52，585
miniature end-plate potential 509
miniature type contra-angle handpiece 585
miniimplant 585
minimal audible thresshold 235
minimal blood pressure 238
minimal brain dysfunction syndrome 508
minimal current gradient 236
minimal eﬀective dose 236
minimal eﬀective therapeutic dose 236
minimal intervention 585
minimum alveolar concentration 52，236
minimum anchorage 236
minimum bactericidal concentration 236
minimum detectable level 236
minimum ﬂow velocity 236
minimum inhibitory concentration 236
minimum lethal dose 236
minimum medium 235
minimum toxic dose 236
miniplate 585
Ministry of Health，
Labour and Welfare 200
Minkowski-Chauﬀard syndrome 586
Minkowski-Chauﬀard-Gansslen syndrome
586
Minnesota code 585

MMA-based luting agent

Minnesota multiphasic personality inventory
585
minocycline 585
minor connector 311
minor glossopharyngeal neuralgia 466
minor operation 306
minor recurrent aphthae 299
minor salivary gland 308
minor salivary gland cancer 308
minor tooth movement 177
minor tranquilizer 67，575
minute alveolar ventilation volume 575
minute ventilation 546，575
miosis 294
miotic 294
miotic drug 294
MIP 237，238
MIRD 586
MIRD method 586
MIRD phantom 586
mirror eﬀect 586
mirror view technique 142
misadministration of drug 225
miscarriage 617
miscellaneous hand activity 437
misonidazole 584
misrun of melted metal 603
missense mutation 584
missing data 174
missing tooth 173，174，381
missing tooth rate 381
misuse syndrome 225
mitis-salivarius sucrose bacitracin medium
52
mitochondria 585
mitochondrial disease 585
mitochondrial encephalomyopathy 585
mitochondrial granule 585
mitochondrial matrix 316
mitogen 575
mitogenic factor 547
mitomycin C 575
mitosis 600
mitotic cycle 547
mitotic death 547

mitotic index 547
mitotic stage 547
mitral incompetence 383
mitral insuﬃciency 383
mitral stenosis 383
mitral valve 383
MixDP 584
mixed agglutination reaction 228
mixed agglutination test 228
mixed connective tissue disease 228，229
mixed dental arch 229
mixed dentition 228
mixed dentition analysis 229
mixed dentition period 228
mixed failure 229
mixed feeding 228
mixed gland 229
mixed infection 228
mixed lymphocyte culture reaction 229
mixed lymphocyte reaction 229
mixed meal 456，542，584
mixed methods research 228
mixed non-odontogenic tumor 229
mixed odontogenic tumor 229
mixed pattern 229
mixed restoration 228
mixed saliva 229
mixed schedule 229
mixed tumor 228
mixed tumor of salivary gland 400
mixed type amalgam alloy 228
mixed venous blood 228
mixing 233，628
mixing pad 628
mixing slab 628
mixing time 628
mixtures 229
mixtures for internal use 460
MLC 580
MLCR 229
MLD 548
MLF 596
MLR 229
MMA 591
MMA-based luting agent 52
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MMF 237
MMP 52，579
MMPI 585
MMR 237
MMSE 52，585
MNSs blood group 52
mobile dental clinic 25，255，256
mobile dental van 25，255，256
mobile end 153
mobile lift 26
mobile phase 25
mobility 39，100，449
mobility tooth 450
mobilization 296
mobilization of TMJ 85
mobilized operation 296
Möbius syndrome 592
mock surgery 595
mode 239，595
model 595
model analysis 595
model investing method 96
model investment 96，595
model material 595
model plaster 595
model surgery 595
model trimmer 595
modeling 595
modeling compound 595
modeling compound impression 595
moderate anchorage 420
moderate force 419
moderate mental retardation 420
moderate periodontitis 420
modiﬁcation 290，558
modiﬁed diet for dysphagic persons 55
modiﬁed phenol 595
modiﬁed Schüller projection 298
modiﬁed Stillman method 339
modiﬁed water swallowing test 52，73
modiﬁed Widman ﬂap operation 35
modiﬁed zinc oxide-eugenol dental cement
76
modifying gene 556
modiolus 595
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modulation 557
modulation transfer function 52，557
modulus of rigidity 200，372
MOF 403
mofezolac 596
Mohs hardness 595
moiré topography 594
moist gangrene 278
moisture exclusion 560
molality 293
molar 135，393
molar concentration 596
molar derotation 434
molar disclusion 136
molar distalization 135
molar extinction coeﬃcient 596
molar fraction 596
molar gland 135
molar tube 420
molarity 596
molarization 135
mold arthroplasty 595
mold guide 595
mold irradiation 595
mold method 595
mold therapy 595
mole 128
molecular biology 546
molecular compound 546
molecular disease 546
molecular pathology 546
molecular spectrum 546
Möller-Barlow disease 592
Möller glossitis 592
Möller-Hunter glossitis 590
molluscum contagiosum 440
molten metal ﬂow 602
molten metal sterilization 596
moment 595
moment-to-force ratio 595
monetite 596
mongolian mark 594
mongolian spot 594
monitor 110，595
monitoring 110，596

motivation

monitoring device 596
monitoring equipment 596
monitoring system 111，595
monoamine oxidase 596
monoamine oxidase inhibitor 576，596
monoarthritis 407
monobactams 596
monobloc 596
monocapital bandage 411
monochromatic radiation 409
monoclonal antibody 596
monoclonal gammopathy 408
monoclonal γ-globulinemia 408
monocrystalline 408
monocyte 407
monocytic leukemia 407
monoenergetic radiation 406
monoﬁlament suture 596
monofunctional monomer 407
monogenic disorder 406
monogenic inheritance 21
monokine 596
monolayer culture 410
monomer 412
monomorphic adenoma 408
mononuclear phagocyte system 407
monoostotic ﬁbrous dysplasia 408
monooxygenase 596
monoparesis 532
monophyodont 24
monophyodonty 24
monoplane occlusion 596
monoplegia 411
monosaccharide 410
monosomy 596
monosynaptic reﬂex 408
monozygotic twins 23
Monson curve 596
Monson spherical theory 596
Monson sphericity 596
montage 200
Monte Carlo method 596
Moon tooth 586
morbidity 616
morbidity rate 613

Morian ﬁssure 596
Morita neurosis 596
Morita therapy 596
morning stiﬀness 4
Moro reﬂex 596
morphine 596
morphine hydrochloride 596
morphine hydrochloride hydrate 596
morphine-like factor 596
morphinomimetic 596
morphodiﬀerentiation 165
morphodiﬀerentiation stage 165
morphogenesis 165
morphologic classiﬁcation 165
morphological age 165
morphological examination 165
morphology 165
morphometry 165
Morquio syndrome 596
Morrison crown 596
mortal pulp amputation 277
mortal pulpectomy 277
mortal wound 416
mortality 284
mortar 470
mosaic 595
mosaic pattern 595
mosquito pliers 595
most anterior occlusal position 236
most anterior position 236
most lateral occlusal position 237
most protrusive occlusal position 236
most retruded contact position 79
moth-eaten appearance 588
moth-eaten pattern 588
mother and child separation 568
mother compound 572
motility 39
motion 39
motion artifact 39，595
motion image 444
motion mode 52
motion probing gradient 52，87
motion sickness 450
motivation 595
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motoneuron 39
motor 39
motor age 39
motor aphasia 39，542
motor area 39
motor ataxia 39
motor disability 39
motor function 39
motor learning 39
motor nerve 39
motor neuron 39
motor nucleus of trigeminal nerve 247
motor paralysis 39
motor skill 39
motor unit 39
motorius 39
mottle 595
mottled enamel 498
mottled pattern 578
mottled tooth 498
mountebank 598
mounting jig 576
mounting plate 576
mounting ring 576
mouth 156
mouth breathing 196
mouth cancer 189
mouth cleaning 190
mouth cleaning behavior 190
mouth cleaning method 190
mouth closing movement 548
mouth irrigation device 191
mouth moisturizer 190
mouth odorhalitosis 197
mouth opening 68
mouth opening range 68，69
mouth preparation 575
mouth protector 575
mouth retractor 186
mouth rinse solution 367
mouth screen 575
mouth stick 575
mouth-to-mask breathing 156
mouth-to-mouth and nose breathing 156
mouth-to-mouth breathing 156
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mouth-to-mouth ventilation 156
mouth-to-nose breathing 156
mouth-to-nose ventilation 156
mouth wash 367
mouth wash solution 367
mouth washes 206
mouthguard 575
mouthwash 118
movable mucosa 100
movable mucous membrane 100
movement 39
movement path 39
movement trajectory 39
moving diﬃculty 25
moxa cautery 133
moxibustion 133
moyamoya disease 596
Moyers mixed dentition analysis 594
MPD 237
MPD syndrome 150
MPDE 237
MPG 52，87
MPO 583
MPQ 576
MPR 403，406
MPS 407
MQ developer 52
MR 261，575
MR angiography 52
MR image 52
MR sialography 52
MRA 52，261
MRC 57
MRI 52，261
mRNA 591
MRONJ 589，597
MRS 261
MRSA 591
MS 383
MSAD 580
MSD 122
MSH 592
MSW 28
MTA 585
MTC 255

multiplanar reconstruction

MTF 52，557
MTM 177
mucic acid 474
mucin 589
mucinous adenocarcinoma 474
mucinous carcinoma 474
mucinous cystadenoma 474
mucobuccal fold 281
mucocele 475
mucocele of maxillary sinus 303
muco-cutaneo-ocular syndrome 476
mucocutaneous lymph node syndrome 139
mucocutaneous ocular syndrome 516
mucoepidermoid carcinoma 475
mucoepidermoid tumor 475
mucogingival junction 281
mucogingival plastic surgery 281
mucogingival surgery 281
mucoid 587
mucolabial fold 281
mucolipidosis 587
mucolytic agent 475
mucoperiosteal ﬂap 476
mucopolysaccharide 587
mucopolysaccharidosis 158，587
mucopolysaccharidosis type I 587
mucoprotein 587
mucormycosis 587
mucosal elevator 476
mucosal ﬂap 476
mucosal ﬂap closure 476
mucosal grafting 475
mucosal implant 476
mucosal insert 476
mucosal sensation 476
mucosal surface of denture base 126
mucosal suture 476
mucoserous catarrh 474
mucostatic impression 586
mucous-associated lymphoid tissue lymphoma
580
mucous cell 474
mucous cyst 475
mucous degeneration 475
mucous granuloma 475

mucous membrane 475
mucous membrane of palate 185
mucous membrane pemphigoid 476
mucous plaque 476
mucous plug 474
mucous retention cyst 474
mucoviscoidosis 587
mulberry molar 381
mulberry tooth 381
multi disciplinary treatment 288
multi loop edgewise archwire technique 580
multi-bracket appliance 580
multi-bracket method 580
multi-bracket orthodontic appliance 580
multi-bracket technique 580
multicenter clinical trial 403
multicenter study 403
multicomplaint 403
multidetector CT 52
multidetector-row CT 402
multidetector-row helical CT 402
multidiﬀerentiation 406
multidimensional pain inventory 406
multidimensional scaling 406
multidirectional tomography 401
multidisciplinary approach 580
multidisciplinary team 403
multidrug resistance 402
multi-enzyme complex 402
multifactorial 399
multifactorial disease 399
multifactorial inheritance 399
multifactorial inheritance trait 399
multifactorial threshold model 399
multiﬁeld irradiation 406
multiﬁeld radiotherapy 406
multi-format camera 580
multi-functional monomer 401
multi-hit survival curve 405
multileaf collimater 406，580
multilocular 406
multilocular radiolucent lesion 406
multimedia 529，580
multiphase alloy 403
multiplanar reconstruction 403，406
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multiple abnormality
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multiple abnormality 405
multiple-blade implant 580
multiple carcinoma 405
multiple cerebral infarction 405
multiple combination 402
multiple comparison 403
multiple cyst 405
multiple-dose container 481
multiple echo reﬂection 403
multiple enchondroma 65
multiple epiphyseal dysplasia 405
multiple fracture 405
multiple fracture of face 121
multiple gingival abscess 405
multiple handicap 292
multiple jaw cyst 405
multiple loop wiring 628
multiple mucosal neuroma 405
multiple myeloma 405
multiple neuroﬁbromatosis 405
multiple organ failure 403
multiple reﬂection 403
multiple regression analysis 288
multiple scan average dose 580
multiple sclerosis 405
multiple suture technique 232
multiple system atrophy 402
multiple vesicular pattern 309
multiplex exposure method 483
multiplicative risk projection model 381
multiprocessing 403
multiroot 530
multirooted tooth 402，530
multislice helical CT 403，580
multistage sampling 403
multistranded wire 580
multiswallow 531
multisynaptic reﬂex 403
multitarget multi hit model 405
multitarget single hit model 405
multitubercular tooth 402
multivariable anlysis 406
multivariate analysis 406
multivariate analysis technique 406
mummiﬁcation 583
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mummy 583
mumps virus 589
municipal health center 276
Munsell color system 582
mural ameloblastoma 49
muramic acid 589
muramyl dipeptide 589
murder 243，560
muscarinic action 588
muscarinic receptor 588
musclar weakness 154
muscle 153
muscle action 149
muscle biopsy 151
muscle bundle 152
muscle contraction 151
muscle contraction headache 151
muscle contracture 150，154
muscle cramp 150
muscle damage 152
muscle exerciser 150
muscle fascicle 152
muscle fatigue 153
muscle ﬁber 151
muscle ﬂap 153
muscle force 154
muscle function test 149
muscle hypertonia 149
muscle hypertonicity 149
muscle imbalance 154
muscle ischemia 149
muscle isometric contraction 153
muscle isotonic contraction 153
muscle origin 149
muscle pain 152
muscle palpating method 151
muscle pump 154
muscle relaxant 150
muscle relaxant agent 150
muscle relaxant antagonist 150
muscle relaxation exercise 150
muscle release operation 149
muscle retentive 148
muscle rigidity 149，150
muscle spasm 150

myoclonic epilepsy

muscle spasticity 154
muscle spindle 153
muscle stiﬀness 150
muscle strain 150
muscle strengthening exercise 149，154
muscle tenderness 148
muscle tone 149
muscle tonus 149
muscle training 150
muscle trimming 148
muscle twitch 408
muscle weakness 154
muscle of tongue 356
muscloskeletal pain 150
muscular atrophy 148
muscular contracture 150
muscular defense 151
muscular dystrophy 151
muscular position 153
muscular relaxation 150
muscular sense 149
muscular stiﬀness 151
muscular tissue 152
muscular trismus 151
musculature 153
musculoaponeurotic ﬁbromatosis 150
musculocutaneous ﬂap 153
musculofascial ﬂap 150
musculotendinous junction 150
musicotherapy 66
mutacin 586
mutagen 555
mutagenesis 453
mutan 589
Mutans streptococci 586
mutans streptococci medium 52
mutant 453
mutarotation 557
mutation 210，453
mutation frequency 453
mutation rate 453
mutism 588
mutually protected occlusion 586
MV 575
MVV 237，238

MWST 52，73
myalgia 152
myasthenia 154
myasthenia gravis 290
myasthenic reaction 315
mycelium 150
mycobacteria 197
Mycobacterium bovis 37
Mycobacterium tuberculosis 169
mycolic acid 584
mycoplasma 575
Mycoplasma orale 575
Mycoplasma pneumonia 575
Mycoplasma pneumoniae 481
Mycoplasma salivarium 575
mycosis 318
mycosis fungoides 151
mydriasis 445
mydriatic 250
myectomy 151
myelinated nerve ﬁber 600
myelitis 353
myeloblastic leukemia 219
myelocele 353
myelodysplastic syndrome 219
myeloﬁbrosis 219
myelogenous leukemia 219
myeloid stem cell 219
myeloma 219
myeloma cell 219
myeloma kidney 219
myelomeningocele 353
myeloperoxidase 583
myeloproliferative syndrome 220
mylohyoid groove 88
mylohyoid line 88
mylohyoid muscle 88
mylohyoid nerve 88
mylohyoid ridge 88
myoblastic myoma 149
myocardial depressant 318
myocardial depressant factor 318
myocardial infarction 318
myoclonia 149，583
myoclonic epilepsy 583
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myoclonus
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myoclonus 583
myodegeneration 153
myodynamics 153
myoepithelial adenoma 151
myoepithelial carcinoma 151
myoepithelial cell 151
myoepithelioma 151
myoepithelium 151
myofacial pain dysfunction syndrome 150
myofascial pain 150
myofascial syndrome 150
myofasciitis 150
myoﬁbril 150
myoﬁbroblast 152
myoﬁbrotic contracture 365
myoﬁlament 153
myofunctional disturbance 149
myofunctional therapy 149，150
myogenic 150
myogenicity 150
myoginous 150
myoglobin 583
myoglobinuria 583
myograph 149
myoma 151
myomatectomy 151
myomectomy 151
myomere 153
myo-monitor 574
myonecrosis 149
myoneuralgia 151
myoneurectomy 151
myopathia 151，583
myopathy 151，583
myopia 150
myoplasty 150
myorrhaphy 153
myorrhexis 152
myosarcoma 153
myosin 583
myosin ﬁlament 583
myositis 149
myositis ossiﬁcans circumscripta 177
myospasm 150，151，340
myotatic reﬂex 151
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myotenoplasty 150
myotenositis 150
myotenotomy 150
myotome 153
myotomy 149，151
myotonia 149
myotonia congenita 373
myotonic dystrophy 149
myxedema 474
myxochondrosarcoma 474
myxoﬁbroma 474
myxolipoma 474
myxoma 474
myxosarcoma 475

Ｎ
N 460
N-acetylgalactosamine 49
N-acetylmannosamine 49
N-acetylmuramic acid 49
N-methyl aminophenol 591
N-phenylglycine glycidyl methacrylate 50
N-terminal amino acid residue 50
N-terminus 50
N/C ratio 87
N2O 4，304
Na ＋ channel 460
Nabers probe 473
NAD 465
NADH dehydrogenase 49
NADP 465
naevus pigmentosus 261
NAF 533
NaF solution 533
nail 427
nail biting 201
nail biting habit 201
nail thickning 427
nailing 156
naloxone 461
naloxone hydrochloride 461
Nance holding arch 462
nanism 432

national dental practitioners examination

nano 460
nano ﬁller 460
nano leakage 460
nano-zirconia 460
naproxen 460
narcissism 265
narcotic 579
narcotic addict 579
narcotic analgesic 579
Narcotic and Psychotropic Control Law 579
narcotic antagonist 579
narcotic antagonist analgesic 579
narcotic prescription 579
narrative-based medicine 461
narrow angle tomography 141
narrow beam 461
narrow dental arch 142
narrow diameter implant 461
narrow spectrum antibiotic 140
narrowed root canal 142
narrowing of pulp cavity 271
nasal 504
nasal airway 166
nasal allergy 492
nasal articulation 506
nasal bone 507
nasal breathing 507
nasal cannula 492，506
nasal cavity 506
nasal decongestants 514
nasal douches 375
nasal drops 442
nasal emission 211
nasal feeding 166
nasal ﬂow 509
nasal height 507
nasal inhaler 493
nasal insuﬄation 166
nasal mask 493
nasal maxillary sinusitis 510
nasal nutrition supplement 166
nasal obstruction 516
nasal pit 504，509
nasal placode 515
nasal process 513

nasal prominence 458
nasal prosthesis 74
nasal respiration 507
nasal sac 514
nasal septum 512
nasal sound 504
nasal speech 510
nasal tip 510
nasal width 520
nasality 510
nasalization 504
Nasion 460
nasion-subnasale 507
Nasmyth membrane 460
nasoalveolar cyst 508
nasoantral window 426
nasofrontal process 510
nasogastric tube 166
nasogastric tube diet 166
nasolabial angle 509
nasolabial sulcus 509
nasolacrimal duct 521
nasomaxillary complex 509
naso-oral obstruction 507
nasopalatal line 507
nasopalatine artery 507
nasopalatine duct 507
nasopalatine duct cyst 507
nasopharyngeal airway 504
nasopharyngeal catheter 504
nasopharyngeal examination 504
nasopharyngeal meatus 504
nasopharyngeal misarticulation 503
nasoregurgitation 506
nasotracheal intubation 166
nasotracheal tube 166
nasovestibular cyst 510
natal tooth 296
National Academy of Sciences Committee on
the Biological Eﬀects of Ionizing Radiation
486，549
national approval 217
National Council on Radiation Protection and
Measurements 549
national dental practitioners examination 254
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National Electrical Manufacturers Association

Ｎ

National Electrical Manufacturers Association
474，549
national health and nutrition survey 214
national health insurance 214
national health insurance drug price standard
598
National Health Insurance Low 214
National Institute for Longevity Sciences 214
National Institute of Standards and Technology
549
national medical care expenditure 214
national pension 214
national sanatorium 214
national standard 217
natural antibody 273
natural classiﬁcation 274
natural death 273
natural head position 273
natural healing 273
natural killer cell 460
natural radiation 274
natural radioactive element 274
natural radioactive isotope 274
natural radioactive nuclide 274
natural radioactivity 274
natural retention 273
natural smile 460
natural tooth 442
natural tooth color 442
natural toxin food poisoning 273
naturalistic observation 273
naturally occurring radioactive material 274
nausea 58，62
navigation 460
navigation surgery 460
NBM 461
NCP 507
NCRP 549
Nd:YAG laser 473
near drowning 435
near miss 463，517
near zone 463
nebulization therapy 547
nebulizer 474
nebulizing solution 547
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neck brace 165
neck dissection 167
neck of mandible 78
neck pain 167
neckband 473
neckstrap 473
necrobiosis 272
necropsy 179，559
necrosis 45，473
necrosis of jaw 87
necrotic tissue 45
necrotizing periodontal diseases 45
necrotizing sialometaplasia 45
necrotizing stomatitis 45
necrotizing ulcerative gingivitis 45
necrotizing ulcerative gingivostomatitis 45
necrotizing ulcerative periodontitis 45
necrotizing ulcerative stomatitis 45
needle 418
needle biopsy 495
needle holder 271
needle stick injury 495
negative after-image 31
negative aspect 513
negative contrast medium 31
negative contrast radiography 31
negative image 473
negative period 497
negative predictive value 31
negative stain 31
negative staining 31
negativistic age 497
neglect 473
neglected caries 531
Neisseria 458
Neisseria gonorrhoeae 620
Neisseria meningitidis 336
NEMA 474，549
neo-adjuvant chemotherapy 448
neocortex 329
neocortical system 329
neodymium magnet 473
neodymium YAG laser 473
neonatal asphyxia 325
neonatal jaundice 325

neuroleptic malignant syndrome

neonatal line 323
neonatal maxillitis 325
neonatal period 325
neonatal ring 323
neonatal tooth 325
neonate 325
neoplasia 320
neoplasm 325
neoplastic epulis 297
neostigmine 473
nephritis 317
nephrogenic diabetes insipidus 325
nephron 474
nephrosis 474
nephrotic syndrome 474
nephrotoxicity 328
NEQ 243
nerve 318
nerve avulsion 321
nerve block 321
nerve branch 319
nerve cell 471
nerve compression 318，319
nerve damage 320
nerve ending 320
nerve entrapment 319
nerve ﬁber 320
nerve growth factor 320
nerve hook 319
nerve injury 320
nerve of the pterygoid canal 607
nerve root 319
nerve sheath myxoma 320
nerve stimulator 319
nerve suture 321
nerve translocation 319
nerve transplantation 319
nerve transpositioning 319
nerve trunk 319
nerveastomosis 321
nervous nausea-vomiting 320
nervous system 319
nervous tissue 320
nervous vomiting 320
network 474

Neumann-Peter incision 476
Neumann sheath 476
Neumann syndrome 476
neural conduction 320
neural crest 320
neural crest cell 320
neural network 319，471
neural shock 319
neural stem cell 319
neural tube 319
neural type 319
neuralgia 320
neuraminic acid 476
neuraminidase 476
neurilemmoma 320
neurinoma 320
neuritis 319
neuroblastoma 319
neurocranium 478
neurocytoma 319
neurodevelopmental disorders 321
neuroendocrine system 321
neuroepithelioma 320
neuroﬁbril 319
neuroﬁbroma 320
neuroﬁbromatosis 320
neuroﬁbromatosis type 1 320
neuroﬁbromatosis type 2 320
neuroﬁlament 321
neurogenic 319
neurogenic abnormal sensation syndrome
320
neurogenic inﬂammation 319
neurogenic pain 319
neurogenic shock 319
neurogenic tumor 319
neurogenous 319
neuroglioma 319
neurohypophysis 319
neurokinin 471
neuroleptanalgesia 471
neuroleptanesthesia 471
neuroleptic 319，321
neuroleptic anesthesia 471
neuroleptic malignant syndrome 3
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neurolytic

Ｎ

neurolytic 321
neurolytic block 321
neuroma 319
neuromuscular blockade 319
neuromuscular blocking agent 319
neuromuscular junction 319
neuromuscular junction blocking drug 319
neuromuscular system 319
neuromuscular transmission 319
neuromuscular unit 319
neuron 471
neuroparalysis 321
neuroparalytic keratitis 321
neuropathic 320
neuropathic pain 320
neuropathy 319，320，471
neuropeptide 321
neurophysin 471
neuroplasticity 319
neuroplegic 319
neurosecretory granule 321
neurosis 320
neurospasm 320
neurosyphilis 321
neurotic tendency 320
neurotoxicity 321
neurotoxin 321
neurotransmitter 320
neurovascular bundle 319
neutral condylar position 100
neutral fat 419
neutral red solution 419
neutral stimulus 419
neutral zone 470
neutral zone technique 470
neutralization 420
neutrino 470
neutron 419
neutron capture therapy 419
neutron therapy 419
neutropenia 203
neutrophil 203
neutrophil alkaline phosphatase 203
neutrophil lesion 203
neutrophilia 203
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neutrophilic leukocyte 203
nevoid basal cell carcinoma syndrome 623
nevus 571
nevus cell 571
nevus ﬂammeus 76
nevus fuscocaerules ophthalmomaxillaris 112
new attachment 330
new drug 330
new drug application 330
New Infectious Disease Control Law 117
new macrolides 470
new orange plan 317
new quinolones 468
new strategy for zero bedridden elderly 329
New York Heart Association classiﬁcation
464
newborn 325
newborn period 325
newly formed bone 324
newly formed cementum 325
NEX 92
NF1 320
NF2 320
NG tube 166
NGF 320
NGO 510
Ni-Ti alloy 468
Ni-Ti rotary ﬁle 468
Ni-Ti shape memory alloy 468
Ni-Ti wire 468
niacin 457
niacin amide 457
nicardipine 464
nicardipine hydrochloride 464
niche 468
nickel-chromium alloy 468
nickel-titanium alloy 468
nickel-titanium rotary ﬁle 468
nickel-titanium shape memory alloy 468
nickel-titanium wire 468
Nicolas-Favre disease 465
nicotinamide 464
nicotinamide adenine dinucleotide 465
nicotinamide adenine dinucleotide
dehydrogenase 465

nondepolarizing agent

nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
465
nicotine 464
nicotine dependence 465
nicotine replacement therapy 465
nicotine stomatitis 465
nicotinic acid 465
nicotinic eﬀect 465
nicotinic leukokeratosis 465
nicotinic receptor 465
NIDDM 31
Niemann-Pick disease 464
nifedipine 468
nifedipine-induced gingival hyperplasia 468
night blindness 599
night care 459
night care service 459
night guard 459
Nikolsky phenomenon 465
Nikolsky sign 465
ninhydrin reaction 472
NIST 549
nitrates 305
nitrazepam 468
nitric acid 305
nitrogen 415
nitrogen balance 415
nitrogen compound poisoning 468
nitrogen embolism 415
nitrogen mustard N-oxide 459
nitrogen oxide 415
nitroglycerin 468
nitrous oxide 4，304
nitrous oxide and oxygen inhalation sedation
304
nitrous oxide inhalation sedation 5
niveau 468
NLA 471
NM Scale 49
NMR 88
NMR signal 49，88
NMU 319
no-doctor district 586
no-reﬂow phenomenon 507
no smoking education 128

noble metal 125
noble metal alloy 125
nocardiosis 479
noci receptor 317
nociception 317
nociceptive pain 317
nociceptive reaction 317
nociceptive reﬂex 317
nociceptor 317
nociceptor aﬀerent ﬁbers 317
nocturnal enuresis 599
nocuous stimulus 317
nodular fasciitis 173
nodular hyperplasia 173
nodular lymphoma 174
nodularity 173，304
noise 243，476
noise deafness 378
noise equivalent quanta 243
noise-induced deafness 378
noise-induced hearing loss 378
noise sound level 378
Nolla calciﬁcation age 479
noma 46
nominal fatality probability coeﬃcient 590
nominal scale 590
nominal standard dose 590
non-absorbable biomaterial 506
non-absorbable membrane 506
non-absorbable thread 506
non-accessibility 511
non-adhesive restoration 510
nonanatomic tooth 504，587
noncariogenic glucides 504
noncariogenic sugar 504
noncariogenic sweetener 504
non-chewing side 510
non-collagenous matrix 507
non-collagenous protein 507
noncompetitive agent 506
noncompetitive antagonism 506
noncompetitive inhibition 506
noncrystalline powder 509
nondecremental conduction 532
nondepolarizing agent 511
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nondepolarizing muscle relaxant
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nondepolarizing muscle relaxant 511
nondirective counseling 508
nondirective therapy 508
nondisjunction of chromosome 369
noneﬀective dose 587
non-elastomeric impression material 512
non-epithelial tumor 509
non-eugenol cement 517
non-extraction rationale 515
non-extraction therapy 515
nonﬂammability 503
nonﬂuoridated area 516
non-ﬂuoride enamel opacity 516
nonfunctional cusp 506
nonfunctional side 506
non-government organization 510
non-healing granuloma of nose 322
nonheme iron protein 516
nonhistone protein 515
non-Hodgkin lymphoma 516
non-inc amalgam alloy 586
noninfectious allergic disease 506
non-insulin dependent diabetes mellitus 31
noninvasive measurement 506
noninvasive monitoring 506
noninvasive reduction 506
nonionic contrast agent 502
nonionic contrast media 502
nonionic contrast medium 502
nonionic surfactant 502
nonionizing radiation 513
nonlinear compartment system 510
nonlinear eﬀect 510
nonlinear model 510
non-metabolizable inducer 511
non-metal clasp denture 479
nonnarcotic analgesic 516
nonnutritive sucking 504
non-odontogenic benign tumor 508
non-odontogenic cyst 508
non-odontogenic malignant tumor 508
non-odontogenic toothache 508
non-odontogenic tumor 508
non-oﬃcial drug 146
non-ossifying ﬁbroma 505

822

non-parallel pin technique 479
non-parametric 479
non-plaque-induced gingival lesions 516
nonpolar group 506
nonprescription drug 24
nonpressure ﬁlling technique 586
nonpressure impression 586
non-proﬁt organization 504
non-proliferating cell 510
nonprotein nitrogen 512
non-rapid eye movement sleep 479
nonrebreathing 508
nonrebreathing method 508
nonrebreathing valve 508
non-receptor 509
nonrecirculating system 508
non-respiratory acidosis 507
non-respiratory alkalosis 507
nonrigid connection 498
nonrooted tooth 588
non-screen ﬁlm 479
non-secretor 516
non-segment type 479
nonselective action 510
nonself antigen 508
nonsense codon 463
nonsilver photographic process 506
nonspeciﬁc action 513
nonspeciﬁc eﬀect 513
nonspeciﬁc immunotherapy 513
non-standardized instrument 506
non-steroidal anti-inﬂammatory drug 510
non-steroidal anti-inﬂammatory drugs for
external use 76
non-steroidal drug 510
nonstochastic eﬀect 505
nonsubmergible type implant 510
non-surgical therapy 507
nonuniform exposure 528
nonunion 223
nonverbal communication 507
nonverbal test 507
non-vertical stop occlusion 343
nonvital tooth 277，588
nonworking side 508

nucleotide

non-zinc alloy 586
Noonan syndrome 472
noradrenaline 479
NORM 274
normal bacterial ﬂora 305
normal color vision 346
normal development 346
normal diet 306
normal distribution 344
normal eye 533
normal ﬂora 345
normal gingiva 346
normal occlusion 345
normal position 428
normal pressure hydrocephalus 345
normal pulp 346
normal solution 128
normal value 346
normality 129，344
normalization 479
normocapnia 408
normochromic anemia 345
normochromic normocytic anemia 345
normocytic anemia 344
normovolemia 345
normovolemic shock 345
normoxia 249
norovirus 479
Northern blotting 479
Northwestern cephalometric analysis 479
nose 492
nose bleed epistaxis 509
nose wash 375
nosocomial infection 32，517
nosocomial pathogen 32
nosophobia 278
nostril 74
not applicable 504
notiﬁcation 214
notiﬁcation of clinical trial plan 414
notocephalon 206
notochord 353
notself antigen 508
Novak-Neumann incision method 479
noxious stimulus 317，599

