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アーカンソーストーン　アーカンソーストーン　 arkansas stone
アーク式鋳造機　アークシキチュウゾウキ　 arc type casting machine
アーク溶解　アークヨウカイ　 arc melting
アーチコーディネーション　アーチコーディネーション　 arch coordination
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　 arch symmetry chart
アーチファクト　アーチファクト　 artifact
アーチフォーマー　アーチフォーマー　 arch former
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　 arch forming turret
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　 arch forming pliers
アーチフォーメーションチャート　
アーチフォーメーションチャート　　

arch formation chart

アーチブランク　アーチブランク　 arch blank
アーチレングスディスクレパンシー　
アーチレングスディスクレパンシー　　

arch length discrepancy

アーチレングスデフィシェンシー　
アーチレングスデフィシェンシー　　

arch length deficiency

アーチワイヤー　アーチワイヤー　 arch wire，archwire
アーティキュラーレ【セファロ分析の】　
アーティキュラーレ（セファロブンセキノ）　　

articulare （Ar）

アーティスティックベンド　アーティスティックベンド　 artistic bends
アーライン　アーライン　 Ah-line
RID　アールアイディー　 relative increment of decay
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-Hr blood group， 

Rh-Hr blood type
Rh 抗原　アールエイチコウゲン　 Rh antigen
Rh 式血液型　アールエイチシキケツエキガタ　 Rh blood group，Rh blood type
RSST ➡　反復唾液嚥下テスト　アールエスエスティー　 repetitive saliva swallowing test
RNA 依存性 DNA ポリメラーゼ　
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 dependent DNA polymerase

RNA ウイルス　アールエヌエーウイルス　 RNA virus
RNA ポリメラーゼ　アールエヌエーポリメラーゼ　 RNA polymerase
RF コイル　アールエフコイル　 radiofrequency （RF） coil
RF 信号　アールエフシンゴウ　 radiofrequency （RF） signal
RF パルス　アールエフパルス　 radiofrequency （RF） pulse
RMS 粒状度　アールエムエスリュウジョウド　 root mean square （RMS）  

granularity
ROC 曲線　アールオーシーキョクセン　 receiver operating characteristic 

（ROC） curve
ROC 曲線下面積　アールオーシーキョクセンカメンセキ　 area under the ROC curve （AUC）
RP I クラスプ　アールピーアイクラスプ　 RPI  clasp
RPA クラスプ　アールピーエークラスプ　 RPA clasp

ア
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シズイセッカイ

歯髄石灰化　シズイセッカイカ　 pulpal calcification， 
calcification of dental pulp

歯髄切断法 ➡　断髄法　シズイセツダンホウ　 pulpotomy，pulp amputation
歯髄息肉 ➡　慢性増殖性歯髄炎　シズイソクニク　 pulp polyp
歯髄鎮静薬　シズイチンセイヤク　 pulp sedative
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　 sedative treatment of pulpitis
歯髄電気診　シズイデンキシン　 electric pulp test
歯髄電気診断器　シズイデンキシンダンキ　 electric pulp tester
歯髄電気診断法　シズイデンキシンダンホウ　 electrodiagnosis of pulp
歯髄保存療法　シズイホゾンリョウホウ　 vital pulp therapy
歯髄ポリープ ➡　慢性増殖性歯髄炎　 
シズイポリープ　

pulp polyp

指数　シスウ　 index，quotient
歯数異常　シスウイジョウ　 abnormalies in number of teeth，

anomaly in tooth number
歯数過剰　シスウカジョウ　 supernumerary of tooth， 

hyperdontia，polyodontia
歯数過剰症　シスウカジョウショウ　 supernumerary of tooth， 

hyperdontia，polyodontia
歯数不足　シスウフソク　 hypodontia
歯数不足症　シスウフソクショウ　 hypodontia
ジスキネジア　ジスキネジア　 dyskinesia
シスチン　シスチン　 cystine
シスチン結石　シスチンケッセキ　 cystine stone
シスチン症　シスチンショウ　 cystine disease
システイン　システイン　 cysteine，cysteine hydrochloride 

