


　インプラントの 1 つで，その下部構造
が骨組織に密着した結合状態を呈し，イ
ンプラント体に加わった力を直接骨に伝
達する様式のもの．

 103  オッセオインテグレーテッドブリッ
ジ→「ボーンアンカードブリッジ」

参照
 104  オトガイ唇溝　― しんこう

mentolabial sulcus
　下唇とオトガイ部との境界の皮膚を横
走する弓形の浅い溝．老人様顔貌の評価，
咬合高径の評価，下顎義歯の前歯部人工
歯排列位置，義歯床翼の豊隆などの指標
となる．

 105  オベイト型ポンティック　― がた 
―

ovate pontic
　外科的な補綴前処置により形成した顎
堤粘膜の凹みに球面状の基底面が入り込
み接触する形態のポンティック．審美性
を重視した形態であるが，ブリッジ装着
までの期間プロビジョナルブリッジで凹
みを圧迫して維持しておく必要があり，
基底面の清掃にも注意が必要など生体親
和性の点で問題も残されている．

 106  オルタードキャスト法　― ほう
altered cast technique

　義歯の機能時における床と粘膜との適
合を図るため，解剖学的印象により製作
した模型の欠損部のみを機能印象による
模型に置き換える方法．

 107  オルトンクラウン
Orton crown

　歯型の全周に適合させた純金製のマト
リックスの歯頸部に，22K 金板で幅の狭
い帯環をろう（鑞）付けし，歯冠形態を
ワックスアップ後，鋳造して製作する全
部被覆冠．金属の鋳造収縮をマトリック

ス箔使用により防ぐために考案された．
ガス抜きがうまくないと鋳造が困難であ
り，鋳造冠の登場で過去のものとなった．

か
 108  加圧印象　かあついんしょう

pressure impression
　有床義歯の機能時の状態を想定し，顎
堤粘膜を加圧下で採得する印象．咬合圧
印象，ダイナミック印象などがある．

 109  外冠　がいかん
outer cap，outer crown

　テレスコープクラウンの一部であり，
可撤性補綴装置に設置される金属冠．内
冠との接触面に生じる摩擦力あるいはく
さび効果は可撤性義歯の維持力として効
果的に働く．また，外冠によって歯冠外
形を再現する．

 110  概形印象　がいけいいんしょう
preliminary impression

　歯および欠損部顎堤などの口腔内諸組
織を予備的に採得する印象．この印象か
ら研究用模型を製作し，咬合関係の診査，
床縁の位置の判定，義歯の仮設計，個人
トレーの製作などを行う．

 111  開口障害　かいこうしょうがい
limitation of mouth opening，lim-

ited mouth opening
　顎口腔系組織・器官が一過性あるいは
持続的に障害を受け，開口運動に制限が
生じた病態．一般的に最大開口量の測定
によって診断されるが，顎関節の障害に
よるものと，筋などの軟組織の異常によ
るものとがある．

 112  外斜線　がいしゃせん
external oblique ridge

　下顎骨筋突起前縁から下方へ走り，臼
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おっせおい
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付録：同義語一覧

付録
番号

使用が望ましくない用語
同義語として
認める用語

選定用語

1Ah－ライン・口蓋振動線アーライン
2モリソンクラウン圧印金冠
3アローポイント・エイペックスアペックス
4安静位空隙・フリーウェイスペース安静空隙
5インサイザルガイダンス・切歯誘導

（指導）・前歯誘導（指導）
前方誘導（指導）アンテリアガイダ

ンス
6リテンション保持維持
7リテンションアーム維持腕
8咬合面間記録インターオクルー

ザルレコード
9インプラントレプリカ・

アバットメントアナ
ログ・ラボアナログ

インプラントアナ
ログ

10嵌植義歯インプラント義歯
11顎骨支持インプラント体支

持
12顎骨－粘膜支持インプラント体・

粘膜支持
13側方咬合彎曲・側方

歯牙彎曲・側方歯
列彎曲

ウィルソンの彎曲

14機能的咬頭路描記法機能的運動路法FGP テクニック
15筋膜痛機能障害症候群MPD 症候群
16T 字クラスプエルブレヒトクラ

スプ
17嚥下透視検査・ビデ

オ嚥下造影・ビデ
オレントゲン検査

嚥下造影検査

18遊離端ブリッジ延長ブリッジ
19ホリゾンタルオーバーラップ水平被蓋オーバージェット
20オーバーレイデンチャー残根上義歯オ ー バ ー デ ン

チャー
21バーティカルオーバーラップ垂直被蓋オーバーバイト



#1－#2 combination clasp
 781
#1 clasp 781
#2 clasp 781

a
abfraction 16
ability of mastication 670
abnormality of basal seat 

mucosa 228
abutment 13, 503
abutment analogue
　（analog） 14
abutment build up 509
abutment positioning jig 761
abutment screw 15
abutment tooth 504
abutment tooth form 507
access hole 6
acrylic resin tooth 1056
Adams clasp 8
add－on technique 1079
adhesion bridge 603
adjustable anterior guidance
 598
adjustable articulator 711
adjustable posterior  

guidance 198
ADL 498
agar alginate combined 

impression 212
agar impression 213
age 70
aged society 394
aging society 393
Ah－line 1

Akers clasp 66 1063
ala－tragus line 215
alginate impression 21
all ceramic crown 97
all ceramic fixed partial 
　denture 98
altered cast technique 106
aluminous porcelain 22
aluminous porcelain jacket 

crown 23
alveolar arch 165
alveolar ridge line 502
American flasking technique
 18
American－French flasking 

technique 19
amount of tissue  

displacement 839
analyzing rod 440
anatomic artificial teeth 121
anatomic crown 120
anatomic impression 118
anatomic teeth 121
anatomical articulator 119
angle between buccal and 

lingual internal  
cusp slope 384

angle of lateral condylar path
 648
angle of lateral incisal path
 655
anodontia appearance 1073
antagonist 678
Ante’s Law 28
anterior cross－bar 867
anterior guidance 29

anterior guide pin 590
anterior hyperfunction  

syndrome 417
anterior reference point 629
anterior reference pointer
 31
anterior mandibular  

positioner［or positioning  
device］ 138

anteroposterior curve 612
anteroposterior curving
 610
anteroposterior occlusal 

curve 612
anti－Monson curve 1011
apex［of gothic arch  

tracing］ 17
arbitrary hinge position 925
arcon articulator 20
arrangement of artificial 

teeth 552
arrangement of reverse 

articulation 365
articulating paper 339
articulation
 295, 312, 313
articulation test 296
articulation test in  

pronunciation 396
articulator 329 20
artificial gum 550
artificial tooth 548
artificial tooth root 549
ASL 498
Atlas of Occlusal Analysis
 350
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外国語索引