NPG-GMA 50
NPH 345
NPO 504
NPV 31
NRS 336
NSAID 510
NSD 590
NST 42，49
nuclear bag ﬁber 89
nuclear chain ﬁber 87
nuclear decay 91
nuclear ﬁssion 90
nuclear fusion 91
nuclear glycogen 90
nuclear isomer 83
nuclear jaundice 83
nuclear magnetic resonance 88
nuclear medicine 83
nuclear medicine examination 83
nuclear membrane 91
nuclear plate 179
nuclear pore 91
nuclear power generation 180
nuclear power plant 180
nuclear reaction 90
nuclear reactor 180
nuclear species 88
nuclear stone 88
nuclease 472
nucleation 88
nucleic acid 87
nucleic acid metabolism 87
nucleic acid stain 87
nucleocapsid 472
nucleocytoplasmic ratio 87
nucleoid 91
nucleolus 88
nucleolus associated chromatin 88
nucleon 88
nucleoplasma 88
nucleosidase 472
nucleoside 472
nucleosome 472
nucleotidase 472
nucleotide 472
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nucleus
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nucleus 83，179
nucleus ambiguus 124
nucleus of mesencephalic root of trigeminal
nerve 248
nucleus of spinal tract of trigeminal nerve
247
nuclide 88
nude mouse 472
NUG 45
null hypothesis 132
null point 472
number of abutment tooth 276
number of excitaion 92
number of missing tooth 174
number of present teeth 179
numbness 283
numeric rating scale 336
numerical classiﬁcation 337
NUP 45
Nuremberg Code 471
nurse 110
nursery school 558
nursing 110
nursing bottle caries 571
nursing care beneﬁt 69
nursing care meal 69
nursing care tool 69
nursing health care facility for the elderly 70
nursing home 69，457
nursing home for the elderly 604
nursing-home-type unit 619
nursing welfare facility for the elderly 70
nursing welfare facility for the elderly in the
community 413
nutgall 595
nutrient 42
nutrient agar 533
nutrient agar media 533
nutrient artery 42
nutrient broth 533
nutrient canal 42
nutrient intake 42
nutrition 42
nutrition care management 42
nutrition education 42
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nutrition labeling 42
nutrition labelling standards 42
nutrition survey 42
nutritional assessment 42
nutritional deﬁciency 430
nutritional disorder 42
nutritional intake 42
nutritional requirement 42
nutritional science 42
nutritional status 42
nutritional supplementary food 42，244
nutritional support team 42，49
nutritive substance 42
nutritive value 42
nyctalopia 599
NYHA classiﬁcation 464
nylon suture 460
Nyquist frequency 457
nystagmograph 113
nystagmus 113
nystatin 458

Ｏ
o-ethoxybenzoic acid cement 16，140
O-ring attachment 61
OAF 487
OALL 369
obesity 516
obesity hypoventilation syndrome 516
objective plane 410
obligate aerobe 557
obligate anaerobe 557
oblique cephalometric radiography 285
oblique elastics 64
oblique facial cleft 286
oblique ﬁber 287
oblique line 287
oblique osteotomy 286
oblique projection 285
oblique protuberance 287
oblique ridge 287
oblique section 287
oblique view 285

occlusal record

obliteration of root canal 227
oblivion 559
obnubilation 233
observation 110
obsession 144
obsessive-compulsive disorder 144
obstruction 550
obstruction of salivary duct 400
obstructive abscess 550
obstructive atelectasis 550
obstructive diseases 550
obstructive jaundice 550
obstructive pulmonary disease 550
obstructive shadow 300
obstructive sleep apnea 550
obstructive sleep apnea syndrome 550
obstructive ventilatory impairment 550
obturator 86，371，550
obturator appliance 371
Obwegeser-Dal Pont method 63
Obwegeser intraoral sliding bone
transplantation 63
Obwegeser method 63
occipital anchorage 205
occipital bone 205
occipital condyle 204
occipital headgear 62
occipital neuralgia 205
occipitomental anchorage 205
occipito-mental projection 204
occipitosubmental projection 204
occlusal adjustment 195，372
occlusal analysis 195
occlusal and masticatory disturbance 195
occlusal and masticatory function 195
occlusal appliance 62，194
occlusal balance 195
occlusal caries 195
occlusal cavity 60
occlusal condition 194
occlusal cone 193，259
occlusal contact 195，230
occlusal contact point 195
occlusal contour crest line 62
occlusal device 62，310

occlusal discomfort syndrome 193
occlusal disharmony 195
occlusal disorders 194
occlusal disturbance 194
occlusal edge 193
occlusal equilibration 194，195
occlusal examination 194
occlusal facet 194
occlusal facet of protrusion 376
occlusal factor 195
occlusal ﬁlm 194
occlusal force 193，195
occlusal force meter 195
occlusal force test 195
occlusal form 195
occlusal groove 195
occlusal guidance 195
occlusal guidance in deciduous dentition 470
occlusal guidance in mixed dentition period
229
occlusal harmony 195
occlusal impression 193
occlusal indicator wax 62
occlusal interference 194
occlusal loading 195
occlusal management 194
occlusal pain 195
occlusal pattern 195
occlusal pit 195
occlusal pit and ﬁssure 195
occlusal plane 195
occlusal plane angle 195
occlusal plane guide 195
occlusal plane table 195
occlusal plaque index 61
occlusal portion 208
occlusal position 193
occlusal premature 379
occlusal pressure 193
occlusal pressure impression 193
occlusal projection 194
occlusal radiography 62，195
occlusal ramp 62
occlusal reconstruction 195
occlusal record 62
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occlusal relationship
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occlusal relationship 194
occlusal reshaping of artiﬁcial teeth 242
occlusal rest 195
occlusal scheme 195
occlusal sound 193
occlusal sound analyzer 193
occlusal sound test 193
occlusal splint 62，194
occlusal support 194
occlusal-supporting area 194
occlusal surface 195
occlusal surface proper 225
occlusal table 62
occlusal trauma 194
occlusal vertical dimension 194
occlusal wear 208
occlusal X-ray ﬁlm 193
occlusal X-ray photograph 62，193
occlusion 193，550
occlusion rim 195
occlusive dressing therapy 584
occluso-buccal cavity 61
occluso-distal cavity 60
occlusogram 62
occluso-lingual cavity 60
occluso-palatal cavity 61
occult blood 367
occult blood test 367
occult primary tumor 182
occulusal curvature 196
occupational abrasion 312
occupational dental disease 312
occupational disability 289
occupational disease 312
occupational exposure 312
occupational health 247，630
occupational health administration 631
occupational injury 631
occupational medicine 630
occupational poisoning 312
occupational radiation exposure 312
occupational safety and health management
630
occupational therapist 242
occupational therapy 242
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occupational tooth erosion 312
occupatonal exposure 312
ochronosis 388
Ochsenbein chisel 60
octacalcium phosphate 62
octotiamine 62
ocular hypertelorism 617
ocular motility 108
ocular tension 106
oculoauricular dysplasia 110
oculocardiac reﬂex 108，113
oculocerebrorenal syndrome 631
oculo-dento-digital syndrome 111
oculo-mandibulo-facial syndrome 106
oculomotor nerve 444
odaxesmus 356
ODC 249
odds 63
odds ratio 63
Odland body 64
odontalgia 277
odontectomy 491
odontoameloblastoma 255
odontoblast 380
odontoblastic process 380
odontoblastoma 380
odontoclast 488
odontodysplasia 254，493
odontogenic carcinoma 264
odontogenic carcinosarcoma 264
odontogenic cyst 265
odontogenic ectomesenchyme 264
odontogenic epithelial tumor 265
odontogenic epithelium 265
odontogenic ﬁbroma 265
odontogenic focal infection 273
odontogenic gingival epithelial hamartoma
265
odontogenic infection 273
odontogenic keratocyst 264
odontogenic maxillary sinusitis 273
odontogenic maxillitis 273
odontogenic mixed tumor 264
odontogenic myxoﬁbroma 265
odontogenic myxoma 265

oncovirus

odontogenic peritonsillar abscess 273
odontogenic peritonsillitis 273
odontogenic sarcoma 265
odontogenic systemic disease 273
odontogenic toothache 264
odontogenic tumor 265
odontogram 263
odontology 254
odontoma 256
odontophobia 257
odontoplasty 64，259
odontoradiography 47
odor 289
odorless 588
odynophagia 55
OER 249
OFD syndrome 60，156
oﬀ-focus X-ray 308
oﬃce bleaching 64
oﬃce whitening 64
oﬃcial compendium 203
oﬃcial drug 146
oﬃcial preparation 146
oﬀset bend 64
oﬀset implant placement 64
oﬂoxacin 64
OGF 249
Ohaguro 64
OHI 190
OHI-S 60，122
Öhngreneʼs line 54
OHS 516
oil 602
oil/gas partition coeﬃcient 9
oil of wintergreen 450
oil press 599
ointment 461
ointment base 461
ointment for oral use 192
Okazaki fragment 62
old age 629，631
old mandibular fracture 425
old trauma 425
old-old 187
oldest old 421

oleaginous base 602
oleic acid 65
OLF 59
olfaction 133
olfactometer 134
olfactometry 134
olfactory blindness 140
olfactory bulb 134
olfactory cell 135
olfactory disturbance 134
olfactory epithelium 136
olfactory nerve 136
olfactory organ 134
olfactory prism 464
olfactory sensation 133
oligoamnion 605
oligodendrocyte 129
oligodontia 374，403，536
oligodynamic action 521
oligohydramnios 605
oligomer 65
oligomycin 65
oligoptyalism 399，400
oligosaccharide 65
oligosialia 399，400
oliguria 565
olive oil 65
Ollier disease 65
OLP 191
OMA 205
omalgia 96
omega loop 65
omission training 65
omohyoid muscle 178
omphalopagus 237
on-oﬀ eﬀect 65
on-the-job training 278
oncocyte 66
oncocytic carcinoma 66
oncocytoma 66
oncocytosis 66
oncogene 297
oncogenic chemical 297
oncology 297
oncovirus 297
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one component system

Ｏ

one component system 23
one lung anesthesia 24
one-piece cast method 635
one-piece implant 635
one screw test 635
one-stage implant 23
one-step bonding system 635
one wall infrabony defect 24
one-way design 22
one-way layout 22
one way valve 23
one word sentence 22
onion peel appearance 406
onion peel pattern 406
onlay 16
onlay graft 67
onlay restoration 16
Ono regression equation 64
oospore 612
Op 64
opaciﬁcation 378
opacity 535
opalescent dentin 64
opaline plaque 470
opaque 64
opaque bonding dental ceramic 65
opaque color 64
opaque contrast medium 605
opaque core dental ceramic 64
opaque dentin 535
opaque layer 230
opaque medium 535
opaque porcelain 65
opaque resin 65
opaqure 64
open amputation 75
open bite 68
open coil spring 61
open drop 75
open-ended cone 75
open-ended cylindrical cone 75
open-ended question 521
open-ended questionnaire 288
open fracture 75
open injury 75
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open lock 61
open loop 61
open magnetic circuit 71
open mouth impression 68
open MRI 61
open pneumothorax 75
open reduction 109
open surgery of TMJ 84
open tray 61
open tray impression 61
open wedge osteotomy 156
opening loop 61
opening movement of the mouth 68
opening of caries cavity 37
opening of pulp chamber 332
operant 65
operant behavior 65
operant conditioning 65
operant extinction technique 65
operant level 65
operant reinforcement technique 65
operating ﬁeld 295
operating position 296
operating posture 425
operating room 294
operating room pollution 294
operating stool 296
operating theater 294
operation 294
operative cleaning 294
operative dentistry 570
operative position 294
operative risk 294
operative stress 294
operator gene 65
operculectomy 282，476
operculum 68
operon 65
ophthalmic artery pressure 118
ophthalmic nerve 113
ophthalmic solution 108，438
ophthalmotonometry 106
OPI 61
opioid 64
opioid antagonist 64

oral malaisis

opioid peptide 64
opioid receptor 64
Opisthion 64
opium 10
opium alkaloids 10
opium alkaloids hydrochloride 10
OPLL 198
opportunistic infection 520
opportunistic pathogen 520
opposing bilateral portal irradiation 393
opposing portal irradiation 393
opsin 64
opsonin 64
optacon 64
opthalmic artery 119
optical axis 197
optical cavity 505
optical density 134，217，286
optical illusion 242
optical impression 186
optical isomer 186
optical penetration depth 505
optical resonator 505
optical rotation 367
optical rotatory dispersion 368
optical stimulated luminescence dosimeter
60，505
optical system 186
optimal ﬂuoride concentration 278
optimal orthodontic force 238，278
optimization 238
optimum orthodontic force 238，278
optimum pH 278
optimum ratio 238
optimum temperature 278
Or 65
OR 126，614
oral administration 163
oral anatomy 189
oral and maxillofacial surgery 189
oral anticoagulant 163
oral antidiabetic drug 163
oral appliance 191
oral breathing 196
oral cancer 189

oral candidiasis 189
oral care 190
oral cavity 189
oral cavity proper 225
oral cleaning 190
oral commonly existing bacillus 190
oral contraceptive 163
oral deformity 189
oral depot therapy drug 163
oral diadochokinesis 61，427
oral dyskinesia 61
oral ecosystem 190
oral environment 189
oral epithelium 190
oral examination 190
oral ﬂora 190
oral-facial-digital syndrome 156
oral focal infection 191
oral frail 61
oral frailty syndrome 61
oral function 189
oral glucose clearance test 61
oral habit 190
oral health 189
oral health care 189，190
oral health care management 192
oral health center 192
oral health promotion 61
oral health support center 192
oral hygiene 189
oral hygiene aids 190
oral hygiene care 189
oral hygiene condition 190
oral hygiene index 190
oral hygiene index-simpliﬁed 60
oral hygiene instruction 190
oral hypofunction 190
oral implant 189
oral implantology 189
oral infection 189
oral injury 191
oral inspection 189
oral intubation 163
oral lichen planus 191
oral malaisis 189，191
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oral malodor
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oral malodor 197
oral management 61
oral method 210
oral microbial ﬂora 191
oral microbiology 191
oral moisturizer 190，192
oral moisturizing gel 190
oral moisturizing jell 190
oral mucosa 191
oral mucosal epithelium 191
oral mucosal immunity 191
oral mycosis 190
oral mykosis 190
oral myofunctional therapy 190
oral neurosis 190
oral paresthesia 189，191
oral pathology 191
oral physiology 191
oral preparatory stage 190
oral preparatory time 190
oral pressure 191
oral prophylaxis 190
oral propulsion stage 189
oral psychosomatic disease 190
oral radiologist 257
oral rehabilitation 61，189
oral rehabilitation and functional care 189
oral repository drug 163
oral respiration 196
oral screen 61
oral screw 473
oral sensation 189
oral stage 189
oral surgery 190
oral temperature 189
oral transit time 191
oral treponema 191
oral tuberculosis 190
oral vestibule 191
oral wedge 156
Orban knife 65
orbicularis oris muscle 209
orbit 106
orbital abscess 108
orbital-canine law 107
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orbital cellulitis 108
orbital electron 129
orbital electron capture 129
orbital hypertelorism 108，617
orbital hypotelorism 108
orbital plane 108
orbital point 118
orbital pointer 65
orbital prosthesis 106，108
Orbitale 65
orbitocondylar projection 106
orbitomeatal base line 60，106
orbitomeatal line 60，106
orbitooccipital line 107
orbitoramus projection 60，106
order-disorder transformation 128
order eﬀect 299
order lattice 128
order-made medicine 60
ordinal scale 299
ordinary cardiac muscle 225
ordinary caries 409
ordinary diet 306
organ at risk 126，614
organ culture 125
organ dose 379
organ failure 379
organ mimicry 379
organ neurosis 458
organ syphilis 379
organ toxicity 379
organ transplantation 379
organelle 65
organic 127
organic articulation disorders 127
organic composite ﬁller 599，600
organic dental cement 599
organic disease 127
organic ﬁller 599
organic growth curve 379
organic material 599
organic mercury intoxication 599
organic polymer material 599
organic psychosis 127
organic sensation 379

osseous adhesion

organic solvent 599，600
organization 127
organizational activity 387
organnizer of clinic 71
organogenic period 124
organoleptic test 119
organometallic compound 599
oriental medicine 449
orientation 65，181，428
orientation plate for compensating curve 387
oriented facial photograph 120
oriﬁce of root canal 228
oriﬁce opener 65
ornithine 65
oroantral ﬁstula 190
oroantral perforation 190
orofacial pain 189
orofacial region 189
oro-facial-digital syndrome 60
oronasal ﬁstula 191
oronasal membrane 207
oronasal perforation 191
oropharyngeal airway 183
oropharyngeal cancer 417
oropharyngeal intubation 163
oropharyngeal isthmus 188
oropharyngeal membrane 183
oropharyngeal pack 189
oropharyngeal pain 189
oropharyngeal stage 189
oropharyngeal suction 189
oropharynx 417
orotracheal intubation 163
orotracheal tube 163
orthochromatic ﬁlm 65
orthochromatism 346
orthodentin 325
orthodontic 143
orthodontic anchor plate 255
orthodontic anchor screw 255
orthodontic appliance 143
orthodontic bracket 143
orthodontic diagnosis 143，255
orthodontic force 143
orthodontic material 143

orthodontic materials 255
orthodontic model 143
orthodontic occlusal guidance appliance 317
orthodontic plate 304
orthodontic special alloy 143
orthodontic therapy 143
orthodontic tooth movement 143
orthodontic treatment 143
orthodontic wire 143
orthodontics 255
orthodromic impulse 299
orthognathic surgery 86，168
orthogonal irradiation 424
orthomorphia 556
orthopantomography 65
orthopedic appliance 88
orthopedic force 88
orthopedic surgery of alveolar ridge 274
orthophosphoric acid 65
orthoradial projection 351
orthosis 570
orthostatic collapse 148
orthostatic disturbance 148
orthostatic dysregulation 148
orthostatic hypotension 148
orthostatic intolerance 148
orthotopic transplantation 343
Oshimaʼs classiﬁcation 60
Osler disease 63
Osler syndrome 63
Osler-Rendu-Weber disease 63
Osler-Rendu-Weber syndrome 63
osmol 63
osmolality 293
osmometer 328
osmoreceptor 328
osmoregulation 328
osmotic concentration 328
osmotic diuresis 328
osmotic diuretic 328
osmotic pressure 328
osseointegrated implant 63
osseointegration 63
osseomucoid 63
osseous adhesion 220
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osseous ankylosis

Ｏ

osseous ankylosis 220
osseous coagulum 218
osseous craters 160
osseous interface 217
osseous resection 218
ossieous dysplasia 216
ossiﬁcation 216
ossiﬁcation center 217
ossiﬁcation of anterior longitudinal ligament
369
ossiﬁcation of ligamentum ﬂavum 59
ossiﬁcation of posterior longitudinal ligament
198
ossifying ﬁbroma 218
ossifying myositis 91
ostectomy 220
osteoanagenesis material 219
osteoarthritis 217，393
osteoarthritis deformans 556
osteoarthrosis 217
osteoarticular graft 217
osteoblast 217
osteoblastic lesion 381
osteoblastoma 217
osteocalcin 63
osteocartilaginous exostosis 221
osteochondral fracture 221
osteochondral graft 221
osteochondritis 221
osteochondrodysplasia 221
osteochondroma 221
osteochondroma of condyle 81
osteochondromatosis 221
osteochondrosarcoma 221
osteochondrosis 221
osteoclasis 235
osteoclast 487
osteoclast activating factor 487
osteoclastoma 218，487
osteoconductive material 221
osteocyte 219
osteodynia 221
osteoectomy of mandibular body 79
osteoectomy of ramus 79
osteoﬁbroma 220
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osteoﬂuorosis 222
osteogenesis 218，220
osteogenesis imperfecta 218
osteogenic 220
osteogenic cell 218
osteoid 622
osteoid osteoma 622
osteoid tissue 623
osteoinductive factor 223
osteoinductive material 223
osteolysis 223
osteolytic lesion 604
osteoma 219
osteoma eburneum 381
osteoma medullare 336
osteomalacia 221
osteomyelitis 219
osteomyelitis of jaw 87
osteon 220
osteonecrosis 216
osteonectin 63
osteopathy 219
osteopenia 218
osteoperiosteal graft 223
osteopetrosis ivory bones 399
osteophore 235
osteophyte 218
osteophytosis 220
osteoplastic carcinoma 218
osteoplastic epulis 218
osteoplasty 218
osteopontin 63
osteoporosis 220
osteoprogenitor cell 220
osteopsathyrosis 218
osteoradionecrosis 562
osteorrhaphy 222
osteosarcoma 221
osteosclerosis 218
osteosynthesis 220
osteotome 63
osteotome technique 63
osteotomy 218
ostitis 216
ostitis deformans 556

oxidation-reduction system

ostitis ﬁbrosa 365
ostitis of jaw 87
Ostwald coeﬃcient 63
OT 242
otalgia 277
otalgia dentalis 273
other concomitant drug 550
otic ganglion 271
otocephaly 279
otopalatodigital syndrome 265
ototoxicity 421
Otsubo sliding calipers 60
Ottawa charter 63
oulorrhagia 281
out of phase 3
outcome 3
outer bow 3
outer canthus 68
outer enamel epithelium 68
outer layer of carious dentin 37
outer membrane 75
outer surface resorption 74
outlier 488
outline form 100
outline form of cavity 68
outline form of denture base 68
outline of clasp 184
outline of impression tray 456
outpatient anesthesia 76，504
outpatient dental treatment under day-stay
general anesthesia 504
outpatient liaison 613
outpatient rate 426
outpatient services 427
output 296
output minute volume 575
ovarian cancer 612
ovary 612
ovate pontic 64
over exposure 632
over exposure area 632
over-all ratio 61
overall survival rate 371
overbite 61
overclosure 61，429

overcoat 568
overcontour 61
overcorrection 61
overdenture 61
overdosage 104
overdose 93
overeruption 102
overextension 93
overﬁlling 61，93
overﬁlling of root canal 93
overgrowth 94
overgrowth of mandible 77，78
overhang margin 61
overheat 61
overhydration 335
overinstrumentation of root canal 61
overjet 61，335
overlap 504
overlay 61
overlay archwire 61
overload 92
overmedication 61
overnutrition 42，93
overprotection 103
oversaturation 103
overshoot potential 61
overtraction 91
overtreatment 61
overventilation 93，108
ovulation 486
ovum 612
ovum stage 240
Owen contour line 60
oxacillin sodium 62
oxalate 289
oxalate stone 289
oxalosis 289
oxaprozin 62
oxidase 246
oxidase test 62
oxidation 245
oxidation inhibitor 246
oxidation treatment 246
oxidation-reduction potential 246
oxidation-reduction system 245
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oxidative deamination

Ｐ

oxidative deamination 246
oxidative decarboxylation 246
oxidative phospholylation 246
oxide ﬁlm 246
oxide layer 246
oxidized cellulose 246
oxidoreductase 245
oxigen meter 249
oximeter 249
oximetry 249
oxycephaly 374
oxydol 62
oxygen 249
oxygen aﬃnity 249
oxygen apnea 249
oxygen capacity 249
oxygen consumption 249
oxygen content 249
oxygen cylinder 249
oxygen debt 249
oxygen deﬁciency 249
oxygen demand 249
oxygen depletion 249
oxygen deprivation 249
oxygen dissociation curve 249
oxygen eﬀect 249
oxygen electrode 249
oxygen enhancement ratio 249
oxygen equilibrium curve 249
oxygen ﬂush valve 249
oxygen free radical 98
oxygen gain factor 249
oxygen inhaler 249
oxygen intake 249
oxygen intoxication 249
oxygen lack 249
oxygen manifold 250
oxygen mask 249
oxygen meter 250
oxygen poisoning 249
oxygen requirement 250
oxygen reserve 250
oxygen saturation 249
oxygen supply 249
oxygen tank 249

834

oxygen tent 249
oxygen therapy 250
oxygen toxicity 249
oxygen transport 249
oxygen uptake 249
oxygen utilization 250
oxygenase 62
oxygenated hemoglobin 246
oxygenation 249
oxygenator 249
oxyhemoglobin 246
oxyntic cell 250
oxytalan ﬁber 62
oxytetracycline 62
oxytetracycline hydrochloride 62
oxytocin 62
ozone 63
ozostomia 198

Ｐ
p 507
P-A cephalogram 311
p ion 483
P wave 503
PA 181，201
PAC 330，502
pacemaker 550
pacemaker potential 550
pachyderma oralis 190
pachyglossia 201
pachyonychia 427
Pacinian corpuscle 489
pack 278，490
package insert 442
PaCO2 449，502
PACS 490
PACS for medical applications 28
PAD 22
Paget disease of bone 222
Pagetʼs disease of bone 487
pain 21
pain after exodontia 491
pain at bite 195

palpatopercussion

pain behavior 447
pain clinic 447，550
pain control 447
pain on motion 39
pain palliation 447
pain producing substance 492
pain-prone personality 582
pain relief 447
pain sensation 426
pain sensation test 426
pain sense 426
pain spot 427
pain threshold 426
pain to cold 122
pain to hot 66
pain tolerance level 447
painful tongue 360
pair annihilation 440
PAL 326，542
palatal abscess 185
palatal arch 494
palatal augmentation prosthesis 359
palatal bar 494
palatal crib 494
palatal ﬁstula 186
palatal ﬂap 185
palatal invagination 185
palatal lift prosthesis 461，502
palatal mucoperiosteal ﬂap 185
palatal obturator 185
palatal plane 185
palatal plate 184，185，494
palatal prosthesis 185
palatal push back operation 185
palatal ramp 494
palatal reﬂex 185
palatal repush back operation 185
palatal shelf 184
palatal side surface 185
palatal sound 193
palatal strap 494
palatal surface 185
palatal torus 186
palatal vibration line 184
palatalized misarticulation 184

palate 184
palatine bone 184
palatine form 184
palatine foveola 184
palatine gland 185
palatine mucosa 185
palatine process 185
palatine raphe 185
palatine rugae 185
palatine tonsil 185
palatine velum 185
palatinose 494
palatogingival groove 186
palatoglossal arch 185
palatoglossal muscle 185
palatogram 495
palatography 494
palatopharyngeal arch 184
palatopharyngeal muscle 184
palatoplasty 184
palatoplegia 185
palatoschisis 186
palatum velum 461
palisade arrangement 242
palladium alloy 494
palladium-silver alloy 494
pallesthesia 328
palliative 216
palliative care 122
palliative radiotherapy 123，216
palliative therapy 122，216
palm and thrust grasp 306
palm and thumb grasp 299，480
palm grasp 480
palm grip 480
palm print 311
palmar ﬁbromatosis 295
palmesthesia 328
palmitic acid 496
palmoplantar hyperkeratosis 307
palmoplantar pustulosis 307
palpation 313
palpation of muscle 151
palpation test 313
palpatopercussion 313
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palpitation
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palpitation 444
palsy 579
pamidronate 494
pancreas 333
pancreatic calculus 333
pancreatin 497
pancreozymin 497
pancuronium bromide 497
pandemic 501
pandemy 399
panic 493
panipenem 493
panipenem betamipron 493
Pankey-Mann-Schuyler technique 502
panoramic ﬁlm 493
panoramic innominate line 493
panoramic radiograph 493
panoramic radiography 493
panoramic TMJ radiography 86
panoramic tomography 493
panoramic unit 493
panoramic X-ray equipment 493
panoramic X-ray ﬁlm 493
panoramic X-ray machine 493
panoramic X-ray unit 493
pantograph 500
pantograph method 500
pantomography 500
pantothenic acid 500
PaO2 449，502
PAP 359，483
Papanicolaou stain 493
paper chromatography 551
paper disc 551
paper disc method 632
paper mixing pad 103
paper point 551
paper strip 551
paper surgery 551
papilla preservation ﬂap surgery 260，470，
493
papilla preservation ﬂap technique 470，493
papillary adenocarcinoma 470
papillary adenoma 470
papillary cystadenocarcinoma 470
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papillary cystadenoma 470
papillary cystadenoma lymphomatosum 470
papillary cystoma 470
papillary hyperplasia 470
papillary reconstruction 470
papillary，
marginal and attached gingiva 502
papilloma 470
papillomatosis 470
Papillon-Lefèvre syndrome 493
PAPS 98，250
papular glossitis 136
papular syphilid 136
papule 136
papyraceous fetus 271
paraarticular 116
parabiosis 550
paracentesis 368，369
paracone 494
paraconid 494
paraconule 494
paracortical area 565
paracrine 494，565
parade arrangement 496
paradental cyst 269
paradental granuloma 269
paradentitis 269
paradontosis 269
paradoxical breathing 123
paradoxical cold sensation 588
paradoxical respiration 123
paradoxical warm sensation 588
paraﬃn 495
paraﬃn wax 495
paraform cement 495
paraformaldehyde 495
parafunction 495
parafunctional habit 19，540
paraganglioma 494，565
paraganglion 564
parageusia 583
paragnathus 78
parahemophilia 494
parakeratosis 242
parallax 268
parallel check 549

parotid papilla

parallel imaging 495
parallel opposing portals 393
parallel pencil of rays 548
parallel pin restoration 495
parallel pin technique 495
paralleling device 549
paralleling grid 548
paralleling instrument 548
paralleling model 549
parallelometer 495，549
paralysis 579
paralysis of glossopharyngeal nerve 354
paralysis of hypoglossal nerve 355
paralysis of lingual nerve 359
paralysis of tongue 361
paralysis of trigeminal nerve 248
paralytic dementia 579
paralytic dysphagia 579
paralytic lagophthalmos 579
paralytic secretion 579
paramagnet 306
paramagnetic contrast agent 305
paramagnetic contrast media 305
paramagnetic contrast medium 305
paramagnetic material 306
paramagnetic substance 306
paramagnetism 305
parameter 495，569
paramethasone 495
paramethasone acetate 495
parametric 495
paramolar 140
paramolar cusp 140
paramolar tubercle 140
paranasal sinuses 531
paraneuron 495
paraperiosteal injection 560
parapharyngeal abscess 32
parapharyngeal space 384
paraplasm 529
paraplegia 426
paraproteinemia 495
parareﬂexia 498
parasaggital sectional image 317
parasite 128

parasite disease 128
parasite virulence factor 128
parasomnia 336
parasympathetic 529
parasympathetic nerve 529
parasympathetic nervous system 529
parasympatholytic drug 529
parasympathomimetic drug 529
parasynanche 256
parathormone 495
parathyroid gland 529
parathyroid hormone 529
parathyroidal dysfunction 529
paratoluensulﬁnic acid 495
parchment crepitation 605
parchment feeling 605
parenchymatous degeneration 277
parenchymatous hemorrhage 277
parenchymatous inﬂammation 277
parent nuclide 65
parenteral administration 507
parenteral nutrition 507
parenteral solution 418
paresthesia 414
paretic 533
paretic analgesia 579
parietal bone 447
Paris Agreement 495
Parkinson disease 479
Parkinsonʼs disease 479
Parkinsonʼs disease-related disorders 480
Parkinsonʼs syndrome 479
Parkinsonism 479
parodontitis 269
parosmia 134
parosteal osteoma 560
parosteal osteosarcoma 560
parotid calculus 257
parotid duct 256
parotid fascia 257
parotid gland 256
parotid gland cancer 257
parotid gland cyst 257
parotid gland space 257
parotid papilla 257
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parotid plexus
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parotid plexus 257
parotid space 257
parotidectomy 257
parotin 496
parotitis 256
paroxysmal 570
paroxysmal abnormalities 570
paroxysmal neuralgia 570
paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 571
paroxysmal pain disorders 571
paroxysmal supraventricular tachycardia 570
paroxysmal ventricular tachycardia 571
Parrot rhagades 496
part-time worker 480
partial anodontia 536
partial coverage crown 225，536
partial disc displacement 114
partial epilepsy 536
partial eruption 501，536
partial helping 70
partial impaction 501
partial impaction of tooth 501，536
partial loss dentition 535
partial maxillectomy 303
partial mouth recording 535
partial odontodysplasia 535
partial pressure 545
partial pressure of carbon dioxide in arterial
blood 449，502
partial pressure of oxygen in arterial blood
449，502
partial pulpitis 23
partial pulpotomy 536
partial rebreathing 536
partial rebreathing system 536
partial reinforcement 535
partial resection 536
partial response 502
partial seizure 536
partial thickness ﬂap 536
partial thromboplastin time 536
partial veneer crown 489，536
partial volume eﬀect 480，536
partially edentulous 174
partially helping 70
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participant observation 246
particle radiation 617
particle size 617
particle size distribution 617
particular skill disability 451
particulate bone graft 239
particulate cancellous bone and marrow graft
75，255
partition chromatography 546
partition coeﬃcient 546
Partsch Ⅰ method 496
Partsch Ⅱ method 496
Partsch operation 496
passage 165
Passavantʼs ridge 491
passivation 535
passive agglutination 37
passive-aggressive character 296
passive cutaneous anaphylaxis 37
passive-dependent character 296
passive diﬀusion 296
passive ﬁlm 535
passive ﬁt 491
passive immunity 296
passive immunization 296
passive movement 405
passive occlusal guidance 296
passive smoking 296
passive state 535
passive torque 491
passive transport 297
past dental history 255
past history 123
paste 214，488
Pasteur eﬀect 488
Pasteurella tularensis 599
pasteurization 430
Patauʼs syndrome 492
patch 497
patch clamp technique 492
patch test 492，515
patched restoration 569
patency 72
patent 453
patent airway 75

pear-shaped appearance

patent ductus arteriosus 449
paternalism 488
paternity test 65
path analysis 488
path of closure 82，195
path of insertion 416
path of lateral border movement 386
path of masticatory movement 388
path of pain 427
path of placement 416
pathogen 517
pathogenesis 517
pathogenic bacterium 517
pathogenic eﬀect 517
pathogenic factor 517
pathogenic fungus 517
pathogenic microorganism 517
pathogenicity 517
pathologic 19，519
pathological anatomy 520
pathological calciﬁcation 519
pathological cementum 519
pathological disposition 519
pathological drunkenness 519
pathological fracture 519
pathological growth 519
pathological resorption 519
pathological tooth fracture 519
pathological tooth wandering 519
pathology 520
pathophobia 278
pathophysiology 519
patient 111
patient-based outcomes 111
patient compliance instruction 531
patient education 111
patient entrance dose 111
patient hygiene performance 502
patient information 111
patient monitor 348
patient positioning 111
patient satisfaction 111
patient throughput 179，425
patient-triggered respirator 111
patient with pollution-related disease 185