hydrate，L cysteine，L cysteine 
hydrochloride hydrate

システマティックレビュー　システマティックレビュー　 systematic review
システムアナリスト　システムアナリスト　 system analyst
システム感度　システムカンド　 system sensitivity
システム分解能　システムブンカイノウ　 system resolution
ジストニア　ジストニア　 dystonia
シストランク法　シストランクホウ　 Sistrunk method
シス・トランス異性　シストランスイセイ　 cis-trans isomerism
シストロン　シストロン　 cistron
シスプラチン　シスプラチン　 cisplatin
ジスルフィド架橋　ジスルフィドカキョウ　 disulfide bridge
死生　シセイ　 necrobiosis
姿勢　シセイ　 posture
磁性アタッチメント　ジセイアタッチメント　 magnetic attachment
歯性開咬　シセイカイコウ　 dental open bite
歯性過蓋咬合　シセイカガイコウゴウ　 dental deep bite
歯性下顎前突　シセイカガクゼントツ　 dental mandibular protrusion
死生学　シセイガク　 thanatology

シ



536

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　 removable partial prosthodontics
部分性無歯症　ブブンセイムシショウ　 partial anodontia， 

hypodontia，oligodontia
部分接合体　ブブンセツゴウタイ　 merozygote
部分切除　ブブンセツジョ　 partial resection
部分層弁 ➡　粘膜弁　ブブンソウベン　 partial thickness flap
部分体積効果　ブブンタイセキコウカ　 partial volume effect
部分的再呼吸　ブブンテキサイコキュウ　 partial rebreathing
部分的再呼吸式　ブブンテキサイコキュウシキ　 partial rebreathing system
部分的断髄　ブブンテキダンズイ　 partial pulpotomy
部分的断髄法　ブブンテキダンズイホウ　 partial pulpotomy
部分的頭蓋裂　ブブンテキトウガイレツ　 cranioschisis partialis
部分的埋伏　ブブンテキマイフク　 partial eruption， 

partial impaction of tooth
部分てんかん　ブブンテンカン　 partial epilepsy
部分トロンボプラスチン時間　ブブントロンボプラスチンジカン　 partial thromboplastin time
部分被覆冠　ブブンヒフクカン　 partial veneer crown， 

partial coverage crown
部分復位性関節円板転位　ブブンフクイセイカンセツエンバンテンイ　 disc displacement with partial 

reduction
部分発作　ブブンホッサ　 simple partial seizure， 

partial seizure
部分容積効果　ブブンヨウセキコウカ　 partial volume effect
普遍形質導入　フヘンケイシツドウニュウ　 generalized transduction
不法行為責任　フホウコウイセキニン　 tort liability
不飽和脂肪酸　フホウワシボウサン　 unsaturated fatty acid
浮遊歯　フユウシ　 floating tooth
浮遊物質　フユウブッシツ　 suspended solid
不溶性グルカン　フヨウセイグルカン　 insoluble glucan， 

water-insoluble glucan
不溶性コラーゲン　フヨウセイコラーゲン　 insoluble collagen
付与エネルギー　フヨエネルギー　 energy imparted
プラーク【歯の】　プラーク（ハノ）　 plaque，dental plaque
プラーク【ファージの】　プラーク（ファージノ）　 plaque
プラーク形成　プラークケイセイ　 plaque formation
プラーク形成細胞　プラークケイセイサイボウ　 plaque-forming cell （PFC）
プラークコントロール　プラークコントロール　 plaque control
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　 plaque control record （PCR）
プラーク指数　プラークシスウ　 plaque index （PlI）
プラーク性歯肉炎　プラークセイシニクエン　 plaque-induced gingivitis
プラーク染色液　プラークセンショクエキ　 plaque disclosing agent
プラーク付着　プラークフチャク　 adhesion of dental plaque
プラークフリーゾーン　プラークフリーゾーン　 plaque-free zone
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　

plaque retention factor

フ
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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

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
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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

Ｍ