patientʼs behavior survey 298
patients having a condition that it is diﬃcult to
visit to the clinic 426
patients survey 111
Patrick trigger areas 492
patrix 492
pattern forming technique by softened wax
461
pattern recognition 488
pattern resin 488
patty type 492
Pauli exclusion principle 486
pause 135
Pautrier microabscess 566
PAWP 483
pay nursing home 602
Payrʼs disease 486
PBC 181
PBL 596
PBP 552
PCA 37
PCBM graft 75，255
PCR 502，536，573
PCWP 483，485
PD 597
PDA 449
PDCA cycle 503
PDD 330
PDGF 173
PDI 269
PDR 554
PDT 527
PDWI 544
peak expiratory ﬂow 237
peak expiratory ﬂow rate 237
peak ﬂow manometer 502
peak ﬂow meter 238
peak ﬂow rate 238
peak power 502
peak systolic ﬂow velocity 290
peak velocity of growth 237
pear shape bur 547
pearl tumor 324
pearlite 481
pear-shaped appearance 605
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pear-shaped radiolucency
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pear-shaped radiolucency 605
Pearson product moment correlation coeﬃcient
501
pectoral major musculo-cutaneous ﬂap 393
peculiar odor 451
PED 111
pediatric anesthesia 309
pediatric dentistry 309
pediatric denture 309
pediatric dysphagia 309
pediatric triangle 309
pediatrics 309
pedicle 275
pedicle ﬂap 600
pedicle gingival graft 600
pedicle graft 600
pedigree 91
pedodontics 309
ped-shaped tooth 57
pedunculated polyp 600
peel test 487
PEEP 211，293，502
Peeso crown 503
Peeso pliers 503
Peeso reamer 503
PEFR 237
PEG 166
peg-shaped tooth 369
pelican pliers 554
pellagra 553
pellagra glossitis 553
pellet type amalgam alloy 555
pellet type gold 555
pellicle 74，90，154
pemphigoid 623
pemphigus 442
pemphigus antibody 442
pemphigus erythematosus 207
pemphigus foliaceus 609
pemphigus vegetans 382
pemphigus vulgaris 324
pen grasp 278，556
pen grip 556
pendular movement 539
pendulum appliance 557
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pendulum irradiation 539
penems 552
penetrance 328
penetrating caries 372
penetrating wound 372
penetration 118，328，329，372，552
penetration test 329
penetration-aspiration scale 210
penetrometer 552
penicillin 552
penicillin allergy 552
penicillin antibiotic 552
penicillin-binding protein 552
penicillin hypersensitivity 552
penicillinase 552
pension 475
pentazocine 557
pentobarbital 558
pentobarbital calcium 558
pentose 558
pentose phosphate cycle 558
penumbra 497
peplomycin 553
peplomycin sulfate 553
pepsin 553
pepsinogen 553
peptic ulcer 303
peptidase 553
peptide 553
peptide bond 553
peptidoglycan 553
peptidyl transferase 553
Peptococcus 553
peptone water 553
Peptostreptococcus 553
per caput dose 513
perceived color 490
percentage depth dose 330
percentage of casting shrinkage 419
percentage of cubical shrinkage 396
percentage of person with one or more DMF
teeth 429
percentile 480
perception 414
perceptual 414

periodical health examination

perceptual judgments 421
perceptual training 414
percolation 480
percussion 403
percussion hammer 403
percussion pain 403
percussion reaction 403
percussion test 403
percussion tone 403
percutaneous 166
percutaneous absorption 166
percutaneous endoscopic gastrostomy
166，552
percutaneous transluminal coronary
angioplasty 166
perforation 367
perforation at pulp chamber ﬂoor 333
perforation into pulp chamber 333
perforation of maxillary sinus 302
perforation polyp 368
performance 494
perfusion 122
perfusion imaging 122
perfusion pressure 122
perfusion rate 122
periadenitis 369
periadenitis mucosa necrotica recurrens 239
periapex 229
periapical 229
periapical cemental dysplasia 229
periapical curettage 230
periapical cyst 267
periapical diseases 229
periapical ﬁbrous dysplasia 229
periapical ﬁlm 518
periapical granuloma 267
periapical infection 229
periapical lesion 230
periapical occlusal radiography 230
periapical osseous dysplasia 229
periapical osteoﬁbroma 229
periapical pathosis 230
periapical periodontitis 229
periapical pocket cyst 567
periapical projection 230

periapical radiolucency 230
periapical tissue 229
periapical true cyst 325
periarteritis nodosa 174
periarthritis 115
pericanalicular ﬁbroadenoma 111
perichondral ossiﬁcation 461
perichondrium 462
pericoronal 259
pericoronal abscess 259
pericoronal infection 259
pericoronal radiolucency 259
pericoronal space 259
pericoronitis 259
pericoronitis of wisdom tooth 415
periglossitis 358
peri-implant disease 33
peri-implant mucosa 33
peri-implant mucositis 34
peri-implant sulcus ﬂuid 33
peri-implant tissue 33
peri-implantitis 33
perikymata 291
perilymphadenitis 622
perimandibular abscess 79
perimandibular inﬂammation 87
perimaxillary inﬂammation 87
perimucosal seal 476
perinatal abnormality 289
perinatal injury 289
perinatal medical service 289
perinatal period 289，290
perineuritis 320
period of gestation 237
period of organogenesis 124
period of resorption 135
period of weaning 615
periodic ACTH syndrome 289
periodic breathing 289
periodic examination 430
periodic health examination 178
periodic prophylactic dental treatment 430
periodic table 289
periodical examination 430
periodical health examination 178
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periodontal abscess
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periodontal abscess 269
periodontal antimicrobial therapy 189
periodontal biotype 269
periodontal curettage 270
periodontal disease 269，270
periodontal disease activity 270
periodontal disease index 269
periodontal disease rate 554
periodontal dressing 270
periodontal examination 270
periodontal ﬁber 268
periodontal index 502
periodontal initial examination 269
periodontal ligament 267，269
periodontal ligament cell 267
periodontal ligament ﬁber 268
periodontal ligament space 267
periodontal-masseteric reﬂex 267
periodontal medicine 269，554
periodontal membrane 267
periodontal pack 270
periodontal plastic surgery 269，554
periodontal pocket 270
periodontal pocket curettage 270
periodontal pocket depth index 270
periodontal precise examination 269
periodontal probe 270
periodontal prosthetics 270
periodontal sensation 267
periodontal stage 267
periodontal surgical therapy 269
periodontal therapy 269
periodontal tissue 269
periodontal tissue examination 269
periodontal tissue regeneration therapy 269
periodontics 269
periodontitis 267，269
periodontitis associated with systemic diseases
370
periodontium 269
periodontoclasia 269
periodontology 270
periodontopathic bacteria 270
periodontopathic bacterium 270
perio-orthodontic treatment 269
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perio-orthodontics 269
perioperative 290
perioperative management 290
perioperative oral management 290
perioral muscle 190
periosteal 222
periosteal chondroma 223
periosteal chondrosarcoma 223
periosteal elevator 222
periosteal new bone formation 223
periosteal ossiﬁcation 223
periosteal osteosarcoma 223
periosteal reaction 223
periosteal sleeve 222
periosteal suture 223
periosteal xyster 223
periosteotomy 223
periosteum 222
periosteum elevator 223
periosteum raspatory 223
periostitis 222
periostitis of jaw 87
periostitis ossiﬁcans 91
periostosis 222
periostotome 223
periotome 554
peripheral action 578
peripheral ameloblastic ﬁbroma 292
peripheral ameloblastoma 292
peripheral blood 578
peripheral facial palsy 578
peripheral ﬁbrosarcoma 292
peripheral lymphoid organ 578
peripheral neritis 578
peripheral nerve 578
peripheral nerve block 578
peripheral nerve stimulation 578
peripheral nerve stimulator 578
peripheral nervous system 578
peripheral odontogenic ﬁbroma 292
peripheral osteoma 292
peripheral projection 275
peripheral resistance 578
peripheral speed 291
peripheral tubule 292

Peutz-Jeghers syndrome

peripheral vascular resistance 578
peripheral vasodilator 578
periphery 292，578
periphery impression 288
periradicular curettage 230
periradicular cyst 267
perirhizoclasia 266
perisinusitis 446
peristalsis 374
peristaltic wave 375
peritectic reaction 564
peritectic system 564
peritendinitis 180
peritonsillar abscess 558
peritubular dentin 111
peritubular matrix 111
Perko method 554
perleche 186
permanent deformation 40
permanent dentition 40
permanent dentition period 40
permanent ﬁlling 40
permanent ﬁxation 40
permanent hemostasis 40
permanent implant 40
permanent magnet 40
permanent occlusion 40
permanent restoration 40
permanent restorative material 40
permanent retention 40
permanent splinting 40
permanent strain 40
permanent tooth 40
permanent tooth germ 40
permeability 328，444
permease 444
permeated type 324
permissible concentration 148
permissible limit 147
pernicious anemia 4
peroral 163
peroral airway 163
peroral tablet 460
peroxidase 554
peroxide 92

peroxide lipid 92
peroxisomal disorder 554
peroxylipid 92
perphenazine 554
perphenazine maleate 554
persistence 250
persistence of deciduous tooth 469
persistent infection 275
person handling personal information 215
person-Sv 513
person with a disability 300
person with multiple disabilities 292
person with special needs 300
personal appearance activity 352
personal care 68
personal dental health care 215
personal dose equivalent 215
personal dosimeter 215
personal factors 215
personal hygiene 396
personal identiﬁcation 215
personal monitor 216
personal monitoring 216
personal protective equipment 216
personal social service 396
personal space 289
personality 318
personality characteristic 318
personnel monitor 242
personnel monitoring 242
perspiration 489
persuation therapy 360
pertechnetic acid 99
pervasive developmental disorder 207
pest 72，552
pestle 470，628
PET 605
petechia 440
pethidine 552
pethidine hydrochloride 552
petit mal 310
petit mal seizure 310
petrosquamosal ﬁssure 333
petrotympanic ﬁssure 333
Peutz-Jeghers syndrome 559
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Peyer patch
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Peyer patch 481
PFC 536
Pfeiﬀer phenomenon 484
PG 543
PGC morale scale 503
pH 333，502
pH in the mouth 191
pH indicator 551
pH meter 551
PHA 128
phage 523
phage conversion 523
phage typing 523
phagocyte 312
phagocytosis 312
phagolysosome 523
phagosome 523
phantom 524
phantom limb 179
phantom limb pain 179
phantom pain 181
phantom root 180
phantom tooth pain 179
pharmaceutical 345
pharmaceutical additive 27
Pharmaceutical Aﬀairs Law 597
Pharmaceutical and Medical Device Act 27
pharmaceutical chemist 597
pharmaceutical excipient 27
pharmaceutical jurisprudence 597
pharmaceutical method 597
pharmaceutical preparation 27
pharmaceutical science 597
pharmacist 597
pharmacodynamics 597，598
pharmacokinetic 598
pharmacokinetics 598
pharmacological action 598
pharmacological activity 598
pharmacological antagonism 598
pharmacological incompatibility 598
pharmacology 598
pharmacotherapeutics 598
pharmacotherapy 598
pharmacy 598
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pharyngeal arch 32
pharyngeal carcinoma 32
pharyngeal cavity 32
pharyngeal constrictor 32
pharyngeal delay 32
pharyngeal delay time 32
pharyngeal ﬂap operation 32
pharyngeal ﬂap surgery 32
pharyngeal fricative 32
pharyngeal groove 32
pharyngeal muscle 32
pharyngeal oriﬁce of auditory tube 259
pharyngeal pack 32
pharyngeal pouch 32
pharyngeal reﬂex 32
pharyngeal response time 32
pharyngeal sound 32
pharyngeal stage 32
pharyngeal stops 32
pharyngeal tonsil 32
pharyngeal tooth 32
pharyngeal transit time 32
pharyngitis 32
pharyngoesophageal segment 313
pharyngostenosis 32
pharynx 32
pharynx care 32
phase 21
phase Ⅰ study 391
phase Ⅱ study 397
phase Ⅲ study 394
phase Ⅳ study 399
phase contrast microscope 21
phase contrast MRA 526
phase diagram 307
phase diﬀerence 21
phase encoding 21
phase encoding direction 21
phase image 21，526
phase rule 383
phase transition 382
phase variation 383
phased array coil 526
phatnorrhagia 274
phenacetin 526

photographic photometry

phenethicillin 526
phenethicillin potassium 526
phenidone 526
phenobarbital 527
phenocopy 517
phenol 353，526
phenol camphor 526
phenol red 527
phenol with camphor 526
phenotype 517
phenotypic lag 517
phenotypic variation 517
phenylalanine 526
phenylbutazone 526
phenylephrine 526
phenylephrine hydrochloride 526
phenylketonuria 526
phenylmercuric nitrate 305
phenytoin 526
phenytoin gingival hyperplasia 526
phenytoin gingivitis 526
phenytoin hyperplastic gingivitis 526
pheochromoblastoma 98
pheochromocytoma 98
Philadelphia chromosome 525
Philadelphia Geriatric Center morale scale
503
philtrum 472
phlebolith 310
phlebothrombosis 310
phlegmon 559
phlegmon in ﬂoor of mouth 203
phlegmon of cheek 145
phlegmon of the mouth ﬂoor 191
phlyctenula 307
phobia 144
phoenix abscess 526
phonation 489，491
phonation time 491
phonetic method of measuring occlusal vertical
dimension 489
phonetic placement 184
phonetics 66
phonocardiograph 317
phosphatase 569

phosphate 620
phosphate bonded investment 620
phosphate stone 620
phosphatidic acid 570
phosphatidylcholine 569
phosphatidylethanolamine 569
phosphatidylglycerol 569
phosphatidylinositol 569
phosphatidylserine 570
phosphaturia 620
phosphodiester bond 570
phosphodiesterase 570
phosphogluconate pathway 570
phosphokinase 570
phospholipase 570
phospholipid 620
phosphophoryn 570
phosphoprotein 621
phosphor 163
phosphorescence 620
phosphoric acid 620
phosphoric ester 620
phosphoric methacrylate monomer 620
phosphorus necrosis of jaw 621
phosphorus poisoning 621
phosphorylase 570
phosphorylase kinase 570
phosphorylase phosphatase 570
phosphorylation 620
phosphoserine 570
photo dynamic therapy 527
photo ﬂuorography 163
photochemical eﬀect 186
photoelectric absorption 203
photoelectric eﬀect 203
photoelectric spectrophotometer 204
photoelectron 203
photoﬁssion 505
photoﬂuorographic examination 115
photographic contrast 286
photographic densitometer 287
photographic density 217
photographic emulsion 286
photographic paper 30
photographic photometry 286
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photographic sensitivity

Ｐ

photographic sensitivity 286
photographic speed 286
photoluminescence 506
photomechanical eﬀect 505
photometry 390
photomultiplier tube 203
photon 197
photonuclear interaction 505
photonuclear reaction 505
photopeak 204
photosensitive epilepsy 505
photosensitivity 110，201
photosensitization 505
photo-sensitizer 505
photostimulable phosphor 127
photostimulated luminescence 127
photosynthesis 194
photosynthetic bacteria 194
photothermal eﬀect 206
phototimer 279，527
PHP 502
phycomycosis 380
physical activity level 326
physical adsorption 534
physical characteristics 327
physical dependence 326
physical development 327
physical disability 326
physical graininess 534
physical half-life 534
physical handicap 326
physical process 534
physical property 534
physical protection 534
physical pulpitis 534
physical restraining device 606
physical restraint 326，327
physical social conditions 327
physical status 370
physical stimulation 534
physical therapy 534，613
physical weakness 326
physically disabled child 276
physically disabled personʼs certiﬁcate 326
physically disabled personʼs handbook 326
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physically handicapped person 326
physically weak child 147
physician 18
physiologic apical foramen 352
physiologic mandibular rest position 352
physiologic rest position 77
physiological age 352
physiological antagonism 352
physiological atrophy 352
physiological clock 351
physiological dead space 352
physiological decrease of body weight 352
physiological disposition 352
physiological interdental space 352
physiological load 352
physiological normal occlusion 625
physiological occlusion 352
physiological rest position 352
physiological saline 352
physiological space 352
physiological tooth movement 352
physiological variation 352
physiologically active substance 352
physiotherapist 613
physiotherapy 534
phytoagglutinin 314
PI 502
pica 19，20
Pichler triad 515
picibanil 508
pickling 245
pickup impression 512
pick-up impression 512
pico 507
picornavirus 507
pictgram 507
picture archiving and communication system
for medical applications 28，490
picture element 94
picture frustration study 68
picture image 94
PID 22
piecemeal deglutition 545
Pierre-Robin syndrome 504
piezoelectric device 6

plain radiography

piezoelectric eﬀect 6，504
piezoelectrical surgery 504
piezography 504
piggyback archwire 506
pigment 261
pigment calcium stone 261
pigment degeneration 262
pigment granule cell 261
pigmentation 262，416
pigmentation of pregnancy 472
pigmented enamel 416
pigmented lesions 261
pigmented nevus 261
pigmented villonodular synovitis 261
pigtail 507
pili 521
pilocarpine 522
pilocarpine hydrochloride 522
pilot drill 486
pilot hole 486
pilus 376
pin 522
pin and ligature cutter 522
pin ﬁxation 522
pin indexing system 522
pin inlay 522
pin porcelain tooth 522
pin restoration 522
pin technique 522
pincers 522
Pindborg tumor 523
pinealoma 303
pinhole 522
pinhole camera 522
pinhole collimator 522
pink spot 522
pink tooth 522
pinledge 523
pinledge splint 523
pinning 201
pinocytosis 30
pinocytotic vesicle 31
pipe line 485
pipet 516
pipette 516

piping 482
pirarubicin 521
pirarubicin hydrochloride 521
pirenzepine 521
pirenzepine hydrochloride 521
pirenzepine hydrochloride hydrate 521
piriform aperture 614
piriform recess 614
piriform sinus 614
piroxicam 522
pisiform bone 446
pit 67，299
pit and ﬁssure 303
pit and ﬁssure caries 303
pit and ﬁssure sealant 303
pit and ﬁssure sealing 608
pitchfork analysis 512
pits of lip 199
pitting 199
pitting corrosion 199
pituitary-adrenal system 93
pituitary diabetes insipidus 93
pituitary dwarﬁsm 93
pituitary fossa 93
pituitary gigantism 93
pituitary gland 93
pituitary gland tumor 93
pituitary hormone 93
pituitary hypophysis 93
pityriasis rosea 494
pityriasis rubra pilaris 594
pityriasis versicolor 442
pivot 73
pixel 507
pixels 94
PK 598
place learning 488
place of articulation 184
placebo 538
placebo eﬀect 538
placement 382，575
placental barrier 398
plague 552
plain line articulator 550
plain radiography 47

Ｐ
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plain radiography of head

Ｐ

plain radiography of head 448
plan-do-check-act cycle 503
Planck constant 539
Planckʼs constant 539
planned special exposure 163
planning organ at risk volume 163
planning target volume 163
plant alkaloid 314
plantar ﬁbromatosis 385
plantation 20
plaque 536
plaque control 536
plaque control record 502，536
plaque disclosing agent 536
plaque formation 536
plaque-forming cell 536
plaque-free zone 536
plaque index 265，536
plaque-induced gingivitis 536
plaque retention factor 536
plasma 538
plasma cell 164
plasma cell dyscrasia 164
plasma cell leukemia 164
plasma coating 538
plasma concentration 172
plasma diapedesis 172
plasma enzyme 172
plasma ﬁbrinogen 173
plasma ﬁbronectin 173
plasma glucose 174
plasma membrane 164
plasma protein 172
plasma protein binding 172
plasma skimming 173
plasma spraying 538
plasma substitute 172
plasma thrombin 172
plasma thromboplastin 172
plasma thromboplastin antecedent 503
plasma thromboplastin antecedent deﬁciency
172
plasma volume expander 172
plasmacystosis circumoriﬁcialis 69
plasmacyte 164
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plasmacytoma 164
plasmacytosis 164
plasmid 538
plasmin 538
plasminogen 538
plasminogen activator 538
plasmodium 579
plaster 131，194，356，533
plaster cast 131
plaster core 356
plaster impression 356
plaster model 357
plaster saw 356
plaster separating pliers 357
plaster spatula 357
plastic 537
plastic bracket 537
plastic build up 344
plastic closure method by gingivo-periosteal
ﬂap 281
plastic closure of oroantral perforation 302
plastic deformation 390
plastic disc 537
plastic ﬁlling 165，344
plastic ﬁlling instrument 628
plastic operation 165
plastic point 538
plastic procedure 165
plastic restoration material 344
plastic scaler 537
plastic scintillator 537
plastic strain 390
plastic strip 537
plastic surgery 165
plastic working 390
plasticity 96，390
plasticizer 96
plastid 262
plasty of cicatricial contracture 498
plasty of mandibular angle 77
plasty of palatal torus 186
plasty of scar contracture 498
plate ﬁxation 541
plate type pontic 600
plateau 538

pocket irrigation

platelet 172
platelet aggregating action 172
platelet aggregation 172
platelet aggregation inhibitor 192
platelet-derived growth factor 173
platelet dysfunction 172
platelet factor 172
platelet-rich ﬁbrin 502
platelet-rich plasma 402
platelet transfusion 173
plate-type implant 497
platform 538
platform shifting 538
platform switching 538
platinum 490
platinum-added gold alloy 490
platysma 192
Plaut-Vincent angina 542
play therapy 600
PLD 368
pleasure 68
pleasure principle 76
pleated sheet 539
pleiotropism 406
pleomorphic adenoma 402
pleomorphic rhabdomyosarcoma 402
pleomorphism 402
plethora 298
plethysmogram 578
plethysmogram of ﬁnger 274
plethysmograph 541
plexiform 381
plexiform ameloblastoma 381
plexiform neuroﬁbroma 381
plexiform unicystic ameloblastoma 381
plexus 378
plexus block 320
PlI 265，536
plicated tongue 198
plicidentin 337
pliers 110
plosive 496
PLP 502
plugger 537
plumbism 460

Plummer-Vinson syndrome 539
plunger cusp 539
plunging ranula 355，564
pluridirectional tomography 401
pluripotency 405
plutonium 540
PMA 502
PMA index 502
PMI 215，502
PML 322
PMMA 573
PMMC ﬂap 393
PMN 402
PMS 283
PMS technique 502
PMTC 544
PN 174
Pn 544
pneumarthrography 155
pneumatic space 108
pneumatization 108
pneumatocele of salivary gland 400
pneumatosis 127
pneumoconiosis 329
Pneumocystis pneumonia 470
pneumogram 212
pneumomediastinum 288
pneumonia 481
pneumonitis 483
pneumonocele 127
pneumoparotitis 257
pneumotachograph 212，213
pneumotaxic center 212
pneumothorax 125
PNPB 603
PNPR 603
PNPV 603
PNS 207，578
Po 572
pocket chamber 567
pocket depth 567
pocket dosimeter 567
pocket epithelium 567
pocket formation 567
pocket irrigation 567
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pocket marker

Ｐ

pocket marker 567
pocket mask 567
pocket probe 567
pocket probing measurement 567
pocketionization chamber 567
Pog 568
pogonion 64
Pogonion 568
poikilothermal animal 556
point A 43
point angle 438
point B 503
point contact 440
point mutation 442
point of entry 469
point source 440
point spread function 440，442
pointed cone 270
pointing behavior 603
pointing of cusp 204
poison 452，453
poisoning 420
poisonous metal 599
poisons and deleterious 452
Poisson distribution 558
Poissonʼs ratio 558
Poland syndrome 566
polar group 146
polarity 146
polarization 545，556
polarization resistance 545
polarizing microscope 556
polarography 566
poli disc 572
police science 164
police surgeon 164
poliomyelitis 572
polished surface of denture base 126
polishing 182，427
polishing agent 182
polishing material 182
polishing method 182
polishing of tooth surface 285
polishing point 559
polishing strip 251
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polishing wheel 558
pollakidipsia 317
pollakiuria 522
pollution 63
pollution disease patient 185
polyacid-modiﬁed composite resin 572
polyacrylamide 572
polyacrylic acid 572
polyaddition 292
polyaddition silicone rubber 527
polyaddition silicone rubber impression
material 527
polyamine 572
polyantibiotic 529
polyarteritis 405
polyarteritis nodosa 174
polyarthritis 405
polycarbonate 572
polycarbonic acid 572
polycarboxylate cement 572
polyclonal antibody 402
polyclonal gammopathy 402
polyclonal γ-globulinemia 402
polycrystal 402
polycystic kidney 405
polycythemia 356
polycythemia vera 325
polydactyly 403
polydipsia 317
polyelectrolyte 207
polyester resin 572
polyester strip 572
polyether rubber impression 572
polyether rubber impression material 572
polyethersulfone 572
polyfunctional methacrylate monomer 401
polyfunctional monomer 401
polygene 572
polyglycolic acid 572
polygnathia 401
polygon diagram 572
polygraph 572
polylactic acid 572
polymer 207，573
polymer based restorative material 626
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polymer solution 208
polymer-to-monomer ratio 573
polymerase chain reaction 502，573
polymeric genes 444
polymeric material 207
polymerization 289
polymerization accelerator 289
polymerization inhibitor 289
polymerization initiator 289
polymerization shrinkage 289
polymethyl methacrylate 573
polymorphism 402
polymorphonuclear leukocyte 402
polymorphonuclear leukocyte lesion 402
polymorphous low-grade adenocarcinoma
402
polymyositis 405
polymyxin B 573
polymyxin B sulfate 573
polynucleotide 572
polyodontia 272
polyostotic ﬁbrous dysplasia 402
polyp 572
polypeptide 573
polypharmacy 402
polyphyodont 403
polyphyodonty 403
polypnea 402
polyribosome 573
polysaccharide 405
polysiloxane 572
polysome 572
polysulﬁde 572
polysulﬁde rubber impression 572
polysulﬁde rubber impression material 572
polysulfone 572
polysurgery 522
polysynaptic reﬂex 403
polysyndactyly 402
polytetraﬂuoroethylene 503
polyurethane 572
polyuria 405
polyvinyl siloxane 572
polyβ-hydroxybutyrate 572
pons 140

pontic 574
pontic of root extension type 600
pontic porcelain tooth 574
pontine taste area 145
pooling of secretions 547
poor localization of toothache 277
poor oral hygiene 190
poorly diﬀerentiated adenocarcinoma 433
pop-oﬀ valve 15，482
population 569
population approach 571
population census 214
population dose equivalent 291
population eﬀective dose 291
population eﬀective dose equivalent 291
population equivalent dose 291
population exposure 291
population prospects 311
population statistics 322
population strategy 571
porcelain 445
porcelain baking 445
porcelain bridge 566
porcelain build-up method 445
porcelain faced cast crown 446
porcelain facing tooth 371
porcelain ﬁring 445
porcelain ﬁring method 445
porcelain for metal bonding 152
porcelain for metal-ceramics 597
porcelain furnace 445
porcelain fused to metal 445
porcelain fused to metal crown 445
porcelain inlay 445，566
porcelain jacket crown 566
porcelain laminate veneer 566
porcelain tooth 445
pordelain fused to metal crown 445
porencephalia 206，477
poriomania 481
Porion 572
porokeratosis 110
porosity 126
porosity rate 126
porous 402
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porous body

Ｐ

porous body 402
porous material 402
porphyria 573
porphyrin 573
porphyrinogen 573
Porphyromonas endodontalis 573
Porphyromonas gingivalis 573
port wine mark 566
portable conversation assistance device 165
portable dental chair 165
portable dental equipment 165
portfolio 566
position 391
position indicating device 22
position sense 22
positioned ﬂap operation 282
positioner 568
positioning 22
positioning gauge 568
positive aspect 203
positive contrast medium 605
positive end-expiratory pressure 211，293，
502
positive image 568
positive negative pressure breathing 603
positive negative pressure respiration 603
positive negative pressure ventilation 603
positive predictive value 605
positive pressure respiration 293
positive pressure ventilation 603
positive reinforcement 350
positron 568，605
positron decay 605
positron disintegration 605
positron emission tomography 568，605
Posseltʼs ﬁgure 571
Posseltʼs three dimensional representation
571
post 569
post and core crown 569
post ceramic soldering 8
post ceramic soldering method 8
post crown 569
post dam 203，569
post inlay 569
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post inlay cavity 569
post onlay 569
post traumatic stress disorder 328
postalveolar process cleft 275
postanesthetic analgesia 296
postanesthetic recovery unit 74
postdam 569
posterior band removing pliers 136
posterior bite plate 342
posterior border 305
posterior border movement 208
posterior border movement path 208
posterior border of the maxillary sinus 302
posterior border position of mandible 79
posterior clinoid process 199
posterior compartment 208
posterior composite resin 136
posterior cranial base 204
posterior crossbite 135
posterior denture border 126
posterior disc 113
posterior disc displacement 113
posterior discal folds 184
posterior dislocation of TMJ 85
posterior disocclusion 136
posterior echo 208
posterior facial height 187
posterior fontanelle 307
posterior guidance 569
posterior inclined plane of the eminence 116
posterior lateral nasal arteries 72
posterior lingual gland 201
posterior maxillary alveolar osteotomy 301
posterior maxillary osteotomy 301
posterior nasal aperture 207
posterior nasal spine 207
posterior palatal bar 206
posterior palatal seal 184，203
posterior part 207
posterior reference point 208
posterior septal nasal branches 417
posterior superior alveolar artery 198
posterior superior alveolar branches 198
posterior synovial portion 186
posterior synovial pouch 208

powder paper

posterior tooth 135
posterior view 208
postero-anterior cephalogram 311
postero-anterior cranial eccentric projection
205
postero-anterior projection 201
postero-anterior projection of facial bone 121
postero-lateral fontanelle 202
postexodontic infection 491
post-exposure 8
postextraction bacteremia 491
postextraction bleeding 491
postganglionic ﬁber 320
postganglionic neuron 357
postglenoid process 187
posthemorrhage 198
postherpetic neuralgia 395
postherpetic trigeminal neuralgia 395
postmarketing surveillance 283
postmature infant 92
postmortem change 266
postmortem coagulation 265
postmortem examination 179，276，559
postmortem ﬁnding 266
postmortem injury 266
postmortem lividity 283
postmortem stiﬀness 266
postoperative analgesia 296
postoperative bleeding 295
postoperative buccal cyst 295
postoperative infection 295
postoperative infection prophylaxis 295
postoperative irradiation 295
postoperative management 295
postoperative maxillary cast 295
postoperative maxillary cyst 295
postoperative neulargia 295
postoperative pain 296
postoperative parotitis 295
postoperative pneumonia 296
postoperative pulmonary complication 296
postoperative round 295
postoperative scar tissue 296
postoperative shock 295
postoperative treatment radiograph 295

postsurgical management 295
postsurgical orthodontic treatment 295
postsynaptic inhibition 280
postsynaptic membrane 280
postsynaptic potential 280
post-tetanic facilitation 436
post-tetanic potentiation 436，501
posttransfusion hepatitis 602
post-transfusion hepatitis 602
posttraumatic headache 70
posttraumatic neuralosis 70
posttraumatic pain 70
posttraumatic trigeminal neuropathy 70
post-treatment evaluation 239
postural 391
postural hypotension 148，391
posture 272
potassium carbonate 408
potassium hydroxide 332
potassium permanganate 103
potassium sulfate 617
potency ratio 209
potency test 613
potential 368
potential ameloblastoma 49
potential decalciﬁcation eﬃciency 368
potential doubling time 368
potential exposure 368
potential malpractice 368
potential of hydrogen 333，502
potentially lethal damage 368
potentially malignant tumor 368
potion 457
poultice 278，492
Poundʼs line 486
pour resin 460
pour resin technique 460
povidone iodine 571
powder 247，546
powder dust 546
powder for internal use 460
powder-liquid curing method 545
powder-liquid method 545
powder metallurgy 547
powder paper 598
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powder-to-liquid ratio
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powder-to-liquid ratio 545
power 296
power arm 496
power density 496
power display 496
power Doppler imaging 496
power meter 496
power mode 497
power of hydrogen 333，502
power of test 180
power pin 496
power spectrum 496
powerful drug 168
PPD of tuberculin 347
PPE 216
PPS 492
PPV 605
PR 502
Pr 543
practice 183，628
Prader-Willi syndrome 538
pranoprofen 538
PRE 544
preadjusted appliance 539
preadjusted bracket 539
preanesthetic evaluation 577
preanesthetic medication 577
preanesthetic round 577
preauricular incision 273，274
preauricular temporal skin incision 273
precancerous lesion 366
precancerous state 366
precede-proceed model 539
precementum 363
preceramic soldering 576
preceramic soldering method 576
precession 235
precious alloy 125
precious metal 125
precipinogen 425
precipitate 426
precipitation 425
precipitation hardening 353
precipitin 425
precise impression 351
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precision attachment 351，541
precision casting 351
precision type attachment 506
preclinical study 377
preclinical test 377
precocious puberty 270，382
precondylar groove 82
precordial anxiety 144
precordial lead 144
precursor cell 366
precurve 541
predecessor tooth 368
predental period 588
predentin 380
predictability 607
predicted vital capacity 607
prediction 607
predictor 541，607
predilection sites of dental caries 37
predisposition 378
prednisolone 541
prednisolone succinate 541
prednisone 541
preemptive analgia 371
pre-enamel 49
pre-eruptive phase 564
pre-exposure 576
prefabricated abutment 127
preference ratio 265
preformed band 128
preformed crown for the deciduous tooth 470
preganglionic ﬁber 320
preganglionic neuron 359
pregnancy 472
pregnancy epulis 472
pregnancy granuloma 472
pregnancy toxicosis 472
pregnancy-associated gingivitis 472
pregnanediol 541
preignition system 242
preimplantation stage 416
preleukoplakia 375
preliminary examination 607
preliminary impression 22，68，607
preliminary test 607

pressure pain threshold

preliminary treatment 370
preload 375
premature atrial contraction 330，502
premature baby 584
premature cardiac complex 123
premature contact 379
premature delivery 381
premature dementia 286
premature dentition 379
premature eruption 379
premature exfoliation 379
premature infant 381
premature loss 379
premature loss of deciduous tooth 469
premature loss of primary tooth 469
premature rupture of membrane 379
premature spillage 379
premature ventricular contraction 323，503
premaxillary agnathia 589
premedication 375，577
premolar 304，366
premolarization 304
premorbid character 519
premotor area 39
prenatal dentition 373
prenatal period 296
preoperative care 296
preoperative chemotherapy 296
preoperative evaluation 296
preoperative examination 296
preoperative irradiation 296
preoperative radiograph 296
preoperative round 296
preosteoblast 368
prepable abutment 541
preparation 165，369
preparation examples 345
preparation for investment 575
preparation of abutment tooth 276
preparation of lingual wall 361
preparation of root 233
preparation of the wax pattern 634
preparation pulse 299，368，539，541
preparation scissors 487
preparations manufactured by pharmacy 598

preparatory stage 299
prepared anchorage 299
prepared root canal for dowel 569
preprosthetic treatment 571
preprosthodontic orthodontic treatment 571
prepubertal periodontitis 369
presbycusis 630
presbyopia 629
preschool age 366，604
preschool child 604
prescribed industrial disease 145
prescribed torque value 129
prescription 315
prescription medication 315
presenile 315
presenile dementia 315
present status 180
present status of tooth 314
present tooth 178
preservability 570
preservation 424，570
preservative 570
preserved blood 570
press ﬁt 541
press technique 6
pressing fracture 7
pressing hemostasis 7
pressmolding technique 67
pressor 6
pressoreceptor 6
pressure algometer 7
pressure algometry 67
pressure anesthesia 7
pressure atrophy 6
pressure casting 67
pressure casting apparatus 67
pressure impression 67
pressure indicating paste 541
pressure investing 67
pressure-limited ventilator 287
pressure mark on buccal mucosa 144
pressure necrosis 6
pressure pain 6
pressure pain algometer 11
pressure pain threshold 6
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pressure pain thresholdmeter
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pressure pain thresholdmeter 11
pressure-preset ventilator 287
pressure reversal 6
pressure sensation 6
pressure-sensitive occlusal sheet 106
pressure sensitive probe 124
pressure side 7
pressure ulcer 313
pressure welding 6
presurgical orthodontic treatment 296
presurgical preparation 296
presynaptic inhibition 280
presynaptic membrane 280
preterm infant 379
preterm low weight birth 379
pretrigeminal neuralgia 368
prevalence rate 601
preventing false recognition 224
prevention 608
prevention of light-transmittance 286
prevention of periodontal disease 269
preventive administration 608
preventive beneﬁt 608
preventive dentistry 608
preventive drug 608
preventive guidance 608
preventive irradiation 608
preventive measure 608
preventive medicine 608
preventive orthodontic treatment 608
preventive orthodontics 608
preventive preparation 608
preventive sealing 303，608
preventive social welfare 608
preventive treatment 608
previtamin D 541
Prevotella corporis 541
Prevotella denticola 541
Prevotella intermedia 541
Prevotella loescheii 541
Prevotella melaninogenica 541
pre-wedge 541
pre-wedging 541
PRF 496，502
Price-Jones curve 537
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prick pain 276
pricking pain 243
prickle cell layer 600
pride 276
Priessnitz compress 539
primal trauma 176
primary 181，315
primary aﬀerent depolarization 22
primary aid 312
primary aldosteronism 181
primary amyloidosis 181
primary beam 23
primary biliary cirrhosis 181
primary bond 22
primary care 537
primary cartilage 23
primary cementum 180
primary closure 23
primary complex 312
primary culture 314
primary dentin 180
primary dentition 470
primary dentition period 470
primary doctor judgement on long-term care
294
primary eﬀect 315
primary ending 22
primary ﬁbrinolysis 22
primary ﬂasking 23
primary focus 182，315
primary healing 23
primary health care 537
primary hyperlipemia 181
primary hypogonadism 181
primary immunodeﬁciency syndrome 182
primary intraosseous carcinoma 181
primary investing 23
primary irritative type contact dermatitis 22
primary lesion 182，315
primary medical care 22
primary medical care service 22
primary nasal cavity 179
primary nerve ending 22
primary occlusal trauma 22
primary occlusion 469

profilogram

primary odor 180
primary oral cavity 22
primary pain 182
primary palate 22
primary polymerization 608
primary prevention 23
primary pulmonary hypertension 182
primary radiation 23
primary response 22
primary sclerosing cholangitis 181
primary shock 22
primary solid solution 22
primary splinting 22
primary stabilization 312
primary stomatitis 181
primary structure 22
primary suture 23
primary taste 131
primary X-ray 22
primate space 624
primer 537
priming adhesive system 36
priming wet bonding system 36
primitive nasal septum 179
primitive palate 179
primitive reﬂex 179
primitive urine 181
primordial cyst 179
principal action 294
principal agent 297
principal component analysis 295
principal factor analysis 287
principal ﬁber 295
principal ﬁbers of periodontal ligament 267
principal trigeminal sensory nucleus 247
print-out eﬀect 597
prion 539
prism core 308
prism-shaped root 395
prism sheath 308
prismless enamel 588
prison reaction 188
private nursing home 602
private residential home 602
proactive facilitation 299

proactive inhibition 299
probability 91
probability distribution 91
proband 571
probationary administration 265
probe 391，409，532，542
probing 542
probing attachment level 542
probing chart 542
probing depth 542
probing measurement 542
probing pocket depth 542
probing pressure 542
problem-based learning 596
problem list 544
problem-oriented medical record 596
procainamide 542
procainamide hydrochloride 542
procaine 542
procaine hydrochloride 542
procaryote 176
processing 543
processing of X-ray ﬁlm 47
processing procedure 315
procollagen 542
procollagen peptidase 542
prodromal radiation syndrome 366
prodrug 543
product inhibition 347
productive inﬂammation 382
productivity 543
pro-enzyme 542
profession 544
professional abrasion 312
professional care 544
professional disease 312
professional mechanical tooth cleaning 544
professional oral care 377
professional tooth cleaning 544
proﬁle 544
proﬁle distribution 544
proﬁle line 387
proﬁle record 386
proﬁle type 387
proﬁlogram 544
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profit and loss statement
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proﬁt and loss statement 390
profound mental retardation 235
progenia 80
progenitor cell 366
progeria 383
progesterone 59，542
prognathia 302
prognathism 89
prognosis 607
programming language 542
progressive bone cavity 322
progressive change 322
progressive condylar resorption 322
progressive facial hemiatrophy 322
progressive gangrenous rhinitis 322
progressive gangrenous stomatitis 46
progressive loading 407
progressive multifocal leukoencephalopathy
322
progressive muscular atrophy 322
progressive muscular dystrophy 151，322
progressive replacement resorption 322
progressive side shift 542
progressive supranuclear palsy 322
progressive systemic scleroderma 322
progressive systemic sclerosis 322
projectile vomiting 546
projection 443
projection angle 443
projection data 443
projection of sensation 107
projection plane 443
projection proﬁle 443
prokaryote 176
prolactin 545
proliferation 381
proliferation stage 381
proline 545
prolonged action 275
prolonged action preparation 265
prolonged apnea 365
prolonged dislocation 425
prolonged expiration 211
prolonged exposure 365，421
prolonged fracture 425
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prolonged retention of deciduous tooth 497
prolonged retention of primary tooth
469，497
prolyl hydroxylase 545
promethazine 544
promethazine hydrochloride 544
promoter 314，385
promoter gene 544
Pronasale 544
pronase 544
prone position 528
pronunciation 489
pronunciation test 489
proof stress 399
propagation velocity 442
propellants 546
proper saliva 225
properdin 544
prophase 366
prophylactic administration 608
prophylactic inoculation 608
prophylactic neck dissection 608
prophylactic sealant 303
prophylactic sealing 608
prophylactic technique in dental caries
prevention 37
prophylactic treatment 608
prophylaxis 608
prophylaxis guideline 608
Propionibacterium 544
propionic acid 544
propitocaine 544
propitocaine hydrochloride 544
propofol 544
proportion of people aged 65 and over 209
proportion of those 65 years and older 209
proportional counter 521
proportional limit 521
proportional of mortality indicator 215，502
propositus 571
propranolol 544
proprietary drug 24
proprioception 225
proprioceptive reﬂex 266
proprioceptive sensibility 225

protozoiasis

proprioceptor 225
propylene glycol 544
prosopoplegia 120
prosoposchisis 122
prosopospasm 120
prospective cohort study 576
prospective study 163，576
prostacyclin 543
prostaglandin 543
prostaglandin E2 543
prostaglandin synthetase inhibitor 543
prosthesis 126，321，543，571
prosthetic appliance for swallowing disorder
55
prosthetic dentistry 257
prosthetic foot 128
prosthetic group 567
prosthetic inadaptation 127
prosthetic leg 128
prosthetic limb 126
prosthetic neurosis 126
prosthetic restoration 571
prosthetics for defected jaw 91
Prosthion 543
prosthodontic treatment 571
prosthodontics 257
prostration 147
protamine 543
protamine sulfate 543
protease 411，543
protection 559
protective 515
protective agent 560
protective apron 560
protective barrier 560
protective clothing 560
protective device 560
protective drug 568
protective eﬀect 117，560
protective glove 560
protective goggles 560
protective layer 568
protective lead 560
protective muscle splinting 559
protective screen 560

protective shielding 560
protector 388
protein 411
protein A 543
protein adsorption 411
protein binding rate 411
protein-energy malnutrition 411
protein kinase 543
protein phosphatase 543
protein synthesis inhibitor 411
proteinase 543
proteinuria 411
proteoglycan 543
proteolipid 543
proteolytic enzyme 411
proteolytic theory 411
prothesis for defected jaw 91
prothrombin 543
prothrombin time 543
prothrombin time-international normalized
ratio 503，543
prothrombinopenia 543
protist 180
protocol 331
protocollagen 543
protocone 543
protoconid 543
protoconule 543
protomer 543
proton 543，604
proton density 544
proton density image 544
proton density-weighted image 544
proton radiation therapy 605
proton relaxation enhancement 544
proto-oncogene 110
protoplasm 177
protoplasmic fracture face 503
protoplasmic poison 177
protoplast 177
protostylid 543
prototroph 176
protozoa 181
protozoa disease 181
protozoiasis 181
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protozoology

Ｐ

protozoology 181
protraction headgear 526，543
protractor 543
protrusion 566
protrusive border movement 376
protrusive border movement path 376
protrusive condylar path 376
protrusive facet 376
protrusive incisal path 376
protrusive interocclusal record 376
protrusive jaw relation 376
protrusive movement of mandible 376
protrusive sliding movement 376
protuberance 453
provisional crown 246，544
provisional denture 246，544
provisional hemostasis 23
provisional implant 544
provisional restoration 544
provisional splint 544
provitamin A 544
provitamin D 544
provoked pain 601
proximal 148
proximal attrition 621
proximal bone segment 148
proximal cavity 621
proximal contact 621
proximal contact point 621
proximal groove 621
proximal half crown 542
proximal opening angle 74
proximal plate 621
proximal surface 621
proximal surface caries 621
proximal tubule 148
PRP 402
PRV 163
PS 483
psalidodont 487
psammoma 243
PSC 181
pseudoachondroplasia 128
pseudoankylosis 125
pseudoarthrosis 125
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pseudobulbar aﬀect 308
pseudobulbar palsy 94
pseudocholinesterase 126
pseudocolor display 126
pseudo-conditioning 126
pseudocyst 131
pseudo-dynamic study 299
pseudoexposure of pulp 94
pseudogout 128
pseudohermaphroditism 94
pseudohypertrophy 94
pseudohyphae 94
pseudohypoaldosteronism 128
pseudohypoparathyroidism 62，94，128
pseudolymphoma 148
pseudomandibular protrusion 94
pseudomedian cleft 128
pseudomembrane 131
pseudomembranous candidiasis 132
pseudomembranous inﬂammation 131
pseudomembranous stomatitis 132
pseudometaplasia 124
Pseudomonas 291
Pseudomonas aeruginosa 619
pseudomucinous cystoadenoma 130
pseudomycetes 125
pseudopanoramic image 127
pseudopodia 128
pseudoptyalism 128
pseudoxanthomatous cell 125
PSF 440，442
psittacosis 59
PSL 127
psoriasis 117
psoriasis vulgaris 324
psoriatic arthritis 117
PSP 322
PSW 347
psychedelic drug 346
psychiatric conditions 346
psychiatric evidence 346
psychiatric social worker 347
psychiatry 346
psychic energy 328
psychic interaction 346

public health agency

psychic trauma 328
psychoanaleptic 347
psychodrama 331
psychogenic disease 317
psychogenic pain 317
psychogenic polydipsia 317
psychogenic reaction 317
psychologic assessment 331
psychological care 347
psychological characteristics 331
psychological condition 347
psychological dependence 347
psychological desensitization 331
psychological development 347
psychological impairment 331
psychological medicine 346
psychological mental satiation 328
psychological satiation 328
psychological stress 331
psychological test 331
psychology 331
psychometry 331
psychomimetic agent 346
psychomotor seizure 346
psychoneurological disease 347
psychoneurosis 347
psychopathy 347
psychophysical color 331
psychosedation 347
psychosis 347
psychosocial 331
psychosocial pain inventory 331
psychosomatic correlation 324
psychosomatic dentistry 347
psychosomatic disease 324
psychosomatic disorder 324
psychosomatic interaction 324
psychosomatic medicine 324
psychostimulant 347
psychotherapy 331，347
psychotomimetic drug 346
psychotropic drug 200
psychrometer 278
psychrophilic bacteria 430
PT 613

PTA 503
PTC 544
PTCA 166
pterygoid branches 607
pterygoid canal 607
pterygoid extension implant 606
pterygoid ﬁssure 607
pterygoid fossa 607
pterygoid fovea 607
pterygoid hamulus 607
pterygoid process 606
pterygoid venous plexus 607
pterygomandibular fold 607
pterygomandibular ligament 607
pterygomandibular raphe 607
pterygomandibular space 607
Pterygomaxillare 535
pterygomaxillary ﬁssure 535，606
pterygopalatine fossa 606
pterygopalatine ganglion 606
pterygopalatine suture 607
PTFE 503
PTH 529
PT-INR 503，543
Ptm 535，606
ptosis 110
PTSD 328
PTV 163
ptyalectasis 399
ptyalism 401
ptyalolithiasis 403
ptyalolithotomy 403
ptyalorrhea 401
Pu 540
pubertal growth spurt 270
pubertal periodontitis 270
puberty 270
puberty gingivitis 270
public assistance 203
public dental health 198
public exposure 198
public health 197
public health activity 197
public health administration 41
public health agency 41
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public health center
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public health center 568
public health eﬀort 197
public health nurse 568
public health service 197
public insurance of the elderly care 203
public nuisance 184
public social welfare services 203
publicly-funded health care 207
puerperal endometritis 248
pull-through operation 540
pullout test 506
pulmonary anthrax 483
pulmonary arterial pressure 483
pulmonary artery atresia 483
pulmonary artery wedge pressure 483
pulmonary blood ﬂow 482
pulmonary capillary wedge pressure
483，485
pulmonary circulation 483
pulmonary circulation time 483
pulmonary compliance 482
pulmonary congestion 481
pulmonary diﬀusing capacity 481
pulmonary edema 483
pulmonary embolism 483
pulmonary emphysema 482
pulmonary ﬁbrosis 483
pulmonary ﬂow resistance 482
pulmonary function test 212
pulmonary gangrene 481
pulmonary hypertension 482
pulmonary insuﬃciency 483
pulmonary overinﬂation 482
pulmonary proteinosis 485
pulmonary regurgitation 483
pulmonary segment 482
pulmonary shunt 483
pulmonary stenosis 483
pulmonary surfactant 484
pulmonary tuberculosis 482
pulmonary valve 483
pulmonary ventilation 482
pulmonary volume 482
pulp amputation 272，409
pulp capping 531
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pulp capping agent 531
pulp cavity 271
pulp cell 271
pulp chamber 332
pulp chamber retention 333
pulp devitalization 277
pulp devitalizing agent 271
pulp disease 271
pulp examination 271
pulp exposure 633
pulp extirpation 491
pulp gangrene 271
pulp horn 332
pulp hyperemia 271
pulp necrosis 271
pulp polyp 272
pulp remnant 249
pulp sedative 272
pulp stone 271
pulp test 271
pulp tester 271
pulpal blood ﬂow 271
pulpal calciﬁcation 272，355
pulpal ﬂoor 333
pulpal injury by cutting 357
pulpal wall 333
pulpectomy 271，491
pulpectomy under anesthesia 577
pulpitis 271
pulpitis ascendens 305
pulpitis of deciduous tooth 469
pulpo-axial line angle 333，453
pulpotomy 272，409
pulsatility index 487
pulse 495，585
pulse duration 496
pulse interval 496
pulse method 496
pulse monitor 585
pulse oximeter 496
pulse oximetry 496
pulse pressure 585
pulse repetition frequency 496
pulse repetition period 496
pulse sequence 496

pyrophosphatase

pulse structure 496
pulse wave 585
pulse width 496
pulsed Doppler echonography 496
pulsed Doppler method 496
pulsed laser 496
pulsed wave 496
pulseless disease 585
pulseless electrical activity 589
pulsus alternans 196
pulverization 546
pumice powder 532
pumping manipulation technique 501
punched-out appearance 38
punctate 368
puncture 368，369
puncture probe 369
puncture wound 274
punctured wound 274
pupillary reaction 445
pupillary reﬂex 445
pure culture 299
pure red cell anemia 203
pure red cell aplasia 353
pure saliva 299
pure titanium 299
pure tone 298
purgative 286
puriﬁed protein derivative of tuberculin 347
puriﬁed water 347
purine 540
purine bases 540
purine nucleotide 540
puromycin 517
purpura 283
purpura angioneurotica 170
purpura nephritis 283
purpura simplex 409
purpuric drug eruption 283
purulent 101
purulent arthritis 101
purulent glossitis 101
purulent inﬂammation 101
purulent lymphadenitis 101
purulent parotitis 101

purulent pyogenic septic arthritis 101
purulent submandibular sialoadenitis 101
purulent suppurative arthritis 101
pus 476
push back method 534
pustular psoriasis 478
pustule 478
putrefactive infected root canal 535
putrescine 535
putrid inﬂammation 535
PVC 323，503
pyarthrosis 115
pyelonephritis 317
pyemia 477
pyknosis 90
pylon 128
pyoarthrosis 115
pyocyanin 504
pyocyte 477
pyoderma 478
pyogen 101
pyogenic 101
pyogenic bacillus 101
pyogenic granuloma 477
pyogenic inﬂammation 101
pyramidal cell 333
pyramidal fracture 333
pyranose 521
pyridine nucleotide 521
pyridinoline 521
pyridone carboxylic acid antibacterials 521
pyridoxal 521
pyridoxal calcium 521
pyridoxal calcium phosphate 521
pyridoxal phosphate 521
pyridoxal phosphate hydrate 521
pyridoxine 521
pyridoxine hydrochloride 521
pyrimidine 521
pyrimidine nucleotide 521
pyrine rash 521
pyrogen 492
pyrogenic substance 492
pyrolysis 474
pyrophosphatase 522
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pyrophosphate

pyrophosphate 522
pyruvate-formate lyase 521
pyruvic acid 521
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QA 522
QC 522
QCT 135，434
qi 123
qi counterﬂow 125
qi deﬁciency 125
qi stagnation 128
QLF 434
QOL 18，133，344
QRS complex 133
QT interval 139
quad-helix 162
quad-helix appliance 162
quadriplegia 269
qualiﬁer 517
qualitative analysis 432
qualitative character 278
quality assurance 522
quality assurance program 522
quality audit 522
quality control 350，522
quality criteria 522
quality factor 369
quality of life 18，133，344
quality of life on the oral health 189
quality of medical service 29
QuantiFERON 156
QuantiFERON TB-2G 156
quantitative analysis 434
quantitative character 618
quantitative computed tomograpy 434
quantitative-CT 135
quantitative determination of serum protein
173
quantitative light-induced ﬂuorescence 434
quantitative precipitin reaction 434
quantity of light 209
quantity of nutrient intake 42
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quantum mottle 618
quantum noise 618
quantum number 618
quantum status 617
quantum theory 618
quarantine 176
quarantine infectious disease 176
quarantine law 176
quark 156
quartz 353
quartz glass 353
quartz investing material 353
quartz investment 353
quasi drug 28
quenching 140，156
questionable caries under observation 252
questioning method 278
questionnaire method 14
questionnaire on meal 231
quick-heating 139
quick-heating investment 139
Quincke edema 155
quinidine 129
quinidine sulfate 129
quinidine sulfate hydrate 129
quinolones 131
quinsy 558
quorum sensing 156
quotient 272

Ｒ
R 628
R plasmid 396
R-rad conversion factor 628
RA 116，613
Ra 226 610
race determination 324
racemase 610
racemization 610
rachischisis 354
rachitic rosary 160
rachitis 160
rachitism 160

radiodiagnosis

rad 610
radial artery 445
radial imaging 609
radial ray 561
radial scan 610
radiance factor 561
radiant energy 561
radiant intensity 561
radiant ray 530
radiating pain 560
radiation 561
radiation biology 562
radiation cancer 562
radiation carcinogenesis 563
radiation caries 562
radiation cataract 563
radiation contrast 562
radiation damage 562，563
radiation detector 562
radiation dosage 563
radiation dose 563
radiation dose unit 563
radiation dosimetry 563
radiation eﬀect 562
radiation exposure 563
radiation hazard 562
radiation hormesis 563
radiation-induced cancer 563
radiation-induced tumor 563
radiation injury 562
radiation monitor 562，563
radiation monitoring 563
radiation mucositis 561，563
radiation necrosis 562
radiation oncology 562
radiation oral death 562
radiation osteomyelitis 562
radiation physics 563
radiation protection 563
radiation protection guide 563
radiation protection guideline 563
radiation protection regulation 563
radiation protection standard 563
radiation quality 369，562
radiation response 562

radiation risk 563
radiation sensitization 562
radiation shield 562
radiation stomatitis 562
radiation syndrome 562
radiation teratogenesis 563
radiation therapy 563
radiation therapy with sealed source 584
radiation thermometer 561
radiation treatment planning 563
radiation weighting factor 562
radiation worker 562
radiational administration 562
radiational administrator 562
radical neck dissection 231
radical operation 231
radical polymerization 610
radical scavenger 610
radical treatment 231
radiculalgia 319
radicular cyst 267
radicular granuloma 267
radicular pulp 266
radiectomy 267
radioactivation 561
radioactive cecium 561
radioactive contamination 563
radioactive decay 561
radioactive disintegration 561
radioactive equilibrium 564
radioactive fallout 561
radioactive half-life 561
radioactive iodine 561
radioactive isotope 610
radioactive material 561
radioactive nuclide 561
radioactive pollution 563
radioactive substance 561
radioactive tracer 561
radioactive waste 561
radioactivity 563
radioautography 610
radiochemistry 561
radiodermatitis 563
radiodiagnosis 562
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radiofrequency
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radiofrequency 610
radiofrequency coil 1
radiofrequency pulse 1
radiofrequency signal 1
radiofrequency wave 610
radiograph 47
radiographic apex 46
radiographic cassette 562
radiographic contrast 47
radiographic diagnosis 47，562
radiographic ﬁlm 47
radiographic ﬁndings 46
radiographic image interpretation 451
radiographic latent period 46
radiographic marker 610
radiographic mottle 47
radiographic technique 47
radiographical apex 46
radiographical examination 46
radiography 47
radioimmunoassay 564，593，610
radioimmunodiﬀusion 561
radioimmunoelectrophoresis 561
radioisotope 561，610
radioisotope drug 561
radiologic interpretation 451
radiological hazard 562
radiological technologist 331
radiologist 562
radiology 561
radiology equipment 562
radiology information system 561
radiology technician 331
radiolucency 47，563
radiolucency at the apex 230
radiolucent 47
radiomimetic 562
radionecrosis 562
radionuclide 561
radio-osteomyelitis 562
radio-osteonecrosis 562
radiopacity 47
radiopaque 47，563
radiopaque material 563
radiopharmaceutical 561

866

radiophotoluminescence 610
radioprotective agent 563
radioprotective substance 563
radioprotector 563
radioresistance 563
radiosensitivity 562
radiosensitization 562，563
radiosensitizer 563
radiostomatitis 562
radiosurgery 294，610
radiotherapy 563
radiotherapy prosthesis 563
radiotherapy-induced hyposalivation 562
radium 610
radium 226 610
rake angle 337
RALS 54，616
Raman eﬀect 611
Raman scattering 611
Raman spectroscopy 611
Ramfjord plaque index 611
ramiﬁcation of root canal 228
rampant caries 612
Ramsay Hunt syndrome 611
Ramsay Huntʼs syndrome 611
ramus graft 79
ramus inclination 79
ramus mandibular 79
ramus of mandible 79
ramus plane 78，79
rancidity 250
Randall method 612
RANDO phantom 612
random 588
random burst theory 612
random coil 612
random error 91，155
random sampling 588
random variable 91
randomized clinical test 588
randomized clinical trial 588
randomized controlled trial 588
range 513
range of motion 100
range of mouth opening 68，69

recipient site

rank correlation coeﬃcient 288
ranula 103
rapid acting developer 326
rapid development 326
rapid expansion 139
rapid expansion appliance 139
rapid eye movement 627
rapid-ﬁre 139
rapid-ﬁre investment 139
rapid heating 139
rapid induction 139
rapid maxillary expansion appliance 139
rapid sequence induction 139，326
rapidly progressive glomerulonephritis 139
rapidly progressive periodontitis 139
rapport 611
rare earth 129
rare earth elements 129
rare earth magnet 129
rare earth screen 129
rarefaction 131
rarefying osteitis 389
Raschkow plexus 610
rash 509
raspatorium 487
raspatory 487
raspberry tongue 22
ratchet wrench 610
rate equation 385
rate of dissolution 604
rate of water absorption 136
Rathke pouch 610
ratio of the elderly population 209，631
ratio scale 508
rational formula 273
rationalization 209
ray tracing 201，624
Rayleigh scattering 624
Raynaudʼs disease 624
RBE 351
RBF 321
RCM 201
RCT 588
RDA 333
RDS 212

reabsorption 234
reaction of identity 443
reaction of nonidentity 513
reaction of occult blood 367
reaction rate 501
reaction time 500
reactivation 234
reactive arthritis 501
reactive hyperemia 501
reactive periosteal bone formation 501
reactive swelling 501
Reader syndrome 625
readiness 627
readout 608，612
ready casting wax 627
ready made attachment 127
ready made dowel 128
reagent 286
reagin 624
real-time display 277
real-time system 277
reamer 612
reaming 612
reamputation 236
reattachment 236，239
rebase 616
rebellious age 497
rebound phenomenon 499
rebreathing 235
recalciﬁcation 236
recall 613
recall schedule 613
recall system 613
recanalization 237
recapitulation 234
receiver coil 295
receiver operating characteristic curve 1
receptive ﬁeld 298
receptive site 297
receptor 297
receptor potential 297
recession 203，395
recipe 315
recipient 625
recipient site 297，625
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reciprocal anchorage

Ｒ

reciprocal anchorage 383
reciprocal arm 128
reciprocal clicking 383
reciprocal force 383
reciprocal inhibition 132
reciprocal innervation 383
reciprocal movement 382
reciprocal root torque 383
reciprocation 128
reciprocity law 383
recirculating system 235
recognition 239
recognition of disability 301
recognition threshold 472
recoil angle 499
recoil electron 499
recombinant 157
recombinant BMP-2 613
recombinant DNA 157
recommended dietary allowance 42，333
recompensation 483，569
reconstruction of interdental papilla 260
reconstruction of lip 199
reconstruction on lip 199
reconstructive operation 235
reconstructive surgery 235
recontouring 165
record base with occlusion rim 194
record rim 195
recording system 148
recovery 74
recovery heat 74
recovery room 74，613
recruitment 569
recrystallization 235
recrystallization temperature 235
recrystallized microstructure 235
rectal administration 243
rectal anesthesia 424
rectal temperature 424
rectangular collimation 156，423
rectangular ostectomy 559
rectangular wave chart 156
rectangular wave chart method 156
rectangular wire 89，625
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rectiﬁcation 352
rectiﬁcation system 352
rectiﬁer 352
rectiﬁer tube 352
rectum 424
recumbent position 67
recurarization 234
recurettage of socket 491
recurrence 239
recurrent aphtha 239
recurrent aphthous stomatitis 239
recurrent caries 239
recurrent dislocation 501
recurrent fever 68
recurrent herpetic stomatitis 239
recurrent inhibition 497
recurrent laryngeal nerve paralysis 497
recurrent nerve paralysis 497
recurrent parotitis 239
recurrent parotitis of children 309
recurrent periodontitis 239
recurved spring 530
recusation 131
recycle 613
red blood cell 356
red blood cell enzyme defect 356
red blood corpuscle 356
red bone marrow 353
red halo 183
red muscle ﬁber 356
red thrombus 353
rediﬀerentiation 239
redistribution 239
redox polymerization 627
redox potential 246
reduced enamel epithelium 395
reduced hemoglobin 110
reducible 528
reducing sugar 110
reducing valve 176
reducing zone 110
reductase 110
reduction 110，182，350，528
reduction and ﬁxation of luxated tooth 404
reduction with traction 176

regression analysis

reductional operation of tumor 297
Reed-Sternberg cell 612
Reed-Sternberg giant cell 612
re-emerging infectious disease 235
re-entry 613
re-eruption 240
re-evaluation 239
re-evaluation of drug eﬃcacy 598
refered pain 446
reference 300
reference dosimeter 127，616
reference ﬁlm 248
reference level 247
reference line 127
reference man 518
reference person 518
reference phantom 127
reference plane 127
reference point 127
reference scan 616
reference standard 518
reference value 127
referred pain 122
reﬂectance 498
reﬂected-light illumination 498
reﬂecting mirror 498
reﬂection 498
reﬂex 498
reﬂex apnea 498
reﬂex arc 498
reﬂex epilepsy 498
reﬂex inhibiting posture 19，498
reﬂex inhibition 498
reﬂex movement 498
reﬂex saliva 498
reﬂex sympathetic dystrophy 498
reﬂex time 498
reﬂex tonus 498
reﬂux esophagitis 132
refocusing 235
refocusing pulse 235
refraction 156
refraction angle 157
refraction anomaly 156
refractive index 157

refractoriness 392
refractory anemia 527
refractory cast 392
refractory epilepsy 463
refractory infection 463
refractory material 392
refractory model 392
refractory model material 392
refractory period 527
refractory periodontitis 463
refractory stomatitis 463
refracture 235
refrigerant 352
refuse 317
regeneration 236
regeneration treatment 236
regenerative endodontics 271
regenerative medicine 236
regenerative power 236
regenerative therapy 236
region 412，617
region of interest 113
regional analgesia 146
regional anesthesia 146
regional block 146
regional comprehensive support center 412
regional conclusion medical 412
regional health care planning 413
regional health care supporting hospital 412
regional hypothermia 146
regional injection therapy 146
regional lymph node 314
regional lymph node metastasis 314
regional medical concept 412
regional medical cooperation system 412
regional medical nursing care integrated fund
412
regional odontodysplasia 177
regional perfusion 145
register of dental practitioners 254
registered dietitian 122
registration of hinge axis 522
Regnoli operation 625
regression 68，392，393
regression analysis 68
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regressive

Ｒ

regressive 393
regressive change 393
regular examination 430
regular reﬂectance 350
regular transmittance 350
regular type 625
regulator 422
regulator enzyme 422
regulator gene 422
regulatory enzyme 422
regulatory gene 422
regurgitation 132，453
rehabilitation 130，615
rehabilitation consultation center for the
disabled 300
rehabilitation facilities for physically disabled
persons 300
rehabilitation of occlusal function 194
Reid base line 609
Reilly phenomenon 624
reimplantation 236，238
reinforced anchorage 83
reinforced zinc oxide eugenol cement 140
reinforcement schedule 141
reinforcement wire 567
reinforcer 141
reinforcing stimulus 141
reinfusion 258，556
Reiter disease 609
rejection 147
rejection reaction 147
relapse 8，239
relation of cause and eﬀect 30
relative alveoplasty 382
relative biological eﬀectiveness 351
relative growth 382
relative increment of decay 1
relative metabolic rate 50，382
relative pocket 94
relative refractory period 382
relative refractory phase 382
relative risk 382
relaxation phenomenon 122
relaxation rate 122，123
relaxation section 181
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relaxation splint 619
relaxation suture 181
relaxation technique 260
relaxation therapy 261
relaxation time 122
relaxed lip posture 199
release 564
release incision 181
release therapy 75
reliability 330
reliability coeﬃcient 330
relief 619
relief area 112
relief chamber 112
relief suture 181
relief system 106
relief system for suﬀerers from adverse drug
reactions 27
relieving period 593
reline 619
relining 619
relining material 619
REM 627
REM sleep 627
remainder tissue 479
remaining root 247
remaining taste 7
remaining tooth 250
remedy 425，597
remineralization 236
remission 106
remittent fever 276
remnant 229
remnants of meal 248
remodeling 616
remodeling of bone 219
remote afterloading system 54，616
remount cast jig 616
remount record 616
remounting jig 616
remounting on articulator 194
remounting record marking 263
removable appliance 100
removable bridge 100
removable connection 100

reshaping remaining teeth

removable denture 100，600
removable die 100
removable orthodontic appliance 99
removable partial denture 535
removable partial prosthodontics 536
removable prosthesis 100
removable retainer 100
removable space maintainer 100
removable splint 100
removal knob 616
removal of deep lobe of parotid gland 257
removal of foreign body from maxillary sinus
448
removal of melanin pigmentation 592
removal of pulp chamber ceiling 438
removal of pulp chamber roof 438
removal torque value 312
renal anuria 325
renal blood ﬂow 321
renal circulation 324
renal compensation 325
renal corpuscle 324
renal edema 325
renal failure 330
renal hypoplasia 328
renal insuﬃciency 330
renal osteodystrophy 324
renal pressor substance 324
renal rickets 324
renal transplantation 317
renal tubular acidosis 329，471
renal tubule 471
renin 627
renin-angiotensin system 627
rennin 628
renovascular hypertension 321
reoxygenation 235
repair 292，293
repair of denture components 126
reparative dentin 292
reparative granuloma 292
repeat wave 615
repetition frequency 158
repetition time 158，428
repetitive saliva swallowing test 1

rephase 235
rephasing 235
rephasing pulse 616
repititive saliva swallowing test 501
replacement 414
replacement arthroplasty 85，115
replacement of a broken or lost prosthetic tooth
381
replacement root resorption 414
replacement therapy 569
replantation 236
replastic operation 466
replica-plating method 627
replication 531
replicon 627
repolarization 239
repopulation 237
report on regional public health services and
health promotion services 413
reposition 350
reposition and ﬁxation of jaw bone 87
reposition of displaced articular disc 84
reposition of frenulum 308
reposition of frenum 308
repositioning appliance 616
representation 519
repressor 627
reproducibility 235
reproduction 346
reproduction of oral detail 239
reproductive death 382
reproductive hypha 346
reproductive inhibition 236
required arch length 513，613
rER 390
RES 241
rescue apparatus 134
rescue tube 626
resection 358
resection of elongated styloid process 96
resection of mandible 80
resection of maxilla 302
reservoir 602
reservoir bag 212
reshaping remaining teeth 613
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resident flora
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resident ﬂora 431
resident macrophage 235
residential care facilities for intellectually
disabled people 416
residual alveolar ridge 250
residual concentration of food additive 314
residual cyst 245，250，251
residual infection 251
residual monomer 251
residual mucous membrane 89
residual nitrogen 250
residual pulp 249
residual radiation 251
residual radicular cyst 251
residual radioactivity 251
residual ridge 89，250
residual ridge resorption 89
residual strain 251
residual stress 251
residual thiosulfate test 251
residual volume 247
resilience 410，625
resilient lining material 410
resin 625
resin-based dental model material 625
resin-based restoration material 625
resin-based restorative material 259
resin bracket 626
resin-bonded bridge 360
resin cap 625
resin cavity 625
resin cement 626
resin coating technique 625
resin composite 232
resin core 625
resin denture base 626
resin disc 626
resin dowel crown 625
resin faced cast crown 626
resin faced pontic 626
resin ﬁlling 626
resin for crown and bridge 261
resin-impregnated layer 294
resin impregnation method 625
resin inlay 625
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resin insertion instrument 626
resin jacket crown 626
resin matrix 579
resin-modiﬁed glass ionomer cement 626
resin post 626
resin restoration 626
resin shell technique 625
resin tag 626
resin tooth 625
resinous temporary ﬁlling material 625
resistance 396
resistance form 431
resistance index 431
resistance plasmid 396
resistance transfer factor 396
resistance vessel 431
resistant bacteria 396
resistive magnet 308
resolution 71，545
resolving power 71，545
resolving time 545
resonance 145
resonance frequency analysis 145，328
resorbable biomaterial 135
resorbable ceramics 135
resorbable membrane 135
resorbable thread 135
resorbing tissue 135
resorcin 626
resorcinol 626
resorption lacuna 135
resorption of root canal wall 228
resorption tissue 135
resource 614
respiration 212
respiration disorder 212
respirator 321
respiratory accessory muscle 213，569
respiratory acidosis 212
respiratory alkalosis 212
respiratory arrest 212
respiratory arrhythmia 212
respiratory capacity 213
respiratory care 212
respiratory center 212

reticular fiber

respiratory chain 212
respiratory compensation 212
respiratory control 212
respiratory dead space 212
respiratory depression 213
respiratory disease 212
respiratory distress 212
respiratory distress syndrome 212
respiratory exchange ratio 212
respiratory failure 212
respiratory ﬂuctuation of blood pressure 212
respiratory function test 212
respiratory insuﬃciency 212
respiratory minute volume 575
respiratory movement 212
respiratory muscle 212
respiratory obstruction 129
respiratory obstruction syndrome 212
respiratory overshoot 212
respiratory pattern 212
respiratory pause 212
respiratory pump 213
respiratory quotient 212
respiratory rate 212
respiratory reﬂex 212
respiratory resistance 212
respiratory standstill 212
respiratory stimulant 212
respiratory therapy 213
respiratory volume 213
respite care 311，626
respite care unit 311，407
respondent conditioning 626
response curve 59
response generalization 501
rest 14，626
rest mass energy 345
rest of organ 379
rest seat 626
resting bite 15
resting expiratory level 14
resting membrane potential 345
resting metabolic rate 14
resting metabolism 14
resting potential 345

resting saliva 14
restoration 292
restorative cement 292
restorative dentistry 292
restorative material 292
restorative resin 292
restrainer 606
restraint treatment 606
restricted mouth opening 69
restriction 201，345
restriction endonuclease 345
restriction enzyme 345
restriction of sweetness 120
restrictive cardiomyopathy 201
restrictive ventilatory impairment 201
restructurization 235，236
resurfacing 116
resurfacing arthroplasty 116
resurfacing implant 116
resuscitation 390
resuscitation cart 390
resuscitator 390
retained ﬂuid 333
retainer 276，571
retaining screw 19
retake 235
retarded eruption 564
retarded tooth replantation 413
retching 62，586
retention 18，424，568，571
retention beads 615
retention channel 568
retention cyst 424
retention cyst of salivary gland 400
retention eﬀect 568
retention force with luting cement 203
retention form 568
retention groove 568
retention period 571
retention type 433
retentive arm 20
retentive force 569
retentive pinhole 568
reticular activating system 594
reticular ﬁber 241

Ｒ
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reticular formation

Ｒ

reticular formation 594
reticular root canal 594
reticular type 594
reticulocyte 594
reticuloendothelial system 241
reticuloendotheliosis 241
reticulosis 241
retinal aldehyde 626
retinitis pigmentosa 594
retinoblastoma 594
retinol 626
retinol acetate 626
retinopathy of prematurity 584
retraction 202，208
retraction archwire 615
retraction spring 615
retractor 71
retractor hook 71
retractor of mouth angle 186
retransfusion 556
retrievable 296
retroactive facilitation 133
retroactive inhibition 133
retroarticular processus 115
retroclination 359
retrocondylar groove 81
retrodiscal groove 57
retrodiscal tissue 113
retroﬁlling 132
retroﬂexion 192
retrogenia 78
retrognathia 78
retrograde amnesia 133
retrograde degeneration 133
retrograde ﬁlling of root canal 132
retrograde infection 133
retrograde mirror 627
retrograde tip 627
retrolenthal ﬁbroplasia 333
retromandibular vein 78
retromolar 188
retromolar pad 627
retromolar triangle 134
retromolar trigone 134
retromylohyoid space 186
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retropharyngeal space 30
retroposition 183
retropreparation 132
retrospective cohort study 38
retrospective study 38，383
retruded contact position 78，208
retruded movement of mandible 202
retruded occlusal position 208
retruded position 202，208
retruded position of condyle 100
retrusive border movement 208
retrusive border movement path 208
retrusive facet 208
retrusive movement of mandible 202
Rettʼs syndrome 627
Retzius line 626
Retzius striae 626
reversal development 500
reversal ﬁlm 500，568，615
reversal learning 132
reverse articulation 196
reverse backaction clasp 615
reverse curve 615
reverse cut 615
reverse pen grip 132
reverse pin porcelain facing tooth 615
reverse pin technique 615
reverse swallow 132
reverse torque 132，615
reverse transcriptase 132
reversed-bite tooth 499
reversed occlusion 499
reverse-pull headgear 526，615
reversibility 82
reversible hydrocolloid impression material
83
reversible pulpitis 82
reward 564
rewarming 528
Reye syndrome 609
RF 610，613
RF coil 1，610
RF pulse 1，610
RF signal 1，610
RFA 145，328

ringless-investing method

Rh antigen 1
Rh blood group 1
Rh blood type 1
Rh-Hr blood group 1
Rh-Hr blood type 1
rhabdomyoblastoma 59
rhabdomyolysis 60
rhabdomyoma 60
rhabdomyosarcoma 60
rhagades 148
rheobase 129
rheology 625
rheometer 625
rheumatic disease 613
rheumatic fever 613
rheumatic myocarditis 613
rheumatic nodule 613
rheumatic purpura 613
rheumatism 613
rheumatoid arthritis 116，613
rheumatoid arthritis of TMJ 86，613
rheumatoid factor 613
rhinitis 504
rhinolalia aperta 74
rhinomanometry 507
rhinoscope 506
rhizagra 267
rhizodontrypy 267
rhodopsin 633
rhomboid inﬁltration anesthesia 617
rhythm of life 344
rhythmic 614
rhythmic segmentation 546
rhythmicity 614
RI 561，610
RIA 564，610
rib graft 633
ribbon-arch 616
riboﬂavin 616
riboﬂavin deﬁciency 616
riboﬂavin sodium phosphata 616
ribonuclease 616
ribonucleic acid 616
ribose 616
ribosomal RNA 616

ribosome 616
ribostamycin 616
ribostamycin sulfate 616
rice gruel 103
Richards type 614
Richmond dowel crown 615
Richter interglobular net 134
rickets 160
Ricketts analysis 613
rickettsia 613
rickettsiosis 613
RID 1
ridden elderly 473
ridge 617
ridge expansion 275，614
ridge lap pontic 615
ridge tuberosity 390
ridit analysis 614
RIE 561
Rieger anomaly 612
Rieger syndrome 612
RIEP 561
rifampicin 616
Riga-Fede disease 613
right shift leukocytic maturation alteration 90
right shift of white blood cells 90
right to life 348
right to live 348
rigid connection 224
rigid retainer 506
rigid support 613
rigidity 96，215，227
rigidity type 141
rim-lock tray 616
rima oris 210
ring artifact 620
ring chromosome 112，621
ring chromosome 18 syndrome 620
ring clasp 620
ring-investing method 620
ring liner 620
ring test 291
Ringer solution 620
ringless casting 620
ringless-investing method 620
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rinsing agent
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rinsing agent 367
ripple 616
RIS 561
risk 126，614
risk-beneﬁt analysis 614
risk communication 614
risk constraint 614
risk diagnosis 614
risk factor 614
risk indicator 614
risk management 614
risk marker 614
risk projection model 614
risorius muscle 304
ritual 126
RLF 333
RM 14
RMR 14，50
RMS granularity 1
RMV 575
RNA 616
RNA dependent DNA polymerase 1
RNA polymerase 1
RNA virus 1
Roach clasp 606，632
roberval balance 38
Robin sequence 633
Robin syndrome 504
Robinson brush 633
robust estimation 110
ROC curve 1
rocket immunoelectrophoresis 632
rocking motion 633
Rockwell hardness 633
rod 118，308
rod-type implant 564
rodless enamel 588
roentgen 628
roentgen unit 628
roentgenographic cephalography 448
roentgenographic cephalometric analysis 448
Rohrer index 632
ROI 113
rokitamycin 632
role playing 632
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role taking 632
roll-ﬂap technique 632
roll-point technique 632
roller bottle culture 632
roller tube culture 632
rolling 6
rolling method 632
rolling-stroke brushing method 632
Rombergʼs test 633
rongeur forceps 217
roof of pulp chamber 332，438
rooﬂess denture 587
room temperature curing resin 299
root amputation 267，545，623
root ankylosis 266
root apex 229
root canal 227
root canal cement 228
root canal cleaning 228
root canal disinfectant 228
root canal disinfection 228
root canal enlargement 227
root canal ﬁlling 228
root canal ﬁlling material 228
root canal ﬁlling method 228
root canal ﬁlling with gutta-percha 98
root canal ﬁlling with paste 214，215
root canal ﬁlling with silver point 153
root canal irrigation 228
root canal isthmus 227
root canal length 228
root canal obturating material 228
root canal obturating method 228
root canal obturation 228
root canal passage 228
root canal plugger 228，623
root canal preparation 227
root canal retreatment 235
root canal sealer 228
root canal system 227
root canal treatment 228
root cap 233
root cap with keeper 123
root caries 233
root cementum 267

RSST

root concrescence 268
root concussion 267
root coverage 233
root coverage surgery 233
root curettage 623
root debridement 623
root-end ﬁlling 132
root-end resection 230，267
root-end surgery 230
root form implant 266
root formation 266
root fracture 267
root hypertrophy 267
root length 267
root lingual torque 267
root mean square granularity 1
root of nose 507
root of tongue 357
root pain 319
root parallelism 267
root planing 623
root proximity 266，623
root resection 230，267
root resorption 266
root resorption of deciduous tooth 469
root separation 267
root surface area 267
root surface caries 233
root surface cavity 233
root symbol 267
root tipping spring 623
root trunk 623
rooting response 408
rootless tooth 588
Rorschach test 632
rose bengal staining test 631
rose bengal test 631
rose spot 494
roseola 494
rosette formation 633
rotameter 633
rotary cutting and grinding instruments 73
rotary cutting instruments 73
rotary cutting machine 73
rotary nickel-titanium instrument 56

rotating anode 73
rotating anode X-ray tube 73
rotation 73，475
rotation advancement ﬂap method 73
rotation advancement method 328
rotation irradiation 73
rotation radiotherapy 73
rotation spring 632
rotation technique 73
rotation wedge 632
rotational displacement 475
rotational double axis method 465
rotational panoramic radiography 73
rotational single axis method 22
rotational three axis method 248
rotational tomography 73
rotatory impression tray 73
Rothia dentocariosa 632
Rotor syndrome 632
rotosonic scaler 633
rouge 623
rough surface 390，611
rough-surfaced endoplasmic reticulum 390
rouleaux formation 628
round bevel 609
round bur 609
round needle 580
round tube 609
round wire 580，609
rounded casting 460
rounded schoulder 609
rounded undercut of cavity 54
route of administration 450
route of infection 117
routine radiography 47
Rouviereʼs node 623
roxithromycin 632
RPA clasp 1
RPG 563
RPGN 139
RPI clasp 1
RQ 212
RR 74，562，613
rRNA 616
RSST 1，501
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RTA
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RTA 329
RTP 563
RTP system 563
rubber base impression material 611
rubber bowl 611
rubber cup 610
rubber elasticity 225
rubber glove 225
rubber impression material 225
rubber rings 225
rubber tip 611
rubber wheel 611
rubberdam 610
rubberdam clamp 610
rubberdam clamp forceps 611
rubberdam dry ﬁeld technique 611
rubberdam frame 611
rubberdam isolation technique 611
rubberdam napkin 611
rubberdam punch 611
rubberdam seat 611
rubberdam template 611
rubella 525
rubella syndrome 525
Rubin-Holt classiﬁcation 623
Rubinstein-Taybi syndrome 623
rudimentary tooth 229
Ruﬃni corpuscle 624
ruﬄed border 488
rumination 499
Rumpel-Leede test 624
runner 603
runner bar 612
Runt disease 612
rupture 412
Russell body 610
Russell PI 610
Russell-Silver syndrome 610
rutin 623

Ｓ
S 363
S-curve 45
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S phase 45
“S” position 46
S/N 322
Sabouraud glucose agar 244
Sabouraud glucose agar medium 244
saccadic eye movement 243
saccadic movement 243
saccharase 243
saccharated pepsin 119
saccharide 450
saccharometabolism 447
SAD 367
saddle angle 443
saddle block 244
saddle graft 244
saddle nose 15
saddle pontic 14
saddle shaped dental arch 14
safelight 15
safelight ﬁlter 15
safety light 14
safety management of personal information
215
safety manager 14
safety margin 14
sagittal Christensen phenomenon 270
sagittal condylar inclination 270
sagittal condylar path 270
sagittal direction 271
sagittal incisal inclination 271
sagittal incisal path 270
sagittal opposing relationship 271
sagittal plane 271
sagittal projection 271
sagittal section image 271
sagittal sliding phenomenon 270
sagittal splitting ramus osteotomy 79
sagittal suture 271
sagittal view 271
salbutamol 245
salbutamol sulfate 245
salicylates 245
saliva 399
saliva collector 400
saliva ejector 483

saturated activity

saliva pump 483
saliva stain 401
saliva stimulating agent 401
saliva substitute 398
saliva test 400
salivary adenoma 400
salivary amylase 399
salivary buﬀering capacity test 400
salivary colic 400
salivary duct carcinoma 400
salivary duct cyst 400
salivary duct reposition 400
salivary ﬁstula 401
salivary ﬂow rate test 401
salivary ﬂow test 401
salivary gland 400
salivary gland calculus 372
salivary gland cancer 400
salivary gland hormone 400
salivary gland scintigram 400
salivary gland scintigraphy 400
salivary gland tumor 400
salivary lactobacillus counts 400
salivary microbial ﬂora 401
salivary occult blood test 400
salivary protein 400
salivary reﬂex 401
salivary secretion 401
salivary secretion rate test 401
salivary secretion test 401
salivary stone 403
salivary viscoidosis 400
salivation 401，617
salivatory nucleus 399
salivolithiasis 403
Salmonella paratyphi 494
Salmonella typhi 416
Salmonella typhimurium 473
salt and pepper appearance 254
salt deﬁciency syndrome 58
saltatory conduction 423
saltiness 58
salvage operation 135
salvage pathway 245
Salzer operation 245

samarium cobalt magnet 244
sample 519
sample mean 519
sample preparation 316
sample size 250
sample survey 519
sample variance 519
sample variation 519
sampling 519
sampling distribution 519
sampling error 519
sand blast 250
sand paper 250
sand paper cone 250
sand paper disc 250
sandblast etching 250
sandplay technique 487
sandplay therapy 487
sandwich occlusal technique 250
sandwich technique 250
sandwich type 250
Sandwith bald tongue 250
sanitary pontic 615
sanitary statistics 41
Sannai arch bar splint 250
SAPHO syndrome 244
sapid substance 585
saponiﬁcation value 176
sapphire implant 244
SAR 506
sarcoid 245
sarcoidosis 245
sarcolemma 151
sarcoma 464
sarcomere 153
sarcopenia 150，245
sarcopenia obesity 245
sarcoplasm 150
sarcoplasmic reticulum 151
SAS 45，336
Sassouni analysis 243
satellite DNA 243
satellite metastasis 41
satiety center 582
saturated activity 566

Ｓ

879

saturated fatty acid

Ｓ

saturated fatty acid 566
saturation pressure 566
saturation pulse 243，566
saturation recovery 566
saucer absorption 245
saucer-shaped defect 245
saucer-shaped resorption 245
saucerization 245
Sauer arch bar splint 242
sausage-string appearance 546
Saxon method 242
SBE 3
SC 547
scab 338
scabies 71
scaﬀold 5，337
scala tympani 215
scale 286
scalene node biopsy 286
scalenectomy 286
scalenotomy 369
scaler 338
scaling 273
scaling and root planing 338
scallop shaped incision 337
scalloped implant 337
scalloped margin 216，570
scalloped shadow 570
scalp ﬂap 448
Scammon general type 24
Scammon growth curves 337
Scammon organic growth curves 337
scan 337，381
scan matrix 337
scan time 337
scanner 337
scanning 337，381
scanning electron microscope 381
scapulohumeral periarthritis 215
scar band 498
scar tissue 498
scarlet fever 305
scarlet stomatitis 305
scatter diagram 250
scattered radiation 251
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scattering 251
scattering angle 251
scavenging system 483
scavenging unit 483
SCD 353，367
Scheie syndrome 253
Schiﬀ base 278
Schiller test 315
Schilling test 316
Schirmer test 316
schizodontism 627
schizophrenia 445
schizophrenic disorder 445
Schmidt arch syndrome 297
Schönlein-Henoch purpura 253
school children 90
school dental health 97
school dental health examination 97
school dentist 97
school disease 97
school doctor 97
School Education Law 97
school for blind 594
school for special needs education 452
school for the deaf-mute 629
school health 97
school health administration 97
school health care 97
school health committee 97
school health construction 98
school health coordinator 98
school health education 97
School Health Law 98
school health program 98
school health safety program 97
school health service 98
school health statistics 98
school infectious disease 97
school nurse 604
school period 90
school physician 97
school sanitation 97
Schröder pin 298
Schuchardt method 297
Schuchardt osteotomy 292

second-stage surgery

Schüller projection 298
Schultz method 298
Schultz syndrome 298
Schwann cell 298
schwannoma 320
Schwartzman reaction 298
Schwarz clasp 298
SCID 290
scinticamera 327
scintigram 327
scintigraphy 327
scintillation camera 327
scintillation counter 327
scintillation scanning 327
scintillation survey meter 327
scintillator 327
scintiscanner 327
scirrhus 200
scissors bite 487
scleroderma 144
sclerosed solution 186
sclerosing glossitis 186
sclerosing hemangioma 186
sclerosing lipogranuloma 186
sclerosing osteomyelitis 186
sclerosis 184
388
sclerotherapy
sclerotic band 218
sclerotic bone 186
sclerotic border 186
sclerotic dentin 186
sclerotic margin 186
sclerotic rim 186，218
scoliosis 354，387
scopolamine 338
scopolamine hydrobromide hydrate 338
scorbutic gingivitis 68
scratch hardness 512
scratch reﬂex 512
screen ﬁlm system 337，378
screen grid 287，337
screen mottle 337
screening 337
screening-level 337
screening test 337

screw ﬁxation 337
screw-retained 337
screw tap 338
screw type implant 337
screwdriver tooth 610
screwed pin 338
screwed pin ﬁxation 473
scrofula 147，375
scrofuloderma 515
scrotal tongue 198
scrubbing method 337
SCSI 337
SCSIT 585
scurvy 68
SD 518
SDD 367
SDM 253
SDS 45，266，285
SE 341，518
Se blood group 45
Se blood type 45
sealed container 584
sealed radioactive source 584
sealed source 584
sealing 102
seamless band 253
seating instrument 382
sebaceous adenoma 273
sebaceous carcinoma 273
secobarbital sodium 354
secodont 355
second development 397
second exposure 398
second gas eﬀect 465
second graft 465
second half value layer 398
second messenger 352
second molar tooth 397
second opinion 352
second order bend 352
second order reaction 466
second phase treatment 464
second premolar tooth 397
second set reaction 465
second-stage surgery 466

Ｓ
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secondary amyloidosis

Ｓ

secondary amyloidosis 386
secondary anemia 386
secondary bond 465
secondary bone graft 466
secondary calciﬁcation 466
secondary caries 465
secondary cementum 397
secondary dentin 397
secondary dentition 397
secondary disability 466
secondary disease 385，466
secondary electron 466
secondary ﬁbrinolysis 466
secondary ﬂasking 466
secondary focus 466
secondary gain 466
secondary generalization 466
secondary graft 465
secondary hemorrhagic diathesis 386
secondary hyperparathyroidism 386，466
secondary immunodeﬁciency syndrome 386
secondary impression 465
secondary infection 465
secondary investing 466
secondary lesion 466
secondary medical care 465
secondary medical facility 465
secondary occlusal trauma 466
secondary palate 466
secondary palatine process 466
secondary papilla 466
secondary prevention 467
secondary radiation 466
secondary reinforcement 466
secondary response 465
secondary sex character 466
secondary sex characteristic 466
secondary sexual age 466
secondary splinting 466
secondary stability 465
secondary surgery 466
secondary thrombocytopenic purpura 386
secondary trigeminal neuralgia 386
secretin 354
secretion 546
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secretion current 547
secretion rate 547
secretoinhibitory 547
secretor 546
secretory component 547
secretory gland 547
secretory granule 546
secretory IgA 546
secretory nerve 547
secretory potential 547
section 411
sectional archwire 354
sectional form of residual ridge 89
sectional impression 545
sectional impression tray 545
sectional maxillary prosthesis 545
sector 354
sector scan 354，366
secular equilibrium 41
sedation 425
sedative 425
sedative drug 425
sedative eﬀect 425
sedative treatment of pulpitis 272
sedimentation velocity 425
seed crystal 405
seeding 86，294
seeing eye dog 594
seesaw movement 252
segment long spacing ﬁber 45
segment type 354
segmental narrowing 546
segmental resection 155
segmental resection of mandible 78
segmentation 617，619
segmented archwire 354
segmenting movement 546
segregation 557
Seibert classiﬁcation 253
seizure 167，173，570
seizure threshold 570
selected medical care 372
selection criteria 372
selective action 372
selective grinding 372

semiopen system

selective irradiation 372
selective laser melting technique 372
selective laser sintering technique 372
selective lateral tomography 372
selective medium 372
selective neck dissection 372
selective pressure impression 372
selective tomography 372
selective toxicity 372
selectivism 376
Selenomonas sputigena 364
selerema 144
self-absorption 265
self-adhesive cement 363
self-antigen 265
self-assessed health 293
self bite 265
self-care 364
self-care activity 265
self-care plan 364
self-centrism 266
self-cleansible area 270
self-cleansing action 270
self-cleansing area 270
self-concept 265
self-control 266
self-cured resin 384
self-curing 299
self-curing resin 299，384
self-decision 265
self-determination 265
self-determination right 265
self-drilling 364
self-esteem 266，276，364
self-etching primer 364
self-etching primer system 364
self-expense medical care 283
self-halitosis 269
self-help 270，316
self-help aid for eating 313
self-help aid for feeding 313
self-help device 271
self-help device for eating 313
self-help device for feeding 313
self-image 266

self-injurious behavior 270
self-insight 266
self-ligating bracket 364
self-limiting 364
self-mutilation 270
self-perceived health 293
self-perception 266
self-priming adhesive technique 36，364
self-rated health 293
self-rating depression scale 45，266
self-rectiﬁcation 266
self-rectifying X-ray tube 266
self-reliance support 316
self-renewal 266
self-reported health 293
self-retaining retractor 268
self-tapping 364
self-tapping implant 364
Seligmann disease 363
Seligmann syndrome 363
Sella 363
Selwyn granularity 363
SEM 381
semiadjustable articulator 499
semi-alkaline proteinase 362
semiclosed method 501
semiclosed system 501
semicoma 498
semiconductor 500
semiconductor detector 500
semiconductor diode laser 500
semiconductor dosimeter 500
semi-ﬁxed appliance 497
semi-ﬁxed bridge 497
semi-ﬁxed connection 498
semi-ﬁxed orthodontic appliance 497
semi-ﬁxed prosthesis 497
semi-ﬁxed space maintainer 497
semi-ﬂuid food 103
semihygienic pontic 498，557
semi-liquid diet 103
semilunar ganglion block 497
semilunar hiatus 497
semiopen method 497
semiopen system 497
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semipermeable membrane
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semipermeable membrane 500
semiprone position 501
semisolid agar medium 501
Senear-Usher syndrome 283
senescence 629，631
senescence level 629
senile alveolar atrophy 629
senile appearance 630
senile atrophy 629
senile change 630
senile dementia 631
senile dental health 631
senile disease 631
senile facial expression 629
senile health 631
senile keratosis 629
senile purpura 630
senile tuberculosis 629
senile verruca 630
senile wart 630
senile xerosis 629
senility 629，630，631
senior citizen health service plan 210
sensation 107
sensation in the mouth 191
sensation of motion 39
sensation of periodontal ligament 267
SENSE 371
sense of movement 39
sense of position 22
sense of touch 315
sense organ 107
senselessness 590
sensibility of mucosa 476
sensitivity 119，522
sensitivity disc 112
sensitivity encoding parallel imaging 371
sensitivity reaction 102
sensitivity speck 110
sensitivity test 112
sensitivity time control 45，119
sensitization 110
sensitized lymphocyte 110
sensitizer 378
sensitizing factor 379
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sensitometry 369
sensorimotor area 107
sensorineural hearing loss 106
sensory aphasia 36，107
sensory area 107
sensory disorder 107
sensory disturbance 107，414
sensory extinction 107
sensory function 107
sensory impairment 107
sensory integration therapy 107
sensory mechanism 107
sensory-motor examination 414
sensory nerve 107，414
sensory neuron 107
sensory organ 107
sensory paralysis 107，414
sensory perception 107
sensory pre-conditioning 113
sensory receptor 107
sensory root 414
sensory sphere 107
sensory spot 107
sensory system 107
sensory threshold 107
sensory unit 107
sentiment 307
sentinel lymph node 372
separandum 168
separate pour ﬂasking 545
separated die type working model 264
separated double monster 547
separated instrument 488
separated uniovular asymmetrical twin 23
separating agent 547
separating elastic 260
separating elastic pliers 53
separating material 488
separating medium for resin 626
separating medium for wax pattern 634
separating spring 260
separation 361，613
separation anxiety 547
separation of teeth 260
separator 260

severely disabled person

sepsis 482
septic shock 482
septicemia 482
septotomy 362
septum echo 90
sequela 183
sequence of tooth eruption 564
sequential images 164，628
sequential order 252
sequential test 414
sequester 532
sequestered antigen 91
sequestration 532
sequestration phase 532
sequestrectomy 532
sequestrum 45
sER 99
serial extraction 628
serial extraction method 628
serial images 164，628
serial radiography 47
serine 363
serine protease 363
serodiagnosis 173
serologic diagnosis 173
serologic test for syphilis 483
serological reaction 173
serology 173
seromucous cell 309
serotherapy 173，593
serotonin 364
serotonin antagonist 201，364
serous apical periodontitis 299
serous cell 299
serous cystoma 299
serous demilune 299
serous inﬂammation 299
serous pulpitis 299
serous saliva 299
serrapeptase 363
serum 173
serum antibody test 173
serum calcium 173
serum cholinesterase 173
serum concentration 173

serum diapedesis 173
serum enzyme 173
serum-free culture 587
serum hepatitis 173
serum iron 173
serum lipid 173
serum lysozyme 173
serum protein fractionation 173
serum sickness 173
serum therapy 173
serumal calculus 173
service program 312
service record of dental hygienist 255
Services and Supports for Persons with
Disabilities Act 300
services for improvement of oral function
190
servo anesthesia 279
sesamoid bone 568
set 103
set up model 360
setback 208
setting 382
setting accelerating agent 186
setting accelerator 186
setting expansion 141，187
setting mechanism 186
setting reaction 186
setting shrinkage 186
setting time 141，186
settlement 361
seventh cusp 397
severe acute pancreatitis 290
severe combined immune deﬁciency mouse
593
severe combined immunodeﬁciency disease
290
severe icterus 290
severe jaundice 290
severe mental and physical disability 290
severe mental retardation 291
severe odontogenic infection 273
severe periodontitis 291
severe retardation 290
severely disabled person 291
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severely mentally and physically disabled children
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severely mentally and physically disabled
children 290
severely retarded children 290
severity 433
sevoﬂurane 362
sewage treatment 62
sewer system 168
sex chromatin 347
sex chromosome 347
sex determination 351
sex hormone 351
sex identiﬁcation 351
sex-linked dominant inheritance 499
sex-linked inheritance 499
sex-linked recessive inheritance 499
sex-linked ressesive muscular dystrophy 499
sex pili 348
sextant 354，632
sextant treatment 543
sexual diﬀerence 345
sexual spore 600
sexually transmitted disease 344
Sézary cell 354
Sézary syndrome 354
SFD 367
SH enzyme 45
SH protease 45
shade guide 253
shade matching 29
shade selection 29，262
shade taking 29，253
shadowless light 586
Shaker exercise 286
shank 287，550
shape memory 164
shape memory alloy 164
shape memory alloy implant 164
shaping 253
shaping of root canal 227
shared decision making 253
sharp mylohyoid ridge 40
sharp pain 41，343
sharp point knife 370
sharp trocar 41
sharpened edge of tooth 40
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sharpening 285
Sharpeyʼs ﬁber 285
sharpness 365
shaving 253
shear bond strength 372
shear strength 372
shear stress 372
shearing modulus 372
shearing stress 372
shedding 404
shedding time 405
sheet clamp 472
sheet wax 252
Sheﬃeld test 253
shelf life 570
shell tooth 88
shellac 253
sheltered workshop for intellectually disabled
people 416
shield 287，388
shield grid 287
shield room 253
shielding block 287
shielding calculation 287
shielding design 287
shielding material 287
Shigella 354
shim coil 284，422
shimming 284，422
shivering 325，540
shock 315
shock kidney 315
shock lung 315
Shore hardness 299
short circuit reaction 411
short cone 311
short cone technique 311
short face type 407
short implant 311
short neck bur 311
short palate 461
short-pin porcelain tooth 311
short shank bur 311
short stay 311，407
short T1 inversion recovery 45

signal-to-noise ratio

short-term admission for daily life long-term
care 407
short-term admission for recuperation 407
short-term memory 407
short wave 411
shortened dental arch 409
shortening 408，409
shortness of breath 212
shoulder 315
shoulder stiﬀness 96
shoulder type 315
shovel shaped incisor 287
shovel shaped tooth 287
shrinkage 290
shrinkage hole 290
shrinkage porosity 507
shrinkage stress 290
shrinking ﬁeld technique 306
shunt 287
shunt bilirubin 287
shunt eﬀect 287
Shy-Drager syndrome 285
SI 213
SIADH 209
sialadenitis 400
sialadenoma papilliferum 470
sialagogic eﬀect 401
sialaporia 401
sialemesia 453
sialic acid 251
sialidase 251
sialism 401
sialoadenectomy 400
sialoadenitis 400
sialoadenosis 400
sialoangiectasis 399
sialocele 400
sialodochitis 399
sialodochoplasty 400
sialogogic eﬀect 401
sialogogue 401
sialography 400
sialolith 403
sialolithotomy 403
sialo-odontogenic cyst 371，400

sialorrhea 617
sialosis 400
sialostenosis 400
sialosyrinx 401
siamese bracket 233
sibilant 268
sicca syndrome 118
sick-role behavior 111
sickle cell anemia 103
sickle cell disease 103
sickle type scaler 103，277
side chain theory 384
side diet 530
side dishes 530
side eﬀect 530
side eﬀect information 530
side instrument 238
side lobe 239，529
side lobe artifact 239
side lying 384
side population cell 46
side screw 238
side shift 238
side wall 386
sideroblast 436
sideroblastic anemia 436
siderocyte 410
siderophilin 279
siderosis 436
siderosome 278
sideways displacement 114
SIDS 470
sievert 253
sieving test of masticatory eﬃciency 283
sIg 520
SIgA 546
sigA 546
sigh 406
sigma factor 263
sigmoid curve 263
sign 421
sign language 298
sign of anesthesia 577
signal intensity 321
signal-to-noise ratio 45，322
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signal transduction
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signal transduction 262
signet-ring cell 30
signet-ring cell carcinoma 30
signiﬁcant diﬀerence 599
silane 315
silane coupling 315
silane coupling agent 315
silane treatment 315
silent aspiration 532
silent infection 588
silica 315
silica gel bonded investment 315
silica glass optical ﬁber 353
silica sol bonded investment 315
silicate cement 315
silicone carbide 407
silicone point 316
silicone rubber 316
silicone rubber impression 316
silicone rubber impression material 316
silicophosphate cement 167
silicosis 166
silk suture 179
silkbraid 179
silken threads 179
silver alloy 150
silver-amalgam alloy 148
silver bromide 288
silver halide 496
silver-indium alloy 149
silver iodobromide emulsion 605
silver-palladium alloy 153
silver-palladuim-gold alloy 150
silver plated die 154
silver plating 451
silver point 153
Silver-Russell syndrome 316
silver service 316
silver solder 154
silver-tin-amalgam alloy 151
simetride-anhydrous caﬀeine 284
Simmonds disease 285
Simonʼs gnathostatic diagnosis 285
Simonʼs three planes 285
Simonart band 285
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simple anchorage 409
simple apical periodontitis 409
simple arthritis of TMJ 409
simple atrophy 409
simple blind test 409
simple bone cyst 409
simple cavity 409
simple clasp 409
simple diﬀusion 409
simple dowel crown 409
simple exclusion of moisture 106
simple fracture 409
simple gingivitis 409
simple interrupted suture 409
simple ligature of the teeth 409
simple lymphangioma 409
simple-pair test 409
simple partial seizure 536
simple pocket 409
simple pulpitis 409
simple random sampling 409
simple randomized test 409
simple regression analysis 407
simple separator 330
simple spring 408
simple stomatitis 409
simple suture 409
simplexvirus 330
simpliﬁed oral hygiene index 122
simulation 284
simulation software 284
simulator 22
simultaneous acquisition of spatial harmonics
342
simultaneous conditioning 445
simultaneous ignition system 446
simultaneous multilayer tomography
403，446
simultaneous multisection tomography 446
simultaneous tomography 403
sine wave chart 345
single arm clasp 409
single blind 23
single blind test 23
single bracket 318

skeleton type screw

single cone technique of root canal ﬁlling 407
single contrast arthrography 114，407
single contrast method 407
single crystal 408
single die 411
single diﬀusion 22
single disc method 23
single emulsion ﬁlm 96
single end 410
single ﬁeld irradiation 23
single ﬁlling 407
single hit 407
single impression 406
single injection technique 23
single nucleotide polymorphism 22，340
single photon emission computed tomography
318，408
single radial immunodiﬀusion 22
single root 408
single rooted canal 408
single rooted tooth 408
single shock 406
single spring 408
single standing 411
single-strand break 408
single target multi hit model 407
single target single hit model 407
single-tooth implant 411
single ventricle 409
singlet oxygen 23
singultus 287
sinking abscess 623
sinoatrial block 449
sinoatrial node 449
sintered apatite 304
sintered bone 307
sintering 304
sinus arrhythmia 446，448
sinus bradycardia 446
sinus ﬂoor elevation 239，303
sinus lift 303
sinus lifting 303
sinus of Valsalva 397
sinus tachycardia 446
sinus tract 629

sinuscopy 303
SIP 187
sipping 338
Sipple syndrome 278
SIRS 370
Sistrunk method 272
site of action 244
sitiophobia 147
sitter 427
sitting position 233
situs inversus viscerum 458
Six Basic Welfare Laws 530
six keys of occlusion 195
sixth cusp 399
Sjögren syndrome 253
skatole 337
skeletal age 222
skeletal anchorage system 338
skeletal bimaxillary protrusion 217
skeletal classⅠ 217
skeletal classⅠ malocclusion 217
skeletal classⅡ 217
skeletal classⅡ malocclusion 217
skeletal class Ⅲ 217
skeletal class Ⅲ malocclusion 217
skeletal crossbite 217
skeletal deep bite 217
skeletal discrepancy 217
skeletal ﬂuorosis 222
skeletal growth 217
skeletal malocclusion 217
skeletal mandibular protrusion 217
skeletal maturity 220
skeletal maxillary protrusion 217
skeletal muscle 217
skeletal muscle relaxant 217
skeletal open bite 217
skeletal pattern 217
skeletal pin ﬁxation 221
skeletal progenia 217
skeletal prognathism 217
skeletal proportion 217
skeletal reversed occlusion 217
skeleton 217，338
skeleton type screw 338

Ｓ

889

skewness
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skewness 634
skillfulness 294
skin 515
skin cancer 515
skin candidiosis 515
skin dose 515
skin ﬂare 516
skin forceps 515
skin graft 515
skin irritant 515
skin reaction 516
skin reactive factor 516
skin sensitizing antibody 515
skin sensory function 515
skin suture 516
skin temperature 515
skin test 515
skin wheal 514
skiving 253
Skoog method 337
skull 443
skull base fracture 443
skull radiography 448
slab 342
slant agar 118
slant agar media 118
SLE 370
sleep apnea syndrome 45，336
sleep disorders 336
sleep peptide 336
sleep related breathing disorders 336
Sleep Splint® 343
sleeping 343
sleeping dose 470
sleeve 343
slew rate 343
slice-cut 342
slice interval 342
slice spacing 342
slice surface 342
slice thickness 342，410
slide calipers 479
sliding calipers 342
sliding condylar movement 98
sliding device 99
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sliding ﬁlament theory 98
sliding ﬂap 26
sliding hook 342
sliding jig 342
sliding mechanics 342
sliding phenomenon 333
sliding plate 342
sliding surface 99
sliding theory 98
sliding yoke 342
slight fever 514
slight periodontitis 166
slime mold 475
slip joint 343
slit 343
SLM 372
slot 343
slot size 343
sloughing socket 527
slow expansion 112
slow induction 113
slow pain 113
slow-release drug 315
slow setting amalgam alloy 314
slow twitch muscle ﬁber 414
slow wave 315
slowly progressive insulin-dependent diabetes
mellitus 113
SLS 372
Sluder syndrome 343
sludge 317
sludging 171
small cell carcinoma 305
small computer system interface 337
small nodule 453
small salivary gland 308
smallpox 447
SMASH 342
smear layer 342
smear plug 342
smell 289
smell function 134
smell hexahedron 464
smell organ 134
smelling test 136

sodium hypochlorite

smile line 307
smiling line 509
Smith-Bell method 342
smoking 128
smoking cessation 149
smoking cessation support 149
SMON 3
smooth muscle 547
smooth surface caries 548
smooth-surfaced endoplasmic reticulum 99
smoothing 342，547
SMP 187
Sn 244
SN-mandibular plane angle 45
SN plane 45
SN-Pog angle 45
SN-ratio 45
SNA angle 45
snack 112
snap impression 68，340
SNB angle 45
SND 369
sneeze 156
snoring 26
snort mirror 510
snow-capped tooth 602
SNP 22
SNR 322
snub-nosed pliers 340
Snyder test 297，340
soap-bubble appearance 356
SOAP form 45
social adaptability 285
social adjustment 285
social capital 383
social dentistry 285
social insurance 285
social maladaptation 285
social maturity 285
social maturity scale 329
social medicine 285
social model 286
social motivation 285
social network 383
social participation 285

social reinforcement 285
social research 285
social resource 285
social security 285
social security system 286
social support 383
social welfare 285
Social Welfare Act 285
social welfare corporation 285
social welfare for the elderly 210
social welfare juridical person 285
social welfare oﬃce 530
social welfare oﬃcer 285
social worker 383
socioeconomic factor of health 178
sociogram 387
sociometry 285
socket 491
socket lift 387
socket lifting 387
soda lime 383
sodium 460
sodium alginate 11
sodium bicarbonate 291
sodium bicarbonate solution 291
sodium carbonate 408
sodium cefazolin 361
sodium cefbuperazone 362
sodium cefmetazole 362
sodium cefodizim 361
sodium cefoperazone 362
sodium cefotaxime 361
sodium cefotetan 361
sodium cefpiramide 362
sodium cefsulodin 362
sodium ceftizoxime 362
sodium cefuroxime 362
sodium channel 460
sodium cromoglicate 162
sodium dehydroacetate 437
sodium ﬂuoride 533
sodium ﬂuoride solution 533
sodium hydrogencarbonate 408
sodium hydroxide 332
sodium hypochlorite 251
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sodium iodide
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sodium iodide 604
sodium iodide crystal 604
sodium lauryl sulfate 609
sodium nitroprusside 468
sodium perborate 102
sodium-potassium pump 460
sodium pump 460
sodium silicoﬂuoride 167
sodium spike 460
sodium sulfate 617
sodium thiosulfate 414
sodium thiosulfate hydrate 414
sodium transport system 460
sodium valproate 496
soft ﬁbroma 463
soft laser 390
soft lining materials 462
soft odontoma 463
soft palate 461
soft palate obturator 371
soft palate palsy 461
soft resin 463
soft solid food 599
soft tissue 463
soft tissue analysis 463
soft tissue analysis of Holdaway 566
soft tissue density structure 463
soft tissue glabella 463
soft tissue injury 463
soft tissue landmark 463
soft tissue management 390
soft tissue measurement 463
soft tissue menton 463
soft tissue nasion 463
soft tissue pogonion 463
soft tissue proﬁle 463
soft tissue reconstruction 463
soft tissue shadow 463
soft tissue shield 463
soft tissue tumor 463
soft tissue window image 463
soft tissues disease 463
soft tone 463
soft X-ray 461
softdiet 462
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softened cementum 461
softened dentin 461
softening heat treatment 461
softening temperature 461
softness 463
sol 390
solar cheilitis 398
solarization 390，500
solder 629
soldering 630
soldering investment 630
sole print 385
solenoid coil 390
solid ameloblastoma 290
solid carcinoma 214
solid mass 290
solid medium 214
solid pattern 290
solid preparations 214
solid solution 225
solid solution heat treatment 605
solid state detector 216，500
solidiﬁcation congulation 142
solidiﬁcation point 142
solidiﬁcation range 141
solidiﬁcation shrinkage 141
solidiﬁcation structure 141
solidiﬁcation time 141
solidus line 216
solidus point 216
solitary 226
solitary aphtha 226
solitary fasciculus 216
solitary ﬁbrous tumor 226
solitary myeloma 226
solitary plasmacytoma 226
solitary tract 216
solubility 604
solubility coeﬃcient 603
solubility product 604
solubilization 103
solubilizer 103，604
solubilizing agent 103，604
soluble gypsum anhydride 103
solute metal 605

spastic

solution 44，332，603
solution polymerization 603
solution treatment 605
solux lamp 390
solvate 605
solvent 604，605
solvent extraction 605
solvent metal 605
somatalgia 518
somatic death 370
somatic eﬀect 327
somatic function 396
somatic nervous system 395
somatic pain 396
somatic sensation 396
somatic stem cell 396
somatic symptom and related disorders 326
somatization 326
somatization disorder 326
somato-automatic reﬂex 396
somato type 393
somato-visceral reﬂex 396
somatoform disorder 327
somatoform disorders 327
somatomedin 390
somatometry 326
somatoscopy 348
somatosensory area 396
somatostatin 390
somatotropin 390
somnolent 167
sonagraph 390
sonic tooth brush 67
sopor 233
sorbitol 390
sore throat 32
Sotos syndrome 390
sound spectrography 66
sound tooth 180
source 367
source axis distance 367
source chamber distance 367
source collimator distance 367
source detector distance 367
source diaphragm distance 367

source ﬁlm distance 367
source isocenter distance 367
source of infection 117
source skin distance 367
source surface distance 367
source target distance 367
source to axis distance 367
source to chamber distance 367
source to collimator distance 367
source to detector distance 367
source to diaphragm distance 367
source to ﬁlm distance 367
source to isocenter distance 367
source to skin distance 367
source to surface distance 367
source to target distance 367
source tumor distance 367
sourness 250
Southern blotting 243
Southern California sensory integration tests
585
SPA factor 46
space 155
space analysis 155，341
space closure 155
space loss 155
space maintainer 567
space maintenance 567
space making 341
space of Donders 457
space regainer 341
space retainer 567
spaced arch 155
spaced dental arch 155
spaced type dental arch 600
spacer 341
sparﬂoxacin 340
spark chamber 340
spasm 167，340
spasm of hypoglossal nerve 355
spasm of trigeminal nerve 247
spasmodic respiration 165
spasmolytic 425
spasmus of trigeminal nerve 247
spastic 165
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spastic paralysis 165
spastic type 165
spasticity 164，165，167
spatial frequency 155
spatial resolution 155
spatial summation 155
spatial threshold 155
spatula 340
speaking rate 491
speaking space 489
speaking valve 341
Spearman rank correlation 341
special bed 451
special education 451
special function geriatric hospital 453
special health examination 451
special management industrial waste 452
special management waste 452
special needs education 452
special needs school 452
special nursing home for the elderly 452
special nutraceutical food 451
special radiographic examination 451
special sensation 451
special support school 452
specialized cardiac muscle 451
specialized mucous membrane 451
specialized transduction 451
species diﬀerence 294
species discrimination 323
speciﬁc absorption rate 506
speciﬁc action 451
speciﬁc activity 505，516
speciﬁc antibody 451
speciﬁc behavioral objective 205
speciﬁc bio-derived product 451
speciﬁc disease 451
speciﬁc dynamic action 451
speciﬁc energy of sense 451
speciﬁc gravity 509
speciﬁc health guidance 452
speciﬁc heat 514
speciﬁc inﬂammation 451
speciﬁc learning disorder 177
speciﬁc ligand 451
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speciﬁc medical check up 451
speciﬁc pathogen free 46
speciﬁc prevention 451
speciﬁc protection 451
speciﬁc surface area 515
speciﬁcation of color 519
speciﬁcity 451
speciﬁed avian inﬂuenza 452
specimen examination 181
speckled radiopaque appearance 440
SPECT 318，408
spectacle lens 109
spectinomycin 341
spectinomycin hydrochloride 341
spectinomycin hydrochloride hydrate 341
spectral 545
spectral characteristics 545
spectral distribution 545
spectral reﬂectance 545
spectral responsivity 545
spectral sensitivity 545
spectral transmittance 545
spectrochemical analysis 545
spectrophotometer 545
spectrophotometric colorimetry 545
spectrophotometry 545
spectroscopy 342，546
spectrum 342
specular density 548
Spee curve 341
speech 76，177，492
speech act 492
speech aid 341
speech area 178
speech articulation 76
speech bulb 496
speech center 178
speech development 178
speech disorder 66，178，489
speech disturbance 178
speech function 178，489
speech function test 490
speech impediment 492
speech intelligibility 491
speech intelligibility test 211，492

splint bandage

speech language impairment 66
speech-language-hearing therapists 178
speech-language-hearing therapy 178
speech organ 489
speech reading 453
speech therapy 178
speed 119
speed group 119
speed of revolution 73
spermidine 342
spermine 342
SPF 46
spheno-ethmoidal synchondrosis 421
spheno-occipital synchondrosis 421
sphenoid bone 421
sphenoidal fontanelle 371
sphenoidal sinus 421
sphenomandibular ligament 421
sphenopalatine artery 421
sphenopalatine foramen 421
sphenopalatine neuralgia 606
spherical amalgam alloy 135
spheroid pontic 535
spheroiding 140
spheroplast 341
sphincter pupillae 445
sphingolipid 341
sphingolipidosis 341
sphingomyelin 341
sphingosine 341
sphygmomanometer 168
spicula 145，324，341
SPIDDM 113
spike 146
spike-like cementum hyperplasia 486
spike potential 340
spillway 341
spin 341
spin angular momentum 341
spin echo 341
spin-lattice relaxation time 341，405
spin-spin relaxation time 341，607
spina 145
spina biﬁda 468
spinability 40

spinal analgesia 353
spinal anesthesia 353
spinal canal stenosis 354
spinal cord 353
spinal cord injury 353
spinal cord tumor 353
spinal ﬂuid 477
spinal ganglion 353
spinal muscular atrophy 353
spinal nerves 353
spinal puncture 605
spinal reﬂex 353
spinal shock 353
spinal tract of trigeminal nerve 247
spinal trigeminal nucleus 247
spinal trigeminal tract 247
spindle 565
spindle cell carcinoma 565
spindle ﬁber 565
spine 145
spinocerebellar degeneration 353
spinous process 146
SPIO 422
spiral arrangement 610
spiral CT 340，610
spiral drill 340
spiral impant 340
spiral-type implant 610
spiral wire 340
spiramycin 341
spiramycin acetate 341
Spirillum 610
spirochetes 341
spirogram 340
spirometer 482
spirometry 482
spironolactone 341
spitting 89
spittoon 341
splanchnopathy 458
spleen 510
splice site 341
splicing 341
splint 223，252，341，530
splint bandage 530
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splint therapy 341
splinting 341，530
splinting of teeth 627
split bar 341
split brain 547
split cast 341
split cast method 341
split crest 341
split crest technique 341
split skin graft 546
split thickness skin graft 417
SPO 371
spoiler gradient 342
spoiler pulse 342
spondyloschisis 468
sponge bone 75
sponge brush 342
sponge gold 75
spongionus osteoma 75
spontaneous discharge 283
spontaneous electrode potential 273
spontaneous fracture 452
spontaneous generation 274
spontaneous pain 283
spontaneous recovery 273
spontaneous respiration 283
spoon 597
spoon denture 341
spoon excavator 341
sporadic disease 250
sporangiospore 561
spore 102，560
sports injury 342
sporulation 102，560
spot size 342
spot welder 342
spot welding 442
sprain 475
spreader 72，341
spread-out Bragg peak 89
spring 410
spring-8 341
spring constant 493
spring retainer 341
spring wire 410

896

sprue 603
sprue button 62
sprue former 341
sprue pin 341
sprue way 603
SPT 244
spur 340
sputtering method 340
sputum sucking 89
squamotympanic ﬁssure 215
squamous cell carcinoma 558
squamous cell papilloma 558
squamous epithelium 558
squamous metaplastic type of ameloblastoma
558
squamous odontogenic tumor 558
square dental arch 559
square elastics 256
square ﬂap method 256
square wave chart 156
square wave chart method 156
square wire 337
SR 318，566
SRF 516
SRID 22
SRP 338
SRT 430
Ss 244
SS 253
SSD 216，367
SSFP 432
SSI 296
SSPE 3
SSRO 79
ST 178
St. Apollonia 343
stab 274
stab agar medium 201
stab culture 369
stab wound 274
stability 15
stabilization sprint 338
stabilized blade implant 338
stabilized condylar position 100
stabilizer 15

statistical test

stabilizing archwire 338
stabilizing channel 15
stabilizing eﬀect 15
stabilizing form 15
stabilizing plate 338
stable isotope 15
stable lesion 519
stable nuclide 15
Stadar splint 338
Stafne cavity 338
stage 517
stage 1 transport 339
stage 2 transport 339
stage of analgesia 589
stage of exhaustion 514
stage of long-term care need 603
stage of paralysis 579
stage of respiratory arrest 212
stage of surgical anesthesia 294
stage-two surgery 466
staged approach 339
staging 339，517
stagnant hypoxia 38
stagnation 38
stain 339
stain for porcelain or resin 339
stained tooth 416
staining procedures 370
staining techniques 370
stainless steel 339
stainless steel wire 339
stains 261，416
staircase phenomenon 72
stakeholders 339
stamp smear method 460
standard bracket 338
standard consistency 518
standard deviation 518
standard edgewise appliance 338
standard electrode potential 518
standard error 518
standard free air ionization chamber 518
standard free energy change 518
standard ionization chamber 518
standard limb lead 518

standard nursing care 127
standard phantom 518
standard precautions 338，518
standard source 518
standard temperature 518
standardization 518
standardized cone 124
standardized facial photograph 120，124
standardized instrument 124
standardized mortality ratio 518
standardized point 124
standardized preparation technique 124，518
standardizing radiography 124
stand-oﬀ 66
stannous ﬂuoride 533
stannous ﬂuoride solution 533
staphylococcal scalded skin syndrome 535
Staphylococcus 535
Staphylococcus aureus 59
Staphylococcus epidermidis 519
starch 442
Starling law of heart 338
starting point 127
startle epilepsy 141
startle reﬂex 141
starvation 123
stasis of blood stream 171
state of consciousness 18
statherin 338
static bone cavity 345
static compliance 350
static exercise 350
static image 348
static load 350
static magnetic ﬁeld 345
static mark 338
static occlusal guidance 350
static palatography 338
static sense 548
static statistics of population 322
stationary anchorage 535
stationary anode X-ray tube 224
stationary beam 224
stationary phase 345
statistical test 444
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statistics 444
status dysraphicus 349
status epilepticus 438
status lymphaticus 622
status thymico-lymphaticus 144
statutory social welfare service 285
STC 45，119
STD 344，367
STE 45，601
steady state 431
steady state coherant GRE 432
steady state free precession 432
steam pressure casting 333
steam pressure compress type casting machine
304
steam sterilization under pressure 183
stearic acid 339
steel 486
steel bur 339
steel strip 339
Steiner analysis 338
Steiner cephalometric analysis 338
Steiner ligature-tying pliers 391
Steinhardt sign 338
Steinmann pin 338
stellate cell 345
stellate ganglion block 346
stellate reticulum 346
stem cell 110
stem cell transplantation 110
stem radiation 276
stenocephaly 144
Stenon duct 339
stenosis 142
stent 339
step bend 339
step formation 72
step function 339
step sliding osteotomy 72
step tablet 339
step wedge 72，339
step-back preparation 72
step-back preparation technique 339
Stephan curve 339
stereognostic sense 615
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stereography 615
stereoisomerism 615
stereolithograph data 45
stereolithography 506
stereoradiography 615
stereoscopic photography 615
stereotactic radiotherapy 430
stereotype 308
stereotyped behavior 308
stereotypy 308
sterile distilled water 591
sterile gauze 591
sterile products 587
sterile puriﬁed water 591
sterility 535
sterility test 587
sterilization 591
sterilization by ﬁltration 632
sterilization by radiation 563
sterilization by ultraviolet irradiation 254
sterilization indicator 591
sterilization method 591
sternocleidomastoid muscle 142
sternohyoid muscle 142
sternothyroid muscle 142
steroid cover 339
steroid diabetes 339
steroid hormone 339
stethoscope 422
Stevens-Johnson syndrome 339
Stickler syndrome 339
sticky ﬁssure 339
sticky powder 475
sticky wax 339
stiﬀened bandage 187
stiﬀness 227
stiﬀning 227
stigma 339
stilet 338，601
stilette 601
stillbirth 268
Stillman method 339
Stillmanʼs cleft 339
stimulable phosphor 127
stimulack 264

streptomycin

stimulant 264
stimulant action 264
Stimulant Control Law 88
stimulated dentin 264
stimulated echo 45，601
stimulated emission 601
stimulated saliva 264
stimulated salivary ﬂow rate 264
stimulation secretion coupling 264
stimulator 264
stimulus 264
stimulus generalization 264
stippling 339
STIR 45
stir up regimen 380
STO 168
Sto 339
stochastic eﬀect 91
stock impression tray 128
stock tray 128
stoichiometry 82
stomach cancer 17
stomach tube 17
stomachic 176
stomatitis 205
stomatitis medicamentosa 597
stomatognathic system 87
stomatologist 203
stomatology 189，194
stomatoscope 205
Stomion 339
stomodeum 184
stool 547
stop bath 181，431，432
stop bend 339
stop solution 181，431
stopper 339
stopping power 388
storage condition 424
storage device 123
storage disease 414
storage solution 570
stored blood 570
storiform pattern 493
storing solution 570

strabismus 286
straight bevel 340
straight domed crosscut bur 340
straight ﬁssure bur 340
straight handpiece 340
straight line closure 424
straight needle 424
straight-pull headgear 340
straight septa 424
straight shank elevator 424
straight wire appliance 340
straight wire bracket 340
straight wire technique 340
strain 123，150，510
strain energy 510
strain gauge 340
strain hardening 510
strain of TMJ 85
stranger anxiety 513
strap 339
stratiﬁed squamous epithelium 291
stratum corneum 88
stratum intermedium 417
stratum lucidum 411
stratum spinosum 600
strawberry tongue 22
stray germ 590
stray magnetic ﬁeld 629
stray radiation 590
streak artifact 339，369
streching pliers 340
strength-duration curve 427
streptococcal angina 628
Streptococci 627
Streptococcus 627
Streptococcus mutans 340
Streptococcus pneumoniae 481
Streptococcus pyogenes 101
Streptococcus salivarius 340
Streptococcus sanguinis 340
Streptococcus sobrinus 340
streptokinase 340
streptolysin O 340
streptolysin S 340
streptomycin 340
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streptomycin sulfate

Ｓ

streptomycin sulfate 340
streptozocin 340
streptozotocin 340
stress 60，340
stress analysis 60
stress-bearing 193
stress breaker 106
stress breaking 106
stress-breaking action 106
stress-breaking attachment 106
stress-breaking connector 106
stress-breaking retainer 106
stress check test 340
stress concentration 60
stress corrosion 60
stress corrosion cracking 60
stress-induced martensitic transformation 60
stress intensity factor 60
stress mark 340
stress relaxation 60
stress-strain curve 60
stress view 143
stretch receptor 327
stretch reﬂex 151
stretcher 340
stretching 340
striae of Retzius 626
striae of Schreger 499
striated duct 369
striated muscle 59
striatonigral degeneration 369
stricture of root canal 227
strictured root canal 142
stridor 376
strip 339
strip perforation 340
stripe of Schreger 499
stripping 339
stripping ﬁlm 339
stroke volume 23
stroma of tumor 111
stromelysin 340
strongly acid electrolytic solution 142
strontium 340
strophulus infantum 309
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structural gene 201
structural glycoprotein 201
structure mottle 201
structure of population 321
struma 199
stud attachment 233
studded paving block 440
Studentʼs t-test 339
study cast 177，338
study model 177，338
stump bur 338
stump of tooth 247
stupor 233
Sturge-Weber syndrome 338
styloglossus muscle 166
stylohyoid muscle 166
styloid process 164
styloidectomy 164
stylomandibular ligament 166
stylomastoid foramen 166
stylopharyngeus muscle 166
stylus 517
subacute bacterial endocarditis 3
subacute inﬂammation 3
subacute myelo-optic-neuropathy 3
subacute poisoning 3
subacute sclerosing panencephalitis 3
subacute toxicity 3
subarachnoid bleeding 157
subarachnoid hemorrhage 157
subbase 70，244
subchondral pseudocyst 461
subchronic toxicity 10
subcilial incision 311
subclinical infection 532
subcondylar fracture 78
subcondylar osteotomy 78
subconscious 70
subculture 165
subcutaneous 504
subcutaneous abscess 505
subcutaneous administration 505
subcutaneous bleeding 505
subcutaneous emphysema 504
subcutaneous implant test 505

Subspinale

subcutaneous injection 505
subcutaneous inoculation 505
subdural hematoma 208
subepithelial connective tissue graft 309
subgingival calculus 280
subgingival contour 244
subgingival curettage 270
subgingival irrigation 280
subgingival margin 280
subgingival plaque 280
subgingival plaque control 280
subgingival pocket irrigation 270
subgingival scaling 280
subglottic edema 352
subglottic stenosis 357
subglottic subglottal laryngitis 352
subjective contrast 508
subjective health status 293
subjective-ﬁlm distance 508
subjects with primary prevention for long-term
care 23
subjects with secondary prevention for longterm care 467
sublethal damage 6
sublethal damage recovery 6
sublethal injury 6
sublimation 299
subliminal fringe 17
sublingual 355
sublingual abscess 356
sublingual administration 356
sublingual artery 356
sublingual bar 244
sublingual caruncle 355
sublingual fold 356
sublingual fovea 355
sublingual gland 355
sublingual sialoadenitis 355
sublingual space 355
sublingual space abscess 355
sublingual tablet 355
subluxation 528
subluxation of TMJ 86
submandibular abscess 97
submandibular duct 97

submandibular fossa 97
submandibular ganglion 97
submandibular gland 97
submandibular gland cyst 97
submandibular lymph node 97
submandibular lymphadenitis 97
submandibular ranula 97
submandibular sialoadenitis 97
submandibular space 97
submandibular space abscess 97
submandibular triangle 97
submental abscess 63
submental artery 63
submental lymph node 63
submental space 63
submental triangle 63
submental-vertex cephalogram 63
submental-vertex image 63
submental-vertex projection 63
submentovertex projection 63
submentovertical projection 63
submerged deciduous tooth 429
submerged primary tooth 429
submergible type implant 375
submicronparticle ﬁlled resin 244
submucosa 475
submucosal abscess 475
submucosal stage 475
submucous cleft palate 475
submucous ﬁbrosis 475
submucous injection 475
submucous vestibuloplasty 475
subnasal point 505
Subnasale 244
subodontoblastic nerve plexus 380
subperiosteal 222
subperiosteal abscess 222
subperiosteal implant 222
subperiosteal injection 222
subperiosteal new bone formation 222
subperiosteal resorption 222
subperiosteal stage 222
subpulpal wall 332
subscription 422
Subspinale 244
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substance P
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substance P 244
substitution 414
substitutive solution 398
substrate 127
substructure 34，244
subsultus 519
subsurface decalciﬁcation 520
subsurface lesion 519
subsynaptic membrane 280
subsynovial tissue 99
subtraction 244
subtraction image 244
subtraction radiography 244
subtype classiﬁcation 304
subunit 244
succedaneous tooth 192
successful aging 242
successional dental lamina 192
successional replacement 187
successional tooth 192
successional tooth band 192，396
successional tooth germ 396
successive permanent tooth 192
successive permanent tooth germ 192
succinyl CoA 242
succinyl coenzyme A 242
succinylcholine 337
succinylcholine chloride 242，337
succinylcholine chloride hydrate 337
sucking 139
sucking habits 133
sucking pattern 571
sucking preventer 629
sucking reﬂex 139
suckling 571
suckling pattern 571
suckling reﬂex 133
sucrase 337
sucrose 315
suction 139
suction apparatus 133
suction catheter 133
suction drainage 133
suction ﬁltration 133
suction tube 133
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sudden death 135
sudden infant death syndrome 470
suﬀering 156，157
suﬀocation 415
sugar 442
sugar assimilation test 450
sugar coat 442
sugar coating tablet 443
sugar control 244，315
sugar substitute 398
Sugarmanʼs bone ﬁle 293
suggestibility 502
suggestion 14
suggestive therapy 14
suicide 268
suitability to cavity 100
sulcoplasty 191
sulfa drug 245
sulfatase 343
sulfate conjugation 617
sulfate protamine 543
sulfatide 343
sulfation factor 617
sulfhemoglobinemia 343
sulﬁnic acid activating system 343
sulfolipid 617
sulfonamide 343
sulfur containing amino acid 122
sulfur granule 16，149
sulfur oxides 16
sulfur sensitization 16
sulfuric acid 617
sulpyrine 343
sulpyrine hydrate 343
sultamicillin 343
sultamicillin tosylate 343
sultamicillin tosylate hydrate 343
sum of tooth size 259
summation 92
summation eﬀect 290
summative evaluation 378
sun ray appearance 145，604
sun ray eﬀect 145
sunburn 517
sunburst appearance 468

suppression

Sunday bite 250
super-aged society 422
super plasticity 422
super pulse 337
super short wave 423
superalimentation 76
superantigen 337
supercoat 568
superconducting magnet 423
superconductivity 423
superconductor 423
superelastic alloy 423
superelastic wire 423
superelasticity 422
superﬁcial 518
superﬁcial caries 518
superﬁcial cervical lymph node 367
superﬁcial fungus disease 518
superﬁcial mycosis 518
superﬁcial pain 518，520
superﬁcial parotid lobectomy 257
superﬁcial part 375
superﬁcial sensation 520
superﬁcial somatic pain 518
superﬁcial temporal artery 371
superﬁcial temporal artery canulation 371
superﬁcial temporal vein 371
superﬁcial tumor 518
superﬁne diamond point 423
superimposing 92
superimposition 92，337
superinfection 289
superior alveolar nerve 306
superior articular cavity 303
superior articular surface 303
superior border of the mandibular canal 78
superior head of lateral pterygoid muscle 72
superior joint compartment arthrography 303
superior labial artery 307
superior labial frenulum 306
superior labial frenum 306
superior laryngeal nerve 305
superior longitudinal muscle of tongue 306
superior margin of the mandibular canal 78
superior nasal concha 310

superior nasal meatus 310
superior orbital ﬁssure 303
superior pharyngeal constrictor 299
superior portion of lateral pterygoid muscle
72
superior repositioning 310
superiposing 337
supernumerary cusp 93
supernumerary impacted mesiodens 349
supernumerary mesiodens 349
supernumerary of tooth 272
supernumerary root 93
supernumerary tooth 93
supernumerary tubercle 93
supero-inferior projection 304
superoxide dismutase 337
superparamagnetic iron oxide 422
superplastic alloy 422
superstructure 310
supervised area 110
supervising system 111
supervisor 122
supervoltage radiation therapy 421
supervoltage X-ray therapy 421
supine position 140，481
supplemenary payments to special management
for dental practice 256
supplemental air 608
supplementary food for swallowing 55
support 268
support clinic of home health care 238
Support for Caregivers of Elderly Persons and
Other Related Matters 209
support need certiﬁcation 604
supporting ability 7，269
supporting alveolar bone 268
supporting area 268
supporting cusps 268
supporting independence 316
supporting mucosa 269
supporting tissue 268
supportive periodontal therapy 244
supportive therapy 271
suppository 243
suppression 244，606
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suppressor 244
suppressor T cell 244
suppressor tRNA 244
suppuration 101
suppurative 101
suppurative apical periodontitis 101
suppurative arthritis of TMJ 101
suppurative catarrh 101
suppurative inﬂammation 101
suppurative osteomyelitis 101
suppurative periodontitis 101
suppurative periostitis 101
suppurative pulpitis 101
supraaddition 381
suprabony pocket 216
suprabulge clasp 259，337
supraclavicular area 242
supraeruption 183，564
supragingival calculus 280
supragingival margin 280
supragingival plaque 280
supragingival plaque control 280
supragingival scaling 280
supraglottic swallow 18
suprahyoid muscles 357
suprahyoid myotomy 357
suprahyoid neck dissection 357
supraocclusion 183
supraomohyoid neck dissection 178
supraorbital border 107
supraorbital foramen 107
supraorbital nerve 107
supraorbital nerve block 108
supraorbital notch 108
supraperiosteal abscess 222
supraperiosteal palatal ﬂap method 185
suprascapular nerve block 178
supra-threshold stimulus 18
supratrochlear nerve 98
supratrochlear nerve block 98
supraversion 183
surface absorbed dose 520
surface-active action 520
surface-active agent 520
surface-active disinfectant 520
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surface-active substance 520
surface anesthesia 520
surface anesthetics 520
surface caries 520
surface chemistry 520
surface coil 233，520
surface conditioning 520
surface cooling 520
surface deterioration 26
surface dose 520
surface electrode 520
surface energy 520
surface hardness 520
surface immunoglobulin 520
surface modiﬁcation 520
surface of tooth 283
surface osteosarcoma 518
surface property 520
surface rendering 520
surface replacement 116
surface roughness 520
surface roughness and irregularity of cast 26
surface symbol 285
surface temperature 520
surface tension 520
surface to surface contact 594
surface treatment 520
surfactant 75，484
surgeon knot 168
surgical approach 329
surgical blade 590
surgical bur 168
surgical case 167
surgical correction of jaw 168
surgical correction of maxillary protrusion
302
surgical drainage 168
surgical endodontics 168
surgical exposure 168
surgical extrusion 168
surgical extrusive repositioning 168
surgical ﬁxation 168
surgical guide 168
surgical guide plate 233
surgical infection 167

swallowing training

surgical knife 590
surgical knot 168
surgical mandibular advancement 168
surgical microscope 295
surgical occlusal guidance 168
surgical orthodontics 168
surgical pack 233
surgical pathology 168
surgical periodontal treatment 269
surgical remodeling of alveolar crest 275
surgical repositioning 168
surgical scalpel 590
surgical scissors 282
surgical shock 294
surgical site infection 290，294，296
surgical splint 168
surgical stent 233
surgical treatment 168
surgical treatment objective 168
surgical wound infection 294
surgically assisted rapid maxillary expansion
168
surveillance 233
surveillance culture 111
survey for domiciliary dental health care 238
survey line 244
survey meter 244
survey of dental diseases 256
survey of physicians，dentists and pharmacists
19
survey on economic conditions in health care
28
survey on health care facilities 28
survey on no-dentist districts 588
survey on trend of health and welfare 568
surveying 244
surveying the diagnostic cast 608
surveyor 244
survival curve 348
survival rate 348
susceptibility artifact 258
susceptibility eﬀect 258
susceptibility of periodontal diseases 270
susceptibility to water 113
suspended solid 536

suspending agent 181
suspending injection 181
suspension 180
suspension device 180
suspension polymerization 181
suspension system 180
suspensory sling suture 180
sutura squamosa 621
sutural expansion 560
sutural growth 560
suture 559
suture needle 560
suture removal 491
suture thread 560
suturing 560
suxamethonium 337
suxamethonium chloride 337
Suzuki-Binet test 338
Sv 253
Svedberg unit 342
swab test 343
swaged plate 6
swager 6
swallow sounds 54
swallow tail retractor 58
swallowing 54
swallowing accident 55
swallowing apnea 55
swallowing center 55
swallowing disorder 358
swallowing function 55，358
swallowing habit 55
swallowing movement 54
swallowing on command 268
swallowing position 54
swallowing pressure 54
swallowing pressure test 54
swallowing-provocation test 55
swallowing reﬂex 55
swallowing rehabilitation 358
swallowing respiration 55
swallowing support team 55
swallowing test 55，55
swallowing threshold 54
swallowing training 55
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swallowing training and guidance
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swallowing training and guidance 358
swallowing with chin down 4
Swan-Ganz catheter 343
swanneck deformity 343
sweat gland 117
sweating 489
swedish banana 336
sweetened food stuﬀ 120
sweetener 120
sweetener substitutes 398
sweetening agent 120
sweetish odor 120
sweetness 120
swelling 295，564，565
swivelase 336
symbiosis 143
symbolic function 308
symmetric 395
symmetric cell division 395
symmetrical 395
symmetrical torsion 395
symmetry 395
sympath oblastoma 187
sympathetic irritation syndrome 187
sympathetic nerve 187
sympathetic trunk 187
sympathetic vasodilator 187
sympathetically independent pain 187
sympathetically maintained pain 187
sympathic oblastoma 187
sympathicopathy 187
sympatholytic drug 187
sympathomimetic 187
sympathomimetic action 187
sympathomimetic agent 187
sympathomimetic drug 187
sympathy 141
sympaticotonia 187
symphysis 329
symport 145
symptom 304
symptom provoking test 447
symptomatic anemia 386
symptomatic epilepsy 305
symptomatic gingivitis 305
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symptomatic glossopharyngeal neuralgia 305
symptomatic therapy 395
symptomatic thrombocytopenic purpura 305
symptomatic treatment 395
symptomatic trigeminal neuralgia 305
synapse 280
synaptic cleft 280
synaptic current 280
synaptic delay 280
synaptic potential 280
synaptic transmission 280
synaptic vesicle 280
synarthrodial joint 535
synchondrosis 462
synchrotron 318
synchrotron radiation 318
synconformation 323
syncopal attack 277
syncope 277
syncytium 323
syndactylia 197
syndecan 328
syndesmorrhaphy 327
syndrome 305
syndrome of inappropriate secretion of
antidiuretic hormone 209
syneresis 613
synergism 145，381
synergist 144
synergistic eﬀect 381
synergistic muscle 144，145
synergy coil 280
syngeneic graft 444
syngnathia 84
syngraft 444
synophthalmia 187
synostosis 223
synotia 197
synovectomy 99
synovial bursa 97
synovial cavity 114
synovial chondroma 99
synovial chondromatosis 99
synovial cyst 97
synovial ﬂuid 97

T1 weighted image

synovial fold 99
synovial joint 99
synovial membrane 99
synovial osteochondromatosis 99
synovial sarcoma 99
synovial vein 99
synovial villi 99
synovialoma 99
synovioma 99
synovitis 99
synthetase 200
synthetic absorbable thread 200
synthetic adrenocortical hormone 200
synthetic coloring agent 200
synthetic dye 200
synthetic ligament 322
synthetic media 200
synthetic sapphire 322
syphilelcosis 483
syphilid 483
syphilis 483
syphilis of oral cavity 191
syphilitic angina 483
syphilitic arthritis 484
syphilitic arthritis of TMJ 484
syphilitic cheilitis 484
syphilitic glossitis 484
syphilitic gumma 484
syphilitic hypoplasia of tooth 484
syphilitic interstitial glossitis 484
syphilitic lymphadenitis 484
syphilitic mucous patch 484
syphilitic osteochondritis 484
syphilitic ulcer 483
syringe 418
syringomyelia 353
system analyst 272
system for welfare of persons with disabilities
300
system of dose limitation 377
system of foods with function claims 130
system of nutrition labelling 42
system of radiological protection 563
system resolution 272
system sensitivity 272

systematic anatomy 166
systematic desensitization 166
systematic desensitization technique 166
systematic error 166
systematic review 272
systemic action 370
systemic amyloidosis 370
systemic anti-infective periodontal therapy
189
systemic blood pressure 393
systemic bone disease 218
systemic circulation 395
systemic complications 370
systemic disease 370
systemic disorder 370
systemic ﬂuoride application 370，534
systemic infection 370
systemic inﬂammatory response syndrome
370
systemic lupus erythematosus 370
systemic modiﬁer 370
systemic scleroderma 370
systemic therapy of periodontal disease 371
systemic venous congestion 370
systolic blood pressure 290
systolic diastolic ratio 290
syzygetic density diﬀerence 628

Ｔ
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T 436，437
T-cell 429
T-cell lesion 429
T-cell receptor 429
T check list for autistic child 429
T-CLAC 429
T-loop 430
T-lymphocyte 430
T-piece 429
t-test 429
T1 405
T1 shortening eﬀect 430
T1 value 430
T1 weighted image 430
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T1DM
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T1DM 22
T1WI 430
T2 341
T2 shine-through 429
T2 shortening eﬀect 429
T2 value 429
T2 weighted image 429
T2* 429
T2DM 464
T2-star 429
T2WI 429
TA 249
TA cell 428
tablet 305
tablet grinder 305
tabloid 406
TAC 260
tachograph 402
tachyarrhythmia 522
tachycardia 523
tachyphylaxis 385，401
tachypnea 522
tachytrophic tissue 384
tactile sensation 315
tactile sense 315
tactile sensibility test 315
tagging 401
tailor-made medicine 434
tailor-made treatment 434
Takayasuʼs arteritis 401
talipes equinus 371
talking aid 450
talon 406
talon cusp 357
talonid 406
Tammanʼs law of reaction limit 411
tampon 411
tamponade 411
Tanaka-Binet test 405
tandem schedule 293
tangential eﬀect 359
tangential irradiation 359
tangential law 359
tangential pendulum irradiation 359
tangential radiotherapy 359
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Tangier disease 408
tank development 407
Tannerella forsythia 405
tannic acid 411
tap 403，404
tap water 334
tap water ﬂuoridation 307
taper 434
taper tool 434
tapered ﬁssure bur 434
tapered form 390
tapered implant 434
tapered joint 434
tapering 367，434
tapping 404
tapping method 288，404
tapping movement 404
tapping point 404
tapping point convergence position 404
TAR 387
tardive dyskinesia 416
tardive oral dyskinesia 416
tardus 497
target 519
target absorbed dose 519
target appearance 519
target of radiation exposure 514
target of X-ray tube 46
target organ 519
tarnish 556
tarsorraphy 182
tartar 273
tartaric acid 295
task 96
task analysis 96
task-centered model 96
taste 583
taste aversion 583
taste blindness 585
taste bud 586
taste cell 584
taste contrast 583
taste disturbance 583
taste examination 583
taste hair 585

temporal summation

taste modifying substance 583
taste nerve 583
taste organ 583
taste pore 584
taste substance 433，585
taste tetrahedron 5
tasteless 589
TAT 68
tattooing 29
taurine 399
taurodont 200，399，423
taut band 152
TBB 455
TBI 243，429，494，538
TBI method 243
Tc-labeled phosphonate 436
TCA cycle 161，429
TCP 620
TCR 429
TDA 143
TDF factor 260，429
TDM 425
TE 44，428
TEACCH 429
TEACCH program 429
team-based learning 413
team care 413
team medical care 413
tear 144，412
tear strength 506
tear test 506
teardrop loop 427
technetium 436
technologically modiﬁed natural radiation
127
TEeﬀ 277
teeth separation 260
teething fever 345
tegaful 435
TEGDMA 454
teichoic acid 393
tela 437
tele ceptor 54
tele receptor 54
teleangiectatic 578

telecobalt therapy 54
telediagnosis 54
telegram style 442
telemedicine 54，437
telemeter 437
teleradiology 54
telescope 437
telescope crown 437
telescopic crown 210
telescoping bite 437
Tell Show Do technique 437
tell，
show and do system 428
telophase 289
TEM 444
temperament 127
temperate phage 442
temperature blanket 392
temperature center 392
temperature coeﬃcient 66
temperature compensated vaporizer 66
temperature environment and health
environment 66
temperature hysteresis phenomenon 66
temperature regulation 392
temperature regulatory center 392
temperature sensation 66
temperature-sensitive mutant 66
tempering 597
template 442
template analysis 442
temporal aponeurositis 385
temporal arteritis 385
temporal bone 385
temporal conditioned reﬂex 259
temporal fascia 385
temporal fossa 385
temporal hemostasis 23
temporal incision 385
temporal line 385
temporal muscle 385
temporal muscle palpating method 385
temporal muscle tissue space 385
temporal resolution 260
temporal subtraction 259
temporal summation 260

Ｔ

909

temporal surface

Ｔ

temporal surface 385
temporary abutment 442
temporary bonding material 96
temporary cement 96
temporary cementation 96
temporary crown 442
temporary denture 104，246
temporary double sealing 466
temporary exemption from enrollment at
school 288
temporary ﬁlling 246
temporary ﬁxed partial denture 246
temporary inlay 246
temporary prosthesis 246
temporary relining material 246
temporary restoration 246
temporary root canal ﬁlling 246
temporary sealing 102
temporary sealing cement 102
temporary sealing material 102
temporary splinting 246
temporary stopping 442
temporomandibular disorder 85，86
temporomandibular joint 84
TEN 420
tenacity 216
tenalgia 181
tenascin 437
Tenchʼs core 441
Tenchʼs space 441
tender loving care 441
tender point 6
tenderness 6
tenderness of carotid artery 166
tenderness test 6
tendinitis 176
tendon 176
tendon elongation 176
tendon jerk 182
tendon lengthening 176
tendon organ 180，182
tendon plasty 177
tendon receptor 180
tendon reﬂex 182
tendon rupture 181
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tendon sheath 180
tendon suture 182
tendosynovitis 176
tendovaginitis 180
tenectomy 180
tennis racket appearance 437
tennis racket appearance of radiolucency 609
Tennison method 437
tenodesis 178
tenomyoplasty 177
tenomyotomy 177
tenonectomy 180
tenontomyoplasty 177
tenoplasty 177
tenorrhaphy 182
tenositis 176
tenosuspension 180
tenosuture 182
tenosynovectomy 97
tenosynovitis 97，180
tenotoplasty 177
tenoxicam 437
tensile bond strength 512
tensile strength 512
tensile stress 512
tensile test 512
tension athetosis 152
tension gauge 440
tension line of Langer 515，611
tension-length curve 423
tension-length diagram 424
tension pneumothorax 152
tension receptor 423
tension ridge 432
tension side 176
tension-type headache 152
tensor veli palatini muscle 185
tent peg method 442
tentative dietary goal for preventing life-style
related disease 595
tentative plane of occlusion 95
tenth value layer 292
tenth value thickness 292
teratogenesis 234
teratoma 126

thermal anesthesia

term for ﬁxation 223
terminal 578
terminal branch 290
terminal care 293，391
terminal chlamydospore 578
terminal closing clicking 293
terminal digestion 293
terminal hinge axis 293
terminal hinge axis point 293
terminal hinge movement 293
terminal hinge point 293
terminal hinge position 293
terminal medicine 292
terminal opening clicking 292
terminal patient 578
terminal plane 391
terminal reinforcement 235
terminal stage 292，391
terminal sulcus of tongue 361
terminal web 578
termination codon 290
termination reaction 431
ternary phase diagram 247
tertiary amine 246，394
tertiary dentin 394
tertiary medical care 248
tertiary medical center 248
tertiary prevention 248，394
tertiary system phase diagram 247
tesla 436
test 181
test cavity 357
test chart 179，436
test for chewing ability 389
test for sense of temperature 66
test for washing 333
test of basal metabolism 128
test of cardiac function 318
test of motor ability development 39
test of oral function 190
test of renal function 318
test of sensory system 107
test of signiﬁcance 599
test of taste 583
test solution 253

testing laboratory 264
testosterone 436
tetanic contraction 436
tetanic convulsion 142，144
tetanic stimulation 142，436，501
tetanus 142，488
tetanus toxoid 488
tetany 436
tetracaine 437
tetracaine hydrochloride 437
tetracycline 437
tetracycline antibiotic 437
tetracycline hydrochloride 437
tetracycline stained tooth 437
tetrasomy X 572
texture 435
texture analysis 436
textured paving block 440
TGF 164
TGT 457
thalamic taste area 271
thalassemia 245
thalassemia syndrome 245
thalidomide syndrome 245
thanatology 272
the classiﬁcation by Lekholm & Zarb 626
the classiﬁcation by Misch 584
the elderly 209，629
the former-stage elderly 366
the latter-stage elderly 187
thecodont 382
thematic apperception test 68
theory of mandibular movement 77
therapeutic dose 425
therapeutic drug monitoring 425
therapeutic environment 425
therapeutic gain 425
therapeutic hypothermia 322
therapeutic index 425
therapeutic ratio 425，428
therapeutics 425
therapist 363，619
therapy 425
thermal analysis 474
thermal anesthesia 65
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thermal conduction
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thermal conduction 474
thermal conductivity 474
thermal-curing 101
thermal cycling 233
thermal decomposition 474
thermal expansion 101，474
thermal expansion curve 474
thermal expansion technique 101
thermal impact 473
thermal index 66，428
thermal injury 66
thermal neutron 474
thermal-polymerization 101
thermal pulp test 66
thermal radiation 474
thermal relaxation time 473
thermal sensation 66
thermal shrinkage 473
thermal stimulation 66
thermal stress 473
thermal sweating 66
thermal-tactile stimulation 624
thermal test 66
thermalgia 447
thermesthesia 66
thermoceptor 66
thermoreceptor 66
thermocouple 474
thermoelectron 474
thermography 233，473
thermohyperesthesia 65
thermohyposthesia 66
thermoluminescent dosimeter 474
thermometry 176
thermophilic bacteria 184
thermoplastic impression material 473
thermoplastic material 473
thermoplastic resin 473
thermoregulation 392
thermosetting resin 473
thermostatic bath 184
thermotherapy 67
thiamin 412
thiamin chloride hydrochloride 412
thiamin hydrochloride 412
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thiamine pyrophosphate 412
thiamine pyrophosphate diphosphoric acid
412
thiamylal sodium 412
thick liquid diet 477
thick saliva 474
thickening 507
thimble ionization chamber 279
thimerosal 416
thin layer chromatography 487
thinking 265
thinking swallow 55
thinness 623
thinning 514
thiocyanic acid 414
thioglycollate medium 414
thiol protease 414
thiolase 414
thiopental 414
thioridazine 414
thioridazine hydrochloride 414
third and fourth pharyngeal pouch syndrome
394
third dentition 394
third molar 394
third order bend 233
third party provision of personal information
215
thirst 186
thirst sensation 105
thixotropy 414
Thomson eﬀect 453
Thomson scattering 454
thoracic breathing 142
thoracic duct 141
thorax 140
Thornwaldt disease 456
thorotrast 456
thought echoing 201
threaded implant 343
threaded pin 473
thread-forming property 40
three attributes of color 29
three-dimensional CT image 248
three-dimensional display 248

tibia bone graft

three-dimensional Fourier transform 248，
342
three-dimensional Fourier transformation
248，342
three-dimensional image processing 248
three-dimensional measurement 248
three-dimensional reconstruction 248
three-dimensional reformation 248
three-dimensional ultrasonography 248
three fundamental anterior tooth contours
classiﬁed by Williams 35
three incisors 342
three jaw pliers 342
three mix 343
three-point bending test 250
three-quarter crown 608
three-rule of protection 560
three-step bonding system 342
three wall infrabony defect 250
three-way syringe 342
threonine 456
threshold 18
threshold dose 18
threshold membrane potential 18
threshold stimulus 18
threshold value 18
throbbing pain 337，487
thrombasthenia 173
thrombin 456
thrombin time 456
thromboangiitis obliterans 550
thrombocyte 172
thrombocythemia 173
thrombocytopenia 173
thrombocytopenic purpura 173
thromboelastograph 456
thromboembolic disorder 174
thromboembolism 174
thrombokinase 457
thrombolytic drug 174
thrombophlebitis 174
thromboplastin 457
thromboplastin generation test 457
thrombosis 174
thrombotest 457

thrombotic thrombocytopenic purpura 174
thromboxane 456
thrombus 174
thrush 189
thumb sucking guard 244
thumb sucking habit 568
thymic factor 143
thymidine 416
thymidylic acid 416
thymine 416
thymoanaleptic 112
thymol 416
thymoleptic 112
thymus 143
thymus-dependent antigen 143
thymus-dependent area 143
thymus-derived cell 144
thymus-independent antigen 143
thyroarytenoid cartilage 199
thyroarytenoid muscle 199
thyrocalcitonin 425
thyroglobulin 242
thyroglossal duct 198
thyroglossal duct cyst 198，349
thyroglossal ﬁstula 198
thyrohyal space 199
thyrohyoid muscle 198
thyroid carcinoma 198
thyroid cartilage 199
thyroid function test 198
thyroid gland 198
thyroid gland scintigram 199
thyroid hormone 199
thyroid hormone refractoriness 199
thyroid stimulating hormone 198
thyropathy 198
thyrotoxicosis 199
thyrotropin 242
thyroxine 425
TI 66，428，500
Ti-6Al-4V alloy 415
TIA 23，428，477
tiaprofenic acid 412
TIBC 382
tibia bone graft 164
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tibia bone implantation

Ｔ

tibia bone implantation 164
tibia bone transplant 164
tibia bone transplantation 164
tic 415
tic douloureux 447
ticlopidine hydrochloride 55
tidal volume 23
tie back 398
tie back hook 398
tie back loop 398
tie-wings 391
tight junction 397
tilting test 442
timbre 473
time-activity curve 130，260
time-averaged maximum ﬂow velocity 260
time constant 278
time，
dose and fractionation factor
260，429
time factor 259，260
time-intensity curve 259
time of falling out 405
time-of-ﬂight 398，507
time-of-ﬂight MRA 398
time-out method 398
time series 264
time subtraction 259
time-weighted average concentration 259
time-γ-curve 259
timed vital capacity 260
TIMP 428
tin foil 338
tin plating 338
Tinker three-quarter crown 434
Tinnel sign 433
Tinner joint 433
Tinnerʼs joint 433
tinnitus 585
tinoridine 416
tip back bend 433
tip forward bend 433
tipping 164
tipping movement 164
tipping tooth 164
tissue 387
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tissue aﬃnity 388
tissue-air ratio 387
tissue attachment therapy 388
tissue borne 476
tissue change 388
tissue conditioner 433
tissue conditioning 476
tissue culture 388
tissue displacebility 501
tissue displacement 501
tissue dose 388
tissue engineering 236，348，388，433
tissue equivalent material 388
tissue equivalent phantom 388
tissue ﬂuid 387
tissue harmonic imaging 433
tissue infringement 388
tissue inhibitor of metalloproteinase 428
tissue interaction 348
tissue irritation 388
tissue macrophage 388
tissue malformation 387
tissue model 388
tissue punch 433
tissue reaction 388
tissue regeneration therapy 236
tissue respiration 388
tissue space 387
tissue stem cell 387
tissue stop 433
tissue stopper 433
tissue-supported denture 476
tissue tolerance 387
tissue weighting factor 387
titan plasma spray coating 429
titania 415
titanium 415
titanium alloy 415
titanium blade 415
titanium bracket 415
titanium casting 415
titanium dioxide 246，465
titanium ﬂame spray 415
titanium implant 415
titanium mesh 415

tongue crib

titanium-molybdenum alloy 415，551
titanium-nickel alloy 415
titanium-nickel wire 415
titanium plasma sprayed implant 415
titanium screw 415
titanium-zirconium alloy 415
titled implant placement 164
titratable acid 435
TLC 441
TLD 474
TM line 429
TMIG index of competence 629
TMJ 84
TMJ aﬀection 85
TMJ ankylosis 84
TMJ antero-posterior projection 85
TMJ arthralgia 85
TMJ arthritis 84
TMJ arthrogram 85
TMJ arthrography 84，85
TMJ arthroplasty 85
TMJ arthroscope 84
TMJ arthrotomography 85
TMJ axial projection 85
TMJ computed tomography 85
TMJ discectomy 84
TMJ disease 85
TMJ dislocation 85
TMJ disorder 85
TMJ disturbance 85
TMJ dysfunction 84
TMJ emission computerized tomography 86
TMJ ﬂuoroscopy 85
TMJ frontal projection 85
TMJ function 84
TMJ lateral projection 85
TMJ luxation 85
TMJ magnetic resonance imaging 84
TMJ mobilization 85
TMJ neuritis 85
TMJ neurosis 85
TMJ noise 84
TMJ radiography 84，85
TMJ radiography using panoramic equipment
493

TMJ scale 429
TMJ sound 84
TMJ sprain 86
TMJ tomography 85
TMJ trauma 84
TMJ X-ray computerized tomography 84
TMJ X-ray photograph 84
TMNR 127
Tn 454
TNF 297
TNM classiﬁcation 428
to-and-fro absorption system 59
tobacco mosaic disease 405
tocopherol 453
tocopherol acetate 453
toe in 443
toe in bends 443
toe loop 450
TOF 398，507
TOF ratio 608
Toﬄemire retainer 453
Tokyo metripolitan institute of gerontology
index of competence 629
tolerable upper intake level 398
tolerance 147，396，456
tolerance dose 398
tolfenamic acid 456
Tolosa-Hunt syndrome 456
Tomes ﬁber 450
Tomes granular layer 450
Tomes process 450
tomographic angle 410
tomographic layer 410
tomographic movement 410
tomography 410，454
tomography of TMJ 85
tone of color 262
tongue 354
tongue base 357
tongue biting 201
tongue biting habit 201
tongue brush 361
tongue cancer 356
tongue coating 359
tongue crib 407

Ｔ

915

tongue depressor

Ｔ

tongue depressor 354
tongue exercise 356
tongue ﬂap 361
tongue forceps 356
tongue function 356
tongue guard 361，407
tongue habit 358，630
tongue holding forceps 356
tongue interposition 630
tongue movement 354
tongue plaque 359
tongue posture 354
tongue pressure 354
tongue pressure measuring device 354
tongue reduction 358
tongue retaining device 81
tongue space 361
tongue spike 407
tongue-thrust swallow 407
tongue thrusting 360
tongue thrusting habit 360
tongue training 356
tonic-clonic seizure 144
tonic labyrinthine reﬂex 152
tonic motoneuron 152
tonic muscle 152
tonic neck reﬂex 152
tonic neuromuscular unit 275
tonic peritoneum dialysis 276
tonic vibration reﬂex 152
tonicity agent 447
toning 422
tonoﬁbril 421
tonoﬁlament 421
tonsil 557
tonsillar calculus 558
tonsillar hypertrophy 558
tonsillitis 558
tool angle 487
tool steel 192
tooth 479
tooth alignment 493
tooth and tissue-support 268
tooth and tissue-supported denture 268
tooth arrangement 322，493
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tooth axial projection 268
tooth axis 268
tooth axis surface cavity 268
tooth band 278
tooth borne type denture 268
tooth brush 494
tooth brush wear 494
tooth brushing 494，538
tooth brushing instruction 243，429，494，
538
tooth brushing instruction method 243
tooth brushing method 538
tooth bud 283
tooth-colored material 259
tooth conditioner 285
tooth crown 258
tooth crown fracture 260
tooth decay 37
tooth defect 277
tooth displacement 493
tooth erosion 248，324
tooth extraction 491
tooth extraction wound 491
tooth fatality rate 493
tooth fortiﬁer 268
tooth germ 283
tooth germ enucleation 283
tooth life span 493
tooth loosening 450
tooth mark 266
tooth mobility 450
tooth mobility test 450
tooth mortality rate 130
tooth neck 263
tooth notation 493
tooth pick 604
tooth positioner 443
tooth preparation in two planes 468
tooth replacement period 493
tooth root 266
tooth shape 263
tooth size 493
tooth size discrepancy 443
tooth size ratio 443
tooth substance 268

tourniquet shock

tooth substantial defect 277
tooth-support 268
tooth surface 285
tooth surface contact 285
tooth surface medicament 285
tooth-to-lip relationship 492
tooth wear 443
tooth with completed root 228
tooth with immature root 233
tooth with incomplete root 233
toothache 277
toothbrushing assistance 71
toothpaste 284
toothpick 427
top-down treatment 453
tophus 427
topical administration 146
topical anesthesia 520
topical anesthetics 520
topical application 146
topical application of ﬂuoride 533
topical ﬂuoride application 146，533
topical ﬂuoride treatment 533
torque 73，455
torque control 456
torque controller 456
torque driver 456
torque indicator 456
torque wrench 456
torquing 455
torquing arch 455
torquing auxiliary 455
torquing bracket 455
torquing key 455
torquing spring 455
torquing turret 455
torsion 475
torsion fracture 475
torsion test 473
torsional strength 473
torsiversion 475
tort liability 536
torticollis 286
torus levatorius 145
tosuﬂoxacin 453

tosuﬂoxacin tosylate 453
tosuﬂoxacin tosylate hydrate 453
total amnesia 117，367
total anomalous pulmonary venous connection
382
total blind 376
total blood volume 367
total body ﬂuid 397
total body irradiation 370
total body water 397
total carbon dioxide 382
total crossbite 450
total dentition space analysis 450
total discrepancy 450
total dose 382
total etching 48
total expansion 383
total facial height 366
total ﬁltration 383
total ﬂow 377，383
total glossectomy 359
total health promotion 450
total helping 365
total intravenous anesthesia 117
total iron binding capacity 382
total laryngectomy 205
total lung capacity 375
total maxillectomy 302
total neck dissection 367
total nodal irradiation 377
total peripheral resistance 376
total plasma volume 367
total space analysis 450
total tooth loss 376
total vascular resistance 367，380
totipotency 375
touch receptor 313
touch sensation 315
touch spot 313
toughness 324
Tourette disorder 450
Tourette syndrome 450
tourniquet 156，264，405
tourniquet paralysis 264
tourniquet shock 391
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Touton giant cell
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Touton giant cell 427
Towne radiography 399
Towneʼs projection 399
toxic agent 452
toxic dose 420
toxic epidermal necrolysis 420
toxic reaction 420
toxicity 451
toxicity test 451
toxicology 451
toxigenicity 451
toxin 451
toxohormone 451
toxoid 450
toxoplasma 450
toxoplasmosis 451
TPR 376
TPS coating 429
TPS implant 415
TR 158，425，428
trace component 521
trace conditioning 229
trace element 521
trace mineral 521
traceability 456
tracer 426，456
tracer-controlled manutacturing proﬁling 460
tracheal cannula 124
tracheal catheter 124
tracheal ﬁstula 125
tracheal foreign body 125
tracheal intubation 125
tracheal tube 125
tracheal tug 125
tracheoarterial ﬁstula 125
tracheobronchial lavage 129
tracheobronchial toilet 129
tracheoesophageal ﬁstula 125
tracheostoma 125
tracheostomy 125
tracheotomy 125
tracheotomy tube 125
tracing 456
tracing table 517
tracking 39
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tract 442
traction 176
traction force 176
traction reﬂex 176
traction type 176，454
traction type separator 176
traﬃc accident 203
Tragion-Gonion 79
tragus 269
train-of-four ratio 608
train-of-four stimuli 608
training of basic motor 131
training of masticatory function 389
trait 164，388
tranquilizer 454
trans cutaneous 166
transaldolase 454
transalveolar extraction 164
transalveolar ﬁber 274
transaminase 454
transamination 10
transcranial projection 165
transcription 440
transcriptional control 440
transcutaneous oximetry 166
transdiﬀerentiation 545
transducer 328，454
transduction 164，556
transect 59
transection 59
transfer 19，20，441
transfer coping 454
transfer RNA 428
transfer service 21，25
transferable plasmid 441
transferase 454
transferrin 454
transformation 164，557
transformation temperature 557
transforming growth factor 164
transfusion reaction 602
transgenic animal 454
transgingival ﬁber 18
transient apical breakdown 454
transient bacteria 23

traumatic cerebral contusion

transient cerebral ischemic attack 23
transient equilibrium 100
transient ischemic attack 23，428，477
transient replacement resorption 23
transient root resorption 23
transillumination test 446
transit amplifying cell 428
transition state 365
transitional cell carcinoma 18
transitional denture 18
transitional implant 246
transketolase 454
translation 574
translation into braille 442
translational research 454
translocation 438，440
translucent medium 500
transmandibular implant 79
transmission density 444
transmission electron microscopy 444
transmission mandrel 454
transmission scan 444
transmissivity 444
transmittance 444
transmitter 441
transmitter coil 382
transmucosal 166
transorbital projection 163
transosseous wiring 220
transosteal implant 218
transpalatal arch 454
transpalatal width 335
transparency 449
transparent dentin 449
transparent layer 449
transparent zone 449
transpeptidase 454
transpharyngeal projection 162
transplant 20
transplantation 20
transplantation antigen 20
transplantation immunity 20
transplantation medicine 20
transplanted tooth 20
transportation 21，499

transporter 602
transposable element 438
transposition 438
transposition of the tooth 24
transposon 454
transpulmonary pressure 484
transseptal ﬁber 259
transversal channel 58
transversal tubular system 58
transverse cant 335
transverse deviation 335
transverse discrepancies 335
transverse expansion 386
transverse expansion of arch 335
transverse facial artery 120
transverse facial cleft 58
transverse facial vein 120
transverse fracture 58
transverse groove 58
transverse horizontal axis 335
transverse image 59
transverse magnetization 607
transverse maxillary fracture 301
transverse movement 386
transverse muscle of tongue 59
transverse palatine fold 58
transverse palatine suture 58
transverse plane 59
transverse problems 335
transverse relationship 335
transverse relaxation 607
transverse relaxation time 341，607
transverse ridge 59
transverse tomography 73
transversion 24
trapezius 383
trapezius muscle 383
trapezius musculocutaneous ﬂap 383
trapezoid ostectomy 393
trauma 70
trauma-and stressor-related disorders 328
traumatic amputation 71
traumatic arthritis 71
traumatic bone fracture 71
traumatic cerebral contusion 71
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traumatic dislocation
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traumatic dislocation 71
traumatic emphysema 71
traumatic erythrodontia 71
traumatic ﬁbroma 71
traumatic gingivitis 71
traumatic glossitis 71
traumatic hypoplastic tooth 71
traumatic modiﬁer 71
traumatic neuroma 71
traumatic neurosis 71
traumatic occlusion 71
traumatic periodontitis 71
traumatic pneumothorax 71
traumatic salivary ﬁstula 71
traumatic shock 71
traumatic tattooing 70
traumatic TMJ arthritis 70
traumatic tooth fracture 71
traumatic ulcer 70
traumatized tooth 70
traumatology 70
Trauner method 456
tray 456
tray resin 456
tray technique 456
Treacher Collins syndrome 455
treated tooth 314
treated tooth rate 314
treated volume 425
treatment 314，425
treatment and education of autistic and related
communication handicapped children 429
treatment and education of autistic and related
communication handicapped children
program 429
treatment denture 425
treatment objective 425
treatment outcome 425
treatment plan 312，425
treatment planning 425
treatment progress 425
treatment recommendation 314
treatment timing 425
tree test 486
TReﬀ 277
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trembling 325
tremor 325，585
trench foot 247
Trendelenburgʼs position 456
trephination 220，368
trephine bur 456
Treponema 456
Treponema denticola 456
Treponema pallidum 456，484
Treponema vincentii 456
tri-n-butyl borane 455
triacylglycerol 454
triad 251
triage（仏） 454
trial denture 93
trial ﬁtting 278
triamcinolone 454
triangular bandage 246
triangular elastic 246
triangular ﬂap method 246
triangular groove 246
triangular ridge 246
tribosphenic 455
tributyl borane 455
tricalcium phosphate 620
tricarboxylic acid 454
tricarboxylic acid cycle 429
trichlorethylene 454
tricho-dento-osseous syndrome 594
Trichomonas tenax 191
Trichomonas vaginalis 415
trichophytia 486
trichophytosis capitis 315
triconodont 249
tricuspal plane 247
tricuspid atresia 249
tricuspid valve 249
tricyclic antidepressant 246
tridermal mixed tumors 250
tridymite 455
triethyleneglycol dimethacrylate 454
trigeminal ganglion 247
trigeminal ganglion block 247
trigeminal mesencephalic nucleus 248
trigeminal mesencephalic tract 248

tuberculous lymphadenitis

trigeminal motor nucleus 247
trigeminal nerve 247
trigeminal neuralgia 248
trigeminal pulse 250
trigeminal sensory nucleus 247
trigeminal spinal nucleus 247
trigeminal spinal tract 247
trigeminal tractotomy 248
trigeminy 250
trigger point 454，492
trigger point injection 454
trigger zone 454，492
triglyceride 454
trigon 455
trigonid 455
trigonid notch 455
trimming 455
triozinc paste 454
triple angle 455
triple buccal tube 455
triple response 248
triple vaccine 248
triple X syndrome 455，572
triplegia 248
triplet production 250
tripod fracture 246
tripod marking 445
trisection 454，545
trismus 69
trismus due to traumatic injury 70
trisomy 455
trisomy 18 292
trisomy 18 syndrome 292
trisomy 21 466
trisomy 21 syndrome 455
trisomy X 572
tristimulus values 248
tritium 248，455
tritubercular theory 247
trituration 482
tRNA 428
trocar 456
troches 456
trochlear nerve 98
tropocollagen 456

tropomyosin 456
troponin 456
true cementoma 325
true cholinesterase 324
true fast imaging with steady-state procession
450
true FISP 450
true mandibular prognathism 324
true negative 317
true negative rate 317
true neuralgia 325
true pocket 325
true positive 330
true positive rate 330
True separator 450，455
true tooth 323
trunk 106
try-in 278
trypan blue 455
trypsin 455
trypsin-like protease 455
tryptophan 455
TSA 297
TSE 391，428
TSH 198
TSTA 297
tsutsugamushi fever 427
tube current 118
tube diet 163
tube feeding 163
tube-shift method 108
tube tooth 420
tube voltage 118
tubed drainage method 481
tubed pedicle ﬂap 112
tuber plasty 301
tubercle 173
tubercle of upper lip 306
tuberculin 427
tuberculin reaction 427
tuberculosis 169，170
tuberculous arthritis 170
tuberculous glossitis 170
tuberculous lymphadenitis 170
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tuberculous submandibular lymphadenitis

Ｔ

tuberculous submandibular lymphadenitis
170
tuberculous ulcer 170
tuberculum impar 533，589
tuberosity 390
tuberous sclerosis 173
tubocurarine 429
tubular adenocarcinoma 112
tubular adenoma 112
tubular dentin 599
tubular enamel 599
tubular-maxillar line 429
tubulin 420
tuft brush 405
tug-back 401
tularemia 598
tumor 297，298
tumor bearer 407
tumor cell 297
tumor control dose 297
tumor cord 297
tumor extirpation 297
tumor growth curve 297
tumor immunity 298
tumor-like disease 298
tumor marker 298
tumor necrosis factor 297
tumor of unknown origin 182
tumor of unknown primary 182
tumor regrowth 297
tumor scintigram 297
tumor scintigraphy 297
tumor-speciﬁc antigen 297
tumor-speciﬁc transplantation antigen 297
tumor suppressor gene 122
tumor volume 298
tumoral macroglossia 297
tumorous epulis 297
tungsten 407
tungsten carbide 407
tungsten carbide bur 407
tunnel preparation 457
tunnel restoration 457
turbo spin echo 391，428
turbulent ﬂow 612
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turn and pull 391
Turner syndrome 391
Turner tooth 391
Turnerʼs tooth 391
turnover number 394
turnover rate 73，202
turret 406
TV 425
TVC 260
TVR 152
Tweed analysis 426
Tweed arch bending pliers 426
Tweed cephalometric analysis 426
Tweed loop-forming pliers 426
Tweed technique 426
Tweedʼs triangle 426
tweezers 522
twilight state 594
twin 382，467
twin block appliance 426
twin bracket 426
twin-stage articulator 426
twin study 382
twin wire appliance 382
twist drill 426
twisted wire 426
twister 426
twitch 408
two-arm clasp 471
two-arm clasp with occlusal rest 626
two-bath development 471
two-bath ﬁxing 471
two-by-four appliance 427
two-by-two contingency table 464
two-digit system 427
two-dimensional chromatography 465
two-dimensional Fourier transform 427，465
two-dimensional Fourier transformation
427，465
two-dimensional hologram 465
two-jaw surgery 301
two layer ﬂap closure 467
two-part implant 427
two-point discrimination test 468
two-point threshold 468

ultraviolet ray test

two-stage implant 464
two-stage palatoplasty 467
two-stage repair method 467
two-step bonding system 427
two-tone disclosing solution 467
two wall infrabony defect 468
two-way class 383
two-way layout 464
two-word sentences 465
tympanic cavity 215
tympanic membrane 225
tympanic nerve 215
tympanic neuralgia 215
tympanic part 215
tympanic plate 215
type 1 diabetes mellitus 22
type 1 gold alloy 398
type 2 diabetes mellitus 464
type 2 gold alloy 398
type 3 gold alloy 398
type 4 gold alloy 398
typeⅠcollagen 22
typeⅠerror 391
type Ⅱ error 397
type Ⅲ error 394
type of radiation exposure 514
type-speciﬁc antigen 96
typical normal occlusion 440
typodont 398
tyrosine 425
Tzanck cell 426

Ｕ
U-test 600
ubiquinone 603
UC 75
Uchida-Kraepelin test 38
UCLA abutment 600
UDMA 38
UDP 38，601
UDP-D-galactose 601
UDP-D-glucose 601
UDP-N-acetyl-D-glucosamine 601

ugly duckling stage 585
UHC 603
UHF 214
UICC 213
UICC classiﬁcation 599
UL 398
Ulbricht sphere 354
ulcer 75
ulcerative colitis 75
ulcerative disease 75
ulcerative glossitis 75
ulcerative pseudomembranous stomatitis 75
ulcerative pulpitis 75
ulcerative stomatitis 75
ulnar deviation 286
ultimate tensile strength 238
ultracentrifuge 420
ultraﬁltration 176
ultrahigh frequency 214
ultrasonic cleaning 420
ultrasonic diagnostic equipment 420
ultrasonic Doppler method 420
ultrasonic echography 420
ultrasonic image 420
ultrasonic irrigation 420
ultrasonic nebulizer 420
ultrasonic pulse method 420
ultrasonic scaler 420
ultrasonic therapy 420
ultrasonic toothbrush 420
ultrasonically guided puncture 420
ultrasonogram 420
ultrasonography 420
ultrasound contrast medium 420
ultrasound therapy 420
ultrastructure 423
ultraviolet 601
ultraviolet absorption 254
ultraviolet and visible absorption spectrum
254
ultraviolet light 254
ultraviolet microscope 254
ultraviolet radiation 601
ultraviolet ray 601
ultraviolet ray test 254
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umami
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umami 38
umbra 574
UMIN 392，601
UMP 38，599
unattached mucous membrane 100
unattached plaque 515
unbalanced diet 556
uncharged particle 505
unclean area 531
uncleansable area 348
uncoated tablet 389
uncomfortable feeling 30
uncompensated acidosis 511
uncompensated alkalosis 511
uncomplicated crown fracture 409
uncomplicated crown-root fracture 409
uncomplicated tooth fracture 409
unconditioned reﬂex 588
unconditioned stimulus 588
unconjugated bilirubin 116
unconsciousness 18，586
uncooperative child 506，528
uncoupler 404
unction 461
under exposure 632
undercontour 15
undercut 15，365，438
undercut area 15，20
undercut form 38，366
undercut gauge 15
undercut of cavity 438
underfeeding 430
underﬁlling 15，93
undergrowth 432
undermining bone resorption 366
undermining caries 366
undermining resorption 366
undernutrition 42，430
undesired noise 378
undiﬀerentiated carcinoma 585
undiﬀerentiated mesenchymal cell 585
undulating pulse 488
undulatory enamel 488
unequal conjoined twin 511
unerupted tooth 585
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uneven development 181
unicystic ameloblastoma 411
unidentiﬁed complaint 534
uniform color space 153
uniform exposure 153
uniformity 148
unilateral 557
unilateral balance 557
unilateral balanced occlusion 557
unilateral chewing 557
unilateral cleft lip 557
unilateral cleft lip and palate 557
unilateral crossbite 557
unilateral occlusal balance 557
unilocular 411
unilocular cystoma 411
unilocular radiolucency 411
Union for International Cancer Control 213
Union for International Cancer Control
classiﬁcation 599
unit cell 406
unit dose package 407
unit membrane 407
United Nations Scientiﬁc Committee on the
Eﬀects of Atomic Radiation 14，179
uniting callus 171
universal adapter 500
universal appliance 603
universal curette 602
Universal Declaration of Human Rights 352
universal design 603
universal design food 603
universal donor 500，501
universal health coverage 603
universal pliers 603
universal precautions 603
universal recipient 500，501
universal system 603
University hospital Medical Information
Network 601
University Hospital Medical Information
Network 392
unknown primary tumor 182
unmyelinated nerve ﬁber 588
unpaired electron 533

usual dose

unpleasant feeling 527
unpleasant odor 527
unpleasant sensation 30
unpleasantness 527
unpolymerized monomer 251
unsaponiﬁable material 532
unsaturated fatty acid 536
UNSCEAR 14，179
unsealed radioactive source 517
unsealed source 516
unsensitization 510
unsharpness 532
unstable angina 524
unstable hemoglobinopathy 524
unstimulated saliva 508
untoward reaction 599
untreated tooth 584
unvoiced consonant 589
up-and-down elastics 334
up-down elastics 334
upper airway 304
upper anterior synovial pouch 376
upper border of the mandibular canal 78
upper bow of articulator 304
upper dental arch 302
upper esophageal sphincter 306
upper face 303
upper facial height 304
upper jaw 301
upper labial arch 302
upper labial frenulum 306
upper labial frenum 306
upper lip 306
upper lip line 307
upper margin of the mandibular canal 78
upper neck dissection 304
upper posterior synovial pouch 208
upper respiratory infection 304
upper yield strength 305
UPPP 185
upright 350
upright position 614
uprighting 7，143
uptake 455
uracil 38

uranium fuel 38
uranocopia 438
Urbach-Wiethe disease 38
urea 471
urea cycle 471
urea peroxide 92
urease 38
uremia 471
uremic stomatitis 471
urethane dimethacrylate 38
urethral catheterization 448
uric acid 471
uridine 38
uridine 5ʼ-diphosphate 38，601
uridine 5ʼ-triphosphate 38，601
uridine 5ʼ-monophosphate 38
uridine monophosphate 599
uridylic acid 38
urinalysis 181，471
urinary diﬃculty 484
urinary disturbance 484
urinary incontinence 471
urinary output 471
urinary retention 471
urinary stone 471
urinary volume 471
urine 471
urine glucose 471
urine ketone body 471
urine occult blood test 471
urine protein 471
urine speciﬁc gravity 471
urine sugar 471
urobilin 38
urobilinogen 38
uronate cycle 38
uronic acid 38
urticaria 330
urticarial drug eruption 330
US 420，588
useful beam 618
user 504
user of facility 273
userʼs charge 618
usual dose 311

Ｕ

925

usual weight

usual weight 427
utility arch 601
utility pliers 601
utility wax 601
utilization rate 619
UTP 38，601
UV 601
uveoparotid fever 535
uveoparotitis 535
uvula 185
uvula biﬁda 185
uvular muscle 185
uvulitis 185
uvulopalatopharyngoplasty 185
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V-bend 525
Vmax 237
V-P shunt 477
V-principle 524
V/Q 108
V region 593
V-shaped body osteotomy of mandible 524
V-shaped dental arch 524
vaccination 296，608
vaccine 634
vacuolar degeneration 155
vacuolar proton pump 44
vacuum 486
vacuum casting 318
vacuum casting machine 133
vacuum ﬁltration 133
vacuum ﬁring method 318
vacuum investing 318
vacuum melting 318
vacuum mixing 318
vacuum pressure casting 67
vagal neuralgia 590
vagotonia 590
vagus nerve 590
valaciclovir 494
valaciclovir hydrochloride 494
valine 495
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vallate papilla 599
vallecular aggregation 204
Valleix pain point 35
valproate 496
Valsalvaʼs sinus 397
value 590
value of impact energy 304
valve replacement 557
valvular heart disease 325
valvular pneumothorax 556
van der Waals force 524
vancomycin 498
vancomycin hydrochloride 498
vancomycin-resistant enterococcus 498
vapor pressure 304
vaporization 123，305，309
vaporizer 124
vaporizing humidiﬁer 304
variable 556
variable collimator 102
variable interval reinforcement 558
variable ratio reinforcement 558
variable region 593
variance 546
variant 555
variate 556
variation 555
varicella 334
varicella-zoster 335
varicella-zoster virus 335
varicose 311
varicose vein 311
variola 447
varix 311
varnish 480
VAS 255，509
vascular collapse 170
vascular dementia 477
vascular hyperpermeability phase 171
vascular ligature 170
vascular nevus 171
vascular purpura 171
vascular tissue tumor 586
vascular tone 170
vascularized bone graft 171

verapamil

vascularized osteomyocutaneous ﬂap graft
171
vasculitis 170
vasculized ﬂap 171
vasoactive agent 170
vasoconstriction 170
vasoconstrictor 170
vasoconstrictor nerve 170
vasoconstrictor reﬂex 170
vasodentin 586
vasodepressor 171
vasodepressor syncope 171
vasodilatation 170
vasodilator 170
vasodilator nerve 170
vasodilator reﬂex 170
vasodilator substance 170
vasomotion 170
vasomotor center 170
vasomotor nerve 170
vasomotor reﬂex 170
vasomotor regulation 170
vasomotor system 170
vasopressin 488
vasopressor 299
vasopressor agent 168
vasopressor drug 299
vasopressor substance 170
vasotocin 488
vasovagal reﬂex 171
vasovagal syncope 171
vat development 492
VCA 102
VE 55，513
vector 552
vector map 552
vectorcardiogram 552
vecuronium 552
vegetable astringent 314
vegetative dystonia 316
vegetative form 42
vegetative hypha 42
vegetative state 314
Veillonella 550
vein 310

vein of the pterygoid canal 607
velar 461
velar sound 461
Velo-Cardio-Facial syndrome 121
velocity mode 385
velopharyngeal closure 503
velopharyngeal competence 503
velopharyngeal function 503
velopharyngeal incompetence 503，504
velopharyngeal prosthesis 504
velum palatinum 185
veneer crown 515
veneer graft technique 552
venesection 310
venetomy 310
venipuncture 310
venous cutdown 310
venous embolism 310
venous pressure 310
venous pulse 311
venous return 310
venous thrombosis 310
ventilation 108
ventilation meter 109
ventilation-perfusion ratio 108
ventilator 557
ventilator resistance 557
ventilatory frequency 108
ventilatory pattern 108
ventricle 323
ventricular compliance 323
ventricular end-diastolic pressure 323
ventricular end-diastolic volume 323
ventricular end-systolic volume 323
ventricular ﬁbrillation 323
ventricular function curve 323
ventricular septum defect 323
ventricular tachycardia 323
ventriculo-peritoneal shunt 477
ventrodorsal projection 531
venturi eﬀect 557
venturi mask 557
venturi tube 557
venule 236
verapamil 554

Ｖ
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verapamil hydrochloride

Ｖ

verapamil hydrochloride 554
verbal aphasia 408
verbal quantitative scale 604
veriﬁcation jig 90
veritcal dimension 84
vermillion border 353
vermillionectomy 199
Vernet syndrome 554
Verrill sign 554
verruca 600
verruca vulgaris 324
verruciform xanthoma 600
verrucous carcinoma 600
verrucous hyperplasia 600
versican 480
vertebral column 353
vertex-menton projection 447
vertical alveolar distraction 334
vertical angle 334
vertical angulation 333
vertical bone defect 334
vertical bone resorption 334
vertical brushing method 334
vertical chincap 334
vertical condensation technique of root canal
ﬁlling 333
vertical control 334
vertical deﬁciency 334
vertical deviation 334
vertical dimension 334
vertical dimension increase 194
vertical dimension of occlusion 334
vertical elastics 334
vertical excess 334
vertical ﬂap 334
vertical food impaction 334
vertical fracture 334
vertical growth 304，334
vertical growth pattern 334
vertical helical loop 480
vertical hook 480
vertical impacted wisdom tooth 334
vertical infection 334
vertical L sliding osteotomy 333
vertical loop 480
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vertical mandibular position 334
vertical mattress suture 334
vertical maxillary deﬁciency 334
vertical maxillary excess 334
vertical maxillary height 334
vertical method 405
vertical mode of replacement 334
vertical muscle of tongue 334
vertical overlap 61
vertical plane type 334
vertical position 333
vertical probing 334
vertical problems 334
vertical relationship 334
vertical type 480
vertigo 182，592
verval communication 178
very high frequency 423
very low density lipoprotein 423
vesicle 307
vesicular stomatitis 336
vessel 585
vestibular dysfunction 372
vestibular extension 191
vestibular lamina 322
vestibular screen 191
vestibular shield 191
vestibular surface 372
vestibule of mouth 191
vestibuloplasty 191
VF 55，513
VF swallowing study 55
VHF 423
viable cell count 344，345
vibration 328
vibrator 485
vibratory sensation 328
Vibrio 516
Vibrio parahaemolyticus 420
Vicat needle 504
Vickers hardness 512
victim 504
Victor-Spina method 507
vidarabine 512
video ﬂuorography 47

visual training

videocephalometric 513
videoendoscopic evaluation of swallowing 55
videoendoscopic examination of swallowing
55，513
videoendoscopy 55
videoﬂuorography 55
videoﬂuoroscopic examination of swallowing
513
videoﬂuoroscopic swallowing study 55
vidian neuralgia 513
vigilance 88
Villaret syndrome 35
villonodular synovitis 261
vinblastine 522
vinblastine sulfate 522
Vincent angina 635
Vincent gingivitis 635
Vincent sign 522
Vincent stomatitis 635
Vincent symptom 522
Vincent ulcerative gingivitis 635
vincristine 522
vincristine sulfate 522
vindesine 522
vindesine sulfate 522
vinyl chuck 514
vinyl silicone rubber impression material 514
viral 35
viral capsid antigen 102
viral hepatitis 35
viral infection 35
viral lymphadenitis 35
viral sialoadenitis 35
viral skin disease 35
viral stomatitis 35
viral tumor 35
viremia 35
viroid 35
virological examination 35
virtual articulator 480
virtual endoscopy 480
virtual image 147
virulence 521
virulence factor 517
virulent phage 521

virus 35
virus carrier 35
virus hepatitis 35
virus neutralizing antibody 35
visceral fat 458
visceral neurosis 458
visceral pain 458
visceral sensation 458
visceral syphilis 379
viscero-somatic reﬂex 458
viscid saliva 474
viscoelasticity 475
viscometer 475
viscosity 475
viscosity coeﬃcient 475
viscosity of saliva 400
viscous material 475
viscous metamorphosis 475
viscous solution 478
viscous substance 475
viscousness 477
visibility 376
visible light 92
visible light-cured composite resin 92
visible light-cured resin 92
visible light-curing 92
visible light-curing unit 92
visible ray 92
vision disorder 316
visiting care 565
visiting nursing 565
visiting nursing station 565
visiting rehabilitation 566
visor ﬂap 482
visor osteotomy 482
visual acuity test 316
visual analog scale 255，509
visual disorder 316
visual disturbance 256
visual examination 271
visual ﬁeld 285
visual pain score 256
visual pigment 283
visual support card 44
visual training 256

Ｖ
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visual treatment objective

Ｖ

visual treatment objective 256
visualization 92，518
vital capacity 482
vital pulp amputation 344
vital pulp therapy 272
vital pulpotomy 344
vital reaction 344
vital sign 351，483
vital stain 348
vital statistics 322
vital tooth 344，600
vital tooth bleaching 344
vital tooth whitening 344
vitality test of pulp 271
vitallium 483
vitamin 511
vitamin A 511
vitamin A alcohol 511
vitamin A deﬁciency 511
vitamin A2 511
vitamin antagonist 511
vitamin B complex 512
vitamin B deﬁciency 512
vitamin B1 512
vitamin B2 512
vitamin B6 512
vitamin B6 family 512
vitamin B12 512
vitamin B12 deﬁciency 512
vitamin B12 malabsorption 512
vitamin C 511
vitamin C deﬁciency 511
vitamin D 511
vitamin D deﬁciency 512
vitamin D deﬁcient rickets 512
vitamin D resistant rickets 207，512
vitamin D2 512
vitamin D3 512
vitamin deﬁciency 511
vitamin deﬁciency stomatitis 511
vitamin E 511
vitamin F 511
vitamin H 511
vitamin K 511
vitamin K deﬁciency 511
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vitamin M 511
vitamin P 512
vitiligo vulgaris 324
vitreous silica 353
vitriﬁcation 103
vitronectin 514
vocal cord 348
vocal cord paralysis 349
vocal cord vibration 348
vocal-fold adduction 348
vocal-fold paralysis 349
vocal tract 350
vocational center for disabled persons 300
vocational training center for disabled persons
300
VOI 113
voice 66，210
voice control 559
voice disorder 66
voice mutation 210
voice pattern 351
voice print 351
voiced consonant 600
voiced sound 600
voiced vowel 600
Voigt model 527
Vojta method 559
volatile acid 131
volatile anesthetic 131
volatile fatty acid 131
volatile oil 131
volatile sulﬁde compound 131
volitional movement 331
volitional muscle 331
Volkmann canal 527
voltage clamp 576
voltage dependent channel 438
voltage-gated channel 438
voltammetry 573
volume dose 396，605
volume-limited ventilator 293
volume load 606
volume of interest 113
volume-preset ventilator 293
volume receptor 606

water-drinking volume

volume rendering 396，573
volume scan 573
volume-sensitive ventilator 293
volume weighted CT dose index 396
voluntary contraction 331
voluntary muscle 331
volunteer 572
volutin granule 573
volvulus 475
vomer 314
vomeronasal organ 315
vomiting 59
vomiting center 59
vomiting reﬂex 59
vomitus 453
von Langenbeck method 527
von Recklinghausen disease 320，527
von Willebrand disease 527
von Willebrand factor 527
vowels 559
voxel 567
voyeurism 357
VPS 256
VQ ratio 108
VRE 498
VSD 323
VTO 256
vulcanite 197
vulcanite plate denture 225
vulcanization 104
vulcanizer 311
vulcanizing agent 104
VZV 335

Ｗ
W-arch 405
W-arch appliance 406
W value 406
Waardenburgʼs syndrome 633
WAIS-R 36
wakefulness 88
wakening 88
Waldeyer ring 634

Walkhoﬀ palatal ball 634
walking bleach 36
walking probing 36
wall ﬁlter 36
Wallenberg syndrome 635
wandering behavior 481
wandering pain 25
Wang method 635
Wardill method 633
warfarin 635
warfarin potassium 635
warm sensation 65
warm spot 66
warming blanket 77
warmth sensation 65
Warren classiﬁcation 635
wart 600
Warthin tumor 634
wash 369
wash impression 36
wash technique 36
Wassermann reaction 634
Wassmund incision 634
Wassmund osteotomy 634
Wassmund sulcus extension 634
Wassmund-Wunderer method 634
waste disposal treatment 482
Waste Management and Public Cleansing Law
482
waste treatment 482
waste water 168
watch-winding 36
water 307
water absorption 136
water added technique for hygroscopic
expansion 94
water balance 335，392
water bath 36
water bath technique for investing 324
water-borne infection 332
water coolant 418
water depletion 335
water deprivation 404
water diuresis 584
water-drinking volume 31

931

Ｗ

water electrolyte imbalance

Ｗ

water electrolyte imbalance 584
water equivalent material 584
water ﬂuoridation 334
water-insoluble glucan 536
water intake 335
water intoxication 584
water jet 36
water loss 335
water phantom 584
water pollution 332
water powder ratio 229
water puriﬁcation 307
water quality 332
water quality criteria 332
water requirement 335
water retention 335
water settable cement 332
water-soluble contrast agent 333，336
water-soluble contrast media 333，336
water-soluble contrast medium 333，336
water-soluble glucan 336
water-soluble monomer 336
water spray coolant 547
Water Supply Law 335
water swallowing test 584
water syringe 333
water turbine engine 336
waterproof abrasive paper sheet 396
waterprooﬁng agent 565
Watersʼ method 36
Watersʼ projection 36
Watersʼ view 36
Watersʼ X-ray photogram 36
Watson-Crick model 634
Watsuji-Denker method 634
wave number 488
waveform 487
waveform diagnosis 487
wavelength 489
wavy margin 488
wax 634
wax bath 634
wax bite 634
wax carver 634
wax cone technique 634
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wax denture 629
wax elimination 624
wax pattern 634
wax pattern expansion investing technique
629
wax pattern making 634
wax rim 630
wax spatula 634
wax up 634
wax warmer 634
waxed ﬂoss silk 456
waxing 371
waxing up 634
waxy degeneration 631
way of nutrition 42
weakness 333
weaning 615
weapon 141
wear 579
wear resistance 398
wear test 579
wearing of cloth 26
Weber-Cockayne syndrome 35
Weber-Fechner law 36
Weber fraction 36
Weber incision 35
Weber law 36
Weber ratio 36
Weber test 35
Wechsler adult intelligence scale-revised 36
Wechsler intelligence scale for children-third
edition 36
Wechsler preschool and primary scale of
intelligence 36
wedge 36
wedge eﬀect 156
wedge ﬁlter 36，156
wedge holder 36
wedge operation 36
wedge shaped defect 156
wedge shaped defect cavity 156
wedge shaped operation 156
wedge theory 156
wedging 36
Wegener granulomatosis 35，36

Williams syndrome

weighing 520
weighted computed tomography dose index
92
Weil cell-free layer 240
Weil-Felix reaction 634
Weingart pliers 634
Weisgoldʼs classiﬁcation 634
welding 605
welfare 530
welfare center for the aged 630
welfare center for the elderly 630
welfare consultant for disabled 300
welfare engineering 530
welfare equipment 530
welfare facility 530
welfare facility for the elderly 630
welfare for the disabled 300
welfare rights 530
welfare society 530
welfare volunteer commissioner 586
well diﬀerentiated carcinoma 207
well-type scintillator 26
Werdnig-Hoﬀmann disease 36
Werlhof purpura 35
Wernicke aphasia 36
West Haven-Yale MPI 36
West Haven-Yale multidimensional pain
inventory 36
West syndrome 36，441
western aphasia battery 406
Western blotting 36
wet bonding technique 36
wet case 36
wet compressive strength 472
wet corrosion 277
wet ﬂowmeter 277
wet heat-curing 278
wet hoarseness 278
wet lung 333
wet strength 473
wet technique 36
wet voice 278
wettability 473
wetting 472
wetting agent 277

wetting eﬀect 472
Wharton duct 635
wheal 564
wheel chair 160
wheeze 376
wheezing 376
whiplash injury 589
whistle deformity 559
white blood cell 490
white cane 486
white margin 574
white matter 486
white muscle ﬁber 490
white out 574
white paper on health and welfare 200
white sponge nevus 486
white spot 487
white spot lesion 404
white stone point 574
white thrombus 486
white turbidness 487
white X-ray 486
whitening 519
whitening agent 519
WHO 352，406
whole blood 367
whole body counter 370
whole body dose 370
whole body exposure 370
whole body scanner 371
whole body scintillation camera 371
whole human blood 570
whole saliva 372
wide-angle tomography 186
wide area unions for the late-stage medical care
system for the elderly 188
wide centric 634
wide centric occlusion 634
widely mobilized ﬂap 183
widening 89
widening of periodontal ligament 267
Wiener spectrum 35
Wienerʼs spectrum 35
will of eating 358
Williams syndrome 35
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Ｗ

Wilms tumor

Ｘ

Wilms tumor 35
Wilson curve 35
Wilson loop 35
Wilsonʼs disease 35
window level 35
window operation 35
window width 35
windowing 458
winged catheter 607
winging 395
Winter splint 35
wire bending 366
wire clasp 367，634
wire introducer 201
wire ligature 367
wire ligature splint 634
wire nipper 634
wire-resin splint 634
wire shield 634
wire skeleton retention 368
wire splint 375
wire traction 201
wiring ﬁxation 368
WISC-Ⅲ 36
wisdom tooth 415
Wiskott-Aldrich syndrome 35
Wits analysis 35
Wolf gnathotome 38
Wolﬀ law of bone remodeling 36
Wolﬀ-Parkinson-White syndrome 406
wood point 38
wooden brush 532
wooden plate denture 595
word deafness 227
word ﬁnding diﬃculty 110
work hardening 91
work hypertrophy 266
work plactice management 242
workersʼ accident compensation insurance
629
working bite 242
working cast 242
working cast with artiﬁcial gum 322
working cast with divided die 545
working cast with individual die 530
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working cast with removable die alveopalatal
263
working curve 182
working environment control 242
working facet 242
working ﬁeld 242
working length 242
working memory 243
working model for indirect method 116
working mold 242
working point 242
working population 631
working posture 331
working property 91
working side 242
working time 381
workshop by the disabled 144
World Health Organization 352，406
wound 378，381
wound contraction 383
wound dehiscence 254
wound dressing material 381
wound healing 381
wound infection 381
wound pain 381
wound treatment 381
woven bone 589
WPPSI 36
WPW syndrome 406
wrinkle line 336
wrist bone 294
wrought alloy 91
wrought microstructure 91
wrought wire clasp 367
wryneck 286
Wunderer osteotomy 38
Wynn method 35

Ｘ
X-chromosome 47
X-linked dominant inheritance 47
X-linked inheritance 47
X-ray 46

Young pliers

X-ray absorption spectroscopy 46
X-ray beam 47
X-ray computed tomography 47
X-ray contrast 46
X-ray detector 46
X-ray diﬀraction 46
X-ray dose 47
X-ray examination 46
X-ray ﬁlm 47
X-ray ﬂuorescence 163
X-ray ﬂuorescence analysis 163
X-ray generator 47
X-ray installation 47
X-ray kater 47
X-ray mass examination 47
X-ray output 47
X-ray photoelectron spectroscopy 46
X-ray projection 47
X-ray radiography contrast 47
X-ray sickness 47
X-ray television 47
X-ray tomography 47
X-ray tube 46
X-ray tube assembly 46
X-ray tube current 46
X-ray tube housing 46
X-ray tube voltage 46
X-ray unit 47
X-ray view 47
X-ray-induced carcinoma 47
xanthine 126
xanthoﬁbroma 59
xanthogranuloma 59
xanthoma 59
xanthoma cell 59
xanthomatosis 59
Xe irradiator 128
Xe light-curing unit 128
xenobiotic 26
xenogeneic bone grafting 19
xenogeneic graft 19
xenograft 19
Xenon irradiator 128
Xenon light-curing unit 128
xenotransplantation 19

xeroderma pigmentosum 261
xerography 110
xerophthalmia 108
xeroradiography 110，364，440
xerosis 508
xerostomia 189
XXX syndrome 455
xy chromaticity diagram 47
xylene 127
xylitol 127
xylose 127
xylulose 127
xyster 223
XYZ standard colorimetric system 48

Ｙ
Y-axis 633
Y-axis angle 633
Y-chromosome 634
Y-plasty 633
Yakkan certiﬁcate for import of medicines and
medical devices 598
yan 603
yan deﬁciency 604
yang 603
Yatabe-Guilford test 598
yawning 4
yellow bone marrow 59
yellow marrow 59
yellow tongue 59
yellow tooth 59
Yersinia 53
Y-G test 598
yield point 207
yield strength 207
yin 30
yin deﬁciency 30
yolk sac inoculation 611
young adult 346
Young method 599
Young modulus 599
young old 366
Young pliers 599
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Ｙ

Young-Simpson syndrome

Young-Simpson syndrome 599
Yumikura symptom 603

Ｚ

Ｚ

Z band 360
Z-plasty 360
zaltoprofen 245
zero-order reaction 364
zerodegree tooth 587
zidovudine 279
Ziehl-Neelsen stain 413
Ziehl-Neelsen staining 413
zig-zag elastics 262
zinc chloride 54
zinc deﬁciency 3
zinc oxide 245
zinc oxide eugenol cement 245
zinc oxide eugenol impression 245
zinc oxide eugenol impression material 245
zinc oxide glycerin paste 245
zinc oxide ointment 245
zinc oxide starch powder 245
zinc phosphate cement 620
zinc polycarboxylate cement 572
zinc sulfate 617
Zinsser-Cole-Engman syndrome 211
zirconia 316
zirconia block 316
zirconia-reinforced alumina 316
zirconium aluminum complex 316
zone of calcifying chondrocyte 355
zone of co-destruction 144
zone of decalciﬁcation 403
zone of destruction 559
zone of hypertrophic chondrocyte 511
zone of irritation 264
zone of microbial mass 401
zone of pioneer bacteria 366
zone of proliferating chondrocyte 382
zone of resting chondrocyte 345
zone of vital reaction 344
zone phenomenon 415
zonography 390
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zonula occludens 549
zoonosis 327
Zsigmondy/Palmer system 263
zwitterion 382
zygomatic arch 142
zygomatic arch awl 142
zygomatic bone 141
zygomatic implant 141，235
zygomatic nerve 142
zygomatic process 142
zygomatic process of maxilla 301
zygomaticoalveolar crest 141
zygomaticoalveolar line 141
zygomaticofrontal suture 142
zygomaticomaxillary suture 142
zygomaticotemporal space 142
zygomaticotemporal suture 142
zygomaticus major muscle 393
zygomaticus minor muscle 304
Zygomaxillare 235
zygomycetes 356
zygosity diagnosis 612
zygospore 357
zygote 356
zymogen 416
zymogen granule 416
zymosan 242
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